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〔轡警矯銅

尿 管 開 口 異 常 の

神奈川県立こども医療センター泌尿器科

福岡  洋・寺島和光

5 例

ECTOPIC URETERAL OPENING： REPORT OF FIVE－CASES

Hiroshi FuKuoKA and Kazumitsu TERAsHiMA

Fプ。ノπ〃ze De加プ襯θ寵。∫ひプ010gy， KanagaWa Cん〃drens’Medica／Center

  Five cases o’f ectopic ureteral opening were．reported， There were four cases of type 1 of

Thom’s classification and one case of type ／［II，

  Two patients with type工had noticed urinary incontinence since birth． Urological studies

in ’these cases disclosed the ureter ectopically opened into the v’agina with ipsilateral hypoplastic

kidney，． ln the other tvv’o patients with type 1， the ureter ectopicaily opened jnto the，bladder

neck and hydronephrosis was accompanied．

  In one patient with type III a cystic mass was noticed in the external genitalia， This cystic

rnass prolapsed to the vagina wag． found to be the distal end of the ureter which was ’ 盾獅?of the

completely duplicated ureters， draining the upper multilocular kidney and opening into the

’urethra．

  In discussion， we reviewed soine probleins ln diagnosis and inanagement of ectopic ureters．

緒 言

 尿管開口異常は泌尿性羅奇形のなかでは比較的多く

みられるもので本邦においても高橋・市川22）の第1例

以降350例を越える集計17）がおこなわれており，また

本症の発生病理，診断，治療についても数多くの考察

が加えられている．

 そして典型的な症例での診断，治療はなんらの問題

もないが，本症には発育不全腎のほかに腎嚢腫，尿管

瘤，水腎などの合併も多く，．ときに診断上困難を生ず

る復雑な症例Dがあり，新生児期，乳児期には一般に

考えられるほど診断は容易でない，

 われわれは今までに種々のタイプの尿管開口異常5

例を経験したので追加報告するとと．もに診断，治療に

関し若干の考察を加えた．

症 例

症例1

患者：生後20日目．女子．

主訴：腹部腫大，腔前庭部腫瘤．

妊娠・分娩経過：異常なし．1971年6月30日生れ．

生下時体重46009．

 家族歴＝両親に特記すべき疾患なし．第1子は骨盤

位にて死産第2子は2才；健康．患者は第3子．．

 現病歴：生下時より膣mから示指頭大の腫瘤が突出

しており，この腫瘤は出たり引っこんだりしていた．

また同時に腹部の腫大があった．生後7日目に某病院

に入院し，消化管の検査を受けるも異常なかったが両

側腎が触知したので1971年7月20日当科紹介され入院．

 入院時現症：胸部理学所見正常．腹部は軽度膨満

し，両側腎は明瞭に触知しなかったが腎部に抵抗を感

じた．膣白より球状の粘膜におおわれた腫瘤が突出し

ており，直腸診で肛門輪より約3cm上方に鶏卵大の

思い腫瘤を触れた．

 一般検査成績：血液所見；Hb 16．Og／dL赤血球，

387×104，Ht 40％，白血球8400，総蛋白6．49／dl，

BUN 17mg／dl，電解質・肝機能正常範囲内．尿所見；

蛋白3十，赤血球．4～5／金視野，白血球無数，尿培養

Pseudomonas aeruginosa 105／cc以上．

 レ線検査：IVPで：右腎は重複腎孟尿管を示したが

腎孟像，尿管に異常なく，右腎はネフログラムの下方

に正常に近い腎孟像が得られ，上方は描出されなかっ
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た（Fig・1），また膀胱像では後方から大きな球状の

