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〔蒸熱罰

自家腎移植術により腎保存を行なった限局性

   尿管アミロイドーシスの治療経験

  社会保険申京病院泌尿器科（主任：大島伸一）

小川洋史・小野佳成・絹川下郎
松浦 治・竹内宣久・平林 聡
    梅田俊一・大島伸一
名古屋大学医学部泌尿器科学教室（主任：三矢英輔教授）

    下地敏雄・三矢英輔
     名古屋大学医学部付属病院病理部

       平  林  紀  男

LOCALIZED AMYLOIDOSIS OF THE URETER TREATED BY

RENAL AUTOTRANSPLANTATION： REPORT OF A CASE

  Hiroshi OGAwA， Yoshinari ONo， Tsuneo KiNuKAwA，

Osamu MATsuuRA， Norihisa TAKEucHi， Satoshi HiRABAyAsHi，

      Syunichi UMEDA and Shinichi OHsHiMA

      From the Department of Urology， Chuklo HosPital

            （Director： S． Ohshima）

       r］］oshio SiMoJi and Hideo MiTsuyA

  From the DePartment of UlrologJ， IVIagaya University School of Medicine

          rDirector： Prqf， H． 1｝4itser］a？

           Norio HiRABAyAsHI

    From読61）ePartment of PatholO9．ア， Nagaya Univer吻ノHospita／

  A case with localized amyloidosis of the ureter was presented． This is the fifteenth case in the

world and the first case of autotransplantation of the kidney， performed in this disease． The patient

was a 62－year－old man who complained of intermittent gross hematuria and left flank pain． Clinical

features of the localized amyloidosis of the ureter are similar to those of ureteral neoplasm． ． Auto－

transplantation of the kidney was performed to the left iliac fossa in order to preserve renal function

because of no malignancy on a biopsy specimen． A localized amyloidosis of the ureter was diagnosed

on the histological examination of the specimen after surgery． During one year after surgery， a good

renal function without a recurrence has been confirmed． Classification of the amyloidosis was

discussed． Diagnosis， prognosis and treatment of the localized amyloidosis of the ureter were also

