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尿管回腸S状結腸吻合術
大阪厚生年金病院泌尿器科（部長＝柏井浩三）
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URETEROILEOSIGMOIDOSTOiMY

Hajime NAGATA， Sunao YAcHiKu， Yoshinori MoRi，

  Minoru MATsuDA and Kouzou KAsHiwAi

F70辮the－DePartment o∫ひrology， Osaka TVeZfare Pension Uospitα1，0sα勉， f砂侃

           （σ漉∫’1）r．κKashiwai，ルf．エ）．）

  Ureteroileosigmoidostomy was performed for a 72－year－old man with the far advanced bladder

cancer， and a 66－year－old皿an with the right ureteral stenosis after simple ureterosigmoidostonly．

Both of thern are progressing favorably．

  Some advantages of ureteroileosigmoidostomy， cornparing with simple ureterosigmoidostomy，

are discussed． And it is emphasized that this皿ethod is useful not only as the且rst choice for

the urinary diversion， but also as the reparatixre operation for the case which need the ureteral

reimplantatioR because of the ureteral stenosis after ureterosigmoidostomy．

 尿および糞便の保持能力を保ち，術後の社会

復帰が期待できる尿路変向は人びとの多年の願

望である．尿道外括約筋を利用せずになお尿の

保持能力を保つためには，肛門括約筋を利用す

る方法，すなわち直腸およびS状結腸を尿の貯

留器官として利用する手術法がある．古来種

々の方法が考案されているが，その一方法に

simple ureterosigrnoidostomyがある．しかし

ながら，この手術法は尿および糞便の保持能力

は保ちうるが，術後種々の合併症をおこすこと

が多い．そこでsimple ureterosigmoidostomy

の改良法の一つとして，尿管とS状結腸との間

に遊離回腸片を介在せしめる術式，すなわち

ureteroileosigmoidostomyがある．

 ureteroileosigmoidostomy は1907年に

Berg1｝がその原法を報告し，その後いくつかの

i報告がみられる2”6）．Pink（1969）6｝は46例に

本術式を施行し，その成績を報告するとともに

本術式の有用性を強調している．

 われわれも最近この術式を膀胱腫瘍の症例に

施行し，満足でき’る結果を得た． またsimple

ureterosigmoidostomyの術後に移植部の尿管

狭窄による因明腎炎および酸塩基平衡障害をき

たし，尿管の再移植を要する症例にも遊離回腸

片を介在せしめて満足できる結果を得ている。

 ここにその症例を報告し，本術式の利点につ

いて若干かんがえを述べた．

症 例

 第1例 72才，男子．

 術前経過：1969年5月，肉眼的血尿に気づいた．同

年6月ごろから排尿痛および頻尿を訴えるようになっ

た．理学的所見では異常なし．検査所見ではPSP排

浬試験でごく軽度の排泄遅延を認めた。また，胸部レ

線像で左肺に多中心性の増殖性陰影が認められ，腫瘍
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Fig． 1． a， Creation of ileal segment after ac ppendectorny． b， lleo－ileal

 anast．omosis． c， Anastorr］osis of ileal segment to sigmoid． d， lmplanta－

 tion of ureters to ileal segment （open transileal ureteral implantation）．
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Fig． 2． Completed surgical construction．