腫瘤による圧排を示した（Fig．2）．膣造影では異常

を認めず，また厨口より突出する腫瘤を穿刺後カテー

テルを挿入して造影すると約5cmの管状の像が得ら

れ，そのこ穿刺孔より尿様分泌物が漏出するのが認め

られた．

 以上の所見より尿管開口異常，子宮水腫などが考え

られたが確定しないまま1971年8月3日手術した。

 手術所見；下腹部横切開の皮切をおき，腹腔を開く

と，膀胱後面にミカン大の嚢腫状腫瘤がみつかり，卵

巣・子宮には異常を認めなかった．膀胱を切開すると

左右の尿管口は1ヵ所ずつ認められ，尿道よりカテー

テルを挿入したところ，膀胱内にはいらず，膀胱後壁

の索状物の中にはいってしまった．そこで膀胱後面の

嚢腫状腫瘤を剥離すると上下に尿管が連らなり，下方

は尿道に達していた．ここで右完全重複腎孟尿管の上

腎孟由来の尿管が尿道に開口し，しかもその下部が嚢

腫状に拡張していることが判明した．異常開口する尿

管を尿道近くで結紮切断し，上方はほぼ中間の部位で

切断したのち，カテーテルを挿入し腹壁に誘導して創

を閉じた．その9日後に2回目の手術をおこなった．

腰部斜切開で：右腎に達すると上1／3は小さな嚢腫が多

数みられ，下2／3は正常の実質がみられた（Fig．3）．

上品孟を剥離すると前回手術時挿入しておいたカテー

テルを触知し，上1／3の嚢腫部を部分切除した．

 術後経過は良好で1971年9月19日退院した．しかし

術後も膿尿がときどきみられ，1973年5月には右腎

（下腎孟）への膀胱尿管逆流も出現した．逆行性，排

尿性尿道撮影では残尿管への逆流は証明されなかった

が尿感染は残尿管が原因している可能性が強く，経過

観察中である．

 病理学的所見：部分切除した右上腎は最大で小指頭

大までのいろいろの大きさの嚢腫で占められ，腎実質

は認められず，腎孟は拡張していた．組織学的には

Bowman氏嚢および尿細管の拡張，間質結合織の増

大および骨，軟骨組織がみられ，腎面壁は慢性炎症所

見を呈した．以上より多房性嚢腫を伴うrenal dys－

plasiaと診断した（Fig．4）．

 症例2

 愚者：3才3ヵ月、男子．

 主訴：腹部腫瘤．

 妊娠・分娩経過：異常なし．生面時体重30009．

 家族歴：両親はイトコ同志．父親に精神障害あり，

 現病歴＝乳児期より腹部腫大があったが放置してい

た．しかし増大する傾向があるため，1971年9月19日

当科紹介され入院．

 入院時現症：胸部理学所見正常．腹部は右側腹部全

体を占める嚢腫状の商い腫瘤により膨満していた．

 一一般検査成績；血液所見；Hb 12，7g／dl，赤血球

446x104， Ht 41％，白血球3500，総蛋白7．09／dl，

．BUN 9．8mg／dl，電解質・肝機能正常範囲内．尿所見

；蛋白（±），赤血球1～2／数視野，白血球1～2／数視

野，尿培養陰性．

 レ線検査：腹部単純撮影で腸内ガス像が左側に圧排

され，右腹部は均一な像で占められていた．IVPおよ

びDIPでは右腎は全く描出されず，左回は重複腎孟

尿管であったが通過障害は認められず，また膀胱像は

右側からの圧排を示した（Fig．5）．経皮的腎孟撮影

．で右側腹部全体を占める腎孟像が得られた（Fig，6）．

このさい穿刺により内容液800ccを排出した．

 以上の所見より右水腎症と診断し，1971年10月17日

手術した．

 手術所見：腰部斜切開で右腎に達すると重複腎孟尿

管であることが判明し，上下の腎孟とも嚢状に拡張

し，実質の残存はほと布ど認められなかった（Fig・7）。

また尿管の拡張も著しく，上腎孟からの尿管は直径

3・OCIn，下腎孟からの尿管は直径2．Ocmであり，腎

摘除術をおこなった．次いで右下腹部横切開にて尿管

の下部を剥離すると上下の尿管は1本に癒合し，内尿

道口の方向に向かっていた．膀胱を切開すると1本目

癒合した尿管は膀胱頚部に開口しており，尿管を全摘

出した．

 病理学的所見：摘出腎は15．0×3．Ocmの嚢状で壁

の厚さはO．2・cm程度であった．山流は上下とも著明

に拡張していた．組織学的には糸球体数の減少がみら

れたが比較的よく保存されていた．尿細管は拡張し，

間質血管壁の肥厚，間質の著しい小円形細胞浸潤を認

めた．

 症例3

 患者：4才9ヵ月女子．

 主訴：発熱，右側腹部痛．

 家族歴・既往歴：特記すべきことなし．

 現病歴；約2年前および1年前に高熱が出現し，尿

路感染を指摘されていた．1973年2月高熱および右側

腹部痛が出現し，某病院へ入院した．IVPで左腎の水

