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腎孟腫瘍の動脈撮影
横浜市立大学医学部泌尿器科学教室（主任：高井修道教授）

福岡洋 村山鉄郎
小 川 勝 明

AN ANGIOGRAPHIC EVALUATION OF RENAL PELVIC TUMOR
Hiroshi FuKuoKA， Tetsuo MuRAyAMA and Katsuaki OGAwA
From the Dのαプt〃zent o！σプology， School ofルfedicine， Yoleokama C勿ひniversit），
（Chairman： Prof． S． Tafeai， M． D．）

Six cases of renal pelvic tumor were studied by renal selective angiography， ln all the cases
diagnosis of renal pelvic carcinoma was confirmed histologically．

Angiographic findings were reviewed in an attempt to find characteristics which would distin−
guish this entity from hypernephroma and other cliseases of close resemblance． Of these， 4 cases
showed angiographic characteristics which were enlarged pelviureteric artery， fine neovascularity，
fine b lush， vessei narrowing and absence of A−V shunting．

In some cases， therefore， a combination of urography and renal angiography makes it possible
to distinguish between renal pelvic tumor ancl adenocarcinorna but angiography have not yielded a
conclusive result．

緒

症

言

腎孟腫瘍は従来頻度が少なく，腎腫瘍のおよそ10％

前後を占めるとされている、しかし本邦でも高橋

例

症例1 72才男子．

1ヵ月前より無症候性肉眼的血尿が出現し1972年

ら30），志田ら28），南ら21），赤坂ら1），大越ら22）の万別

6月初診．IVPにて左腎孟，野臥の陰影欠損が認め

腫瘍統計が報告され，！971年にはさらに以後の症例を

られた．RPはPRPを併用しておこないIVPと同

集めて佐藤ら27）は398例の集計をおこなっている．す

様の陰影欠損を認めた（Fig，1）．膀胱鏡で左脚性血

でに報告例だけでも400例を越えており増加の傾向に

尿を認めたが膀胱腫瘍は存在しなかった．尿細胞診は

あると考えられる．また腎孟腫瘍の診断は困難なこと

Class Nであった．左選択的腎動脈撮影では腎孟尿管

が指摘されており，とくに腎尿管全摘除術兼膀胱壁一

動脈の拡大，蛇行，腫瘍部血管新生，血管狭窄およ

部切除術をおこなううえからも腎癌との鑑別は重要視

び軽度の腫瘍部濃染を認めた（Fig．2）．しかし

されている．そのためBoijsen2・3）が本腫瘍の診断に腎

pharmacoangiographyは無効であった．

動脈撮影が有用であると報告して以来腎孟腫瘍での選

手術は腎孟腫瘍の診断のもとに左腎尿管全摘除術兼

択的腎動脈撮影実施の機会が増えており確定診断の一

膀胱壁一部切除術をおこなった．摘出腎は210g，

助とするための努力が払われ，また動脈像にかんする

12．5x7．5×4．Ocmで腫瘍はほぼ腎孟全体を占めて

知見も増加している2・3・ユ0・11・ユ2・15・16，17・20・25・26）．

いた．組織学的検査では移行上皮癌，Grade皿であ

われわれは1971年8月以降1年間に6例の腎孟腫
瘍を経験し，いずれも術前に腎動脈撮影をおこなった

り腫瘍ぱ一部腎孟壁を破って浸潤していた．

症例2 73才男子．

のでその所見を報告するとともに診断価値および限界

10年前より排尿困難および頻尿があったが／972年

について検討を加えた．

3月尿閉をきたし初診，前立腺は触診上正常大であっ
たが膀胱，尿道撮影で前立腺肥大症および前立腺結石

g所見を認め入院した。しかしTURを予定して術前
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におこなったIVPで左上腎杯の陰影欠損が判明した

