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〔鰐愕蟻1♂〕．

DIP用． ConraYによる片側通過障害腎の
     DIPの検討

名古屋大学医学部泌尿器科学教室（主任二三矢英輔助教授）

名古屋第一赤十字病院泌尿器科
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       夏  目

       三  矢  英
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DRIP INFUSION PYELOGRAPHY WITH A’USE OF DIP CONRAY

Kozi OBATA， Hiroshi NATsuME and Hideo MエTsuYA

From the DePartm’ent of Urology， Nagoya Universily School of Medicine and

    the DePartment of Urology， Aragoya l st Redcross UosPital

        （o加〃粕川！君∬ist． Prof． H． Mitsuya， M．エλ）

  DIP Conray is a 220 ml vial of 30 w／v％ methylglucamine iothalamate． Drip infusion pyelo－

graphy wi’th a use of DIP Conray was applied to twenty non一 or poorly－visualizing kidneys due to

obstructive uropathy．

  DIP Conray visualized the renal outlines， calyces， pelves， ureters and bladders sharply and

densely with a simple technique．

  Retrograde method was ic voided in the cases of ureteral stone by DIP technique． DIP Conray

demonstrated the site of stricture of the ureters．

  Valuab！e DIP urograms of obstructive uropathy due to stones and strictures were able to be

obtained within sixty minutes after injection of DIP Conray．

  Time oi visualization of the pelves and ureters， in the cases of hydronephrotic kidneys is

delayed somewhat and so urogram can be obtained between one hour and two hours after DIP

Conra． y iAjection in proportion to the reserved renal function of the affected kidneys． Values of

hematocrit and serum creatinine were slightly elevated just after injection of DIP Conray． No

significant changes of electrolytes were observed before and after injection of D正P Conray．