の転移も否定できなかった．その他，血液像，血清電

解質などは正常であった．膀胱鏡検査で，膀胱底部か

ら側壁，頚部にかけて多発性のかなり進行した乳頭状

腫瘍が認められた．胸部に問題はあったが，患者を強

度の血尿と排尿障害から解放し，さらに延命効果をも

期待して，1969年11月5日硬膜外麻酔のもとに手術を

おこなった．

 手術：腹部正中切開にて腹腔を開いた．経腹膜的に

両側尿管を剥画し，でぎるだけ膀胱側で切断した．尿

管の太さは正常で，周囲組織との病的癒着は認められ

なかった．膀胱は予想されたとおり周囲の組織と高度

に癒着していた．手術はLowsley－Johnson法セこよる

rectosigmoid bladderを造設する予定であったが，

腸間膜および結腸の栄養血管に長さの余裕がなく，肛

門括約筋内へのcolostomyは不可能であった。その

ために予定を変更してureteroileosigmoidostomyを

施行した．まず，Fig，／－aのごとく，長さ約！5 cmの

回腸をその終末部近くで，栄養血管の走行に注意して

遊離した．回腸は端々吻合をおこない，糞路の交通を

再開した（Fig．1－b）．遊離回腸片の口側は2層に縫合

し，閉じた．肛門側はS状結腸の中央部と端側吻合を

おこなった（Fig． 1－c），回腸の走行はisoperistalticに

なっているわけである。ついで両側尿管を回腸の口側

近くに端側吻合した．この吻合は回腸に加えた小切開

により回腸内腔を開き，直視下でmucosa to mucosa

におこなった（Fig．1－d）．この吻合法はGoodwin法

にヒントを得て，われわれがおこなっているものであ

るが，open transileal ureteral implantationと呼ぶ

のが適当と考えている．Houtappe15）も同じ吻合法を
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Fig． 3． Cass 1． a， preoperative IVP． b， IVP 6 months postoperatively．

a b

Fig． 4． Case． 1． a， Rectostgmoidogram with 150 cc contrast

 b， Rectosigmoidogram with 400 cc contrast medium．

medium．
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a b

Fig． 5． Case 2， a， preoperative IVP． b． IVP 8 months postoperatively

Fig． 6． Case 2． Rectosigmoidogram with 400 cc contrast medium．
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おこなっている．完成図はFig．2に示したとおりで

ある．

 術後経過：術後4日目に直腸膨大部に留置せるシリ

コンチューブを抜去した．抜去直後はテネスムスの状

態であったが，2週間後には排尿回数，排便回数（固

形便の排出）ともに固定した．術後6カ月目の排泄野

里孟レ線像は正常であった（Fig．3－b）．造影剤の逆行

性注入によるrectosigmoidogramは術後4ヵ月目に

撮影した，造影剤の注入量150ccではじめて左尿管

への逆流が認められた（Fig．4－a）．右尿管への逆流

は注入量400ccで証明された（Fig．4－b）．

 血液化学検査所見では，術後早期に安静時静脈血の

total CO2の軽度低下が認められたが，まもなく補正

された．術後約1カ月目より投薬による電解質平衡の

補正を中止したが，現在にいたるまで異常はまったく

認められない．

 第2例 66才，男子．

 術前経過：1969年2月26日に，膀胱腫瘍のため，膀

胱全摘除術および simple ureterosigmoidostomy

（sero－muscular folding technique7））を施行した．

1969年7月には，検査所見に異常なく退院した．しか

しながら，そのこ早雪部鈍痛をともなう発熱発作をく

りかえし，高塩素性酸血症になったために1970年3月

に再入院した．

 血液化学検査所見では，アルカリ化剤の投与中であ

ったが， BUN 30 mEq／1， creatinine 1．1mEq／1， Na

139mEq／1， K 4，5mEq／1， Cl 115 mEq／1，安静時静脈

血中のtotal CO221．8 mEq／1であった．排泄性腎孟

レ群像では右尿管S状結腸吻合部に狭窄があり，右水

腎症が認められた（Fig．5－a）．また，レノグラムで

は右腎の機能低下が明瞭であった．以上の所見より，

：右尿管狭窄による：右腎機能不全および右翼孟腎炎と判

断した．尿管狭窄を除く目的で，1970年4月8日硬膜

外麻酔のもとに手術をおこなった．

 手術：腹部正中切開にて腹腔内に到達した．経理畑

野に後腹膜腔を開き，尿管およびS状結腸を観察し

た．左尿管は外観上正常であったが，右尿管はS状結

腸との吻合部まで小指の太さに拡張していた．そこで

この右尿管をS状結腸との吻合部の直前で切断し，そ

の末端側は2層に縫合し閉じた．ついで症例1の場合

と同様に回腸を遊離し，ureteroileosigmoidostomyを

右側にのみおこなった．この場合も尿管回腸吻合は，

症例1と同様，open transi1 ealuretera1 implantation

でおこなった．

 術後経過＝術後3日目に回腸S状結腸吻合部の縫合

不全により糞尿痩を形成し，再縫合をおこなった．し
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かしながら，まもなく糞尿痩の再発をみたためやむな

