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〔循鷹鴛欝蝋蠕〕

腎細胞癌における動静脈および下大．静脈の

   Computed Tomograhyによる検討

東京慈恵会医科大学泌尿器科学教室（主任：町田豊平教授）
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COMPUTED
       VEIN

TOMOGRAPHIC EVALUATION OF THE RENAL
AND INFERIOR VENA CAVA IN RENAL
         CELL CARCINOMA

                 Fujio MAsuDA， Gyojiro NAK，ADA， Tetsuo ONIsHi，

                     Yoichiro HiGAsHi and Toyohei MAcHiDA

             From the Department of UrologJ， The Jikei Uni．versity School of Medicine

                              （Director： Prof． T． Machida）

    Renal cell carcinoma not rarely invades the renal vein and inferior vena cava with formation

oftumor thrombus． On the other hand， congenital anomalies ofthese venous channelg． are occasionally

encountered，

    At the time of surgery of renal cell carcinoma， therefore， preoperative evaluation of the renal

vein and inferior vena cava is desirable．

    In 22 cases of renal cell carcinoma treated at the Jikei University Hospital du血g l6 months

period from Jan． 1979 to Apr． 1980， the renal vein and inferior vena cava were examined by computed

tomography （CT）． lntravenous tumor thrombus was diagnosed in 4， double inferior vena cava in

one and retroaortic left renal vein in one． All these CT diagnosis were confirmed to be correct by

surgery．

    Three of tumor thrombus cases showed involvement of inferior vena cava． CT findings included

dilated vein in 4’arid filling defect after contrast enhancement in 2，

    In double inferiot Veha caVa， CT at the level of the upper pole of kidney showed the left inferier

vena cava traversing in front of thc aorta and c叫joining the left inferior vena cava， CT at the level

of renal vein the left renal vein dtaining into the left inferior vena cava and CT at the lower level two

round inferior vena cava with the aorta between them It was a diagnostically use血1丘nding that

the left inferior vena cava was markedly stained in CT after contrast enhancement just as the aorta

and the right inferior vena cava．

    In retroaortic left renal vein， CT showed the left renal vein running behind the aorta and draining

into the inferior vena cava．

    Preoperative information on congenital anomalies of the renal vein and inferior vena cava or

tu皿or thrombus and its extension are very important particularly f（）r radical surgery to be conducted

safely without postoperative complications． Computed tomography is quite useful in evaluation

