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緒　　　言

　Ｓ状結腸憩室炎に起因するＳ状結腸膀胱瘻に対して開腹
手術による結腸部分切除＋膀胱部分切除が施行されてき
た．近年では腹腔鏡手術例も報告されるようになってきた
が，瘻孔剥離後の膀胱を切除した報告例はない．今回我々
は，安全に瘻孔を切除し確実に尿管口も温存しながら，膀
胱鏡を併用した腹腔鏡・内視鏡合同手術（laparoscopy and 
endoscopy cooperative surgery：以下 LECS）による結腸
部分切除＋膀胱部分切除を施行することができた．Ｓ状結
腸膀胱瘻に対してＳ状結腸部分切除＋膀胱部分切除を
LECS で施行した報告例はなく，貴重な症例と考え，若干
の文献的考察を加えて報告する．

症　　　例

　84歳，女性．難治性膀胱炎にて近医加療中にＳ状結腸膀
胱瘻を認めたため，加療目的に当院紹介受診となった．
既往歴，家族歴：特記すべき事項なし．
現　症：身長148㎝，体重32.6㎏，BMI 14.9．栄養状態は
良好．腹部 平坦，軟．
血液生化学検査：Hb 9.8ℊ/㎗と貧血を認めた以外は，血
液一般検査，腫瘍マーカー，肺機能検査，血液ガス分析検
査，心電図に異常を認めなかった．
検尿検査：混濁２＋，潜血３＋．
経尿道的膀胱造影検査（図１）：膀胱頂部よりやや左側に 
Ｓ状結腸との瘻孔部を認めた．
膀胱鏡検査：左尿管口のやや腹側（膀胱左側壁）に瘻孔部
を認めた．
大腸内視鏡検査所見（図２）：Ｓ状結腸～下行結腸に多発憩
室を認めたが，瘻孔部は確認できなかった．
手術所見（ポート位置：図３，術中所見：図４）：全身麻酔
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下に載石位とし，腹腔鏡・膀胱鏡合同手術下にＳ状結腸部
分切除＋膀胱部分切除術を施行することとした．まず３ポ
ート＋２細径鉗子でＳ状結腸～直腸の剥離・授動を行い直
腸を切離．胃粘膜下腫瘍に対する LECS 手技を参考にし，
まず腹腔内より膀胱を部分切除する前に膀胱鏡下に尿管口
の位置を確認し，瘻孔部周囲の膀胱粘膜にマーキングを行
った．次いで腹腔鏡下に膀胱壁を一部全層で切開し膀胱内
腔に到達．その後腹腔鏡下に膀胱粘膜のマーキングを確認
しながら瘻孔部周囲を切開し，瘻孔部を結腸とともに一塊

として切除した．膀胱切除部は鏡視下に１層連続縫合し閉
鎖した．臍部創より瘻孔部を含めてＳ状結腸を拳上し，結
腸を部分切除した．再気腹後結腸と直腸をDST吻合し再
建した．結腸吻合部周囲にドレーンを，また尿道バルーン
を挿入留置後閉創し手術を終了した．
手術時間：６時間45分．
出血量：極少量．
術後経過：術後第１病日に排ガスあり．離床開始．術後第
２病日より飲水開始．術後第３病日より食事開始．術後第
14病日に膀胱造影を施行し縫合不全，膀胱の高度な変形が
ないことを確認．合併症なく退院となった．
術後膀胱造影（図５）：縫合不全，膀胱の高度な変形を認め
なかった．

考　　　察

　近年，消化器外科の腹腔鏡手術は良性疾患，悪性疾患問
わず適応を広げている．細径鉗子等も考案され，技術の進
歩も相まって，さらなる低侵襲性，整容性も追及されるよ
うになっている．その傾向は胆摘術，虫垂切除術，ヘルニ
ア根治術等に代表される良性疾患に対して顕著であると言
える．一方，泌尿器科領域ではロボット手術が保険適応さ
れるなど，腹腔鏡手術は外科領域よりも普及している．前
立腺，膀胱，腎臓そして副腎まで泌尿器科が担当するほぼ
全ての臓器において，その適応は広がっている．LECS は，
内視鏡的粘膜下層剥離術（endoscopic submucosal dissection 
：以下ESD）のテクニックを用いた胃局所切除術として，
胃粘膜下腫瘍に対する術式として考案され，2008年に比企
ら1)によって最初に発表された．この術式はESDテクニッ
クを用いて胃内より切離線を決定し，腹腔鏡下に漿膜・筋

