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異常血管による下部尿管通過障害の．1例

東大阪市立中央病院泌尿器科

          三  好

          郡    健

          永． 原

（部長：永原 篤）

    進

二 郎

    篤

しOWER URETERAL OBSTRUCTION BY ABERRANT
         BLOOD VESSEL：REPORT OF A CASE

Susum－v． M1yosH－i， Kenj iro KoHRi and Atsushi NAGAHARA

     飾0ηZthe 1）ePartmθnt（ゾ乙lrologア， Hi8ashiosaka（］en彦ral Hc｝sf）ital

                （Director ： A． 2Vagahara， i｝4． D．）

    A case is a 39－year－old female， who visited our clinic with the chief complaint of left fiank pain．

A plain film．of the abdomen showed no calculus． An excretory urograin’ demonstrated marked

dilat飢ion of the left renal pelvis， upper and middle ureter， but the．lower ureter appeared nor血aL

In ・the retrqgrade study catheter・could be inserted only 8 cm from the left ureteral・drifice．”The

aberrant blood vessels are small two arteries branching from the internal iliac artery and oppressing

the left lower ureter anteriorly about 6 cm above the ureterovesical junction． Therefore we ligated

and dissected these blood vessels ．together with ureterolysis． Excretory urogram taken 6 months after

surgery revealed・ remarkable improvement of left hydronephrosis． No complaint has occurred sirice

surgery．

    Congenital ureteraL ebstructien due to cernpression from vascular anomaly is rather rare and

especially those occurring at the lower ureter are very rare． 101 cases of hydronephrosis due to

aberrant blood vessels were collected from the literature since 1955， 58 being male and 42’ female．

Side of vascular obstruction was right in 38 cases， left in 56 cases and bilateral in one． The average

age of the collected 101 cases was 27． Among these 101 cases of the vascular obstruction， only’ 10

cases including our ．case occured at the lower ureter， 2 being male and 8 female． A higher incidence

among the female was noted． ln 4 cases， ureteral obstruction was relieved with dissection alone of

the aberrant blood vessels with adhesive fibrous band， but the other 4 cases were treated by resection

of constricted portion of the ureter and ureteroneocystostomy． ln one case， vascular dissection with

reimplantation of the ureter was performed and in the last one， ureterolithotomy alone was carried

out．

    It is rather diMcult to diagnose these yascular obstruction of the lower ureter preoperatively．

The most usefu1 technique may be angiography in combination with pyeloureterography．・ ’ @However，

preoperative diagnosis Qf the aberrant blood vessels would not be required， only the adequaie

treatment would be taken at the time of operation．

    Concerning with hydronephrosis by aberrant blood vessels， Campbell presented the idea’ that

those vessels must have been rather secondary cause than primary and the accumulation of other

factors such as renal ptosis， vigorous body movement may have lead to the manifestation of hydro－

nephrosis． But we think that in the lower ureter those factors other than aberrant blood vessels

would not contribute to the obstruction． This conception serves to determine whether ureteral
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transsection and reimplantatioR is needed or vascular resection with ureterolysis only is suflicient．

In addition to this idea， we should consider changes in the ureteral wall， peristaltic alteration of the

upper ureter and the degree of dilatation， to decide if the resection alone of the aberrant blood vessels

