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尿管結石による巨大な水腎症に発生した

腎扁平上皮癌の1例:診 断が困難であった1例

大阪赤十字病院泌尿器科(部 長:高 橋陽一)

西村 一 男,西 山 博之,中 村 健一

西村 昌則,河 村 裕憲*,高 橋 陽一

A CASE OF RENAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA ASSOCIATED 

     WITH GIANT HYDRONEPHROSIS AND URETERAL 

 STONE  : EFFICACY OF IMAGING MODALITY

Kazuo Nishimura, Hiroyuki Nishiyama, Kenichi Nakamura,

Masanori Nishimura, Hironobu Kawamura and Yoichi Takahashi

From the Department of Urology, Osaka Red Cross Hospital

   A rare case of squamous cell carcinoma of the right kidney associated with giant hydrone-

phrosis and right ureteral stone was reported. A 60-year-old woman was referred to our depart-
ment with a complaint of ileocecal dull pain. A plain computerized tomogram (CT) revealed giant 
hydronephrosis, and a kidney-ureter-bladder X-ray revealed a right lower ureteral stone. A right 

percutaneous nephrostomy was done and antegrade pyelography revealed giant hydronephrosis and 
a ureteral stone, but showed no intrapelvic filling defect. Under the diagnosis of right ureteral 
stone with hydronephrosis, right ureterolithotomy was done. However, since the inflammation did 
not subside after ureterolithotomy, right nephrectomy was done. The surgically removed right kid-
ney did not show any evident tumor mass, a histological study revealed squamous cell carcinoma 
involving renal parenchyma. The patient received no adjuvant therapy and died 3 months after 
nephrectomy with sudden appearance of bone, liver and pulmonary metastases. The preoperative 
efficacy of imaging modalities for renal squamous cell carcinoma was discussed hererin. 

                                               (Acta Urol. Jpn. 38: 1059-1062, 1992) 

Key words: Squamous cell carcinoma, Kidney, Giant hydronephrosis, Ureteral stone, Imaging 
           modality

緒 言

腎扁平上皮癌は比較的珍 しい疾患であ り,感 染特 に

結石 との関連性 が指摘 されてい る.合 併す る結石は,

尿管結石 よ り腎結石 の方が多い1).今 回われわれは,

右尿管結石に よる巨大水腎症に合併 した術前診断 の難

しかった腎扁平上皮癌 を経験 したので若干の文献的考

察を加えて報告す る.

症 例

症例:60歳,女 性

既往歴:昭 和35年 頃虫垂切除術を受けた.20年 前 よ

*河 村 ク リニ ッ ク

り陳 旧性肺結核を指摘 されている.

現病歴:平 成2年12月 頃,右 下腹部疹痛を訴え,近

医受診,鎮 痛剤投与 を受けた.そ の後 も疹痛軽快せぬ

ため,平 成3年1月 初旬,他 医受診.腹 部単純撮影,

腹部単純CTに て,右 腎の腫 大を指摘 され,ま た顕

微鏡的血尿 も指摘 され当科に紹 介された.

現症:体 格栄養中程度.顔 色やや不良.触 診 にてほ

ぼ正中部 まで 腫大 した 右腎を触 知す る.右 腎 は弾 性

軟,圧 痛はない.37℃ 前 後の微熱 を認め,時 に週に

1回 程 度38℃ 近 い熱発を認める.

入院時検査成績:血 液生化学検査;赤 血球425×

104/mm3,白 血球166×lo2/mm3,HBl2.lg!dl,Ht

37.2%,血 小板53.4×104/mm3,好 中球82%,A/G比

0.9,AI47.5%,α17.5%,α215・4%,β10・O%,γ
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19・4%,ESRl時 間値140mmと 炎症所見を示す以

外,腎 機能,肝 機能には著変 を示 さない.

胸部写真=両 肺野に陳旧性結核 による多数の石 灰化

陰影を認める.

呼吸機能:肺 活量;1,630ml,%肺 活量;68,7%,

1秒 量;950m且,1秒 率;62,5%と 混合性の呼 吸障害

を示す.

画像診断:

1)持参単純CT正 中を越える巨大な水腎症 を認め

た.上 極付近の腎実 質 は非 薄 で あるが,下 極 付近で

は,腎 杯の隔壁を形成する腎実質 と思われ る部分は比

較的厚みがあ った(Fig.1).

