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Eleven patients on hemodialysis that were surgically treated for renal cell carcinomas during the 

recent 10 years at our institutes were clinically analyzed. Patients' ages at presentation ranged from 

35 to 70 years with an average of 54.8 years. Nine of the 11 patients were males a:nd 2 were females. 

Periods between the introduction of hemodialysis and the presentation ranged from 1 to 21 years with 

an average of 11.7 years. The most frequent cause of hemodialysis was chronic glomerulonephritis. 

Five patients presented with macroscopic hematuria， which was the most frequent clinical 

manifestation. Transretroperitoneal nephrectomy through a lumbar oblique incision was performed 

in 9 of 12 surgical procedures. Transperitoneal resection and retroperitoneal endoscopic resection 

were performed on 2 patients and 1 patient， respectively. Blood transfusion was performed on 2 

patients with retroperitoneal hemorrhage before or after operation and 2 patients with pre幽 existing

renal anemia. Pathologically， 9 patients had pTla disease. Patients were followed up for up to 7 

years and 11 months. One patient died of the disease and 2 patients died of unknown causes. In 

conclusion， surgical removal ofrenal cell carcinomas was well tolerated， safe and effective treatment in 
patients under hemodialysis. 

(Acta Urol. Jpn. 49: 317-320， 2003) 
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緒 E司

石川1)は文献を集計し，透析患者の47.1%に後天性

嚢胞性腎疾患 (acquiredcystic disease of kidney， 

ACDK) ， 1.5%に腎細胞癌を合併すると報告してい

る.近年の画像診断技術の進歩やスクリーニング検査

の普及により腎細胞癌の早期発見例カf増加し，透析患

者の長期的生命予後の改善もあって透析患者における

腎細胞癌は増加傾向にあり 2) 特に長期透析例におい

ては重要な合併症となっている.今回われわれの施設

および関連病院で手術療法を施行した透析患者の腎細

胞癌の症例を集計し，その臨床的特徴，治療成績を検

討した.

患者と方法

最近10年間に帝京大学霞学部附属病院およびその関

連病院にて腎摘除術を行い，病理学的に腎細胞癌と診

断された透析患者11例を対象とした.臨床病期分類は

UICCによる TNM分類3) 病理組織学的分類は

UICCワークショップ腎細胞癌分類4)にしたがって

行った.

結 果

患者の年齢は35歳から70歳までの平均54.8歳であっ

た.性別は男性 9例 (81.8%)，女性2例(18.2%)

であった.透析期間は lから21年までの平均11.7年間

で6例 (54.5%)が10年以上であった.血液透析の原

疾患は慢性糸球体腎炎が5例 (45.5%) と最も多く，

糖尿病を原疾患とするものは l例のみであった.患側

は右側 5例 (45.5%)，左側 4例 (36.4%)，両側異時

発生 2例(18.2%)であった.発見の動機が明らかで

あった 12腎中肉眼的血尿が5例 (41.7%) と最も多

く，後腹膜睦出血による側腹部痛を主訴とした症例 4

を含めた症候性は 6例 (50.0%)であった.画像検査

で見つかった無症候性の症例も 6例 (50.0%)であっ

た (TableI). 

手術は腹膜の機能を可及的に温存するため原則とし

て腰部斜切開により経後腹膜的に行った.症例4は後

腹膜血腫による突然の側腹部痛で来院，出血による進

行性の貧血のため緊急開腹術を行った.術前診断が不

明確であったため，腹腔内臓器の診査の必要性も考慮

し肋骨弓下横切開で経腹膜的に施行した.症例 9は下

大静脈塞栓の摘除術を同時に行うため肋骨弓下横切開

で経腹膜的に行った.最も新しい症例11は後腹膜鏡下

手術を行った.手術前の透析は原則として前日に行っ

た.術後の透析は経過により術後 lないし 2病日に開

始した.手術時間は70分から373分までで中央値123分

であった.術中出血量は 80mlから 1，380mlで中央

値 180ml， 11腎中 6腎で 200ml以下であった 術

前に貧血のあった 2例(症例 2，4)，下大静脈塞栓

摘除術を行った症例(症例 9)，術後後腹膜血腫を合

併した症例(症例10，左側)で輸血が必要であった.

術後合併症としては数日間の禁食のみで軽快した腸管

麻海(症例 9)，輸血が必要な後腹膜血腫(前述，症

例10)がみられた.

病理組織学的には摘出された12腎中11例 (91.7%) 

が clearcell carcinoma，例 (8.3%) は papillary

adenocarcinomaであった.摘出腎の腫蕩最大径は

10-85 mm  (中央値 30mm)，病理学的進展度は

pTlaカ宝9例， pTlb カ~2 例， pT3bカq 例であった.

