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THE PITFALL OF ESWL

   Yoshihito Higashi, Yoshihiko Kita, Masuji Kuze 

               and Takao Takeda 

 From the Department of Urology, Ijinkai Takeda General Hospital 

       Hideo Takeuchi and Osamu Yoshida 

From the Department of Urology, Faculty of Medicine, Kyoto University

   The pitfall of extracorporeal shock-wave lithotripsy (ESWL), such as complications of ESWL, 

problems of focus and results of stone disintegration are discussed. 
   The progress of ESWL today is mainly due to the development of new generation lithotripters 

and endourological support, which has broadened the indications of ESWL. The necessary shock-
waves have been selected, and complications have been reduced. Post ESWL stone street is now 
easier to treat. 

   We expect more improved lithotripters such as by incorporation of X-ray and echo focusing 
systems. Endourological techniques including laser lithotripsy also should be improved.

(Acta Urol. Jpn. 37: 1115-1119, 1991)
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緒 言

1980年 西独 ミュソヘ ソにて開発され,1984年9月 わ

が国に も導入 された1)ESWLは,今 では腎尿管結石

治療の中心的存在であ り,従 来 の開放手術 や少 し前に

導入された 内視鏡手術 に とってかわ る勢いである.こ

こでESWLの 成績や快適性 な ど,そ の有用性につい

て改めて述べ る必要 はなかろ う.む しろ,ESWLが

もはや特別な治療術式でな く,日 常診療において気軽

に行われ るようになった現在,ESWLの 装置 さえあ

れば結石の治療は完壁か とい った疑問が生 じる.そ こ

でESWLが 今なお有す る問題点について検討 しなが

ら,ESWLの 現況 と展望について考察す る.

ESWLの 問題点

(1)衝 撃波 の合併症 とそ の予防

(a)自 律神経過反射2)

非侵 襲的 な 治療 法 として注 目を集 めたESWLに

も,症 例を重ねるにつれ,合 併症 の報告が しば しば見

られ るよ うになった.

われわれが経験 した合併症の うち最 も重篤であ った

のは高位脊損患者 の治療中に生 じた 自律神経過反射 に

よる高血圧性脳 出血3)で あ る.こ の症例は腎結石 に対

してESWLを 開始 して間 もな く徐脈 とともに頭痛 を

訴え,収 縮期血圧200mmHg以 上 を記 録 した もの

で,CTに て脳 出血を認めた.3日 目よ りベ ッ ド上で

の リハ ビリを開始 したが,10日 後に死亡 した.術 後 の

頑固な麻痺性 イ レウスに対 して高圧洗腸 を 繰 り返 し

たが,お そら く自律 神経過反射の再 発に よ り死亡 した

もの と思われ る.

その後 も脊損患者 に対す るESWLを 施行 したが,

動脈 ライ ン確保 の うえ経時的に血圧監視を行 った とこ

ろ,収 縮期血圧が50mmHg以 上 の増加を示 した 自

律神経過反射が高位脊損患者21例 中7例(33.3%)に

見 られ,逆 に腰椎以下 の低位脊損患者8例 ではま った

くその兆候は見 られなか った.
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脊損患老に対 してESWLを 行 う場合には,こ とに

高位脊損患者の場合,動 脈 ライ ンを確保 して血圧 の変

動 を的確に とらx,自 律神経過反射 が生 じた場合には

治療を休止す るこ とが重要である.

(b)腎 被膜下血腫

つ ぎに 比較的 重篤で,し か も頻度 の高 い もの とし

て,腎 被膜下血腫が注 目され る.麻 酔下に高エネルギ

ーに よるESWLを 行 った 腎上 部尿管 結石600例 に

CTを 行 った ところ,6例(1%)に 被膜下血腫 の合

併を認めた4>出 血性 ショックに陥 り輸血 が必要で あ

った症例か ら,自 覚症状は皆無で,CTに て偶然発見

された症例 まで,そ の臨床所見の程度は様 々である。

血腫はほ とん どの症例で数 ヵ月以 内に 自然吸収 され

た。被膜下血腫合併 の要因 として高血圧,水 腎症,糖

尿病 な どが考rxら れ,こ ういった症例で,ESWLの

後極端に腰痛を訴 え,血 液 学的v`出 血を示 唆す る場合

に,本 症 の合 併を疑 ってCTや 超音波 な どによる精

査が必要であ る.逆 に 自覚症状が軽度の場 合,出 血量

もわずかであ り,早 期に 自然治癒が期待で きるので,

かな らず しも全例にCTが 必要 とい うわけではない.