  In conclusion， any serious side effect was not observed in this series．

は じ め に

 1964年Schenckeri｝によってdrip infusion

pyelographyの手技が．報告されるとすぐ，本邦

においては，柿下・川西2｝によってIneglumine

diatrizoateを使用してSchencker法によるDIP

が追試報告された．いらい，数年の間にdia－

trizoate3・5）， iothalamate6一”io）， iodamide4・13）を

用いてのDIPによる尿路造影の研究が多数報

告され，その有用性と安全性が確認されるとと

もに．，当初，造影剤と希釈液とを自家製のイリ

ゲーターにて，混合使用していたものが，希釈

可能のvia1ぴんとして発売．されるよう．になり，

現在では．，そのまま直ちに使用可能な製剤の出

現をみたことは，本邦における．．DIPの価値が

確認され，普及されていることをいかんなく示

している．

 今回，われわれは，methy19工ucamine iotha－

lamate（Conray）のDIP用製剤を使用する機

会を得たので，泌尿器疾患の中で最もDIPの



616 小幡・ほか：DIP Conray

適応として類度の高い片側通過障害腎に，これ

を使用した成績を検討する．

対象および方法

 DIPの対象となりうる泌尿器疾患はscreening王VP

によって，一側または両側の尿路像の描出が不十分な

いしは，描出をみないものであるが，今回われわれは，

上部尿路通過障害のうちでも，片側性のものについて，

30％iotha均卑ate 220 ml（DIP Conray）によるDIP

を施行した．

 症例数は合計20例で，このうち17例が手術前のもの，

のこりの3例が手術後の症例である．

 DIP Conrayは，造影剤であるmethy191ucamine

iothalamateが蒸留水を用いて30．w／v％に調整され，

総量220mlが1vialとなっている．これには，18ゲ

ージの静注用注射針づきの点滴セットが添付されてお

り，このまま，直ちに点滴静注しうるようになってい

る．

 DIP Conrayのヨード含有量は319であり，これは，

60％Conray（ヨード含有量：O．282皿9／d1）の5．5ア

ンプル分に同量の蒸留水が添加されたものと考えてよ

い．

撮 影 方 法

尿管結石10例，尿管狭窄（結核性，癌性，索状物によ

るもの）7例，結石または腎孟尿管移行部の狭窄およ

び尿管の狭窄で高度の水腎となったものを手術した3

例であった（Table 1）．

Table 1． DIP施行疾患分類

尿  管  結  石

窟 管  狭 窄

水腎症（術後）

10例

7例

3例

計 20例

 screening IVPによってDIPの適応と考えられる

ものが対象となったので，とくにヨーード過敏テストは

施行しなかった．水分制限，下剤または腸内ガス吸収

剤の使用も事こなわず，撮影前の一食を禁じたのみで

ある．

 撮影時の体位は，水平位で圧迫帯を用いなかった．

DIP Conrayは，とくに加温処置をせず，そのまま添

付の点滴セットより，加圧することなく点滴静注し

た．

 撮影時間は，10分，20分一t30分，60分，120分であ

り，30分以降は，安静をとき撮影時間のくるたびに，

水平位で撮影した．

成 績

DIPの対象となった片側通過障害腎20例の内訳は，

 尿路像の描出の程度は，以下のごとく判定した．

 ①逆行性腎孟撮影を必要としないほど鮮明なもの・

        ……・…………・・……描出度3度

 ②じゅうぶん尿路の形態を観察できるもの

        ・…………・……・……描出度2度

 ③尿路像が判読できるもの…………描出度1度

 ④尿路撮影がおこなわれたとわかる程度のもの

        ・…………・……・……描出度0度

 1）尿管結石による通過障害腎

 screening IVPで， nephrogramしか描出されなか

ったものや，pyelogramの描出はあっても，不鮮明で

一部しか充満されていなかったものに，DIPを施行し

た結果をnephrogram，腎杯，詩賦，尿管像について，

最も早く，かつ鮮明に描出された時間を表にすると

Table 2のごとくなった． nephrogramは，その半数

以上が3度の描出を示し，この中でも，はじめの10分

間の成績がよかった．腎杯像も，nephrogramに等し

い成績が得られたが，結石による閉塞の強いもので

は，最良描出時間が30分という例が2例あった．腎孟

像は，腎杯像より描出がおくれており，20分，30分目

に最良描出のみられる例が増加している．尿管像は，

健側よりも，鮮明である例が多く，結石の周囲より造

影剤が流下している状態がよく描出され，逆行性命孟

撮影がどうしても必要と思われたものは，1例のみで

あった，

 以上より，尿管結石症例では，screening IVPで

nephrogramしか描出されなかった例でも，点滴後30

分以内に鮮明な尿路像が得られ，そのすぐれた尿管描

Table 2．尿管結石例のDIPの成績（10例）

Nephrogram 腎 杯 像 腎 孟 財 田 管 像

最良描出時間 10分 20分 30分 ！0分 20分 30分 lO分 20分 30分  10分 20分 30分

描出度 3度
     2度

     1度

5

1

1

2   0

0   0

0   0

5   3

0   0

0   0

1

1

0

3   4   i

O   O   2

0   0   0

2   5   2

0   0   1

0   0   0
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Table 3．尿管狭窄例のDIPの成績（7例）

