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〔泌尿紀要25巻7号1979年7月〕

Endometriosisによる尿管通過障害の1例

札幌医科大学第2病理学教室（主任：小野江為則教授）

       平  田  公  一

       横  川  金  弥

       小野江為則

 砂川市立病院縞入三

吉  秋     実

URETERAL STRICTURE CAUSED BY ENDOMETRIOSIS ：
            REPORT OF A CASE

    Kouichi HiRATA， Kinya YoKoKAwA

        and ［［iamenori ONoE

From the IJnd Department of Pathogogx SapPoro Medical Colledge

        （Director： Prof． T． Onog）

        Minoru YosHIAKi

From the Divisi，on of G2necologpt， Sunagawa MunicipaZ Hospitag

  This is a case of endometriQsis which caused le／ft ureteral stricture． A 34－year－old house wife had

been complaining of dull lower abdominal quadrant pain several days before menstruation．

  Physical examinations revealed no abnormalities except a mass in the pelvic pouch． Retrograde

pyelography by catheterization of the left ureter demonstrated a high degree of stricture at the clistal

fifth of the ureter， hydroureter and hydronephrosis．

  At operation， the stenotic portion of the left ureter and， abnorrnal peri－ureteral tissue were removed

and a complete hysterectomy was performed．

  Histological examinations of the removed tissue revealed small islands of endonietrium in the

peri－ureteral fibrous tissue， but no islands in the mucosa， the muscular layer and the serosa．

  This is the亡h丘rd case of ex亡rinsic endome亡riosis of the ure亡cr in the Japanese literatures so far．

は じ め に

 endometriosisの発生頻度は， Jeffcoate1）によると

欧米での婦人開腹患者の10～25％といわれ，本邦で

も病理組織学的検索の普及とともに増加している．し

かしendometriosisによる尿路系障害の発生頻度は稀

であり，膀胱endometriosisについては比較的多くの

症例が報告されている2）が，尿管endometriosisはき

pめて稀で，本邦での報告例は文献的に2例と少な

い3・4）．最近われわれは，左尿管狭窄をきたし，腫瘤

摘除と狭窄部尿管の切除を行ない，切除材料の病理組

織学的検索の結果，尿管endometriosisであることが

判明した1症例を経験したので，若干の文献的考察を

加えて報告する．

症 例

 患者：N．S．34歳，家婦．

 主訴；月経時における腰部，下腹部痛．

 既応歴二25歳時妊娠し，妊娠3ヵ月にて人工流産，

27歳時双胎にて帝王切開術，同時に両側卵管結紮術施

行
 現病歴：1977年3月24日子宮癌集団検診で異常を指

摘されたため，同年3月28日砂川市立病院婦人科に精

査の目的で入院となる．この間に発熱，肉眼的血尿，
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Table 1．臨床検査成績，

Peripheral Blood

          4
R．B．C． 380XIO

Hb 71X
Ht        33．3鑑

W．B，C． 5500          4
Thrombocyte 18．4xlO

Biochemical Analysis

T． Protein 6．9g／dl

GOT 15 U
GPT 12 U
LDH 2331U

ALP ．4 U
rCG（15’）2．3％

NPN

BUN

Na

K

Cl

Ca

 24．2mg／dl

 8．lmgld1

141．2mEq／dl

 4．2mEq／dl

lOl ．OrnEq／dl

 4．5mEq／d1

Urinalysis

pH

SG

Sugar

 6．0

1，020

 （一）

Protein （一）

Urobi linogen （一）

Bilirubin （一）

Sediment

  R．B．C． O－11F

  W．B．C． O－1／F

PSP 15’ 26．6％

    30’ 13．5×

    60’ 14．2×

   120’ 10．9X

   total 65．2％

膀胱刺激症状などはなかったが，月経時に腰部・下腹

部痛が強く，ときに食欲不振，悪心を伴うこともあっ

た．

 入院時難症：体格・栄養は中程度，貧血・黄疸はな

く，胸部レ線上異常所見はない．肝・脾・腎を触知し

なかった．外陰部に異常を認めず，内診でダグラス窩

を中心に直腸に馬蹄状にまたがる硬い腫瘤を認め，特

に左の骨盤腔に広がりをもっていた．この腫瘤は基靱

帯とは別のものでつた．さらに後膣円蓋部の膣粘膜に

ポリープ状の突起を多数認めた．

 入院時検査成績：一般血液検査，肝機能検査，血清

電解質はすべて正常範囲であったが，血清尿素窒素の

軽度上昇およびPSP試験において軽度の排泄遅延の

あることを認めた（Table 1）．直腸鏡，注腸バリウム，

腫蕩陽性スキャニングにて異常所見を認めなかったが，

経静脈的腎孟尿管造影で左側の腎が造影されなかった．

逆行性心孟造影を施行したところ，左尿管が尿管口よ

り4一一5cmの部位で狭窄し，左註腎・曲水尿管が存

在することを認めた（Fig．1＞．後山円蓋部の膣粘膜ポ

リープの生検による組織学的所見はendometriosisで

Fig． 1． Fig． 2．
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Fig． 3 Fig． 4