低 エネルギー無麻酔治療の場合には本症の発生頻度

は少 ないので,被 膜下血腫の予防には低エネルギーに

て衝撃波を照射す ることが重要で ある.

(c)血 尿,腎 実 質障害

肉眼的血尿はESWL後 に必発 し,結 石破砕片の散

乱 ならびに下 降,各 種の カテーテル操作な どがお もな

要因 と思われ るが,腎 結石に対す るESWLで は腎実

質へ の直接作用 の要因 も忘 れてはな らない.わ れわれ

は総胆管結石 に対す るESWLの 術後に肉眼的血尿を

認めた経験があ り5),こ の場合焦点か らはずれた腎実

質に まで影響を及 ぼす ことを確認 した.

腎実質への影響を考慮 した場合,2回 以上の治療を

必要 とす る症例 で,そ の間隔を何 日あるいは何週間 と

るぺ きか,ま た衝撃波数の限界は何発か といった こと

が問題にな るが,い まだに結論を えていない.通 常,

血尿は短期間(せ いぜい1～2日)の ものであ り,臨

床的にあ ま り問題 とな る出血量ではないが,腎 実質障

害を考慮 した場合,無 闇やた らに衝撃波を投与す るこ

とは避けるべきであ り,PNLやTULと いったen-

dourologyの 手段 を積極的に併用すべ きもの と思 う.

(d)熱 発

38℃ 以上の熱発 は,術 前 に尿路感染を伴わない場

合で5%前 後に見 られ,尿 路感染を伴 う場 合には20～

30%と 高率に見 られた3)・ 熱発は,結 石の部位別 で

は尿管結石群 よ り腎結石群に高い傾 向を示 し,腎 結石

群では単数個 結石群 よ りも複数個結石群 に,さ らに珊

瑚状結石群に よ り高い頻度 で見 られた6).

尿路感染を伴 う症例 において前 もって抗生剤投与 を

行わずにESWLを 施行す る と,術 後に敗血症 を合併

す る危険性が高いので注意 を要す る,抗 生剤 の感受性

テス トが間にあわ ない場合 には,広 域 スペ ク トラムを

有す るセ ファロスポ リソ系抗生剤や ア ミノ配糖体系抗

生剤 を取 りあ えず 投与す る な どの前 処 置が重 要であ

る.

(e)疹 痛

術後の疹痛 は,衝 撃波に よる腰痛,結 石破砕片の下

降に よる疹痛,術 前 の尿管 カテーテル操作に よる疹痛

など,要 因は様 々で ある.わ れわれの経験では坐薬や

注射な ど,何 らか の鎮痛剤を必要 とした ものが40数 パ

ーセ ン ト近 くあった3)が ,も ち ろん内視鏡手術や開放

手術の術後 に比較す ると,そ の術後の経過はは るかに

快適である.

(f)stonestreet

ESWL後 の破砕片 の尿管内閉塞に よるstonestreet

と い う病態は,ESWLに よ り新 たに もた らされた

厄介な病態 である.腎 結石 の うち直径2cm以 下の小

結石を対象 として いる場合stonestreetの 危険性は

少な く,こ ういった結石はeasystoneと 呼ぼれ る.

それ以 上のサ イ ズの結 石を 対象 とした 場 合,stone

streetA併 の頻度は増加 し,場 合に よっては腎痩造設

やTULと いった補助手段が必要 とな る.こ うい っ

た結石 はproblemstoneと 呼ばれ,あ らか じめPNL

やDJカ テーテル 留置 とい った,ESWLに 先立 っ

てのendourologyが 重要 である.

DJカ テーテルを留置 してESWLを 行 った場合,

尿管は拡張 し,大 量 のstonestreetが 生 じて も尿流

の停滞を 回避 出来 る とされ て い るが,や は りstone

streetの 程 度,な らびに持続期間が増大すれば,カ テ
ーテル閉塞が起 きて

,腎 機能障害を もた らす.そ こで

常にDIPに て尿流 の監視を行い,閉 塞時にはち ゅ う

ち ょせずTULな どに対処すべ きで ある.