of morbid state of the renal vein and inferior vena cava．



1214

緒 言

泌尿紀要 26巻 工0号 1980年

 腎細胞癌は腎静脈から下大静脈に浸潤し，腫瘍栓塞

を形成することが稀でないうえに，腎静脈や下大静脈

の先天異常もときにみとめられる．したがって腎細胞

癌の手術を行なうにさいしては，術前に腎静脈および

下大静脈についての評価をしておくことがのぞましい．

 comPutcd tomograPhy（CT＞は腎細胞癌の診断上，

非常に有用な検査法であり，広く行なわれるようにな

った．腎のCTは，腎とともに腎静脈および下大静脈

もよく描出するので，それらの病態を容易に，かつ正

確に評価することが可能である．

 今回われわれは，最近経験した腎細胞癌22例のCT

像を検討した結果，4例の静脈内腫瘍栓塞と，1例の

重複下大静脈および1例の大動脈後付腎静脈を診断し

えたので，それらのCTの所見を中心に報告する．

症 例

 1979年1月より1980年4月までの16ヵ月間に慈恵大

学病院で受診し，CTによる検査を行なった腎細胞癌

22例の腎静脈および下大静脈の病態について検討した．

22例の年齢は44歳から77歳，平均59．7歳，男子は15例，

女子は7例，患側は左15例，右7例であった．

 CTスキャンはSomatomを使用し，スキャン時間

は4．5秒，スライス巾は7mmあるいは8mmで，造

影剤注射の前後に施行した．また22例全例に腎動脈造

影を行ない，さら｝C 5例には下大静脈造影も施行した．

成 績

 22例中4例に腎静脈や下大静脈の腫瘍栓塞，2例に

腎静脈や下大静脈の奇形をみとめた．

 1．腎静脈および下大静脈の腫瘍栓塞

 22例中，CTにより腎静脈の腫瘍栓塞が診断された

のは4例で，患側は左右各2例であった．このうち右

側2例，左側1例の計3例は，腫瘍栓塞が腎静脈から

さらに下大静脈までおよんでいたが，のこりの1例で

は，腫瘍栓塞は左腎静脈内にとどまっていた．

 GTで静脈内腫瘍栓塞を示す所見は，静脈の拡張と

contrast enhancement後の充満欠損であった．4例

の腎静脈の直径は，1．8，3，0，3．5，3。7cm，平均3・O cm

と著しく拡張しており，また下大静脈まで腫瘍栓塞の

およんでいた3子中，2例の下大静脈の直径は3・6お

よび4．Ocmと拡張していたが， 1例は輪郭が不明で

あった，またcontrast enhancenlent後のCTでは，

4例中2例に腫瘍栓塞による充満欠損が，腎静脈およ

び下大静脈にみとめられた．

 腎動脈造影は4例とも施行した．このうちの2例は

striated vascular patternが明らかにみられ，静脈内

の腫瘍栓塞が診断されたが，のこりの2例ではみとめ

られなかった．下大静脈造影は3例に行なった．1例

は腫瘍栓塞のため，下大静脈は第5腰椎の高さから完

全に閉塞され，腰静脈や椎骨静脈を主とした豊富な側

副血行がみとめられた．のこりの2例も，腫瘍栓塞に

よる下大静脈の充満欠損が明瞭にみとめられた（Table

1）．

 4例はすべて根治的腎摘出術を行ない，手術的にも

3例は腎静脈から下大静脈におよぶ腫瘍栓塞，1例は

腎静脈内の腫瘍栓塞がみとめられ，CTの診断が正し

いことがたしかめられた．

 症例1，03－5774，1．S．，59歳，男．

 肉眼的血尿を主訴として1979年2月3日来院し，排

泄性腎孟造影で右上は無造影であっアこ．CTでは右腎

後外側より発生した腫瘍をみとめたが，きらに右腎静

脈は直径3．5cmと著明に拡張し，これと連続してい

る下大静脈も同様に拡張して，直径は4．Ocmであっ

た。またcontrast enhancement後のCTでは，拡張

した右腎静脈内およびこれと連なる下大静脈右側壁に

充満欠損がみられた（Fig．1）．以上より右腎細胞癌の

右腎静脈から下大静脈におよぶ腫瘍栓塞と診断したが，

手術によってもたしかめられた．なお腎動脈造影では，

右腎静脈走行部に一致してstriated vascular pattern

をみとめ，下大静脈造影では下大静脈の充満欠損がみ

Table 1． Radiological demonstration of intravenous tumor extension

Computed tomography Renal angiography Venacavography

Case
    Venous FiUing
    di［atation defect

 Striated

vascu［ar pattern

Filling detect，

obstruction

1

2

5

4

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十
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られた．

