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CTガ イ ドによる傍大動脈領域の生検

　 　 　 　 　 一3症 例の報告一

　　　　 市立島田市民病院泌尿器科(科 長;宮 川美栄子)

羽渕　 友 則,岡 垣　哲 弥,木 原 　 裕次,宮 川美栄 子

　　　　　市立島田市民病院放射線科(科 長:新 井圭輔)
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CT-GUIDED BIOPSY OF PARAAORTIC  LESIONS: 

       REPORT OF THREE CASES

   Tomonori Habuchi, Tetsuya Okagaki, Yuji Kihara, 

         Mieko Miyakawa and Keisuke Arai 
From the Department of Urology and Radiology, Shimada Municipal Hospital

   Computed tomographic (CT)-guided biopsies of the lesions in paraaortic region were performed 
for three urologic disease conditions: retroperitoneal fibrosis, lymph node metastases of transitional 
cell carcinoma of renal pelvis and lymph node metastasis of renal cell carcinoma. The biopsies 
were performed without complications using the Bard Biopty biopsy gun with a Bard Biopty-Cut 
needle. Every biopsy specimen we obtained by the Biopty rendered an excellent biopsy core from 
which a definite histopathological diagnosis was made. CT-guided biopsy is considered to be safe 
and useful for diagnosis of the disease of the paraaortic region, even when ultrasonography guided 
biopsy is difficult. The use of the Biopty for CT-guided biopsy provides a high quality specimen 
for histopathological diagnosis.

(Acta Urol. Jpn. 37: 1023-1027, 1991)

Key words: CT-guided biopsy, Paraaortic region, Biopsy gun

緒 言

超音波 ガイ ドに よる経皮的生検は,泌 尿器科医に と

って馴染み深 いものであ り,腎,副 腎,前 立腺等 の臓

器を対象 としている。一方,傍 大動脈領域や深部骨盤

内の病変に対 し生検 を行 う場 合,超 音波 ガイ ドでは困

難なことが多い.わ れわれは,後 腹膜線維化症,腎 孟

移行上皮癌の リンパ節転移,腎 細 胞癌 の リソパ節転移

の3病 変に対 し,computedtomography(CT)ガ

イ ド下に傍大動脈領域の生検を行い十分 な組織採取,

診断を行えた ので,若 干の考察を加x,こ の経験を報

告す る.

症 例 と 手 技

症例1:49歳 男性.10年 前に進行 胃癌V`て 胃全摘,

脾摘除,膵 尾部合併切除を受けて いる.当 科初診 の約

1ヵ 月前に発熱,左 側腹部痛 をきた し近医にて治療を

受け,そ の際腎孟造影(DIP)に て左無機 能腎 を指摘

された.左 側腹部痛が続 くため受診 した。初診時の検

尿は正常,尿 細 胞診 も陰性であった,DIPに て右腎

孟尿管像に異 常ないが,左 腎孟尿管はまった く造影 さ

れなか った.超 音波にて左水腎症を認めたため,逆 行

性腎 孟造影(RP)を 施行 した.RPで は,左 腎孟尿

管移行部 よ り骨盤部付近 までの広範 な尿管狭窄を認め

た.CTで は明かな腫瘤は認 め ない もの の,大 血管

周囲の脂肪組織のCT値 の上昇が広 汎に認め られ た

(Fig.lA).左 尿管狭窄の原因 として,後 腹膜線維化

症が考 え られたが,10年 前 の進行 胃癌 の手術歴を考慮

し,再 発を否定す る必要 が あ る と考 えた.超 音波 で

は大血管周囲組織の同定 が困難なためCTガ イ ド下

の生検を施行 した.

CTガ イ ド下生検 の手技

生検には,bardbioptyUiopsygun(以 下Biopty

と略す)と 生検針 として18-Gauge(18G)のBiopty

cut針(い ずれ もC.R.BardInc.)を 用いた.ほ か

に定規 と分度器を用意 してお くと便利である.患 老を
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腹臥位 とし,前 回のCTよ り目標のス ライスを決定

し,も う一度スキ ャンを行 う.モ ニター上で 目標部位

(組織)を 決定 した ら,目 標組織 と皮膚上の穿刺点 と
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Fig.1.CT-guidedbiopsyofparaaorticfibrous

tissueofretroperitonealfibrosis.