(9)そ の他一合併症

その他 腎周囲臓器に対す る合併症 と して肺損傷や

消化管出血 も稀ではあるが報告 されてい る.小 児の症

例や,上 腎杯の結石 に対 しては,肺 野 の防禦 のための

工夫が必要 である.す なわ ち発泡 スチ ロールの防御板

を使用す るとか,焦 点領域 が狭 く,さ らに超音波で連

続的に焦点を確認 可能な装置を使用す る とい った こと

が肝要であ る.ま たESWL直 前には絶食 とし,排 便

排 ガスの処置が必要 である,

また晩期合併症 として高血圧や小児の発育障害が懸
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念され ている.胎 児への影響 はい まだ不明であるので

妊婦が発症 した場合には,DJカ テーテルの留置 など

を行 って,取 りあえず出産 の 日まで時間かせぎを行 う

べきであろ う.卵 巣への影 響 も未知であ り,若 い女性

の下部尿 管結石(尿 管下 端の結 石を除 く)に 対 して

は,腎 内pushupが 不可能な らTULを 行 うべ き

である.な お膀胱後面に位置す る尿管下端結石 には,

焦点領域が狭 く,さ らに超音波 で連続的に焦点 を確認

可能な装置であればESWLが 可能 である.

(2)焦 点合せ の問題点について

(a)結 石画像描 出について

X線 透過性結石に対す る焦点合せ の問題であるが,

X線 フォーカスに よる場合,腎 結石に対 してはDIP

やRPと いった造 影法 を併用 し,尿 管結石に対 して

は カテ ーテル留置を併用す る ことに よ り,最 初は なん

とか フォーカスが可能である.し か しなが ら破砕が進

むにつれて小残石の読影が困難にな り,確 実 な破砕が

不可能である.一 方,第 二世代のエ コー フォーカス方

式の装置 を使用 した場 合,腎 結石 に 対 して は,小 結

石,結 石破砕片 も含めて焦点合せが可能である.

X線 非透過性結石 の場合,腎 結石ではX線 フ ォーカ

ス,超 音波 フ ォーカス ともに焦点合せが可能 であ る.

しか しなが ら,こ の場合で も破砕片 が小さ くなるとX

線 フォーカスよ りも超音波 フ ォーカスのほ うが有効 と

なる,

一方,尿 管結石に対 しては,X線 フォーカス方式で

は少な くとも2方 向か らの透視画像 を必要 とし,そ の

いずれか一方が脊柱や骨盤に重な った場合,結 石 の描

出が困難で,焦 点合せが不可能 となる.こ の場合,尿

管カテーテルを留置す ることに よ り,焦 点合せは相当

容易に なる.こ れに対 し,超 音波 フォーカスの場合,

腎下極付近までの上部尿管結石,尿 管 口に近接 した下

部尿管結石の焦点合せは可能であるが,そ の他の部位

で,こ とに中部尿管結石では焦点合せは不可能であろ

う.あ くまで もESWLに て治療を進め るためには,

腎内へのpushupが 必要で ある.

(b)体 格体位について

当初,適 応外 とされていた 中下部尿管結石 は,う つ

伏せの体 位にて腹部か ら衝撃波 を投与す るか,あ るい

は仰臥位 で 会陰部 ・署部か ら投与す るこ とY`よ り破

砕が可能 とな った.な お,焦 点合せ はX線 フォーカス

で行 う必要 があ り,骨 盤骨に囲まれた部分 の結石を描

出す るため,尿 管カテーテルを留置 して焦点合せの助

け とすべ きであ る,し か しなが ら,装 置に よっては腹

臥位を取 った場 合,背 中が過伸展 され,患 者に相当な

lU7

苦痛を与xる こととな り,必 ず しもESWLが 可能 と

はいえない.

腎結石の場合,肥 満のため焦点合せが出来ない症例

は比較的少 ない.一 方尿管結石は中部尿管が腹側 に湾

曲す るため,少 し肥満 の患者では 焦点 距離 が 届 か な

い.こ ういった場合はいかん とも しがた く,カ テーテ

ルにて腎内にpushupさ せ,そ れ が 不可能 な らぽ

PNLやTULと いったendourologyに よ る治療

を行 うべきであろ う.

(3)破 砕効果 の問題点 につ いて

衝撃波 の腎実質や周囲臓器 への合併症を考慮 に入れ

るな らば,投 与可能衝撃波数 にも自ずか ら限度 があろ

う.か た くて破砕困難な場 合,い たず らにパ ワーを上

げ,衝 撃波 数を増 加 させ るので な く,迷 わずPNL

やTULを 併用すべ ぎであ る.ま た珊瑚状結石な ど

衝撃波が 多数必要 と予 測 され る場 合,ESWL前 に

PNLを 併 用 して投与 衝撃波 数を節 約すべ きで あろ

う.