本存在し，右選択的腎動脈撮影では血管像に異常を認

（Fig．3A）． RPでも同様の陰影欠損を認めた（Fig．

めなかった（Fig．10）．同時におこなったpharmaco・

3B）．膀胱鏡では膀胱内に腫瘍を認めず，尿細胞診は

angiographyでも異常所見を認めなかった．

Class Vであった．左選択的腎動脈撮影では陰影欠損

手術は右腎孟腫瘍の診断のもとに腎尿管全摘除術兼

部に一致した軽度の血管新生を認めた（Fig，4），し

膀胱壁一部切除術をおこなった、摘旺腎は183g，

かしpharmacoangiographyは無効であった．

ユ2，5×6．5x4，5cmで上上杯内に2．2×2．Ocmの乳

手術は左右孟腫瘍の診断にて腎尿管全摘除術をおこ

なった．摘出腎は120g，10．2x5．4×4，0cmで腎蔵
内に3．0×3．Ocmの腫蕩があった．組織学的検査で
は移行上皮癌Grade皿で腫瘍は腎山外脂肪組織への
浸潤を認めた．

頭状の腫瘍が存在した。組織学的検査では移行上皮癌

Grade皿で，周囲への浸潤は認めなかった，
症例6 41才男子．
5ヵ月前からときどき肉眼的」血尿および左下腹部痛

が出現しており，1972年3月受診した、IVPでは右

症例3 58才男子．

軸雨意は正常であるが左腎孟像は描出されなかった．

約1年前からときどき肉眼的血尿が続いており腹痛

DIPをおこなうと左側は著明な腎孟腎杯の拡張のあ

や排尿障害はなかった．1972年3月，血尿が増強した

ることが判明した．RPでは腎孟尿管移行部の狭窄

ため受診，IVPにて鼓膜孟の陰影欠損を認めた． RP

および著明な水腎を示し（Fig．11），経皮的腎孟撮影

はPRPを併用しておこない， IVP と同様の腎孟陰

でも同様の所見が得られ，腎孟像は均等の濃度で陰影

影欠損を認めた（Fig．5）．膀胱鏡では：右腎性血尿を認

欠損を思わせる所見はなかった．膀胱鏡では膀胱腫瘍

めたが膀胱腫瘍は存在しなかった．尿細胞診はClass

は存在しなかった．左選択的腎動脈撮影では心内血管

Nであった．右選択的腎動脈撮影では腎孟尿管動脈の

は細く伸展し，粗となり水腎症の所見を示した（Fig．

拡大および腫瘍部の軽度」血管新生が認められた（Fig．

12）．

6）．しかしpharmacoangiographyは無効であった．

手術は左水腎症の診断のもとに腎摘除術をおこな

手術は二二孟腫瘍の診断のもとに腎尿管全摘除術兼

った．摘出腎は300g，23．0×10，0×4．5cmで広田

膀胱壁一部切除術をおこなった．摘出腎は170g，

尿管移行部には長さ2cmにわたる狭窄部位があっ

10．4x5．5×4．5cmで腎蔵内に2．5×2．Ocmの乳頭

た．しかし割面をみると中腎杯内部に2．5x1．8cm

状腫瘍が存在した．組織学的検査では移行上皮癌

の乳頭状腫瘍が発見された（Fig．13）．そのため2週

Grade Iで周囲への浸潤を認めなかった．

後に残尿管摘除および膀胱壁一部切除術をおこなっ

症例4 67才男子．

た．組織学的検査では移行上皮癌Grade Iで周囲へ

1ヵ月まえ健康診断で顕微心的血尿を指摘された．

の浸潤を認めなかった．また腎孟尿管移行部の狭窄部

自覚症状はなかったが精査のため1972年6月受診し

位にも腫瘍組織は認められず，先天性狭窄と考えられ

た，IVPにて左腎孟の陰影欠損が判明した（Fig．7）．

た．

膀胱鏡では膀胱腫瘍は存在しなかった．尿細胞診は
Class皿であった．左選択的腎動脈撮影で腎孟尿管動

症例の要約

脈の拡大および，陰影欠損を示した部位に一致した淡

前記6症例の年令，性，主訴，レ線検査，細胞診，組

い血管新生と血管狭窄像を認めた（Fig．8）．

織所見の要約をTable！に示す．6症例すべて男子

