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〔概論罰

．Milk of Calcium Renal Stoneの1例．

奈良県立医科大学泌尿器科学教室

 塩  見     努

 平  尾  佳  彦

 岡 島 英 五 郎

 奈良県立奈良病院泌尿器科

 松  島     進

 青  山  秀  雄

 藤川放射線科
 藤  川  清  武

MILK OF CALCIUM RENAL STONE i REPORT OF A CASE

Tsutomu SHioMi， Yoshihiko HiRAo andEigoro OKAJiMA

   From the 1）吻伽6η’げσア0♂09ノ， Nara Medical（fniZ／6畷ア

      （Director： Prof1 E． Okaj’ima M． D．）

    Susumu MATsusHiMA and E｛ideo AoyAMA

   From伽DePartment qブUrotog7， Nara 1）rovincial Hospital

         Kiyotake FuJiKAwA

        From Fuj－ikawa Radiological Clinic

  A case of milk of calcium renal stone was reported． The patient was a 35－year－old housewife

who had complained ・of intermittent dull flank pain on the left side for about two years．

  In the plain film taken with the patient on supine position， an oval caicific density was disclosed

in the upper pole of the left kidney and with the patient on upright position the oval shadow changed

into a・crescent shape， which was conceivable to be a typical sign of milk calciuM．

  At the operation a cystic appearance was found in the upper pole of the left kidney， which contained

milky stone and had no com皿unication with calycea1 system grossly．

  Postoperative chemical analysis revealed the milky stone composed of calcium phosphate． The

cyst was histologically interpreted as a calyceal diverticulum．

は じ め に

 Milk of calcium renal stoneは1959年にHowelll）が

X線学上特徴ある陰影に基づき初めて命名し報告した

比較的まれな疾患である．腎杯憩室や腎嚢胞内のカル

シウム塩の微小結石が流動性陰影を呈するもので，立

位や側臥位腎部単純撮影にて上方に水平面をもつ半月

状陰影を示し，仰臥位で類円形状陰影を示すことで特

徴づけられる疾患である．．本邦では1968年に広中ら2）

が報告して以来41症例を数えるが，最近われわれも聞

激的な上腹部不快感と左側腹部痛があり胃腸透視で発

見された本症の1例を経験したので報告する．

症 例．

患者：八○圭○，35歳，既婚，女性．

初診：1977年3月23日．

主 訴：左側腹部痛．

家族歴：祖父は胃潰瘍，祖母は胃癌にて死亡．
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 既往歴：1963年虫垂切除術を受けた．

