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〔泌尿紀要22巻2号1976年2月〕

巨大膀胱を伴ったcongenltal nephrogenic diabetes insipidus例

    京都府立医科大学泌尿器科学教室

   都田慶一・三品輝男
   渡辺康介・大江宏
   村田庄平・田中重喜
京都府立医科大学小児科学教室（主任：楠 ew一一教授）

      及  川     馨

      沢  田     淳

CONGENITAL NEPHROGENIC DIABETES INSIPIDUS WITH

      LARGE BLADDER： REPORT OF A CASE

Keii chi MiyAKoDA， Terun Mi sHiNA， Kosuke WATANABE，

 Hiroshi OoE， Shohei MuRATA and Shigeki TANAKA

From theエ）ePartmentげUrology，」（yoto Prefecturalσ痂θア吻げ・Medicine

      Kaoru OiKAwA and Jun SAwADA

   From the Pediatrics， Kyoto Prefectural University of Medicine

        （Director： ’Prof． T． Kusunoki， M． D．）

  The report was Made on congenital nephrogenic diabetes insipidus which was observed in an

11－year－old boy．

  1． IVP demonstrated hydronephroureter and enlarged bladder．

  2． The obstruction of urethra and VUR were not discovered by UCG and there was no residual

urme．

  In the cystescopic examination， the trigone and bilateral ureteral olifice were normal， and cys－

tometrogram demonstrated almost norpaal pattern of the bladder function．

  3． After the open renal biopsy， polyuria appeared because of， rnay be， both the absense of thia－

zide effect and the diabetic diuresis．

  But， urine volume decreased in several hours as the result of the postoperative administration of

thiazide．

  4． ln this case， the decrease of urine volume could be observed probably as the result of the

administtation of ihiazide even in hypernatremic state．

        は じ め に

 腎性尿崩症は，抗利尿ホルモンに対する腎尿細管の

感受性が先天的に欠損しているためにおこる疾患とさ

れている，代表的な症状としては，D多尿，2）多飲，

3）尿濃縮能の低下，4）腎・下垂体あるいは視床下部

．の器質的障害を証明できないこと，5）ピトレッシン．

耐性であることである1こんにちまでに100例2・3・6・9・

16，18）以上報告され，本邦でも，15例5・7・10・11・13・14・15・17・

19・20・22）以上の本症もしくは本症と推定される症例の報

告がある．われわれは，11歳男児にみられた尿路拡張

を伴った腎性尿崩症を経験したの．で，紹介するととも

に，本症例に開放式腎生検をおこなったところ，非常
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な多尿をきたし，術後管理が困難であったので，あわ

