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尿路変向術の術後ケアーの諸問題

Ureterocutaneostomy

和歌山県立医科大学泌尿器科学教室(主 任:大 川順正教授)

平 野 敦 之

PROBLEMS OF POSTOPERATIVE CARE IN URINARY 

 DIVERSION  : URETEROCUTANEOSTOMY

Atsuyuki Hirano

From the Department of Urology,  Wakayama Medical College

   One hundred and nine patients underwent tubeless ureterocutaneostomy as a method of urinary 
diversion at the Department of Urology, Wakayama Medical College during the 22 years from 1972 
to 1994. The follow-up period ranged from 4 days to 15 years, with a mean of 27.3 months. The 

primary disease was bladder cancer in 68 patients, uterine cancer in 23 patients, other pelvic malig-
nancies in  11 patients and benign disease in 7 patients. We used 4 types of ureterocutaneostomy; 
transureteroureterocutaneostomy was done in 13 patients, bilateral ureterocutaneostomy through a 
single stoma in 30 patients, bilateral ureterocutaneostomy with two stomas in 4 and unilateral ure-
terocutaneostomy for one available kidney in 62 patients. The construction of stoma was done 
according to inverted U of Z-shaped skin flap method (30 cases), everted nipple stoma (37 cases) 
and Toyoda's method (42 cases). 

   We evaluated the stomal condition in 72 patients who were followed more than 6 months post-
operatively. Stomal stricture developed and necessitated periodic dilatation or intubation in 25 
cases (34%). A better outcome was obtained in patients with dilatated ureter and everted nipple 
type stoma but no correlation could be found between the history of irradiation and stomal 
stricture. 
   Long-term  outcome of ureterocutaneostomy in 70 patients (129 renal units) was, compared to 
that of ileal conduit urinary diversion in 124 patients (248 renal units). Postoperative urographic 
findings showed progressive hydronephrosis in 14 renal units (23%) in the ureterostomy group, 
while 22 renal units (9%) in the ileal conduit group. However, there was no case of deterioration 
of renal function which was evaluated by BUN and creatinine in spite of progression of hydrone-

phrosis. The incidence of urinary complications such as pyelonephritis and renal calculus in the 
successful ureterocutaneostomy group was less than that in the ileal conduit group. 

                                                (Acta Urol. Jpn. 41: 921-926, 1995) 

Key words: Urinary diversion, Tubeless ureterocutaneostomy

緒 言

尿路変 向術 の うち無カテーテル尿管皮膚痩術は,手

術侵襲が小 さいこと,尿 路 感染がほとんどみ られない

ことな どの利点を もち,骨 盤内悪性腫瘍 の根治的摘出

術に ともな う尿路変向術 として,あ るいはpoorrisk

患者 の姑息的手術 と して,種 々の尿路変 向術が登場 し

た現在においても,広 く用い られてきている。著老 ら

は1972年1月1日 よ り1994年3月31日 ま で22年 間に

109例の無 カテーテル尿管皮膚痩術を施行 して きた.

今回 これ らの成績 をま とめ,術 後 ケア ーの諸問題 とし

て,本 尿路変向後のス トーマの状態,腎 機能 な らびに

尿感染の有無な ど術 後ケアーの問題について検討 を行

ったので記載す る。

対 象 な ら び に方 法

対象は,1972年1月 よ り1994年3月 までの22年 間に

当施設で行われた109例 の無 カテーテル尿管皮膚痩術

症例である.原 疾 患はTableIに 示 した ように膀胱

癌68例,子 宮癌23例,そ の他の悪性疾患II例 お よび良

性疾患7例 であった.年 齢分布では,膀 胱 肉腫症例 の

11ヵ月か ら85歳 に お よ び,そ の平均 は62.9歳 であ っ
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Characteristicsofpatientswith

UreterOCUtaneOStOmy

症例数

性別

平均年齢

109例

M65

62.9歳

(156ス トー マ)

F44

(1-85歳)

原疾患

膀胱痛

子宮癌

神経因性膀胱

前立腺癌

直腸癌

膀胱肉腫

68

23

5

3

2

2

膀胱憩室腫瘍

尿道憩室腫瘍

膀胱膣痩

膀胱後部腫瘍

尿管腫瘍

萎縮膀胱

放射線療法既往あ り 19

Table2. Operativetechniqueandconstruction

ofstomainureterocutaneostomy

両側尿管皮膚痕術47

両側尿管皮膚痕術singlestoma30

両側尿管皮膚痕術twostomas4

一側合流尿管皮膚痩術13

片側尿管皮膚痕術62

U(Z)-shapedskinflap30

evertednipp且emethOdwithskinfiap37

Toyoda法42

Table3. Characteristicsofpatientswithileal

conduit.