Nephrogram 腎 杯 像 腎 孟 三 唱 管 像

最良描出時間 10分 20分 30分 10分20分30分60分 10分 20分 30分 10分頃20分 30分

描出度 3度
     2度

     1度

4   0   0

0   1   0

2   0   0

2  2

0  0

0  0

！  1

1  0

0  0

2   4   0

0   0   1

0   0   0

o

o

o

4

0

1

1

1

0

出藍によって，逆行性南瓜撮影の必要度を下げること

ができた．

 症例 1 K．N．27才女子

 右尿管結石のために，反復せる疵痛をきたした症例

である．IVPでは8分でnephrogramしか得られな

かったeFig．1で，第5腰椎下縁に結石を認める．

DIPでは，30分で全尿路が完全に描出され，結石の周

囲を通って造影剤が骨盤部尿管に流下する状態が明瞭

にみられる（Fig．2），

 症例 2 K。N．27才男子

 腎孟尿管移行部に陥入した左尿管結石による閉塞腎

である．．IVP 8分では，腎杯の描出がすこし認められ

るのみである（Fig．3）． DIPの30分でほ，捨杯から

尿管にかけよく描出され，結石の上下にあたる尿路の

状態も明瞭である（Fig．4）．

 2）尿管狭窄例

 尿管狭窄をきたした原疾患は，結核性のもの2例，

癌例のもの1例，のこり4例は索状物による尿管屈曲

と，腎孟尿管移行部の狭窄である．この群では，IVP

によって，全く描出のない症例はなく，IVPでは，や．

や描出が不良であるという程度のものが含まれてい

る。この群について，最も優れた描出を示した時間と

描出度をTable 3に示した． nephrogramでみると

閉塞状態が高度でないので，nephrogramの描出は，

結石群に比してよくなかった．腎杯，腎孟の描出は，

結石群とだいたい等しく，20分までに3度の成績が得

られているが，中には，腎虚の充満が腎孟におくれる

症例が2例認められたが，これはむしろ通過障害の程

度が少ないことを示しているものと思われる，尿管の

描出は良好であり，結石群と等しい成績であったが，

狭窄部の詳細を知るには逆行性詰論撮影が必要であっ

た．しかし，IVPとRPとの間にあって，尿管の狭

窄部を指摘しえた点では，たいへん有用であったとい

えよう．

 症例 3 Y．K．48才男子

 腎結核に伴う尿管狭窄である．IVP 8分で，腎孟の

概略の所見は得られるが，尿管の部分は不鮮明であり

（Fig．5）， DIP 30分では，腎孟尿管移行部と上部尿

管の部分に明瞭な狭窄がみられる（Fig・6）d RPをお

こなってその詳細が明らかになった（Fig．7）．

 症例 4 M．・K．49才男子

 左側腹部の打痛発作があり，尿管結石を疑われた症

例であるが，IVPではnephrogramのみしか描出な

く，尿路像は得られていない（Fig．8）c DIP20分で

全尿路の描出が得られ，中部尿管に不整な狭窄部が認

められた（Fig．9）。逆行性腎孟撮影で，当部よりの

造影剤の血流を認めた（Fig．10）．細胞診でPE工～IV

の異型細胞がみられ，腫瘍性の狭窄と考えられた．

 3）術後に残存する水腎症例

 この群に属するものは3例と少なく，いずれも結石，

尿管狭窄による水腎が長期にわたって持続し，そのた

めに，腎実質に障害をきたしたものである．3例につ

いての，nephrogram，腎杯像，腎心像，尿管像の描

出状態をそれぞれグラフに示すとFig．11のごとく

であった．nephrogramの描出状態は不定である．恵

雨像と腎孟像では，時間の経過とともに成績カミよくな

っており，最良描出時閲は，その腎の機能低下に従っ

て延長された．前2群に比すると，前2群のほとんど

すべてが30分以内に目的が達成されるのに比して，こ

の群では，60分から120分を必要としたrまた尿管像

の詳細をみることのできないものもあった．

 症例 5 K．Y．39才女子

 左下部尿管の狭窄に，腎孟腎炎を合併した症例であ

る．DIPによって20分では，拡張変形した白鼠と腎孟

がおぼろにみられるが（Fig。12），30分では腎杯より

全尿管にいたる尿路が明瞭にみられ（Fig．13），60分

になると，いったん拡張した腎孟，尿管がより細くし

かし鮮明に描出されている（Fig．・14）．この状態はgo

分まで続き（Fig．15），120分では，造影剤の分泌減

少がうかがわれる（Fig．16）．

手技的問題

 1）DIPに要する準備時間の短縮

 従来，DIPをおこなわんとするには，造影剤と希釈

液を別々にアンプルよりイリゲーターにうつし，混和

して点滴静注していたが，その準備のために約20分を

必要としていた．vialびん入り造影剤の場合でも，

これが60％以上の製品の場合には，等量または適量の
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Fig．2．症例1のDIP 30分

Fig．3．症例2のIVP 8分 Fig．4．症例2のDIP 30分
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Fig．5．症例3のIVP 4分
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Fig．6．症例3のDIP 30分

Fig．7．症例3のRP Fig．8．症例4のiVP 15分
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Fig．9．症例4のDIP 30分 Fig．10．症例4のRP
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Fig．12．症例5のDIP 20分 Fig．13．症例5のDIP 30分
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Fi9．14．症例5のDIP 60分 Fig，15．症例5のDIP gO分

