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所 謂 特 発 性 腎 出 血 に 関 す る 研 究

第IV篇 本症例の臨床的並びに摘出腎の病理組織学的研究

京都大学医学部泌尿器科学教室(主任 稲田 務教授)

講 師 仁 平 寛 巳

            Studies on So-called Essential Hematuria 

         Report IV : Clinical Observations and Histopathological 

                  Studies of the Removed Kidneys 

                            Hiromi  NIHIRA 

   From the Department of Urology, Faculty of Medicine, Kyoto  University, Kyoto, Japan 

 (Director  :  Prof.  7'.  Inada) 
   In twelve patients in whom the cause of unilateral renal bleeding remained obscure 

after urological exminations nephrectomy was performed because of all other methods of 

treatment had failed. Histological examination of the removed kidneys showed the results 

as follows. 

   1) Following review of the pathological material in 12 cases, in 5 of these it became 

apparent that certain findings were common to all of them. The lesion consits of the 

massive deposit of calcium, localized remarkable congestion, dilatation of collecting tubules 

in some papillae and in some cases minute calculi adherent to these papillae. It can be 

said that marked stagnation in the renal papillae which may be caused by massive de-

posit of calcium must be one of the etiological factors in this disease, and the onset of 
hematuria is provocated by the desquamation of these calcium plaques. 

   2) Exact examination on other 7 cases revealed the several causes of renal bleeding 
such as localized interstitial nephritis 2, early lesion of benign papilloma in the renal 

pelvis 2, cavernous hemangioma in the renal papilla 1, allergic inflammation 1 and chro-
nic follicular pyelitis 1

1緒 言

所 謂 特 発性 腎 出血 とい う語 は,無 症 候 性 の 血

尿 を唯 一 の症 状 と し,慣 用 の泌 尿 器科 的 検査 法

に よつ て 出血 の原 因 を把握 し得 な い 一側 性 の 腎

性 血 尿 に 対 して 与 え られ た 臨 床上 の 名 称 で あ

る.か か る症 例 は そ う稀 な もの で は な く,Cahi11

(1940)は 血 尿患 者 の49(ova,著 者(1955)は 膀 胱

鏡 検 査 を行 つ た泌 尿 器科 患者 の2%に 本 症 を認

め,ま たFullerto11(1933)は605例 の 腎 性血 尿

中87例,高 橋(1936)は180例 ・lu66例,富 川等

(1958)は139例 中36{ダ"とい う数 字 を あげ て い る.

著 しい 進歩 を み た現 代 泌 尿器 科 学 の 中 で,本

症はその範囲を次第に縮小 されつつあるとはい

え未だ取 り残された暗黒地帯の一ということが

出来る.そ して第 皿篇に於て述べた如 く本症 の

原因として種汝の病因的変化が あげられている

が,こ れ等の成因に関しては未だ不明の点が多

い 従つて臨床的にかかる出血の原因を把握す

る倹査方法の改良,進 歩を目指すとともにこの

ような変化の発生機転を追求することが今後の

目標になるものと考える.著 者は一側性の腎性

血尿を唯一の症状 とし,現 在用いられる限 りの

種汝の泌尿器科的検査法によつても出血の原因

を把握することが出来ず,各 種 の保存的療法を
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行うも止血に至 らざるため遂に腎摘除術を施行

した所謂特発性腎出血の12例 について,摘 出腎

の詳細な病理組織学的検索を行 い丈献的にあま

り触れられていない興味ある所見を得たので,

臨床的経過と共に組織学的所見を詳述 してこれ

に対する考案を行つた.

皿 検査材料並びに検査方法

京都大学医学 部泌尿器科学教室に於 て血尿を主訴 と

した患者の中,所 謂特発性腎出血 の診断 の下に種 々の

保存的療法を受 けたが依然 として血尿が持続 し,或 は

年令的に腎腫瘍初期の疑い もあつて遂 に腎摘 除術の止

むな きに至った12例 の標本にっいて検 索した.

摘出標本は割面に於て異常を認 めた部分は勿論の こ

と,15%ホ ルマ リソ液 で固定 した後 腎実質 を約5mm

聞隔で放線状に切開 して肉眼的に少しでも異常を認め

た部分 及びすべての腎乳頭部か ら組織標本 を採取 し,

更に正常 と思わ れる部分か ら皮質,髄 質及び腎孟,尿

管粘膜にわたつて出来得 る限 り材料 を採取 した.採 取

した材料は型 の如 くパ ラフィ ソ包埋に よ り切片を作製

し,ヘ マ トキシリソ,エ オジ ソ染色を施 して検索 し,

特殊な所 見のあ る部分は連続 切片 で追求した,

皿 症 例

症例1三 〇某,38才,男.血 尿 を主訴 とし,家 族

歴及び既往歴には特記すべ きものはない.

現病歴 約5年 前誘因 と思わ れ るものな く無症候性

の血尿を来 し,当 科に於て左 腎出血 として止血剤 の投

与を受け約2週 間で血尿は消失した.2年 前 同様 の血

尿の再発を来し,他 の病院で治療 を受 けてやは り2週

間位で止血した,今 回は7日 前 か ら血尿 の再発を来た

し,治 療に よつて も変 りが な く体動に よ り血尿 の程度

が増強す る.今 まで排尿痛,頻 尿等 の排尿障碍や発熱

・浮腫,癌 痛等 を来 した事はない.排 尿 回数 は昼聞4

～5回,夜 間oで ,食 欲,睡 眠,便 通等 に 異 常 は な

い。昭和25年7月25日 入院.

現症 体格,栄 養 ともに申等 度で,全 身所見に特記

すべ き異常を認 めない.

検査成績 血圧126～62mmHg.1血 液検査,赤 血

球数372万,血 色素量74%(Sah1i),白 血球数7600,

血液像には特異 な変化を認めない 血沈1時 間平均値

8.5,血 清梅毒反応(一)

尿は第1杯,第2杯 ともに暗赤色,一 様 に潤濁 し蛋

白(督),沈 渣は赤血球(冊),白 血球(十),上
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皮細胞(十),円 柱(一),塩 類結 晶(一),細 菌

(一)

膀胱鏡 検査 膀胱粘膜は正 常で,左 尿管 口か ら血性

尿の噴出を認 め,右 側は清澄.青 排 泄試験は右側初発

6'40't,深 青8'17",左 側は血尿 の為に判明 しない 尿

管 カテ ーテル法による尿管尿は左側 出血を示す以 外に

異常所見 はない,

レ線単純撮影で結石陰影を認 めず,逆 行 性腎孟尿管

像に異常所 見を認めない 日を変 えて行 つた逆行 性腎

孟撮影及び排 泄性腎孟撮影に於て前 回同様何等 の変化

も見 ら承ない

診断 左側の所謂特発性腎出血,

治療 及び経過 止血剤投 与,輸 血,自 家血液 の啓筋

内注射等 を行 つたが依然 として高度 の血尿が持 続し,

止むを得 ず左 腎摘除術を行 つた.腎 と周囲 との癒着は

な く,腎 及び尿管は外見上全 く正常であった.術 後径

過は良好で血尿 は消失 し,術 後25日 目に退 院した.

摘出腎所見 重さ172g,大 きさ11.3×5.6×3.5cm.

外見上全 く異常 な く,割 面に於 て皮質 と髄 質の境界は

明瞭で腎実質 及び腎孟粘膜には何等 の変化 も認 め な

い.た だ上極 の近接 した2個 の腎乳 頭部は他 に比 して

暗赤色 の度が強 く,表 面に微細な灰 白色の 斑 点 を 認

め,付 近の腎杯,腎 孟粘膜には比較的古い 出血斑が散

在す る。

組織学的 所 見 腎皮質には特記すべ き変化はな く,

髄質及び乳頭部 も上極の2個 の乳頭 を除いては正常で

あ る.こ の2個 の乳頭部には聞質 内或は集合管壁にか

な りの石灰沈着 を認 める.毛 細血管及び小静 脈は著明

に拡張 して血液が充満 し(図1),所 々に間質内出血

の部分 もあ る(図2)集 合管は一部拡張 し,上 皮細

胞は膨 化性変性 を示 し配列の不規 則 と部分的{副脱 を認

め る.間 質の一部 に限局性の円形細胞浸潤 を認め るが

軽度であ り,こ の乳 頭に接す る腎杯粘膜下に限局性 の

かな り高度の円形細胞浸潤 と出血巣を認め る.腎 孟 粘

膜の数 個所に粘膜下 出血巣 と限局性 の円形 細胞浸潤 を

認め るがいつ れも軽度であ る.

症例2山 ○某,40才,女.血 尿を主訴 として来

院,現 在 妊娠3カ 月.

家族歴 母 親が子宮癌で死 亡

既往歴 生来健康で,今 までに妊娠10風 この中流

産1回,早 産1回.そ の他には 特記 すべ きこと はな

い.