results in success or failure．

緒 言

 異常血管の圧迫ないし絞拒による尿管の通過障害は

比較的まれな疾患であるが，とくに下部尿管（外腸骨

動脈交叉部より膀胱尿管移行部までの部分）に発生す

るものは，きわめてめずらしいものと思われる．最近，

われわれは，その1例を経験したので報告するととも

に，文献的考察を試みた．

症 例

 患者：石○常○，39歳，女，主婦（こども1人）

 主訴：左側腹部痛．

 家族歴；特記すべき事項なし．

 既往歴：8年前，胆石症の疑いにて入院．

 現病歴：1975年9月26日．突然左側腹部痛があり某

医を受診，鎮痛剤の投与をうけおさまった．翌日，精

査のため当院内科を受診し静脈性腎孟造影にて水腎症

を指摘され，泌尿器科へ紹介された．発熱や肉眼的血

尿はなく，また痛みは生理とは関係はなかった．

 地面：体格中等度，栄養良好，胸腹部および泌尿性

器系は理学的に正常，両腎は触知しえず．鼠径部，腋

下などには異常なリンパ節腫脹はなかった，

 諸検査成績：血圧116／60，血沈1時間値7mm，2時

間値IImm．血液像；赤血球444 × 104／mm3， Hb 12．4

9／dl，白血球数6，100／mm3， Ht 38％，血小板20．6x

lo4／mm3．血液化学；Na 137mEq／L， K 3．9mEq／L， cl

lo4 mEq／1， ca 9 mg／dl， P 2．3 mg／dl，尿酸4．6 mg／dl，

creatinine O．8 mg／dl， BUN l l mg／dL肝機能；総蛋

白6・89／dl，アルブミン3．9 9／dl，グロブリン2．99／dlJ

GOT 4U， GPT 6U， CoR 2（3），1，14。検尿；比重

1．019，pH 6，赤血球4～511F，白血球10～15／1F，扁

平上皮（一），円柱（一），細菌（十），糖（一），蛋

白（一），細胞診（一）．心電図：sinus arrhythmia

がある．

 膀胱鏡所見：粘膜は正常，尿管口は左右とも異常な

し．

 レ線検査所見：胸部レ線撮影および腎膀胱部単純撮

影では異常所見はみられない．静脈性腎孟造影では，

左腎孟腎杯および尿管の中等度の拡張がみられ，膀胱

近接部尿管に造影剤の中断がみとめられるが，それよ

り末梢部位においては正常である．またいわゆる尿管

バンドは判然としていない（Fig．2，3）．逆行性腎孟造

影では，尿管カテーテルは左尿管口より約8cmにて

行きどまり，造影剤は腎孟へは到達せず逆流してきて

いる（Fig．4）．

 手術所見および術後経過：以上の諸検査成績より，

尿管結石や尿管腫瘍または尿管弁，あるいは炎症や索

状物による尿管周囲からの圧迫などを考え，1975年11

月11日手術を施行した．腰椎麻酔のもと，左傍腹直：筋

切開にて後腹膜腔に到達，径約2cmに拡張した尿管

を見つけた．これを下方にたどり剥離していくと，膀

胱尿管移行部より 6～7 cmの所に，内腸骨動脈よ

り分枝し，膀胱後部の方向へ向かう血管2本が，尿管

前面でこれと交叉し縦横に絡みあうのがみとめられ

た．尿管は狭窄部上方では拡張していたが，それより

下部では正常の外観をしていた．そのため，この異常

血管を切断し，随行する索状の線維性組織を除去する

と，狭窄はほぼ完全に解除され，上部の尿管の拡張も

ほぼ消退，正常の尿の通過が確認された．さらに，狭

窄部より上方で，尿管に小切開を加え内乱を検索した

が，内因性の通過障害はみられず，一部尿管のbiopsy

をして手術を終了した．下の図は，尿管と膀胱および

異常血管との関係を示す模式図である（Fig．1）．術後

A． illaca． ext，／

A． iliaca． int，

dilated ureter

Bladder

R
赴

aberrant artery

Fig． 1． Schema of vascular ureteral blockage．

    Aberrant arteries and fibrous band

    were found firrnly compressing the

    ureter about 6 cm above the uretero－

    vesical junction．
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経過は良好で，左側腹部痛もとれ術後10日目に退院し