腎症，膀胱撮影で面素への膀胱尿管逆流が発見され，

1973年4月26日治療のため当科を紹介され入院した．

 入院時現症：胸部理学所見正常．腹部は平坦，柔軟

で両側腎を触知せず，圧痛もなかった．

 一般検査成績：血液所見；Hb 13」g／dl，赤血球

445×104，Ht 41％，白血球12，500．総蛋白8ユ9／dl，

BUN 1．3 mg／d】，クレアチニン0．6m9／dl，肝機能・
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Fig． L 症例11VP Fig，2，症例11VP （側面像）
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Fig．3．症例1 術中の右腎
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Fig，5．症例21VP Fig．6。症例2 右経皮的野孟撮影
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Fig．9．症例4
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Fig．12，症例4 組織像
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Fig．13．症例5 膣撮影＋膀胱撮影＋IVP Fig．14．症例5 大動脈撮影

Fig．15．症例5 摘出標本
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Fig．16．症例5 組織像
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電解質正常範囲内．尿所見；蛋白（±），赤血球（一），

白血球多数，尿培養E．coli 10「）／cc以上， PSPテス

ト（3．5％，20％，19，5％）．Fishbergテスト最：高1024，

クレアチニンクリアランス74．S£／day．

 レ線検査：腹部単純撮影にて異常を認めず，IVPに

て肝腎孟像はやや小さく，尿管の軽度拡張，蛇行を示

し，左回は腎孟および尿管の全長にわたる拡張，尿管

下端部の狭窄を示した（Fig．8）．膀胱撮影では右側

の完全膀胱尿管逆流が認められた．

 膀胱鏡所見：右尿管口は三角部の外下方に位置し，

膀胱頚部に接近しており，大きく移冒し，収縮を認め

なかった．一方，左尿管口は認められなかった．

 以上の所見より右膀胱尿管逆流，下賜管下端部狭窄

と診断し，1973年5月9日手術した．

 手術所見：下腹部横切開にて膀胱を切開すると，右

尿管口は三角部の外下方に位置し移開していた．また

左尿管口は膀胱頚部に開口していることが判明した，

両側尿管を膀胱より引きぬき，右尿管は薩径7mm，

左尿管は直径10mmの拡張がみられたが， Politano－

Leadbetter法による両側尿管膀胱新吻合術をおこな

った．

 術後経過：しかし術後両側に膀胱尿管逆流がみら

れ，失敗の原因は：右側に尿管の緊張が加わったこと，

左側は拡張した尿管の縫縮（tailorlng）をしなかった

ためと考えられ，再手術を予定して経過観察中であ

る．

 症例4

 患者：2才3ヵ月，女子．

 主訴：尿失禁，頻尿，排尿痛．

 妊娠・分娩経過：異常なし。生理時体重31509．

 家族歴・既往歴：特記することなし．

 現病歴：1才半でオムツが取れたがその後も昼夜の

別なく下着が湿潤していた．しかし発熱や血尿をみる・

ことはなかった．1973年2月頻尿および排尿痛を訴え

るようになったため当科を紹介され受診した．IVPで

左腎が全く描出しないため，1973年6月2日精査目的

で入院．

 入院時現症：胸部理学所見正常．腹部は平坦，柔軟

で両側腎を触知しなかった．外陰部には異常を認めな

いが膣口より水様分泌物がとぎどき流出するのが認め

られた．

 一般検査成績：血液所見；Hb 11．4 g／d1，赤血球

453×104， Ht 36％， 白血球730e， 総蛋白  6．49／d1，

BUN 17mg／dl，クレアチニン0．7mg／dl，肝機能・

電解質正常範囲内。尿所見；蛋白（一），赤血球（一），

白血球4～5／毎視野，尿培養陰性．PSPテスト（11．5
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％，44．5％，20．0％）．Fishbergテスト最：高1040．

