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完全重複腎盂尿管に伴 う尿路異常

(異所性尿管瘤,VUR)の2例

藤崎病院泌尿器科(院 長=藤 崎伸太)

松 下 和 弘,吉 永 英 俊*,安 芸 雅 史**

桑原 守 正,藤 崎 伸太

TWO CASES OF URINARY TRACT ABNORMALITIES 

 (ECTOPIC URETEROCELE AND VUR) ASSOCIATED 

      WITH COMPLETE DUPLEX KIDNEY

Kazuhiro Matsushita, Hidetoshi Yoshinaga, Masashi Aki,

Morimasa Kuwahara and Nobuta Fujisaki

From the Department of Urology, Fujisaki Hospital

   Two patients with complete duplex kidney accompanied by ectopic ureterocele and vesicoureter-
al reflux (VUR) had repeated episodes of refractory urinary tract infection. One patient was a 

 11-year-old girl who showed VUR into the cele ureter. The other patient was a 17-year-old female 
who showed VUR into the mate ureter. Satisfactory results could be obtained by twin ureteroneo-
cystostomy with cele wall resection in both cases. Complete duplex kidney is often complicated by 
urinary tract abnormalities such as ectopic ureterocele, VUR, and renal dysplasia, and these com-

plications complicate its diagnosis. The treatment of complete duplex kidney with urinary tract 
abnormalities are discussed. 

                                                     (Acta Urol. Jpn. 39: 51-55, 1993) 
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緒 言

完全重複腎孟尿管には尿管瘤,VUR,腎 のdys-

plasia等 の尿路異 常が合 併す ることが 多 く,診 断 ・

治療 には困難を伴 う場合が多い.今 回われわれは完全

重複腎孟尿管に異所性尿管瘤 とVURを 伴 った2症

例を経験 したのでそ の診断,治 療方 針につ いて若干の

文献的考察を加えて報告す る,

症 例

症例1

患者:11歳,女 児

主訴:発 熱,混 濁 尿,排 尿痛

既往歴 ・家族歴:特 記事項な し

現病歴=3年 前 よ り尿路感染症を繰 り返 し,近 医の

*現:佐 賀医科大学泌尿器科学教室

**現:徳 島大学医学部泌尿器科学教室

小児科 で治療を受けていた.今 回,症 状が軽快 しない

ため当院紹介 とな った.

現症=胸 腹部,外 陰部 に異常所見を認めなか った,

入院時検査成績:尿 沈査 にて 白血球を多数認 めた以

外 に異常所見はなか った.

X線 所見:IVPで 左完全重複腎孟尿管,左 上位腎

の水 腎症,膀 胱内にcobrahead状 の陰影が認め ら

れた(Fig.1).排 尿時膀胱尿道撮影では瘤所属尿管で

ある左上位腎への逆流を認 めた(Fig.2).

膀胱鏡検査=尿 管瘤 口は内尿道 口を越え,瘤 口は約

5mmで,下 半腎 所属 の尿 管 口は 正常 位 置 に認 めた

(Fig。2).

以上 よ り左完全重複腎孟尿管に伴 った異所性尿管瘤

お よび瘤所属 尿管へ のVURと 診断 し,1988年8月

7日 手術を行 った.

手術所見:全 麻下にPfannenstlel切 開にて後腹膜

腔に達 し膀胱 に横 切開を 加え膀 胱 内 よ り操 作 を 行 っ

た.瘤 所属尿管と下半腎所属尿管 は共通のSheath内
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にあ り,内 尿道 口を越えて瘤切除を行いtwinurete-

roneocystostomyをPolitano-Leadbetter法 で行 っ

た.

術後経過=頻 尿 と尿失禁が約1ヵ 月続 いたが徐 々に

改善 し,VUR,水 腎症 も改善 している.