症例 数203例

性 別Ml69F34

平均年齢64.1歳(5-84歳)

原疾患 膀胱癌

子宮癌

前立腺癌

神経因性膀胱

膀胱肉腫

尿道憩室腫瘍

骨盤外傷

萎縮膀胱

188

4

4

2

1

1

1

1

た.性 別では,男 性が65例 で お よ び女性44例 であ っ

た.放 射線照 射の既往がある ものは,19例 で,こ の う

ち14例 は子宮癌症例であ り,残 りの5例 は膀胱癌症例

3例,直 腸癌症例1例 お よび前立腺癌症例1例 であっ

た.観 察期間は術後死亡例の最短4日 か ら最長15年 に

および平均観察期間は27.3ヵ 月であ った.

尿管皮膚撰 の術式 の内訳は,両 側尿管皮膚 痩術が47

例 で,そ の うち一側にsinglestomaと して開 口させ

るStraffon法 あるいはこれ に準 じた術式30例,一 側

合流尿管皮膚 痩術13例 および両側腹部にstomaを も

つ両側開 口尿 管皮膚腰術4例 であった.ま た片側尿管

皮膚痩術が62例 であ った(Table2).

"方 ,Stoma形 成法 は,片 側 の場合,ス トーマ開

口部にU字 型,ま た 両側 の場 合 に はZ字 型の皮弁 を

作製 し,こ れ に対成する方 向に尿管の縦切開を加え,

皮膚弁を尿管切開部 に挿入す る形 で 縫合 を 行 う,U

もしくはZshapedskinfiap内 反法を行 ったのが30例,

この皮膚弁の挿入に加 えて,尿 管を反転 し乳頭状 のス

トーマを形成するevertednipple法37例 お よび尿管

の断端を 丘shmouthの よ うに2つ 開 き,対 応す る広

さに真皮 まで切除 した皮膚縁 と結節縫合を行 いス トー

マ作製す るToyoda法42例 であった.な お,手 術 の

詳細についてはす でに 大川 ら1)ならびにToyoda2)に

より詳述 されているので,本 稿では割愛す る,当 科で

は,1977年 までは,Ushapedskinflap内 反法が,

それ以後はevertednlpple法 が主 として行われて き

たが,1981年 か らはToyoda法 が これに加 えられて

きてい る(Table2).

尿管皮膚痩症例の術後 の ス トーマ の 状態 に ついて

は,ス トーマあ るいは尿管に対 して,定 期的拡張 また

はカテーテル留置が必要 となった場 合をtubeless維

持不能例 として,術 前 の尿管の拡張,肥 厚 の有無 放

射線治療既往の有 無お よびス トーマ形成方法 との関連

性 につ いて評価を行った.対 象は術 後6ヵ 月以上の経

過観察 が可能であ った72例 に関 して検討 を行 った.

また術後の尿感染の状態については,術 後1年 目の

時点 で評価が行えた症例,47例 について膿尿 の程度で

検討 を行 った.

他方,術 後の腎機能,水 腎症の程 度および合併症 の

種類に つ い て,同 時期 に当科で回腸導管 を施行 した

203例(Table3)を 対照 と して 比 較検討を行 った.

なお,水 腎症の程 度については,術 後6カ 月以上の観

察 が 行 え,か つ 術後で排泄性尿路撮影 に よ る評価 が

可能 で あ った 症例 を対象 と し,尿 管皮膚痩群が70例

(129腎)お よび回腸導管群124例(248腎)に ついて評

価を行 った.

結 果

1)尿 管皮膚痩術症例 の術後 ス トーマの状態について

尿管皮膚痩症例ではス トーマあ るいは尿管に対 して

定期的拡張 またはカテーテル留置が必要 とな った場 合

をtubeless維 持不能例 と して評価 を行った.術 後6

ヵ月以上経過観察が しえた72例 中,ス トーマの狭 窄も

しくは壊死 のためにtubeless維 持 が不可能 とな った

のは25例 で,こ の うち18例 がintubationを 余儀な

くされ,残 りの7例 では定期的なス トーマ拡張術が必

要であった.し たが って,全 体 のtubeless成 功率は

66%で あった.ま た,ス トーマ形成 法 と術後 のtube一
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Relationshipbetweenconstructionofstomaandresults

ofureterocutaneostomy
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U(Z)-shapedeverted
skinfiapnipple Toyoda法Tota1

tubeless成 功 例

tubeless維 持 不 能 例

定 期 的拡 張

intubation例

9(56%)