 レ線検査：腹部単純撮影で異常なく，IVPおよび

DIPで右上孟像に異常を認めなかったが左室は全く描

出されなかった．膀胱撮影で異常なく，膣撮影で左尿

管への逆流が認められ，第5腰椎の高さで終る尿管の

先端にわずかな警防像がみられた（Fig．9）．大動脈

撮影では野寺動脈は識別しがたく，ネフログラムも認

められなかった（Fig．10）．また腎シンチグラム，レ

ノグラムでは左腎の欠損を示した．

 膀胱鏡所見：右尿管口の位置，形態は正常なるも，

左側尿管間靱帯は形成されず，左尿管口も認められな

かった．

 以上の所見より左尿管膣開口，’rhom． 1型と診断し

1973年6月11日手術した．

 手術所見：左傍腹直筋切開にて，．後腹膜を剥離する

と，大動脈分岐部の高さに超母指頭大の左腎が発見さ

れ，腎表面には細い血管が多数みられたが明瞭な腎血

管は認められなかった．腎周囲を結紮切断して腎摘

し，尿管はできるだけ下方まで剥離して結紮切断し

た．

 病理学的所見艶書出色は3．S9，3．0×2。OxO．8 cm

で腎表面は軽度分葉状で扁平であり，腎外津西は3碧

したのち1本に癒合していた（Fig．11）．割面は皮髄

の境界鮮明で実質の幅は7～8mmで腎孟，腎杯の拡

張を認めなかった．組織学的に糸球体はいろいろな発

育段階のものがみられ，尿細管はほぼ正常に近かっ

た．また間質には小円形細胞の浸潤を伴っていた
（Fig． 12）．

 症例5

 患者：3才6ヵ月，女子．

 主訴：尿失禁．

 妊娠・分娩経過：異常なし．生下時体重：29009．

 家族歴：特記することなし．

 既往歴：生後6ヵ月のとき陰唇癒合のため切開

 現病歴：2才ごろオムツがとれて，排尿は規則的に

できた．しかし昼夜の別なく下着が湿潤しており外陰

部皮膚炎をくり返すため1973年2月当科を紹介され受

診した，IVPで左腎が描出されぬため，1973年6月28

日精査目的で入院．

 入院時季症：胸部理学所見正常．腹部は平坦柔軟で

両側腎を触知しなかった．外陰部にも異常を認めず，

視診では尿漏出を確かめられなかった．

 一般検査成績：血液所見；Hb 14，59／dl，赤血球

455×104，Ht 38％，白血球8900，総蛋白7．6g／dl，

BUN 15mg／dl，． Nレアチニン0．5mg／dl，肝機能・

電解質正常範囲内．尿所見；蛋白（±），赤血球（一），
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白血球2～3／毎視野，尿培養Enterobacter cloaca

