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泌尿器科領域におけるCT（Computed Tomograpy）
              の適応について

東海大学医学部泌尿器科学教室（主任：大越正秋教授）
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COMPUTED TOMOGRAPHY IN UROLOGICAL FIELD

      Keishi OKADA， Yasuhide MuRAKAMi， Nobuo

        KAwAMu，RA and Masaaki OHKosHi
冊0窺痂8エ）吻rtment Of Urologン、 Tokai LI’nivers吻，56乃00♂of Medicine， Kana．・awa，ノψ侃

            （Director： Prof． M． Ohkoshi）

  Presented are five cases in which computed tomography was quite usefu1 as one of the diagnostic

tools． A discussion was made how we should apply computed tomography in urological practice．

It is recemmended to use computed tomography next to IVP or DIP rather routinely whenever we

want to know the extension of malignant neoplasia in the retroperitoneal or intrapelvic space． lt

is not so helpfu1 for diagnosis of adrenal diseases．

は じ め に

 GT（computed tomography）あるいはCT scanと

はcomputerによる人体の横断断層撮影法で，英国の

Housefieldによって実用化され， i g71年には臨床に

用いられ大きな脚光をあびている．このCTの特徴は

病変を立体的にとらえられるという点と比較的患者へ

の負担が少なく，外来でも施行しうるという点にある

と考えられている．われわれの施設でも1978年10月

から1979年7月までの10ヵ月間に約100例の泌尿器科

疾患に対してCTを行ない，非常に有意義と考えら

れた症例をいくつか経験したので，そのうちの数例を

紹介し，あわせてCTの適応について考察を行なっ

た．なおわれわれの使用している装置はいわゆる第3

世代に属するVarian社のもので， one slice． ﾉ要する

時間は3．6秒である．

症 例

（症例1）76歳，男性・

1978年2月右腎腫瘍のため右腎副腎全摘，下大静脈

も部分切除を行なった．入院時諸検査ではほかに軽移

巣なく，退院後は外来で定期的に検査を行なって経過

を観察していた．1979年4月，後腹膜腔への転移ある

いは浸潤の有無を検索するためCT施行（Fig・1，2）・

その結果左副腎に腫瘤が認められ，精査のため入院し，

血管造影を施行した（Fig．3，4）・血管造影では左副腎

部に口径不整な血管と新生血管像があり，いわゆる

tumor stainを認めたため hypervasCUIarなturnor

ということで左副腎摘除術を施行し，術後補充療法を

行なっている．摘出標本の病理所見ではmetastatic

renal cell carcinomaで，前回手術時の腎癌組織と類

似しているとのことであった，入院時検査所見では

BSR、20／48 mmという以外には特別な変化は認めら

れず，術後経過も順調で退院し，現在外来で経過観察

中である．

（症｛列2）75歳，女、匡註．

 血尿と左側腹部痛があり，精査のため1978年11月30

日当院に入院した．DIP， RP（Fig． 5）で左腎孟腫瘍

が疑われ，RP検査時の左腎尿細胞診でも悪性腫瘍が

疑われた．また左腎動脈造影の結果でも左腎孟腫瘍が

疑われたが，レ線陰性結石の疑いが捨てされず，GT



26 泌尿紀要26巻 1号 1980年

を行なった（Fig・ 6）・その結果，左腎孟結石の診断で

手術施行．手術時左外型粘膜は炎症性の肥厚を呈して

いたが悪性腫瘍の所見はなく，尿細胞診の結果も炎症

性変化によζものと思われた．術後とくに異常なく退

院し，外来で定期的に検査を行なっているが現在まで

異常を認めていない．

（症例3）47歳，男性．

 健康診断で顕微鏡的血尿を指摘され，東海大学病院

受診．IVP（Fig・7）で左腎に陰影のはっきりしない、と

ころがあり，念のためにCTを施行した（Fig・8a・8b）・

その結果左腎腫瘍の疑いがもたれ入院し，腎動脈造影