せて術後経過も述べる．

症 例

 患 者：相○直○，11歳3ヵ月男児．

 家族歴：

父一母   母も生来軽度ながら多飲・多尿を訴え

一1て机…v…一グ試験でe・，尿
男  男 比重は最高値が1，020に達せず，ピトレ
ll歳 8歳
      ッシンテストに対する感受性も低く，腎

性尿崩症のCarrier3・！2）の疑いがもたれている．弟に

は多飲多尿はみられず，水制限試験も正常である．

 既往歴および現病歴：乳幼児期から水分を多くとり，

尿量が多かった．乳児期には，ミルクよりも水を欲し，

夏季には常に微熱があったが，水を飲ませると解熱し

た．1歳ごろより，微熱はなくなった．小学校3年の

冬頃から，月に一度ほど，夜尿症がはじまり，4～5

年にかけては毎晩あった．近医を受診し，投薬を受け

てから，夜尿症はやや軽快した．現在，毎晩2回排尿

のために自覚め，日常生活が不便のため，精査を希望

して本院小児科を受診した．家人によると，水分は1

日5，000mlぐらいは摂取しているとのことである．

 現 症：体格中等度，栄養良，顔貌正常，脈拍整，

胸部打聴診にて異常はみられない．両腎は触れず，膀

周囲を圧迫すると，尿意を催す．外陰部正常，身長

137．4 cm，体重31kg．

 諸検査成績

 小児科入院時，尿は無色透明，pH 5．8， protein（一），

sugar （一）， urobilinogen （n）， RBC （一）， WBC （一），

ep1thel． cel！（一）， bacteria（一）， BSG 1時間値6

mm，血圧100／60 mmHg．

血液一般：RBC 434×104／mm3， Hb I 2．8 g／dl， Ht

38・4％，WBC 5，900，分類に異常なし．

 血液生化学：BUN 13mg／dl，クレアチニン0．6 mg

／dl， Na 139 mEq／L， K 4．O mEq／L， CI 107 mEq／L，

P4．2 mg！dl， Ca 5．0皿Eq1L，血糖77 mg！dl，リン脂

質：284 mg／dl↑，トリグリセライド101 mg／dl， GOT

33KU， GPT 27 KU， TTT O．6 U， ZTT 1．9 U，総：

ビリルビン0．5mg／dl，総蛋白量7．09／d1， A／G比

1．7．

 腎機能：PSP 15分値20％，120分総値85％．24時

間内因性クレアチニンクリアランス81．3 ml／min．

水 制 限試 験

   Urine Vol．Time
    （ccfmin）

  Uosm Posm Cosm
（mOsm／kg．H20） （rnOsm／kg．H20） （cc／min） U／pBQ
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 尿濃縮能の低下がみられ，自由水クリアランスも漸

減したが，負にはならなかった．

 ブドウ糖負荷試験：正常

 下垂体機能検査：

   ピトレッシン試験 反応せず

  メトピロン試験

  頭蓋X－P

  骨年齢

  視野検査

  脳波検査

  基礎代謝試験

レ線検査：

L
多尿のため，

正常反応

トルコ鞍正常

Il歳～11歳6ヵ月

両視野とも正常

正常範囲

＋5％

   IVP（小児科入院時）（Fig・1）

       両側ともに腎孟像は淡いが同程度の

二等腎杯拡張（B程度：藤野の分類）がみられ，尿管

も中等度拡張し蛇行が認められた．腎長軸は，左9・8

cm，右10．6 cmと有意の左右差は認められなかった．

cystogramは巨大で，骨盤腔外へはみだし， asymme－

tricで，右方に高く，第4腰椎上縁にまで達していた．

 2．逆行性腎孟造影，膀胱鏡検査所見

 膀胱壁は全体にわたり肉柱形成がみられ，左右の尿

管口は正常位置に存在し，その形態および機能は正常

で，膀胱三角部は普通の大きさであった．

 右尿管カテーテルをおこなったところ，カテーテル

は27cmまでスムーズに挿入可能であった． RPに

て二二および尿管は拡張しているが（Fig．2），レント

ゲンテレビにてはほぼ両者の機能は全く正常であった．

右尿管は全長にわたって拡張していた．

 3．膀胱造影（Fig．4）

 膀胱頸部の開大がみられるも，その他は特に異常を

認めない．

 膀胱内圧測定：Fig．5のごとく正常patternを示
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Fig・

び蛇行，巨大膀胱像が認められる．

拡張およ

、讐野寧

ゴ購∴

・：1鰍艸

囲蝉響

   轟：藪鋤触鹸 ＿一
Fig・2 逆行性腎孟造影：上部尿路の拡張および巨大

    膀胱像がみられる．

Fig．3膀胱造影：左右非対称で，第4腰椎上縁に達

    する巨大膀胱像である．両側VURは認め
    られない．

Fig・4 尿道造影：膀胱頸部の開大がみられる．
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Fig． 5． Cystometrogram

