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腎・尿管腫瘍の治療成績
市立札幌病院泌尿器科
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TREATMET OF TUMORS OF THE KIDNEY・AND’ URETER

    Teruo SHiBA， TakaYoshi DEMtiRA，

    Nobuo OHAs｝ii and Fumie INADA

From the ＊DePartment of Urologpt， SaPPoro Cit］ General Hospital

          Tetuo ITHo

      From the DePartment of Pathology

  A survival study was made on 45’ renal cell carcinomas and 28 tumors of the renal pelvic and

ureter experienced at the Sapporo City General Hespital during the’ten years period， 1969－v 1978．

1’

j Relative 5 year survival rate was 430／o in renal cell carcinoma and 300／o in renal pelvic and ureteral

 tumor．

2） Survival rate of renal cell carcinoma closely related with its stage． All the cases with advanced

 extension， tumor emboli in the renal vein or inferior vena cava or distant metastasis were dead

 within 4 years． AII but two of these cases showed striking acceleration of ESR and strongly positive

 CRP．

3） Relative 5 year survival rate of renal pelvic and ureteral tumor differed by grade． ln lew grade

 tumors， it was 1000／． ， while in high grade only 100／． which mostly belonged to the high stage group．

 Postoperative recurrence in the bladder was seen in 6 occasions in 3 patients． One case of early

 diagnosis was presented in which cytological study of the ureteral uripe through catheter’lead to

 diagnosis of carcinoma in situ of the renal pelvis．

は じ め に

 最近，本邦でも上部尿路腫蕩についての多数の臨床

ならびに治療成績の報告がみられるようにな．つた．わ

れわれも最近10年間に手術を行ない，1年以上を経過

した腎・腎孟・尿管腫瘍の治療成績を調査しためで報

告する．

対 象

市立札幌病院泌尿器科における最近10年間（1969年

～1978年）に経験した上部尿路腫瘍はTable lに示

すように，腎細胞癌45例，腎孟腫瘍（尿管腫瘍の併発

を含む）15例，Wilms腫瘍2例，尿管腫瘍（膀胱腫

瘍の併発を含む）13例の総計76例である．．

 腎細胞癌45例の年齢および性別はTable 2のごと

く最年少は31歳の女子で40歳台9例，50歳台8例，60

歳台17例，70歳台11例で60歳台に多くみられた．性別

では男子32例，女子13例で男子は女子の約2倍であっ

た。患側は右22例，左23例で左右差はなかった．45例

のうち6例の非手術例は血管造影を含めた臨床検査に
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Table 1． Classification of tumor of the