（Fig．9）で腎腫瘍の診断が得られ，二二摘除術を施行

した．摘出腎の病理組織学的所見はGrawitz tumor

であった．術後経過も良好で退院．外来で定期的に検

査を行なっている．

（症例4）33歳，男性．

 左背部鈍痛と腰痛のため整形外科受診中に顕微鏡的

血尿を認め泌尿器科受診IVP（Fig・10）で左腎腫瘍

の疑いがあり入院したが，CT（Fig・ll）で両側腎お

よび肝にcystを多数認め， polycystic kidneyの診断

がつけられ，続いて行なわれた血管造影でも全く同様

の診断が得られた．現在外来で経過観察申である．

（症例5） 29歳， 男性．

 1979年7月排尿障害と肝門部痛のため当院受診直

腸診でやや軟，凹凸不整で卵大の前立腺を触れ，前立

腺肉腫の疑いで入院．胸部X－Pで多数の肺転移巣を

認め，排尿困難が強いためTUR施行 組織診で物

品がつかぬまま排便障害も高度となり人工肛門造設

その際リンパ節，軟部組織を生検してrhabdomyosar－

comaの診断を得て，現在治療中である．本症例の入

院時のuG（Fig．12）では後部尿道の圧排像がある以外

に所見がなく， CTで始めて骨盤腔右側下部に尿管

を前方に偏位させるsoft tissue rnassを認めた（Fig．13）．

これはまた直腸を後方へ圧排していることがわかる．

考 察

 1971年に臨床に使用され始めたCT scanも最初の

うちは脳神経科領域だけに限られたものであっt．そ

れというのも，そのころの装置はいわゆる第1世代に

属するもので，1断面あたりのscan時間，すなわち

one slice時間が2分半から5分半を要するものであ

ったため，腹部臓器のように動きのあるものには適し

ていなかった．しかしながら装置の進歩は急で，1975

年には全身にわたる各科領域でも利用されるようにな

り，one slice時間が20秒前後のいわゆる第2世代の

装置が使われるようになった．さらに最近では第3世

代，第4世代のものが広く使用され，one slice時間が

5秒前後，早いものでは2秒前後のものが使用されて

いる．この世代の差は主として走査方式や走査時間の

相違，さらには画質の向上に示されると考えられる・

CT装置の概略については成書も多く出ているので，

ここでは省略し，どのような泌尿器科疾患に対して

CTが有意義であるか，すなわち，どのような疾患を

疑うときにCTを行えばよいかについて考えてみる．

Abramsら1・2）は放射線診断医の立場から（】Tの医学

的意義について総説を行ない，脳の場合は第1義的と

し，躯幹においては第2義的でほかにすぐれた検査法

がすでに存在するとしている．しかし津川ら3）は泌尿

器科医の立場からすれば，対象病変の体内における立

体的占有の状況を知ることに相当の比重を置くべきと

考えており，われわれも同様に考えている．従来の

X線撮影では撮影終了時に情報量が定まってしまった

が，CTでは画像として表示すべきX線吸収値のレベ

ル（window level）とX線吸収値の巾（window width）

を任意に設定し，display操作を変えることによって

出てくる画像を変えられるため，撮影終了後の操作が

診断に大きな役割をぽたすという特徴がある．このほ

かにCTの特徴としては，最初にのべたように患者へ

の負担が少ないことと，各臓器病変を立体的にとらえ

られるという点にあると考えられる．まず患者側に負

担が少ないという点から考えれば，CTはIVPやDIP

などの次の段階の検査として有用と考えられる．これ

らの検査はすでに泌尿器科領域におけるスクリーニン

グ検査として定着しており，病変を平面的に見出すと

いう大きな役割を果たしており，それに代ることはで

きない．申川ら4）もスクリーニング検査としての価値

は少ないとしており，GTの有用性を評価するのに①

スクリーニング検査のつぎの段階として比較的侵襲の

多い検査を省略しうるか，②従来のX線検査で判明し

えない情報が得られるか否かであるとのべている．

 このことはCTのもう1つの特徴である臓器病変の

立体的把握ということとも関係してくる．すなわち，

われわれの症例3，4，5．をみれば明らかに，そのよ

うな特徴が生かされていることが判明する．また症例

2においてもIVPの異常陰影をみて，すぐにGTを

行なえばある程度は不要な検査が省略できたのではな

いかと思われる．この臓器病変を立体的にとらえると

いうことは腎，膀胱，前立腺などの腫瘍の浸潤の程度，

広がりをみるのに最も適していると考えられる・中川

ら4）は腎に関してはのう胞性疾患，腎機能低下例には

有用であるが，腫瘍の周囲組織への浸潤や癒着の有無

など手術の根治性に関しての情報源としては悲観的で
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Fig．1〔症例D． が左副腎に柑濁する・