7(44%)

1

6

17(7且%)21(63%)

7(29%)11(37%)

42

39

47(66%)

25(34%)

7

18

Table5.Relationshipbetwecnpreoperative

ureteraldjlatationorirradiation

andresultsofureterocutaneostomy

症例数tubeless成 功例 成功率(%)

尿管拡張

放射線療法

(→34

(+)37

(一)62

(+)9

21

26

41

6

61%

70%

66%

67%

Table6.Postoperativeurlnaryinfectioninureterocutaneostmy

尿中WBC

(一) (+) (++)(+++)

tubeless成 功 例19(63%)8(27%)2(7%)1(3%)

tubclcss不 成 功例5(38%)5(38%)2(15%)1(8%)

1ess成 功率 との 関連性 についてみ ると,Tab亘e4に

示 した ようにevcrtednipple法 が選択 された症例で

tubeless成 功率が高い傾 向にあ ったが有意差は認め ら

れなか った,つ ぎに術前の尿管の状態 と成功率 との関

連性についてみ ると,Table5に 示 した よ うに術前

の尿管の拡張がみ とめ られた症例 では,正 常尿管であ

った症例 に比較 して,tul)eless成 功率 が 高い 傾 向に

あ ったが有意差は認 め られ なか った.

また術前に放射線照射を受けた症 例では,一 般 にス

トーマの生着率が低下す るとされているが,今 回の検

討 では,術 前に放射線照射を受けた9例 中,tubeless

成功例は6例,成 功率は66%で あった.一 方,非 照射

例では62例 中41例(66%)で,両 群間に差は認 め られ

なかった.

2)尿 管皮膚痩術後の尿感染(膿 尿)に ついて

術後 の尿感染の状態につ いては,術 後1年 目の時点

での膿尿の程度で検討 を行 った.評 価 が可能 であ った

尿管皮膚痩症例で43例 中膿尿が認め られなか った症例

は,24例(56%)で あった.と くにtubeless成 功例

では,30例 中19例(63%)に 膿 尿は認め られなか った

(Table6).

3)術 後腎機 能および合併症 について=回 腸導管施行

症例 との比較

Fig.1に 総腎機 能の評価 と して,ク レアチニンお

よびBUNの 推移を示 した。尿管皮膚痩群 で は 腎機

能 の低下 した症例に対 して行 う場合 が多 く,術 前は回

腸導管群に比較 して クレアチニン,BUNと も高値 を

とっているが,術 後はすみやかに下降 し,両 群間 の差

はな くな ってい る。 また両群 ともに,1年 以上の長期

観察例 で,腎 機能 の 悪化 した症例は 認め られ なか っ

た.

Table7に 術前後 の水 腎症 の程度 に つい て示 した

が,尿 管皮膚 痩群では,術 前 よりも水腎症 の悪化が認

められたのは,術 前水腎症がみ られなかった症例では

12例(27%)に み られたが,い ずれ も軽度の悪化に と

どまってお り,著 明な水腎の進行がみ られた症例はな

か った.ま た,悪 化 がみ られ た12例 中6例 の半 数 が

tubeless不 成功例で あった.一 方,術 前水 腎症がみ

られた群 では悪化がみ られたのは2例 のみであった.

Table8に 術前の合併症 の種類 お よび 発生 頻度を

示 した.尿 管皮膚痩群の うち,tubeless成 功例では,

回腸導管群に比較 して,腎 孟腎炎,腎 結石な どの尿路
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ChangeofBUNandserumcreatinlneinureterocutaneostomy

andilealconduit.

Table7. Changeofurographicfindingsinure-

terocutaneostomyandilealcondu三t

尿管皮膚痕症例 回腸導管症例

術前水腎症なし 60腎 236腎

不変48(80%)

悪イヒ12(20%)

214(91%)

22(9%)

術前水腎症あり 69腎 豊2腎

改善33(48%)

不変10(14%)

悪化2(3%)

腎摘24(35%)

10(83%)

2(17%)

0

0

Table8. Postoperativecomplicationsinure-

terocutaneostomyandilealconduit

尿管皮膚痩tubeless成 功例 回腸導管

(109例)(72例)(203例)

腎孟腎炎

尿路結石

急性腎不全

イレウス

消化管出血

腸痩 ・腹膜炎

肺炎 ・敗血症

肝炎 ・肝障害

骨盤死腔炎

創部感染

9(8%)

4(4%)

3(3%)

6(6%)

5(5%)

0

4(4%)

2(2%)

0

23(21%)