A,CTdemonstratesabnormallyhigh

CTvalueofparaaorticfattytissue

(arrows),indicatingfibrouschangeor

in創trationofmalignantcells.

B,BeforefiringtheBiopty,theneedle

tip(arrow)isplacedjustposteriorto

thetargettissue.

C,AfterfiringtheBiopty,theneedle

isplacedcorrectlyintheparaaortic

丘broustissue,
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の距離,穿 刺点 と棘突起 との距離,穿 刺方 向の角 度を

計る.こ れ らはCTの モ ニター上 で計測 プログラム

に よ り容易に計測で きる.ス キ ャソを行 った スライス

面はCTのpositioninglightに より患者の皮虞に

投影 されるので,皮 膚Y:一この ライ トの投影をなぞ り,

印(線)を つけ る.こ の線 上において,棘 突起か らの

距離を計測すれ ば,そ こが穿刺点 と決定 され る.生 検

針に 目標組織 までの距離を参考に して,印 をつける.

あ らか じめ,生 検針に距離の 目盛 りをつけておいても

よい,生 検針を穿刺点 よ り測定 した角度を参考に して

目標部位に向か ってゆ っ くりと刺入 する,CTの スラ

イス面に平行 に針が進入 しているかを助手に確認 して

もら うとよい.あ る程度針を進 めた ら,刺 入を止めス

キャンを行い,設 定 した穿刺経路 に正 しく針が刺入 さ

れてい るかを確認す る.刺 入方 向が正 しければ,さ ら

に どれ くらい針 を進めれぽ 目標位置 に到達 しえるかが

正確にわかるはずであ る.Bioptyの 発射に よ り針が

23mm進 む こ とを 考慮 し,目 標 の組織 の手前で,生

検針をBiOptyに はめ発射す る。刺入やBioptyに 生

検針をはめる際 に,生 検針の内筒 と外 筒がずれないよ

うに注意する必要があ る.Fig・1Bは 発射前のスキャ

ソであ る.発 射後,ス キ ャンを行い 目標組織に生検針

が有 るか,合 併症がないかを確認 し(Fig.1C),針 を

抜去す る.

採取標本は病理組織診断に 十分適 して お り,悪 性

所見 は な く炎症細胞浸 潤を伴 う,線 維組織 で あった

(Fig.2)・ 後腹膜線維i化症の診 断にて尿管剥離 腹腔

内移行術を施行 した.

症例2=64歳 女性.腰 背部痛を主 訴 として来院 検

尿は正常.尿 細胞診は陰性.超 音波 にて左水腎症を認

め,DIPで は右腎孟 尿管像 には異常を 認 めなか った

が,左 腎孟尿管はまった く造影 されなかった.RPで

は左下部尿管の狭窄 と上部尿管,腎 孟に不整な造影欠

Fig.2.ACT-guidedbiopsyspecimenincase

lrenderedagoodbiopsycore.The

pathologyshowedbenignfibroustissue
withinflammatorycellinfiltration.
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損燥を認めた.カ テーテルを進め ると大量 の膿の流出

を認めた.CTで は左腎 の境界不鮮明な腫瘤 とともに,

高度の後腹膜 リソパ節腫大を認め,膵,十 二指腸 との

境界 は不 明であ った(Fig.3).多 発 肝転移巣 も認め

た.以 上の所見 よ り,腎 孟癌 とその後腹膜 リンパ節転

移,肝 転移 が強 く疑われた.根 治手術 の適応 はない と

判断,化 学療法施行を考慮 し組織診断が必要 と考 えた.

左腎の生検は膿腎症 があ り,感 染の播種を誘発す る可

能性があるた め,後 腹膜 リンパ節の生検を症例1と 同

様の手技にて行 った(Fig.3).後 腹膜 リソパ節と膵,

十二指腸 との境 界が不明なた め,腹 側か らの穿刺を避

け,後 方 よ りアプローチ した.合 併症な く病理診断に

十分な組織採取が行x,移 行上皮癌 と確定 された.

症例3:70歳 男性.肉 眼 的血尿を主訴 として来院.