discussed．

       1 は じ め に

 尿路系の限局性アミロイドーシスは比較的稀な疾患

であり，1978年OC Marianiら1）が，それまでに報告さ

れた約60症例を集計して報告しているが，これらのう

ち半数以上が膀胱のアミロイドーシスである．尿管に

限局したアミロイドーシスは，きわめて稀な疾患であ

り，Lehmann2）が発表して以来，現在までに14症例



1126 泌尿紀要 26巻 9号 1980年

の報告がなされているにすぎない，本邦では1957年の

Satoら3），1969年の永田ら4），1979年の奥村ら5）の報

告がある．私どもは最近，自家腎移植により腎保存を

行ないえた限局性尿管アミロイドーシスの1例を経験

したので，その詳細とともに，若干の文献的考察を加

えて報告する．

1 症

患者；62歳 男性 会社員

主訴；肉眼的血尿，左側腹部痛

家族歴；特になし

既往歴；22歳 虫垂切除術

    48歳 急性肝炎

    結核（一） 梅毒（一）

例

 現病歴；1973年10月1日より無症候牲肉眼的血尿が

続き，10月3口当科外来受診，膀胱鏡にて左尿管口よ

り血尿の流出を認めた．その後，血尿は消失したが，

精査のため入院，排泄性脳孟造影，逆行性円円造影と

もに腎杯，腎孟，尿管に異常所見を認められなかっ

た．レノ・シンチグラム，尿検査，各種血液生化学検

査でも異常は認められず，10月21日，退院し，以後，

外来にて経過を観察されていたが，1978年10月1日，

ふたたび肉眼的血尿があり，その後，左側腹部痛を伴

うようになったため，再度，精査を目的として入院し

た．

 入院時勢症；体格 中．栄養 良．眼瞼結膜 貧血

なし．眼球結膜 黄染なし．舌，咽頭，扁桃ともに異

常なし．榎声なし．胸部に打聴診上異常なし，脈搏

70／分 整．腹部では，肝脾，両側腎ともに触れず．

外陰部 異常なし．直腸診にて前立腺はクルミ大，圧

痛なし．四肢に異常なし．

 検査所見；血圧1561100mmHg．

 血液像；赤血球431×104mm3， Hb 13．2 9／dl，白血

球2，700／Mm3（リンパ球27％），血小板唱6×1041mm3

血沈値4mm1時，ツ反10mm（長径）．

 血液生化学検査；BUN 19 mg／dl， S－creatinine 1．O

mg／d1， Uric acid 5．7 mg／dl， Na 140 mEq／1， K 4．9

mEqll， Cl 105 mEq／1， Ca 10．2 mg／dl， P 3．1 mg／dl，

total cholesterol 206 mg／dl， GOT 32 Kar U， GPT

14Kar U， LDH 3151nt U， Al－p 19 lnt U， total

bilirubin O．4 mg／dl， direct bilirubin O．1 mgldl， total

protein 7．4 gfdl， albumin 66．0％， globulin 34．0％，

at－G 3．4％ a2－G 8．7％， P－G 8．3．CZ．（， r－G 13．3％

 血清学的検査；CRP（一）， STS（一）， HBs－Ag（一），

RA （＋1）．

 尿検査；尿混濁（一），尿糖（一），尿蛋白（一），尿

細胞診class II，

 心電図；異常なし．

 膀胱鏡；左尿管口より血尿の流出を認めた．膀胱粘

膜，尿管口に異常なく，膀胱内に腫瘍は認められなか

った．

 KUB；結石様陰影なし

 排泄性腎孟造影；左腎に軽度の水濾水尿管様変化が

認められたが，尿管下部は十分に描出されず狭窄の有

無は不明であった．

 逆行性腎孟造影；左尿管カテーテル（5Fr．）は，

9cmにて軽い抵抗を認めたが，その後，腎孟まで抵

抗なく上昇した．腎孟尿管造影にて左尿管口から尿管

第2狭窄部にわたる充盈欠損像を認めた．左腎は軽度

の水腎水尿管様変化が認められた．なお，この時，得

られた分腎尿細胞診はclass IIであった（Fig・1）・
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 リンパ管造影；リンパ管の拡大は見られず，リンパ

節の腫大および陰影欠損像は認められなかった．

 腎動脈造影；左腎は，動脈相，静脈相ともに，異常

を示す所見は得られず，また左尿管下端部にも腫瘍の

存在を示す所見は得られなかった．

 レノグラム；排泄遅延像もなく，異常は認められな

かった．

 臨床診断；以上の所見からは尿管腫瘍が最も強く疑

われたが，くり返し行なった尿細胞診で異型細胞は証

明されず，尿管腫瘍の確定診断を下す所見は得られな
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かった．以上のことより病変尿管を肉眼的，顕微鏡的

に観察し，それによって術式を決定することとして11

月30日に手術を施行した．

 手術所見；右側腹部にGibson’s incisionを加え，

後腹膜腔に入った．尿管血管交差部より，膀胱壁入口

部付近にわたって，肥厚した尿管を認めた．尿管の周

囲からの剥離は容易であった．一部を切除してみると

尿管の内膜には，血塊が付着していた．切除尿管を迅

速病理切片にて検索したところ，悪性燥は認められな

かった．しかし，尿管壁の肥厚は強く，内罐は，狭小化

していたため，病変部尿管を切除することにした．病

変部尿管は，約10cmにわたってあり，全体で12cm

尿管を切除する必要があったため，尿路の再建法とし

て，自家腎移植術を選択した，肥厚した尿管を切除す

るため尿管を膀胱壁まで遊離した．ついで膀胱を切開

し尿管口周囲に切開を加え，尿管を含めて切除し，膀

胱後壁を3－Ocut gutで縫合した．膀胱前壁の開放

部分は，自家腎移植の時のために開いたままにしてお

いた．仰臥位のまま同側の内腸骨動脈，総腸骨静脈を

剥離し，移植床の準備をした．移植床の準備ができた

ところで，右側臥位に体位をかえ，第ll助骨切除を

伴う腰部斜切開を加え，型のごとく腎を剥離遊離し

腎摘出を施行した．別出目は，heparin， NaHCO3加

lactate Ringer液にて直ちに灌流しsurface coolingに

て保存した．つぎに体位を仰臥位にもどし，動脈は，

内腸骨動脈に端々吻合，静脈は，外腸骨静脈に側端吻

合した．尿管はPaquin法に準じて膀胱尿管吻合術を

行なった．

 組織学的所見；術後の手術時摘除標本の組織学的検

査では，尿管筋層にエオジンに染まる均一無構造物質
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の存在が認められ，その物質はコンゴ・レッド染色で

