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尿管癌に合併 した尿管破裂自然修復の1例

北里研究所病院泌尿器科(部 長:門 脇和臣)

吉 田 一成,門 脇 和 臣,李 漢 栄

聖路加国際病院泌尿器科(部 長:福 井準之助)

黒 川 純

A CASE OF SPONTANEOUS REPAIR OF THE URETERAL RUPTURE 

           CAUSED BY URETERAL CARCINOMA

Kazunari YOSHIDA, Kazuomi KADOWAKI, Kan-ei LEE

From the Department of Urology, Kitasato Institute Hospital

Jun KUROKAWA
From the Department of Urology, St. Luke's Hospital

   We report a 47-year-old male patient with a spontaneous ureteral rupture caused by ureteral 
carcinoma. Drip infusion pyelography (DIP) and computerized tomography (CT) demonstrated the 
extravasation of contrast medium around the dilated upper ureter. Nephrostography showed the 
extinction of extravasation 4 days after the DIP. A total nephroureterectomy with the excision of a 
cuff of bladder was performed for the transitional cell carcinoma of the right lower ureter. Meticulous 

pathological examination of the specimen revealed discontinuity of the muscle layer, edema and fibrin 
deposition in the submucosal layers in the upper ureter indicating the site of the rupture. These 
findings suggest that the spontaneous rupture of the ureter caused by the ureteral carcinoma could be 
spontaneously repaired in a short period. 

                                            (Acta Urol. Jpn.  43: 505-507, 1997) 
Key  words  : Ureteral carcinoma, Ureteral rupture, Spontaneous repair

緒 言

尿管 自然破裂は種々の原因で発生するが,明 らかな

尿管癌によるものは,本 邦では現在 まで1例 の報告が

あるだけである.わ れわれは尿管癌 によって生じた尿

管自然破裂が短期間で自然に回復 した症例を経験 した

ので文献的考察を加え報告する.

症 例

患者:47歳,男 性

主訴:右 背部痛

既往歴:45歳 時肺結核

現病歴:1996年2月14日 右背部痛が出現,他 院を訪

れ超音波検査 ならびにIVPで 右水腎症,右 腎の描出

不良を指摘 された.右 腰部痛が続 くため2月29日 精査

目的で当科に紹介された.

現症:入 院時の身体的所見では右背部圧痛を認め

た。

検査所見:尿 検査;尿 蛋白(一),尿 糖(一),尿 沈

渣;RBCO/hpf,WBC10～20/hpf,尿 細胞診;ク ラ

スIII.尿 培養;一 般細菌,結 核菌 ともに陰性.血

算,血 液生化学;CRPが 上昇(2.7mg/dDし ている

ほかは異常を認めなかった.胸 部レントゲン写真 は異

常なく,喀 疾培養は陰性であった.

画像所見:入 院時のDIP(Fig.1)で も右腎の描出

遅延および水腎 水尿管症を認めた.同 時に尿管外に

造影剤の溢流がみ られたため,CT検 査を行った.

KUBお よび単純CTで は結石陰影な し.造 影CT

において右水腎症,水 尿管症および造影剤の上部尿管

周囲への溢流が確認 された(Fig.2A,B).さ らに右

尿管下端 に腫瘍 を示唆する濃染像がみられたため,3

月1日 逆行性腎孟造影を試みた.右 尿管口から腫瘍組

織が突出し,ガ イドワイヤーの挿入 も困難であったこ

とから,組 織生検 をするにとどめ,3月4日 に右経皮

的腎痕造設術および腎痩造影を施行 した.こ の右腎旗

造影(Fig.3)で は尿管下端 に腫瘍が描出された.造

影時にかなりの圧を加えたにもかかわらず尿管か らの

造影剤の溢流は認められなかった.3月6日 に行った

造影CTで も上部尿管周囲への造影剤の溢流 はまっ

たくなかった.

3月1日 の組織生検で移行上皮癌が認められたた

め,3月8日 に右腎尿管全摘除術,膀 胱部分切除術 と

リンパ節廓清術を行った.

手術所見:右 水腎症および著明な水尿管症 を認め
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Fig.1.DIPshowedextravasationof

oontrastmediumaround

markedlydilatedrightureter.

Fig.3.Nephrostographyoftherightkidney

fburdaysafterdiagnosisofthe

ureteralrupture,Noextravasation

ofthecontrastmediumwasseen.
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Fig.2.ContrastenhancedCTrevealedextra-
vasationofcontrastmediumaroundup-

perureter(A).Onlyasmallamountof
extravasationofoontrastmediumwas
noticedaroundtherightrenalpelvis(B).

た.尿 管 周 囲 に特 に癒 着 は な か った.