現病歴 約半 年前 に誘因 と思 われるもの な く無症候

性血尿 を来た し,治 療 に よって一時止血 したが再発し

現在 に至 ろ,排 尿障碍,発 熱,病 痛 等を伴わず,体 動
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によつて血尿 の程度は増強す る.一 般状態には異 常は

ない.昭 和25年11月24日 入院.

現症 体格,巣 養 ともに中等度でやや貧血 様.妊 娠

3ヵ 月以外には全身状態に特記すべ き変 化 を認 め な

い.

検査成績 血 圧132～70mmHg.血 液検査,赤 血球

数334万,血 色素量68%(Sahli),白 血球数7600,血

液像には特異の変化を認めない.血 清梅毒反応(一).

尿の結核菌培養試験(一).PSP試 験,1時 聞55%,

2時 闇5%,3時 間1.25%,計61.25%.

膀胱尿 は血性に高度に潤濁,蛋 白(昔),沈 渣 は赤

血球(耕),白1血 球(+),上 皮細胞(+),円 柱

(一),宗 田菌(一)

膀胱鏡検査 膀胱粘膜は正 常で,左 尿管 口か ら血性

尿の噴 出を認め右側は清澄.青 排泄試 験は右側初発4'

13,,,深 青6'18",左 側初発4'25",深 青6'30●'尿 管 カテ

ーテル法による尿管尿 は左側 出血 を示すのみであ る.

レ線 単純撮影で結石陰影を認めず,逆 行性腎孟尿管

像には変化はな く正 常.

診断 左側の所謂特発性腎出血,

治療 及び経過 止血剤投与,輸 血等に よっても依然

として血尿が持続 し,本 院産婦入科に転科 して人工洗

産を行 ってか ら再入院した.再 び膀胱鏡検査,青 排泄

試験,尿 管 カテ・一テル法,逆 行性腎孟撮影等を行つた

が,左 側の腎性血尿以外には異常所 見を認めない.種

々の保存的療法に もかかわ らず血尿が持続 したので止

むを得ず左腎摘 除術を行 つた.腎 と周囲 との癒着 はな

く,腎 はやや大 きかつたが 外見上は何等の変化を認 め

ない.尿 管 も正常.術 後経過は良 好 で 尿 は清澄 とな

り,術 後32日 目に退院した.

摘 出腎所見 重 さ2159,大 きさ12.5×6.5×6.3cm.

外見上異常な く,割 面に於て皮質 と髄質 との境界は明

瞭で腎実質及び 腎孟粘膜は肉眼的に正常.上 部 腎乳頭

の1っ に卵円形,帽 針 頭大の嚢腫が あって,こ の乳頭

先端には微細な灰 白色 の石灰沈着巣を認め る.こ のよ

うな石灰沈着巣は他 の2個 の腎乳頭先端に も見 られ,

接す る腎杯粘膜に出血斑が散在す る.

組織学約所見 腎皮質及び髄質には特記すべ き変化

はない.上 記の3個 の乳頭部には乳頭先端,間 質 内,

集合管壁及び管内にか な り大 ぎな石灰沈着巣を認 め,

毛細血管及び小静脈 は著明に拡張 して血液 が充満 し,

一部に赤 血球遊出巣を認め る(図3,4)集 合管は

一部拡張 ,迂 曲 して内に硝子様物質を入れ,上 皮細胞

は部分的に膨化性変性を示し配列 の不規則 と劇脱を認

め る.間 質の所 々に軽度の円形細胞浸潤があろが,こ

れは上記の諺血像 に比較す ると甚だ軽微で あ る.接 す

る腎杯粘 膜には軽度の円形細胞浸潤 と粘膜下 出血巣を

認 める.

症例3吉 ○某,27才,男.血 尿 を主訴 とし,家 族

歴及び既往歴 には特記すべ きものは ない.

現 病歴 約1年 前誘因 と思われ るものな く無庄候 性

血尿を来 し,当 科に於て左 腎出血 の診断 の下に止血剤

の投与に よ り約ld日 後 に治癒 した.今 回は7日 前か ら

前 と同様 の血尿を来たし,止 血剤に よ りやや軽快 した

が体動に よつて再び増強 し現在に至 る.排 尿痛,頻 尿

等の排尿 障碍や発熱,浮 腫,疵 痛等を来 した ことは な

い.排 尿回数 ま昼間4～5回,夜 間0,食 欲,睡 眠,

便通等 に異常は ない.昭 和25年11月27日 入院.

硯 症 体格,栄 養 ともに 申等 度でや や 貧血 様.皮

膚,粘 膜 に出血斑を認めない.胸 腹部 及び外陰部に視

診,触 診上異常 を認めない.

検査 成績 血圧122～64mmHg.血 液検査,赤 血球

数370万,血 色素量(Sahli)83%,白 血 球数6400,

血液像に は特異の変化を認 めない.血 沈1時 間平均値

7.5,出 血時聞2'30",擬 固時 間開始6'30",終 了17',

血小板数32.2万,Rumpel-Leede氏 現象(一)尿

の結核菌培養試験(一)血 清梅毒反応(一)

尿は第1杯,第2杯 ともに高 度の血尿を 呈 し蛋 白

(朴),沈 渣は高度の出血を示す のみであ る。

膀胱鏡検査 膀胱粘 膜正常,左 尿管 口か ら血性尿 の

噴 出を認め右側は清澄.青 排泄試験は右側初発3'40",

深青6',左 側は血尿の為判明しない.尿 管 カテーテル

は左側尿管 口附近でっかえて挿入 出来ない,

レ線単純撮影で腎,尿 管及び膀胱部に結石陰影そ の

他 の異 常陰影を認めず,排 泄性 腎孟撮影に於 て腎孟尿

管像に異常を認 めない.

診 断 左側 の所謂特 発性腎出血.

治療 及び経 過 各種止血剤投与及び輸血を強力に行

ったが高度の血尿が持 続し,止 むを得ず左 腎摘除術を

行つた,腎 と周囲 との癒 着は な く,腎 及び尿管は外見

上正常であつた.術 後 経過は良好で尿は清澄 とな り,

術後18日 目に退院 した.

摘 出腎所見 重 さ1409,大 きさ10.4×5.2×4.Ocm.

外 見上異常な く,腎 被膜の刻離は容 易であ る.割 面に

於 て皮質 と髄質の境界 は明瞭 で腎実質 は肉眼的に正常

である.上 腎杯の乳 頭先端に微細 な腎砂が 数 個 付 着

し,近 くに小凝 血塊があつて この部分が 出血源 と考 え

られる.腎 孟粘膜は数 個所に比 較的新 鮮な小 出血斑 を

認め る以外は正常であ る,

組織 学的所見 腎皮 質及び髄質に は特記すべ き変化
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を認めない.微 細 な腎砂の付着していた乳頭部には石

灰沈着が間質に多発 し,一 部集 合管 は拡張,迂 曲 して

硝子様 物質或は赤 血球円柱 を入れ る(図5)上 皮細

胞は膨化状で不規則形を示し配列 も乱 れ,あ るもので

は上皮の部分的測脱 の像を認 める.毛 細血管 は著明に

拡張して血液 が充満 し,一 部に赤血球遊 出巣を認 め,

細胞浸潤は部分 的に見 るが甚だ軽度であ る(図6)

接す る腎杯粘膜には軽度 の粘膜下 出血,円 形細胞浸潤

を認める,そ の他 の乳頭部には石灰沈着は な く病的変

化も認 めず,腎 孟粘膜 にも特記すべ き変化 はみ られ な

い.

症例4長 ○某,53才,女.血 尿を主訴 とし,家 族

歴及び既往歴に特記すべ きものな く,腎 疾 患,結 核,

アレルギP性 疾 患等 の経験 はない 。

現病歴 約10日 前 より誘因 と思われ るものな くして

突然に血尿を来たす.排 尿障碍,発 熱,浮 腫,疵 痛等

を伴わない無症候性血尿で,約10年 前に1度 同様の血

尿があつたが放置 して数 日で治癒 してい る.排 尿回数

は昼間5～6回,夜 間1回 で,食 欲,睡 眠,便 通等 に

は異常はない.昭 和29年12月14日 入院.

現症 体格小,栄 養中等 度で軽 度貧血様.そ の他に

は全身所見に特記すべ き異 常を認 めない.