 術後経過（Fig・6，7）

 術前はエンデュロン1日1錠（夕）投与にて1日尿

量4，000～6，000mlにコントロールされていたので，

手術当日はとくにエンデュロンを術前に投与しなかっ

た．

 1時30分よりG－0－F挿管麻酔により右腰部斜切開

による開放始動生検を施行した．術直後より1時間

500～1，800mlと，多量の利尿がつき，両下肢の大伏

在静脈より大量輸液をおこなったが，水分出納のバラ

ンスがとれず，最高血圧も80mmHgと低下の傾向

がみられたので，経口摂取も追加した．患児は口渇が

強く急速に多量の水分を摂取したため，PM 8時30分

には嘔吐がみられ，ルビンチューブ挿入により約700

mlの黄緑色の胃液を採取した．その時の最高血圧は

ふたたび80mmHgと低下していたので，尿量を30

分ごとにチェックし，尿量分だけのKN3Bを輸液す

ることにした．なお，21時から22時にかけては，尿量

は実に1時間2，500mlの大量に達した．これは5％

ブドウ糖輸液2本を用いたため，ある程度の糖尿性利

尿が関与したこともあるが，それだけでは説明のつき

にくい尿量である．なお，術後第1日の尿検査では，

glucose（＋）であった．19時に投与した，エンデュP

ンの効果のためか（投与後しばらくして嘔吐している

ので，エンデュロンが吸収されたかどうかは不明），

22時ごろよりは1時間尿量500～1，200mlとやや減

少した．なお大量利尿がついたので，9日21時より，

2～3時間ごとに体重測定をおこなったところ，術

前3L5kgだったのが，24時30．5 kg，10日AM 2時

29．8kg， AM 4時29．5 kgと漸減し，意識は明瞭な

れど，舌乾燥，口渇が激しく，無欲状態になってい

た．

毫◎ 醐NUT三s 15
．さ1 P・

 そこで，急性胃拡張も回復したとみて，10日AM

3時ルビンよりエンデュロン2錠を100m1の温水に

溶解し，胃内に注入したところ，嘔吐もなく吸収され

たので，午前8時にさらに1錠のエンデュロンを同時

に温水100mlに溶解し注入した．

 いっぽう体重は，10日AM 9時28．O kgと著明に

減少し，意識もややもうろうとなった．13時には尿量

も1時間500 mlと安定しはじめた．14時より1時間

50mlずつの経口摂取を開始し，夕から流動食を投与

した．減少していた体重もそれとともに徐々に増加し

はじめ，18時には，30．5kgとかなり回復した．しか

しながら，依然として脱水症状が強く，午前ll時およ

び16時ごろ血液電解質の結果では高Na血症，高Cl

血症がみられたので，輸液をKN3BよりソリタT，

に変更し，血液電解質再検を実施した．

 1旧は食事は五部がゆとし，水分経口摂取は本人の

意志にまかせ輸液を減量した，口渇は軽減し全身状態

も良好となり，食欲も充進し体重も30．5 kgに安定し

た．

 なお，エンデュロン使用時，renin－angiotcnsin系を

介してのアルドステロン効果および術後の利尿のため

の低K血症には努めて警戒し，EKG，血清電解質測

定にもとづいて輸液によるK＋多量投与，アスパラK

経口投与およびトマトジュース摂取をおこなわせた，

 治療経過をみわたすと， エンデュロンの効果が高

Na血症の存在にもかかわらず，10時以降の尿量減少

として表われていることはまことに興味深い．この点

については後に考察することにする．

 さて，術前，術後のBUN， crcatininc， Na， K， CI

および尿量の推移を総括してみると次のようになる．

 a）BUN：尿量が多いためか終始4～7mg／dlと低

値を示した．
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手術前後の尿量の：鮭応

需1

5000

／

の z
勿 ／ z

t 〆

10D7 1004 α）9 1010 ゆ5 1006 10幻 1010

胆 7日8 9 10 1↑ 12 13 14
蛤刃7一

孤』 1砧 2砧 2砧 2秘2恥』11あ

剤苧 ④ ⑰ 翻 醐魍⑨⑨