 現病歴：1975年頃より時々上腹部不快感と左側腹

部痛を訴える．1977年3月に藤川放射線科にて胃腸透

視を受けた際左腎部に結石様異常陰影を指摘され当科

に紹介きれた，初診時発熱，肉眼的血尿および膀胱症

状は認めないが間漱的な左側腹部痛を訴えた．

Table 1． Laboratory reports．

RBC
WBC
Hct
Hb
Plotelets

BSR

r．I

AIp
GOT
GPT
LDH

ASLO
CRP
Wo－R

435xbO4／mrn3 Total protein

4，400／mm5 BUN
59 e／o Creotinine
12．6g／a．1 ． Uric ecid

L40xiOS／rnm5 No

19mm

4
5．0 KAu．

15u．

7u－

270 u．

12 Todd u．

1一）

negative

K

cl

co
P

6．9 “lo

14mgldl
O，7 mg ld1

5．8 mg／d 1

138 rnEql1

5，9 mEq／t

108mEq／l
4．5 mEq！1

5．1 mg／dl

Urinolysls

protein ｛一）
glucose （一1
urob“inogen normal

Urinory seOiment

RBC
WBC
Eplthel

（一）

5－5／hpf．
（一）

Fig． 1． Plain film in ercct position． A

    crcscent calcific density is demon－

    stratcd in upper pole of left kidney．

 入院時現症：理学的所見に特記すべきものはなく，

肝機能，腎機能検査などは正常範囲であり，尿所見にお

いても異常なく顕微鏡的血尿も認めなかった（Table l）

 X線学的検査：腎膀胱部単純撮影立位（Fig．1＞で

第1腰椎横突起左方に約3．4cmの水平面を上方に有

する半月状結石陰影を認め，同誌臥位（Fig・ 2）では

3．Ocmの水平面を上方に有する半月状結石陰影を呈し

た．一方仰臥位（Fig．3）では3．4×4．0・cmの類円形状

結右陰影に変化した．静脈性尿路造影（Fig・4）で両腎

の造影剤の排泄は良好で腎孟腎杯の形態には異常を認

めないが，同時に施行した断層撮影（Fig．5）におい

て結石様異常陰影は左腎一ヒ極に位置し，左腎上切匙と

隣接していた．また造影剤による結石陰影の濃厚化は

認めず，砂状結石を含有する嚢胞と腎孟腎杯との交通

はないことを示唆していた．

Fig． 2． Plain film in horizontal right lateral position．

    A similar crcscent shadow is projected against

    splne．
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Fig． 3． Plain filtn in supine position． A

       faint oval－shapcd calculus is reveal－

       ed in upper po］e of left kidney．

Fig． S． Excrctory tomogram in supine posi－

       tion shows no apparcnt comrnuni－

       cation with calyx or pelvis．

t、 Q    ．灘
Fig． 4． Excrctory urogram in crect position．

       Calico－pelvic systein is norrnal， and

       upper shadow is “milk of calcium”

       material in cyst adjacent to upper

       calyx．
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Fig． 6． SEIcctive lcft renal arteriogram

       demonstratcs avascular area in

       upper pote to assume renal cyst．
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Fig． 7． Milky stone is brick－colored and

    3．9g in weight， and composes of

    calcium phosphate．

 選択的左腎動脈造影は孤立性腎嚢胞の所見で左腎上

極にhypovascular areaを認めた（Fig・6）・

 以上の所見により左腎嚢胞内milk of calciuni rcnal

stoneと診断し， 1977年8月10日全身麻酔ドに手術

を施行した．

 手術所見：左腰部斜切開にて左後腹膜腔に人り左腎

に達した．左腎上堅甲側面に約3．0×3・Ocmの膨隆せ

轟、 ・鶴寒
。曝冶ρ㌦ア

る嚢胞を認めるほかに異常はなく，周囲組織との癒着

もなかった．嚢胞穿刺により約16．Omlの白濁液を得

た，次いで嚢胞壁切開を行ない約3．9gの赤燈色砂状

結石（Fig・7）を摘出した．嚢胞と腎孟腎杯との交通は

認めず部分的嚢胞壁切除を行ない手術創を閉じた．

 結石分析：砂状結石は燐酸塩であった．

病理組織学的検査：切除標本H－E染色（Fig．8＞の所

見は以下のごとくで，嚢胞壁は外側に腎被膜を．育し内

側に結石織の層と移行上皮の配列がみられ，結合織の

層は血管に富み嚢胞状に拡大した尿細管を認めた．以

上の所見により組織学的にこの腎嚢胞は腎杯憩室であ

り何らかσ）原因で砂状結石を有し交通を閉ざしたもの

と考えた．

 術後経過は良好で患者は術後10日目に退院した．

考 察

 本症は特異なX線所見を呈する疾患で1959年Howc

llPが腎部単純撮影立位または側臥位において上方に水

平面をもつ半月状陰影を呈すろ現象を胆石症のmilk of

calcium gallbladder stoneに準じてmilk of calcium

rcnal stoneと命名したのが最初であり，1968年広中

ら2＞の報告例をはじめとして，われわれの集録しえた

本邦報告例は41例であった．自験例を含めた42例につ

いて検討すると，庫齢は24歳から68歳で，20歳台8例，

30歳台12例，40歳台12例，50歳台7例，60歳台3例と

30歳から40歳台に多く，性別では男性19例，女性23例

とやや女性に多く，患側は左側22例，右側19例，不明

1例とほとんど左右差はなかった（Table 2）・

 症状としては腰部痛，腹部痛が21例，腹部不快感，

腹部膨満感などの不定愁訴が7例であり，全く無症状

rtsk

幽M
Fig． 8． The lumen of the cyst wall has transitional

    epithelium， and thinncd renal parenchyma

    with severely enlarged tubuli is recognized．
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Table 2． Cases of milk of calclum renal stone in Japan．