あった（Fig．2）．このため黄体ホルモン療法を約2カ

月間行なったが，腫瘤の縮少と月経困難様症状の改善

を認めなかった・

 以上よりendometriosis腫瘤による尿管狭窄を充分

に疑うことはできたが，必ずしも悪性腫瘍を否定でき

ず開腹した．

 手術所見；1977年6月1で手術施行．内診所見とほ

ぼ同様の広がりを示す後腹膜への発育を示した腫瘤を

認めた．左尿管は水尿管の状態を呈し，内径約2cm

と拡張し，その走行はFig・1で示したように腫瘤に

より通常の走行に比べて外下方への転位を示した，尿

管狭窄部は約2．5cm長であった．腫瘤の全摘は不可

能であったため，尿管狭窄をきたしている部位を中心

とした部分摘除にとどま1） ，尿管を再建し（尿管尿管

吻合），子宮単純全摘術を加えた．

 組織学的所見：狭窄尿管の尿管壁漿膜側から筋層部

にかけて墜下空胞を有する高円柱状の細胞で構成きれ

る子宮内膜続様構造があり，尿管endometriosisであ

った（extrinsic type）．狭窄尿管内腔颪の移行上皮層

は菲薄化し，筋層はi萎縮していた（Fig・3，4）・

 術後経過：良好に経過し，術後30日目で退院した．

術後より黄体ホルモン療法を継続しており，術前にみ

られた月経困難様症状は改善したが．内診で残存腫瘤

の著明な縮少効果は認められない．術後1年6ヵ月の

DIPでは左腎は造影されずdysfunctionの状態であ

ったが，逆行性腎孟造影では左尿管の通過が良好で，

再発を認めなかった．三国．右尿管に変化はない．

考 察

 本症は子宮内膜腺様組織が子冨内膜面以外の異所的

部位に増殖し，それが性腺ホルモンの標的細胞となっ

て月経時の腰部・下腹部痛などの臨床疾状の原因とな

ったもので，cndometriosis externaの1症例である

ことに疑を容れない．endometriosisの組織発生につ

いては，古くから多くの説がたてられているが，近年

多くの学者に支持されているものとしては，組織片移

植説5），異所侵入説6），胎腔上皮説7），転移説5）などが

あげられる．これらの仮説の間には多くの議論があっ

たが，臨床例の検討の積み重ねと実験結果より，個々

の症例に応じた適切な説明を上記のいずれかにゆだね

ることができ，またいずれの可能性も否定できないも

のとされているB）．本症例においては帝王切開術の既

応がでり，開腹時にendometriosisを認めなかったの

に対し，帝王切開術後に大きなendometriosis腫瘤を

認めたことなどの点で組織片移植説に合致した臨床経

過をたどったと考えられる．

 つぎに臨床的に問題となることはcndometriosisの

悪性化の有無である．endometriosisの悪性化につい
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Table 2． Endometriosis lこよる尿管通過障害症例．

