
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

CT・超音波断層法・動脈造影法に
よる腎癌術前stage診断の試み

増田, 宏昭; 鈴木, 和雄; 田島, 惇; 藤田, 公生; 阿曽, 佳
郎; 金子, 昌生

増田, 宏昭 ...[et al]. CT・超音波断層法・動脈造影法による腎癌術前
stage診断の試み. 泌尿器科紀要 1983, 29(5): 501-507

1983-05

http://hdl.handle.net/2433/120173



501

〔嘱購蹴号〕

CT・超音波断層法・．動脈造影法による

      腎癌術前stage診断の試み

浜松医科大学泌尿器科学教室（主任

増

鈴

田

藤

阿

田

木

島

田

曽

宏

和

公

佳

浜松医科大学放射線科学教室（主任

          金  子  昌

＝阿曽佳郎教授）

昭

雄

惇

生

郎

；金子昌生教授）

生

     PREOPERATIVE STAGE DIAGNOSIS OF RENTAL CELL

CARCINOMA BY CT， ULTRASONOGRAPHY AND ANGIOGRAPHY

Hiroaki MAsuDA， Kazuo SuzuKi， Atsughi TAJiMA， Kimio FuJiTA and Yoshio Aso

        From the DePartment of Urology， Hamamal’su University School of Medicine

                          （Chairman： Prof． Y． Aso）

                             Magao KANEKo

       From 1’he DePartment of RadiologJ， ”ama’matsu University School of Medicine

                        （Chairman： Prof． M． Kaneko）

  Preoperative diabcrnosis of stage is very important in choosing the best treatment for renal

cell carcinoma． The present study reports the accuracy of preoperative tumor staging by

GT， ultrasonography（U． L Octoson）and angiography in 7 cases of renal cel正carcinoma．

The preoperative stagings were compared with operative or autopsy findings． By operatiolt

．and autopsy of the 7 cases，3， l and 3 cases were confirmed to be at stagcs工，2and 4A，

respectively．

  In stage 1 which was confirmed by operation， CT and angiography seemed to be more

useful than uユtrasonography， It was difficult to distinguish stage l from stagc 2 by ultra．

sonography， because the perinephric fatty tissue was not demonstrated as a distinct structure

on the echogram． CT and ultrasonography were valuable in making the preoperative

diagnosis of stage 4A cases．

  In conclusion， a more accurate preoperative staging of renal cell carcino皿a would be

possible when the diagnosis is based on the findings obtained by CT， ultrasonography and

angiography．

Key words＝CT， Ultrasongraphy， Angiography， R．enal cell carcino皿a         ．
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緒 言
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 腎細胞癌のstageを術前に診断することは，治療