尿管結石 の場合,尿 管粘膜 にこび りつ き,あ るいは

埋没 した結石では,破 砕効果 が非常に悪い.こ とに水

腎症 が高度で あった り無機能腎 の場合には,結 石破砕

に先立 って カテー テルを用 い て結石 を腎 内にpush

upし た り,あ るいはダブルJカ テーテルを留置 して,

まず 腎機能 の改善を計るべきであ る.

(4)排 石 の問題について

stonestrect以 外の,排 石 の問題点についてである

が,尿 管狭窄症例であ って も破砕が十分であれば案外

排石 可能で ある.一 方,憩 室 内結石は,上 中腎杯 の憩

室な どは排石可能であるが,下 腎杯憩室の結石は排石

不可能 な場合が多い.そ れ よりもこ うい った憩室 内結

石が治療対象であ るか否か を,そ の都度慎重 に検討す

べ きであろ う.

下腎杯 の結石は他の部位 の腎結石に比較 して問題が

多い.す なわち腎杯頸部が広 い場合には破砕後 の逆立

ち運動 によ り排石が可能であるが,頸 部が細 い場合に

まず排石 困難 であ る。 この場 合,PNL,軟 性鏡を用

いたTUL(fiber-TUL),も しくは腎部分 切除 といっ

た手段が必要であろ う.

腎孟腎炎を繰 り返 したあ との複雑に入 り組 んだ腎孟

腎杯 にいた ると,ど の方法 をとって もお手上げとい う

場合が 多い.ま た,尿 管結石 で,粘 膜に こび りつ いた

のは,た とえ破砕が成 功 して も排石 は困 難で あ り,

TULの 早期併用が好ま しい.

(5)endourology困 難症例について

大 きい結石 では たとえ少 しず つ 分割治療 を行 って

も,stonestreetが 必発 で あ る.成 人の 症例 で は
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ESWL前 後 にPNLやDJカ テ ー テル 留置,あ る いは

TULと い ったendourologyが 併 用 出 来 れ ば,珊 瑚

状 結 石 とい え ど も無理 のな い 治療 計画 が た て られ る.

逆 に小 結 石 で も,幼 小 児や 回 腸 導 管 の症 例 な ど,en-

dourologyが 思 う よ うに 行 え な い場 合 が 問 題 で あ る・

ま た,こ うい った特 別 な症 例 に 限 らず,endourolQ-

gyの 設 備 や技 術,あ るい は こ う い っ た処 置 が 常 に 施

行 可 能 な体 制 を 整 え て い るか 否 か が重 要 な ポ イ ン トと

な る.

考 察

わが国に第一世代結石破砕 装置DornierHM3が

導入 され,ESWLが 開始 されてから6年 が経過 した・

このDornierHM3に よるESWLが 西独で初めて

臨床使用 された1980年 頃の治療対象は,X線 に良 く映

るサ クラソボの実 のサイズ以下 の腎結石で,尿 路感染

や重篤な 内科的疾患を伴わない症例に限 られていた.

症例 の積みか さねに より,わ れわれがESWLを 開

始 した1985年 頃には,治 療対象は腸骨稜 よ り上の腎上

部尿管結石であ り,珊 瑚状結石 な どの大 きい結石 には

PNLを 併用 し,X線 透過性結石 には尿路造影 を併用

しなが ら,ま た尿路感染を伴 う場合 には抗生剤投与 に

よ り,内 科的疾患を伴 う場合で も心臓ペースメーカー

装着や未 治療 の出血性 素因を除いて,あ ま り問題 とせ

ずにESWLを 行 うことが可能であ った.た だ しス ト

レッチ ャーにのせて浴槽に吊 りさげ るため,身 長i20

cm以 下 の患者や,体 重135kg以 上の患老 は体格的

にESWLが 不可能で あ り,ま た麻酔す ら掛け られ な

い重篤な患者,極 端に肥満のため皮膚 と結石の距離が

ESWLの 焦点距離(通 常11～12cm)よ り長い場合

な どにはESWLが 不 可能であ った.

最近 ではESWLの 治療対象は,中 下部尿管結石,

膀胱結石に まで広が り,適 応外 とされ るのは尿流の通

過 障害 を有す る患者,未 治療の出血性 素因を有す る患

者,妊 婦,若 い女性 の下部尿管結石,極 端に肥満の患

者な どと範囲は相当狭め られて きている.

