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〔泌尿紀要24巻12号1978年12月〕

高度な結核性尿管狭窄に対する外科的療法

藤沢市民病院泌尿器科（医長：広川 信）

岩  本  晃  明

佐 々 木 紘 一

藤  井     浩

広  川     信

 朝倉．泌尿器科医院

朝  倉  茂  夫

SURGICAL TREATMENT OF MARKED TUBERCULOUS
     STRICTURES OF THE LOWER URETER

Teruaki lwAMoTo， Kohichi SAsAKi， Hiroshi FuJii and Makoto HiRoKAwA

        From孟ん6 DePartmentげUrolog），， Fゆ∫αωα0め飾吻観

              （Chief： M． Hirokawa， M．． D．）

   Shigeo AsAKuRA

From the Private Practice of Urolog］

  As one of the findings of urinary tuberculosis， ureteral strictures are observed frequently． lt

is dithcuit to decide what the most adequate method of treatment is and when the optimum timing

of surgical operation．

  We have performed ureterocystoneestomy （nipple methed） in three cases of marked tuberculous

strictures’ of the lower ureter． These cases were otherwise indicated for nephrectomy．

  Prior to the operation， case l was treated with che皿otherapy for 6 months；case 2 was treated

for 14 months ； case 3 was not treated because diagnosis as tuberculosis was not made． As these patients

had renal tuberculosis and皿ultiple strictures of the ureter， we have paid attcntion particularly on

the post－operative progress． Renal function has been preserved for 1．5 to 55 years period after the

operatlon．

  We can con且rm that ureterocystoneosto皿y is also applicable sa｛dy fomarked tuberculous strictures

of the lower ureter．

緒 言

 尿路結核のうちで，尿管狭窄はしばしばみられ，治

療の方法あるいは，その時期が問題点となる．個々の

臨床例に遭遇すると，その治療方針に悩む場合が多

い．私たちは従来なら腎摘除をするような高度の尿管

下端部狭窄を示した尿路結核に，尿管膀胱新吻合術を

おこない，良好な経過をたどっている3症例について

報告する．

症 例

 症例1．

 患者：42歳，家婦．

 初診日：1975年10月7日．

 主訴：膀胱症状．

 家族歴：特記すべきことなし．

 既往歴：小児結核．1966年胆石の手術．

 現病歴：1975年8月20日より排尿痛，頻尿があり膀

胱炎として治療を受けていたが，再発をくり返すため，
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当科へ紹介きれた．初診rlの検尿は，二二（＋），沈査，