方針を決定し，予後を予測する上で重要である1）．そ

のため従来より，動脈造影法，Computed Tomo－

graphy（CT），超音波断層法によるstage診断につ

いての報告が数多くなされ，われわれも超音波断層法

とCTによる stage診断の可能性についての報告を

おこなった2）．しかし，それら3者の診断的有用性に

ついて比較検討した報告は，あまり見うけられない．

 今回われわれは，GT，超音波断層法，動脈造影法

によってそれぞれ術前にstage診断をおこない，手

術または剖検によってstageの確認できた症例につ

いて，3者の診断的有用性について比較検討したので

報告する．

対象および方法

 1979年11月から1982年3月までに，浜松医科大学泌

尿器科を受診した腎細胞癌（以下腎癌）のうちで，手

術または剖検によりstageの確認できた7例につい

て検討した．性別は，男6例，女1例，患側は，右側

2例，左側5例，年齢は，38歳から76歳までで，平均

57歳であった．

 CTは，7例中6例に施行し，スキャン時間は5秒，

スライス幅1cmで，腎および隣接臓器を，造影剤注

射の前後で撮影した．造影剤は約100ml使用し， CT

はPfizer AS＆Eを使用した．

 超音波断層法は， 7例全例に施行した．U．1．

Octoson（以下Octoson）を用い，腎の横断および

矢状断を撮影した．

 動脈造影法は，7例中6例に施行した．なお，動脈

造影施行6例中2例は，腎動脈造影だけで，大動脈造

影は施行していない．動脈造影法はすべてSeldinger

法でおこなった．腎動脈造影法は，造影剤12～15ml

を毎秒5～7ml注入し，最初の3秒間は毎秒2枚，つ

ぎの3秒間は毎秒1枚，さらに2秒間に1枚の割で，

16秒まで計14枚撮影した．大動脈造影法は，造影剤40

mlを毎秒20 ml注入し，最初の3秒間は毎秒2枚，

つぎの3秒間は毎秒1枚，さらに2秒間に1枚の割で，

14秒まで計13枚撮影した．下大静脈造影については，

7例中1例に施行しただけであり，今回の検討からは

除外した．

 腎癌の浸潤度はRobsonら3）の分類にしたがった．

すなわち，stageを1，2，3A，3B，3C，4A，4B

と分類した．stage lは，腫瘍が腎内に限局している

もの，stage 2は，腫瘍が腎周囲脂肪組織に浸潤して

いるが，Gerota’s fasciaを越えないもの， stagc 3A

は，腫瘍が腎静脈または下大静脈へ浸潤しているもの，

stage 3Bは，局所リンパ節転移のあるもの， stage 3C

は，stage 3Aと．stage 3Bの両方の所見を認めるも

の，stage 4Aは，隣接臓器への浸潤を認めるもの，

stage 4Bは，遠隔臓器への転移を認めるものである．

 われわれは，CT，超音波断層法，動脈造影法によ

る stage診断の判定基準として以下に述べるように

決め，術前stage診断をおこなった．

 CTによるstage診断では， Loveら4）， Levine

ら5・6），増田ら7）の報告を参考に，以下のようにおこな

った。

 i）stagc 1：腫瘍が腎の輪廓に影響を与えていな

  いか，または腎から突出していても辺縁が平滑な

  もの

 ii）stage 2＝腫瘍の輪廓が不鮮明で，腎周囲脂肪

  組織のぼやけ，消失がみられるもの

 iii）stage 3A ：腎静脈または下大静脈の拡張およ

  び造影剤の注射後に充満欠損を認めるもの

 iv）stage 3B；腫大したリンパ節を認めるもの

 v）stage 3C ：stage 3Aとstage 3Bの両方の

  所見を認めるもの

 vi）stage 4A ：腫瘍と隣接臓器との境界が不明瞭

  で，腫瘍とほぼ同じ濃度，構造の組織が隣接臓器

  内に入っているもの

 超音波断層法によるstage診断は， Lcvineら6）の

報告を参考に，以下のようにおこなった．

 i）stage 1：腫瘍が腎の輪廓に影響を与えていな

  いか，または腎から突出していても辺縁が平滑な

  もの

 ii）stage 2：腫瘍の辺縁が不鮮明なもの

 iii）stage 3A ：腎静脈または下大静脈の拡張およ

  び静脈腔内に淡く不整な腫瘍のエコー像を認める

  もの

 iv）stage 3B l腫大したリンパ節を認めるもの

 v）stage 3C ：stage 3Aとstage 3Bの両方の

  所見を認めるもの

 vi）stagc 4A ：腫瘍と隣接臓器との境界が不明瞭

  なもの

 動脈造影法による stage診断は，大西ら8），成松

ら9），福岡ら10），Weymanら11）の報告を参考に，以下

のようにおこなった．

 i）stage 1：腫瘍への血流供給が腎動脈からだけ

  のもの

 ii）stage 2：腫瘍への血流供給が腎動脈および被

  膜動脈または寄生動脈からあるもの
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Table 1

Stage診断 CT 超音波断層法 動脈造影法  手術または剖検
（＊大罪購）

1

2

3

4

5

6

7