この ようにESWLの 適応範囲が広が り,わ が国で

すでに200台 以上の装置が稼働 して,結 石患者 の誰 で

もが気軽に治療を受 け られ るよ うにな った要 因 とし

て,EdapLT-OlやSiemensLithostar,Dornier

MPL9000,Mrr.5000と い った いわゆ る第二世代,

第三 世代の結石 破砕装置が開発導入 された こと,こ れ

らの装置では無麻酔 治療が可能であること,健 康保険

診療が開始 され患者 負担が大幅に軽減 された こと,そ

してPNLやTUL,ダ ブルJカ テーテル留置 といっ
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たendourologyの 強力 なバ ックア ップが可能 になっ

た ことが考え られ る.

現在臨床使用 されている破砕装置に は,焦 点合せ の

方式 としてX線 フォーカス,超 音波 フォーカス とい っ

た相違点があ る,ま た衝 撃波 を媒介す る手段 として,

浴槽,腰 湯 もし くは水枕 な どが使用 され てお り,衝 撃

波 の発生方法 として電極 の水中放電,ピ エ ゾ方式,電

磁 振動方式,微 少発破方式 とい った様 々な相違点 があ

る.こ れ らの装置には,そ れぞれ特徴 があ り得手不 得

手があるが,適 応内の症例では,そ の治療成 績にはあ

ま り差はみ られない よ うであ る.

今後破砕装置 の面で期待す るな らば,焦 点合せには

x線 と超音波方式併用の装置が望ま しく,ま た治療に

際 しての消耗品がわずかであ ること,設 備が簡素で安

価である こと,無 痛治療が可能であ ることな どが ポイ

ソ トである.さ らに衝撃波に よる合併症が皆無 となれ

ぽ この上ないこ とで あるが,さ しあた っては低 エネル

ギ ーの衝撃波 を,最 小限に節約 して投与す ることを忘

れてはな らない.そ してそ のためには,よ り質の高い

endourologyの 併用を心 掛けるべきである.

ESWLが あま りに も簡 便に施行 出 来 ることか ら,

治療適応を逸 脱 して暴走す るおそれ が高 い.珊 瑚状結

石や硬い結石 に対す る無制 限の衝撃波 の投与,粘 膜に

こび りついた尿管結石 に対 して,一 刻 も早 く尿流 を開

通 させ腎機能を改善 させ るとい った本来 の 目的を忘れ

て,い たず らにESWLを 繰 り返す といった過 ちは,

ESWLの 合併症を もた らす ぼ か りで反 省 しな け れ

ばな らない.ESWLの 登場 に よ り一 時 影 を潜めた

PNLやTULと い ったendourologyを 合理的に併

用す ることが,ESWLを よ り安全に 活用す るポイソ

トで ある.ESWL中 心 の現在 こそendourologyの

修練を積む ことが重要 である.

Endourologyの 技術 を飛 躍的 に向上 させ るた めに

は,術 者個 々人,各 治療施設の経 験を積 み重ね ること

に加 えて,ハ ー ドの面で も様 々な硬 性鏡,軟 性鏡を取

りそろえ,砕 石手段 も充実 させなけれぽな らない.こ

とに,細 径 のス コープ(主 として軟性鏡)を 用いた レ

ーザ ー砕石 の役割 が今後 ます ます重要な意味を持つ も

のと考え る.す でに臨床で 行われ てい る ミニスコープ

を用いた経尿道的v一 ザー砕石術 は,TULを 驚 くほ

ど容易に させ,そ の安全性 はESWLと 優劣付けがた

いほ どであ る.今 後 さらに細 径で視野 の良い軟性鏡が

i発 されれば,腎 結石へのア プローチ も円滑に行われ

るであろ うし,場 合に よっはESWLとendourolo-

gyの 主客が転倒す ることも有 りうる.将 来いずれが

主役 を演ず るのか見 まも りたい ものであ る.



結 語

東,ほ かESWL・Endourology

ESWLの 問題点 として,衝 撃波 の合併症や焦点合

せ の問題点,破 砕効果 や排石に関す る問題点 などにつ

いて総括 した.

今 日ESWLが 腎尿管結石治療の中心的役割を果す

ようになった要因 として,第 二 ・第三世代 の装置の開

発 と,endourologyの バ ックア ップに よ り,治 療適

応 の範 囲が拡大 された こと,さ らに衝撃波 を節約 して

合併症を極力お さえ,ま た術後のstonestreetへ の

対処が スムーズに行 えるよ うにな ったこ とが考え られ

る.

今後,ESWL装 置の さらなる改良を期待 し,ま た

レーザ ー砕石術を含めたendourologyの ますます の

進歩に よ り,よ り質 の高い結石治Y'と りくみたい.
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