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尿管鏡下に切除した尿管ポリープの 2例

吉田栄宏¥斉藤 純芝 政宏井上 均l

宮川 康¥辻村 晃奥山明彦松宮清美2

l大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学(泌尿器科)， 2大阪警察病院泌尿器科

URETERAL POL YP RESECTED WrTH A URETEROSCOPE: 

REPORT OF TWO CASES 

Takahiro YOSHIDA 1， J un SAITO 1， Masahiro SHIBA 1， Hitoshi INOUE 1， 

Yasushi MIY AGAWA 1， Akira TSU]IMURA 1， Akihiko OKUY AMA 1 and Kiyomi MATSUMIY A 2 

1 The Department oj Urology， Osaka Universify Graduate School oj Medicine 

20saka Police Hospital 

Two cases of ureteral polyp resected by a transurethral approach are presented. 

Case 1 : A 70-year-old woman was referred to our clinic because of hydronephrosis incidentally 

found. Excretory urography demonstrated a filling defect with a long and round smooth contour in 

the left lower ureter without hydroureter. Urine cytology was negative for malignant cells. Under 

the clinical diagnosis of left ureteral polyp， polyp was resected transurethrally. The pathological 

diagnosis was fibroepithelial polyp. 

Case 2 : A 59-year-old woman was referred to our clinic with a chief complaint of macroscopic 

hematuria. Excretory urography revealed a filling defect with a long and round smooth contour in the 

left upper ureter. Because urine cytology was negative for malignant cells， left ureteral polyp was 
suspected. After the operation by tranthurethral approach， the pathological diagnosis was 

fibroepithelial polyp. No intraoperative complication was observed in either case. 

Ureteral polyps resected by a transurethral approach are relatively rare. We reviewed and 

discussed 46 cases ofureteral polyp resected transurethrally， reported inJapan including our two cases. 
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緒 自

尿管ポリープは非上皮性中距葉由来の良性腫蕩で，

臨床上，尿管悪性腫蕩との鑑別を要する疾患である.

従来，開放手術による治療が行われることが多かった

が，最近になって内視鏡的に治療した報告例が増えて

きている.今回われわれは尿管鏡下に切除した尿管ポ

リープの 2例を経験したので若干の文献的考察を加え

て報告する.

症

患者 1: 70歳，女性

主訴:左水腎症の精査

家族歴:特記すべきことなし

惇。

既往歴:69歳，肺癌(右肺上葉切除，縦隔リンパ節

廓清術施行)

現病歴:2004年 7月6日，総胆管結石症を疑われ当

院内科にて腹部超音波検査施行，左水腎症を指摘され

た. 7月14日，精査目的に当科紹介初診となった.

初診時現症:身長 146cm，体重 39kg，血圧 120/80

mmHg，心拍数70囲/分.

(Hi町 okikaKiyo 51・809-812，2005) 

初診時検査所見:検血生化学検査では特に異常を

認めなかった.尿検査では pH6.0，糖(一)，蛋白

(-) ，尿沈i査に異常を認めなかった.自然尿細胞診は

class IIであった.

画像検査所見:排池性尿路造影 (Fig.1)では左下

部尿管に約 5.5cmの辺縁平滑な陰影欠損を認めた.

尿路通過障害は認めなかった.

以上より左尿管ポリープと診断し，精査加療目的に

9月16日当科入院となった.

入院後経過，手術所見:9月22日，全身麻酔下に尿

管鏡を施行した. 9 Fr硬性尿管鏡を左尿管口に挿入

し，観察したところ，左尿管口より約 4cmの部位に

腫蕩の先端を認めた.表面は平滑で、びらんなどの所見

はなかった (Fig.2A). さらに尿管鏡を進めたところ，

腫蕩茎部を観察しえた.把持甜子を用いて腫蕩茎部を

挫滅後，摘出した.直後の造影により造影剤の溢流を

わずかに認めた. 6 Frの尿管ステントを留置し，手

術を終えた.

摘出標本:細長い索状の構造を持ち，表面は平滑，

長さは約 5cmであった.

病理組織学的所見:~重傷は，血管拡張と軽度炎症細
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Fig. 1. Case 1: Excretory urography demon-
strated a filling defect with a long and 
round smooth contour in the !eft !ower 
ureter without hydroureter. 

Fig. 2. Ureteroscopic view of the polyp in Case 
1 (A) and Case 2(B) 

胞浸潤を伴う浮腫性間質の増生よりなり，表層部は数

層の上皮細胞に覆われていた (Fig.3A). 明らかな悪

性所見を認めなかった.以上より線維上皮性ポリープ

と診断した.

術後経過:手術後 3カ月目に排池性尿路造影を施行
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Fig. 3. Microscopic findings of the polyp in Case 
1 (A) and Case 2(B) 

したところ，造影剤の溢流を認めなかったため，尿管

ステントを抜去した.術後9カ月経過した現在，再発

なく外来通院中である.

患者 2: 59歳，女性

主訴:無症候性肉眼的血尿

家族歴:特記すべきことなし

既往歴 40歳，肝硬変. 43歳，子宮筋腫.

現病歴:2004年 4月，無症候性肉眼的血尿が出現

し，近医泌尿器科受診.排池性尿路造影，尿細胞診に

て左尿管良性腫蕩を疑われた.患者が当院での精査加

療を希望し， 11月II日，当科紹介初診となった.

初診時現症:身長 155cm，体重 67kg，血圧 110/70

mmHg，心拍数65回/分.

初診時検査所見:検血生化学検査では特に異常を

認めなかった.尿検査では pH5.5，糖(一)，蛋白

(1:)， RBC (ー)， WBC 10-201HPFと，軽度膿尿

であった.自然、尿細胞診は classIIであった.