施行せず

 4A
 1
 1
 3B
 1
 4A

 4A
 4A
lor 2

10r 2

 1
10r 2

4A

 ￥’ 2

 4A
 2
 1
施行せず

 1
 ＊2

4A（手術）

4A（手術）

 2（手術）

 1（手術）

 1（手術）

 1（手術）

4A（剖検）

 iii）stage 3A ：腎静脈または下大静脈に沿って

  striated vascular patternを認めるか，動脈造

  影時の静脈相で腎静脈または下大静脈に充満欠損

  を認めるもの

 iv）stage 3B：リンパ節にtumor brushを認め

  るもの

 v）stage 3C：stage 3Aとstage 3Bの両方の

  所見を認めるもの

 vi）stagc 4A ＝隣接臓器の血管が，腫瘍血管と交

  通しているもの

 上記の方法で，CT，超音波断層法，動脈造影法の

それぞれについて，術前にstage診断をおこない，

手術または剖検によって得られたstageと比較し，

3者の有用性について検討した．なお，手術による

stage診断は，7例中6例で，ほかの1例は剖検によ

るものである．

結 果

 各症例における，CT， Octoson，動脈造影法によ

るstage診断と，手術または剖検によるstage診断

とを比較したものがTable lである．

 CT， Octosonあるいは動脈造影法による術前

stage診断と，手術または剖検によるstage診断と

一致しない症例について以下に述べる．

 症例1は，肝に直接浸潤を軽度認めた例である，C

Tは施行しなかったが，Octosonで肝と腎の境界は

不明瞭で浸潤と考えられた（Fig．1）．しかし，動脈

造影法（Fig・2）では，大動脈造影を施行しなかった

ため，stage 2と診断した．

 症例3は，腎茎部で腎周囲脂肪組織への浸潤を認め

たstage 2の腫瘍である・動脈造影法では正しく

stage診断ができたが， C Tでは，腎茎部の腫瘍辺縁

が比較的平滑なため，stage lと診断を誤った（Fig．

3）・また，この症例ではOctosonによる腫瘍の腎周

囲脂肪組織への浸潤の有無の判定は困難であった，

 症例4においては，Octosonによる腎周囲脂肪組

織への浸潤の有無の判定は困難であった．

 症例5は，腎被膜内に限局したstage lの腫瘍で

ある．腫瘍の一部が突出し，CT上りンパ節転移と判

定したため，stage 3Bと誤った（Fig．4）．

 症例6においても，Octosonによる腎周囲脂肪組

織への浸潤の有無の判定は困難であった．

 症例7は，Octosonでは腫瘍と脾との境界不明瞭

で，直接浸潤を疑わせた．しかし，剖検所見では横隔

膜への直接浸潤によるstage 4Aであり，脾への浸潤

は認めなかった．なお，動脈造影法でstage 2と誤

って診断したのは，この症例では大動脈造影を施行し

ていなかったためと考えられた．
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考 察

増田・ほか 腎癌・Stage診断

 腎癌のstagc診断についての， CT，超音波断層法，

動脈造影法の有用性については，すでにさまざまの報

告がなされている4一一14）・今回のわれわれの検討では，

3者の比較をおこなったので，以下に腫瘍の浸潤度に

従って考察を加える．

1．腫瘍が腎被膜内に限局している場合（stage l）

 CTでのstage lの診断基準については， Love

ら4），Levineら5・6），増田ら7）の報告と同様に，われ

われも，腫瘍が腎の輪廓に影響を与えていないか，ま

たは腎から突出していても辺縁が平滑であることを条

件としたが，3例中2例でstage lの正しい診断が

できた．

 超音波断層法によるstage lの診断については，

Levineら6）は，超音波断層法では，腎周囲脂肪組織，

Gcrota’s fasciaの構造が不鮮明なため，腎周囲肪脂

組織への浸潤は判定できず，そのためstage lと

stage 2は鑑別できないと述べている．われわれの検

討でも，Levineら6）の述べた通りであった．すなわ

ち，手術または剖検で，stage 1あるいはstage 2と

診断された症例4例中，Octosonによる術前stage

診断と一致した症例は1例にすぎず，他の3例は

stage lとstage 2の鑑別が困難であった．

 動脈造影法では，われわれは，腫瘍血管は腎動脈か

らのみをstage 1とする大西ら8）の報告に準じて判定

し，2例中2例ともに正しいstage診断ができた，

いっぽう，大西ら8）の報告と異なり，成松ら9），福岡

ら10）は，被膜動脈から腫瘍への供給があっても，必ず

しもstage 2とは限らないと報告している．

 以上述べたように，stage lの腫瘍の場合，超音波

断層法によるstage診断は，腎周囲脂肪組織の構造

が不鮮明であるという点で，CT，動脈造影法に比べ，

不利であると考えられた，CTと動脈造影法の有用性

jr 05

の比較では，われわれの症例は少ないため，はっきり

としたことはいえない．しかし，Weymanら1Dは，