検査成績 血圧146～72mmHg.血 液検査,赤 血球

数406万,血 色素量74%(Sahli),白 血球数5200,血

液像には特異 な変化を認めない.出 血時 間2'30",凝

固時間開始7'30",終 了15'血 沈1時 間平均 値18.5,

血清梅毒反応(一)

膀胱尿は血性に強 く潤濁 し,蛋 白(+),沈 渣は赤

血球(柵),白 血球(+),上 皮細胞(+),円 柱

(一),条 田菌(一)

膀胱鏡検査 膀胱粘膜 は正常で,左 尿管 口よ り血性

尿の噴出を認 め右側 は清澄.青 排泄試験 は右側初発3'

55",深 青4'30",左 側 は血尿の為判定し難 いが約5'で

着色を認 めた.尿 管尿 は左側 出血を示すのみであ る.

レ線単純撮 影で結石 陰影 を認 めず,逆 行 性腎孟尿管

像は正常,排 泄性腎孟撮影に於 て も異常所見 を認 めな

い.

診断 左側の所謂特発性腎出血.

治療及び経 過 輸血及び各種止血 剤投 与を強力に行

つたが1血尿の程度に変化な く持続 し,止 む を得ず左 腎

摘除術を行 った.腎 は周囲 との癒着 は全 くな く,腎 及

び尿管は外見上全 く正常であつた.術 後経過は順調で

血尿は消失 し,術 後16日 目に退院 した.

摘 出腎所見 重 さ130g,大 きさ10.5×5.2×4.Ocm.

外見上異常な く腎被膜 の剥離 は容易 であるが,中 央に
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一部少 し陥凹 した部分があつて ここに軽度の癒蒼 を認

める.割 面に於て皮髄 の境界は明瞭 で,腎 実質及び 腎

孟粘膜は肉眼的に特に異常を認めない。唯下極の1腎

乳頭先端に粟粒大,大 略円形の小孔が あって腎を圧縮

す る とこの孔 か ら血液が洗 出す るのを認 め,こ の部分

が出血源 と考 え られ る.

組織学的所見 腎内小動脈に中等度の動脈硬化性 の

変化を認 め,腎 表面 で軽度の陥凹があった部分では糸

球体 の一部に硝子様変性を示す ものあ り,糸 球体周 囲

に限局性の細胞浸潤 があってBowman氏 嚢腔内出血

或は硝子様物質 を入れ,Bowman氏 嚢壁 の軽度肥厚

を示す ものあ り,尿 細管 も一部拡張 して硝子様円柱を

入れ,上 皮細 胞の溺濁,腫 張,変 性を示す もの もあ る

(図7)そ の他 の 部分では 皮質及び髄質に著明 な変

化を認 めない.肉 眼的に微細 なノJ吼を認めた乳頭部で

は石灰 沈着巣を認 め,軽 度の円形細胞浸潤,毛 細血管

拡張,間 質内出血,集 合管の拡張が あって,上 皮細胞

の膨化,変 性,部 分的剥脱等 を認 める(図8)こ の

馴頭先端 のノJ吼の表面には上 皮細胞は全 くな く周囲に

は軽度の細胞浸潤,毛 細血管 拡張及び間質内出血,小

孔内に多量の赤 血球遊出を認 め,微 細結石の剥脱 した

あ とと考 え られ る(図9)接 す る腎杯粘膜にはか な

り高度 の円形細胞浸潤,粘 膜下 出血 巣を認 めた.そ の

他の 腎乳頭部及び腎孟粘膜には著明な変化はみ られな

い.

症例5原 ○某,61才,男.血 尿を主訴 とし,家 族

歴及び既往歴 には特記すべ きものはない.

現病歴 数年前に一度何等 の誘因 と思われ るものな

くして無症候性の血尿 を来 たし,医 師に より止血剤の

投 与を受 け るとともに安静を保つて約一週 闇で消失 し

た.今 回は約3週 間前 に前 と同様の無症候性血尿 があ

つて,医 師の治療を受けているが同程度の血尿が現在

まで持 続している.今 まで排尿障碍,腹 部 疵痛,浮 腫

等 を来 した ことはない.排 尿回数は昼間4～5回,夜

間1回 で,食 欲,睡 眠,便 通等に異常はない.昭 和30

年11月19目 入院.

現症 体格,栄 養 ともに中等度で,皮 膚及び粘膜は

軽度貧血様,出 」血斑は認 めない.腹 部及び外陰部は視

診及び触診上異常を認めない.

検査 成績 血圧120～70mmHg.血 液検査,赤 血球

数372万,血 色素量68%(Sahli),白 血球数7200,血

液像 には特異 の変化 を認 めない.出 血時 開2'30「「,凝

固時間開始6'30",終 了15「30,,,血 小板数38.6万,

Rumpel-Leede氏 現象(土).血 清梅毒反応(一).

尿は第1杯,第2杯 ともに暗赤色 に洞濁 し,沈 渣は

高度の出血 を示すのみであ る.
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膀胱鏡検査 洗瀞液150ccは 容易に入 り,膀 胱粘

膜 は正 常,左 尿管 口よ り血 性尿 の噴 出を認 め,右 側は

清澄.青 排泄試験は右 側初発4t2S,t,深 青5'08",左 側

初発5'12",深 青6'05",尿 管 カテーテルは両側25

cmま で容易に挿入,尿 管尿 は左側 出血を示す のみで

ある。

レ線単純撮影で結石その他 の異常陰影を認 めず,逆

行1生腎孟撮影に於て両側 腎孟尿管像に異常所見 を認 め

ない.

排泄性 腎孟撮 影及び経腰的大動脈撮 影に於 ても特異

の変化を認めない.

治療及 び経過 止血剤投与,輸J血 等 に ょっ ても依然

として高度の」血尿が持続 し,年 令的に腎腫瘍初期の疑

いを除外 出来ないので左腎摘除術を行 った.腎 表面に

は小さな嚢腫が散在 していたが周囲 との癒着は全 くな

かった.術 後経過は良好で血尿は消失し,術 後15日 に

全 治退院 し現在 まで異常は ない

摘 出腎所見 重 さ2009,大 きさ11.5×8.0×4.5cm,

表面 には粟粒大,碗 豆大の嚢腫が20～30個 散在 して認

め られ るが,そ れ以 外には異常はない.割 面は肉眼的

に正常で皮髄の境界 は明瞭で あ り,嚢 腫は腎表面のみ

で実質 内には認め られない.唯2～3の 腎乳頭先端 に,

境界の明かな粟粒大の白色の部分を認 め,触 れ ると周

囲に比 して硬 い.特 に中央 の1腎 乳頭の先端には微細

な腎砂が付着 し,こ の部分に凝血塊が付着 して出1血源

は この剖分か と考え られる.腎 孟粘膜には新 鮮な小 出

血斑が数個見 られる以 外は異常を認め ない.

組織学的所見 腎皮質及び髄質には特記すべ き変化

は認めない.乳 頭先端 に微細な灰 白色斑を認めた部分

は石灰 沈着巣で,組 織切片作製の際に抵抗があつてそ

の部分 の微細小塊が脱落 した(図10).か か る乳頭部で

は集合管は拡張,迂 曲 して硝子様物質 を入れ,こ れは

その周囲から石灰化 の傾 向があ り,上 皮細胞 も膨化性

変性,部 分的剥脱等 を示 し,集 合管 に接す る毛細血管

は拡張 して赤血球遊 出も認め られる(図11)か くの

如 き欝血像は季[頭先端 に於 ても著明で,先 端にあ る石

灰 沈着 巣を被 う上皮細胞は変性を示 し,石 灰沈着 巣に

接す る拡張 した毛細血管 は破れて赤 血球遊 出を認め,

石灰沈着身1の脱落が近 い と思われ る所見 も認め られた

(図12)こ れ等に 接す る 腎杯,腎 孟には 粘膜下 出

∫血,円 形細胞浸潤等が 見られたが何れ も軽度で,そ の

他 の部分には異常は認め られなかっ た.

小 括

以上5例 の申,症 例4は 腎皮質の一部に動脈

硬化性萎縮像或は 間質性腎炎様変化を認 め た

が,他 の4例 には何れも腎実質に特記すぺき変

他は見られなかつた.そ してこれら5例 に共通

する著 しい変化は2,3の 腎乳頭部に於け著明

な石灰沈着巣と,炎 症性変化が軽度なのに高度

の局所的蜜血像を伴つていることである.こ の

ような変化は他の乳頭部に は認 め られ なかつ

た.石 灰沈着は間質内,集 合管壁或は管腔内に

見られ,乳 頭先端に於ては一部脱落した像も認

められた.集 合管は一部拡張,迂 曲して中に硝

子様物質,赤 血球の遊出等が見られ,硝子様物質

のあるものでは周囲か ら石灰化の傾向が認めら

れ,上 皮細胞は膨化,変 性を来 して配列は不規

則になり部分的剥脱像も見 られた.ま た毛細血

管,小 静脈は高慶に拡張して血液が充満 し,一

部赤血球遊出或は間質内出血が認め られ,拡 張

した集合管に接する部分にかかる著明な登血が

見られた所もあつた.部 分的に円形細胞の浸潤

が見 られたが,雀 血像に比すれぱ甚だ軽微なも

のであつた.腎 孟,腎 杯粘膜ではかかる乳頭に

接する部分に粘膜下出血,円 形細胞浸潤等が見

られたが何れも軽慶なものであり,そ の他の部

分には著しい変化は認められなかつた.以 上要

するに腎乳頭部 に於ける石灰沈着と局所的響血

像が著明で一部に石灰沈着巣の脱落が見 られ,

血尿の原因はここにあると考えられる.