尿沈渣にて多量 の赤血球を認 めたが,尿 細 胞診は陰性

であった.DIP,RPに て左腎 の下腎杯の欠損像 を認

めた.CTに て左腎下極に充実性 の腫瘤お よび後腹膜

(左腎門部)リ ンパ節腫大を認めた(Fig.4).左 腎動

脈造影で はhypovascularな 腫瘍を 下極 に認 め た.

CTに て肝転移,肺 転移を認めた.腎 細胞癌が疑われ

たが,移 行上皮癌 も否定で きず,組 織診断を 目的 とし

て,腫 大 リンパ節の生検を行 った.症 例1と 同様CT

ガイ ド下に行い,合 併症 もな く病理診断に十分な組織

が得 られ,腎 細 胞癌 と確定 した.

考 察

後腹膜,骨 盤腔 内の病変の診断には リアルタイ ムの

モニターが可能 とな る超音波 ガイ ドの経皮的生検が重

要な役割を果 た して いる.特 に腎,前 立腺の超音波 ガ

イ ドの経皮的生検は確立 された手技 と考 えられ る.し

かし,骨 盤内深部や傍大動脈領域の生検は,腸 管 ガス,

厚い脂肪層や骨の存在 などに よ り病変 の描 出が困難で

あった り,適 切 な穿刺 ルー トが得 られ な い こ とがあ

る.ま た,こ れ らの領域は前方 よ り超音波 ガイ ドで生

検を行 うと,経 腸管的にな りやす く,太 い生検針を用

いることがで きない とい う欠点を持つ.わ れわれが こ

こに報告 した3症 例 はいずれ も傍大動脈 領域 の病変が

生検の対象 とな ったが,こ の領域を後方 より超音波で

描出す ることはきわ めて困難である.一 方CTは 深部

病変の描出Y`も優れ,腸 管 ガス,脂 肪層や手術のro.痕

にも左右 され ることがない1).こ れはCTガ イ ド下生

検の大きな利点であ る.さ らにCTガ イ ド下生検は

穿刺ルー トも超音波 ガイ ド下 よ り自由に選べ る.患 者

の体位を変え ることによ り穿刺ル ー トの選択は さらに

広がる.呈 示 した3例 はいずれ も病変が大動脈の外側

に存在 したため背側か らの穿刺ルー トを選択 したが,
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Fig.3.GT-guidedbiopsyofaretroperitoneal
mass(arrowheads)duetolymphnode

metastasesoftransitionalcellcarcinoma

ofleftrenalpelvis.Notetheneedle

withinthemass.
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Fig.4.CTdemonstratesanenlargedrenalhilar

lymphnode(arrow)duetometastasis
ofleftrenalcellcarcinoma.CT-guided
biopsyofthisnodeprovedrenalcell
carcinoma.Whitelineshowsproposed
biopsypath.

症例3や 大動脈下大静脈間の病変に対 しても細い針な

らぽ腹 側か らの穿刺 も可能 である.ま た,目 標組織の

描出 も超音波 の様に術者に左右 され るこ とな く,組 織

採取の時点で スキャンを行 えぽ採取部位の同定が可能

であ り,よ り客観的であるD生 検に伴 う出血な どの

合併症のモニターに もCTは 優 れている2).

CTガ イ ド下生検 の欠点 として,1)リ アルタイ ム

で穿刺針の尖端 を観察で きない,2)煩 雑 であ り時間

を要す る,3)患 者の放射線被爆を伴 う,な どがあげ

られ る.リ アルタイ ムのモ ニターは不可能 であるが,

針先の位置はスキャンを行 えぽ確実に判明 し,補 正 も

可能である1).穿 刺針の尖端 がスキ ャンの平面上にな

ければ一度針を抜 き再度穿刺 を行 えば よい.時 間に関

してれわれは正確には測定 していないが,30分 か ら60

分はCTが 使用 できるよう放射線科 に協力 して もらっ

てい る.Welchら の1,000例 の報告では1回 の 生検
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で平均22分 程度であ り3),山 田 らの29例 の報告では平

均28分 である4).術 者 がCTガ イ ド下生検の手技に

習熟すれ ば針先の確認の為 のスキ ャンの回数が減 り,

時間,患 者 の放射線被爆量 も減 ると考え られ る.ガ ス

トログラフ ィンの内服 や造影剤の静注に より腸管や血

管の同定を容易にす るこ とn-s)も時間短縮 スキャン

回数の削減 に役立つであろ う.ま た,穿 刺誘導器具7)