深紅色に染まることからアミロイドと確認きれた．血

管壁にもアミロイドの沈着が認められた．尿管の粘膜

上皮に異常は認められなかった（Fig．2）．

 術後経過；術後経過は順調で，第28術後日に退院し

た．術後3ヵ月のIVP， DIVPにても腎孟尿管に変

化は認められず，術後約1年を経過した現在，血尿は

全くみられない．なお，術後，施行した骨髄穿刺で

は，形質細胞の増多は認められず，また，直腸生検に

てもアミロイドの沈着を認めなかった．

皿 考 察

 アミロイドーシスは蛋白または糖蛋．白と考えられる

アミロイド物質が諸臓器に沈着する代謝性疾患であ

る．病因について現在のところ定説はない．アミロイ

ドーシスの分類については，Reimannら6）（1935）を始

めとしてKing7）（1948）， Dahlins）（1950）， Symmers9）

（1956），Kyle and Bayrdio）（1975）などにより試みら

れているが，本邦では1975年の中川・山岸の分類n）

（Table I）がある．以上の分類を見てみると，Reimann

らは原因疾患の有無により，原発性と続発性に分け，

原発性を主として，筋肉，心血管系，消化器などの中

胚葉系がおかされ，沈着したアミロイドの染色性が一

定でないものとし，続発性は主として肝，脾，腎，副

腎などがおかきれ，アミロイドの染色性が一回目ある

ものとした．しかし，Kingは原因疾患の有無により

分類せず，アミロイドの沈着部位に基づいて分類し，

肝，腎，脾，副腎などに沈着するものをtypical，心臓

舌，消化管などに沈着するものをatypicalとした．

しかし，Dahlinは，再びprimary， secondaryの概

Fig．2組織標本（congored染色x66）
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Table I．アミロイドーシスの分類