手術は左腎孟腫瘍の診断のもとに腎尿管全摘除術兼

で年令は最低39才，最高73才で，赤坂ら1），大越ら23）

膀胱壁一部切除術をおこなった、摘出腎はユ90g，ILs

の統計でも約80％が40〜70才にみられたという．左

x5．5×4．5cmで腎孟中央部に2．0×2．0×1，5cm

右別は右2例，左3例であった．主訴は血尿が5例を

の乳頭状腫瘍が存在した，組織学的検査では移行上皮

占め1例は前立腺肥大症による尿閉をきっかけに偶然

癌Grade皿で酷薄外脂肪組織およびリンパ管への浸

発見された．主訴では従来より血尿が圧倒的に多く大

潤を認めた．

越ら23），佐藤ら27）の統計では87％，80．7％であった．

症例5 39才男子．
1971年8月，突然無症候性の肉眼的血尿が出現した

レ線検査ではIVPにより5例が腎孟，腎杯の陰影
欠損を示したが水腎化をきたすことはなかった．残り

ため受診した．IVPにて右上聖杯の陰影欠損が認めら

1例はIVPで患側が描出されず， DIPおよびRPに

れた（Fig．9A）． RPでも同様の陰影欠損を示した

より水腎の所見しか得られなかった．RPは5例にお

（Fig．9B），膀胱鏡では膀胱腫瘍は存在せず，尿細胞

こなっており，うちIVPで陰影欠損のあった5例中

診はClass Nであ？た・大動脈撮影で右腎動脈は2

4輝ではIVPの所見をさうに確定的なちのとするモ
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tt

Fig．1．症例1 72才男子 RP＋PRPで左腎孟，
腎杯の陰影欠損を示す，

狽狽狽狽堰^

Fig．2，症例1 左選択的腎動脈撮影で腎孟尿管動脈
の拡大（↑印），血管新生（↑↑印），血管狭窄

（介印）を示す，また腎の下半分を走る区域
動脈は軽度の変位を受けている．

Fig．4．症例2 73才男子 左選択的腎動脈撮影で腎
孟撮影での陰影欠損部に一致した血管新生お
よび軽度濃染を示す（↑）．

福岡・ほか 腎孟腫瘍の動脈撮影
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Fig． 5．

症例3 58才男子RP＋PRPで右腎孟の
陰影欠損および腎杯の軽度拡張を示す．

Fig．6．症例3 右選択的腎動脈撮影で腎孟尿管動脈
の拡大（↑印）および腫瘍部の軽度血管新生
（↑↑印）を認めた，

鞍擁繕灘t．．。、．

雛犠
雛
窒、峯

幽趣

講繰

Fig．8．症例4 左選択的腎動脈撮影で腎孟尿管動脈

Fig，7．症例4 67才男子 IVPで左腎孟の陰影欠
損が認められた（↑印）．

の拡人：（↑印）および腫瘍部の血管新生（倉
印），血管狭窄（↑↑印）を示す．
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Fig． 9A． IVP Fig． 9B． RP
症例5 39才男子．右上腎杯の陰影欠損を示す．
誌〆や

騨確：
「lt・鑓

Fig，10．症例5 右選択的腎動脈撮影で図はposte・
rior divis量onの選択造影であるがanterior
divisiQnとともに異常血管を認めなかった．

Fig．11．症例6 41才男 ：右RP像で著明な腎孟腎
杯の拡張および腎孟尿管移行部の狭窄を示
し腎杯内の陰影欠損は証明されない．

Fig，12．症例6 左選択的腎動脈撮影では腎内動脈
は粗で伸展され典型的水腎様を示すほかは
異常所見を認めなかった．
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渉
Fig．14B． Fig．14Aの腫瘍部拡大．強拡大は1はFig．16A，
B，皿はFig．17A， B，皿はFig．18A， Bにそれぞ
れ示す，

