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〔鰹灘鷺罰

原発性尿管癌の10例
三重大学医学部泌尿器科学教室（主任：多田 茂教授）

      浜 野 耕 一 郎

鈴  木

多  田

紀  元

   茂

三重大学医学部附属病院中央検査部病理

   石  原  明  徳

   浜  崎     豊

PRIMARY CARCINOMA OF THE URETER ：
     A REPORT OF TEN CASES

Koichiro HAMANo， Norimoto SuzuKi and Shigeru TADA

From彦んe DePartmen彦Of Urolog2，超6乙励6ア吻，56んooJ VJt ］・｛edicine

        （Director： Prof． S． Tada， M． D．）

     Akinori lsHiHARA and Minoru HAMAzAKi

From伽Laborα彦ories，1）麟ゴ0ηqf PathogO．a，ク， Mie Univers吻，＆加0♂of Medici・ne

  Carcinorna occurring primarily in the ureter has been increasingly reported， though used to be

rare disease．

  XiVe presented here ten cases of ureteral carcinoma， the incidence of which was O．18e／o of out－

patients in our urologic clinic for four years． The age of patients was from 41 to 77－year－old with

it verage age of 62．2 year and with male predom．inance．

  Most of the carcinoma located in the lower portion of the ureter． Hernaturia and less frequently

lumbar pain or pain on micturltion were initial symptoms．

  Of the various urologic examinations， cystoscopy， D 1 P and R P were mostly available and con－

tributory to diagnosis．

  The survival of the patients with ureteral carcinoma was not favorable， despite of radical sur－

gical excision ’ ≠唐唐盾モ奄≠狽??with chemotherapy， and the three－year survival rate was twenty per cent．

緒 言

 原発性尿管癌は従来まれなものとされていたが最近

は年々その報告例が増加し，本邦においては現在まで

に300例以上1）の報告がなされている．

 このように現在では原発性尿管癌はまれな疾患とい

えないが，一方，．診断面においてはなおかつ誤診率の

高い尿路疾患の一つである．

 著者は1972年以来，三重大学医学部附属病院泌尿器

科において原発性尿管癌の10例を経験した．そのうち

の代表的症例（症例No・1）について，その経過を詳

細にわたって報告するとともに，他の9例については

経過を簡単に報告し，あわせて著者の経験した症例に

ついてとくに診断面に関しての考察をおこなった．

症 例

症例1

患者；H．N．70歳男無職
初 診：1975年2月26日

既往歴：特になし

家族歴：特になし
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  現病歴．：約6ヵ月前よりときどき血尿をきたしたが