画像検査所見:排准性尿路造影 (Fig.4)では左上

部尿管に約 5cmの，辺縁平滑な陰影欠損を認めた.

尿路通過障害は認めなかった.

以上より左尿管ポリープと診断し，精査加療目的に

II月22日当科入院となった.

入院後経過，手術所見:II月26日，全身麻酔下に尿
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Fig. 4. Case 2・Excretoryurography revealed a 
filling defect with a long and round 
smooth contour in the left upper ureter. 

管鏡を施行した. 9 Fr硬性尿管鏡を左尿管口に挿入

し，観察したところ，腫蕩の先端を認めた表面は平

滑でびらんなどの所見はなかった (Fig.2B). さらに

尿管鏡を進めたところ，腫蕩茎部を観察しえた.把持

甜子を用いて腫蕩茎部を挫滅後，摘出した.直後の造

影により尿路外への造影剤の溢流を認めなかった.

6 Frの尿管ステントを留置し，手術を終えた.

摘出標本:細長い索状の構造を持ち，表面は平滑，

長さは約 5cmであった.

病理組織学的所見:腫蕩は，間質が浮腫状を呈す線

維性結合織からなり，表層は上皮細胞により覆われて

いた (Fig.3B). 明らかな悪性所見を認めなかった.

以上より線維上皮性ポリープと診断した.

術後経過:1月13日に尿管ステントを抜去し， 1月

26日に排世性尿路造影を施行したところ異常を認めな

かった.術後 7カ月経過した現在，再発なく外来通院

中である.

考 察

尿管ポリープは， 1939年に中野1)が本邦第 l例目を

報告して以来，多数の報告がある.尿管ポリープの定

義について確立されたものはないが， Scottら2)は中

距葉由来の非上皮性のもので，外観は細長い紡錘形を

呈し，表面は移行上皮で覆われ，顕微鏡的には間質成

分が主体であるものと述べている.尿管腫蕩の 2-

4%を占めており，やや男性に多く，小児例や 5cm

以上の長大な例は稀である 3) 成因としては，閉塞，

感染，慢性刺激，外傷，ホルモン失調，アレルギーな

どがあるが，確立されたものはない4-) 尿管ポリープ

の分類についてであるが，大きく一次性と二次性に分

類される.一次性は原発性のものであり，線維上皮

性，線維性，血管性に分けられ，二次性は組織学的に

炎症性のものとされる5) 初発症状は，側腹部痛，腰

痛，血尿，腸脱刺激症状が多く本症に特有の症状はみ

られない6)

尿管ポリープの鑑別診断として問題になるのは尿管

悪性腫蕩である.尿管ポリープは尿細胞診陰性であ

り，排j世性尿路造影や逆行性尿路造影において辺縁平

滑な陰影欠損として認められ，大きさの割に尿路通過

障害の所見が少ないとされる.内視鏡では，表面平滑

で，尿管壁より遊離した，こん俸状の所見が見られ

る. 一方，悪性腫蕩は表面不整であり ，易出血性であ

るとされている7) しかし，以上のような検査を施行

した上でも，悪性腫蕩との鑑別が容易で、ない場合もあ

る.他の鑑別すべき疾患として内反型移行上皮癌や，

malignant potentialを有するとされる内反型乳頭腫が

挙げられる.これらはともに正常上皮で覆われている

ことから外観上は鑑別困難である.良性，悪性の鑑別

において，尿管鏡下の生検の有用性が報告されてい

る8) しかし，線維上皮性ポリープの上皮の一部に移

行上皮癌が認められたとの報告例ト11)もあり，腫癌の

一部のみを生検することで悪性所見の存在を完全に否

定しえないと思われる.診断的治療という意味から，

内視鏡的切除を行い，十分な組織学的検索を行うこと

が望ましいと考えられる.

尿管ボリープの治療法については，良性疾患である

ことから腎温存の方針が望まれる.かつては尿管悪性

腫蕩との鑑別が困難で、， 1970年代では腎尿管全摘術が

行われることが多かった. 1980年以後になって，生検

により悪性腫蕩を否定した上で尿管部分切除術が行わ

れるようになった. 1990年以降では，内視鏡技術の進

歩により，尿管鏡を用いた切除の報告例が増えてきて

いる.われわれは尿管鏡下に切除された尿管ポリープ

の本邦報告46例を集計した.使用器具は，レーザーが

18例，尿管鏡用紺子が11例，尿管鏡用切除ループが10

例，記載なしが 7例であった.レーザーによる切除

は，甜子による切除が不可能な硬い組織に対しでも有

効であるとされ，また熱による組織変性が深部に達し

ないため，術後の疲痕狭窄が生じにくいとされる 12)

腫蕩の存在部位は，腎孟尿管移行部がl例，上部尿管

が12例，中部尿管が15例，下部尿管が12例，記載な

しが6例であった. 5 cm以上の長大なポリープは17

例で，最長 12cml3
)であった.腎孟尿管移行部の尿

管ポリープについては，経尿道的に到達困難であっ

た症例に対し，腎痩造設後に経皮的に切除した報告

例14，15)があった.

尿管鏡による手術は低侵襲であるため，尿管ポ 1)_ 

フ。を疑った場合は診断，治療をかねてまず内視鏡的に

腫蕩の切除を試みるべきであると考えられる.
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以上，尿管鏡下に切除した尿管ポリープの 2例を経

験したので，若干の文献的考察を加え報告した.

結 諸
問

尿管鏡下に切除した尿管ポリープの 2例を若干の文

献的考察を付け加えて報告した.

本論文の要旨は，第190回日本泌尿器科学会関西地方会に

おいて報告した.
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