27

Fig．2 （症例D，左副腎び）下に左腎が見える．右

   腎のあるべき場所は右腎国後のため腸管で占

   められている，

Fig． 3  （tii’／t列1 ｝． ノく重力膨民」宣影．

財・

ボ
L ．．Srf

Fig．5 〔症例2）． RP・

麺

        蕨瀟・

鑑

Fig・4  （ln・i例1）．

   inL管，

左腎動脈造影．＾《に11経不整な

Fig．6 （症例2）． 結石陰影．
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Fig．8－a （症例3）， GT．

    enhancement （ ）左門後部に腫瘤陰影，

Fig．7 （サikl列3）． IVP
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Fig．8－b （t［Tlt列3）． CT．

    enhancement （：〉

Fig・9 （症例3）．左選択的腎動脈造影．
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Fig．10  （症例4）． IVP

醸

議

Fig． i2 （症例5）， UG・

Fig．13・a（症例5）． GT．

Fig． l l－a （症例4）， GT．

     enhancement （一）

Fig，13・b（症例5）． CT・

Fig．11－b （症例4）． CT・

     cnhancement日一、
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あるとしているが，われわれは後腹膜腔や骨盤腔内に

おける腫瘍の浸潤や転移を見るのに現在の時点では最：

も良い方法と考えている・Stephensらs）， Sagelら6）

は腎周囲および後腹膜腔の膿瘍，貯尿腫，血腫あるい

は原発性，転移性腫瘍をよく描出するとしており，

McClennanら7）も通常のX線検査で盲点であった後

腹膜腔や腎周囲がCTによってはっきり描出されるよ

うになったとのべている．以上のことをまとめると腎

の排泄状態や血流状態に依存しない検査であるため，

IVPやほかの核医学的検査を行なっても情報があま

り得られない場合，たとえば腎不全にわける腎の形態

変化をみたり，腎外傷時のスクリーニング検査として，

あるいは各臓器合併損傷の有無をみる場合，拒絶反応

を起こした移植腎をみる場合などがあげられる．これ

らは超音波断層法によっても可能であるが，骨や消化

管ガスによる制約がCTではないため，明瞭な画像が

得られるという点ですぐれている．つぎに手術方法，

手術適応を決定する場合がある．たとえば腎二二や膀

胱腫瘍，前立腺腫瘍などの場合，二二の大きさを立体

的にとらえ，周囲への浸潤の程度あるいは周囲臓器と

の関係という病巣の立体的把握が可能である．したが

ってこれはまた放射線治療を行なううえでの線量分布

計画にも用いられるものである．Jeldenら8）も放射

線治療計画に理想的であるとのべている．われわれの

施設でもCTを放射線治療計画に積極的に利用してい

る．

 このようにいろいろな長所があるが，腹部臓器にお

ける各組織間のCT値の差すなわちX線吸収値の差は

それほどなく，多くの場合各臓器の周囲脂肪組織によ

って臓器の輪廓が明瞭に描出されるため，やせた患者

ほど診断が困難となってくる．またX線である以上被

爆のことも考慮に入れねばならないが，X線が細く絞

られているため生殖腺線量に関しては骨盤腔の検査で

ない限りそれほど問題とならず，ほぼ同一部位のX線

検査と同程度と考えられる．これらの長所短所をわき

まえ，従来の種々の検査法とうまく組み合わせ，でき

るだけ少ない時間，少ない侵襲で確実な診断と適切な

治療法にむすびつけるべきである．以上概説的にCT

の利用法についてのべたが，泌尿器科領域における各

種臓器ごとにのべる，

1）副腎

 副腎自体小さなものであるためslice間隔を短かく

とらねばならないが，それでも正常の場合右側で50％，

左側で80％程度しか確認できないとされており，副腎

に関するCTの評価はまだ確立していないとBrownlie

ら9）はのべている．しかしながら副腎皮質の腫瘍，過

形成，癌腫や副腎髄質の褐色細胞腫あるいは腎上部の

腫瘤性病変に対して試みられているが，やはり小さな

もの，たとえば原発性アルドステロン症の小さいもの

などでは診断がつかない．これらの疾患に対しては臨

床所見や血管造影，副腎シンチグラムなどとの対比が

必要であり，むしろ外来でのスクリーニングという程

度の意味しかCTにはないと思える．症例1では後腹