図１　経尿道的膀胱造影検査
膀胱頂部よりやや左側にＳ状結腸との瘻孔部を認めた（矢印）．

図２　大腸内視鏡検査所見
Ｓ状結腸～下行結腸に多発憩室を認めたが，瘻孔部は確認でき
なかった．

図３　ポート位置
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層切開を行う方法である．この手技は，過剰な胃壁の切除，
それに伴う胃の高度な変形を回避することが可能である2)．
今回我々は LECS による胃局所切除術を応用し，Ｓ状結腸
憩室炎に起因するＳ状結腸膀胱瘻に対して結腸部分切除＋
膀胱部分切除術を腹腔鏡と膀胱鏡を用いたLECSで行った．

　当院では，胃粘膜下腫瘍および早期胃癌症例に対して，
現在までに LECS による胃局所切除術を10例経験してい
る．腫瘍の局在によっては，ESD施行前に腹腔鏡下に胃壁
に入る血管（大網や小網）の処理が必要な場合があるが，
結腸膀胱瘻ではこの処置を必要としない．胃体上部後壁や
食道胃接合部付近の腫瘍に対して LECS を施行する時は
視野展開が困難な場合もあり得るが，骨盤内は広く膀胱は
腹側に位置しているため視野展開は全体的には容易であっ
たが，膀胱側腹膜に結腸が炎症性に強く癒着しており，ま
たしばしば結腸の癒着は骨盤左側まで及んでいるため，結
腸が視野展開の妨げになり，瘻孔部を全周確認することが
困難であった．このためＳ状結腸～直腸の授動を終了した
後，瘻孔部より肛門側でＳ状結腸を切離することによって
瘻孔部の足側～左側は確認し易くなった．膀胱部分切除す
る際，インジゴカルミン®を静脈投与し，尿管口を確認する
ための一助とした．これは膀胱欠損部を縫合閉鎖する際に
も，尿管口の位置をはっきりと認識できることで尿管口の
狭窄，閉塞等を回避することに役立った．術後に尿道バル
ーンより膀胱造影を行ったが，過剰な膀胱壁の切除を行わ
なかったため膀胱の高度な変形は認めず，良好な結果を得
ることができた．
　我々が医中誌web で「結腸膀胱瘻」，「大腸憩室炎」，「腹
腔鏡下手術」をキーワードとし2000年～2014年の範囲で検
索したが，LECS により結腸部分切除＋膀胱部分切除を施
行したという症例報告は自験例のみであり，我々の報告が
１例目になると思われた．鷹羽ら3)は，憩室炎に起因した
結腸膀胱瘻に対して腹腔鏡下に手術を行ったと報告してお
り，瘻孔剥離後の膀胱には手術操作を加えず，尿道カテー

　 LECS を施行したＳ状結腸膀胱瘻：加藤　大，他11名 　

b

a

c

図４　術中所見
Ｓ状結腸と膀胱は炎症性に癒着していた．Ｓ状結腸は左側骨盤
腹膜に癒着していた（a）．膀胱鏡下に瘻孔部周囲の膀胱粘膜に
マーキング施行（b）．膀胱粘膜面のマーキング部位を指標に膀
胱壁を切離（c）．

図５　術後膀胱造影
縫合不全，膀胱の高度な変形を認めなかった．
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テルを留置し膀胱内を減圧することで瘻孔は治癒したと述
べている．我々は LECS により瘻孔部を含めて膀胱を一部
切除し縫合閉鎖した．炎症の程度，炎症の期間，また膀胱
壁の状態によっては膀胱壁を切除しなくても治癒する場合
もあると思われる．また，腹腔鏡下に縫合結紮を行うこと
が高度な技術を要することも関係していると思われる．し
かし開腹手術では膀胱壁を切除する場合が多いため4,5)，可
能な限り切除した方が良いと考えた．今回の症例では細径
鉗子も用いており，通常の開腹手術であれば大きな侵襲と
なりうるところ，LECS＋ reduced port surgery により低
侵襲かつ整容性を保った手術が可能であった．
　腹腔鏡手術および LECS の発展によりその対象症例は
増えているが，自験例のように結腸膀胱瘻に対しても充分
可能であることが示された．今後症例の蓄積によりその定
型化に繋げていきたいと考えている．

結　　　論

　Ｓ状結腸膀胱瘻に対してＳ状結腸部分切除＋膀胱部分切

除を LECS で施行した報告例はなく，貴重な症例と考え，
若干の文献的考察を加えて報告した．今後症例の蓄積によ
りその定型化に繋げていきたいと考えている．
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