た．術後6ヵ月目に施行された静脈性心孟造影では，

左尿管の通過障害はみられず，腎孟腎杯および尿管の

拡張はほとんど消退している（Fig．5）．

 組織学的所見：組織学的には，粘膜下組織は浮腫が

強く循環障害があったことが推測されるが炎症所見は

ほとんどない（Fig．6）．

考 察

 1929年，Hyamsi）は異常血管による下部尿管通過障

害について最：初の報告をなし，同時に一連の死体解剖

によってえた所見にもとづき，下部尿管を圧迫ないし

十四する異常血管の種々相をかなり詳細に報告した

（Fig．7）．図は標準的な局所の解剖図である．尿管は

図のように，外腸骨動脈の起始部でその前方に交叉

し，小骨盤腔後壁を内腸骨動脈にほぼ平行に膀胱後面

へ向かうが，直接尿管に影響をおよぼすと考えられる

内腸骨動脈の分枝はさまざまのvariati・nを有してい

る．したがってそれぞれの分枝が内腸骨動脈より分か

れる高さ，膀胱壁にはいる位置，さらには末梢の枝ぶ

りによって微妙に尿管への影響をもちうることにな

る．そのなかでも，A・umbilicalisおよびその分枝で

ある膀胱枝のvariationは著しく尿管下端部への影響

が多いことが指摘されている．本邦において，異常血

管に起因すると思われる水腎症例としては，今村ら2）

の集計にさらに自験例を含めて5例3～6）を合わせ，

lg55年以降総計101例を集計することができた．ただ

し尿管静脈瘤によるものは含まれていない．これの簡

単な統計的観察を試みると，性別では男58例，女42例，

患側は右38例，左56例で左が60％を占めやや多い．ま

Ureter

A． illaca． ext．

A． vesic． ＄up，

Bl。磁

Prostate

A． il iaca． int．

／A． umbilical

  A．ob廿urG童oriG

Fig． 7．

NX

Aduct． deferent．

A． vesic． int．

Vos． deferens．

Lig． umb川CGIe， lot．

Normal illustration of A． iliaca interna

 and its branches （male）．

た異常血管の種類としては，腎異常血管によるものが

77例で77％を占めそのほとんどが事跡尿管移行部にて

尿管を旧領ないし圧迫している（Table l）・以上101例

の中で，とくに外腸骨動脈交叉部より膀胱尿管移行部

までのいわゆる下部尿管の通過障害は，われわれが集

計しえた限りでは，ユ967年百瀬ら7）によるものが本邦

第1例目であり，以来自験例を含めて10例8～10）にすぎ

ない．患者の年齢は11ヵ月より54歳にまたがり，患側

は右3例，左6例，両側1例であった．異常血管の種

類としては，自験例では追跡確認しえていないが，10

Table 2．異常血管による下部尿管通過障害例

症例年齢性主訴黙劇灘尿雛綿誘癩手術捌報告者
1 9歳

  ［ 発 熱1 ，な： し

           1
ｶ（数cm），上膀胱動脈 尿管膀胱新吻合術 百瀬剛一・ほか7）

2 35歳 女 左側腹部痛 な し 左，内腸骨動脈の分枝 尿管膀胱新吻合術 堀米 哲・ほか3）

3 18歳 女 腰  痛「な1  し

P
左（2cm） 血管切断

A管膀胱新吻合術
高島彰夫8）

4 30歳 女 右側腹部痛 陰し 右（2～3），子宮動脈 血管切断 姉崎 衛・ほか4）

5 54歳 女
右側腹部痛
ｭ   熱

1あ り 右（3cm），子宮動脈 尿管膀胱新吻合術 梶本伸一・ほか9）

6 男 発   熱
^   尿

な し   1 両側（数cm） 尿管膀胱新吻合術
i両側）

妹尾康平・ほか10）

7 i 22歳
女

排 尿 痛
?  痛

な 右（6～7cm），尿管結石
�ﾆもなう

尿管切石術 同 上

8 11ヵ月 男 発   熱
^   尿

  呂な  しi

左（2～2．5cm） 血管切断 同 上

9 7歳 女 蛋 白 尿 あ り 左（3cm），月斉動脈 血管切断 加藤哲郎・ほか5）

10 i
@ l

39歳 ［   i 女 左側腹部痛 な し 左（6～7cm），内腸骨動
ｬの分枝

血管切断 自験例
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例中4例は確認されており，A． umbilicalisあるいは