 症例2．07－9218，T．L，66歳，男．

 肉眼的血尿を主訴として1979年3月3日来院し，排

泄性腎孟造影で左腎は造影されなかった．CTでは左

腎腫瘍をみとめたが，さらに左腎静脈は全長にわたっ

て拡張し，直径は3．7cmに達していた．しかし下大静

脈の拡張はみられず，contras七enhancement後のCT

で充満欠損も明らかでなかった（Fig．2）．以上より左

腎細胞癌の腎静脈内腫瘍栓塞と診断したが，手術によ

っても腫瘍栓塞は腎静脈内にとどまり，下大静脈には

およんでいないことがたしかめられた．なお腎動脈造

影でstriated vascular patternはみとめられず，静

脈造影は施行しなかった．

 症例3．37－5434，F．N．，57歳，女。

 右側腹部腫瘤を主訴として1979年3月5日来院し，

排泄性腎孟造影で右腎は造影されなかった．CTでは

右上腹部をしめる大きな腎腫瘍がみとめられ，右腎静

脈は直径1．8・cmと拡張していたが，下大静脈の輪郭

は不明であった．またcontrast enhancement後の

CTで，静脈内の充満欠損は明らかでなかった．さら

に腎動脈造影でstriated vascular patternは不明で

あったが，下大静脈造影では，腎静脈流人部の下大静

脈右側壁に充満欠損がみとめられた．以上より右脚細

胞癌の腎静脈から下大静脈におよぶ腫瘍栓塞と診断し

たが，手術によってもたしかめられた．

 症例4．40－5106，44歳，男．

 食欲不振，左腰痛を主訴として1979年12月10日来院

し，排泄性腎孟造影で左腎の下極をしめる大きな腫瘤

がみとめられた．CTでこの腫瘤は腫瘍であることが

たしかめられたが，きらに左遷静脈とこれに連なる下

大静脈は拡張し，直径はそれぞれ3．O cm，3・5 cmに

達していた（Fig．3）．さらにcontrast enhancement

後のCTでは，左腎静脈と下大静脈の充満欠損が明瞭

にみとめられ（Fig．4），左腎細胞癌の腎静脈および下

大静脈腫瘍栓塞と診断したが，手術によりCTの所見

が正しいことがたしかめられた．また腎動脈造影では，

腎静脈および下大静脈の走行に一致して著明なstri－

atcd vascular patternがみられ（Fig．5），下大静脈

造影では，下大静脈は第5腰椎の高さから閉塞され，

腰静脈および椎骨静脈を主とする豊富な側副血行がみ

とめられた．

 2．腎静脈および下大静脈の先天異常

 22例中1例に重複下大静脈，1例に大動脈後送腎静

脈がみとめられた．前者は左腎細胞癌の症例で，CT

で重複下大静脈が診断されたが，ひきつづいて行なっ

た下大静脈造影および手術によってたしかめられた．
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後者は右腎細胞癌の症例で，CTで左腎静脈が大動脈

の背側を走って下大静脈に流入しているのがみとめら

れ，大動脈後左腎静脈と診断したが，手術によりCT

の所見が正しいことがたしかめられた．

 症例5。39－6764，H．N．，49歳，男．

 食欲不振，全身倦怠感体重減少を訴えて1979年9

月18日来院した．排泄性腎孟造影で左腎は腎杯の外側

よりの圧排像，および腎輪郭の上外方への突隆がみら

れた．GTでは左腎の前外側より発生した腫瘍がみと

められ，左腎細胞癌と診断したが，大血管像としては，

椎骨の前方に右から下大静脈大動脈の円形の陰影が

みられたほか，大動脈の左側にも下大静脈とほぼ同じ

大きさの円形の陰影がみとめられた（Fig．6）．この円

形の陰影は，左腎細胞癌の転移により腫大したリンパ

節とも考えられたが，左腎静脈がこの円形の組織に

流入している所見がみられること （Fig．7），および

contrast enhancement後のCTで，大動脈および下

大静脈と同様に濃染されること，さらにより上方のス

キャンで，この組織が大動脈の前方を走って下大静脈

に合流している像がみられることなどより（Fig．8，9），

重複下大静脈の左側の下大静脈と診断した．

 ひきつづいて行なった下大静脈造影では，CTで診

断したごとく，大動脈の両側に2本の下大静脈がみと

められ，第12胸椎の高さで，左下大静脈が右下大静脈

に合流していることがたしかめられた（Fig．10），さ

らに手術時にも，重複下大静脈が確認され，左下大静

脈は腎一ヒ方で大動脈の前方を横走して，右下大静脈に

合流しているのがみとめられたが，術前に重複下大静

脈が診断されていたため，大動脈周囲リンパ節郭清を

含めた根治的腎摘出術を，容易にかつ安藝に行なうこ

とができた．

 症例6，39－6975，R．M．，53歳，女．

 心窩部痛を主訴として1979年12月8日来院した．排

泄性弓馬造影で右腎上極をしめる腫瘤がみとめられ，

CTおよび腎動脈造影で学制細胞癌と診断した．きら

にCTで大血管像をみると，右腎静脈は正常で腫瘍栓

塞はなく，また下大静脈の奇形もみられなかったが，

左腎静脈の高さのスキャンでは，零細静脈は大動脈の

後方を横走しているのがみとめられ（Fig・9，11），大

動脈後左腎静脈と診断した．

 ひきつづいて行なった根治的腎摘出時に，調川静脈

は大動脈の後面を横走し，正常の高さで下大静脈に流

入しているのがたしかめられたが，術前にCTで大動

脈後左腎静脈が診断されていたことは，局所リンパ節

郭清を行なううえで有用であった．
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Fig． 1． Case 1． Contrast－enhanced CT： The right