 そのまま1に放置した．約1ヵ月前よりしばしば39。C

前後の発熱をきたした．血尿，全身倦怠感，口渇およ

び腰痛のため，某開業医を受診し，同日入院した．3

 日後に血尿は消失したが，医師により左側腹部に小児

頭大の腫瘤の存在，およびIVPにより左腎が無機能

であることを指摘され当科に紹介された．

 一般検査：検血；赤血球数228×104／1nm3，白血球

数7，200／mm3， Ht 27．2％， Hb 9、l g／dl．血液生化学

検査；T．P 5．99／dl， A／G O．96， ZST 4．2 u， GPT I2

u，GOT 17u， Ai．p－ase 1．9 u， LDH 3 i 6 u，総コレス

テロール171mg／dl， BuN 13mg／dl， Na l47．o mEq／l，

K 4．5 mEq／1， CI 111 mEq／1， creatinine 1．8 mg／dl．

尿所見；蛋白（±），糖（一），pH 6．5，比重1．019，

尿沈渣では赤血球10～20／1HPF，白血球10～20！1

HPF，細菌（一），上皮細胞（＋）． PSP 15分値23．7

％，2時間値66．5％．血沈16／1時間，24／2時間．血

圧154／96．胸部X線像およびECGに異常所見なし．

 膀胱鏡検査：左尿管口に冷温および充血をみとめる

も，他の膀胱粘膜には異常所見なし．尿管カテーテル

は左尿管口より約4cm挿入できたが，それ以上は抵

抗が強く挿入不能であった．

 X線撮影検査：DIPにて右腎は腎機能，腎孟尿管

像とも正常であるが，左腎は造影剤を全量注入後30

分，さらに60分後でも造影剤の排泄を認めることは

できなかった（Fig．1）． RPでは左側の尿管カテーテ

リスムスでは尿管口より約4cmしかはいらなかった

が，この部位で約10ccの造影剤を注入するとFig．2

のごとく一品目膀胱内に逆流したものの残りはカテー

テルより上部の尿管を描出した．尿管口より約7cm

の尿管は不規則で細くいわゆる虫食状の像をしめし，

蛮心している．尿管口より7cmの部位から上部は尿

管の拡張を認め，拡張部の下端に 1．0×1．O cmの不

正円形の陰影欠損像があり，それより上方約15cm

は水尿管となっている．腎動脈および腹部大動脈撮影

では腹大動脈は動脈硬化が強く，二二は血管像および

ネフnグラムともに正常，左腎はわずかに腎動脈が造

影されるも，ネフログラムは出現せず，無機能腎であ

り，水腎症を思わせた．しかし，尿管下部には尿管動

脈の恕張などの尿管腫瘍を思わせるような所見はみら

れなかった（Fig．3）．

 尿細胞診：尿細胞診を5回連続しておこない，すべ

てclass IVであった．

 以上のような臨床所見，検査所見により，左尿管下

部腫瘍，それより上部は水尿管，および水腎症と診断

した．なお，腹部触診で左水腎症と思われる巨大な腫

瘤を左腎部にふれた．

 手術：1975年3月ユ3日，左腰部斜切開により，まず

左腎をみると，二二は明らかに水腎であり，腎実質は

ほとんどなく腎外乱孟は大きく突出し，尿管は水尿管

であった．尿管下部をみるために切開を下部に延長

し，同時に膀胱内部の検索もおこなった．左総腸骨動

脈より下部の尿管はソーセージ様に硬く，明らかに尿

管腫蕩を思わせた．膀胱を切開し，左尿管口を中心と

して半径1・5・cmの膀胱部分切除をおこない，さらに

三品および尿管の全摘除術を施行した．左腎，左尿管

および膀胱左側の所属リンパ節の腫大はなかった．

 摘出標本所見：全重量8609，左腎は水腎であり，

実質はほとんどなく，左尿管は尿管下端を除き水尿管

で左尿管口より上部0．5～8・0 cmの部位は乳頭状の腫

瘍が充満していた．腫瘍部より上部の尿管，腎孟，腎

杯には腫瘍はみられなかった．尿管腫瘍の大きさは

7・5x2・5 cmで肉眼的に黄白色で乳頭状の発育を示し，

潰瘍形成などはみられなかった（Fig．4）．

 組織学的所見：組織学的には比較的よく分化した移

行上皮よりなり，核分裂像を散見する．乳頭状の発育

を示す部分もあるが，腫瘍の大部分は腫瘍細胞の配列

の乱れがあり基底膜の破壊がみられる．しかし，筋層

への浸潤はみられない．組織学的にはGrade■であ

った （Fig．5）．

 術後経過：術後の血液，尿の一般検査，さらに血液

生化学検査においても異常なく，一般状態も良好であ

った．手術日より術後10日目まではマイトマイシンを

毎日2mg，その後は1日おきにマイトマイシン2mg

でtotal 40 mgを投与した．放射線療法はおこなわな

かった．術後30日目に経過良好により退院し，現在術

後10ヵ月で経過観察のため1ヵ月1回外来通院中であ

る．

 症例2

 患者：Y．T．77歳男無職
 初 診：1972年3月13日

 現病歴：3ヵ月前に血尿あり2～3日で消失したの

で放置していた．

 現 症：特記すべき異常所見なし

 尿所見：蛋白（＋），赤血球（＋），白血球（＋）．

 膀胱鏡所見：右尿管隆起は発赤および充血あり，さ

らに右尿管口より血塊，壊死物質の排出が認められ

た．青排泄試験は右側は全く排泄を認めない，尿管カ

テーテリスムスでは右側ほ尿管口より1．5cmで強い

抵抗あり，それ以上は挿入不能であった．

 X線撮影検査：DIPで右側は造影剤全量注入後30

分でも造影剤の排泄を全く認めない。左側は正常であ



浜野・ほか：原発性尿管癌－ 363

嗣

，騒

Fig・1・DIP・左腎は造影剤を全量注入後30分でも造

    影剤の排泄を認めない．

Fig．2． RP．左尿管口より約7cmの尿管は不規則
    で細く，いわゆる虫食状の像を示し，育曲し
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Fig．3．腹部大動脈撮影．左腎はわずかに腎動脈が造影されるもネフログラムは出現せず，無機能

    腎であり，水腎症を思わせる．
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Fig・5・腫瘍組織像，比較的よく分化した移行上皮癌

    である，
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る．RPでは右カテーテリスムスは尿管口より1．5cm