赤血球（一），臼血球無数，細菌培養klebsietla 10・「）／m1，

結核菌塗沫（一一）であった．化学療法をおこなっていた

が，膿尿が改．簿されず，11月に，高熱と左側腹部痛と

が出現した．頻回の結核菌検査で，3ヵ月目に陽性を

示し，IVPは，著明な左の水腎症と多発する尿管狭窄

を認めた．PAS， INH， EB，の3者併用による化学療

法を開始し，尿中結核菌は陰性となったが，左水腎症

が徐々に増強し．腎機能が低下してきた．保存的療法

では，腎保存が不可能と判断し，1976年5月181．1，化

学療法開始6ヵ月後に，尿管膀胱新吻合術をおこなっ

た．

 術前検査成績，検尿：蛋白（一），沈査，赤血球1～2t

毎視野，白血球10～201毎視野，結核菌塗沫培養（・）．

末梢血：白血球5，600／mm3，赤血球4「04 y 10・i／Jnm3．

血色％“ 10．59／d1，ヘマトクリット31．4％血沈36 mm／

1時間，72mm／2時間， BUN！3mg！dl， creatininc

O．8mg／dl， PSP 15分値20％，120分60％， Fishbcrg

test lO19，血圧132／80．膀胱鏡所見，膀胱容量は300

ml以上ある．粘膜には異常なく，左尿管口は．やや

上外方に偏位していた．

 手術所見．尿管下端の狭窄部より中枢は，示指大に

拡張し尿管壁の肥厚が著明で，管腔が閉塞していた．

狭窄部の尿管を約3cm切除し， nipplcを作成し，膀

胱の頂部付近に再吻合した．尿管へのスプリントカテ

ーテルは約5cmでつつかえて挿入が不可能であった．

 病理組織所見：切除された尿籏は，明かに結核結節

を形成している．結核の結節性肉芽により，管腔の狭

窄をきたしている．

Fig．2．症例1．DIP 60分像（術後1ヵ月）

Fig． L 症例1． IVP 30分像（術前） Fig・3・症例1．IVP 20分像（術後1年半）



岩本・ほか 結核性尿管狭窄・外科療法 1011

  ll iiisi

㌧響

調穆登

撫    」 ．M ij
    lcr，ir’” ：gliageit fli

紹

轟

1三

編

凝
 吃書

鋤拶

轟熱

話

め  
∫鼻写 窒
 9
  窪
 韓

1，i

1

毒棚あ 3
    わ や

！藩鞭
附呼睾

il

g
1

f
ゑ

鍵Pts翻磯辮綴織詩

シ’解織織メ犠1

 赫菱織藩論驚＿

 駄轡鱒耀舞舞嘱
           毎

          け

鰍鼎

瀞唖

，

  掌
’ま
簿彗
仕

  し

 1

年   転  eWT

  鉾＿

u
r

吋

・，歪

 津熱
  画

鋤！鯉
 ・・   護ご蝋ド

㌔…1訴興
in

4

   禦＿   響蜘
  ゴ需訊羨嫉
   i臓  隔 鍵

   ∴3 礒難

聴瀞蕪ll

｛

調

達

 ii影

響

轡
轟

／糠繍転、

    可

 ゆや！㌻

達∵

wur’ in

籔壷1，

     蓼心

㍉4離職
tthrfw

i

薯

噂

  畷v  け轡te

厩l
   k

eage

 鞭撫

1瀬灘

‘

暇

    1：

麟…il憲

  澱餐

寮1驚轟騨難

             照照

曝

翻1尋

Fi94 症例1 レノ グラム（術前）

  …罫

響
  物

弗  9 T．t  雛

ll嚇、1

擁緯嚢

磯鶏

ド

 駿agl￥，・

鷺

磯

賑」

誹

．攣