       renal vein and inferior vena cava are

       enlarged and filling defects are seen（arrows）．

Fig．2． Case 2． Contrast－enhanced CT： The lefl

       renal vein markedly enlarged （arrows） but

       inferior vena cava is not dilated．

Fig． 3． Case 4． CT：The left renal vein and inferior

       vena cava are massive enlarged （arrows）．

Fig． 5． Case 4． Renal arteriogram： Striated vascular

       pattern （arrowg．） is seen in the region of the

       renal vein and inferior vena cava．

Fig．4． Casc生Contrast－enhanced CT：The renal
       vein and inferior vena cava are enlarged

       and filling defects can be seen （arrows）．

Fig． 6． Case 5． CT： Three round structures in the

prevertebral space represent the right

inferior vena cava （R） aorta （A） and left

inferior vena cava （L）， respectively．
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Fig． 7． Case 5． CT： Thc left renal vein （arrows） is

       seen draining into the round left prevertebral

       structure．

Fig．8． Case 5． CT 3 cm

       defined structure

       vena cava．

  Retroaortic

left renal vein

cranial from fig． 7： Well

（arrows） enters inferior

A－
B－
c一

A

B

c

Double inferior

 vena cava

へ

z

。♂勉

薦吻

e隻3’％
    V

ハ

eoo

多ピ1％
    v

Fig． 9．． CT sections cf aorta，

       and left renal vein．

inferior vena cava

Fig． 10． Case 5． lnferior vena cavogram： Double

       inferior vena cava can be seen． The right

       inferior vena cava joins with the left

       inferior vena cava at the level ofthe twelve

       thoratic vertebra．

Fig． 11． Case 6． CT： The left renal vein （arrows）

       courses posterior to aorta （A）．
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 腎細胞癌は腎静脈から，きらに下大静脈に浸潤して