や,lightguidances)を 用 い手技を容易 にす る工夫 も

報告 されている,

正確な組織診断,病 期判定の 目的や,悪 性疾患 の再

発否定 には細い針に よる吸引細胞診 よ り,確 実な組織

採取 が望 まれ る.CTガ イ ド下に細 い針を用いた吸引

細胞診 ももちろん可能であ るが9),症 例1の ように悪

性腫瘍 の再発を否定す るためには,細 い針に よる吸引

細胞診 では偽陰性 の可能性が高 くな り,十 分な組織採

取が要 求され る.HaagaやKnelsonら も吸引細胞

診 よりtru-cut針 を用 いた 生検 の方が診断率は 向上

し,特 に良性疾患 の診断には太い生検針が有用 と報告

してい る10,11).もちろん,生 検針が太 くなれば,生 検

に伴 う合併症の確率 も高 くなる.し か しCTが 空間

解像力に優 れ,周 辺臓器,血 管 との 位置関係が容易

にわか ることか らCTガ イ ド下 生検 は 合併症 も少な

い3,9-11).Welchら は1,000回 のCTガ イ ド下生検の

うち581回 をわれわれ と同 じ太 さの18G針 を用いて

行い,合 併症(出 血,気 胸等)の 発生率は0.3%と 報

告 している3).Knelsonら の14GのtCU-CUt針 を

用いたCTガ イ ド下生検の28例 の報告 で は 合併症 を

認めていないl--.さ らに,Parkerら は25例 の腹 部,

後腹膜疾患 に対 しわれわれ と同様 のBioptyお よ び

Biopty-Cut針(18G)を 用いCTガ イ ド下生検を

行い全例で合併症 もな く,診 断に十分な組織 が得 られ

た と報告 している12).従 来組織生検には14Gや16G

のtru-cut針 を用いた報告例が多いが,わ れわれの3

症例ではBioptyに よ り,病 理診断に十分 な挫滅 の少

ない組織が得 られた,Bioptyを 用いた生検の安全性,

確実性 には前立腺,腎,肝,膵 等の臓器で報告 されて

お り13-17),傍大動脈領域の リンパ節な どの組織採取に

際 して も利用価値は高い と考 えられる.

生検後 の腫瘍細胞の播種,穿 刺 ルー トへのseeding

の危険性に関 しては,確 率的に非常 に低い とはいえ完

全に否定で きないIB)根 治手術が期 待 しうる症例に対

し,術 前に安易な生検を行 うことは避け るべ きであろ

う互8),

CTガ イ ド下生検は,多 少の欠点 を有 しているが,

超音波 ガイ ドでは断念せ ざるをえない領域の生検 も可

能である.も ちろん超音波で 目標組織が十分観察可能

であ り,穿 刺 ルー トの確保 が容易な症例 では超音波 ガ

ドの生検を第一選択 とす べ きと考え られ る.し か し,

超音波 ガイ ドの生検が困難な症例 では,多 少の時間は

犠牲に して もCTガ イ ド下 生検 を 選択す るぺ きであ

ろ う.今 回,わ れわれが生検を行 った傍大動脈領域は,

精巣,腎,腎 孟尿管等の所属 リンパ節 の存在す る部位

で もあ り,こ の領域の生検が確実 に施行で きることは

意義深 い,CTガ イ ド下生検は,安 全で診断率の高い

手技 であるが,Bioptyの 使用は組織採取 を容易に し

安全性,診 断率を高める と考 え られ る.

結 語

後腹膜線維 化症,腎 孟移行上皮癌 の リソパ節転移,

腎細胞癌の リンパ節転移 の3病 変に対 し,CTガ イ ド

下にBioptyを 用 いて傍大動脈領域の生検を行 い,病

理診断に十分 な組織 が得 られた.CTガ イ ド下生検は

傍大動脈領域の生検に適 してお り,Bioptyを 用いる

ことで組織採取が より容易で確実に な る と考え られ

た.

この論文の 内容の一部 は 第134回 日本泌尿器科学会関西地

方会にて発表 した.
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