lOs／cc以上． PSPテスト（39．O％，37．O％，10．O％）．

Fishbergテスト最高1036．

 レ線検査：腹部単純撮影で異常を認めず，IVPおよ

びDIPで右腎孟像に異常を認めなかったが左脚は全

く描出されなかった．膀胱撮影で異常を認めず，膣撮

影で左尿管への逆流が認められ，尿管は第3腰椎の高

さに達していたが三州像は得られなかった（Fig．13）．

大動脈撮影では左腎動脈は明瞭でなく，ネフログラム

も描出されなかった（Fig．14）．腎シンチグラム，レ

ノグラムでは左回の欠損を示した．

 膀胱鏡所見＝右尿管口の位置，形態は正常なるも，

左側尿管間靱帯は形成されず，左尿管口も認められな

かった。以上の所見より左尿管膣開口，Thom I型と

診断し，1973年7月9日手術した．

Table 1

 手術所見：左傍腹直筋切開にて後腹膜を剥離すると

第3腰椎の高さに示指頭大の左腎が発見された．左回

はほとんどアズキ大の嚢腫で占められ，腎血管は明瞭

でなかった．左腎摘し，尿管はできるだけ下方で結紮

切断した．

 病理学的所見1摘出腎は2．59，3．1×1．8×O．9cm

で表面は直径0．5cm程度の内容が透見される嚢腫で

占められていた（Fig．15）．割面では嚢腫は周辺部に

位置していた．組織学的には嚢腫は皮質および髄質内

に認められ，嚢腫のあいだに正常に近い糸球体，硝子

化した尿細管がみられ，間質は線維組織の増殖を示し

た（Fig．16）．

症例の要約
前記5症例の要約をTable 1およびFig．17に示

藩
／

2

3

4・

5

年 三

生 後
20 日

3才

4才

2才

3才

性

女

男

訓・・鑑・

右

回

皿

1

女1左｛1
女 左 1

女  左 1

主  訴  開口部

腹部腫大
前庭部腫瘤

右腹部腫瘤

発熱

尿道

膀胱頚部

膀胱頚部

尿失禁
i

膣
1

尿失禁 膣

腎尿管所見

右完全重複腎孟尿
管右尿管下端嚢状
拡張
右上多事性嚢腫腎
虫取完全重複腎孟
尿管
早立完全重複腎孟
尿管
右水腎症
左下完全重複腎孟
尿管

潜水腎症
右膀胱尿管逆流

二二育不全腎

左発育不全腎，腎
嚢腫

治 療写影

右．ヒ腎部分切除
術

右腎摘除術

（一）

（一）

両側尿管
膀胱新吻合術

（一）

二二摘除術 （一）

左腎摘除術 （一）

（症例1および2は奥山ら18）の集計による298，299症例目に相当する．）

症例1 2 3

悉

Fig． 17

4

叙
  i’i

殴

蚤T

5

i‘



福岡・寺島：尿管開口異常

す，三型はThom I型4例，Thom虹型1例であった

が術前に確定診断を下しえたのは尿管膣開口，Thom

I型の2症例にすぎず，他の3症例は手術によりはじ

めて診断が決定した．とくに症例1は複雑な異常が組

みあわさり，診断が困難で，手術も2回に分けておこ

なわれた．すなわち右完全重複腎孟尿管の上帯が多顕

性嚢腫となり，これに所属する尿管の下端が嚢状に拡

張して尿道に開口するとともに尿管の嚢状拡張部が膣

口より突出していた．症例2および3は膀胱頚部に開

口するThom I型で，いずれも上部尿路の拡張を伴

ったが症例2は水腎が強度のため腎摘した．症例4

および5は最も典型的なThom I型の尿管膣開口例

であり，診断の決め手となったのは腔造影による尿管

への逆流であった．両者とも腎摘し，3．59，2．59と

いう発育不全腎を伴うことが明らかになったが，術

前にDIP， aortography，腎シンチグラム，レノグラ

ムのいずれによってもこれらの描出は不可能であっ

た，

       考     察

 尿管開口異常は泌尿性器奇形のなかでは比較的多く

みられる疾患である．欧米では，Schr6der20）の第1
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例以降数多くの集計がおこなわれており，本邦におい

ても高橋・市川22）の第1例目の報告以来多数の累積集

計がおこなわれている．最近では1972年沼里ら／7）が

352例を集計しており，また本症の発生，診断，治療

に関しても多くの考察がおこなわれている，

 沼里らi7）による本邦352例の集計成績では性差は

17，4：1と圧倒的に女子に多く，3；1程度という欧

米の成績5，s）と著しい違いがある．男子での尿道開口

例ではふつう尿失禁をきたさず，また副性器へ開口す

るものも症状が発現しにくい27）とはいうものの，本邦

では剖検例がほとんどないことや臨床例での診断法に

まだ問題がある16・18）と思われる．したがってこのよう

な性差の相違は人種的特異性とは決められない．

 本邦例での年令分布は大部分が30才までに発見さ

れ，とくに10才以下の小児例が多い．尿失禁を契機と

して発見される女子ではいつそうこの傾向が著しい．

 本症の病型分類はThomz3）の分類（Fig．18）が一

般に用いられているが，Wiliiams 29）は尿管の開口位

置による分類（Fig．19）を提唱しており今後利用すべ

きものと思われる．本邦例17）では．単一尿管の異常開

口（Thom正型）が最：も多く67．6％を占め，次いで一

（lill・

’