i

BV

5

5－N自

Sk
sぐ更

la”gt／di 7 4
α隔畿   ¢7  0，8「

T4SmfuviL 141 tsS

3π曝   34  33
Ton・WL  9ヲ  Tes

IS

O6

142

4，4

101

入 時

23 47 164 3B8 10 82 10f7 47 1S5 42
  Fig．7．術後経過（2）

Na 1，976 mEq， K 976 mEq， Cl 1，647 mEqと膨大

な量であった．エソデュロン投与後はふたたび尿量も

減少し，14日の尿中電解質はNa 38 mEq／L， K lO

mEq／L， Cl 42 mEq／しとなり，尿量は6，500 miで

あるので排泄量：はNa 274 mEq， K 65 mEq， Cl 273

mEqと，ほぼ術前値に復していた．

 9）尿量（Fig・7）：患者の日常の尿量は，当科へ転

科時，エンデュロン1錠，食塩制限なしで，尿量は

5，000ml平均であったが，手術当日16，900 m1，翌10

．日13・200m1と著しい多尿を示した， ll日から14日

まではエンデェロン効果もじゅうぶんとなり，平均

6，000 mlとほぼ術前の尿量にもどっている．

吸
レK

va

Table 1． Classification of iarge baldder （Williams

and Echstein 1968）

L
2．

3．

4．

5．

6．

7，

diabctes insipidusによるlarge bladder

neurogenic bladder

urethral obstructionセこよるlarge bladder

prune・berry syndromeによるlarge bladder
megacystis syndrome

atonic bladder

精神的因子の結果のlarge bladder．

 b）Greatinine：正常範囲を動揺していた．

 c）Na：術前は142 mEq！しであったが，9日PM

lO時には153 mEq／しとなり，それ以後輸液をKN3B

のみにしてからは10日AM 7時141 mEq／しと低下

したが，AM 11丁目はふたたび165 mEq／しと高値を

示した．そこでNa含有量のより少ないソリタT3号

に輸液を変更したところPM 9時には，いったん168

mEq！しと最高値を示すに至ったが， l l日AM 6時

30分には．155mEq／しと下降した．以後経口摂取によ

り調節された，

 d）Cl：Naと随伴する変動を示した．

 e）K：術前には3．7 mEq／しであったが，術後多

尿となってからはKN3B補液によるK＋投与にもか

かわらず，9日PM lo時には3．5 mEq／L， Io日AM

7時には3．4mEq／しと低下の傾向を示した．しかし

KCI液投与のためか， AM l時には4・1mEq！しと

上昇し，PM 9時には5．6 mEq／しと逆に高値を示し

た。lI日AM 6時30分にはふたたび3．3 mEq／しと．

低下をし，以後はアスパラK経口投与およびトマトジ

ュース摂取により正常値内に回復した，

 f）尿中電解質：入院時は，Na 23 mEq／L， K 8

mEq／L， cl 27mEq／しで，排泄量をみると， Na l I 5

mEq， K 40 mEq， Cl 135 mEqであった．手術の翌

日，Na 164 mEq／L， K 82 mEq／L， Cl 135 rnEq／し

で，尿量は12，200ccあるので，排出された電解質は

考 察

 Williams and Echstein（正968）21）によれば， large

bladderとは，膀胱容量が500 ml以上あり， CGに

て第IV腰椎以上の高さに膀胱が拡張するものと定義し

ており，Table 1のごとき病因別分類をおこなってい

る．以下個々の病因について述べてみると，

 1． diabetes insipidusによるlarge bladder

 Williams and Echstein（1968）21）によれば，胎児