腫瘍栓塞を形成することが稀でなく，3～9・5％i～4）に

みとめられる．しかしたとえ下大静脈まで腫瘍が浸潤

していても，遠隔転移のない例では，腫瘍腎と．ともに

腫瘍栓塞の摘出が成功すれば，長期間の生存が期待で

きる2・3）ので，術前に腎静脈や下大静脈の腫瘍栓塞の

存在，および程度を正確に診断し，適切な治療方針を

たてることが大切である．一方腎静脈や下大静脈の奇

形は，すべての先天異常のなかで最も多くみられるも

のの1つであり，重複下大静脈は1．3～3．0％，大動脈

後下郡静脈はL8～3．5％にみとめられる5～7）．したが

って腎細胞癌に対して根治的手術を行なうにきいして

は，これら静脈系の奇形をあらかじめしることが大切

である．

 CTは泌尿器科的腎疾患の診断に広く行なわれるよ

うになり，腎細胞癌の90％以上はCTで診断が可能で

ある8）．一般に腎のCTでは，同時に腎周囲の血管陰

影も描出される．すなわち椎骨の前方に大動脈があり，

その右側には下大静脈が位置しており，左右の腎静脈

が下大静脈に流入する状態がよくみとめられるが，左

四静脈は大動脈の前方を横走して下大静脈に流入して

いる．したがってCTで，腎静脈や下大静脈の病態を

よく診断することができる．

 われわれは最近の16ヵ月間に経験した腎細胞癌22時

頃CT像を検討し，4例の腎静脈および下大静脈腫瘍

栓塞 2例の腎静脈や下大静脈の奇形を術前に診断す

ることができ，いずれも手術を適切に行ないえた．

 腎静脈や下大静脈の腫瘍栓塞のCTによる所見は，

静脈の拡張とcontrast enhancement後の充満欠損で

ある．静脈内腫瘍栓塞のみられた4例の腎静脈の直径

は1．8～3．7cm，平均3cmと著しく拡張しており，

下大静脈まで浸潤していた3例中，GTで下大静脈の

明らかに描出されf： 2例の下大静脈の直径は，3・5お

よび4．0 cmであった． Marksg）も正常腎静脈の直径

は1・5cm以下であり，正常下大静脈は上腹部で1．5～

3．7cm，平均2．5 cmであるが，腫瘍栓塞のみられた

2例の腎静脈の直径は3．5および4．0 cm，下大静脈

のそれは5．0および6．Ocmであったといっている．

contrast enhancement後の充満欠損は，静脈内腫瘍

栓塞を示す直接の所見であるが，4例中2例にみとめ

られた．FerrisiO）は腎腺癌の下大静脈内腫瘍栓塞を

CTで診断した1例を報告し，中心部が低濃度を示す

ドーナツ様所見がみとめられた時は，下大静脈の腫瘍

栓塞による閉塞を考えるべきであるとのべており，

Steeleii）も下大静脈の血栓が低濃度のcastとしてみ

とめられた2例を報告し，腎細胞癌の下大静脈内腫瘍

栓塞も，CTにより診断されるであろうとのべている．

 もちろん，CTですべての静脈内腫瘍栓塞が診断され

うるのではなく，われわれは右腎静脈の腫瘍栓塞がCT

で診断できなかった1例を経験している12）．Levinc13）

も，左孕静脈の腫瘍栓塞3例はすべてCTで診断しえ

たが，右腎静脈の腫瘍栓塞2例はCTで診断できなか

ったといい，その理由として，右腎静脈は左に比べて

短く，かつ斜に走っているためとのべている．また逆

に，下大静脈および腎静脈の拡張がみられたため，静

脈内の腫瘍栓塞を疑ったが，手術により腫瘍浸潤をみ

とめなかった1例もある12）．CTでみられる下大静脈

の形や直径は種々であり，呼吸運動とも関係する．ま

た，より中枢側の血管の抵抗増大や，腎動静脈痩の存

在は下大静脈の直径を著しく拡張するという9）．これ

らの点については，今後症例をかさねて検討していき

アこい．

 CTは，これまで静脈内腫瘍栓塞の診断法として行

なわれてきた腎動脈造影，下大静脈造影，超音波検査

法14～16）などに比べて，すぐれた面を有している．すな

わち自験例4例中，腎動脈造影でstriated vascular

patternのみとめられなかった2例も， CTで腫瘍栓

塞が診断きれたが，とくにavascularな腫瘍で，腎動

脈造影でstriated vascular patternの描出のみられ

ない例や，また静脈造影で，静脈内の充満欠損が腫瘍

栓塞によるものか，あるいは外からの腫瘤による圧排

によるものか不明確な例の診断には，CTが特に有用

であろう．さらに超音波検査により診断は明臼で容易

であり，腎動脈造影や下大静脈造影よりも患者への侵

襲が少ないなどの利点があるので，CTが腎細胞癌の

診断法として広く行なわれるようになってきた現在，

腎静脈および下大静脈の腫瘍栓塞の診断法としても，

CTは非常に価値がある．

 下大静脈および腎静脈の先天異常としては，下大静

脈の転位，重複下大静脈，大動脈回旋左冠静脈，大動

脈後左脚静脈などがあるが，われわれは22例の腎細胞

癌のCTを検討した結果，重複下大静脈，大動脈後：左

腎静脈の各1例をみとめた．

 人では胎生期に3対の静脈系，すなわち闇主静脈，

主上静脈，棚下静脈が発生するが，この静脈系の退化，

形成過程に異常が生ずると，下大静脈や腎静脈の奇形

が生ずる．正常の発生過程では，右主上静脈から下大

静脈が形成されるのに対し，重複下大静脈は右門主静

脈（A），右主上静脈（B），左主上静脈（C），左側主静

脈（D）の存在にもとつくものである．したがって理論
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的には15種の徴兵せがあるが，大部分は左右の主上静