以上挿入不能，このため造影不能であった．左側は正

常であった。

 臨床診断：右尿管腫瘍

 手術：1972年3月23日，下腹部正中切開により膀胱

に達し，尿管外部から右尿管口より1．5～3．5cmの

部に腫瘍の存在を確認してから，膀胱を切開し右尿管

口を中心に半径1・5 cmにわたって膀胱部分切除術を

おこない，さらに腫瘍を含め右尿管下部を切除し膀胱

尿管再吻合術をおこなった．

 摘出標本＝右尿管口よりL5～3．5cmの部に有茎性

乳頭状腫瘍があり，腫瘍より下部L5 cmおよび上部

1・5cmの尿管は正常であった．

 組織学的所見＝移行上皮癌，Grade 9

 術後経過＝2～3ヵ月に1回定期的に膀胱鏡検査，

排泄性二品撮影により経過観察をおこなっていたが，

術後約1力二二に癌の再発により死亡した，

 症例3

 患者：Y。1．58歳女無職
 初診：1972年5月22日

 現病歴：4年前に子宮癌のため子宮全摘出術をう

け，さらにCo療法をおこなったという．約1ヵ月前

頃より腎助の終曲，嘔吐，嘔気をきたしたが，血尿は

みられなかった、

 現 症：軽度の貧血以外異常所見なし，

 尿所見二蛋白（一），赤血球（±），白血球（±）．

 膀胱鏡所見：膀胱内景正常，尿管カテーテリスムス

では右側は尿管口より15cm以上挿入不能であった，

 X線撮影検査：DIPで右腎は腎孟の拡張を認め水

腎の像をしめした、左側は造影剤全量注入後30分でも

造影剤の排泄を認められず，右尿管は中部に1椎体の

長さにわたり尿管狭窄が認められた．RPでは右尿管

は尿管口から 15cmの部より上部3cmにわたり尿

管狭窄があり，狭窄部より上部は水尿管および水腎症

を認める、左側は尿管カテーテルは尿管口より25cm

挿入可能であり，RP像は水腎症であった．腎動脈お

よび腹部大動脈撮影では両側とも水腎症であった．右

尿管狭窄部にはとくに尿管腫瘍を示す所見は得られな

かった．

 臨床診断：右尿管狭窄

 手 術：1972年6月20日，右腰部斜切開により右目

に達する，腹膜は薄く，腎は水腎である．尿管は腎孟

尿管移行部より下部3cmの部に狭窄があり，狭窄部

の尿管は右腸腰筋の中をトンネルのように通ってい

た．この尿管狭窄部を切除し端々吻合をおこなった．

 摘出標本：尿管狭窄部は約3cmであり，太さ1．0

cm尿管内腔は細く，肉眼的には尿管全体が浮腫様で

あった，

 組織学的所見：移行上皮癌，Grade皿

 術後経過：術後まもなく手術切開部より漏尿があり

ネラトンカテーテルを留置していたが，術後約6ヵ月

後腎不全により死亡した．

 症例4

 患者＝M．K．60歳女無職
 初 診：ユ972年7月6日

 現病歴：1年前頃よりときどき血尿，排尿痛があ

り，某院で尿路結石と診断された．約6ヵ月前より排

尿終末時血尿をきたすようになり，止血剤を内服した

結果血尿が軽度になったという．

 現 症：特記すべきことなし

 尿所見：軽度血性混濁，蛋白（＋），赤血球（十），

白血球（＋），桿菌（＋）．

 膀胱鏡所見：左尿管口の周囲に乳頭状腫瘍あり，さ

らに三角部を中心として軽度の膀胱炎がみられた，青

排泄試験は右側は正常，左側は10分でも排泄を認めな

い．尿管カテーテルは左側は膀胱腫瘍のため挿入不

能．

 X線撮影検査；DIPで二二は水腎であり，さらに

尿管下部に狭窄があり，狭窄より上部は水尿管であっ

た．右側は正常．RPでは左側は膀胱腫瘍のため尿管

カテーテル挿入不能で造影できなかった．

 臨床診断：左尿管レ線陰性結石，膀胱腫瘍

 手術二1972年9月21日，下腹部正中切開により膀

胱に達する．左尿管下部はゆ着が強く，尿管は肥厚し

硬く，膀胱を切開し膀胱内を見ると左尿管口の周囲に

小豆大の膀胱腫瘍があり，このため尿管カテーテル入

らず，左尿管口を中心に半径2cmで膀胱を部分切除

した．さらに尿管がじゅうぶん正常と思われる尿管口

より約6cmの部で尿管を切除しJ尿管膀胱再吻合術

をおこなった．

 摘出標本：尿管口から上部4cmの部まで乳頭状腫

瘍が充満し，それより上部の尿管は水尿管である以外

所見なし．

 組織学的所見＝移行上皮癌，Gradc IV

 術後経過：定期的に膀胱鏡検査，排泄性腎孟撮影を

おこない経過観察中，現在経過良好であり術後3年4

ヵ月生存．

 症例5

 患者：S．K．41歳女主婦
 初 診11972年9月ユ9日

 現病歴：3ヵ月まえ左側腹部痛，腰痛およびときど

き血尿があり，某医に左腎結石を指摘された．1ヵ月
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前再度腰痛をきたし某医から当科に紹介された．