     （中川・山岸による）

アミロイドーシスの分類（中川・山岸による）

1．原発性アミロイドーシス

2．多発性骨髄腫に合併するアミロイドーシス

3．続発性アミロイドーシス

4．分離困難なアミロイドーシス

5．家族性（遺伝性）アミロイドーシス

6．限局性アミロイドーシス

念の導入とともに，multiplc myelomaとの合併を加

えて新しい分類法を提唱した．Symmersはmyeloma

合併のものは，secondaryにSenile amyloidosisを

primaryに含め分類しており， Kyle and Bayrdは，

Reimannの分類に沿って分類している．申川，山岸

の分類の大要はKyle and Bayrdの分類に準拠して

いるが，原発型と骨髄腫に合併する型または原発型と

続発型での区別困難な症例が少なくないことを考慮

し，分類困難な型を加えているのが特徴である．さ

て，1器管に孤立性にアミロイドが沈着する場合を

Reimannらは， tumQr－forming amyloidosis， Dahlin

は，primary amyloidosisのfocal typeラSym皿ersは，

localized amyloidosis， Kayl and Bayrd 6 localized

amyloidosis，鯉川，山岸も限局性アミロイドーシスと

表現している．上記いずれの分類も原因疾患がなく，

工器管に限局することが前提となり，primaryの意味

が含まれる．しかし，Sy・nmersが言うように，一般

的にはprimaryとは， primary systemicと同義であ

り，systemicな概念が，その内に含まれているため，

限局したアミロイド沈着の場合には，混乱をさけるた

めにprimaryという言葉は，分類上は，さけられてい

るようである．だが，今までに報告された論文の表題

を調べてみると，primary amyloidosis of the ureter

が7例，Iocalized amyloidosis of the uretcrが5例

（Takaha ら12）の localized amyloid tumor of the

ureterを含む）． tumor f・rming paraamyloid・sis・f

the urcterが1例であり，必ずしもprimaryという

言葉がさけられてはおらず，内容の理解は，できるに

しても，表現の問題としては，あいまいである．私ど

もの症例は，①左尿管下部に病変が限局しており，

検索しえた骨髄穿刺，直腸生検では，いずれにも

amyloidosisを疑わせる所見が得られない．②amylo－

idosisの原因となりえるような全身的疾思を疑わし

める所見が得られないことより，Dahlinの分類の

primary amyloidosisのfocal type， Symmcrsの分類

での10calized amyloidcsisと考えてよく，ここでは

Table 2．限局性尿管アミロイドーシスの報告例

報告者年齢・性患側部位主 訴 術前診断 手 術 備 考

    2）1 Lehmann

   17）2 Gilbert

    13）3 Higbee

   3）4 Sato

    14）5 Andreas

    18）6 Konrath

    16）7 Johnsofi

    19）8 Yalowiti

    12）9 Takaha

   15）10 imgri

   20）11 Klotz

  21）12 Lee

    1）13 Mariani

    5）
14奥 村

67F 左下1／3 腹

52F 左上1／3

？1F 右下1／3

37M右上1／3

i2 F 左下1／3

55M 左下1／3
   両｛右下端17 M
   側｛左下端

73F 左下端
37M 左上1／3

44F 左下1／3

65F 左下1／3

51M 左下1／3

53M側佐下端

61F 左下1〆3

痛

左側腹部痛

発熱・尿混濁

右腰部痛
血   尿

腹   痛
血   尿

左腎疵痛
右側腹部痛・血尿
左側腹部痛・血尿

左側腹部痛
左下腹部痛

血

血

尿

尿

左側腹部疵痛
血

両三下1／3無

15自 験 例 62M 左下1／3

尿

国

側腹部痛
血 尿

左下腹部痛

血 尿

左側腹部痛

（＝ンドメトリオーシス）

左腎 結石
左尿管狭窄
右 水 腎 症

右水尿管症
右乳頭腫症

左尿管腫瘍
左結核性尿管炎

左尿管狭窄
  ？
  ？

左尿管腫瘍
左尿管腫瘍

尿管腫瘍

左尿管腫瘍

左尿管腫瘍

？

左尿管腫瘍

左尿管腫瘍？

左 腎 摘 除術

右腎尿管全摘除術

右腎尿管全摘除術

左脚尿管全摘除術

左腎尿管全摘除術

両側膀胱尿管
新 吻 合 敗

軍腎尿管全摘除術

左腎尿管全摘除術

左前尿管全摘除術

左腎尿管全摘除術

左腎尿管全摘除職

事回腸 導管
左腎尿管全摘除術
膀胱部分切除術

自家腎移植術

剖    検
尿路結石合併
腎孟アミロイドー

シスを合併

腎孟アミロイドー
シスを合併

左側は右側の
1年後に発病
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私どもは，中川・山岸の分類に従って限局性アミロイ

