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「第32回北里腫瘍フォーラム」

ロボット支援手術により摘除し得た

高度骨盤内癒着を認めた膀胱癌の1例
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　筋層浸潤性膀胱癌の標準治療は，膀胱全摘除術である。近年，ロボット支援手術が泌尿器科領域

(前立腺癌，腎細胞癌) で保険適用となり，その適応範囲が広がっている。一方欧米の報告では，膀

胱全摘除術で開腹術と比較し，出血量は有意に減少するが，手術時間は延長し，明らかな有用性は

認めないとする報告も散見される。今回，高度骨盤内癒着を認めたが，ロボット支援手術により有

害事象を認めず摘除し得た膀胱癌の1例を経験したので報告する。
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序　　文

　筋層浸潤性膀胱癌の標準治療は，膀胱全摘除術およ

び尿路変向術である。近年，ロボット支援手術が泌尿

器科領域で保険適用となり，その適応範囲が広がって

いる。米国では，2003年に手術支援ロボットのFDAの

承認が得られてから，膀胱全摘除術の術式にロボット

支援手術も加えられた1。諸家の報告によると，開腹術

と比較し，癌制御率に変化はなく，出血量や輸血率が

有意に減少したとされている2。一方で，開腹術と比較

し，出血量は有意に減少するが，手術時間は延長し，

明らかな有用性は認めないとする報告も散見される3。

今回，高度骨盤内癒着を認めたが，ロボット支援手術

により有害事象を認めず，摘除し得た筋層浸潤性膀胱

癌の1例を経験したので報告する。

症　例

患者: 76歳，男性。

主訴: 尿意切迫感。

既往歴，家族歴: 特記すべきことなし。

現病歴

　2015年10月，上記主訴にて近医泌尿器科を受診。膀

胱炎の診断にて，抗生剤治療をうけるが効果が認めら

れなかった。膀胱超音波にて約3 cm大の膀胱腫瘍，尿

細胞診で陽性 (尿路上皮癌) を認めた。膀胱腫瘍に対し

て同年12月，経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TURBT) を施

行された。腫瘍は左側壁が主体で，三角部，前立腺部

尿道にも認められた。病理組織所見は，尿路上皮癌

pT2以上G2 = G3であり，当院紹介受診となった。

治療

　全身CTでは明らかなリンパ節腫脹や遠隔転移は認め

られなかった。骨盤部MRIにて脂肪層への浸潤も疑わ

れたため (cT3b) (図1)，neoadjuvantとして，gemcitabine/

cisplatinを2コース施行後 (day 1，8，15: gemcitabine

1,000 mg/m2，day 2: cisplatin 70 mg/m2。3週間隔投与)，

2016年3月ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術 (robot-

assisted laparoscopic radical cystectomy: RALC)，リンパ

節郭清術，尿道摘除術および回腸導管造設術を施行し

た。

手術所見

　頭低位25度，経腹膜的アプローチ，恥骨より18 cmに

カメラポート (臍上)，右側にfirst arm，AirSealポート，

5 mmポート，左側にsecond，third armポートの6ポート
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図1.  骨盤部MRI (T2強調像) 冠状断像

MRIにて腫瘍の筋層を超えた浸潤および膀胱壁の肥厚を認

める。

図2.  精 ・精管へのアプローチ

後方アプローチより精 ・精管を臨むが，癒着をすでに認

めていた。

図3.  膀胱測方の展開

膀胱側方にも癒着を認め，剥離困難が続く。尿管を誘導

し，側方茎を遠見する。

図4.  膀胱前腔 (Retzius) の展開

恥骨への癒着も高度であり，内骨盤筋膜を同定できず。

図5.  陰茎背静脈叢切開後の尿道展開

癒着および陰茎背静脈叢を鋭的に切断し，尿道に達する。
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にて手術を開始した。腹腔内より，後方アプローチに