 現 症：特記すべきことなし

 尿所見：蛋白（±），赤血球（±），白血球（一）．

 膀胱鏡所見：左尿管口の周囲に充血，浮腫あり，青

排泄試験は右側正常，左側は10分後でも排泄を認めな

い．尿管カテーテルは左側は尿管口より1．Ocm以上

挿入不能．

 X線撮影検査：DIPで左腎は水腎であり，さらに

左腎には小結石の陰影を認めた．左尿管下部に狭窄が

あり，それより上部の尿管には拡張を認めた．右腎は

正常である．RPでは左側は尿管カテーテルが挿入不

能のため施行できなかった．

 臨床診断：左尿管および左腎結石

 手 術：1972年10月3日，左腰部斜切開により，左

腎部分切除術をおこない，左腎結石を摘出した．次に

下腹部正中切開により膀胱および左尿管に達すると左

尿管は膀胱部より約6cmにわたり，尿管壁が硬く腫

瘍を思わせたため，直ちに凍結切片で検査すると移行

上皮癌であった。膀胱を切開し，左尿管口を中心に半

径1．5cmで膀胱部分切除術をおこない，さらに尿管

をじゅうぶん正常と思われる尿管口より約7cmの部

で切除し，このため膀胱尿管再吻合術をおこなった．

 摘出標本：尿管口直上より6cmにわたり尿管壁が

肥厚し，尿管粘膜面は充血し，また尿管口より2cm

にわたり乳頭状腫瘍がみられた。尿管口より2cm以

上は尿管内腔は拡張し水尿管であった．

 組織学的所見：移行上皮癌，Grade ll

 術後経過：定期的に膀胱鏡検査，排泄旧事孟撮影を

おこない経過観察中である．現在経過良好であり術後

3年3ヵ月生存．

 症例6

 患 者：T．K。64歳 男 公務員

 初診：1973年6月18日

 現病歴：IO年前に交通事故により腰部打撲および骨

盤骨折．約2ヵ月前より腰痛が強度になった．

 現 症＝入院約1ヵ月前の尿結核菌培養で陽性．

 尿所見；蛋白（＋），赤血球（＋），白血球（昔），

桿菌（＋），結核菌（＋）．

 膀胱鏡所見：膀胱内所見は正常．尿管カテーテリス

ムスでは左側は尿管口より2cm以上挿入不能であっ
た．

 X線撮影検査：DIPで贈遺は水腎であり，尿管下

部に狭窄あり，狭窄より上部は水尿管である．右側は

正常．RPでは左側は尿管カテーテルは尿管口より

2．O cm以上挿入不能．尿管口より2cmの部に狭窄

および陰影欠損あり，それより上部は水尿管である．

365

腎動脈および腹部大動脈撮影をおこなうと，右腎は正

常，左腎は水腎以外に所見なく，また左尿管狭窄部に

は尿管腫瘍を思わせる所見は得られなかった．

 臨床診断：左尿管レ線陰性結石または左腎結核

 手 術：1973年7月5日，左尿管切石術の予定で手

術を始めた．下腹部正中切開により左尿管に達した．

尿管下端には結石はなく，尿管は肥厚しており結核性

変化よりは尿管腫瘍を思わぜたので，膀胱を切開し

左尿管口を中心として半径1．5・cmで膀胱を部分切除

し，さらに腰部斜切開により左腎，尿管を全摘除し
た．

 摘出標本：左尿管口より 1～3cmの部に乳頭状腫

瘍あり，腫瘍より上部の尿管は水尿管でさらに左腎は

水腎であり，結核性病変は確認できなかった．

 組織学的所見：移行上皮癌，Grade皿

 術後経過二定期的に膀胱鏡検査および排泄性腎孟撮

影をおこない経過観察し，さらに抗結核剤の投与をお

こなっていたが，術後3ヵ月目に心不全で死亡した．

 症例7

 患者：T．N．64 男無職
 初診：1973年6月19日

 現病歴：8年前に血尿が2，3日あったが痛みがな

かったので放置していた．約6ヵ月前よりときどき血

尿があった．

 現 症：軽度の貧血以外異常所見なし．

 尿所見：蛋白（±），赤血球（＋），白血球（＋），

桿菌（＋）．

 膀胱鏡所見：右尿管口部に母指頭大，膀胱頸部に2

個の小豆大の膀胱腫瘍あり，青排泄試験では左正常，

右側はまったく排泄されず，さらに粘膜面全体に充血

性の変化があった．

 X線撮影検査：DIPで右側は造影剤全量注入後i

時間でも造影剤の排泄を全く認めない．左側は正常．

RPでは膀胱腫瘍のため右側は尿管カテーテル挿入不

能，このため造影不能であった．排尿時膀胱尿道造影

で右尿管口部に母指頭大の腫瘍，さらに膀胱頸部に小

豆大の腫瘍が2個あり，排尿は正常であった．

 臨床診断：膀胱腫瘍

 手 術：1973年7月12日，膀胱部分切除術をおこな

う予定で下腹部横切開により膀胱に達し，右尿管を検

索すると尿管は2～3cmと太く硬く，そのためそれ

より上部の尿管をみると同様に太く硬いため尿管腫蕩

を疑い右腎，尿管および膀胱の全摘除術をおこない，

さらに左尿管は皮膚移殖術をおこなった．

 摘出標本：膀胱内に母指頭大1個，小指頭大2個の

腫瘍があり，尿管全域に多発性に腫瘍があり，腎には
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水腎様変化は認めるが，腎門内には腫瘍はなかった．