1rI%ノ

0

2r3%ノ

3r4%ノ

4r6%ノ

0

3(4%ノ

1(1%ノ

O

l8(25%ノ

7(3%)

4(2%)

3(1%)

17(8%)

3(i%)

7(3%)

4(2%)

9(4%)

4(2%)

60(30%)

合併症 の発生が少 な く,肺 炎,創 感染な どの合併 も少

ない傾 向にあ った。

考 察

尿管皮膚 婆術 は,回 腸導管な どの他 の尿路変向術 と

比較 して,手 術時間 が 短 く,合 併症の発生頻度 も低

く,さ らに術後の腎機能 の面か らみて も優れた尿路変

向術であ るといえる.し たが って,そ の適応 も広 く末

期癌に対す る姑息的尿路変 向術 として,あ るいは膀胱

癌 などの骨盤内悪性腫蕩 の根治的手術 に ともな う尿路

変向術 として行 われている.ま た 両側尿管 に 施 行 す

る場合 にも,一 側 にsinglestomaと して 形成 す る

Straffon氏 法 や 一側合流皮膚痩術を用い ることで 可

能 となる.し か しなが ら形成 されたス トーマが生着 す

ること,か つ狭窄,壊 死を きた さないこ との2点 が満

たされなければ,無 カテーテルの状 態で管理す ること

が困難 とな り,こ の 不安定要因 が,こ の術 式 の 最大

の欠点 であ り,そ の 普 及 の妨 げ となっているよ うで

ある.

尿管皮膚痩術 のtubeless維 持の成功 率は60～90%

で諸家の報告に よ り異 なってい るが,最 近 の報告では

ス トーマ形成方法に種 々の改 良が加え られ,そ の成功

率は90%前 後 と上昇 してきてい る3-8).今 回 の著者 ら

の検討では全体 のtubeless成 功率は66%と な り1986

年の教 室の上門 らに よる報告9)と ほぼ同様 の結果であ

った.こ れ は他家の報告 に比較 して若干低 い傾 向にあ

るが,こ れ は回腸導管症例 に比べて全身状態 の悪い症

例や リス クの高い症例に対 して本術式を選択 した点に

あ るのではないか と推測 され る.

尿管皮虜痩術 の成績を左右す る因子 と して,Femi-

nella,Jr.andLattimerle)は70例 の尿管皮膚痩術を

検討 し,① 術 前の尿管径,② 術前照射の有無お よび③

ス トーマの形態(突 出型か平坦型か)の3点 がス トー

マ狭 窄の発生 を決め る重要 な因子で あると指摘 してお

り,尿 管径が8mm以 上で,術 前照 射を 受けず,か

つ突出 した ス トーマを有す る症例に 狭窄発生が少 なか
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った と記載 してい る.

さらに尿管の性状 についてはStraffonetaL!i)お

よび有吉 ら12)も同様 の報告 を行ってお り,一 般 に本手

術では尿管が適度に拡張 し,か つ尿管壁が肥厚 してい

ることが最適 とされてお り,他 方,壁 の拡張や肥厚が

認められない正常尿管では余 り好ま しくない と考え ら

れてい る.今 回の著者 らの成績で も,術 前に尿管の拡

張がみ とめ られた症例 ではtubeless成 功率が70%で

あった のに対 して,正 常尿管の症例では61%で あ り,

前者 において狭窄の発生頻度が低い傾 向にあることが

示 されてい る.し か しなが ら,最 近では無カテーテル

尿管皮膚痩の成 功 と尿 管拡張 との間に関連性はな く,

正常尿管 とい うことで無カテーテル尿管皮膚痩を避け

る必要 はない との報告 もみ られ8).ス トーマ の生着 に

は他の要因 も絡んでいるものと考え られ る.一 方,放

射線照射については血流障害や組織修復力 の低下 とい

う悪条件を持つためにス トーマに 狭窄発 生の頻度が高

く,本 術式には適 さない とされてい る12・13)今回 の検

討では藤 田らの報告14)と同様 に放射線療法の影響を明

確に捕え られ なか った が,照 射例 で は,術 後早期に

dropoutし てい る症 例が多 く,一 概に放射線照射が

ス トーマの生着 に影 響がないとはいい切れない面があ

る.ス トーマの形成 方法 とス トーマ狭窄の発生 との関

連性については,種 々の報告 が あ るが,一 般 にnip-

pleを 形成す るstomaに は,flashstomaに 比較 し

て狭窄の発生頻度 が少ない ことが うかが える9・12・15).

