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貫通法（Free－end法）による尿管膀胱新吻合術

高松赤十字病院泌尿器科

湯  浅     三

滝  川     浩

今  川  章  夫

URETERONEOCYSTOSTOMY USING SIMPLE

PULL－THROUGH TECHNIQUE （FREE－END）

      Makoto YuAsA， Hiroshi TAKiGAwA

          and Akio IMAGAwA

From the Urological Clinic， Takamatsu Red Cross HosPital， Kagawa， JaPan

  Ureteroneocystostomy using free－end technique was conducted in 7 cases． Of these， 6 were cases

of ureteral injury following gynecological surgery and one， a case of partial cystectomy．

  Follow－up observation was continued f（〕r more than 2 years． No且e of thc cases showed vesicoure－

teral reflex， and hydronephrosis improved in all but one case．

  The results of this technique proved to be accurate and reliable．

緒 言

 尿管膀胱新吻合術は手術の目的によって種々の術式

が選択されているが，損傷された尿管を膀胱に新吻合

するときは，尿管が短縮しているため，吻合部に緊張

がかからないようにすることが必要である．また尿管

損傷例の手術は再手術であることが多く，患者・家族

の不安も大きく，確実な手術が要求される．

 われわれは，約1年間に6例の損傷尿管に新吻合術

を行なった．これら6例と同時期におこなった膀胱部

分切除術に尿管膀胱新吻合術を行なった1例を加えた

7例に，free－end法による膀胱尿管新吻合術を施行

し，術後2年以上の経過を観察したので手術成績を報

告する．

手 術

 損傷尿管は通常卵巣動静脈部で損傷されていること

が多いので，総腸骨動脈との交差部で尿管を剥離保持

し，可及的に膀胱側に剥離し，使用可能と考えられる

尿管を保存した後，膀胱側で切断し，膀胱側尿管を結

紮する．ついで膀胱を対側尿管を損傷しないように注

意しながら全周にわたり剥離する．膀胱に十分可動性

を与えたところで膀胱頂部に切開を加え，尿管断端部

へ膀胱をひっぱるようにし，尿管膀胱吻合部に緊張が

加わらないように，カットグットで2針，膀胱壁と腸

腰筋を固定する．ついで膀胱切開部より吻合部膀胱を

鉗子で穿刺し，尿管を膀胱内へ引き込み，尿管端を約

2cm膀胱内へ挿入する．カットグットで尿管漿膜と
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膀胱壁を2～3針固定する（Fig・1）．尿管膀胱吻合部

に通過障害がなく，吻合部に緊張がかかっていないこ

とを確認し，膀胱にカテーテルを留置し，膀胱を縫合

する．尿管膀胱吻合部と両側膀胱剥離部に排液管をお

く．

      対象および治療成績

 対象とした症例は7例とも女性で，29歳から62歳に

分布している．原疾患は子宮筋腫4例，子宮癌1例，

子宮内膜症1例でこれら6例は数ヵ月前に婦人科手術

が行なわれている．これら6例は尿管膣痩4例，水腎

症2例に対して尿管膀胱新吻合術を施行した．膀胱癌

3号 1980年

の1例には膀胱部分切除術と同時に尿管膀胱新吻合術

を施行した。

 患側は右側5例，左側2例で，術前の水腎の程度は

岡Dの分類で水腎を認めないもの2例，Aが1例， B

が2例，Gが1例， Eが1例であった．術前6例に尿

路感染症が認められたが，ほかに重篤な合併症はなか

った．

 手術時間は135分から185分で平均161分，術中出血

量は370mlから1，040 mlで平均620 mlであった．

 術後排液管は7～12日目，平均8．4日目に抜去し，留

置カテーテルは8日から16日，平均ll・4日置抜去して

いる．術後膿尿は13日から56日間平均28日持続してい

Table l． Results after the free－end method in 7 cases

Case

 No Age Sex Diagnoses

Gnade of dilatation in IVP

re Op． 6M 12M VUR

1

2

3

4

5

6

7

45

34

29

45

52

62

45

F

F

F

USF
USF
uneteral stenosis

USF
ureteral stenosis

bladder tumor

USF

A

D

c

D

c

A

A

c

D

c

B

c

A

B

晦

Fig．2．症例3． IP術後3ヵ月（左），術後2年（右）
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る．術後合併症は1例に術創の縫合不全をきたし再縫

合術を要したが，ほかに重篤な合併症はない．

 術後の水腎症は（Table 1）岡の分類で1ランク以

内の変化を不変，2ランク以上の変化を改善もしくは

増悪とすると，術後3ヵ月および6ヵ月では増悪1

例，不変5例，改善1例である．術後2年では，増悪

1例，不変3例，改善3例となり，水腎の認められな

いもの4例，A1例， B1例， C 1例となっている．

術前水腎症の認められなかった膀胱部分切除術に併用

した症例がBと悪化した以外は，損傷尿管に対する症
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例は全例満足する結果であった．なお術後の尿管膀胱

逆流（VUR）は術後3から6ヵ月目に検査し，1例も

認められなかった．

症 例

 症例3．患者は29歳の女性で，2ヵ月前子宮筋腫で単

純子宮全別懇術をうけている．婦人科手術直後より，

左側腹部痛があったが軽減したので退院した．退院後

嘔気，嘔吐を伴った左側腹部痛をきたし，水腎症のう

たがいで泌尿器科へ紹介された．点滴静注腎孟造影

誌纏「

Fig．3．症例5．術前DIP 60分（左上），術後6ヵ月DIP 30分（右上），

    30分（左下），術後2年IP15分（右下）

羅

術後1年DIP
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（DIP）で左回は造影されず，逆行性腎孟造影ではカ