 組織学的所見二移行上皮癌，Grade g

 術後経過：術後！ヵ月目にイレウスをおこし外科で

腸切除をおこなう．術後約6ヵ月で癌の再発により死

亡した．

 症例8

 患 者：H。T．64歳頃男 無職

 初 診：1973年12月3日

 現病歴：5ヵ月前に腰痛があり某院整形外科で治療

をうけていたが回復せず，2ヵ月前より頻尿，排尿

痛，下腹部痛があった．

 現 症：軽度の貧血あり，胸部単純写真異常なし．

LDH 435と上昇している以外異常所見なし，

 尿所見：蛋白（＋），赤血球（＋），白血球（＋），

細菌（＋）．

 膀胱鏡所見：膀胱三角部に充血および静脈怒張を認

める以外所見なし．青排泄試験は右側正常，左側排泄

なし．尿管カテーテリスムスでは左側は尿管口より

1cmで抵抗があり，5cmまでは挿入可能であったが

それ以上は挿入不能であった．

 X線撮影検査：DIPで左側は造影剤全量注入後1

時間でも造影剤の排泄を全く認めない．右側は正常．

RPでは左側は尿管カテーテルが尿管ロより 5’O cm

以上挿入不能，造影像では左尿管は全域にわたって虫

食状陰影欠損像があり，腎は水腎である．腎動脈およ

び腹部大動脈撮影をおこなったが，左側は水腎症以外

に尿管腫瘍を示す血管像は得られなかった．

 臨床診断：左尿管腫瘍

 経 過：入院1週間後より肺に癌転移像が出現し，

このため手術をおこなうことなく，ユ974年3月14日死

亡．剖検では肺，肝，腰椎などへの癌転移がみられ，

尿管は全域にわたり肥厚し，硬く，尿管内には乳頭状

腫瘍が密生し，尿管粘膜には正常な部はほとんどみら

れなかった．腎は水腎であり，腎孟粘蜘こは腫瘍はみ

られなかった．上記の臓器以外にはとくに異常所見は

なかった．

 組織学的所見＝移行上皮癌，Grade皿

 症例9

 患 者：K：．N．66歳 男 無職

 初 診：1974年7月1日

 既往歴；5年前に膀胱腫瘍のため膀胱部分切除術を

うけた．

 現病歴；2年前に排尿終末時血尿あり，その後初診

までに4～5回血尿があった．

 現症：特記すべき異常なし，

 尿所見：蛋白（±），赤血球（±），白血球（＋），

細菌（一）．

 膀胱鏡所見：左尿管口より呼吸性に可動する壊死状

物質の突出があり，青排泄試験は左側は全く排泄：を認

めなかった．尿管カテーテルは左側は壊死状物質のた

め挿入不能．

 X線撮影所見：DIPで左側は造影剤全量注入後1

時間でも全く造影されなかった．右側は正常．RPで

は壊死状物質のため左側は尿管カテーテル挿入不能で

造影できなかった．腎動脈および腹部大動脈撮影では

左側は水腎症以外に所見なし．

 臨床診断：左尿管腫瘍

 手 術：1974年7月30日，左腰部斜切開により腎に

達した．腎は水腎で，まず腎摘除術をおこない，次に

下腹部正中切開により膀胱に達した．尿管は中部に母

指頭大の硬結と，さらに尿管下端に腫瘍と思われる硬

結があった．膀胱を左尿管口を中心に1・5cmの半径

で部分切除術をおこなった．さらに尿管を全摘除し

た．

 摘出標本：腎は水腎で，尿管中部および下端に母指

頭大の乳頭状腫瘍があり，腫瘍部以外の尿管は水尿管

であり，腎孟粘膜には腫瘍はみられなかった．

 組織学的所見：移行上皮癌，Grade H

 術後経過：術後理学的には異常はみられず経過良好

であったが，退院後，術後2ヵ月目に突然に心不全を

きたして死亡した．

 症例10

 患 者：K．A．58歳 男 商業

 初診：1974年9月17日

 現病歴：3ヵ月前突然血尿をきたし，翌日血尿は消

失した．1ヵ月後に再度血尿をぎたし凝血を混ずるよ

うになった．

 現 症：特記すべき異常所見なし．

 尿所見：蛋白（±），赤血球（＋），白血球（±）．

 膀胱鏡所見：左尿管口部に母指頭大の膀胱腫瘍が1

個，さらに膀胱頸部に米粒大の膀胱腫瘍が1個あり，

青排泄試験では右側正常，左側はまったく排泄されな

かった．