く人工肛門を造設し，尿痩のみとして，痩孔の自然治

癒を期待した．人工肛門造設後約1ヵ月で痩孔は閉じ

た．術後2ヵ月目には血液化学検査所見は正常になり，

術後18ヵ月目の現在まで腎孟腎炎の発生もなく，酸塩

基平衡も正常に保たれている．術後8ヵ月目の排泄性

腎孟レ線像は右水腎症も消退し，ほぼ正常の像を示し

ている（Fig．5－b）．術後9ヵ月目に撮影したrecto・一

sigmoidogramでは逆行性に造影剤を400 cc注入し

ても逆流は認められない（Fig．6）．

考 按

 尿路変向には種々の術式があるが，われわれは以下

の諸点を満足できる手術法が理想的であると考えてい

る．

 1）手術侵襲による死亡率が低い．

 2）腫瘍など悪性疾患の根治術のさまたげとならな

い。

 3）尿および糞便の保持能力を失わない．

 4）腎機能の低下を招来しない． すなわち，尿管狭

窄および上行感染性の腎孟腎炎を惹起しない．

 5）電解質の均衡および酸塩基平衡がくずれない。

 現在おこなわれている尿路志向術において，とくに

問題になるのは3），4）および5）である．

 回腸導管は腎機能の保全という点では比較的すぐれ

た方法で，こんにち最も多くおこなわれている．しか

しながら，尿の保持能力の欠如という根本的な欠点が

あり，完全な社会復帰は期待できない．

 尿の保持能力を保つ術式には，直腸およびS状結腸

を代用膀胱にする方法があるeしかしながら，simple

ureterosigmoidosto皿yでは，しばしば吻合部の尿管

狭窄または尿の逆流による腎孟腎炎に遭遇し，それに

よる腎機能障害と体液の酸塩基平衡障害をまねく．い

ままでになされた直腸膀胱における種々のくふうはす

べてこれらの合併症の防止を目的としている．

 ureteroi！eosigmojdostornyにおいても， これらの

合併症の防止を目的として尿管とS状結腸との間に遊

離回腸片を介在せしめたわけである．その理論的根拠

は可能性として以下の3点が考えられる。

 1）遊離回腸片が導管として，結腸内圧と尿管内圧

を緩衝する．そのために上部尿路へのback pressure

が小さくなる．

 2）遊離回腸片が結腸内と尿管内の細菌学的な内部

環境を緩衝して，上部尿路感染を防止する．

 3）尿管の移植は結腸とよりも回腸とのほうがより

簡単で安定した成績が得られる。すなわち後者の場

合，腸尿管逆流防止の操作は必須ではなく，そのため
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尿管狭窄をきたす危惧が少ない。

 自験例についてみれば，第1例では術後の腎孟レ線

像は正常に保たれ，腎孟腎炎性の発熱発作も経験しな

かった．また血液化学所見では術後早期に軽度の酸血

症になったが，短黛閲で補正されており，以後はいか

なる治療も要していない．第2例では手術による合併

症に遭遇し，やむなく人工肛門を造設したが，上部尿

路の拡張と術前の腎孟腎炎はよくコントロールされ，

酸塩基平衡は正常に保たれていた．これらのことから，

Jacobsら8）の指摘しているように，腎機能が正常に

保たれていたならば尿成分の吸収面積の多少にかかわ

らず血清電解質および酸塩基平衡は正常に保たれるも

のと考えられる．

 そこで，問題は吸収面積の多少よりもむしろ尿管狭

窄や上行性感染による腎孟腎炎をいかに防止し，腎機

能を保全するかにある．ここに遊離回腸片を尿管とS

状結腸との間に介在させる意義がある．

 第1に逆流防止に対する期待である．Pink6）は介

在せしめた遊離回腸によって尿の逆流を防止すること

を期待した．しかし，回腸のみを介在せしめても完全

に逆流を防止することは不可能のようである．自験例

1においても，逆行性に造影剤を150cc注入するこ

とによって偏側の上部尿路への逆流が観察されてい
  ハ         ヘ  コへ       もヘア へる  け   ヒ       ロロ  ヤ    ノ    コ   ロ              