テーテルは5cmしか挿入しえなかった．子宮別出術

時に尿管を損傷したものと考え，尿管膀胱新吻合術を

施行した．術後経過は良好で，術後1ヵ月目に退院し

た．術後3ヵ月目の排泄性腎孟造影（IP）では水腎が

認められたが，術後6ヵ月目のIPでは正常となり，

以降2年間腎機能はよく保たれ，尿路感染症は認めら

れない．なお6カ月目に行なった膀胱造影ではVUR

は認められなかった（Fig．2）．

 症例5．患者は52歳の女性で1カ月前に子宮筋腫で

単純子宮全別口をうけている．術後腎孟腎炎をきたし

尿所見が改善しないので泌尿器科へ紹介された．IP

で右水腎を認めるが5分で排泄がみられるため経過を

みることとした．1ヵ月後に，IPで造影されなくな

ったため，右尿管膀胱新吻合術を施行した．術後経過

は良好で術後2週目に退院した．術後のIPの経過を

Fig．3に示したが，術前DIP 60分で右水腎，尿管の

拡張と屈曲を示していたものが，6ヵ月後には水腎は

1：灘，

議

。撚画「

墜菊，

灘

購

轟聴衆

Fig・4・症例7．婦人科術前（左上），尿管膀胱新吻合術術前（右上），術後1年（左下），

    術後2年（右下），いずれもIP15分



湯浅・ほか：尿管膀胱新吻合術・Free－end法

認めるが濃く造影されるようになり尿管の屈曲も認め

られなくなった．1年後もほぼ同様であったが，2年

後には正常となつアこ．

 症例7．患者は45歳の女性で子宮頸癌の診断で広範

子宮全摘術をうけている．術後2日目より小量の尿が

膣より漏れていたがしだいに増強したとのことで泌尿

器科へ紹介された．右尿管膣痩の診断のもと子宮全別

術後1ヵ月目に右尿管膀胱新吻合術を施行し，良好な

術後経過をとった，IPの経過をFig．4に示した．．

考 察

 尿管膀胱新吻合術は1世紀前に第1例がTauffer

（1877）2）によって損傷尿管に対して行なわれたとされ

ている．以来多数の術式が発表されているが，目的に

より大別すると3者に分類しうる．第1はVURを

防止する手術で，第2は損傷尿管，腎移植時の尿管，

膀胱部分切除術に併用する場合などの，通常の尿管膀

胱新吻合術である．．第3は尿管損傷が遠位部で生じた

場合の吻合法で，膀胱の一部を管状にするBoariの手

術，回腸の一部を尿管とする尿管回腸膀胱吻合，膀胱

を腸腰筋に固定し，延長した膀胱に尿管を吻合する方

法などが試みられている．

 今回の7例は第2の通常の尿．管膀胱新吻合術である

が，この場合，吻合が確実におこなわれること，吻合

部の狭窄が起こらないこと，できうればVURがおこ

らないことが主要で，しかも手技が一番簡単で，複雑

な手術操作を必要としない術式がすぐれた方法といえ

る．そこで一番単純な貫通法で，しかも尿管断端には

操作を加えず，膀胱内に尿管端を1・5～2cm挿入す

るだけで尿管外膜と膀胱壁を2～4針固定する術式を

試みた．本法はFurniss（1918）4）によって詳細に術式

が記載されている．Furnissの術式は鉗子で膀胱を吊

り上げ，尿管吻合部対側の膀胱壁から鉗子を吻合部へ

穿刺し，尿管を膀胱内へ引き込む結果として尿管端が

1～2 cm膀胱内へ残ることになる．今回試みた方法で

は膀胱が前回の手術で固定されているので，膀胱を剥

離し，吻合部が固定されるよう膀胱を腸腰筋に固定し

たのでWarwickら5）の方法に準じている．このよう

に膀胱内に尿管端を遊離する方法をPaquin6）はfree－

end法と呼んでいる．

 本法は術式が一番単純で簡単であるが，Vermooten

ら（1934）7）はイヌを用いて術式を検討し，VURが

みられることを欠点として指摘している．同様の実験

はRavinovitchら8）に追試され5例申の1例にVUR
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がみられたと報告きれている．Daleら9）は拡張した尿

管と正常な尿管を比較し，拡張尿管に逆流が多いこと，

また逆流の発生した尿管ではIQngitudinal smooth

musclCが減少していることを報告している．

 今回の7例ではVURは認められなかった． VUR

に対する手術は別として人では尿管膀胱新吻合術は

どのよ．うな術式でもVURは少ないようで， Ehrlich

ら1Q）がSampson法で行なった52例で逆流が認められ

たのは2例であると報告している．

 7例中1例は術前に比べ水腎を呈しているが，ほか

の6例はいずれも水腎が改善しており，吻合部の通過

障害は認められない．

 膀胱内に遊離した尿管は，吻合部が腸腰筋に固定さ

れた部にあるため，膀胱鏡では観察しにくいが，観察

しえた症例では遊離尿管は脱落するようである．膀胱

内へ尿管端を遊離することは術式が簡単であること

と，遊離した尿管が逆流を防ぐなんらかの役割を果す

のではないかと考えたが，後者については否定的であ

る．

結 語

 7例の尿管膀胱新吻合術に，単純な貫通法と吻合部

膀胱を腸腰筋に固定する術式を試み，2年以上観察し

たが，術後の腎機能は満足する結果で，VUR・も認め

られなかったので手術成績を報告した．

 本論文の要旨は第29回日本泌尿器科学会西日本連合地方会

で報告した．
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