No， Year Authec Age Sex Side SYMDtOM
Cornmunicotion
with renal pelvis Treatment

Composition
of calculi

1． 1968 Hlronaka et al．2i

2． 1969 Nakota et air）

3． 1969 Sug；yama et aL？1
4． 1970 His’ ＝f嘯浮窒獅?et ol．9］

5・ 1971 Fukushigeet al．iO）

6． 1971 Fukushige etal．iO）

7． 197【 Ko雪oetal．川
8， 1971 Mizumoto et aLi2）

9， 1971 Funai et al．i5）

10． 1971 Ogawa et alJ‘）

11． 1971 Date et alJsi
I2． 1971 Yoko世q e奪oL冒6レ

13． 1971 Kogonematu et aL．‘7）

14一 1971 Koganemaru et aVT）

1 5． 197） Koganemaru et as．L7）

16． 1972 Teramura et al．i8｝
17． ［972 Miyakoshi et al．i9） ，

1 8． 1972 Terasorna et al．eOi

19． i975 Suga et al．2；i

20． 1975 Suga et al．2n

21・ 1975 Kameyafna et aL22］

22． i973 Matsumoto et al．2i）

25． 1975 Matsumote et aL2M

          a4124． 1974 Tanaka et al．

28 M

26 M

46
46
so
29
48
54
45

29
45
58
28

56
51

54
24

M
F

F

M
F
F

M

M
F

M
M

M
F

M
M

25 M
40 F

28
54
32
40

F

F

M
M

41 F

25． 1974 Hino et al．25｝ 31
         15）26． 1974 Hino et al．“”’ 52
27． li974 Klyehara et aT．25］ 54

28． 1974 Shikae et a：．2’） 68
29． i974 Mltsuaa et al？8） 64
50． ［975 Yoshida et al．29’ 62
3i． i975 丁ei etal．30｝     45

32． 1975 Tei et al．501

55． 1975 Hashirnoto et al，3i］

34一 1975 Osaka et al．52）

35． i975 Rikumafu et aL，53’

36． ［976 Suzuki et al．5）

57・ 1976 Endo et al．3‘）

58． 1976 Endo et al．34i

59． 1976 Endo et al．34）

40． 1976 Watanabe et al．Ssi

41， 1977 lshikawa et ai．56）

42． ［97ア Our cqse

］eft left colic pain

right abdominal pain

left chest pain
Ieft

left microhem’aturia
left  Ie管† 奮bnk poin

ieit abdominal dlscomfort
right right flank pain

ieft leit lumbago

left left tlank pain

right right flank pain

right right abdominal pain

｝e響↑  le牙↑ IIGnk PGiロ

left left flank pain

left left flank pain

riqht rlght “ank pain
lett left fiQnk pain

right Fight flank pain

right hypeftentien

right preteinuria
ieft abdominai discorniort
left

right abdominal discomfort

left left flank pain

left lett hypochondoralgia

ieft dysphagia
right

right rlght flank pain

right

fight nasai bleeding

right abdominal moss

39 F right right colic pein

56 M

55 F
52 F

56
46
52
43
4S
32
55

right

right

right

le蟹†

ie骨

righ量

riqh暫

left

Ie行

le竹

right lufnbago

right flonk paim

rlght f［ank paln

abdominol discornfort

left abdominal pgln

riq旨量 flqnk pqin

epigastralgia
le砦f 臼onk po｝n

gene・。目・ti臼ue
left ilank pain

c＋）

（十｝

c＋）

｛一）

｛十）

c一）

c一）

（一）

（＋｝

【十｝

t＋）

c＋｝

t十）

｛一）

t一）

｛一）

（＋｝

t一）

c一）

uretero“thotorny， Ca phosphote
puncture

puncture Ca phosphate，
        Ca carbonate

resection of cyst wall

ureteroiithotomy，

nephfectomy

nephfectomy
ure暫eroli量ho盲omy，

punctufe
nephfectomy
nephrectorny

UP junction plasty

        Ca phosphate
        Ca phosphate，
partial nephrectomy Co oxalate
        Ca phosphate

partial nephrectorny

nephrolithotomy

nephrectomy
nephrectomy

resection of cyst waU

resection of cyst wall

partlal nephrectomy

punctufe

ammoniomognesiurn
phosphote
Ca carboflate

Ca carbonate，
Ca phosphate
Ca oxalate

Co phosphate，
Ca oxalate

CQ carbonate，
arnrnonlomagnesium

phosphate
Ca phosphate

nephrectomy

resection of cyst wa”