病 理 所 見;右 尿 管 口 か ら2cmに 発 生 した 乳 頭 状 の

移 行 上 皮 癌(2.9×2.7cm)で(Fig,4),grade2,

Fig.4.Grossobservationoftheoperative

specimen.Theureteralcarcinoma・

had髄arisenattheterminalurete二

Thesiteofthespontaneousrupture

oouldnotbeidenti丘ed.

pT2,pvl,pNo(Fig.5A).尿 管には水尿管症の所

見を著明に認めた.肉 眼的にも顕微鏡的にも破裂部位

を特定することができなかった.し か し,上 部尿管に

は筋層の断裂および粘膜下層に浮腫 とフィブリンが認

められた(Fig.5B).

考 察

児玉 ら1)のまとめによれば,31例 の尿管自然破裂症

例のうち58.1%は 結石が原因である.本 邦において明

らかに尿管癌が原因の尿管 自然破裂 は,わ れわれが調

べ得たかぎりでは宮島ら2)が報告 している1例 のみで

ある.本 症例では破裂部位 を同定 し得なかったが,

Schwaltzら3)が 尿管 自然破裂の定義 として提唱 した

6項 目にすべて合致 してお り,尿 管癌による尿管 自然

破裂 と診断した.CTで 造影剤の溢流が上部尿管周囲
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Fig.5.Theureteralcarcinomawastransitional

cellcarcinoma(grade2,pT2,pVl,pNO)

(A).Discontinuityofthemusclelayer,

edemaandfibrininthesubmucosal

layerwereobserved(B)。

におもにみられ,拡 張した腎孟周囲にはほとんど認め

られなかったことより破裂部位は上部尿管 と判断 し

た.上 部尿管には筋層が2層 しかないため,筋 層が3

層ある下部尿管 より破裂が起こり易 く5),本 症例 を加

えた33例 中,破 裂部位が明らかな症例では85,2%が 上

部尿管の自然破裂である.

本症例における造影剤の浴流機序 としては,尿 管癌

で起 きた水尿管により尿管壁が菲薄化 し,尿 管壁の強

度が減少 していたこと.な らびにDIPに より造影剤

が投与 され,利 尿がつ き,尿 管内圧が急激に増加 した

ことが考えられた.結 石嵌頓などによる急性尿管閉塞

時に利尿剤投与がされると尿管内圧は100mmHgに

達することもあるが6),慢 性部分閉塞時の尿管内圧は

25mmHg程 度にしか上が らない とされている7)一

般に癌による閉塞は緩徐に進行 し慢性部分閉塞のパ

ターンをとるので,癌 による尿管 自然破裂が起 こるこ

とはきわめて稀な現象 と思われる.

興味深いと思われたのは,破 裂発症からわずか4日

後に行った腎痩造影(順 行性腎孟尿管造影)に おい

て,腎 孟腎杯がかなり拡張するほど圧を加えたにもか

かわらず,尿 管か らの造影剤の溢流がまったく認めら

れなかったことである.DIPに より生 じていた圧は,

腎痩造影時に加えた圧 よりかなり高 くなっていた可能

性がある.手 術所見および病理所見では尿管破裂部位

が同定できなかったが,破 裂部位 と思われた上部尿管

には筋層の断裂および粘膜下層に浮腫とフィブリンが

認められ,通 常の水尿管症 とは異なる組織像を呈 して

いた.宮 島ら2)は発症後5カ 月 目に採った手術検体の

病理所見で,尿 管破裂部位 と思われる癩痕部に筋線維

の不規則な配列 と粘膜の肥厚がみられたと報告 してい

る.本 症例で類似の所見が認め られたが,溢 流から病

理検査 までが短期間であったこと,尿 管周囲に癒着が

な く尿管に癩痕を認めなかったこと,粘 膜の肥厚はみ

られず粘膜下層に浮腫 とフィブリンが認められたこと

は,宮 島らの症例 と異なる.破 裂の部位や大 きさにも

よるが,発 症4日 後 には造影剤の盗流が認められな

かったことおよび上部尿管の病理所見か ら,か なり短

期間に尿管 自然破裂の自然修復がなされる可能性があ

ると思われた.

結 語

われわれは尿管腫瘍によって起 きた尿管自然破裂が

短期間に自然修復 したと思われる1例 を経験 したの

で,文 献的考察を加え報告 した.

本症例 の病理 につ いて ご教授 いただいた本院病理部の森永

正二郎 先生 に心 か ら感謝 の意 を表 します。あ りが とうござい

ました。

本論 文の要 旨は第61回 日本泌尿器科学会東部総会 において

発表 した.
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