際  幽静   ぞ

／購野

ザ含・
£レ卿が凹

轟控 ・

難 

域
野晒》鰯

霧舞
憲卑

㌦§

 誌
   瞭        な

 霧＿ 黒
気亭…

参

吃

麟羅爵・・
   瓢

 1慮 妻
  i》

、繁構
i  〆垂

 袴        価

     ダ
鐘一鶴．

Fig 5

  匙 叩 轡欄転鯵饗難論
                    し

       …獣㌔魯   峯

 i     鄭謡恥      9t

          弼鱗
          遮聖：
1          撒一        魅

・、鋸1藷Ix警li・1 認

1諺還離籍賑
  乱  粥vre w
へ   ぬ  が

e噛 ﾅ 牽1緬・
  懇一議

壽i病    。
            ＿H野

墜轡1響璽餐

欝欝i饗

 症例1 レノク

臨蠣
         攣

      鼎蟻撫琴
       きがサ 

訟、、轟慈マ

   峨賑嘩麟
    轡欝欝

lgl

              鰍囎zat
                4

嚇醗灘！

            ＿↓轟

        灘鱗

            r     羅 穿

              言

        〆1轡講1㌦

ラム（術後1年3ヵ月）

噸
画｛

纏講

li亀螺撫

鰍
ζ沸

編譜奉戴

濠縮

織
  ご轟
  け  ぎ
 け 簿留が
1嚢鐸，

1…

鑓



1012 岩本・ほか：結核性尿管狭窄・外科療法

 術後経過：経過は良好で18日目のDIPの所見はじ

ゅず状の尿管の変化および水腎症はまだみられるが，

術前より改善している．レノグラムでは，排泄遅延の

程度が軽減して術前より回復してきている．術後1年

3ヵ月後の尿所見は，蛋白（一），尿沈査，赤血球（一），

自血球8～10／毎視野で，血沈は1時間値11mm，2時

間値28・nmであった． IVPは，水二水尿管を認めて

いないが，レノグラム上，排泄が軽度遅延しているパ

ターンを示した。現在INH， EB， RFPの3者併用を

続けている．

 症例2．

 患者：47歳，家婦．

 初診日：1971年5月4日．

 主訴：血尿．

 既往歴：以前に左腎結核にて10ヵ月間治療を受けた

ことがある．

 現病歴：1971年5月，血尿が出現して受診した．既

往歴より結核を疑い検索した．尿中結核菌培養は陽性

であった．IVPは左上腎杯の閉塞性病変と尿管下端

の狭窄による左水腎症を示した．PAS， INH 2者によ

る化学療法により結核菌は陰性化したが，配水腎症は

増強し，腎機能の悪化がみられた．1972年7月18日，

化学療法闘始後14ヵ月目に左尿管膀胱新吻合術をおこ

なった．

 術前検査成績．検尿：蛋白（一），糖（一），沈渣，赤血

球1～2／毎視野，白血球5～10／毎視野，細菌培養（一）・

末梢血：赤血球397×104／mm3，血色素11．5 g／dl，ヘ

マトクリット34．6％，白血球6，800／mm3，血沈30 mm！

1時間，60 mm／ 2時間， BUN 16mg／dl， creatinine

O．9mg／dl， クレアチニンクリアランス75．1cc／min，

PSP 15分値20％，120分55％， Fishberg testユ024，

血圧120／70．

 手術所見：尿管下端の狭窄部より中枢の尿管は直径

1cm以上も拡張していた．狭窄部尿管を切除し，