 X線撮：影所見：DIPで左側は造影剤全量注入後1

時間でも造影剤の排泄を全く認めない．右側は正常．

RPでは膀胱腫瘍のため左側は尿管カテーテル挿入不

能，このため造影も不能であった．排尿時膀胱尿道造

影では左尿管口部に母指頭大の腫蕩，さらに膀胱頸部

に米粒大の腫瘍が1個あり，排尿は正常であった．

 臨床診断：膀胱腫瘍

 手 術：1974年10月8日，膀胱全摘および回腸導管

形成の目的で手術をおこなった．左尿管は全体に硬く



Table 1

N・年齢性比部 位臨床症状黙黙則・・P覗

1 70 男

2 77 男

3 58 女

  尿管下部
左約7cmに血
  わたる

尿購な・無毒

  尿管下部
予約2cmに血
  わたる

  右尿管口よ

尿錫禁物韓櫃
  出あり

嶺壁高謹異甑欝難

RP所見Angio所見

4 60 女

5 41 女

6 64 男

7 64 男

鱗撫懸
右尿管カテ
ーテル1．5
cm以上挿
入不能，造
影不能
右尿管カデ

ーテル 15両側水腎症
cm以上挿以外所見な
入不能その し
上方に狭窄

噸翠濫尿時蠣雲壌警
左尿管カテ
ーテル挿入
不能

左卿鞭論 奎瞬欝鱗蟻

  尿管下部
左約2cmに腰
  わたる 一なT職1購
右 戦域に血

  ：右尿管口周       膀胱腫瘍の

尿累藻購韓畷轟轟
  り          挿入不能

一男左羅切畷腹部獲輸・
      左RPで尿
漏壷機能腎 管全域に虫 左水腎症以

右正常弓状陰影欠外所見なし
      損

        尿管中部お

966男軍鶏鑛臨画尿終糠
        唐鳩

左尿管口よ
り呼吸性に
動く腫瘍の
突出あり

左回機能腎
右 正常

腫瘍のため
左尿管カテ 左萎縮腎以
一テル挿入 外罐見なし
不

10 58 男 左
尿管全域に

ｧ生
血   尿

左尿管口周
ﾍに母指頭 排中機能腎

E正常

膀胱腫瘍の
ｽめ左尿管カテーテル

}入不能

尿細胞診

Class工V

Class 1

Class ll

Class IV

Class 1

Class V

Class皿

臨床診断

左尿管腫瘍

右尿管腫瘍

：右尿管狭窄

左尿管レ線

陰性結石
膀胱腫瘍

左派結石
左尿管レ線
陰性結石

左尿管レ線
陰性結石
丁丁結核

膀胱腫瘍

左尿管腫瘍

左尿管腫瘍

膀胱腫瘍

組織 像

移行上皮癌
Grade ［

移行上皮癌

Gradc豆

治 療，転 帰，その他

書腎，尿管摘除術，膀胱部分
切除術，MMC 40 mg投与
術後10ヵ月生存

尿管，膀胱部分切除，尿管膀
胱吻合術，術後1力年で癌再
発により死亡

移行上皮癌
Grade皿

移行上皮癌
Grade IST

移行上皮癌
Grade ll

尿管狭窄部分切除，尿管端々・
吻合術，6カ月後腎不全で死
亡

尿管，膀胱部分切除，尿管膀
胱吻合術，MMC 20 mgと
Endoxan，2000 mg投与，3
年4ヵ月生存

尿管，膀胱部分切除，尿管膀
胱吻合術，MMC 20 mg
Endoxan 2000投与，3年3
ヵ月生存

左腎，尿管摘除術，抗結核化
学療法，Tb菌（十）， MMC
20mg投与， 3ヵ月後壁不
全で死亡

匙

寒

移行上皮癌

Grade皿

移行上皮癌

Grade豆

移行上皮癌
Grade皿

移行上皮癌
Grade丑

移行上皮癌
Grade E

左書，尿管，膀胱全摘除術
MMC 24 mg投与， 6ヵ月
後弓再発により死亡

手術不能，MMG 30 mg投
与，3ヵ月後難，肝への転移
により死亡

左腎，尿管摘除術，膀胱部分
切除術，MMC 24mg投与
2ヵ月後心不全で死亡

左腎，尿管，膀胱全摘除術，
MMC 20 mg投与， 8ヵ月
後癌再発により死亡             8
             軸“
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充実性であり，左腎は水腎性変化が高度で，このため