Fig．13．症例6 摘出腎（300 g，23．0×10．0×
4． 5cm）．割面で腎」駐腎杯は．著明に拡張を

示し，中腎杯内に2．5×1．8cmの乳頭状
腫瘍が合併していた．

掌．

t

騰蹴賠

ド1

葱樽
閣．
k

響購郵箋
Fig．14c． Fig．14Bと同一部位の組織像（H−E染色）

Fig．14A，症例2におけるmicroangiography

ﾅ
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影

t

墨

sli・

Papillomatous Pattern of parallel Network lnflammatory

pattern arteriole3 pattern pattern
Fig． 15， Microangiographic patterns

Table 1．

＼翅1

2

1

年令・性

72・男

3

73・男

4

6

5

58・男

67・男

39・男

4！・男

肉眼的血尿

肉眼的血尿
左下腹部痛

主 訴

肉眼的血尿

尿

閉

肉限的血尿

顕微鏡的血尿

IVP

左腎孟腎杯

左腎杯陰影

右腎杯陰影

欠

右腎孟陰影
欠
損

左腎孟陰影

陰影欠損

欠

欠

RP

左腎孟腎杯

陰影欠損

左腎杯陰影
欠
損

右腎孟陰影
欠
損

動脈像

異常1血管㊦

異常血管①

異常血管e

細胞診
組織像

Class N

移行上皮癌
Grade皿

Stage

損

Class V

ytiiffG
腎孟尿管動脈拡大

損

右腎杯影陰

左 水 腎

UPJ狭 窄

損

水

Class N

移行上皮癌

Grade皿

Grade且

2

腎

異常血管e 異常血管θ

移行上皮癌

Grade g

左 水 腎

欠

Class盈

移行上皮癌

3

3

異常血管㊦

Class N

移行上皮癌
Grade皿

損

移行上皮癌
Grade 1
2

2

3

Table 2．動脈撮影所見
2

1

十

血

管

新

生

十

十

腫

瘍

論

染

十

±

血

管

変

方

十

血

管

狭

窄

十

動

静

脈

痩

3

4

十

十

十

十

5

6

十

Pharmacoangiography

施行せず

施行せず

とができた．しかし水腎に合併した1例ではRPで

染，動脈狭窄であり，変位は！例に認められた．また

も腎孟腫瘍の所見は得られなかった．

poolingや動静脈痩はいずれにもみられなかった．

血管撮影では全例に大動脈撮影，選択的腎動脈撮影

pharmacoangiographyではすべて病的所見を強調した

をおこない，アドレナリン10μを用いるpharmaco・

り，かくれた所見を引き出す効果なく，4例とも無効

angiographyは4例におこなった．腎動脈像で腎孟

であった．

腫瘍を裏づける所見の得られたものは4例でありその

尿細胞診（早朝尿，1500回転，5分間遠沈，パパニ

所見を分析するとTable 2のごとくである．すなわ

コラ染色）は5例におこないClass V 1例， Class］V

ち腎孟尿管動脈の拡大，血管新生，腫瘍部の淡い濃

3例，Class皿 1例で4例がClass N以上の所見を
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①，②の所見に加えて実質の圧迫萎縮腎動脈の狭小

