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尿路遺残Catheterの摘出経験

東札幌三樹会病院（院長＝丹田 均）
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EXPERIENCE WITH REMOVAL OF RESIDUAL CATHETER
             IN URINARY TRACT

Hisao NAKAJiMA， Taketoshi SAKA， Shigeki OHNism，

     Shuji KATo and Hitoshi TANDA

      From HigasゐisaPPoro 8吻ukai Hospital

         （Chief： Dr． H． Tanda）

  Two double J ureteral ：tents indwellt for 3 months and 1 year and 5 months were disrupted．

These residual stents were removed by ureterorenoscopy and nephroscopy without surgery．

  One PCN pigtail catheter indwellt for 1 year 7 months was also disrupted． This residual cathe－

ter was removed by nephroscopy．
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緒 言

 尿管狭窄に対する処置として，double J ureteral

stentの留置，経皮腎痩術（以下PNS）が最近頻繁

に行なわれるようになってきている．これらには種々

の合併症が起こりうることが報告されているが，われ

われは最近catheter交換時に途中で離断し，尿路に

遣残した3例を経験し，非観血的に摘出したので報告

する．

症 例

症例1

 患者：34歳，男性

 主訴：左側腹部痛

 既往歴：特記すべきことなし

 現病歴：14年前他院にて，左腎孟尿管移行部狭窄の

ため左腎孟形成術を受ける．その後1年に2～3回の

左側腹部痛を経験していた．1984年8月6日，左側腹

部痛を訴え当院受診，検尿所見は，赤血球10～15／

SF，白血球。～1／SF，尿培養陰性， IVPにて著明な

左水腎症を認めた．そのため8月9日 double pig－

tail ureteral stentを左腎へ内視鏡下に挿入し，外来

で経過観察することにした（F玉g．1）．その後頻尿な

どの軽度の膀胱刺激症状は続いたが，左側腹部痛は消

失していた．検尿では赤血球がlo～15／SF見られて

いた．

 1984年ll月30日排尿痛，左側腹部痛が出現し受診し

た．ureteral stentの留置後3ヵ月以上経過していた

こともあり，外来にてyoung異物鉗子で抜去を試み

たところ，ureteral stentは下部尿管の部分で離断し

た（Fig．2）．腎孟内のureteral stent先端部に結石

形成が認められ，抜去不能となったものと考えられ

た．1985年2月12日遺残ureteral stentの摘出のた

め当院へ入院した．

 入院後経過：2月13日体外衝撃波（ESWL）により

ureteral stent周囲の結石を破砕した（Fig．3）．そ
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Fig．1．症例l DIP

難．

憲 鎌
Fig．3．症例l KUB（post ESWL）

Fig．2．症例1 KUB

の後直ちにWolff社叢の硬性腎孟尿管鏡（uretero－

renoscopc）により直視下に異物鉗子でureteral

stentを把持し，容易に摘出した．

 現在左側腹部痛は軽減し，外来で経過観察中であ

る．

症例2

 患者：59歳，女性

 主訴1右側腹部痛

 既往歴：特記すべぎことなし

 現病歴：1981年9月22日，右側腹部痛を訴え当院受

診．DIPにて左腎孟尿管移行部に20×15mm，腎胃

内に4x4mm 3個の結石があり，左腎の排泄なし．

腎シソチで，中腎は機能廃絶と判断した．右腎孟腎

杯内に14×10mm，5×5mln，6×4mmの3個の結

石あり．軽度の水腎の状態となっていた．BUN， Cr

は正常であった．患者の希望により，外来にて経過観

察とした．1982年8月5日，DIPにてヨードショッ

クを起こし，これ以後は排泄懇懇孟造影は撮っていな

い．

 1982年9月22日，発熱，右側腹部痛，乏尿にて入

院．BUN 61， Cr 6．3と上昇， KUBにて右尿管下

端に3x3mmの小結石が見られた．10月4日，右尿

管切石術施行．術後，BUN， Crは低下した．1983年

7月12日，右側腹部痛にて入院．7月25日目欝欝孟切

石術を行なったが，結石をすべて摘出することはでき

ず，尿流確保の目的でdouble J ureteral stentを

留置し，手術を終えた．

 1984年7月には右腎結石は鋳型結石へと成長し，ま

た膀胱内のureteral stent周囲に著明な結石の沈着

が見られた．

 1984年9月より当院へESWLが導入されたため，

砕石の目的で1984年12月3日入院．

 入院後経過：12月4日PNS施行し，8．3Fr pig一
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Fig．4．症例2 KUB（post ESWL）
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Fig・6。症例2 KUB（post PCNL）