1

a 簿

x｛｛ ｝）・

 II
田

［

Q・

N

v’

Fig，18． Thomの分類

側性完全重複の過剰尿管の異常開口（Thom皿型）が

21．6％を占めているが皿型が第1位を占める欧米報告

5・i2・23）と異なる点は興味がある．

 異常開口部位は本症の発生より考えて，mesoneph－

ric ductの遺残する部位にはどこにでも開口する可能

性がある13）が，発生頻度別にみると男子では後部尿

道，精嚢腺，前立腺，射精管，精管，膀胱頚部，直腸

などの順位であり，女子では膣前庭，尿道，膣，子宮

頚部，膀胱頚部，卵管，直腸などである．これらのう

ち最も頻度の高い膣，．膣前庭は第一義的な異常開口部

位ではなく，本来Gartner氏管に開口していたもの

が睦壁に破れたものと解釈されている13）．自験例では

Thom I型が4例でこのうち2例は睦に，2例は膀胱

頚部に開口しており．，他の1例はThom皿型で尿道

に開口していた．

 本症の症状は性別や病型，開口部位により一定して

いないが，女子での膀胱尿道括約筋より下位の尿道や

膣へ開口するものでは正常な排尿のほかに間欠的ある
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Fig．19． Williamsの分類

いは持続的な尿の漏出（尿管性尿失禁）をきたし比較

的特徴的であるが，立位や活動時に尿漏出が多くなる

ことから，ときにstress incontinenceや神経因性膀

胱との鑑別を要する．一方，膀胱頚部や男子での内外

尿道括約筋の間に開口するものでは通常尿失禁がみら

．れない．ただし男子でも尿道尿管逆流をきたすような

場合は排尿の終末に尿道に開口する拡張した尿管を排

出しようとしてふたたび尿意が出たり，括約筋機能不

全をきたして失禁を生ずる13・2S）ことが知られているが

女子での失禁の発生機序とは全く異なるものである．

 また尿管開口部の狭窄や尿管瘤13・26）を伴って上部尿

路の通過障害を生ずることも多く，膀胱頚部や内外尿

道括約筋問に開口する場合には機能的に尿管口が閉鎖

されて通過障害をぎたず5）．しかし尿管口狭窄により

尿管末端部が嚢状に拡張し，これが膣ロへ突出するよ

うなものは，尿管瘤の尿道への脱出とは異なり，きわ

めてまれなものである．安藤4）は膣に開口，脱出した

1例を報告し検討を加えているが，このような症例は

自験例を含めて4・22）3例の報告をみるのみである，

 合併する腎の異常として発育不全腎，腎嚢腫，患側

腎欠損，骨盤腎，回転異常，交叉性腎変位などが報告

されているが，なかでも発育不全腎が多く，沼里ら17）

の集計では78．6％に合併していた．自験例ではThom

I型の2例に3．59，2．59の発育不全腎がみられ，

さらにこのうちの1例（症例5）は嚢腫も合併してい

た．

 発育不全腎は未分化な腎から腎機能を有するものま

で種々の段階での発育停止型がありその分・類も一定し

ていないが，多くはFortunelo）の病理学的分類や土

屋・小林25）の臨床的分類がおこなわれている．

 Fortuneによると1）agenesis：臓器の完全欠損と

固有組織を認めないもの，2）aplasia：腎は痕跡的で

胎生期腎組織を示し，腎固有の機能を認めないもの，

3）hypoplasia：腎は先天的に小さ．く腎として機能の

あるもの，としている．土屋・小林によればagenesis

とaplasiaを同一に解し，腎が存在すれば機能の有無

にかかわらずhypoplasiaとするのが実際的でよいと

している．自験例の症例4，5はいずれにせよhypo－

plasiaの範躊にはいる．ものと考えられる．．

 しかし開口異常と発育不全腎の合併の真の原因は不

明であるが，開口異常に合併する場合は尿失禁という

臨床症状を呈して発見されることが多く，本邦では腰

痛，高血圧の合併は少ない3）．また本邦での尿管開口

異常の70％以上は腎摘除を受けているが，大部分は発

育不全腎のためである．これらのうち重量記載のある

85例についてみると重量分布は0．69から1309に分

布しているが大部分は109以下，とくに2～39の

ものが多い（Fig．20）．しかし発育不全総重量と患者

年令にはなんらの関係も認められなかった．