期および，乳児期に発生する多尿のために，尿路が水

圧をうけ，水腎，水尿管および巨大膀胱が発生する

と述べている， したがって，congenital nephrogenic

diabetes lnsipidusおよび， congenital diabetes insi－

pidusにおいては，先天性に多尿であるゆえ，病因は

異なるが，水腎，水尿管および巨大膀胱の合併がみら

れる．すなわち，VURおよび器質的な尿路の通過障

害は全くみられないが，多尿のために比較的狭窄の状

態となり，水腎，水尿管，巨大膀胱が発生するのであ

る3）．内視鏡的には三角部，尿管口正常で膀胱肉柱形

成はみられるが，膀胱内圧測定では正常のパターンを

示し，残尿はみられない．

 一方，後天性尿崩症においては，先天性と異なり多

尿発生の時期がおそいため，水腎，水尿管および巨大

膀胱の合併のみられる症例は非常に少ない．

 われわれの症例は， 1日尿量6，000～II，000にお



都田・ほか：巨大膀胱・先天性腎性尿崩症

よび，水制限試験に反応せず，ピトレッシン試験にも

耐性で，水腎，水尿管および容量500 ml以上の巨大

膀胱で，CGにてその頂部は，．型押腰椎をこえる高

さにまで達している．RPおよびUGにては尿路の

obstructionはみられず， CGにてVURもなく，内

視鏡にては三角部および尿管口の形態は全く正常で，

軽度のtrabeculationがみられるのみである．また，

残尿は認められず， cyst・metr・gramにてもnormal

なpatternを示している、

 以上により，われわれの症例は，congenital neph－

rGgenic diabetes insipidusに合併したlarge bladder

と考えられる．

 2． neurogenic bladder

 meningo－myeloceleなどによるneurogenic bladder

のために残尿発生をきたし膀胱容量が増大するが，膀

胱容量が500mlをこえることはまれである． CGは

典型的な。■tollic bladderで， obstructionはみられな

いが，残尿は多量に認められ，しばしばVURを合

併する．

 cystometryにては， hypotonic bladderである．

 3．u「eth「al obstructionによる巨大膀胱

 urcthral valveにより先天性に尿道が閉塞されてい

ると，残尿のためにしだいに膀胱容量は増大する．し

かし，いったんobstructionが解除されると，膀胱は

急速に縮小する．

 4． prune－berry syndrome

 absent abdominai musclc syndrorneの小児で，巨

大膀胱を伴っており，生下時に膜様部尿道の完全閉塞

と鎖肛を合併している．ごく一部の本症候群の患者は

obstructionを伴っていなくて巨大膀胱を合併してい

る．本症候群の巨大膀胱も1回の排尿により大量の尿

を排出．しうる．obstructive large bladderではない．

 jr． megacystis syndrorne

 obstructionはみられず，三角部が正常の二倍ぐら

いの大きさで，尿管口が開大弛緩しており憩室様を呈

し，VURがみられる．排尿開始はしばしば膀胱が充

満しないとおこらず，retardationがみられる．しか

し，排尿により膀胱を完全に空虚にできるが，腎孟尿

管に逆流した尿がふたたび膀胱に流下し，膀胱を充満

する．重大なことは，VURとくりかえす感染で，外

科的にVURが：是正されれば感染は消失するが，巨

大膀胱は残存する．閉塞性巨大膀胱との違いは，残尿

なく大量の尿をいちどに排泄可能であり，膀胱鏡的に

肉柱形成はなく広い三角部がみられ尿管口が開大して

いることがある。

 6． atonic bladder
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 atonic bladderは，しばしば巨大で，容量は1，500