著者 らの成 績でもevertednippletypeで24例 中7

例(29%),flashstomaで あるToyoda法 では33例

中ll例(37%)で 狭窄例を経験 し,前 者において ス ト

ーマ狭窄の発生頻度がやや低 いことが示 されてい る.

有吉 ら16)もtubelessureterostomyで 形成 された ス

トーマが強力 な皮膚の収蝕作用 に拮抗す るためには,

突出 した大 きいス トーマであること,粘 膜面が広 く,

か く乾燥,器 械的刺激お よび感染 のない ことを指摘

nipple形 成の重要性を強調 してい る.

一方 ,術 後 の尿路感染につ いて も,尿 管皮膚痩施行

例では,ス トーマ狭 窄が な く,tubelessの 状態 が維

持 されれば,尿 路感染はほ とん ど認め られないことが

示 され,こ のため術後の合併症 の面か ら見て も,回 腸

導管施 行例に比較 して,腎 孟腎炎,腎 結石な ど合併症

の発生頻度が少ない傾向にあった.

術 後の腎機能の問題であるが,今 回の検討では,尿

管皮膚痩群は術前腎機 能が低下 した症例に対 して施行

され ることが多か ったため,術 前 の腎機 能は回腸導管

群に比較 して,BUN,ク レアチニ ソともに高値を示

して いたが,術 後はす みやかに低下 し,回 腸導管群 と
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の間に差は認め られ な くな っていた.腎 機能保持 の面

か ら見ても優れた尿路変向術である といえ る.こ の点

に関 し,山 越 ら8)は尿管皮膚痩術後 の排泄性尿路造影

像における腎孟像の形態につ き評価 を行い,改 善,不

変を含め80%に 満足のい く結果がえ られた としてお り

さらに血中BUN,ク レアチ ニン値で異常値 を示 した

症例 もなかった と報告 してい る.

今回著者 らは,永 久的尿路変向術 としての尿管皮膚

痩術 と回腸導 管の症例の長期成績を比較検討 した結果

から,尿 管皮膚痩術症例では経過中25例 が ス トーマ狭

窄を併発 し,こ のス トーマ狭窄が依然 と して克服すべ

き課題であることが示 された.ま た同時に,ス トーマ

狭窄がな く,tubelessの 状態が維持さ れ れば,尿 路

感染 はほ とん ど認め られず,腎 機能の面で も問題がな

く,晩 期合併症 の発生についてなん ら心配す る必 要の

ない術式であることが示 唆された.

最近 では,endourologicaltechniqueの 進歩 に よ

り・超音波 ガイ ド下 の経皮的腎痩造設術やdoubleJ

ureteralstentの 留置な どが普及 し,骨 盤内進行癌な

どに対す る本術式の必要性は少な くなってきてい る.

しか し尿管皮膚痩術 は術後ケアーの面か らみて も,依

然優 れた術式で あ る こ とに は変 わ りが な く,poor

riskの 症例,既 往の腹腔 内手術に より開腹手術が困難

な症 例および一側の尿路変向術で よい場合 などでは,

本術式 の適応 として,積 極 的に行 うべ き術式 と思われ

る.ま た本術式は,拡 張お よび肥厚 した尿管を有す る

症例に対 して施行され るのが適切である と考 えられ る

が,尿 管の血行を保持 し,尿 管の屈曲や緊張 などに注

意する ことに よ り,正 常尿管にも適応で きるものと思

われる.

結 語

L和 歌山県立曄科 大学泌尿器科 において1972年 よ り

1994年 までの22年 間に尿路変向術 と して尿管皮膚痩が

施行 された109例 について,術 後 ケアーの問題を中心

に検討を行 った.

2.術 後のtubeless成 功 率 は 全体で66%で あ り,

Stomaの 形成方法では,evertednipple法 によるも

の,ま た術前に尿管の拡張がみ られ る症例で成功率が

高い傾 向にあ った.

3,tubeless成 功例で は,術 後尿感 染 の 発生が少 な

く,腎 孟腎炎,腎 結石 などの尿路合併症 の発生 も低 い

傾向にあ った.

4.尿 管皮膚痩術は,回 腸導管な どの他 の尿路変向術

と比較 して,術 後の腎機能の面で も問題は認め られ な

か った.
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5.尿 管皮膚 痩術 は,拡 張お よび肥厚 した尿管を有す

る症例に対 して施行 されるのが適切である と考 えられ

るが,poorriskの 症例,既 往の腹腔内手術 によ り開

腹手術が困難 な症例お よび一側の尿路 変向術で よい場

合な どでは,正 常尿管であ って も,本 術式 の適応 とし

て,積 極的 に行 うべ き術式 と思われた.
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