Fig．16．症例5のDIP 120分
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希釈液をアンプルよりvia1びんにうつすのに，早く

て6分だいたい10分ぐらいを必要としていたが，DIP

用Conrayは，製品をそのまま直ちに使用できるた

め，準備の手閲が全くなくなった．また，操作中に起

こる感染の危険もなくいっそう安全になった．

 2）注入時間

 DIP用Conrayの注入時間は全量が220瓢1である

ので，300m1使用のものに比して短くてすみ，早い

もので3分前後，おそいものでも10分内外で終了しえ

た．ただ添付の18ゲージ針はやや切れ味が悪く，この

点の改良が望ましく思われる．

副  作  用

 1）全身的影響

 今回のDIP Conray施行の全症例は， screening

IVPが施行されていて，ヨード過敏反応のないものが

選ばれているので，重篤な全身的副作用は認めなかっ

た．急速注入をしたものには，2．，3熱感を訴えたも

のもあったが一過性であった．

 2）腸内ガスの問題

 IVPに比して， DIPは腸内ガスの影響が少ないと

されているが，逆にDIPによって腸内ガスが増加す

才

t，，，

3

2

／E
／
／／

       前       緩

Fig．17． DIP Conray施行前後のHtの変動

2

／／

         円り       後

Fig．18． DIP Conray施行前後の血清クレアチニン

 値の変動
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Fig．19． DIP Conray施行前後の電解質の変動