nipplcを作成し，膀胱頂部付近に再吻合した．スプリ

ントカテーテルを使用しなかった．

 病理組織所見：切除した尿管には結核性の変化がな

く，慢性尿管炎と尿管周囲炎の像がみられた．

 術後経過；経過は良好で，術後2ヵ月目のIVPで

は，上山杯の閉塞性病変を残しているが水腎症は改善

され，尿管の拡張も消失している．しかしレノグラム

の所見では無機能腎に近いパターンを示した，5ヵ月

後の腎シンチは，左腎の取り込みが悪く二極のみに集

積像を認める所見であった，化学療法はPAS， INH→

PAS， INH， EB→EBと計3年間おこなった．終了時

の検査所見は，尿蛋白（一），沈渣，赤血球6～8／毎視

野，白血球（一），結核菌培養（一），血沈1時閲14mm，

2時問37mm， BUN l 6 mg／dl， creatinine O．8 mg／dI

である。1977年7月（術後5年）現在，自覚症状はな

く，尿所見，血沈は正常範囲内にある．IVPで，尿

管の拡張を認めていない．排尿時膀胱造影にてVUR

は認めなかった．レノグラムでは，RI concentration

は悪いが正常のパターンを保っている．また，上置杯

の閉塞性病変は落ちついていると考えられる．

 症例3．

 患者：48歳，男子．

 初診日：1971年11月15日・

 主訴：膀胱症状と右副睾丸の硬結

 既往歴二1962年より分裂病にて精神病院に入院して

いる．

 現病歴：1971年10月中旬より主訴がみられ，サルフ

ァ剤を服用していたが症状の改善をみないため，当科

へ紹介された．初診日の尿は膿尿で，右副睾丸尾部に

小指頭大の硬い腫瘤を触れた．IVPは左回管下端部の

狭窄による水腎症を呈していた．結核を疑い尿中結核

菌培養を頻回におこなうも陰性であった．サルファ剤

を投与し経過をみていたが，6ヵ月後のIVPで水腎

水尿管がさらに著明となり腎機能の悪化がみられた．

1972年5月2日に尿管膀胱新吻合術および右副睾丸摘

除術をおこなった．

 術前検査成績検尿：蛋白（一），糖（一），沈渣；白

血球多数侮視野，赤血球多数侮視野，結核菌塗沫

培養（一）．末梢血：赤血球数421×104／mm3，血色素

13．59／dl，ママトクリット41．2％．血沈12mm／1時間

28mm／2時間， BuN 17mg／dl， creatinine 1・o mg／dl，

クレアチニンクリアランス75．2cc／min， PSP l5分値

20％，120分55％，血圧138／84．

 手術所見：尿管下端の狭窄部は硬結を呈しそれより

中枢の尿管は，著明な拡張をみる。この狭窄部を切除

したとたん，尿が噴き出てきた．尿管の粘膜はビロー

ド状の白苔が付着していた．尿管断端にnippleを作

製して膀胱頂部付近に吻合した．スプリントカテーテ

ルFr 5を留置した．次に右副睾丸を摘除した．硬結

部の膿から結核菌を証明した．

 病理組織所見：尿管壁に類上皮化，巨細胞の浸潤せ

る結核病巣があるが，粘膜は一応保たれている．副睾

丸はかなり広範囲に類上皮化を認めるため，結核性変

化と思われる．一部に，二次感染と思われる壊死巣お

よび膿をも認めた．

 術後経過：結核と診断して，術後，PASとEBによ

る化学療法を開始した．7ヵ月後のIVPにて，尿管

下端部にごく経度拡張がみられるが，排泄は良好で水
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腎症もかなり改善きれた．レノグラムはほとんど正常