症例6谷 ○某,60才,男.血 尿 を主訴 とし,家 族

歴 及び既往歴には特記すべ きことはな く,今 まで腎疾

患,浮 腫等の経験 はない.

現病歴10目 前 に飲 酒後突然に無症候 性の全血尿を

来た し,以 来血尿 の程度 に幾分かの消長 はあるが現 在

まで持続 してい る.排 尿 回数 は昼聞5～6回,夜 回1

回で一般状態には異常な く,何 等の 自覚症状 も伴わ な

い.昭 和31年3月26日 入院.

現症 体 格,栄 養中等 度で貧血は認めず,全 身所見

に特記すべ き異常はない.

検査 成績 血圧152～98mmHg.本 院内科に於 ける

検査で心電図は正常,胸 部 レ線像 に著変 を認めず.血液

検査,赤血球数475万,血 色素量93%(Sahli),自 血球数

8200,血 液像 に特異の変化な し.出 血時間2'30",凝

固時間開始9',終 了17t30,t,血 小板数42.6万,Rum-

pe1-Leede氏 現象(一)血 清梅毒反応(一)

PSP試 験 は1時 聞70%,2時 間10%,3時 聞2 .5%,
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計82.5%.自 律神経系 の薬理学的検査 では交感神経系

の緊張異常型 を示 した.

尿は第1杯,第2杯 ともに暗赤色で強 く1国濁 し蛋 白

(帯),沈 渣 は出血を示すのみであ る.

膀胱鏡検査 膀胱粘膜は正 常で,左 尿管 口よ り血性

尿を噴出し右側は清澄.青 排 泄試験 は右側初発4'02",

深青5t24",左 側初発4'52",深 青5t20,t一 尿 管 カテ・・

テルは両側20cmま で挿入 し,尿 管尿 は左側 出血を

示す以外に特記すべ きことはない.

レ線単純撮影 で両腎,尿 管部に結 石陰影 を認めず,

逆行性腎孟尿管像に異常所見を認めない.逆 行性腎孟

撮影 を約1ケ 月閻隔で2回,更 に排 泄性腎孟撮影,後

腹膜腔気体撮影,経 腰的大動脈撮影等を行 ったが,左

側の腎性血尿以外に何等 の異常所見を認め ない.

診断 左側 の所謂特 発性腎 出血.

治療及び経過 各 種止血剤 の投与で変化 な く,交 感

神経系遮断剤 の投与に より血圧は140～80と 幾分下降

し,止 血剤を併 用して発病以来5ヵ 月に して血尿 は消

失 した。患者 の都合 で直ちに退院 したが,数 週間後 よ

り血尿 の再発 を来た し て約5カ 月間 持 続 し再入院 し

た.前 回同様左側の腎1幽血尿 で,逆 行 性及び排泄性腎

孟撮影,連 続撮影に よる経腰的大動脈撮影等に於て も

異常所 見を認めず,諸 検査成績 も先の入院時 と大差 な

く何れも正常の範囲内にあ り,患 者 の希望 もあつて左

腎摘除術を行 った.腎 の前面で腎門部のやや上方に局

部的に軽度の癒着があ り,腎 上極附近に1本 の異 常血

管があった.術 後 よ り尿 は清澄 とな り,経 過良好で術

後18日 目に退院,以 来現在 まで血尿の再発はない.

摘出腎所見 重 さ240g,大 きさ12×8×5cm.表 面

は平滑 で腎被膜 の剥離は容 易であるが,癒 着 のあつ た

腎門部のやや上方の部分 に小指頭大,大 略円形 で幾分

隆起 した黒色斑 があ り,割 面では この部分 か ら上極 の

1乳 頭先端 まで連な る黒色,線 状 の部分を認め,こ の

腎乳頭附近の腎杯,腎 孟壁に粘膜 出血 斑があつて,こ

の部位が出血源か と思われ る,そ の他の腎孟粘膜,腎

実質は肉眼的に正常で,皮 髄の境界は明瞭であっ た.

組織学的所見 腎皮質 より一乳頭 まで連なる黒色,

線状の部分に於 ては,糸 球体は細胞核増加,炎 症性 出

血等 を示 し一部硝子様 変性に陥 り,尿 細管は一部拡張

して上皮細胞は凋濁,腫 脹或は硝子様変性を示 し,中

に赤血球 または硝子様 円柱 を入れ,間 質では細胞浸潤

が著明で出血,浮 腫等 も認 め られ,限 局性聞質性 腎炎

の像を呈 した(図13)変 化の及 んでい る乳頭都では

集合管は拡張,迂 曲し上皮細胞は膨化性変性,部 分的

剥脱を示 し,内 腔には硝 子様物質 セ入れ,乳 頭表面上
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皮 は荒屡 して殆 ど脱 落してい る.こ れに接す る腎孟粘

膜 にも炎症性変化,粘 膜下 出血等 が見 られた.そ の他

の部分に於ては皮質では一部糸球体の 充血,尿 細 管上

皮 の変性,間 質血管の拡張等をみ るが 何れ も軽度であ

り,腎 孟粘膜 に も著 しい変化は認 め られない.

症例7山 ○ 某,30才,女.血 尿 を主訴 とし,家 族

歴 及び既往歴には特 記すべ きことはな く,腎 疾患,結

核 或は アレル ギー性疾患の経験 はない.

現病歴 約1カ 月前過労後に突然血尿 を来たし,軽

度の腰部鈍痛を伴 う.血 尿は非 常に高度で凝血塊 を混

じ,排 尿困難,頻 尿 を伴い,次 第に全身倦怠感が生 じ

て来た 、発病来発熱,浮 腫はない.昭 和31年11月5日

入院.

現症 体 格,栄 養 ともに中等 度で,著 明な貧血 様を

呈す る.そ の他 には全 身所見に特記すべ き変化を認め

ない.

検査 成績 血圧 ユ24～68mmHg.血 液検査,赤 血球

数150万,血 色素量30%(Sahli),白 血球数4500,血

液像には特異 な変化を認めない.出 血時聞2',擬 固時

間開始6'30",終 了13'30",血 小板数27.6万.

尿 は純血様の高度の血尿 で凝血塊を混 じる.

膀胱鏡検査 膀胱 粘膜は正常で,左 尿管 口よ り血性

尿 の噴 出を認め右側は清澄.青 排泄試験は右側は3'で

深青,左 側は血尿の為判定 し難 いが約5'で 蒲色 を認め

た.尿 管尿は左 側出血 を示すのみである.

レ線単純撮 影で結石陰影を認めず,逆 行 性腎孟尿管

像 は正 常,排 泄性腎孟撮影に於ても異常所 見を認 めな

い,

診断 左側 の所謂特発性腎出血.

治療及 び経過 輸血及び1誉種止血剤投与を強力に行

ったが依然 として高度の血尿が持続 し,失 血による生

命 の 危険が 避け られないので 遂に左腎摘除術 を 行 っ

た.腎 は周囲 との癒 着な く正常の大 きさで,腎 孟か ら

尿 管にかけて中に血尿 を容れ る為か青黒色 に透 見され

た.術 後経過は 良好で尿は 清澄 とな り,胸 部 レ線 像に

異 常な く術後24日 目に退院 した.

摘 出腎所見 重 さ1209,大 きさ10.2×5.4×3.6cm.

腎表面 には被膜下出血 と思わ れる指頭大の黒色斑が数

個 認め られる外異常な く,腎 被膜の剥離 は 容 易 で あ

る.割 面 に於て皮質 と髄 質 との境界は明瞭で,腎 表面

の黒色斑 に相当す る部分 より皮質内に,一 部髄質 に達

す る線状 の黒色斑を数 個所に認 める.そ の他 には 腎実

質 及び腎孟粘膜には肉眼的 に異常所 見を認 めない.

組織学的所見 腎皮質 に数 条,放 線状に走 る線状の

黒色斑の部分は間質に円形細胞の浸潤が著明で浮腫,

出血 を認 め,糸 球体 は炎 症性 充血,細 胞 核 増 加,
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Bowman氏 嚢壁肥厚及び腔内赤 血球遊出等 をみ るが

間質の炎症 豫に比す るば軽度であ る.尿 細管は拡張 し

て赤血球円柱を入れ,上 皮細胞は潤濁,腫 脹 して一部

硝子 康変性に陥つている(図14).そ の他の部分 では

一都に糸球体充」血,尿 細管上皮の変性,聞 質血管 の拡

張等 をみるが何れも軽度で,髄 質,乳 頭部 及び腎孟,

腎杯粘膜には特別の変化を認めない.