症例2

患者:17歳,女 性

主訴:頻 尿,残 尿感

既往 歴 ・家族歴:特 記事項 な し

現病 歴:数 年来,頻 尿,残 尿感があ り近医にて膀胱

炎 として治療 を受けていたが症状が軽快 しないため当

院を受診 した.

現症:胸 腹 部,外 陰部に異 常所見を認めなかった.

入院時検査成績=血 液検査,尿 検査に異 常を認め な

か った.

X線 所見:IVPで 左完全重複腎孟尿管,膀 胱左側

に陰影 欠損が認め られた(Fig.3).膀 胱造影 で 左下

位腎への逆流を認めた(Fig.4).

膀胱 鏡検査:尿 管瘤 は内尿道 口近 くまでおよび瘤所
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Fig●LIVPshowedleftduplexkidney,hydro-

nephrosisoftheupPerkidneyandcele

inthebladder.
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Fig.2.VoidingcystographyshowedVURtotheleftupper

kidney.Cystoscopyrevealedthatcelewasattheleft

portlonofthebaseofbladderandmateuretera1
0rfiCeWaSnOrmaL

属の尿管 口は 内尿道rl近 くにpinhole状 に認めた.

下半腎所属 の尿管 口は馬蹄鉄状 であ った(Fig.4).

以上 より左完全重複 腎孟尿管に伴 った異所性尿管瘤

お よび姉妹尿管へのVURと 診断 し,1988年8月7

日手術を行 った.

手術所見;全 麻下 にPfannenstiel切 開にて後腹 膜

腔 に達 し膀 胱に横切開 を加 えて観察するに瘤 所属尿管

と下半腎所属尿管は共通 のSheath内 にあ り,瘤 切除
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Fig.3.IVPshowedleftduplexkidneyanddefectshadowinthebladder.

諺

Fig.4.CystographyshowedVURtotheIeftlowerkidney.

CystoscopyrevealedthatcelewasattheIeftportion

ofthebascandmateuretcralor丘cewashorseshoe

type・

の 上twinureteroneocystostomyはCohen法 で 行

った.

術 後経 過:尿 失 禁 を認 めず,

した 。

VUR,水 腎症は改善

考 察

重複腎孟尿管には尿管瘤,VUR,腎 のdysplasia

等 のさまざまな尿路異常が合併する ことが よ く知 られ

てい る.

尿管瘤 の成因 に関 して従来,胎 生期 の尿管 口の狭窄
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性変化に尿圧が加わ って粘膜下尿管部分が嚢状 に拡張

す るとするChwalta'stheoryi),Ericsson'stheory2)

が支配的であ ったが,Stephens3)は 尿管末端部の発

生を考慮 し,尿 管 口の位置異 常によ り尿管末端部が瘤

状に拡 張す る と説 明 している.異 所性尿管瘤 の定義に

関 してEricsson2)は 尿管瘤 の一部が膀胱頸部を越え

尿道内に突 出 してい るものを異所性尿管瘤 と定義 して

いるがFeldman4)は 完全重複腎孟尿管の上腎所属尿

管瘤はすべて異所性尿管瘤 に含め るとしその定義の範

囲は拡大 され てきてい る.今 回,わ れわれはFeld-

manの 定義に従 い若 干拡大解 釈 して と もに異 所性尿

管瘤 と考えた,

完全重複腎 孟尿管はVURを 高頻度で合併す る,

瘤所属尿管へのVURは,瘤 所属尿管 と姉妹尿管が

hiatusを 共有す る場合,瘤 口の大きさ,eversionの

有無,hiatusの 大 きさな どが関係 し,hiatusが 別々

であれば瘤Pが 狭窄化 していないか ぎ りVURは 必

発す るとされ てい る5).わ れわれの症例 は瘤 口の大 き

な ものにVURを 認 めた.ま た 姉妹 尿管 にお ける

VURは,発 生学的 異常のために壁 内尿管が短 いた

めに起 るとす るAmbrose6)の 考え方が妥当の ようで

ある.