例敬
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Fig． 20．
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尿管開口異常に合併した発育不全腎

85例の重量分布

 また患側の腎嚢腫は発育不全腎に空く恰併奇形であ

るがその頻度は3％程度である．自験例では症例1の

完全重複腎の上腎（異常開口側）は油画性嚢腫の状態

となったきわめてまれな例であるが，本例では腎孟や

尿管の発育が良好であったことより congenital

unilateral multicystic kidneyと診断するにはなお

検討を要するものと思われる．

 本症の診断では膣に開口する発育不全腎が多いた

め，これらの証明法が第1にあげられねばならない．

しかし発育不全腎では尿管性尿失禁をぎたすにもかか

わらず，術前のIVPやPRPで乱逆を描出すること

は困難な場合が多く，白神ら19）はDIPをおこなって

1．79，2．0×1．5×1．Ocmの発育不全腎の描出に成功

したことは注目に値し，DIP，動脈撮影，レノグラムな

どで発育不全腎描出の可能性が強調されている．術前
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に腎の位置を明らかにしておくことは手術術式選択の

うえからも必要である．しかし自験例の症例’ S，5で
はDIP，動脈撮影，レノグラム，腎シソチグラムのい

ずれによっても明確な腎影は描出されなかった．

 一方，膣開口が疑われる場合にはインジゴカルミン

静注後の注意ぶかい膣内診はぜひおこなうべきである

が小児では不可能に近く，またIVPで描出されぬ腎

ではじ嘆うぶんな濃縮力がないためインジゴ・テスト

は無意味のことも多い／3）．またcolpographyは必ず

おこなうべぎであり，異常開口する尿管への逆流を認

めれば診断は決定的となるtこの場合小児では麻酔下

にじゅうぶんな圧を加えておこなうべきで，自験例で

はケタラール麻酔下にFoley catheterで争心を閉塞

し尿管への逆流を織出しえた．．しかし無麻酔下，じゅ

うぶんな圧を加えられない場合には成功しがたいこと

も多く，膣開口部からの逆行性カテーテル挿入の成功

率もけっして高くない19）．これは撮影方法に原因する

ばかりでなく，開口部の狭窄や開口部直上での尿管屈

曲の可能性も考えられ，このような場合には診断は手

術，さらには術中のレ線検査によらざるをえない．

 膀胱鏡検査も必須めもので三角部の形態，尿管口の

数，位置を確認する15）とともに尿管下端部の嚢腫状拡

張や精嚢腺開口例における三角部の膨隆16）も重要な所

見である．しかし膀胱鏡所見によってのみ確定診断し

うることは少なく，小児では麻酔を必要とすることよ

り，筆者らは麻酔下に膀胱鏡，colpography，動脈撮

影を組み合わせておこなっている．

 本症の治療は手術的療法が大部分であり，手術術式

ぱ病型により異なるのは当然である．多くは片側の発

育不全腎に対する腎摘除術がおこなわれているが，こ

のさい尿管下端をどこまで摘出するかが問題となる．

膣に開口する場合にはでぎるだけ下方で結紮切断する

のみでじゅうぶんであり，残尿管による合併症の危険

はないi3）．一方，尿道や男子副性器に開口する場合に

は尿管下端が残存すると尿道憩室など感染の原因をつ

くりやすいので完全摘出が理想的である．このため

Stephens2Dは尿道に開く尿管下端の摘出は膀胱を開

いて三角部に切開を加え，ここより尿管下端を膀胱内

に剥ぎ出して切断する方法がよいとしている．しかし

実際には一次的に尿管を完全摘出することは尿道損傷

の危険や手術手技のうえから回避される傾向にあり，

膣開口例と同様できるだけ下方で結紮切断しておき，

合併症が出現した場合にのみ尿管下端部摘出をおこな．

う方針でよいla）と思われる．自験例では尿道に開「：1し

ていた症例1は術後2年を経過して，なお尿路感染が

持続しており再手術の検討をせまられている．
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 一方，明らかな発育不全腎でないばあいにはできる