のパターンを示した．3年後のDIPにて水腎症がや

や増強し尿管下端の拡張も強くなったが尿所見，血沈

は正常範囲内であった．化学療法はPAS， EB→PAS，

EB，1NH→EB，1NH→EB，と計3年半術後使用し中

止した．1977年2月（術後5年）の定期健診で，尿所

見，蛋白（一），沈渣，臼血球（一），赤血球（一），血沈

1時間3mm，2時聞8mmと正常であった． IVPで，

尿管下端部に軽度の拡張をみるが，水腎症を認めな

い．腎シンチグラムとレノグラムとから，軽度の左腎

機能障害がみとめられる．

考 察

 尿路性器結核のうちで尿管狭窄の占める割合は

Table 1に示すように2％から50％にみられていろ．

この結核性尿管狭窄の臨床上の特徴は比較的広範囲に

およぶ連続的あるいは断続的狭窄が特徴である10）．一

番多くみられる狭窄部位は下端部で，次に腎孟尿管移

行部，そして中部の順である．下端部狭窄の頻度は

Gow4）は37例中33例89．2％に， Kalachnicoffら6）は109

例中83例76・1％に，Steinbock7）は53例中44例83．0％

｝こ，Kollinsら11）は14術中8例57％と57％から89・2％

と高い比率を占める．この点で腎結核の治療申に尿管

下端部に注意を払らうことが必要であると思われる．

尿路結核に尿管狭窄が合併すると，水腎症をきたし，

腎機能の低下をみるので尿管狭窄の治療が必要とな

る．尿管狭窄に対する治療方針を立てる上で，尿管狭

窄の性状を知ることが肝要である．Steinbock7）は尿管

狭窄を2つに分けている．1つは尿管壁の炎症性浮腫

によって引きおこされる狭窄をexsudative typeとし，

1つはexsudative stageがさらにすすんで尿管壁に

fibrosisの変化が起って狭窄になるtypcである．治療

法は1．化学療法のみ，あるいは，化学療法にステロ

イド剤を併用する内科的療法2．尿管の拡張をおこな

うブジー療法（経尿道的あるいは観血的）3．外科的

Table l．結核性尿管狭窄の頻度

Murphyら
Langeら
O’Flynn

Gow

Reesら
Kalachnikoff （）

Steinbock

本郷ら

岡島ら

（1961）i）

（1967）2）

（1970）3）

（1970）4）

（1970）5）

（1971）6）

（1972）7）

（1963）8）

（1973）9）

 50（％）

 14

  9．5

  4

  7．4

 11

 17

  6．6

2’v43・5

療法と3っに大別される，

 1．内科的療法．抗結核剤の進歩により化学療法の

みにより，治癒できる症例もある．Steinbockによると

exsudative typeとは早期に化学療法が開始された時，

狭窄は完全に消失し正常の尿管になりえるとし，早期

診断，早期治療の重要性が強調される．Fricdenberg

ら12）もレ線上の所見からdilated ureter， ulcerative

ureteritisを示すcarly diseaseのものは，化学療法の

みで狭窄を形成することなく完全に治癒しえると述べ

ている．逆に，化学療法により，尿管狭窄をきたすこ

とがある．1967年井上ら13）は閉塞性腎結核の論文の中

で，SM療法による尿管閉塞の発生について，今まで

の報告例をまとめている．荒川らはSM 29 g以上を，

Rinker，土屋市村，宮川によるとSM 209以上を

使用した症例に尿管狭窄の頻度が高いことを報告して

いる14）．土屋15）はSMが尿路粘膜において疲痕性治

癒を急速におこす力があるから，尿管のごとく細い管

腔においては特に高度の狭窄を急速に招来すると論じ

ている．稲田・多田16）は尿管に高度の病変がある時，

SMをさけてINHを主体とした化学療法を推賞して

いる．次にステロイド剤併用の有効性については，種

々の意見がある．瀬川17）はpredonine 10～20 mg／day

を3～6ヵ月併用したがいずれも狭窄を予防できなか

ったと報告している．Claridge18）は丘brosisの変化が

くる前にステロイド剤を使用しなければ効果を期待で

きないと述べている．堀内19）は尿管狭窄や萎縮膀胱に

対する効果についてきわめて懐疑的で，ステロイド剤

の使用により，浮腫の消失と落子の抑制に効果をみる

が，組織学的には化学療法の効果を減弱させる傾向に

あるので，乱用すべきでないと強調している．

 2．尿管を拡張するブジー療法岡島20）は尿管カテ

ーテル法によって狭窄部の拡張をおこなって尿管腎孟

腎杯の拡張が全く消失したと報告しており，狭窄に対

する治療法として最初に試みるべき方法であると述べ

ている。Djuleda2i）も定期的な拡張をおこなって良好

な成績を示し，将来は形成術にとって代るものと勧め

ている．斯波ら22）はシリコンチューブを用いて経尿道

的尿管内留置法をおこなっている．とりあげる副作用

もなく長期の留置ができるうえ，患者の自由が制限さ

れぬため入院の必要もない利点をあげ，また尿中結核

菌陽性例および活動性の病変がある状態でも試みてよ

い方法であると述べている．Kerrら23）は，34症例に

ついて，2年から15年のfollow－upをし，28例に経過

良好，5例に腎摘除術，1例に膀胱尿管再吻合術をお

こなっている．彼らは最初に拡張に成功するならば，

永久的に腎保存が可能のように思えると述べている．
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一方瀬川は，拡張後に再び狭窄を来たした症例を経験