刀tした．

組織学的には全例移行上皮癌で悪性度は1〜皿に分
布し，Grabstaldら9）の提唱した進展度では2〜3に

化がみられたという，

いっぽうMittyら20）は浸潤する心霊腫瘍では動
脈は伸展，直線化を示し狭窄と閉塞がみられたと述べ

分布した．

考

察

腎孟腫瘍のレ線診断は腎孟像での陰影欠損や変形が

ている．勝部ら15）も同様の成績を報告しており，さら

に浸潤や圧迫による血管狭窄を描出するには動脈撮影
よりも腎静脈撮影をおこなったほうが有利であるとい

主体となり，Eieら7）はCO2を用いたRPとPRP

う．また石田ら11）は尿管腫瘍の場合も含めて，①栄養

を併用して断層撮影をおこなえばいっそう有力である

動脈の怒張，②血管狭窄，③腎内動脈は水腎化のため

という．しかしときに腎癌，転移性腎腫瘍，腎結核，

粗となり，④腫瘍血管や腫瘍濃染は少ないと述べてい

腎結石，腎嚢腫，水腎症，腎乳頭壊死，凝血などとの

る．

鑑別がっかず，摘出腎によりはじめて腎孟腫瘍が判明

Rabinowitzら26）は22例の純白腫瘍の動脈像を検

することもあり，従来より本腫瘍の術前診断は比較的

討し，腎孟尿管動脈の拡大（55％），血管新生（82％），

困難とされている．

腫瘍部濃染（82％），血管変位（73％）といった所見が

腎孟腫瘍がほとんど正常に近い腎孟内に陰影欠損を

みられ，動静脈痩は全例にみられなかったと報告して

つくる場合は本症の診断に有力な所見であるとされて

いる．これらの成績より腎虚腫瘍の診断においても動

いるが，腫瘍が小さく腎杯深部に位置する場合は腎孟

脈撮影が有用であることが明らかになりつつある．

像の変化もほとんどみられない8）．また達士腫瘍に石

またLagergrenら16）の腎孟腫瘍でのmicroangio・

灰化を生じた場合や結石に合併した腎孟腫瘍の診断が

graphyを検討した結果によると出現する異常血管は

困難なこともじゅうぶん考えられる．さらに腎癌との

4群（乳頭状型，細動脈並走型，網目状型，炎症型）

鑑別は手術法が異なるうえからもとくに重要であり，

に分けられるという（Fig．15）．乳頭状型および細動

一般に腎孟腫瘍では腎臥像全体の変形は少なく，いっ

脈並走型は移行上皮癌にみられ，網目状型は扁平上皮

ぽう腎癌ではexpansiveに発育するため腎孟の変形が

癌に主として出現したという．また浸潤性腫瘍では周

強くなる17）といわれる．しかし腎孟腫瘍でも大きく発

囲に炎症を伴うため，そこに一致して不整な炎症型の

育し，実質に浸潤した場合は腎癌との鑑別は当然困難

血管新生のあることも明らかになった．

となる，

なお自験例においても4例にLjungqvist（1963）19）

こういつた点より腎孟腫蕩で動脈撮影をおこない腎

の発表した方法で皿icroangiographyをおこない

癌と異なる所見が得られれば鑑別に：有力な手段となる

Lagergrenらと同様の成績を得ているのでその一部を

わけで6dman24），Edholmら6）1よはじめて腎孟腫瘍例に

参考に示す．症例2（73才男子，移行上皮癌，Grade

選択的腎動脈撮影を応用したがこのさいには診断に役

皿，腎孟細砂に浸潤あり）の場合（Fig．14A， B， C），

だつ所見は得られなかった，しかしそのこBoijsen2， 3）

腫瘍部位には乳頭状に蛇行する血管新生（Fig 16 A，

は腎孟腫瘍で病的血管が出現することを明らかにし

B）および細動脈が平行して走る部位（Fig．！7 A， B）

た．またLagergrenら16）もmicroangiographyをお

が認められた．また雨脚立酒に浸潤し，その周囲に炎

こなって詳細な検討を加えており，診断上動脈像が有

症を伴った部位では不規則に蛇行する炎症型の血管新

用であると考えられるようになった．

生が認められた（Fig．18A， B）．

Boilsenら3）の成績によると，①正常腎を有する腎

しかしこれらmicroangiographyでの異常血管は動

孟の小腫瘍では腎動脈血にほとんど変化がなく，②腎

脈撮影で所見のみられなかったものにも証明されてお