だけ腎を保存することは当然であり，尿管口切開術や

尿管膀胱新吻合術など尿管下端部の処置が必要であ

る．

 膀胱頚部や内外尿道括約筋間に開口するものでは膀

胱壁内尿管が長いため，尿管口切開術が適応となり，

これによる術後の膀胱尿管逆流の発生も少ないという

6・2」）．また重複尿管の一方が膀胱頚部に開口して尿管

瘤を合併するさいには，もう一：方の尿管口が尿管瘤に

より挙上されているので尿管口切開とともにもう一方

の尿管口の植えかえが必要である」3）．

 自験例での症例3は尿管の拡張がみられたもののま

ず尿管口切開をはじめに試みるべぎであったと反省さ

れる．

 尿管膀胱新吻合術をおこなう場合，Thom I，且，

皿型に代表される単一尿管ではなんら問題はない．し

かし重複尿管の場合，異常開口している尿管のみを剥

離して尿管膀胱新吻合術をおこなうことは禁忌とされ

，手術術式のじゅうぶんな検討が必要である．すなわ

ち重複する2本の尿管は同一のperiureteral sheath

につつまれているため，一方の尿管のみを剥離する．と

健常尿管の血行が障害され，また尿管膀胱新吻合術の

操作により健常尿管口を損傷して膀胱尿管逆流が発生

する危険が大きい．さらに健常側（多くはThom皿

型における下野孟由来の尿管）とはいっても正常尿管

口より外上方に変位し，壁内尿管が短く，三角部への

固定も不じゅうぶんな場合が多いので，本来膀胱尿管

逆流が発生しやすい状態にあると考えられる2・24）．こ

のため2本の尿管を同一のperi Lu”eteral sheath tzこつ

つまれたまま剥離し，2本の尿管を同時に尿管膀胱新

吻合術すべきである2・7・9・24）．しかしいちおう健常な尿

管に手術操作を加えることに反対して，異常尿管のみ

を切断し，健常側尿管へ尿管・尿管吻合するll）という

意見もあるが筆者らは前述の理由もあって2本の尿管

を同時に新吻合術すべきと考える．

 女子での両側性単一尿管開口異常（Thom五型）は

まれだが特有の臨床像を示す．この場合は三角部が形

成されず，たいていは尿道下部に開口するため，この

ような症例では尿がたえず漏出するとともに，工VPで

はけっして膀胱像を得ることがない13）．この場合尿管

膀胱新吻合をおこなっても三角部，膀胱頚部筋の発育

不全のため尿失禁が改善されず，失禁防止手術15）や尿

路変向】3）が必要なこともある．しかし膀胱の発育程度

はさまざまで，Johnstonは尿管膀胱新開合術後失禁

の生じなかった例も報告している．



974

結 語

福岡・寺島：尿管開口異常

 1）小児での尿管開口異常u例を報告した．このう

ちThom I型は4例で，2例は発育不全腎を伴う膣

開口例，他の2例は水腎を併発した膀胱頚部開口例で

あった．Thom皿型の1例は尿道に開口し，尿管下

端の嚢状拡張，拡張部が膣口よ．り脱出する腫瘤とな

り，また多房性腎嚢腫を合併していた．

 2）尿管開口異常の診断，治療に関し若干の考察を

加えた．

 稿を終るに当り症例1および2は宮崎r－gq，公平昭男両氏

が在任中の症例であり，両氏の努力に敬意を表します．また

同症例は公平氏らが第333回日本泌尿器科学会東京地方会で

報告しました，
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