難， 繊塵

Fig．5．症例2 KUB

tail catheter留置．12月10日右腎鋳型結石へESWL

施行（Fig．4）．結石は破砕され， PNS及び膀胱から

少量ずつ離石が見られたが充分でないため，PNSを

拡張し20Frファイコンを留置した．次いで膀胱砕

石術を施行し，ureteral stentをyoung異物鉗子に

てけん引したところ，途中で離断してしまった（Fig．

5）．

 そのため12月27日腎孟内へWolff社製nephro－

scopeを挿入し，直視下にureteral stentを把持し，

抜去した．その後PNSを抜去し，現在右腎はほぼ

stone freeとなっている（Fig．6）．

症例3

 患者：74歳，女性

 主訴1頻尿，排尿困難

 既往歴：16年前，子宮頸癌にて子宮全摘，放射線療

法施行

 現病歴＝数年来の頻尿，排尿困難にて1983年11月16

日当院受診．DIPにて右腎からの排泄見られず，左

腎は中等度の水腎の状態であった．膀胱鏡にて膀胱容

量30～40mlであり，膀胱内景は発赤著明で壊死物

質で充満していた．強度の放射線性膀胱炎及び子宮頸

癌の膀胱浸潤と考えられた．BUN 46， Cr 3．0と上

昇していた．そのため，左腎に対し1983年12月27日

PNS施行し，8。3 Fr pigtail catheterを留置した．

その後BUN， Crは正常化した．以後外来にて経過

観察とした（Fig．7）．

 その後PNSからの尿流出良好であったため， PN

Sの拡張とcathetcrの交換を勧めたが，患老の納

得が得られず，そのまま経過を見ていた．1985年7月

5日のX－pにてpigtail cathetcrの先端が切れか

かっていたため，引き抜いてみたところ，先端部が離

断し腎孟内に残存してしまった（Fig．3）．残存ca－

theter除去の目的で1985年7月10日入院．
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Fig．7．症例3腎棲造影

Fig．8．症例3 KUB

 入院後経過17月15日PNSを拡張しnephrosco－

pcを挿入して直視下に離断catheterを把持し抜去

した．その後16Fr腎痩パルカーンカテーテルを留

置し，以後外来にて経過観察している（Fig．9）．

Fig．9．症例3腎痩造影

考 察

 従来，尿路変向術が適応とされていた症例に対し，

double J ureteral stentの留置，あるいはPNSが

最近頻繁に行なわれるようになってきている．当院で

も多数の経験例があり，良好な成績を得ている．

 Double J ureteral stentの合併症としてはstent

の上方，下方への移動，infection，晶質付着による

stentのつまり，膀胱刺激症状などが報告されている，

stentの離断の報告は多くはないが，処置に困惑する

合併症である，

 われわれの2例は，いずれも stcntの周囲に結石

形成を起こし，そのためstentの抜去が不能となっ

たものである．1例は強度な水腎症で，わずか3ヵ月

で結石形成を起こしている．患側の腎機能が高度に低

下しており，そのため尿産生が少ないので尿流の停滞

があり，stentへの晶質の付着が容易であったものと

考えられる．他の1例は多発性尿路結石の症例で，1

年5ヵ月の長期間にわたってstentを留置していた

症例であった．このように尿の産生が極めて少なく尿

流の停滞が考えられる症例や，多発性尿路結石の症例

ではstentの長期間の留置で結石形成の危険が高く，



中嶋．・ほか：尿路遺残catheter

このような症例では定期的にX－Pを撮ってstent

周囲への晶質沈着に充分注意する必要がある．

 離断したstentの摘出法としては，手術的に摘出

する方法がまず考えられるが，最近のendourology

の進歩によって非観血的な摘出が容易になっている．

われわれはstcntに付着した結石をESWLによっ

て破砕し，その後uretero－renoscope及びnephro－

scopeにより直視下にstentを把持し摘出した．

 次にPNSのpigtail catheterが離断し残存した

症例であるが，この症例は1年7ヵ月の長期間にわた

り，同じcatheterを留置していたものであった．基

礎疾患が悪性腫瘍の場合には，catheterにtrouble

がなければそのまま長期間同じcatheterを留置しが

ちであり，実際にわれわれは，2年6ヵ月にわたり

pigtail catheterを何のtroubleもなく留置してい

た症例も経験している．しかし，このように離断し残

存した症例があり，PNSでcatheterを留置した場

合は，1ヵ月程度でこの腎痩を拡張し，catheterの

交換を定期的に行なうべきと反省させられた．

結 語
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 Double J ureter stent及びPNs pigtail cathe－

terの交換時にcatheterが離断し腎孟尿管内に遺残

した3例を報告した．これらはいずれもureterore－

noscopcあるいはnephroscopeにて非観血的に除
去した．
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