その分枝でもあるAa． vesicales suPeriorまたはA，

uterinaなどであった．しかし，加藤ら5）によれば，

欧米の諸家の報告例においては，そのほとんどがA．

umbilicalisであったと述べている．臨床症状として

は，側腹部痛や腰痛などがいちばん多く，若年齢の場

合はむしろ発熱や膿尿，あるいは単なる蛋白尿などで

たまたま発見されている場合が多い．手術治療法とし

ては，異常血管の切除をしureterolysisのみを施行し

たもの4例，異常血管は保存し尿管膀胱新吻合術のみ

施行したもの4例，両方施行したもの1例，また症例

7は異常血管による尿管の圧迫部laて尿管結石が合併

しており，尿管切石術のみ施行されている（Table 2）・

さてここに，われわれは2つの問題点があると考え

る．一つは術前診断における血管造影の必要性に関す

る点，一つは異常血管を切除しureterolysisだけにと

どめるか，あるいは狭窄部尿管を一部切除し，尿管胱新

Table L 異常血管による水腎症例

尿管通過障害・異常血管

／）総計 10工例

 除く）

2）性  男：女一58：42（不明1）

3）年齢 11ヵ月～60歳（平均27歳）

4）患側右：左：両側＝38：56：

5）異常血管の種類

  腎異常血管によるもの

   動脈性

   静脈性

   動静脈性

（ただし尿管静脈瘤によるものは

1（不明6）

血管とのみしるされているもの

腎と無関係な血管によるもの

不明

77例（77％）

    37例

    9例

    8例

   23例
    15例

    9例

吻合術または尿管尿管吻合術を必要とするかという手

術治療に関する点である．前者に関しては，血管造影

は10例中2例に施行されており，1例は異常血管は造

影され子宮動脈による尿管圧迫であると診断されたが，

1例では造影しえていない．われわれは，これらの点

にかんがみ，二つの点から血管造影の必要性はさほど

ないのではないかと考える．その理由として，一つは

遺贈尿管移行部などの上部尿管を猛追絞癒する異常血

管は，さきほどのTable 1からもわかるように腎実

質への影響が大なる点でこれを切断する場合には問題

になるところが大きいが，下部尿管にまつわるものは，

手術手技上たとえこれを結紮切除しても，手術結果に

支障をもたらすことはほとんどない．二つめは，A・

umbilicalisは中途より退行してLig． umbilicaleにな

843

るが，尿管と交叉する部分は，ほとんどの場合A・

vesicalisなど膀胱分枝を出したあとの末梢部である

ためじゅうぶんな血流がなく，また他のA．uteri服や

A・ductus deferentisなaこしても尿管との関係を判

読することは非常に難解であると思われるからであ

る．二つめの問題点で，ureterolysisのみにとどめる

か，．あるいは尿管を一部切除すべきかどうかに関して

であるが，これに関連してさまざまの意見が述べられ

ている．とくに，Campbell11）の提唱したsecondary

vascular obstruction （異常血管は水腎水尿管の一次

的原因ではなく，助長因子つまりは二次的因子である

とする概念）がある．しかし，これはおもに腎孟尿

管移行部における異常血管の圧迫ないし絞擁について

述べられているものであり，とくにこの部分は三重

：量，身体的活動，横隔膜の呼吸運動，脊椎の屈曲など

により影響を受けやすい部分であり，腎は容易に下方

移動あるいは前方移動をおこして尿流の停滞を促進し

うることが考えられる．しかし下部尿管に関しては，

以上述べたような身体的活動による尿流の停滞の促進

はあまり考えに入れる必要はなく，しいてあげれば，

消化器内の内容物あるいは子宮による尿管の圧迫くら

いであろう．結局いちおうの手術の条件としては，妹

尾ら10）も述べているように，静脈性最早造影における

下部尿管像，手術時における尿管の外観および蠕動運

動，ureterolysisにより拡張した尿管がすみやかに解

除される傾向にあるかどうかなどいくつかの条件を満

たせば，尿管の部分切除はしなくても，血管の切除お

よびureterolysisのみで通過障害の改善は期待される

ものと思われる．自験例は，尿管は一部肥厚していた

が，上記の条件をほぼみたしていたのでureter・lysis

のみにとどめ，満足のいく結果がえられた．

結 語

 異常血管に起因する下部尿管通過障害の1例を報告

した．本症例は，下部尿管に限定すれぽ本邦第10例目

である．
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