糖者年齢難症 状 婦人科手術既納  レ線所見 Type 治 療

・広田ら…5右手側腹糠

・・輔ら4）・・右即興渠

3．自験例34左月経時下腹部痛

子宮後屈手術
 （33歳時）

右卵巣嚢腫
摘  除  術
 （27歳時）

帝王切開術
両側卵管結紮術
 （27歳時）

馬糧睡・・・・・…

食轟雍・・・・・…

蛮轟輩・・・・・…

尿 管 剥 離
腫 瘤 摘 除

尿管切除，尿管
膀胱新吻合，子
宮全摘，腫瘤摘
除

尿管切除，尿管
尿管吻合，子宮
全摘，腫瘤摘除

ての報告は少ないが，卵巣におけるmalignant endo－

metrioid tumorについては比較的発生頻度が高いよ

うである．これは特異的関係があるか卵巣が一一般的に

腫瘍発生の場として高い組織であるためであるのかは

明らかではないが，広汎な，または卵巣のendome－

triosisについては他部位におけるendometriosisに比

べて特に注意深くfollow upしなくてはならない．

 尿管endometriosisは組織学的に狭窄をきたしてい

る子宮内膜腺様組織の存在部位により2型に分けられ

ている．すなわち尿管壁のIamina propriaかtunica

muscularisあるものはintrinsic型であり，それより

外側にあるものはextrinsic型である9）．文献的に

は，Kerrio）は43例の尿管狭窄例のうちextrinsic型

34例，intrinsic型9例であったと述べ， Ochsner＆

Marklandli）は18例中extrinsic型11例， intrinsic型

7例といずれもextrinsic型の多いことを報告してい

る．本邦における尿管endometriosisは本症例を含め

て3例であり，既報の2例はいずれもextrinsic型で

あり，本症例も同様であった．Tabte・2は自験例を含

めた本邦報告例の紹介である，いずれの症例も婦人科

的手術の既応があり，その後にendometriosisの発生

をみており，cxtrinsic typeである．このことは先に

述べた組織発生と尿管endometriosis typeの問題にも

関係するものと考えられる．すなわちextrinsic type

の場合は組織片移植説あるいは胎腔上皮説による解析

が妥当であり，さらに既応に産・婦人科的手術の施行

があった場含には，組織片移植説の方がより理解しゃ

すい説明であるといえよう．

 endometriosisの治療法としては内分泌療法および

手術療法との併用療法がある．根治性に焦点をおくな

らば手術療法は欠かせぬが，本症はホルモン依存性疾

患であるため，根治性を強調するには子宮と卵巣を摘

出しなくてはならなく，妊娠を希望する年代の患者に

ついては問題の残されている点である．したがって手

術治療に際しては，（1）病変の発生部位，（2）病変の

広がりの範囲，（3）患者の年齢，（4）子供の有無など

について考慮に容れなくてはならない．このような観

点から手術療法にも対象患者に合わせて，（1）保存的

手術療法，（2）比較的保存的手術療法，（3）根治的手

術療法の3者に区別される12）．本症例のように尿管狭

窄をきたすような場合には生命臓器の障害を招くこと

になるだけに根治的手術療法が望ましいわけだ魁一

方では根治的手術療法の成績が比較的保存的療法のそ

れと差がないという報告があり，現在では一般的に後

者を選択する傾向にある．しかし子供を強く希望する

婦人には保存的手術療法にたよらざるをえない．

 尿管endometriosisは尿管の再建術法を考えたうえ

で手術にあたらなくてはならないが，大部分の症例は

腎機能改善を望めぬものであり，そのようなものには

病側のnephro－urcterectomyを行なうべきであろう13）。

腎機能が僅かでも残存する場合にはendometriosis腫

瘤除去とureterolysisあるいはpartial ureterectomy

を選択し，比較的保存手術療法を加えなくてはならな

い．本症例においては初回手術で腎を残存し，腎機能

の回復を期待したが，術後経過においてこれを望めぬ

ことを確認しえたので，今後2次感染を腎・尿管に生

じることがあればnephro－ureterectomyを施行しなく

てはならないと考えている．また保存的治療法として

は内分泌療法がある．内分泌療法はendQmetriosisの

第1選択とする治療法であり，同時に術前，術後の補

助療法として重要である．従来はandrogenやestro－

genの単独使用を行なっていたが，最近はestrogen

をgestagcnに配合したものが出現して以来，副作用

の出現率が低下している．estrogenとprogesteronの

併用によるため偽妊娠療法については一定程度の効果

はある魁副作用はいまだに多くproges亡eron単独療

法へと移行してきた．最近ではDanazolにより卵巣

でのsteroid－genesisを抑制させることで異所性内膜組

織を萎縮させるという治療法が常用きれている．

 しかし尿管endometriosisは他部位のcndo・netriosis
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と異なり，腎機能の廃絶へと進行することが最も問題

となるところで，腎機能廃絶前における早期診断と早

期治療が要求され，症例に応じて去勢術を施行するこ

とは止むをえぬことと考えなくてはならない．

 なお本邦における尿管endometri◎sisは自験例で3

例目ときわめて稀な印象を与えるが，未発表の症例も

少なくないと考えられる．

結 語

 34歳の女性でendometriosisによる尿管狭窄をきた

し，手術材料による病理組織学的検索の結果，尿管

endometriosB（extrinsic type）と診断した症例を報告

した．本例は本邦3例目の報告例であり，既報の2症

例を紹介するとともに，尿管endometriosisについて

若干の考察を加えた．
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訂正； Table 1のALP．4・TJは6Uの誤りです．