左腎，左尿管を全摘除し，さらに膀胱全摘除術をおこ

ない，右尿管の尿管皮膚移植術をおこなった．

 摘出標本：膀胱内には母指頭大1個，米粒大1個の

腫瘍があり，尿管全域に最大直径2cmまでの種々の

大きさの腫瘍が密生し，正常粘膜は一部にしかみられ

なかった．腎は水腎であるが二曲内には腫瘍はなく，

腎孟粘膜には腎孟腎炎を思わせる数ヵ所の発赤があっ

た．

 組織学的所見：移行上皮癌，Grade II

 術後経過：定期的に排泄性腎孟撮影および胸部撮影

などの一般検査をおこなっていたが，術後8ヵ月目に

肺，肝への癌転移により死亡した．

症例のまとめ

 io症例の要点はTable Rこ示すごとくであるが，

さらに頻度，診断，転帰についてまとめると以下のよ

うになる．

 （i）頻度：1972年1月より，1975年12月までの外

来新患総数は5，421名であり，この間の原発性尿管癌

の頻度は0．18％である．

 （ii）年齢および性：年齢は41歳より77歳であり，

平均年齢は62．2歳，男女比は7：3で男子に多い．

 （iii）発生部位1尿管を上部，中部，下部の各部に

わけると下部が5例，中部および下部にわたるもの1

例，中部が1例，上中下部つまり全尿管にわたるもの

が3例であった．

 （iv）主訴：血尿をきたしたものio症例中6例，腰

痛3例，排尿痛および血尿1例であった．

 （v）膀胱鏡所見：患側の尿管口の周囲に膀胱腫瘍

のあったもの3例，腫瘍はなかったが，患側の尿管口

の周囲に非特異性の弓張，充血のあったもの1例，患

側の尿管口より血塊，壊死物質の排出のあったもの2

例，膀胱内にとくに異常のなかったもの4例であった．

 （vi）DIP所見：造影剤を全量注入後30分または1

時間でも患側腎の造影されないもの6例，患側腎が水

腎症，または尿管の一部が水尿管であり，それらより

下部に狭窄のあるものが4例であった．

 （vii）RP所見：腫瘍が尿管口の付近にあるため尿

管カテーテルが尿管に全く挿入できなかったもの4

例，尿管腫瘍の下端まで尿管カテーテルがはいったも

の6例，このうち4例に尿管狭窄の像が得られたが，

尿管カテーテルが腫瘍部より上部に通じえた症例はな

かった．

 （viii） 腎動脈および腹部大動脈撮影所見：5例に

おこない，患側の腎が水腎であること以外に特別な所

見のつかめなかったもの3例，患側腎の腎が無機能腎

であったもの2例で，この2例は手術で水腎であるこ

とが確認された。以上5例の腎動脈および腹部大動脈

撮影では尿管腫瘍を思わせる所見は得られなかった．

 （ix）尿細胞診：7例におこない class IV以上で

悪性腫瘍が疑われたものが3例であった．この3例の

うち1例は膀胱腫蕩が確認されている．したがってこ

の症例を除外すると，6例中2例がclass IVであり，

尿細胞診による尿管腫瘍の診断率は33％であった．

 （x）病理組織学的所見：腫瘍の大きさは直径1～

3cm，長さ2～7cmであり，すべて乳頭状に隆起発

育し，尿管閉塞をきたした．組織学的にはすべて移行

上皮癌で1丁目み剖検時，扁平上皮癌の部分がみられ

た．組織学には比較的よく分化したものが多かった．

なお組織学所見の癌の異型度分類は最も分化した癌を

Grade Iとし最も低分化なものをGrade IVとして

分類した．

 （xi）治療および予後：9例に手術的治療をおこな

い，腫瘍および所属リンパ節を切除した．1例は手術

不能であった．8例に抗癌剤を使用し，マイトマイシ

ンを8例に20～40 mgを投与し，エンドキサンは2

例に2，000mgを投与した．

 術後1年以内に死亡したもの7例，生存しているも

のは3例でIOヵ月生存が1例，3年以上生存している

ものが2例である．この2例は尿管および膀胱の部分

釦除術，尿管膀胱再吻合術をおこない，患側の腎を保

存したものであった．

考 察

 原発性尿管癌は非常にまれな疾患であると考えられ

ていたが，近年は報告が増加し，けっしてまれな疾患

とはいえなくなってきた．

 この原発性尿管癌の近年の増加の原因を，二三ら2）

はまず第一に診断技術の向上，第二に泌尿器科医の関

心の増大，第三に高年齢層の増加と尿管腫瘍自体の増

加によると考えられるとしている．著者は診断技術の

向上もさることながら，原発性尿管癌の診断には，泌

尿器科医を中心とする医師の本疾患への関心，いいか

えると，主訴として血尿，三下があるときは本疾患を

常に念頭におきながら検査をすすめることが必要であ

ると考える．

 さらに最近の高福祉社会の構想により，高齢者の数

多くが以前にも増して医療を受ける機会が多くなった

こと，一方，本腫瘍は10年前には当教室では4～5年に

1例しか発見されなかったものが，近年は年に2～3

例というように尿管腫瘍自体の増加があると思われる．
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 しかし，尿管腫瘍はあいも変らず誤診率の高い疾患

であることには変りなく，術前診断の適中率はMac

Dougallら3）は50％（1961）， Scott＆McDonald4）

は70％，Mclntyreら5）は50％（1965）としAbes－

h・use 6）は1950年前は30～50％，それ以後は70％に改

善されたとしている．本邦では北山ら7）は40％，尿管

腫瘍をじゅうぶん考慮に入れた診断で63％（1967），

安藤ら8）は60％（1969）と報告している．著者の経験

では10例中4例，40％の適中率であった．酒徳ら2）に

よると本邦では尿管腫瘍をじゅうぶん考慮に入れた診

断を含めると適中率は約60％であるという．

 このように尿管腫瘍の診断の第一歩はまず本症を念

頭において検査を進めることが最も重要であり，この

点についてMacDouga11ら3）（1961）は以下のよう

な症状が認められた場合に尿管腫瘍を疑う必要がある

と述べている．

 1） When there is a functi onless kidney and some

   obstruction in the ureter．

 2） W．hen t．here ig． up－ilzteral hydronephrosis with

   no obvious cause， especially if there is hae－

   maturia．

 3） XNhen there is haematuria with a filling defect

   in the ureter．

 4） When there is haematuria with a normal

   I．V．P． and bleeding from one ureteric orifice

   on cystoscopy．

 s） ln association with tumours of the bladder．

 以上の5項目は本症の診断にあたって常に念頭にお

いておかなければならないことである．すなわち，1）

は排泄性評判撮影で無機能腎であり，RPで尿管に通

過障害がある場合であり，2）は原因が不明でしかも

一側性の水腎があり，さらに血尿をきたしている場合

であり，3）は尿管に陰影欠損があり，同時に血尿を

ともなっている場合であり，4）は耳垂像は正常であ

るが，尿管口より血液が流出している場合であり，5）

は膀胱腫瘍の症例では尿管腫瘍の合併を疑うべぎであ

る，ということである．

 いいかえると，血尿がありさらに水腎があり，尿管

に閉塞性の変化があるとぎは注意が必要であり，ま

た，尿管口より血液の流出がある場合や，膀胱腫瘍が

ある場合も尿管腫瘍を念頭において診断を進めること

が必要であると考えられる．

 本症の診断方法には尿検査，膀胱鏡検査，尿管カテ

ーテリスムス検査，X線検査および尿管内腫瘍生検な

どがある．

 膀胱鏡検査では患側尿管口よりの出血や凝血塊を認
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めることが多い．出血状態として尿管の収縮と無関係