ドーシスと表現した．

．現在までに報告きれた尿管アミ．ロイドーシス14例に

自験例を加えた15例の①年齢，性②患側部位③術

前診断④手術をまとめたのが，Table 2である．年

齢は．12歳から73歳にわたり年齢による発症の差異はな

い．患側は，右側2例，左側ll例，両側2例と，左側

は右側の5．5倍の頻度を示している。発生部位は，上

部尿管3『瘁C下部尿管1．2例で下部尿管に多い．私ども

．の症例も左側で，しかも尿管下部に発生していた．

 尿管に限局したアミロイドーシスは，術前での確定

．診断は：不可能といってよく，特に尿管腫瘍との鑑別が

．困難である，報告例15田中尿管腫瘍を疑われたものが

9例と最も多く，私どもも尿管腫瘍を強く疑った．報

告例のうち術前に診断がついているものは，1例もな

く組織学的にアミロイドの沈着を証明する以外に確定

診断の方法がない現時点においては，これは，やむをえ一

ないことであろうと考えられる．しかし，amyloidosis

は，後述するように限局性である限り予後の良いもの

であり，病変部の切除により，再発もほとんどみられ

ないことから，尿管の限局性アミロイドーシスである

ならば腎は積極的に保存されるべきであるという論理

が成立するが，15例中，実際に腎保存が行なわれたの

は，自験例を含め3例ときわめて少数例であり，本疾

患の診断治療の難しさがあらためて痛感させられる．

確定診断は，先にも述べたごとく，組織学的にアミロ

イドの沈着を証明する以外にはないが，私どもが本症

例を通して得た尿管腫瘍との鑑別上多少なりとも役立

ちうるかと思われる点を以下に述べる．（1）肉眼的血尿

を主訴としているが，最初の血尿が5年前であり，尿

管腫瘍であるならば経過が長すぎる．②IVP， RPな

ど形態上の変化では，尿管腫瘍との鑑別はほとんど不

可能であり，．逆に，このことが尿管腫瘍を疑わせる最

大の根拠になるr（3）動脈造影，リンパ管造影など，

他のレ線学的検査にて全く異常を認めない．（4）血液生

化学にて異常を全く認めない．（5）尿細胞診で陽性にな

らない．（6）手術時肉眼的所見としては，尿管壁の肥厚

が著明であるが，周辺との癒着は，ほとんどない．ま

た管腔内は出血が著しく，粘膜は脱落していたが，隆

起性病変は認められない．以上が私どもの得たところ

であるが，もちろん他の症例が同様の所見を示すかど

うかについては不明である。印象として言えること

は，尿管腫瘍を強く疑うが，尿管腫蕩と診断するに

は，材料が不足しているといった症例の場合には，“

応，本症のことも念頭に入れて手術に臨むべきかと考

える．
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 予後についての記載は乏しいが，＄y阻甲cr5．らは至．

Iocalized amyloidos圭sは進行性でないと述べており，

また，中川，山岸も限局性アミti aドーシスは局所に

発生す為⑱みで，全身的系統的に拡大するという報告

はないと記している・私どもが尿管の限局性アミロイ

ドーシスについて調べえたところによると，Higbee

ら13），Andreasら14）は予後良好， Takahaらは，術後

6ヵ月良好，Magriら15）は，術後．1年良好と述べて

いるが，これらは，いずれも同時に腎の摘出が，なき

れており，保存手術は行なわれていない．腎の保存手

術が行なわれた2例についてみると，Mariani・）は，

徳後1年で良好，またJohnsonifi）は術後1年9カ月

および9ヵ月で良好と述べており，報告されている症

例のうち予後不良例の記載は見あたらない．ついで，

腎保存が行われた2例について，．その詳細をみてみる

と，Iohnsonは，右尿管下端の病変に対して診断がつ

かず，尿管皮膚痕術を行ない，病変がアミロイドーシ

スと判明した時点で膀胱尿管新吻合術（Boari法）を

行なった．この症例は，1年後に対側の左隣管下端部

にアミロイドーシスの発生をみており，左側に対して

も，膀胱尿管吻合術（Leedbetter法）を行なってい

る．Marianiは，尿管右下1／3と，左下端の病変に対

して，術前には診断がつかず，試験手術を行ない，術

中迅速病理切片にて，アミロイドーシスと診断され

た．しかし，左尿管は完全閉塞しており，腎機能は廃

絶していると判断されたため，右腎のみを保存し，回

腸導管術を行なった．この2症例をみても，その確定

診断には苦慮しており，腎尿管摘出術が行なわれた症

例の多くは，術前，術中での尿管腫瘍との鑑別が不可

能であったものと思われる．Marianiは，術中の迅速

切片にて診断をつけたと記しているが，迅速切片の精

度，染色法，観察法の問題などを考えると，これは，

きわめて稀な例といえるであろう．私どもは先にも述

べたような過程をふまえた上で腎尿管の保存を決定し

たが，確定診断がついたのは術後である．私どもが行

なった方法は，病変部尿管を切除したあとの残存尿管

を利用した自家腎移植術であるが，術後約1年の現

在，経過はきわめて良好である．

 尿管の病変に対する自家腎移植術は，Hardy22）の

報告以来，近年，特に増えてきているが，本症例のよ

うに広範囲にわたる尿管の切除を必要とする症例で

は，自家腎移植術は腎保存手術法として優れたもので

あろう。私どもも現在までに6例の尿管病変に対して

同方法を行なっており，本症例を含め術式などの詳細

については他に報告している23）．なお，尿管の限局性

アミロイドーシスに対して自家腎移植を行なったのは
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