し，尿管膀胱新吻合術をおこなっている．

 3．外科的療法．外科的療法をおこなう前に，どの

程度の化学療法をおこなうかについて種々の意見があ

る．大越24）は腎病変を始め，全身の結核性病変の活動

性をおきえてから，また手術野に結核菌の散布を防ぐ

目的から，術前の化学療法の期間を1～3ヵ月位が適

当であると述べている．Kerrら23）は2～3週， Moore

ら25）は4ヵ月は必要であるという．町田10）は少くとも

3ヵ月以上施行した上で手術の方針を検討することと

し，活動性結核の状態で早期に手術することは好まし

くないと述べている．一方Claridge18）は， emergency

operationでも1ヵ月は化学療法をおこなうべきとし

ているが，閉塞が進行し，あるいは腎機能の低下がみ

られた場合，たとへ尿中の結核菌が陽性であっても手

術の禁忌とはならないと主張している．磯貝26）も症例

により，積極的に手術をおこなって腎保存に努める姿

勢が必要であると述べている．私たちの症例は，第1

例が化学療法後6ヵ月目に，第2例は14ヵ月後に，第

3例は確定診断がつかず全く化学療法をおこなわない

まま手術をおこない，それぞれ腎の保存に成功してい

る・できれぼ術前に化学療法を十分におこなってから

手術をおこなうのが理想的であるが，腎機能が悪化し

てきた場合，第3例のように，早急に手術をおこない

その後に化学療法をおこなわざるをえないこともあ

る．数少ない経験で，その予後を心配したが経過は良

好であった．

 次に形成術をおこなう前に一次的な腎痩の造設がし

ばしば問題とされる．甲野ら27）は一時的な尿路変向術

をおこなう長所を次のようにあげている．①尿路狭窄

または閉塞による腎機能障害の除去 ②尿路狭窄の除

去→腎機能の改善→薬剤の腎組織内および腎孟内濃度

の増加③薬剤の直接的腎孟内注入④Splint catheter

留置による尿路狭窄の治療および予防 ⑤結核菌尿の

下部尿路への流下防止⑥腎機能の正確な測定．甲野

らは9症例に一時的尿路出向をおこない，その結果，

4例が治癒し，5例が腎孟腎炎の合併などで腎摘除を

おこなっている．私たちの3症例はいずれも腎凄をお

かずに一次的に形成術をおこない，成功している．

Steinbock， Kerrらも一次的な形成術をおこなってい

る．このことは，有効な抗結核剤の出現そして手術手

技の向上などが手術成績を良くしている要因と考えら

れる．

 尿管膀胱新吻合術の適応として，辻ら28）は，①狭窄

が線維化による進行性のものでかつ尿管下端に限局し

ていること（多発性のものは限られる）②腎病変は化
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学療法で防遇出可能なこと ③膀胱容量充分なことな

どをあげている．自験例の第1例は腎病変と多発する

尿管狭窄があり，第2例は閉塞性は腎病変があり，そ

れぞれ術後の経過が心配されたが，第1例が術後1年

半，第2例が5年3ヵ月，第3例が約5年半の経過観

察をし，臨床所見，検尿，血沈，IVP，レノグラム，

腎シンチグラムからみて良好な結果が得られている．

 0’Boyleら29）は，1950年より25年間にure亡erocolic

diversion， direct ureteric reirnplantation， Boari

procedure， extravesical antireflux reimplantationと

4つの方法をおこない治療成績を比較しているが，最：

近おこなっているextravesical antir狙ux reimPlanta－

tion法は術式が簡単で効果的であることを強調してい

る．Steinbockは主としてPuigvert法にて吻合をお

こなって13例中11例が満足すべき成績であったとし

short terminal strictures｝こ適していることを述べて

いる．Kerrらは手技の記載はないが13例に再吻合を

おこなって2年から15年の経過をみて全例尿路感染も

なくIVP上も改善されているという．本邦では，各

施設で症例数が少ないこともあり治療成績の報告は少

ない．甲野らは8症例にBoari法を，1症例にPaquin

法をおこなって，7例にIVPの正常化，2例に改善を

認めたと報告している．辻らは1965年に15例の成績を

出し，それによると15例中6例は術後1ヵ月にて腎孟

像の好転がみられ，2ヵ月以上を要したのが6例あり，

残り3例のうち2例は腎機能不変で，1例は腎摘除に

なったとし結核症に対しても尿管膀胱新吻合術は安全

な手術といえると述べている．

 私たちは術後のfollow－upにIVPだけでなく，レ

ノグラムおよび腎シンチグラムを併用している．Roy－

1anceら3。）は尿流の状態を経時的に観察するのにレノ

グラムは有用な検査法であるといっている．Reesら31）

もレノグラムを用いて治療後の経逼を観察し，IVP，

レノグラム共に正常にもどった症例を報告している．

自験例の3症例とも術後に定期的なRI検査をおこな

い，写真のごとく術前に比較し尿流が改善されている

ことを確認している．

結 語

1．高度の結核性尿管狭窄の3例にnipple形成法に

 よる尿管膀胱癌吻合術をおこなった．

2．術前の化学療法の期間は，第1例が6ヵ月間，第

 2例が14ヵ月間，第3例は確定診断がつかなかった

 ため，化学療法をおこなっていない．症例は腎病変，

 多発性尿管狭窄などを合併しており，術後の経過が

 心配されたが，1年半から5年半の経過で，臨床所
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見，検尿，血沈，IVP，レノグラム，腎シンチグラ

ムから検討すると，3症例とも満足すべき状態を示

し，腎の保存に成功している．

 本論文の要旨は日本泌尿器科学会第42回東部連合総会（19

77年10月28日）において発表した、
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