て精 ・精管にアクセスするが癒着が高度であった (図

2)。骨盤壁と膀胱外側の剥離も時間を要し (図3)，リン

パ節郭清も限局部位のみしか行えなかった。特に恥骨

後面と膀胱間のRetzius腔の癒着は高度であり (図4)，ロ

ボットの牽引力とモノポーラーを使用し鋭的に切り込

んでいった。陰茎背静脈叢 (dorsal vein complex: DVC)

を含め出血は認められたが，適宜止血を行い，尿道に

達することができた (図5)。適宜側方茎 (lateral pedicle)

を処理し，膀胱前立腺を摘除し得た。ロボットをロー

ルアウト後水平復帰し，尿道摘除および回腸導管を作

成した。尿道周囲にも癒着があり，出血を認めたが，

輸血は必要としなかった。術中明らかな有害事象は認

めなかった。コンソール5時間8分 (手術時間9時間34

分)，出血量1,085 ml (コンソール中250 ml) であった。

病理組織所見

　検体286 g。病理結果は，明らかな尿路上皮癌を認め

ず膀胱癌pT0N0であった。また，偶発的に前立腺癌

(pT2c，Gleason score 3 + 3 = 6) を認めたが，いずれも

断端は陰性 (RM0) であった。全体的に線維化，炎症細

胞の浸潤を認め，化学療法の影響よりは，慢性炎症に

よる膀胱肥厚が考えられた。

術後経過

　第3病日飲水開始。第9病日常食開始。第9病日より

尿管ステント抜去。術後明らかな有害事象を認めず，

第18病日に退院した。術後1年経過した現在，明らか

な再発は認められていない。

考　　察

　筋層浸潤性膀胱癌の標準治療は膀胱全摘除術であ

る。本邦では，2012年前立腺癌，2016年腎細胞癌 (部分

切除) に対してロボット支援手術の保険収載が認められ

た。腹腔鏡下手術の利点に加え，鉗子の多関節による

操作性の充実により，より精度の高い手術が可能と

なった。米国では，RALCは2003年よりFDAの承認が

おり，多くの臨床研究が行われている1。膀胱全摘除術

の開腹術 (open radical cystectomy: ORC) や腹腔鏡下手

術 (laparoscopic radical cystectomy: LRC) と比較し，出

血量や輸血率の低さ，癌制御率の不変性が報告されて

いる2。一方，Bochnerらは3，RALCとORCのランダム

化比較試験を行い，出血量はORC群と比較し有意に

RALC群が少ないが (676 ml vs. 516 ml)，手術時間は

RALC群が有意に長かったとしている (329 min vs. 456

min)。また，Clavien-Dindo分類でgrade 3以上の有害事

象，断端陽性率，リンパ節郭清時の獲得個数に差はな

いとし，RALCの有用性は見いだせなかったと結論付

けている。しかし，high-volume centerでの結果であ

り，一般臨床への普遍化は早急であるとも言及してい

る4。また，European Urology Associationのガイドライ

ンでは，LRCやRALCは臨床研究が十分ではなく，現

状ではオプションであるとされている。

　本邦では，RALCは自費診療であるが，当院では北

里大学医学部・病院倫理委員会の承認 (治療13-812) お

よび先進医療育成計画の補助を受け施行してきた。諸

家の報告同様，出血量が少なく，さらに有害事象も極

度に少なく，術後経過も良い印象を持っている。本症

例は，最終的には慢性炎症による高度骨盤内癒着で

あったが，恥骨後面と膀胱の癒着が高度であり，ま

た，深部にはDVCも存在するため，開腹術ではかなり

困難を極めた手術になったことが予想される。しか

し，ロボット支援手術を行うことで，適宜止血するこ

とが可能で出血量を最小とし，また，ロボットの牽引

力の強さを利用した剥離が可能であった。RALCには

数値で表すことのできないメリットが存在する可能性

がある。一方，膀胱摘除後の尿路変向術の必要性，腹

腔内尿路変向術の施行方法，尿道摘除術の施行方法，

術野への尿の溢流による腹腔内播種の可能性など，検

討すべき点は多い。今後さらに検討を進めて行く予定

である。
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