膜腔のスクリーニング検査として行なったもので，特

に副腎を検査する意味で行なったものではない．この

症例は通常の検査では発見困難なものであり，入院後

の副腎動脈造影で存在は確認されたもののその性質ま

では判明しなかっアこ．いわゆる副腎疾患に対してわれ

われも何例かCTを試みたがいずれの場合もほかの検

査にくらべて有用性に富むとはいえなかった．

2）腎・尿管

 腎は周囲を脂肪組織で囲まれているため鮮明な輪廓

をもつ陰影として描出され，エンハンスメント後は尿

管も点状陰影として描出される．適応としてはすでに

のべたように，IVPなどのスクリーニング検査で異状

陰影をみつけた時が第ユにあげられる．腫瘍であるか

のう胞であるか，あるいはレ線陰性結石であるかが比

較的簡単に判明する．腫瘍ならその立体的な大きさ，

浸潤の度合，他臓器との関係，のう胞ならその内容，

壁，大きさが読みとれる．のう胞の内容が膿汁のよう

な濃厚な液体の場合は診断が困難な場合があるが，単

純なのう胞の場合CTだけでほとんど診断可能であり，

のう胞壁の腫瘍を否定するためには数ヵ月ごとのCT

検査だけでも良いのではないかと考えられる．もちろ

んこれは，aspiration cytologyを否定するものではな

いが，今後診断の精度が上がればCT検査だけでも可

能と考えられる．症例2ではレ線陰性結石を証明しえ

たが，このような症例は最近Tcsslerら10）も報告して

いる．また症例3では小さな腎腫瘍を早期に発見でき

た．症例4では，polycystic kidneyの診断が簡単につ

いた．これらのほかに，CTの適応となるのは腎機能

がほとんど廃絶したような症例に対して水腎症か萎縮

腎か，あるいは腫瘍によるものかなどが解明しうる、

ヨード過敏症の場合も考えられるが，CT以外の検査

が不可能ならともかく，そうでない場合はそららの検

査を行なうべきと考える．

3）骨盤内臓器

 骨盤内臓器の多くは脂肪で囲まれているため区別が

容易であり，S状結腸を除いては左右対称に描出され，

木下ら11）も骨盤腔内は上腹部にくらべ腸管などの影響

が少いためか，優れたCT画像が得られるとしてい

る．泌尿器科領域でCTを行なった方がよいと考えら
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れるのはやはり腫瘍が主であると考えられる．Seidel・

manら12）は膀胱癌のstag三ngにCTが利用できると

のべているが，高橋ら13）は子宮癌，膀胱癌の浸潤範囲

の検索あるいは男性生殖器の前立腺などにも一一部で

CTの臨床応用がなされているが，それらの評価は今

のところ定まっていないとのべている．しかしながら

CTにより膀胱壁の肥厚や，膀胱癌，前立腺癌の浸潤

は比較的よく描出きれるので浸潤の有無はある程度判

明するし，浸潤の度合もよくわかると考えられる．ま

た前立腺肥大症と前立腺癌の区別は小野14）や原15）がの

べているように周囲への浸潤がない限りわからない・

 以上のことを簡単にまとめると，最も有効と考えら

れるCTの利用法はIVPの異常陰影に対する検索で

あり，つぎに後腹膜腔から骨盤腔内における腫瘍の浸

潤あるいは転移に対してであると思われる．もちろん

後腹膜腔から骨盤腔内への連続sliceでは膨大な量の

sliceを必要とするため，腎動脈分岐部，総腸骨動脈

分岐部，骨盤腔内というように，限定した範囲に対し

てsliceするのが良い．このほかのCTの適応として

は腎不全，腎外傷，放射線治療計画などが考えられる．

これらは何度ものべたように立体的に病変をとらえら

れるということ，従来のX線検査で得られない籍報を

得るという利用法になると考えられる．これらの点を

考慮し，スクリーニング検査のつぎの検査としてCT

を有効に利用すべきである．現在の時点では従来の検

査にさらにつけ加えてCTを行なうことも多いが，上

記の特徴を生かし省略できる検査は省略し効率の良い

利用ができるようにするべきである．

 蜂屋ら16）は，尿路疾患の診断法としてのCTの位置

づけは各疾患ごとに諸検査法を厳密なコントP一ルの

下に対比検討することによって定まるとしており，津

川ら3）は症例を単に提示することの時期は終わり，従

来の方法に比し，CTがどの点で有用であったかを示

す症例の検討が望まれるとしている．われわれも同意

見であり，今後さらにCTが有用であった症例を積み

重ね，それらの分析と検討を行ないたいと考えてい
る．

ま と め

 泌尿器科疾患のGTについて5症例を提示し， GT

の適応について考察を加えた．
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