実質に浸潤する場合は腎孟，尿管動脈および腎動脈末

り16），臨床での動脈造影にはある程度限界があるとい

梢の蛇行，不整がみられ，ときに腫瘍部濃染をみる．

える．さらに腎癌の場合のmicroangiographyでは腫

また③腫瘍が尿流を閉塞する場合には水腎症の所見が

瘍細胞間にsinusoid状になった血管腔を生じ，ここ

みられたと報告している．

にpoolingを生ずる13）ことと比較すると腎孟腫瘍で

また本邦においても岡本ら25）が診断上動脈像の有用

の病的血管ははるかに少ない，そのため腎孟腫瘍での

性を検討している．その所見によると①尿管に近い腫

病的血管描出は腎癌と比べ，その血管構築上からはる

瘍では水腎症様の所見や腎動脈，腎被膜動脈の変位が

かに不利であるといえる．

みられ，②腎杯部のものでは病的血管や腎内動脈の走

これらより腎孟腫瘍での病的な血管新生が描出され

行異常が出現し，③腎孟全体に腫瘍が広がった場合は

るには腫瘍が浸潤性で比較的太い血管となり，周囲に
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炎症性の血管新生を伴う場合といえる．また自験例を

ればかなり正確な術前診断を下しえて，腎尿管全摘除

含めてpharmacoangiographyが無効である4・・lo・・14）と

術にじゅうぶん対処しうるものと考える．

いわれていることも炎症性血管新生の可能性を示すも
のと思われる．さらに自験例の場合を含めて動脈像で

結

語

異常を認めてもその範囲は実際の腫瘍の一部にすぎ

1） 1971年8月から1972年6月までの11ヵ月間に

ぬ11・16）ことが多い． これは腎癌が動脈像からかなり

6例の腎孟腫瘍を経験したので報告した．

進展度を解明しうる18）ことと比べて大きな差となる。

また中山ら22）は腎癌でも壊死が強ければavascular

な部位がみられるといい，病的血管の少ない開園腫瘍
との鑑別に問題を生ずるし，Combsら5）， r石沢ら12）

2） 6門中5例は術前に腎孟腫瘍と診断し，レ線検
査では腎彫像の陰影欠損は5例に，腎動脈撮影での異
常所見は4例にみられた，
3） 腎動脈像での異常所見は腎孟尿管動脈の拡大，

は腎の炎症性病変でも血管新生を認めており，腎孟腫

蛇行，血管狭窄，血管変位，腫瘍部の血管新生および腫

瘍の異常血管がかならず描出されるわけではないの

瘍部の淡い濃染であり，腎癌の場合にみられるpooling

で，回漕腫瘍の動脈撮影診断に限界のあることを指摘

やA−V shuntingは認めなかった．また4例におこな

している．

ったpharmacoangiographyはいずれも無効であった．

自験例では6例のうち，腎杯内の小腫瘍と水腎に合

4）4例におこなったmicroangiographyでは

併した小腫瘍の各1例では血管撮影上腎孟腫瘍を疑う

Lagergrenの明らかにした移行上皮癌での乳頭状型お

所見がみられなかった．

結局，腎孟腫瘍の診断に最有力なのは当然ながら腎

よび細動脈並走型の血管新生を認め，また浸潤する部
位の周囲には炎症型の血管新生を認めた．

孟像である．しかし腎三内陰影欠損に一致した細く蛇

5） 以上より腎孟腫瘍のレ線診断は腎総勢が主体と

行する血管新生像，狭窄像，腎孟尿管動脈の拡大，淡い

なるが，動脈像からも診断を確定しうる所見が得られ

腫瘍部濃染はかなり診断に役だつ重要な所見である．

る．しかしその頻度は腎癌の場合ほど高くなく信頼度

そして腎癌の場合ほど異常所見の出現頻度は高くない

にはまだ問題がある．

とはいえ，腎孟像と動脈像の詳細な検討を組み合わせ

稿を終わるに当り，ご校閲いただいた高井修道教授，症例

福岡・ほか 腎孟腫瘍の動脈撮影
4を提供していただいた神奈川県立成人病センター，近藤猪
一郎博士ならびにご協力いただいた横浜市大泌尿器科教室諸
氏に感謝いたします． なお本論文の要旨は第341回日本泌尿
器科学会東京地方会において発表した．
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