る傾向があった．今回の20例中5例にIVPより多い

腸内ガス像を認め，この点X成心読影の障害となっ

た．しかし，われわれは，DIP前になんらの前処置も

おこなっていないので，DIP施行以前の問題であるか

も知れない，

DIP施行前後の諸検査成績

 1）hematocrit値の変動

 DIP Conray使用前と，注入1時間後のHt値を測

定した結果をFig．17に示した． Ht値は全例が上昇

傾向にあり，平均値でDIP施行前42。3が施行後は

45．7と上昇した．

 2）血清creatinine値のi変動

 DIP施行前後の血清creatinine値を測定した結果

は，Fig．18に示すごとく，これも全体として上昇傾

向にあり，施行前の平均値8．85 mg／dl，がDIP施行

後では9．26mg／dlとなっている．

 3）電解質の変動

 血清電解質の中で，Na， K， ClのDIP Conray施

行前後について測定するとFig．19に示すごとくに

なった．血清電解質は，DIP施行前後において，一定

の変動を認めなかった。

考 按

 DIPに用いる造影剤は，現在meglumine diatri－

zoate， methylglucamine iothalamate， iodamideの3

種類があるが，その使用量は報告者によって一定して

いない．methylglucamine iothala孤ate（Conray）に

ついてのみみても，杉田ら9），久世ら7）は60％Conray

150m1を同量の5％glucose溶液で希釈して用い，

桜井ら8）は35w／v％水溶液を主として用い，一部

前 後

623

glucoseまたは生食水を添加している．また石神ら6）

は60％Conray 120 mlに5％glucoseを200 m1加

えておこなっているし，中山ら10）は60％ Conray 150

皿1に5％glucose 140 m1を使用している．

 われわれの用いたDIP用Conrayは，30 w／v％

Conray 220 m1であるので，総ヨード量は，前述の報

告者中では最：も少ない．すなわち60％Conrayにし

て110m1（ヨード量319）である．このDIP用Con－

rayが試「作された根拠は不明であるが，杉田らによる

60％Conrayを用いてのDIPに関する詳細な検討か

ら，腎不全例に対しては，60％Conrayの量にして

110m1前後を使用すべきであるという結論が出され

ている．

 今回われわれは，腎機能が正常または正常に近い，

血清creatinine値の上昇のない片側通過障害腎につ

いて，30％DIP Conrayを使用したが，結果的にみ

てたいへんに優れた成績が得られ，造影剤量として

は，30％Conray 220 m1でじゅうぶんであると考え

られた．

 DIP施行の前処置として， ConrayをDIPに使用

した報告者は，いずれもヒマシ油の投与，または，腸内

ガス吸収剤の投与をおこなっている．しかし，われわ

れは，DIPが他の強化王VPであるdouble dosis法，

delayed法に比して実用的であるのは，前処置の必要

がない点にあると考えているので，今回のDIP Con－

ray使用例も，全例とくに前処置をおこなわなかっ

た．この結果，荒井ら12）が報告しているごとく，DIP

によって腸内ガス像が目だつという現象を生じたとも

思われるが，DIPの描出力はこのガス発生の程度を越

えて優れていた．

 30％DIP用Conrayの静注に関する手技は，従来
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の製品に比しておおいに改善されたといえよう．とく

に希釈液に5％glucoseを用いるために生じた粘稠度

の上昇がな．ぐ，．注入時間の短縮が可能であった．ただ

添付されている静注針は，もっとよく切れる針を使用

してほしいものである．

 DIP施行時の水分摂取の問題については，すでにわ

れわれも報告しているごとく5），少なくとも片側通過

障害腎の場合には，．．．hydrationは，よりよい成績を得

るものと思われる．しかし，造影剤の濃度が，30％と

60％のいずれが適当であるかは，いちがいにいえない

問題であり，患者によっては，十分な水分摂取をして

こないものもあって，30％使用のほうが無難であると

も考えられるが，むしろ，30％使用の利点は，静注の

容易さという点にあると考えるほうが妥当であろう．

 撮影時間については，あまり詳細な報告はなく，報

告老によって造影剤の量も一一一L定でないので比較は困難

であるが，Conrayを用いてのDIPでは，杉田は，健

腎と患腎に大きさの差のないものでは45分まで，水腎

型では60分置で，．萎縮腎型でも60分までの撮影でよい

と報告している．また，石神の報告によれば，尿路結

石例では，60分以内に最も明瞭な腎孟，尿管像が得ら

れている．

 30％Conray 220 m1使用のわれわれの成績では，

尿管結石による閉塞腎では，10分から30分で，毒味，

尿管の描出が最も明瞭であり，60分撮影を追加すれば

完全である．尿管狭窄の症例では，閉塞腎ではないの

で，より早い時点で満足すべき造影が得られ，30分以

内に腎杯，腎孟，尿管ともに最も明瞭な成績が得ら

れ，尿管結石例と同じような成績であった．このこと

は，狭窄の程度が高度でなく，腎が水腎化していない

時期に当るものとして杉田らの成績によく合致してい

る．機能低下をきたしている水腎症例では，DIPによ

る尿路描出時間は，明らかに遅れており，60分から120

分の撮影が必要であった．そしてこれらの症例では，

10分目の撮影は，あまり得るところがないので，むし

ろ，20分目より撮影を始めるほうが患者のX線被曝量

の点からみて適当であろう．

 DIP施行前後の検査成績では，血清電解質について

みると，杉田らは，DIP施行直後におけるNaとC1

の低下，Kの上昇を報告しているが，われわれの今回

の症例には電解質の変動は著明ではなかった．明らか

な変動は，Ht値にみられ，いずれの例もDIP施行

後Ht値の上昇がみられた，このことは，造影剤によ

る利尿のため，循環血漿量が減少したためであると思

われ，DIP施行前にhydration状態にしておくこと

が安全であるという説をうらづけるものと考える．血

清creatinine値は， DIP施行後，わずかながら上昇

したが，これは，Ht値上昇に伴うものと考えてよい

と思われる．

 その他，30％DIP C・nrayを用いて1．特異的な副

作用は認められなかった．      i

結 語

 1．30％DIP用Conray 220皿！を片側通

過障害腎で，screening IVPによって，描出が

不良であった20例に用い，全例満足できる尿路

．像を得ることができた．

 2．30％DIP用Conrayによる特異な副作
用は認、められなかった．

 3．片側通過障害腎中，水腎化の進行してい

ない例では，60分以内で，明瞭な尿路像が得ら

れた．水油化の進んでいる例では，120分まで

の撮影時間が必要であった．

 4．DIP施行によりHt値の上昇が認められ

るので，循環血漿量の減少を防ぐためにも，

DIP施行後の水分摂取がすすめられる．
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