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epigastralgia and・high fever． Laboratory examinations revealed evidence of hcute pancreati（is with

pleural effusion． AOrtography demonstrated cystic mass at the jeft suprarenal areh which was・very

similar to a simple renal cyst． BUt the cystic mass was slightly irregular， had rather thick wall／with

moderate vascularity compared with usual simple renal cyst． After the’ medical treatment for ’ U

months， this cystic mass was reduced in size and the creseentic angle between the cyst wall and renal

cortex disappeared on left renal arteriography． The．patient， however， continued to complain the

upper abdominal pain and discomfort． At the time of operation， rnultiple thick－walled cysts were

found iri the upper patt of left retroperitoneal space， one 6f which was located at stiprarenal area・

Surgical procedure was drainage of those cysts， resection of a part of．the pancreas and splenectoiny．
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Postoperative course was uneventfu1 and the upper urinary tract returned to normal apperance on

IVP．・ Histologicai diagnosis of the cyst was highly inflammed pseudocyst．

  With precise case presentation， the differential diagnosis of the pancreatic pseudocyst and the

simple renal cyst was discussed as to the shape of the cyst， vascularity of the cyst wall， fluctuation in

size and presence or absence of the crescentic angle between the cyst and renal cortex． 十

は じ め に

 腎臓のspace－occupying lesionとしては腎腫瘍およ

び腎嚢腫性疾患が最も多くみられるものであるが，副

腎や膵臓の腫瘍や嚢腫，あるいはその他の後腹膜腫瘍

などのような腎臓外の病変が腎臓そのものの病変によ

るレ線学的変化と非常に類似した変化を示すことがあ

る・きらに腎外病変による腎臓の圧迫は自覚症状や検

尿所見においても腎臓そのもののspace－occupying

lesionと類似の所見を呈する場合も多く，日常の泌尿

器科臨床において注意しなければならない点の1つ

であろう．最近筆者らは膵臓の postinflammatory

pseudocystがIVPや腎血管造影においてsimple

renal cystと非常に鑑別が困難であった症例を経験し

たので，そ．の詳細とともに膵嚢腫の腎臓におよぼすレ

線学的変化を中心に文献的考察をくわえ報告する．

症 例

 患 者：22歳男子

 主 訴 上腹部痛，食思不振

 家族wa ：特記すべきことなし

 既往歴：1973年．8月胆石症にて胆嚢摘除術を受けた．

 現病歴：1973年10月頃より軽度の腹痛，食思不振を

みることがあったが自然に軽快していた．1974年11月

頃よりときどき早朝の上腹部不快感をおぼえ，近医受

診し，投薬を受けていた．1975年1月中旬，．油物の摂

取後かなりつよい左側腹部痛があり，同時に背部，左

肩放散痛もともなっていた．その後もときどきこのよ

うな痛みを感じることがあったが，同年3月4日，便

秘気味の際に油物を摂取後3時間目に急激な嘔気，嘔

吐，下痢，悪感発熱，および上腹部痛，背部痛，左肩

放散痛があり近医受診，急性膵炎との診断を受け，加

療していたが，症状軽快せず，同年4月7日，当院第

3内科入院．

 入院時現症：体格中等，栄養やや不良，球結膜に黄

染なく，眼瞼結膜に貧血あり．胸部理学的所見；心音

清，呼吸音は左下野にて減弱．腹部理学的所見；上腹

部，左季肋部に圧痛あるも筋性防御なく，Blumberg

signもない．肝は3横指触知，辺縁鋭，表面平滑，

軟両腎，脾ともにふれず・四肢；神経学的検査正常，

浮腫なし．

 入院時検査成績：体温38．6。C，血圧108／68 mmHg，

脈拍 120f分で整，赤沈1時間値123 mm．脂血；

RBC 337／mm3， Hb 10．5mg／dl， Ht 31％， WBC

9300／m卑3（st．6％， seg．54％， ly．37％，mo．3％）．血

液化学；Na 143 mEq／L， K 4．6 mEq／L， Cl lO2 mEq／

L，Ca 5．imEq／L，無機リン 3．2 mg／dl， BUN 13mg／

dl， creatinine O．6 mg／dl， uric acid 4．4 mg／dl， cho－

lesterol 107 mg／dl， FBS 102 mg／dl， amylase 795

Somogi unit．肝機能；総タン白 6・3 9／dl， alb・

3．0 g／dl， glob． 3．3 g／dl， AfG O．9， ao Ro （1）， Kunke1

5，黄疸指数4，GPT 37u， GOT 56u，アリカリフォ

スファターゼ28u，α一GPT 149u， LAP 332u， LDH

400u，血清蛋白分画alb・46・4％，α・7・o％，α217・o％，

β8・7％，γ20．7％．血清学的検査；ASLO 160， CRP

7＋，RA（一）， Waaler－Rose 20以下， Wasserman

（一）．検尿；protein（±）， sug・（一）， UrObilinOgen

正常，沈1査 RBC（一）， WBC（±）， epithel．（＿），

crystal （一）， bact． （一）． ECG sinus tachycardia．

 胸部X線所見：左門下野にpleural effusionを認

む  （Fig． 1）．

 胸水穿刺液：濃褐色血性，Rivalta反応（＋）， Rom－

beg反応（十）， bacte「ia（｝）， PaPanicolaou class I，

protein 6．0 g／dl， amylase 21400 Somogi・ unit／dl．

 IVP：左腎三極においてnephrogramが欠損し上菅

杯の下方への偏位をみとめるが腎全体の下方への偏位

は認められない（Fig．2）．

 大動脈造影：脾臓は上外方に圧排され，左横隔膜動

脈は途中で圧迫による閉塞像を呈し，さらに左門上酒

｝Cavascular rnassの存在を認める．

 左腎動脈造影：左腎上野にsimple renal cystを思

わせるavascular massを認めるがcrcscentic angle

はやや鈍であり，またmass capsuleへのblood supPly

もすこし認められる（Fig．3）．

 超音波検査所見：左腎上極のcystic maSs以外にそ

の頭側に別に2つのcystic．1esionを認めるが膵臓自

身の腫大はない．

 入院後経過：以上のような検査成績より本症例は

acute pancreatitis ｝こと．もなV pleural effusion と

pancreatic pseudocystの形成をきたしたものと考えら
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Fig． 4． 入院後6ヵ月目の選択的懸隔動脈造影
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Fig． 5． 入院後6ヵ月目の選択的左腎動脈造影
（nephrographic phase）

Fig．6．嚢腫壁の組織学的所見
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れたが，左二上極のcystic massについてはsimple