小 括

症例6及 び7は 腎実質内に限局した炎症性変

化を認め,そ の他の部分には特別の変化を認め

ない.即 ち限局性聞質性腎炎が血尿の原因と考

える.

症例8大 ○某,48才,女.血 尿 を主訴 とし,家 族

歴及び既往歴セこは特記すべ ぎものはない.

現病歴 約1カ 月前誘因 と思われ るものな く突然に

血尿 を来た し,医 師の治療 にもかかわ らず現在 まで持

続 している.排 尿 障碍,或 は発熱,浮 腫,癌 痛等を伴

わない無症候性血尿 で,体 動にょ り血尿 の程度は増 強

する.排 尿回数 は昼間5～6回,夜 問0～1回 で,食

欲,睡 眠,便 通等 には異常はない,昭 和27年5月17H

入院.

現症 体格,栄 養 ともに中等度で著明な貧血 は認め

ず,皮 膚及び粘膜に出」血斑は見当 らない 胸,腹 部 に

は視診 及び触診上異常 を認めない.

検査 成績 血 圧134～78mmHg.血 液検査,赤 血球

数364万,血 色素量81%(Sahli),白 血球数6200,

血液1蜘こは特異な変化 を認めない.血 沈1時 間平均値

10,5,出 血時 間3'40",凝 固時間開始4'30",終 了10'

30",血 小板数36.4万,Rumpel-Leede氏 現象(一),

PSP試 験 は1時 間55%,2時 間10%,3時 間2.5%,

計67.5%.血 清梅毒反応(一)自 律神経系の薬理学

的検査 は副交感神経系の緊張異常型 を示 した.

膀胱尿は赤色 に潤濁 し蛋 白(什),沈 渣 は 赤 血 球

(惜),白 血球(十),上 皮細胞(十),円 柱(一),

塩類結 晶(一),細 菌(一)

膀胱鏡 検査 膀 胱粘膜は平常 で,右 尿管 口か ら淡赤

色に潤濁 した尿流の噴出を認め左側は清澄.青 排泄試

験は右側初発3'58",深 青5t40「t,左側初発3'55".深 青

4'40tt尿 管 カテPテ ルは両側20cm挿 入し,尿 管

尿ば右側出血を示すのみで,他 に異常 を認めない.

レ線単純撮影 で結石その他の異常陰影を認 わず,逆

行 性腎孟尿管激も異常はない。 日を変 えて行 つた排 泄

性腎孟撮影及び2回 の逆行 性腎孟撮影に於て も何れ も

異常所見 を認めず,ま た尿管尿 による結核菌培養試験

は2回 とも陰性であ る.

診断 右側の所謂特発性腎出血.

治療 及び経過 各種止血剤投与,輸 血,副 交感神経

遮断剤投 与等 を行 ったが変化な く,硝 酸銀液 の腎孟内

注入を数回行 つて も血尿の程 度に幾分 の消長はあつた

がなお中等度の血尿 が持続 し,患 者 の希望 もあつて右

腎摘 除術を行った 。腎は周 囲 との癒着 はな く,腎,尿

管 とも外見上正常,た だ腎上極に異常血管2本 を認め

た.術 後 尿は清澄 とな り,経 過は良好で術後18目 目に

退院 した.

摘出腎所見 重さ1009,大 きさ10,2×4.9×3.2cm,

外見上異常はな く腎被膜の剥離は容 易である 。割面に

於て皮質 と髄質の境界 は明瞭 で,腎 実質には肉眼的に

異常を認 めない.腎 孟粘膜 は一部 に比較的新鮮 な出血

斑 を認 める以外は正常 であ る.

組織学的所見 腎皮質,髄 質及び乳頭部には特別の

変化は認め られない.腎 孟粘膜の 出血斑があつた部分

で一部の上皮細胞が増殖 して樹枝状の分岐 を示 し,細

い間質に対 して上皮細胞は大略直角に並び,細 胞の配

列に乱れはな くアティ ピーも認め られ ない,上 皮下層

には出血 と軽度の細胞浸潤が 見られ る(図15)即 ち

これは良性の腎孟乳頭腫初期 でこれが血尿 の原因 と考

え られ る.他 の部分に も軽度の粘膜下 出血 巣を数個所

認 めたが,こ れ以 外の変化は見 られ なかつた.

症例9中 ○ 某,59才,女.血 尿 を主訴 と し,家 族

歴及び既往歴には特記すべ きものはない.

現病歴 約1カ 月前 より誘因 と思われ るものな くし

て無症候性 の血尿を来 し,血 尿の程度に幾分 の消長は

あ るが現在 まで持続 してい る.発 病来排尿時障碍或 は

腹痛,発 熱,浮 腫等な く,2回 の血圧測定で異常は な

い と言われ た.排 尿回数 は昼間3～4回,夜 聞1回.

昭和31年10月2目 入院.

現 症 体格,栄 養 中等度 で著明な貧血は認めず,全

身所見に も異常はない.

検査成績 血 圧136～84mmHg.血 液検査,赤 血球

数342万,血 色 素65%,白 血球数5900,血 液像に特異

の変化を認めない.血 清梅毒反応(一)PSP試 験

は1時 聞45%,2時 聞10%,3時 聞5%,計60% .

膀胱尿は赤色,一 様 に 濁 濁 した 中等度の血尿で蛋

白(皆),沈 渣は出血 を示すのみで ある.

膀胱鏡検査 膀胱粘膜 は正常で右尿管 口 より淡赤色

に凋濁 した尿流 の噴出を認め,左 側は 清澄.青 排 泄試

験 は右側初発5'57",深 青7t25,t,左 側初発5'20",深 青

7'55".

尿管 カテρテルは両側 とも25cmま で円滑に挿入
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し,尿 管尿は右側出血 を示す以外に異常所見を認め な

い.

レ線単純撮影で腹部及び骨盤部に異常陰影 を認 め

ず,逆 行性腎孟撮影に於て両側腎孟尿管像に異常所見

を認めない.排 泄性腎孟撮影,経 腰的大動脈撮影で特

別の変化は見られない.

診断 右側 の所謂特 発性 腎出血.

治療及び経過 止血剤投与及び輸血を強力 に行 った

が血尿は止 らず,再 三行つた逆行 性腎孟撮 影で も右側

の腎性血尿以外に何等の異常 を認めず,患 者の希望 も

あって右賢摘 除術を行った.腎 及び尿管は周囲 との癒

着は全 くな く外見上正常で,腎 上極に1ヵ 所異 常血管

の入るのを認めたのみである.術 後経過 は良好 で血尿

は消失 し,術 後10日 目に全 治退院 した 。

摘 出腎所見 重さ120g,大 きさ10.5×5.2×3.4cm.

外見上異常 はな く腎被膜の剥離は容 易であ る.割 面に

於て皮髄の境界は朋瞭で,腎 実質には肉眼的 に異常は

ない.腎 孟粘膜 も正常で,腎 孟尿管移行 部に近い部分

が幾分粗 とな り出血斑が散在す る,

組織学的所見 腎皮質及び髄質には特記すべ き変化

は認めず,一,二 の乳 頭に微細な石灰沈着があ り,ま

たある乳頭 では一部 の集合管が拡張 して腔 内に硝子様

物質を入れ る.腎 被膜下に新 しい小血腫を認めたがそ

の部の皮質には異常はない.腎 孟粘膜 では数個所に限

局性の粘膜下 出血を認 めるが炎症像は軽微 であ る.尿

管移行部近 くの出血斑 の部分で上皮細胞が増殖 して樹

枝状の分枝を示 し(図16),上 皮細胞は間質に対 して

略々直角に並び,一 部に空胞化が見 られ るが細胞の配

列に乱れはな くアティピーも認め られず,上 皮下層に

は出血 と軽度の細胞浸潤が見 られ る(図17)

小 括

症例8及 び9は 腎皮質,髄 質及び乳頭部 に特

別の変化はなく,腎 孟粘膜には数個所粘膜下出

血巣を認めたが炎症性変化は著明ではない.た

だこの一部に粘膜上皮の増殖を認め,良 性の腎

孟乳頭腫初期で これが 血尿の原因と考えられ

る.

症例10伏 ○某,34才,女.血 尿 を主訴 とし,家 族

歴及び既往歴 には特記すべ きものはな く,腎 疾患,結

核,ア レルギP性 疾患等 の経験はない.