腎dysplasiaと は,胎 児性の未熟 な組織の残 存す

るもの とされてい るが,完 全重複腎孟尿管に腎dys-

plasiaが 合併する ことが稀に あ るこ とは よく知 られ

ている.dysplasiaの 発生機序 としてさまざまな意見

がいわれて いる7・8).小柳 ら5・9・10)は本症を尿管芽 の異

所発生 とい う事実に基ず く尿管芽両端の先天異常 であ

るとして,一 方では尿管下端の異常 として発 現 し,他

方 では腎dysplasiaを きたす とし,hiatusの 構造の

大きさ,位 置 などの異常が腎dysplasiaの 程度を決

定す るとしている.

完全重複腎孟尿管に伴 う尿路異常の治療 に対 しては

一般に外科的処 置が必要 となることが多い.そ の際の

術式の決定のために松野11)らは,hiatusのtype,所

属腎 機能の評 価,姉 妹 尿 管 へ の逆 流の有 無,瘤 の

eversionの 有無を術前に 評価 して お くことが 大切で

あると し,同 時 に 異所性尿管Pの 開 口部の位置,M-

egaureterの 合併の有無な ども評価 してお くことが必

要であ る.小 柳「b・12)らはhiatusのtypeを 瘤所属尿管

が姉妹尿管 と共通 の経路 で 膀胱壁を貫 くものをtype

C,そ れ ぞれ別の経 路で膀胱壁を貫き その 間に膀 胱の

筋層が存 在す る ものをtypeSと 分類 し尿管末端の手

術操作 の際 の飛要な指標を示 してい る.さ らに後藤13)

らはhiatusと 腎のdysplasiaの 関 係 か ら,typeC

では腎機能が保たれるがtypeSは 腎機能を認めない

場合が多 く,hiatusの 様 式に よ り腎機能 の推定がで

きることを報告 してい る.わ れわれ の経験 した2症 例

は共に小柳 らのい うtypeCで あ り,瘤 所属腎機能は

保たれていた.VURに 関 して1例 は瘤所属尿管へ

の逆流であったが,他 の1例 は姉妹尿管へ の逆流であ

った.

手術方法に関 して,単 純 な瘤切除術は所属腎機能が

正常,姉 妹尿管へのVURが 認め られない症例で,

かつ所属尿管に瘤切除後,逆 流 の発生 しない症例に適

応 とな るが,松 野 ら11)はeversionの 認め られない症

例は経 尿道な瘤切除のみで術 後所属尿管への逆流は認

め られなか った と報告 してお りeversionの ない症 例

に対 しては経尿道的な瘤切除 のみで根治で きる場 合が

あると思われ る.所 属腎機 能を有する症 例の多 くは,

typeCのhiatusを 有する場 合で,そ の場合,瘤 切除

を行 った後,尿 管端を共通 の シースに包 まれたままで

膀胱新吻合を行 う必要があ る.一 方,typeSのhia-

tusを 有す る症例は腎機能が認め られない場 合が多 く

その際,半 腎尿管摘除 の適応 とな る.そ して姉妹 尿管

への逆流が存在する場合はそ の尿管の膀 胱新吻合 も併

せて行 うべ きであるが,そ の際の尿管末端の処理 は非

常に難 しくきわめて 重 要 なポ イ ン トであ る と思 われ

る.1期 的手術,2期 的手術 などさまざまな意見 があ

るが 現在,統 一 した 見解 が えられていない ようであ

る.今 後,検 討の余地 があると思われ る.

結 語

今回,わ れわれは完全 重複 腎 孟尿 管にtypeCの

異 所性尿管瘤お よびVURの 尿路異常を伴 った2症

例に膀胱尿管新吻合術 を行 い良好な結果をえたので報

告 した.

本論文の要旨は,第47回 日本泌尿器科学会四国地方会にお

いて発表した.
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