renal cystとの明らかな鑑別不能のまま内科治療およ

び胸腔穿刺により治療がつづけられ，諸検査成績にて

は徐々に改善の気配が認められた．入院後4ヵ月目の

DIPにおいては，左腎上極のcystic massはやや縮

小してきており，またcaPSule自身のstainもみられ

る．入院後5ヵ月目の左腎血管造影をFig．4に示す

が，これにおいてもcystの縮小は明らかであり，ま

た形の：不整が強くなって西洋梨型を呈している．Fig．

5のnephrographic phas6ではmassが比較的よく造

影され，またcrescentic angleは完全に鈍となってい

る．しかしながら，このような長期間にわたる内科的

治療によってもpleural effusionは完全に消退せず，

また血清アミラーゼの低下も不じゅうぶんであり，さ

らに上腹部落痛が継続したため，1975年10月31日，手

術を施行した．

 手術所見：左後腹膜腔の脾．膵および腎上極付近に

周辺との癒着高度な多数の小さなcystの形成を認め，

これらcystのdrainage，膵尾部の切除，およびsplc－

nectomyを施行．術中pancreatic ductgraphyにより

ductの拡張のないこと．が確認された．術後経過は順調

で屡孔の形成もなく，術前462Somogi unit／mlの血

清アミラーゼ値も術後3週目には69SomQgi unit／ml

と低下し，また1ヵ月目のDIPでは腎孟腎杯の変形

はほぼ消失した．

 病理組織所見：・左山上極付近より採取された嚢腫壁

はFig．6に示すよう1・C nonspecific graPulationであ

り，内心に上皮はなく，また炎症は腎被膜をやぶり腎

皮質にまで波及していた．

考 察

 膵嚢腫はその嚢腫壁の組織構造より，内面に上皮細

胞をもつ真性嚢腫と，これを有しない仮性嚢腫に大別

されるが，このうち臨床的に比較的多くみられるもの

は後者であり，またその発生原因としては成人におい

てはpost－inflammatoryが，小児ではpost－traumatic

のものが多い4）． また膵嚢腫の腫大，進展はおもに

omental bursaの方向に向かうことが多いが，ときに

は上方に向かい横隔膜をこえてmediastinumに進入

することや，側方や下方に向かいGerota筋膜をこえ

てrenal fossaに進展することもある．この結果当然

上部尿路に対するさまざまな影響が考えられ，泌尿器

科臨床において腎，あるいは腎周辺の他のspace oc－

cupying lesionとの鑑別が重要となってくる．

 1942年，Ormondら8）は3例の膵嚢腫において，2

例では著明な尿路系への影響を認めなかったが，1例

で右腎の左方へのつよい偏位を認めたことを報告し，

またそれまでの報告で，膵嚢腫が左水腎症の所見と類

似していた場合や，左腎出血をきたした例，pancreatic

sebaceous cystが上部腎孟の延長や閉塞をみた例など

を引用，報告している．1953年Abeshouse1）はIVP

を施行した15例の膵嚢腫（うち仮性嚢腫4例）につい

て，5例で腎の下方への偏位，5例で尿管の圧迫をみ

とめ，さらec 4例では腎孟の圧迫変形を呈し，上部尿

路系にレ線学的変化をまったく認めなかったものは2

例のみであったことを報告し，さらにintrarenal mass

lesionと非常に類似した所見のみられる場合のあるこ

とを述べて，とくにSimple renal cystとの鑑別の必

要性を強調している．その後も膵嚢腫のIVPや腎血

管造影におよぼす変化についてはいくつかの報告がみ

られ，とくに左腎上極でのsirrlple renal cystや腎腫

瘍との類似性が強調きれている3・9・IG・12・14）．

 一般に腎周辺に発生したspace－occupying lesionは

腎の偏位をもたらすことが多く，腎孟腎杯の変形は軽

度であるが，膵仮性嚢腫はその発生過程よりみて，

post－inflammatoryであれpost－traumaticであれ，膵