2例に重複癌が見られた.症例 2は摘出標本中にたま

たま尿管移行上皮癌の合併が見出された.さらに 2年

後に跨脱移行上皮癌と診断され，対側腎摘除術と跨脱

全摘除術を施行した5) 症例 4は腎摘出術の 3年後に

男性乳癌と診断され，摘出術が行われた. 2カ月から

7年11カ月の観察期間で死亡例は 3例であった.症例

9は診断確定時には治療を拒否し年後に疹痛出現

したため腎摘除術を行ったがその l年 3カ月後に癌死

した.症例 3は定期的画像検査を行っていたにもかか

わらず急速に進行し，左側の手術後4年目に下大静脈

腫蕩塞栓をともなう右腎細胞癌が見出された.手術を

すすめたカf招否し， 5カ月後，血液透析直後に突然死

Table 1. Cases of renal cell carcinomas in patients on hemodialysis 

症例 年齢 性別 透析期間(年) 透析の原疾患 思倶H 発見の動機

55 女性 13 腎結核 右側 超音波検査で

2 45 女性 8 痛風腎 左側 CTで

3 66 男↑生 20 慢性糸球体腎炎 両側異時性 肉眼的血尿(左倶H)，MRIで(右側)

4 64 男性 17 慢性糸球体腎炎 左側 左側腹部痛

5 51 男性 21 慢性糸球体腎炎 左側 肉眼的血尿

6 46 男性 16 慢性糸球体腎炎 右側 肉眼的血尿

7 70 男性 9 不明 右側 不明

8 65 男性 3 痛風腎 右側 超音波検査で

9 50 男性 14 不明 右側 肉眼的血尿

10 35 男性 7 慢性糸球体腎炎 両側異時性 肉眼的I血尿(左側)， CTで(右側)

II 56 男性 糖尿病 左側 超音波検査で
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したが原因は不明であった.症例 7は術後6年目に突

然死したが，再発や転移は認めておらず，死因は不明

であった.

考 察

長期透析患者に腎細胞癌の発生が多いのはよく知ら

れており，特に比較的若年の男性で透析期間が長い患

者で高率に見られるとされている2) 透析患者に発生

する腎細胞癌の特徴として，一般の腎細胞癌と比較し

て男性の比率が多く，発症年齢が低く，両側発生例が

多く，比較的早期のものが多いことがあげられてい

る2后) われわれの症例での平均年齢は54.8歳，男

性が11例中 9例 (81.8%)，pTlaが12腎中 9腎であ

り，諸家の報告と一致するものと思われる.発見の動

機に関しては自験例では症候性，無症候性とも 6例

(50.0%) であった.最近の多数例の集計からは画像

検査技術の進歩とスクリーニングの普及を反映して透

析患者における腎細胞癌の約90%が無症候性であると

報告されているの われわれの症例では症候性が約半

数を占めていた.比較的古い症例が含まれることも一

因と考えられるが，自験例のほとんどが他の透析施設

からの紹介であることからスクリーニング検査の頻度

や方法につき紹介施設をまじえて検討する必要がある

と思われる.

治療に関しては自験例の症例 3のように定期的な画

像検査にもかかわらず急速に進展し，進行癌で発見さ

れる症例が稀に見られること，すでに腎機能が廃絶し

ていること，エリスロポエチン製剤jの製品化によって

腎↑生貧血をコントロールできるようになったことから

片側腎癌の症例でも両側腎を一期的あるいは二期的に

摘出することを奨める報告もある7) しかし，一般的

には透析腎癌は増大速度の遅いものが多く，定期的な

経過観察により比較的早期に診断可能で、あること，両

側腎摘除術によって血圧が不安定になる症例が見られ

ることなどから患側のみの腎摘除術でよいとする報告

もあり 8)治療上の大きな問題点のひとつである.実際

には患者の年齢，性別や透析歴， ACDKの合併の有

無により対側に腎癌が発生する可能性は異なってくる

ものと考えられる 1，2) また，腹膜透析の既往の有無

や年齢，病期，合併症の有無によって可能な手術方法

も限られてくるため，各症例ごとに術式を検討する必

要がある.自験例では術前に対側発生のリスクや手術

Table 2. Surgical treatment for renal cell carcinomas in pa，tients on hemodialysis 