現病歴 約2年 前 何等 の誘 因 と思われ るものな く血

尿を来 たし,他 に何等 の自覚症状 も伴わない.某 病 院

に於て左 腎出血 とい う診断 の下に止血剤投 与等の保存
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的療法に よって約1ヵ 月後に止血 した.今 回は約3週

閤前 より血尿の再発を来 た し,前 回同様排尿痛,頻 尿

等 の排尿障碍や発熱,浮 腫,癌 痛 等を伴わ ない無 庸候

性1血尿で,止 血剤等 に よって も軽快 の徴な く現在 まで

持続 している.排 尿回数 は昼閻4～5回,夜 回oで,

食欲,睡 眠,便 通等 には異常はない.昭 和30年9月20

日入院.

現症 体格,栄 養 中等度で軽度貧血様.そ の他 には

全身所 見に特 記すべ き異常を認めない.

検査成績 」血圧122～60mmHg.血 液検査,赤1血 球

数342万,血 色 素量68%(SahlD,白 血球数6800,血 液

像には特異な変化を認めない.出 血時 間2ノ,凝 固時聞

は開始5'30",終 了14'30t,,血 小板数36.6万,Rum-

pe1-Leede氏 現象(士)」 血清梅毒反ル菰(一)尿 の

結核菌培養試験(一)で,胸 部 レ線所見に も異常を認

めない.

膀胱尿 赤 褐色,一 様に言國濁 した中等度の血尿 で蛋

白(甘),沈 渣は赤血球(柵),白 血球(十),上

皮細胞(什),塩 類結 晶(一),円 住(一),細 菌

(一)

膀胱鏡 検査 膀胱粘膜は正常,左 尿管 口 より赤色に

澗濁 した尿流 の噴出を認 め右側は清澄.青 排 泄試験は

右側初発2'SS「t,深 青3「32't,左 側 初発4'21",深 青

5to5't。尿管 カテ ーテルは両側25cm挿 入 し,尿 管尿

は左側出血以外に異常所 見を認めない.

レ線単純撮影 で結石陰影を認めず,逆 行性腎孟尿管

像に異 常所 見を認めない.く りかえ し行 った膀胱鏡 検

査,逆 行 性腎孟撮 影等 に於 て左側の腎性血 尿以外に何

等の異 常所見を認めず,排 泄性腎孟撮 影に於 ても特異

な変化 は見 られ ない

診断 左側 の所謂特発性 腎出血.

治療 及び経過 各種の止血剤投与,輸 血等 を行 った

が変化な く,硝 酸銀液 の腎孟 内注入を数回行 うもなお

中等度の血尿が持続 し,患 者 の希望に より左 腎摘 除術

を行った.腎 は周囲 との癒着 な く,腎 及び尿管 は外 見

上正常 と全 く変 りはなかった.術 後経過は良好で血尿

は消失 し,術 後16日 目に退院 した.

摘 出腎所見 重さ1709,大 きさ10.4×5.5×4.O

cm.腎 表面は平滑 で外見上異常な く,腎 被膜の刻離 は

容 易である.割 面に於て皮髄 の境界 は明瞭で,腎 実質

には肉眼的}こ異常を認 めない.下 極 の1腎 乳 頭の表面

が粗雑 で他の部分に比 して暗赤色の程度が強 く,こ の

腎杯 内に小 さな凝血塊 があっ てこの部分が 出血源か と

思われ る。腎孟粘膜 は数個所に比較的新鮮 な小 出血斑

を認める以外には肉眼的 に正常であ る,
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組織学的所見 腎皮質及び髄質には病的変化を認 め

ない.た だ肉眼的に異常のあった一乳頭の先端に大小

不同の空洞が多数 見られ,あ るものは相交通 して不規

則な管腔を成 している(図18)各 空洞は薄い一層の

内被細 胞で被われてあるものでは赤血球が充満 し,乳

頭先端 の一部は破壊 されて空洞は腎杯 と交通 し赤血球

の遊出を認 める(図19)他 の乳 頭部 には病的変化は

認められず,腎 孟粘膜には限局性の粘膜下出血巣をみ

るが軽度である.

以 上 の 所 見 は 腎 乳 頭 に 於 け る 海 綿 状 血管 腫

で,こ れ が 血 尿 の原 因で あ る こ と は 明か で あ る.

症例11柴 ○某,61才,男.」 血尿 を主訴 とし,家 族

歴及び既往鵬 こは特記すべ きものはない

現病歴 何等 の誘因 と思われ るものな く1週 間前か

ら血尿が持続 してい る.頻 尿,排 尿痛等 の排尿障碍,

或は腹痛,浮 腫,発 熱等の一般症状 を伴わ ない無症候

性の血尿で,医 師に よる治療を受けているが血尿 は軽

減 しない.排 尿回数は昼間4～5回,夜 間1回 で,食

欲,睡 眠,便 通等には異常 はない.昭 和29年11月15日

入院.

現症 体格,栄 養 ともに中等度で著明 な貧血は認め

ず,皮 膚,粘 膜に出血斑は見当 らない 胸,腹 部及び

外陰部には視診及び触診上異常を認め ない.

検査成績 血圧134～66mmHg。 血液 検査,赤 血

球数380万,血 色素量74%,白 血球数6200,血 液像に

は特異の変化を認 めない.出 血時聞3',凝 固時間開始

430",終 了9t20n,血 小板数42.8万,Rumpel-Leede

氏現象(±).PSP試 験 は1時 間65%,2時 聞10%,

3時 間2.5%,計77.5%。 血清梅毒反応(一)自 律

神経系の薬理学的検査 では交感,副 交感両神経系の緊

張異常型 を示 した.

尿 は第1杯,第2杯 ともに強 く血性に澗濁 し,蛋 白

(昔),沈 渣 は赤血球(冊),白 血球(十),上 皮細

胞(+),円 住(一),塩 類結晶(一),細 菌(一).

膀胱鏡検査 膀胱粘膜は正 常,左 尿管 口より血性尿

の噴出を認め右側は清澄.青 排泄試験 は右側初発5「

50't、深青6'20",左 側 初発6',深 青6'28"尿 管 カテー

テルは両側20Cm挿 入 し,尿 管尿は左側 出血を示す

のみである.

レ線単純撮 影では結石その他 の異常陰影 を認めず,

逆行i生野孟尿管1象にも異常所見を認めない.日 を置い

て行 つた排泄性腎孟撮影及び2回 の逆 行性腎孟撮 影に

於て も異常所見を認めず,経 腰的大動脈撮影に よるも

特異の変化を認 めない,

診断 左側の所謂特発性腎出血.

治療 及び経過 各種 の止血剤投与,輸 」血或は 自律神

経遮断剤投与等 を行 ったが変化 な く硝酸銀液 の腎孟内

注 入を数回行 うもなお血尿が持続す る為左腎摘除術を

行 った.腎 は周 囲 との癒着 はな く,腎 及び尿管は外見

上正常で あつた.術 後 より尿 は清澄 とな り,経 過は良

好 で術後15日 目に退 院,以 来現在 まで異常はない.

摘出腎所 見 重さ190g,大 きさ10.5×7.0×5.Ocm.

外見上正 常腎 と変 りな く,腎 被膜の 剥離 は容易 であ

る.割 面に於 ては皮質 と髄質の境界は明瞭で,腎 実質

に は肉眼的に異常を認めない.中 央 部の1腎 乳頭先端

がやや言國濁 し,こ れに対応す る腎杯 内に凝血塊が附着

し,粘 膜 には古 い出血斑 を認 め,隣 接 したも う一つ の

腎杯に も同様の変化を認め る,腎 孟粘膜 の他 の部分 は

肉眼的には正常 で,た だ数 ヵ所 に新鮮 な小 出血斑を認

め るのみである.

組織学的所 見 腎皮質 では特別 の変化 はない.髄 質

部で間質 に限局性の淋巴球 と好酸球の浸潤,軽 度 の出

血,浮 腫等を認め,尿 細 管では一部上皮細胞の瀾濁,

変性が 見られた(図20)腎 乳頭のあ るものでは集 合

管が拡張 して硝 子様物 質を入れ,淋 巴球の浸潤,乳 頭

上皮の荒療等が見 られた.し か し腎孟粘膜 に於け る変

化が著明で高度の粘膜下出血を示 し,こ れ は上皮下か

ら固有層,粘 膜下層にまで及び,淋 巴球 を主 とし之 に

多数 の好酸球の散在 した細胞浸潤が見 られ,こ の変化

は腎杯円蓋部に於 て特 に著明であった(図21)ま た

ある部分では上皮下の毛細血管が著明に拡張 して中に

好酸球 を認め,固 有層 の浮腫,粘 膜下層に於け る出血

と淋巴球,好 酸球 の浸潤 を認めた(図22)

以 上 の如 ぎ粘 膜 下 出 血,淋 巴球 及 び好 酸 球 浸

澗,毛 細管 拡 張,浮 腫 等 の所 見 は ア レル ギ ー性

反 応 に 由来 す る炎 症 像 と考 え られ る も ので,こ

れ が 血 尿 の原 因 で あ る.