消化酵素のextravasationによる周辺組織の融解をも

たらし，激しい炎症反応が引きおこされている．この

結果腎を圧迫する場合でも単にextrinsicにその偏位

をもたらすだけでなく，perinep葺ri喚による腎の固定

は，嚢腫の腫大とあいまって，腎の実質そのものに発

生するmass lesionとくにsimple－cystと非常に類似

した腎孟戦記の変形をもたらすものと考えられ9・15），

intrarenal pancreatic pseudocystという表現の用い

られる場合もある12）．筆者らの経験例においても入院

時IVPにおける論旨の変形は顕著であり，また腎血

管造影｝こおいても嚢腫壁血管の走行は，simple cystと

ほとんど区別できないような所見を呈しており，また

超音波断層法やシンチグラムによっても鑑別すること

は困難であった．Stone13）はこれとほぼ同様の所見を

呈した膵仮性嚢腫の成因について，発生学的にみた膵

臓のdorsal budと腎臓の近接した位置関係より，面

内に迷入した膵組織がその発生母地となりうる可能性

を述べているが，筆者らは，自験例では嚢腫は多発性

であり，またこれらのうちの1つだけがrenal cystと

区別できないようなレ線学的形態を示していた点よ

り，必ずしも膵組織の腎内口入がintrarenal pancrca－

tic pseudocystの形成に必要な条件であるとは考えら

れなかった．

 さらに自験例において興味のもたれる点はその経過

中｝こおけるcystの縮小である。 simple renal cystや

peripelvic renal cystの自然縮小は非常にまれ1こみら
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Table 1・レ線学的鑑別点

形

大ぎさの変化

腎外周とcyst

嚢 腫 壁

simple renal cyst

整または不整の球形

（一）

鋭角のCreSCentiC angle

うすい

pancreatic pseudocyst

やや不整の球形，縮小時不整著明

（＋）

大きFなcystでも先端は鈍的

厚く，nephrotomographyで描出．される場

合がある．1血管造影でvascularityが高い．

れることが報告されているが2・1P，けっして多いもの

ではない．しかし膵仮性嚢腫の場合には，内科的治療

による炎症の消退はcystの縮小をもたらす場合も多

く，このような経時的変化がその診断の一助になるも

のと考えられる．またLilienfeldら6）はsimple renal

cystとの鑑別点として膵仮性嚢腫の場合，壁がIVP－

tGmGgraphyによりかなり造影されてくる所見をのべ

ている．以上のような自験例における所見や，文献的

考察より膵仮性嚢腫とsimple renal cystとのレ線学

的鑑別点をまとめたものがTable lである．このよ

うに膵仮性嚢腫のレ線学的診断は場合によりけっして

容易なものではないが，病歴，とくに成人ではacute

pancreatitisの既往，小児では腹部打撲の有無，血清

アミラーゼ値の上昇は有意義である．自覚症状は腎お

よび膵は共通の自律性，知覚性神経支配を受けている

ことも関与して，消化器症状，腎尿路系症状が多彩な

発現を示すことが多い7）．検尿所見も多様であり膵化

性嚢腫診断における意義は低い．

 治療は自験例においては嚢腫が多発性であったため，

嚢腫壁の切除とドレナージが施行され，満足な結果

を得ることができたが，単発性の場合にはintestina1

drainage（cystojejunostomyなど）や，膵嚢腫摘除術

なども考慮されるべきであると思われる．

結 語

 IVPおよび腎血管造影の所見が左腎上子のsimple

renal cystと非常に類似し，鑑別の困難であった膵仮

性嚢腫の1例を報告した．また文献的考察と自験例の

所見よりこの2つの疾患のレ線学的鑑別点につき検討

した．
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