る． rengり’vは逆流liか止に隠し一’Lは1ieoceua⊥

segmentのほうがileal segrnentより有効であると

いっているが，この問題については多数例についての

検討がまたれる9）．しかし少なくともileal segment

の介在によって，上部尿路へのback pressureを緩

哲させる効果はじゅうぶんに期待できる．

 第2に遊離回腸片の細菌学的な緩衝作用であるが，

以下の諸点から考えてこのような作用はじゅうぶんに

期待できる。条件はまったく違うが，KafetsiGulisら10）

は回腸導管の術後における観察の結果，尿の逆流と上

部尿路の細菌感染との相関関係はないといっている，

また自験例！でも両側ともに尿の逆流が認められてい

るが，臨床的にはいちども腎孟腎炎を経験していない．

 第3に尿管狭窄に対する防止効果である．．尿管と結

腸との吻合においては，どのような吻合方法でも相当

の頻度で尿管狭窄を合併している1卜13）．その点，尿管

回腸吻合は逆流防止の操作は必須ではなく手術手技そ

のものも簡単であり，尿管狭窄を合併する危惧は少な

い．自験例1でも尿管狭窄は台無していない．また自

験例2では右尿管S古品腸吻合部に狭窄をきたし，：副

腎は水腎症となり，腎孟腎炎による発熱発作をくり返

していた．しかし遊離回腸を尿管とS状結腸との間に

介在せしめることによって，水腎症は消退し，術後腎

孟腎炎性の発熱発作をいちども経験していない．

 なお手術操作上，本法では尿管の移植は簡単である

が，回腸を遊離し，回腸の端々吻合と回腸結腸の端側

吻合をおこなわなくてはならないことは相当繁雑であ

る．

 さらにureteroileosigmoidostomyの適応にさいし

ては，少なくとも以下の点を考慮しなければならな

い．

 1）この術式では simple ureterosigmoidostomy

と同様に，尿成分の再吸収面積が多大であるので，術

前すでに高度の腎機能障害を有する症例に対しては本

法はさしひかえなければならない．

 2）先に述べたように， この術式は腸管の処理がや

や繁雑であるので，po。r riskのため短時間の手術が

要求される症例には不向きである．

 これからの問題点として，介在せしめる回腸そのも

のの問題であるが，回腸の末端叡は誹常に蠕動運動が

ゆるやかである．Hudsonら2）はこれを回腸末端部の

利点であるとしているが，利点かどうかは疑問であ

る．というのは，前述のような回腸を介在せしめる意

義を考えれば，尿管から回腸に避搬された尿はできる

だけすみやかにS状結脹に送りこまれるほうがよい．

この点から考えると，介在せしめるのは回腸末端部よ

りも空腸のほうが理想的である．しかしながら，この

問題はなお今後の研究にまたねぽならない．

 以上まだまだ問題点は残っているが，適応さえあや

まらなければ，本術式は有用な尿路変向術と考える．

結 語

 ureteroileosigmoidostomyの2症例を報告

した．第1例は根治手術不能の膀胱腫瘍に対し

てpaliative urinary diversionの1方法とし

て，第2例はsimple ureterosigmoidostomy

後に発生した尿管狭窄に対する尿路成形術とし

て施行し，ともに満足な結果を得た．

 尿管とS状結腸との間に介在させた遊離回腸

片の有用性を論じた．

 u「ete「oileosi9エnoidostomyは単に尿路変二

三の1方法としてのみならず，不成功の尿管S

状結腸吻合症例に対する尿路成形手術としても

有用であると考える．
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