症例12鎌 ○某,43才,女.血 尿を主訴 とし,家 族

歴 及び既往歴には特記すべ きものを認 めない.

現病歴 約40日 前か ら何等 の誘因 と思われ るものな

く高度の1血尿が持続 し医師に より止血剤の投与を受け

たが軽快 の徴が ない.排 尿痛,頻 尿等 の排尿障碍を伴

わず,ま た発病以来発熱,浮 腫,疵 痛等 を来 した こと

なく,以 前 に1血尿の経験はない.昭 和28年10月18日 入

院.

現症 体格,栄 養 ともに中等度で軽度貧血様.そ の

他には全身所見 に特 記すべ き変化 を認めない.

検査成績 血圧124～66mmHg.血 液検 査,赤 血

球数318万,血 色素量67%(Sahli),白 血球 数7400,血

液像には特 異な変化 を認めない 出血時 間2'30'1,凝

固時聞は開始6'・ 終了15「3Qtt・Rumpel-Leede」 瑚 象
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(一)血L沈1時 間平均値12.25.

尿はJ血性に咽濁 し,高 度 の血尿である.

膀胱鏡検査 膀胱粘膜は正常,右 尿管 口より血[生尿

の噴出を認め左側は清 澄.青 排泄試験は右 側1血尿 の為

明 自ではないが約5'で着 色を認 め,左 側は初発3'40",

深青4'33"尿 管カテーテル法 に よる 尿管尿 は右側 出

血を示すのみである.

レ線単純撮 影で結石陰影を認 めず,逆 行性腎孟 尿管

像には異常はない.排 泄性 腎孟撮影に於て も異常所見

を認めない.

診断 右側の所謂特発性 腎出1血,

治療及び経 過 輸血及び各種の止 血剤没与を強力 に

行ったが依然 として高度の血尿が持続 し,止 むを得ず

右腎摘除術を行 った.腎 と周囲 との癒 着は全 くな く,

腎,尿 管は外見上正常で あった.術 後 尿 は清 澄 とな

り,経 過は順調で術 俊24日 目に退院 した.

摘出腎所見 重さ1809,大 きさ10.2×5.8×4.8cm.

表面平滑で外見上異常 な く,腎 被膜 は容易に劇離出来

る.割 面に於て皮髄 の境界 は明瞭で腎実質及び腎乳頭

には肉眼的に異常を認 めない.腎 孟粘膜'tこは新 旧の出

血斑が数個所 に見 られ,ま た表面1國濁 して粗 となつた

部分 も認められる.

組織学約所見 腎皮質の一部に軽度の尿細管上皮の

変性を見る以外に糸球体,間 質血管1こ著 しい変化は認

められない.髄 質で は乳頭のあるものに於て一部集 合

管が拡張 して内腔に硝子様物質を入れ,上 皮細胞は掴

濁,変 性を示 し間質 に限局性の淋巴球 浸潤をみるが何

れも軽度である.腎 孟 粘膜は強い慢1生炎症性変化 を示

し,粘 摸下1こは肉眼的所 見と一致 して広範な出血 巣が

散在的に見られ,淋 巴球を主 とした高度の細胞浸潤 を

伴 う(図23)こ れ等 の細胞浸潤の所 々には円形 の集

団があって内部に幼若淋巴球 を入れ た偽淋巴炉胞を形

成 し,上 皮層の脱落,上 皮細胞の空胞 化が認め られる

(図24)

症 例12は 慢 性 の 瀕胞 性 腎孟 炎 が主 な変 化 で,

これ が 血 尿 の原 因 で あ る .

IV総 括並びに考案

所謂特発性腎出血の診断の下に種々の保存的

療法を行 うも止血に至 らず,遂 に腎摘除術のや

むなき'に至つた一側性腎性血尿12例 の摘出腎に

ついて詳細な組織学的検索を行い,血 尿の原因

として次の如き変化を認めた.即 ち12例 中5例

に於て一部腎乳頭の著明な石灰沈着,集 合管の

拡張,局 所性欝血及び一部に石灰沸着巣の脱落

503

を認め,2例 は限局性間質性腎炎,2例 は良性

の腎孟乳頭腫初期,1例 は腎乳頭血管腫,1例

はアレルギー性炎症,1例 は慢性沮胞性腎孟炎

の結果を得た.こ の中で限局性間質性腎炎,漫

性酒胞性腎孟炎,ア レルギー性炎症,腎 乳頭血

管腫,微 細な腎孟乳頭腫等については既に病因

に関する丈献的考察(第 皿篇)に 於 て述べたか

らここでは省略する.た だ血管腫症例は比較的

珍しいもので,本 邦では7例 目にあたり土屋等

によれば世界交献上110番 目の症例 ということ

になる.

自巳症例12例 中5例 に認めた腎乳頭部 の病変

は,従 来の文献上の記載 といささか異なる所見

を得たのでこれに関して述べて考案を加えてみ

たい.5例 中1例 を除いては腎実質に特別の変

化を認めず,こ れ等5例 に共通す る所見 として

腎乳頭のあるものに石灰沈着が著明で集合管の

拡張及び迂曲を伴い,旦 高慶の局所性醗血像を

示した.石 灰沈着巣は間質内,集合管壁或は管腔

内に認め られ,一 部に於てはこの脱落したあと

と考えられる変化が見 られた.集 合管は拡張 し

て管腔内に硝子様物質を入れ,こ のあるもので

は周囲に石灰化の傾向を示し,上皮細胞は膨化,

変性を示し配列は不規則 となつて部分的剥脱を

認めた.局 所的鶴血像は高度であつて毛細血管

及び小静脈は著明に拡張 して血液が充満 し,赤

血球遊出或は間質内出血を認め,こ れ等のある

ものは拡張した集合管上皮に接 して直接管腔内

に赤血球が流出している所見も見 られた.聞 質

に於ける浮腫,結 合織の増殖,限 局性の円形細

胞浸潤等も見 られたが,こ れ等の炎症性変化は

甚だ軽慶で上述の変化は炎症に続発 したものと

は考えられない.近 接する腎杯,腎 孟粘膜にも

粘膜下出血,円 形細胞浸潤等が認められたが何

れも軽度であり,そ の他の部分には著 しい炎症

性変化は見られなかつた.こ れ等の腎乳頭は肉

眼的にも他のものに比 して表面が粗雑となつて

微細な灰白色斑を認め,周 囲の腎杯,腎 孟壁に

粘膜下出血斑があり,あ るものでは微細な腎砂

及び小凝血塊が付着し,ま た石灰沈着巣が脱落

したと考えられる微細な小孔 より出血を認め,

一見 してζの部分が出血源 と考えられた ,肉 眼
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的に正常な乳頭では殆 ど変化がな く,時 に軽度

の限局性円形細胞浸潤を見 るのみで石灰沈着も

全 くなきか或は微細なものが散在性に認められ

たにすぎない.

以上の変化 はPayneandMacNider

(1916),Quinby(1920),MacGowan(1923)

等の主張する慢性出血性乳頭炎の所見と似てい

るが,こ れに比すれば炎症像は甚だ軽度でむし

ろ局所性循環 障碍に 続発した変化 と老えられ

る.Nation等(1952)は ア レルギー性反応に

由来する炎症は血管性変化,炎 症性変化及び線

維化等に特徴づけられるが,こ れ等は炎症の時

期によつて何れかが著明に現れるもので,上 述

の慢性出血性乳頭炎は本質的にはアレルギー性

変化と同じものではないかと述べている.し か

し著者の症例に於ては5例 とも炎症性変化は甚

だ軽度で,石 灰沈着,局 所性諺血,集 合管の拡

張等が高度に現れて,Nation等 の推論を入れ

るのには所見が異なりすぎるように考える.中

村等(1950)は 腎乳頭に於ける炎症性変化が初

期腎結石による続発性病変の場合もあり得ると

述べ,微 細結石脱落後の変化は慢性乳頭炎の所

見 と殆ど変 りがないと説いているが,自 験例に

於ては炎症像は甚だ軽微である.

腎乳頭先端に於ける石灰沈着巣の成因につい

ては,腎 結石 の発生病 理に関するRandall

(1937)のCalciumPlaque説 とこれによつ

て換起された一連の論争がある.即 ち毒素排泄

による乳頭部傷害の修復機転(Randall),細 菌

感染(Rosenow),血 管変性 と関係ありとする

もの(Posey,Vermooten等),局 所性血液

循環障碍(安 田),喰 細胞の貧食による生理的

現象(AndersonandMcDonald),腎 孟腎杯

からの刺戟による乳頭変性(井 上)等 の諸説が

あるが,未 だ定説ともいうべぎものはない.ま

たVermootenは 集合管の先天性嚢腫状拡張

に於ける管腔内結石の発生について報告 して居

り,こ れは海綿状腎に特有な腎結石の発生を説

明す る有力な因子と老えられるものであるが,

著者の症例に於 ても同様の所見が見 られた,石

灰沈着の高度な乳頭では集合管は拡張,迂 曲し

て所によつては嚢腫状を呈し,管 腔内にある硝

子様物質の周囲に石灰化の傾向が認められた.