2)排 泄性 腎孟造影:KUBで は,腸 管のガス像は左

に圧排 され てお り,膀 胱近接部の小骨盤腔 内に結石 と

思われ る石 灰化陰影 を認める.DIPで は,左 腎は正

常であ るが,右 腎は造影 され ない,

3)腹 部超音波検査:右 水腎症を認めるが,右 腎内に

異常なmassは 認 めない.

4)DMSA腎 シンチ:右 腎 の描出は認 めなか った.

以上 よ り右尿管結石に よる無機能腎の診断にて入 院

の上,順 行性腎孟造影をかね て,1月11日 局麻下に8

Frの カテーテルにて腎痩を造設 した.カ テーテルか

らの腎痩造影 では(Fig.2),右 の巨大な水腎水尿管を

認め,小 骨盤腔内の石 灰化陰影は尿管結石 であ ること

が確認 された,な お腎内には異常な陰影欠損は認めな

か った.ま た腎痩 よ り採取 した尿に よる細胞診,細 菌

培養は陰性であ った.翌 日腎痩の自然抜去を きた した

ため,1月17日 再 度腎痩を造設 した.右 腎痩 よ りの1

日尿量は200ml前 後で,Ccrは0.1ml/min(左 腎

は50ml/min)と,ほ ぼ無機能であ った.根 治的には

結石存 在部分を含め,右 腎尿管全摘に近 い手術をす る

Fig.1.PlainCTofthelowerhalfoftheright
kiClneyshowedslightlythickwall

separatinghydrocalyx,whichwas
thoughttobenormalrenalparencyma

(arrOW).

峯

Fig.2'Antegradepyelographydemonstrated

thecaIcification(arrow)tobeaureteral

stone、

必要が あるが呼吸機 能が悪 い理 由か ら全麻を避けたか

ったため,本 人お よび家 人の了解 をえた上で,1月21

日腰麻下に右尿管切石術 を施行 した.尿 管には結石存

在部に浮腫を認めた以外著変を認めず,手 術は順調に

終 了 した,結 石成分 は リン酸カル シウム59%,リ γ酸

マ グネシウムアンモ ニウム41%で あつた.術 後2週 後

に腎痩造影を行 ったが,造 影剤 は膀胱 内に スムーズに

流出 した た め,抗 生剤を腎内に注入 して腎療を抜去 し

た.

術後 も術前同様37～38℃ の発熱が持続 していた・

また20,000/mm程 度の白血球増多が持続,微 熱 も抗

生剤投与に反応せず,CRP強 陽性,赤 沈 充進(1時

間値148mm)も 持続 した ため,膿 腎症,慢 性腎孟腎

炎を疑 ってやむな く2月18日 全身麻酔下に右腎摘術を

施行 した,

手術所見:第12肋 骨床 切開を加 え,後 腹膜腔に到

達.Gerotaの 筋膜を開 き,腎 周囲を剥離 腎の癒着

は軽度であ ったが,炎 症 のためか,腎 下極付近は硬 く

触知 された.腎 門部付近に数個 の リンパ節腫大を認め

たため,可 及的に摘除 した.遺 残 尿管 内の尿を十分吸

引 した後,抗 生剤を注入 して尿管を結紮 し,腎 摘を完

了 した.

摘 出標本 および病理組織所見(Fig.3,4)=摘 出標

本の重量は870g.割 面 は腎上半部は腎実質は非薄で

あったが,下 半部は腎杯を隔す る実質 は黄 白色で,肥

厚 してお り,硬 く触知 された.明 らかなmassの 形
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Fig.4.Highpowermagnificationofthespeci-

menshowedsquamouscellcarcinoma.

成はないが,腎 杯内に一見正常粘膜に覆われた小隆起

物が多数認め られた.病 理組織学的には,腎 のほぼ全

域に,瀟 漫性に広がる未分化 な扁平上皮癌で,随 所に

keratinizationを 伴 って いた.リ ンパ節 も扁平上皮

癌の転移を認めた.な お尿管組織 にも腫瘍は認めなか

った.

術後経過:術 直後 よ り熱 発 は消失 し,白1血 球 数 も

9,800/mmま で低下,赤 沈 も1時 間値98mmま で軽

快 した.本疾患の予後が非常に悪 い こと,また呼吸機能

の低下があ りbleomycinを 含む化学療法に危険が伴

うことを説 明 した ところ,家 人はadjuvanttherapy

を希望 されず,術 後20日 目,3月9日 に退院 した.3

月25日 の血液検査では 白血球数14,800/mmと 再び上

昇,同 時期 より食欲不振,下 腹部痛出現,4月9日 の

腹部CTで は,術 前に認めなか ったL3へ の骨転移,
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多数 の肝転移を認め,胸 部 レ線 では多数の肺転移を認

めた.そ の後徐々に全身状態の悪化を きた し,5月5

日死亡 した.