動脈造影法において腎動脈からだけ血流をうける腫瘍

をstage 1とすると，動脈造影法はCTに比べ不利

であるとしている．

2．腫瘍が腎被膜を越え，腎脂肪組織へ浸潤した場合

（stage 2）

 われわれは，Loveら4）， Levineら5・6），増田ら7）

の報告と同様に，CTでは腫瘍辺縁の不整または腎周

囲脂肪組織の消失をstagc 2と診断することにした

が，1例しかない症例（症例3）で誤った．超音波断

層法によるstage 2の診断は，先にstage 1の項で

述べたように，腎周囲脂肪組織の構造が不鮮明なため，

stage lとstage 2の鑑別は困難であった，動脈造

影法では，大西ら8）と同様，被膜動脈または寄生動脈

から腫瘍への血流供給のある場合をstage 2とした

ところ，1例で正しい診断ができた．自験例で，

stage 2は1例のみであるため，3者の比較は今後の

課題としたい．

 ただ，Levineら5・6）はCT上Gerota’s fasciaの

肥厚はstage 2を意味すると報告しているが，これ

は必ずしも正しくないように思われた．自験例（症例

6，Fig．5）で， Gerota’s fasciaの肥厚した例があ

ったが，この例はstage lであった．

3．腎静脈または下大静脈へ浸潤した場合（stage 3A）

 自験例にはstage 3Aに該当する症例はなく，今後

の課題としたい．

4．局所リンパ節転移のある場合（stage 3B）

 自験例にはstage 3Bに該当する症例はなかった

が，stage 4Aの症例2のCTと動脈造影法，症例7

のCTにおいて，局所リンパ節転移を認め，手術また

は剖検でも確認できた．しかし，超音波断層法ではリ

ンパ節転移は判定できなかった．Levincら6）のいう

ように，局所リンパ節転移の判定について，自験例で

          Thtcklng of Gerota’s Foschia

Fig．5． CT
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も超音波断層法はCTに比べ有用性の低い傾向にあっ

た．動脈造影法も，大西ら8），Langi2）の報告では有用

性が低いとされている．

5．腫瘍が隣接臓器に浸潤している場合（stage 4A）

 自験例においては，CTではstage 4Aの2例中2

例，Octosonでは3例中2例，動脈造影法では3例

中1例で正しいstage診断ができた．動脈造影法で

2例誤ったのは，大動脈造影を施行しなかったためで，

かならずしも動脈造影法がGT，超音波断層法より劣

っているとは今回の検討ではいえない．しかし，動脈

造影法では腫瘍と隣接臓器との関係を平面的にしかと

らえることがでぎないが，CTでは横断面から把握す

ることにより，より正確なstage診断が期待される．

超音波断層法では，さらに矢状面からの把握も可能で

あり，より立体的な腫瘍と隣接臓器との関係が得られ

る可能性があるが，周囲組織への浸潤判定に関しては，

CTよりやや劣る傾向がみられた．

6．腎癌の術前stage診断の正確さについては， CT

では，Loveら4）の90％，増田ら7）の84％，動脈造影

法では，Dasら13）の40％， Brackenら14）の36％，成

松ら9）の70％，福岡らlo）の59％，大西ら8）の74％など

の報告があるが，ともにいまだ完全な診断法とはいえ

ない．今後われわれは，CT，動脈造影法に加え，超

音波断層法によるstage診断をおこない，3者のイ

メージ診断の結果を総合判定して，stage診断の正確

さを向上させたいと考えている．

結 語

1．自験例7例の腎癌において，．GT，超音波断層法，

動脈造影法のそれぞれの方法で，術前stage診断を

おこない，手術または剖検による stage診断と比較

した．

2．stage 1の診断については， C T，動脈造影法が

有用であったが，超音波断層法では，stage 2との鑑

別が困難だった．

3．stage 4Aの診断は， CT，超音波断層法で可能で

あっk．

4．stage 2およびstage 3については，自験例が

少なく，今後の課題としたい．

 今後さらに症例を加えて報告する予定である．

 本論文の要旨は，著者の1人増田が，第70回日本泌尿器科

学会総会で発表した．
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前立腺肥大にともなう排尿障害に

非必須アミノ酸配合による排尿障害治療四

川ラ7■コ1ド
〔成 分）

1カプセル中……L一グルタミン酸265mg

       L一アラニン   100mg
       日局アミノ酢酸 45mg
〔適応症〕

前立腺肥大にともなう排尿障害、残尿および

残尿感、頻尿。

〔用法・用量〕

通常1回2カプセルを1日3回経口投与する。
なお、症状により適宜増減する。

（包 袋） 500cap．1000cap．

＊使用上の注意は製品添付文書等を二参照ください。
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④具羅矯轡戴讐