症例 手術方法 手術時間(分) 出血量 (mI) 輸血 合併症

経腰的腎摘除術 190 278 なし

2 経腰的腎摘除術 120 80 術前 800m1

3 経腰的腎摘除術 123 115 なし

4 経腹膜的腎摘除術 90 1，380 術前 1，000ml，術後 800ml

5 経腰的腎摘除術 95 300 なし

6 経腰的腎摘除術 70 少量 なし

7 経腰的腎摘除術 不明 不明 なし

8 経腰的腎摘除術 105 100 なし

9 経腹膜的腎摘除術 279 900 術前 800ml，術後 400m1 術後腸管麻癖

10 経腰的腎摘除術 195 180 術後 400ml 術後後腹膜血腫

経腰的腎摘除術 165 134 なし

II 後腹膜鏡下腎摘除術 373 250 なし

Table 3. Pathological diagnosis and outcome of the cases 

症例 腫蕩径 (mm) 病期 病理組織型 観察期間 事長帰

53X50X32 pTlbNOMO c1ear cell carcinoma 7年11カ月 生存

2 38X37X35 pTlaNOMO c1ear cell carcinoma 5年 6カ月 生存

3 12X9 pTlaNOMO clear cell carcinoma 4年 7カ月 他因死

85X75 T3bNOMO 

4 30X30X25 pTlaNOMO papillary adenocarcinoma 3年 lカ月 生存

5 4OX28X25 pTlaNOMO c1ear cell carcinoma 3年 1カ月 生存

6 IOX 10 (2病巣) pTlaNOMO clear cell carcinoma 4カ月 生存

7 50X50 pTlbNOMO c1ear cell carcinoma 6年 他国死

8 25 pTlaNOMO c1ear cell carcinoma 6カ月 生存

9 不明 pT3bNOMO c1ear cell carcinoma 2年 3カ月 癌死

10 10 pTlaNOMO c1ear cell carcinoma 4年 9カ月 生存

不明 pTlaNOMO c1ear cell carcinoma 

II 20X20 pTlaNOMO c1ear cell carcinoma 2カ月 生存
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侵襲について説明し，病側のみの腎摘除術，二期的両

倶IJ腎摘除術，一期的関側腎摘除術のなかから選択させ

ているが結果的には全例が片側手術の後の定期的経過

観察を選択した.

われわれの症例ではもともと腎性の貧血を伴う症例

や術前・術後に後腹膜出血をきたした症例を除けば輸

血を必要とする症例は無く，また，手術時間も中央値

で2時間前後であり，手術前 後の管理に難渋した症

例は見られなかった.透析患者では腎血流が低下して

いること，萎縮腎が多いこと，早期の症例が多いこと

などから腎細胞癌の摘除術は比較的侵襲の少ない治療

であると考えられる.さらに近年の内視鏡技術の進歩

により，腎細胞癌に対しでも腹腔鏡，後腹膜鏡を用い

た鏡視下腎摘除術が行われるようになってきてい

るト11) 自験例中で後腹膜鏡下手術を行った症例11は

たまたま透析導入直後に診断された症例であり，腎が

大きく，また周囲脂肪織が豊富であった.さらに術中

腹膜損傷を合併したことにより手術時間は長かった

が，手術創の疹痛は軽微で術後経過は良好であった.

一般的には腎癌発生の頻度の高い長期透析患者では腎

は萎縮しており，手術操作も比較的容易で小さな切開

創から摘出できることから内視鏡手術の好適応と考え

られる 10) さらに前述のごとく透析腎癌は両側症例

が多く，両側異時発生症例や同時例で二期的手術を行

う場合には 1回目での手術侵襲が大きいと 2回目で患

者が手術を拒否する可能性も高くなる 12) そうした

意味からも患者の苦痛の少ない手術法を選択すること

の意義は大きいと考えられる.透析腎癌に対する鏡視

下手術の方法としては，ハンドアシストを含めた腹腔

鏡下腎摘除術9) 後腹膜鏡下腎摘除術10) 小切開手

術11)などの報告が見られる.透析患者では将来の腹

膜透析の可能性を考慮すると，後腹膜的なアブローチ

で腹膜機能の温存をはかることが望ましく，また萎縮

腎では限られた後腹膜腔での操作も比較的容易と考え

られる 10) 一方特に両側同時に摘出する場合には腹

腔鏡手術では仰臥位で体位変換なしに両側の手術が行

える長所があり，また操作空間も広い9) 術者や施設

により得意とする術式も異なることから術式の選択は

症例，術者により個々になされるべきものと思われ

る.

術後の補助療法に関しては，自験例では比較的早期

の小さな腫揚が多かったことから再発転移の予防とし

ての免疫療法は行わなかった.文献的にも腎細胞癌免

疫療法の主軸である r インターフムロン (α・IFN)

の透析患者における体内動態や治療効果については不

明の部分が多く，今後の更なる検討が待たれる 13)

結 語

以上，当院および関連病院における透析腎癌の症例

を臨床的に検討した.透析症例における腎細胞癌の手

術は比較的低侵襲であり，今後も内視鏡手術を含めて

積極的に行われるべきものと思われる.
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