以上述ぺた諸説によつても,腎 乳頭に於ける

石灰沈着,集 合管の拡張,局 所性諺血という著

明な変化の中で,何 れが先行し何れがこれに続

発したものであるかを説明することは困難であ

る.AndersonandMcDonald(1946)の 調

査によると,9才 以上の168例 の腎の全例に於

て何れかの腎乳頭に石灰沈着巣を認 めて,原 発

性腎結石との関係を否定し,井 上(1953)も 之

を追試して高い発見率を認めAnderson等 と

同じ見解に立つている.著 者は12例 の摘 出腎の

すべての腎乳頭について組織学的検索を行い,

この中10例 に於て何れかの乳頭に石灰沈着を認

めた.Anderson等 の言 う如 く,腎 乳頭部 の石

灰沈着巣を以て直ちに腎結石の発生 と結びつけ

るのはいささか困難で,こ れが腎結石にまで発

展するのには更に多 くの因子が存在するものと

考えられる.石 灰沈着の程度には差があつて,

微細なものを1～2個 認めた乳頭部では病的変

化は殆 ど見 られなかつた.し かるに著明な或は

多発性の石灰沈着巣のあるものでは上記の局所

性諺血,集 合管の拡張等の変化を伴つていたこ

とから,著 明な石灰沈着によつて局所性循環障

碍が生じたものと考えられる.或 は石灰沈着を

生ぜしめる諸因子(こ の中には局所性循環障碍

説も含まれるが)に よつて発生 した 石灰沈着

は,そ の増大によつて更に循環障碍 を増進せ し

むるという悪循環があるのではなかろうか.何

れにしてもかかる局所性醤血が血尿の原因とし

て重要なものと考えるのであつて,拡 張 した毛

細血管或は小静脈が乳頭先端または拡張 した集

合管内に破れ,石 灰沈着巣の脱落は更に血尿の

発生を決定づけるものであろう.

所謂特発性腎出血に於ける出血の原因の一 と

して腎血流障碍があり,こ れを来す誘因として

機能的変化と器質的変化とがあることは既に第

皿篇に於て述べた.後 者は更に腎内性変化 と腎

外性変化に分けられる.腎 の局所性血流障碍を

来たす機転については,PayneandMacNider

(1916)は 先行した炎症による皮髄境界部の痕

痕形成が静脈血流を阻害して腎乳頭に肇血を招

剖 遂には静脈瘤様変化を来 しζの破裂によつ
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て 血 尿 が起 る と主張 し てい る.新 井(1930)は

慢 性 腎孟 炎 の経 過 中に 硬 化 性 間 質 炎 を生 じて 局

所 性諺 血 を来 す と述 べ,Mushat(1933)は

中毒 性腎 炎 に よる尿 細 管 上 皮 の過 剰 再 生 を,

Boyd(1943)は 問 質 性 腎 炎 を夫k局 所 性 血 行

障碍 の原 因 に あ げ て い る.こ れ 等 はIsrae1

(1900),Kretschmer(1907)等 に始 ま る炎 症

説 に 似 て い るが,炎 症 性変 化 よ りは む し ろ これ

に付 随 した或 は これ に よつ て生 じた腎 血 行 障 碍

を強 調 して い る点 で 異 な る も の で あ る.

著 者 は 腎乳 頭 に於 け る石 灰沈 着 巣 の成 因 に つ

い ては不 明 で あ るが,こ れ の著 明 な 発生 に よつ

て乳頭 部 の 局所 性 血行 障 碍,特 に 静 脈性 罐 血 を

来 す こ とが 本症 の原 因 の 一 に な る と考 え る もの

で あ る.

V結 語

一側性の腎性血尿を唯一の症状とし,種 汝の

泌尿器科的検査によつても出血の原因を把握す

犠

、

.舷

図1.症 例1,腎 乳 頭先端に於け る石灰沈着,

集合管の拡 張及び局所性諺血像(H.E.

染色,100x)

図3.症 例2,乳 頭先端 に於け る石灰 沈着 と諺

血像 及び集 合管 の一部拡張

(H.E.染 色,100×)
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ることを得ず,各 種の保存的療法を行 うも止血

に至らざるため遂に腎摘除術を施行 した所言剛キ

発性腎出血の12例 について臨床的経過を述べ,

その摘出腎について詳細な病理組織学的検索を

行つて次の如 き結果を得た.

1)12例 の摘出腎の中5例 に於て一部腎乳頭に

於て著明な石灰沈着,高 度の局所性欝血,集 合

管の拡張及び石灰沈着巣の脱落を認め,本 症の

原因の一として著明な石灰沈着によると考えら

れる高度の局所性雛血をあげ,更 に石灰沈着巣,

の脱落は血尿の発生を決定づけるものである.

2)残 りの7例 の中2例 の限局性聞質性腎炎,

2例 の良性の腎孟乳頭.腫初期,及 び腎乳頭血管

腫,ア レルギー性炎症,慢 性酒胞性腎孟炎の各

1例 を認め,こ れ等の変化が各例に於ける血尿

の原因である.

(文献は最終篇に譲る。稿を終るに臨み終始御指導

を頂き御校閲を賜った恩師稲田教授に謹んで感謝の意

を表します)

鱒購
図2.同 腎乳頭部の欝血 と間質内出血

(H.E.染 色.100×)

滋ぐ蟻幾叢

繋麟
図」.同 乳頭部 の石灰沈着 と彰血像,赤 血球

遊 出巣を認 める(H.E.染 色,100×)



506 仁平一所謂特発性腎出血に関する研究(第r1篇)

縷i鰹

鞍 凝 雛 簸 、,、.竃講麟1
図5.症 例3,乳 頭部 間質に於け る石灰沈着の

多 発 と欝血像及び集合管の拡張 と赤血球

円柱(H.E.染 色,100×)

多搬 溢;綴i麟

図6.同 乳頭部に於け る毛細血管 の拡張 と一部

に赤血球 遊出巣 を認め る(H.E.染 色,

100×)
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継i艶
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繋
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図7.症 例4,糸 球体周囲の細胞浸潤,.糸 球体

及び尿細管の変化を示す

(H.E.染 色,100×)

、図8.同 乳頭部 の欝血,赤 血球遊出及び集合

管の拡張(H.E,染 色,100×)

図9,同 乳頭先端 の石灰沈着巣脱落部

(H,E.染 色,100×)

!擁 の'も 纒
・

図10.症 例5,乳 頭先端 の石灰沈着巣脱落部

(H.E.染 色,40×)
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1導1麟騨
図11.同 乳頭都の集台管拡 張 と周囲に石灰化を

示す硝子 様物質,集 合管に接す る毛細血

管 の拡張 と赤 血球遊 出(
H.E,染 色,100×)

灘
凶15,症 例6,限 局 性 聞箕 性 腎炎

(H.E.染 色,30×)

漏 縫

'!

図15.昆 正聾夕ll8,腎 五学L豆貞腫

(H.E,染 色,30×)
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図17.同 極 拡 大(H。E.染 色,100×)
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磯
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図12.同 乳 頭 先 端 の 石 灰沈 着 巣 と{勤血像

(H.E.染 色,100×)
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鰯
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凶14.狂 例7.眠 局li生闘 撫 生冑棄

(H.E.染 色,100×)

凶16.症 例9,腎 孟 乳 頭 腫

(H.E.染 色,30×)

徽 餌

鷺

緊.
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凶18.征 例10,腎 乳 頭血 官 腫(H.E.染 色,30×)
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図19.同 強 拡大(H.E.染 色,100×) 図20.症 例11,髄 質部間質に於け る細 胞浸潤,

出血,浮 腫,尿 細管上皮の瀾濁,変 性

(H.E.染 色,100×)

繊
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灘
図21。 同腎孟に於け る高度の粘漠下 出血 と淋

巴球,好 酸球の浸潤

(H.E.染 色,100×)
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図22.同 腎孟粘膜に於 ける毛細血管 の拡張,

淳腫,'出 血 と淋巴球,好 酸球 の浸潤

(H.E.染 色,200×)
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図23。 症例12,腎 孟粘膜に於け る高 変の慢 性

炎症性変化(H。E,染 色,100×)
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図24.同 偽 淋 巴 源 胞 形 成

(H.E.染 色,100×)
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