mlにも達する場合がある． trabeculationはみられず，

尿管口は正常で，VURはほとんどの症例にみられず，

水腎はみられないか，あるいは，軽度の水尿管を伴い，

腎には軽度のpyelonephr量tic changesを伴う症例も

ある．症状は，初期にはほとんどなく，膀胱はしだい

に大ぎくなり，残尿も増加し，感染とか他の部位の手

術侵襲後に尿閉をきたして発見される．

 利尿筋のtonusはほとんど排尿する力をもたないぐ

らい低く，cystometryにても腹圧が記録されるだけ

である．

 このatonic bladderは，閉塞性の膀胱と似た点が

あるが， atonic bladderでは利尿筋のhypertrophy

はなく上部尿路はよく保存されている．

 治療法は，長期のsuprapubic cystogtomyとblad－

der neckのYV－Plastyである．

 7，精神的因子の結果の巨大膀胱

 学校の便所に対する恐怖より排尿をがまんする結

果，二次的に巨大膀胱が発生する．ついt／こはbladder

dysfunctionに至ることもある．以上が， large blad－

derの病因的分類の詳細である．次に，われわれの症

例（hereditary nephrogenic diabetes insipidus）の術

後治療経過について考察を加えてみたい．

 hereditary nephrogenic diabetes insipidusの診断

のもとに，われわれは，術後サイアザイド系利尿剤と

して副作用の少ないエンデュロンを投与し，抗利尿効

果を期待した．そもそもこの薬剤は，近位および遠位

尿細管に作用し，経口投与によってこの部位における

Na＋およびCl一の再吸収を抑制し，利尿効果をもた

らす，しかし尿崩症に対して投与すると，尿量は減少

し，尿の比重は高まる．これは松田ら（1968）10）によ

れば，冷感タリン酸系利尿剤投与1・tよりNaの再甲奴

が抑制され，いったん利尿期を経たのち，体内のNa

プールが減少し，二次的に逆にNa再吸収が促進さ

れ，自由水クリアランスの減少によって抗利尿効果が

出現するといわれている．サイアザイド系薬剤tc限ら

ず，エタクリン酸およびフロセマイドのごとき，遠位

尿細管においてNaの能動輸送を抑制することにより

利尿作用をもたらす利尿剤も，同じような効果が期待

されるという1・lo）．われわれは， Fig 6よりわかるご

とく結果的に著しい高Na血症において，サイアザイ

ドを使用した．手術施行後から，経口摂取可能となる

時期までの尿量の異常なる増加は，エンデ＝ロン投与

をおこなっていないゆえ，エンデュロンの作用の欠如

による尿崩症発現のための多尿であろう．10日午前3

時，および9時に，スト．マヅクチューブよリエンデュ
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ロンをそれぞれ1錠投与したところ，9丁目は意識も

もうろうとなり体重は28．Okgと最低値を記録したが

その後徐々に尿量もやや減少気味となり，午後1時か

ら2時までの尿量が500ccと急速に減少し，以後は

300cc／hr平均となり，体重も増加し，午後6時には

30kgまでに回復した．2回目のエンデュロン投与よ

り6時間後の午後2時ごろより著明に尿量の減少が観

察されていることから，尿量の滅少は明らかにエソテ

ユロンの効果とみるべきであろう．しかし，この時間

における血中電解質は高Na・高Cl血症を示してお

り，松田らのいう上記の利尿剤の低Na血症における

抗利尿効果とは全く矛盾する．一方，本患児は小児科

入院時におけるエンデュロンの投与期では，食塩制限

しないにもかかわらず尿量が平均6，000mlに固定さ

れていたが，食塩制限59／dayのもとにエソデュロン

投与をおこなったところ，尿量は3，000 ml平均にさ

らに減少している． これらの結果より，サイアザイ

ド，エタクリン酸などの利尿剤は，食塩制限のもと

で，湿性尿崩症例に対し，尿量を著しく減ずると考え

られる．

 Brownら1）も述べているごとくサイアザイド，エタ

クリン酸のいずれも作用機序そのものセこは根本的差異

はなく，いずれの場合も，薬剤の腎への直接的な作用

によるのではなく，薬剤投与後Henle氏二野でのNa

再吸収低下のためのNa排泄増加がひき起こす二次的

因子（Naプールのdeficitを回復させるためにNa

の再吸収が増加し，それに伴って多量の水分が再吸収

され，結果的には抗利尿期が出現する）が，抗利尿に

役立っているのである．しかしながら，食塩制限をし

ないときもある程度エソデュロンの投与により尿量の

減少効果がみられたこと，高Na血症の状態において

も抗利尿効果がみられたことより考えるならば，高

Na血症あるいは，体内Naプールのもとでもやはり

サイアザイドの抗利尿効果が出現することになる．こ

れはまさに，並列した別の抗利尿機序があることを示

唆したものであろう．尿崩症における利尿状態と利尿

剤による利尿状態が競合して利尿剤による効果のみが

あらわれると考えれば，まことに好都合であるがどう

であろうか．残念ながら，それ以上のspeculationは

データ不足のため不可能であり，今後に残された問題

であろう．

結 語

 11歳男子にみられたcongenital nephrogenic dia一・

betes insipidusについて詳細に報告した．

 1．IVPにて，腎杯・腎孟・尿管の拡張および，

巨大膀胱をみとめた。

 2．尿路のobstructionはみられず，残尿および

VURはなく，三角部および尿管口は正常で， cysto－

metryにて正常膀胱機能のパターンを示した．

 3．本症に腎開放生検をおこなったところ，サイア

ザイド剤脱落症状および糖尿性利尿による多尿をきた

したが術後サイアザイド投与により尿量はふたたび減

少した．

 4．高Na血症においても，サイアザイド剤投与に

よりある程度の尿量の減少をはかることができた．

 本論文の要旨は，第72回日本泌尿器科学会関西地方会にお

いて報告した．
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