に出血があり，また，血液が尿管口より膀胱内に流出

することは下部尿管腫瘍の特徴とされ，一方，上部尿

管腫瘍の場合は尿管蠕動にともなって比較的かぼそい

出血があることも参考になる．また尿管カテーテルは

挿入不可能なことが多く，カテーテルが腫瘍に接触す

ることにより出血が誘発されたり，腫瘍の横をカテー

テルが通りぬけるさいに出血が多くなるChevassue

and Mock現象や逆に尿管カテーテルが腫瘍部を通過

してしまえばカテーテル尿は清澄となるMar量on現象

がある．

 X線診断法の中で最も重要なのは排泄性腎孟撮影も

さることながら逆行門門孟撮影であり，腎孟および腫

瘍より上部の尿管の拡張像と腫瘍による尿管部の陰影

欠損が特異的所見である．陰影欠損の型として，尿管

像の境界鮮明な断裂，辺縁不規則な突然の狭窄および

辺縁不正な陰影欠損などがある．また腫瘍部直下で尿

管カテーテルがとぐろを巻く現象（coiling）なども特

徴的所見である（8ergman sign9））． また， BoijseniD）

は腎孟尿管撮影に血管造影を併用して，尿管の狭窄と

尿管への血管分布さらに静脈相をみることにより，尿

管腫瘍の位置と腫瘍の周囲への浸潤が判明すると述

べ，石田11）は血管造影により尿管動脈の怒張が明確に

みられることがあると述べているが，著者は10例中5

例に血管造影をおこなったが，水腎症のほかには特異

的な所見はなく，症例が少ないためか腫瘍の位置や周

囲への浸潤を判定することはできなかった．しかし，

進行した尿管癌の場合は血管造影により腫瘍の位置や

周囲への浸潤が確認されることも考えられる．

 さらに，X線診断法としてErichら12）はPRPは

retroperitoneal fibrosisとの鑑別に必要であると述べ

ている．

 著者の経験した10症例について年齢，性，部位に

ついてみるとAbeshouse6），吉田ら1）の報告している

ごとく，年齢では50～70歳代に多く，全体の85％6），

82．4％1）をしめ，性別では男子に好発し（66％6），75％

1）），部位では下部に多い（69％6），46．4％i））ということ

では箸者の経験と一致したが，左：皇別ではAbeshouse

はほとんど差はない6）といい，吉田らは66％1）で左に

多いとするが，著者の経験では10例中7例が左側であ

ったことが銭卜的であった．．

 臨床症状についてみるとAbeshouse6），安藤ら8）の

報告しているごとく，主訴として血尿が最も多く（75％

6），75．6％8）），次に養母であり（36％6），28．5％8））であ

る．著者の経験でも血尿が7例と最も多く，次に落痛

3例と諸家の報告と一一致した．
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 今回，著者が経験した10症例のうち症例3の尿管中

部腫蕩症例は既往歴として4年前に子宮癌に対する子

宮全摘出術をおこない，術後にTel Co60療法をうけ

ており，術前診断は尿路結核，あるいはレ線照射後の

右尿管狭窄とされた．症例4は左尿管にカテーテル挿

入不能で，DIPで左水腎，水尿管の所見があり，さ

らに左尿管口に近接して乳頭状腫瘍がみられたことか

ら，左尿管下部レ線陰性結石，膀胱腫瘍と術前診断さ

れた．症例5は左腎結石があるために左尿管下部レ線

陰性結石と術前診断された．症例6の左尿管下部腫瘍

の症例は既往歴として10年前に交通事故による腰椎の

変形のため長期間入院していたことがあり，また尿培

養で結核菌が検出されたことから左尿管下部レ線陰性

結石および尿路結核と術前診断された．症例7，10は

患側の尿管口の周囲に母指頭大の膀胱腫瘍があるため

にRPができず，さらにDIPの30分像で患側の腎は

造影されず，これは膀胱腫瘍の尿路閉塞による腎機能

不全と考え，単に膀胱腫瘍と診断した．

 尿管腫瘍（癌）が膀胱腫瘍を合併する頻度は諸家の

報告によると，Beckら13）28％， Newmanら14）27％，

McIntyreら5）13％， Bloomら15）8％， Meyer16）24

％，Kimら17）17％であり，多くは8～28％に尿管

癌と同時に膀胱腫瘍がみられるようである．また，

Hawtreyi8）は51例のうち25例，48％にその生存中に

何らかのかたちで膀胱腫瘍があったと報告している．

安藤ら8）はこの点に関し，尿管口付近に膀胱腫瘍の存

在するときは，多中心発生説の理により三図，尿管に

腫瘍が存在することが多いので上部尿路の注意ぶかい

検査が必要であると述べている．

 以上の点から膀胱腫瘍を診断したときは，それが尿

管癌の娘細胞によるものではないか，また膀胱腫瘍が

尿管口の周囲にあるときには尿管癌の浸潤によるもの

ではないかということに留意し，さらに上部尿路をく

わしく検査し，尿管癌の有無を確かめる必要がある．

一方また，尿管腫瘍患者の経過観察に関しては常に膀

胱腫瘍の発生に注意することが必要である．

結 語

 1972年1月より1975年12月までの4年間に三：重大学

医学部附属病院泌尿器科で経験した原発性尿管癌の10

例を報告するとともに，診断面についての考察をおこ

ない，診断のさいに注意すべき1，2点について述べ

た。

 本論文の要旨および症例2～7の6例については第102回

東海泌尿器科学会において発表したq
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