ure亡e「o巨thotomy

partlal nephfectomy

puncture
puncture

pari’ial fiephrectomy Ca phosphate
resectien ei cyst wall Ca oxalate

resection of cyst wdl Ca phosphate

phosphate

Ca phosphate，
ammonlomagnesium
phosphate
Ca phosphote，
Ca oxalate，
ammoniomagnesium
phosphate
Qmmeniomagnesium
phosphate
arnmonium phosphote

ammoniemagnesiurn
phosphate
Ca phosphate
Ca phosphate
Co carbonate

であったものが6例あった．すなわち42例申22例の発

見の動機が胃腸透視であり，また本症の年齢分布にお

いて30歳から40歳台の患者がもっとも多くみられ，こ

の年齢層は消化器症状の発現の多い年代でもあり，本

症が泌尿器科領域の検査よりも胃腸透視，胆嚢造影な

どの際に偶熱発見きれる場合が多いことを示唆してい

る．

 本症の分類についてPomcrantz et a正・3）は2群に分

類しているが，1つは腎嚢胞内に発生するcystlc type

と，他の1つは水腎症内に発生するhydronephrotic

typeである．本邦報告例42例では腎嚢胞内に発生す

る症例が27例と多く，水腎症内発生は5例であり，そ

のほかは明確な記載がみられなかった．なおcystic

typeで交通が確認できたものは11例，交通がないも

の9例である．これらのcystic typeのものは組織学

的に嚢胞壁内面は移行上皮で被われる腎杯憩室である

ものがほとんどであるが，鈴木ら6）の報告例のごとく

嚢胞壁に上皮成分が全くみられないものもある，自験

例は組織学的検索により腎杯憩室内に発生したmilk

of calcium renal stoneであるが憩室は閉塞し献杯お

よび腎孟との交通はみられなかった．

 本症の結石成分についてみると14例に燐酸カルシウ
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ム，6例に燐酸マグネシウムアンモニウム，5例に炭

酸カルシウム，5例に蔭酸カルシウム，1例に燐酸ア

ンモニウムがみられた．自験例は燐酸カルシウムであ

った．

 本症の成因に関してはBcrg4）の感染説や．Rudstr6m5）

のコロイド説などがあるが明確なものはなく，長期闘

にわたり貯留内溶液に何らかの化学変化がおこること

が必須条件と考えられている．

 治療方法は無症状で経過する症例は経過観察で十分

であるが，hydronephrotic typeのように高度の腎機

能障害を伴うものと腎機能障害の少ないcystic type

でも腰痛などの症状が長期にわたり持続するものは適

当な観血的治療が必要である．本邦報告例42例中腎摘

出術が8例，腎部分切除術が6例，嚢胞切除術が1例，

嚢胞壁切除術が5例，腎切石術が1例，尿管切石術が

4例，門門尿管移行部形成術が1例に行なわれた．自

験例は約2年目わたる二二的左側腹部痛があり腎杯憩

室壁切除術を施行した．

む  す  び

 35歳，女産の左腎上極腎杯憩室にみらPt7：milk of

calcium renal stoneの1例を報告するとともに本邦

文献より集録しえた41例について若干の考察を加えた．

 1977年12月10日，第81回日本泌尿器科学会関西地方会にて

発表した．
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27）鹿江幹雄・森永健市・立村森男・山本三郎・福井

  啓：日内会誌，64：380，1975．

28）満田健一郎：日内会誌，64＝380，1975・

29）吉田裕三・生亀芳雄・戸塚清・沢崎博次・野波

  英一郎・多賀須幸男・池田隆夫・山田充堂：逓信

  医学27：363，1975．

30）鄭 漢心・坂義人・河田幸道：日泌尿会誌，

  66： 448， 1975．

31）橋本博之・平田紀光・小柴健：西日泌尿，38：

  393， 1976．

32）逢坂宇一・長根 裕・岩動 孝・大堀 勉・松岡

  昭治・戸田 宏・鈴木俊彦：西日泌尿，38：270，

  1976．

33）力丸茂穂・浜田重雄・新 正浩・申村武夫・古本

  節夫：日医放学誌，38：79，1976．

34）遠藤 賢・石川 徹・作山鼠子・杉山 捷・徳田

  政道・藤井正道・満田健一郎・酒井 紀・佐藤辰

  美：臨放21：539，1976．

35）渡辺悌三・浜路政博：日泌尿会誌，68：1002，19

  77．

36）石川 清・根本良令・加藤哲郎・渋谷昌良：臨泌，

  31： 535， 1977．

              （1978年9月20日受付）