脈の存続によるtype BCで17），自験例もこの型であ

った．また胎生期8週になると，大動脈の後面にある

左右の主上静脈，および大動脈の前面にある左右の主

下静脈の4本の静脈の吻合により，大動脈を囲む静脈

輪が形成される．この静脈輪のうち，正常では大動脈

後方の部分が退化し，大動脈の前方にある成分がのこ

って左腎静脈が形成されるが，この逆がおこり，大動

脈後方の成分がのこると大動脈後左腎静脈となる．

 重複下大静脈は大動脈の両側に左右の下大静脈があ

り，左下大静脈は腎上極の高きで，大動脈の前面，と

きに後面を横走して右下大静脈に合流している．一一 V r：

がってGTでは，腎四極より上方では正常と同様に1

本の右側の上大静脈がみられ，腎臓極の高きでは大動

脈の前，ときに後を横走している静脈を，腎静脈の高

さでは左右腎静脈がそれぞれ左右の下大静脈に流入し

ている所見がみとめられ，それより下方では大動脈の

左右に2本の下大静脈をみとめる（Fig・ 9）．したがっ

て左下大静脈を，腎静脈より下方のスキャンで評価す

るとき，腫大したリンパ節と間違える危険性がある．

この場合は腎静脈およびそれより上方のスキャンで上

記の所見がみられること，contrast enhancement後

のCTで濃染されることによってリンパ節との鑑別が

可能であるが，さらに矢状方向の再構成をすることに

よって，容易に鑑別することができる，

 大動脈後左腎静脈は，左腎静脈が大動脈の後面を正

常の腎静脈の高さで横走するか，あるいは斜に下方に

走って下大静脈に流入している。したがってGTでは，

大動脈の後方に位置する左腎静脈をみとめることによ

り容易に診断きれる．しかし重複下大静脈でも，左下

大静脈が大動脈の後方を走って右下大静脈に合流する

ことがあるため，腎静脈の高さのスキャンのみでは両

者を区別できないことがある．この場合は，それより

下方のスキャンで下大静脈の奇形の有無をみることに

より，本症と重複下大静脈を鑑別することが可能であ

る（Fig．9）．

 下大静脈や腎静脈の先天異常を術前に診断しえなか

ったために，手術時にこれらの静脈を損傷し，死亡に

いたらしめた症例の報告もみられる7・18）．腎細胞癌に

対して根治的手術を施行する場合，これら静脈系の奇

形の有無を術前に評価しておくことは，手術を容易に

すすめ，合併症を予防するために有用であろう．

 以上，腎細胞癌22例のCTで診断しえた静脈内腫瘍

栓塞4例，重複下大静脈1例，大動脈後左腎静脈1例

の計6例について報告した．腎細胞癌に対する手術は，

腎を剥離する前にまず腎茎血管を遮断すること，およ

！2！9

び腫瘍腎とともに腎門部および近傍のリンパ節や，腫

瘍栓塞のある静脈を完全に摘出することが必要である。

したがって，術前に腎静脈や下大静脈の奇形，および

腫瘍栓塞の有無，程度を診断しておくことは，根治的

手術を行なううえで重要であり，手術を順調にすすめ，

合併症を予防するのに有用である．

結 語

 最近の16ヵ月間に経験した腎細胞癌22例のCTスキ

ャンについて，その腎静脈および下大静脈を検討した

結果，静脈内腫瘍栓塞4例，重複下大静脈1例，大動

脈後左目静脈1例を診断することがでまた．これら6

例はすべて手術により，CTの診断が正しいことがた

しかめられた．

 腎静脈内の腫瘍栓塞をみとめたものは4例であるが，

そのうちの3例は腫瘍栓塞が下大静脈までおよんでい

た．これらのCTによる所見は，静脈の拡張および

contrast enhancement後の充満欠損で，それぞれ4

例および2例にみとめられた．

 重複下大静脈は1例にみられたが，腎上極の高さの

CTでは左下大静脈が大動脈の前を横走して右下大静

脈に合流している像が，腎静脈の高さでは左腎静脈が

左下大静脈に流入している所見がみられ，それより下

方では大動脈の左右に2つの円形の下大静脈像をみと

めた．またcontrast enhancement後のCTで，左下

大静脈が大動脈や右大下静脈と同様に濃染されたこと

も，診断上有用であった．

 大動脈後左腎静脈は1例にみられたが，CTでは左

肝静脈が大動脈の後を走り，下大静脈に流入している

所見がみとめられた．

 腎細胞癌に対する手術を行なう場合，術前にこれら

腎静脈や下大静脈の奇形，および腫瘍栓塞の有無，程

度を診断しておくことは，根治的手術を行なうために

重要であり，手術を順調にすすめ，合併症を予防する

のに有用であるが，CTはこれら腎静脈や下大静脈の

病態を診断するうえで非常に価値がある．

（本論文の要旨は，第10回日本腎臓学会東部部会で発表した．）
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