考 察

腎孟扁平上皮癌は,全 腎腫瘍の0.5%,腎 孟癌の6.2

%に 認 め られ るD本 邦では100例 以上の報告があ り,

その約半数は腎 結石を合 併 しているが2・3).水腎症或

いは膿腎症に伴 う小結石に合併す る こともあ り4),本

症の発生と結石お よび慢性炎症に よる慢性刺激 との関

連が示 唆されてい る2・3).本 邦 報告例では男性 に多い

が2),欧 米の報告では何れに多い ともいえない ようで

あ るD.

症状が,合 併す る結石 などの症状 によってマス クさ

れ るため,発 見時期が遅 いこともあ って,予 後は非常

に悪い.ま た術前正診 率はIO%前 後2)と診断 も困難 で

あ り,手 術時 に初めて診断がつ くことが多い.

細胞診は慢性炎症に よる変性細胞の影響 もあ り有用

性に限界があるとの意見が多 い5)た だ し細胞診が確

定診断の根拠 になった症例 もあ り6),非 侵襲的な方法

によるものであれば,頻 回に行 うことは無駄ではない

が,無 機能腎を呈す ることが多い本疾患 の場合,経 皮

的腎痩(PNS)な どの方法によって採取す ることは腫

瘍細胞の播種をきたす可能性 も否定で きない.わ れわ

れ の症例では,術 前には認 めなか った骨,肝,肺 転移

が短期間の内に,ほ ぼ同時期に出 現 してお り,PNS

に よる播種 の可能性 が高い と考えている.

画像診断では,腫 瘍の早期には超音波検査,CTと

も著変 を示 さないが,患 者が症状 を訴え る頃には腫瘍

は腎実質深 く浸潤 していた り,腎周囲組織,あ るいは リ

ソパ節,腎 門部 まで進展 してい ることが多 く,こ の時

期には超音波,CTでmassを 認めた り,腎 輪郭の変

形を伴 う充実性,内 容不均一 な腫瘍 として診断で きる

ことが多い.逆 に腎孟移 行上 皮癌では,こ の よ うな

masseffectを 示 さない7)た め,あ る程 度の鑑別がで

きる.し か しこの 所見 は扁平上皮癌 に特異的で はな

く7),黄 色肉芽腫性腎孟腎炎に非常に類似 しているこ

とも多い8).従 って血尿な どの症状を呈する,結 石や

慢性 炎症を伴 う高齢の患者に超音波,CT等 で腎 の腫

瘤性病変を見た ときに扁平上皮癌を念頭にお くべきで

ある7),し か しわれわれの症例では 明らかなmassを

形成 していなか ったため,術 前に本疾患を まった く疑

わなかったが,retrospectiveに 術前 のCTを 見る と

腎下極付近 の腎杯を隔す る腎実質 と思われ る部分は肥

厚 してお り腫瘍の部分であった と思われ る.

さて,も し術前に本疾患 を疑 った とすれば,つ ぎは
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血管撮影が考 えられ るが,血 管造影 も特異的 な所見に

乏 しい9)さ らにはMRIで あるが,本 疾患 のMRI

に関す る報告は検索 したかぎ りではない.あ とは経皮

的針生検に よるしかないが,腫 瘍細胞 の播種 の危険を

考 えれば積極的には行えず,本 症例の場合 も術前診断

はほぼ不可能に近かった と考えている.

治療は腎尿 管全摘,膀 胱部分切除 が一般的 である

が1,10),発 癌の原因が慢性炎症 に よるものであれ ば,

腎尿管全摘膀胱部分切除は必ず しも必要ないでは ない

との考え方 もある4・11).Blacherら:)は,根 治的には

腎尿管全摘膀胱部分切除が必要 と しなが ら,す でに転

移がある場合 には,病 理診断 を確定 す るため,10cal

controlの た め,あ るいは化学療法に先立 ち感染源を

除 くためな どの理由か ら腎摘 を勧めている.

化学療法 はbleomycinを 中 心 とす るもの12)や,

CISCADな どがあげ られてい るが決め手はな く,放

射線療法 もほ とん ど効果が期待で きない1)の が現状 で

ある.

結 語

60歳 女性に発生 した術前診断の困難 であ った腎扁平

上皮癌 の1例 について報告 した,
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