     kindey and ureter

Type Totol

Renol ce［1 carcinoma 45

Renal pelvis tumor

Wilms’ tumor

Ureteral tumor

［5 ﾙ1齢謡
2

13 ｻ鼎ll。、de， 1

To†a1 76

Table 2． Age and sex distribution

Kidney Pelvis and ureter

Age Male Femole Ma］e Femafie

50 一一 59 0

40N49 8
50一・59 6
60－e69 12
70 一一 79 6

1

2
5

4

o   o

2   0

8   0

8   1

8   1

癌2例の非手術例のほかは，手術により全例移行上皮

癌と確認されている．年齢および性別はTablc 2の

ごとく40歳台2例，50歳台10例，60歳台9例，70歳台

9例であり，性別では男26例，女子2例で圧倒的に男

子に多くみられ，患側では右12例，左16例であった．

発生部位はTable 1のごとく腎孟のみ10例，腎孟・

尿管2例，白竹・尿管・十六2例，尿管のみ6例，尿

管・膀胱7例で多発例が多くみられた．26例に対する

手術は尿管口まで摘出する腎尿管全摘出術15例，腎尿

管膀胱全摘出術4例，腎摘出術5例，残尿管摘出術2

例であり，術後放射線療法5例，放射線療法と化学療

法の併用4例，化学療法のみ1例であった．

 以上の症例のうち手術を行なったものについて，術

後最低1年以上を経過した1979年の時点で生死を追求

し生存率を求めた．生存率の算出は1963年のinterna－

tional symposium bn end results of cancer therapy

において採用され，1965年栗原・高野2）により本邦に

紹介された実測生存率を算出し，これを1977年簡易生

命長から導いた期待生存率で除してえた相対生存率を

求めた．

Total 52 15 26 2
結 果

Table 3． Side and location

Right Left

  Kidney 22 23
Pelvis and ureter 12 16

 A）腎細胞癌

 1）腎細胞癌の生存率

 腎摘出術を行なった39例は全例生死を明らかにし

え，その相対生存率はFig・1に示すとおり1年生存

率80％，2年および3年生存率 62％，4年生存率45

％，5年生存率43％であった，

より腎癌と考えられたが，遠隔転移で発見された進行

癌で手術非適応ときれたもの3例，脳出血などを合併

し一般状態不良で手術を行なわなかったもの3例であ

り，他はすべて腎摘出術を行ない病理組織学的に診断

が確立されている．39例の腎摘出術式は胸腹的2例，

経二四22例，腰部斜切開法17例（二二切石二時に偶然

発見されたもの3例，腎嚢腫手術時にcystadenoma

と共存したもの1例，およびavascular tumorの

ため嚢腫として手術を行なった1例を除き主として

Graham1）のmodified thoraco－abdominal incision

を行っている〉で，術後放射線治療（CQ604，500～

5，000 tad）を行なったもの8例，化学療法（MFCま

たはJAMT）を行なったもの6例，両者の併用16例

であり，最近では大半にProVera loo mg／日を併用し

てい「驕DなおWiims腫瘍の2例はともに4歳の男児

で術後7年9ヵ月，3年9ヵ月健在である．

 腎孟・尿管腫瘍28例では遠隔転移で発見されt進行

100

茎

省

書・・

曇

3

o

Rena［ celI carcinoma （n：59）

Fig． 1．

t 2 5 4 5 year

Relative survival rates of renal

cell carcinoma

 2）腫瘍進展度による生存率

腫瘍進展度（stage）は自験例がすべて手術例であ

り病理組織学的所見が確認されているtめUICC，
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TNM分類， P－categories3）により分類した生存率は

Fig・2に示した． P 1すなわち腫瘍が腎実質内に限局

していた10例では，術後4年2ヵ月，78歳で死亡（非

癌死）した1例を除き生存，P2すなわち腫瘍が腎被

膜を越えていない21例での3年生存率は60％，5年生

存率は40％であった．腫瘍が被膜を越え腎周囲組織ま

たは腎茎部に浸潤しているP3および隣接臓器へ浸潤

しているP43例での成績はきわめて悪く，全例4年

以内に死亡している。 ’
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Fig． 2．

   2 5 4 5year
Relative survival rates releted to

P－categories （UICC）

 3）腎静脈腫瘍栓塞の有無による生存率

 腎静脈への腫瘍栓塞（V1），さらに下切静脈への腫

瘍栓塞（V2）のみられた10例の生存率はFig．3に示

すごとくきわめて悪く，全例が4年以内に死亡してい

るのに対し，腫瘍栓塞のないもの（VO）の5年生存

率は50％であった．腎静脈腫瘍栓塞を有する症例のす

べてが転移を有するわけではないが（遠隔転移なし5

例，主として肺転移5例）その予後は明らかに不良で

あった．
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 4）遠隔転移の有無による生存率

 遠隔転移を有した11例（M）はFig．4に示すごと

く4年以内に全例死亡，転移のない28例（MO）の生

存率とは当然ながら有意の差がみられた．
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Fig． 4．

1 2 5 4 5year
Relative survival rates related to

distant metastasis

o

Fig． 3．

1 2 3 4 5yeor
Relative survival rates to renal

vein involvement

 5）腎細胞癌の臨床所見

 a）肉眼的血尿は39例中30例（76％）で診断上有力

な臨床症状である．しかし従来からいわれている血

尿，落痛，腫瘤形成の3大症状をそなえた症例は2例

のみであった．

 b）赤沈値の充進（1時間値30mm以上）は87例

中21例（57％）で，50mm以上の充進10例， IOO mm

以上の昂進9例と高度充進例が多い．50 mm以上充

進10例でのTNM分類はP24例， P 3とP42例，

M5例であり，100 mm以上の高度充進9例ではP3

6例，P41例，Vl，V2が6例， M2例であり，

赤沈の高度西進例の大部分がhigh stage，腎静脈腫瘍

栓塞あるいは遠隔転移などの進行癌であった．しかし

2例では転移癌（P3， M＞および進行癌（V2）であ

ったにもかかわらず赤沈値は正常であった．

 c）CRP陽性は32例Pt 17例（52％）で1（一ト）はわ

ずか1例のみで他はすべて2（＋）～6（＋）の高度陽性

であり，この（〕RP高度陽性例の大部分はP3， Vl，

V2，、Mなどのhigh stage，腎静脈腫瘍栓塞あるいは

遠隔転移のある進行癌であった．しかし前記赤沈値正

常の2例進行癌ではCRPも陰性であった．

 B）腎孟・尿管腫瘍

 腎孟・尿管腫瘍28例では手術非適応例，術後1ヵ月

以内の手術死および追跡不能のおのおの2例があり，

22例についての生存率を算出した．

 1）腎孟・尿管腫瘍の生存率

 腎孟・尿管腫瘍22例はすべて移行上皮癌であり，一

括した相対生存率はFig・5に示すように3年生存率
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Renal pelvis and ureteral turnors

          （n＝22｝

Fig． 5．

1 2 3 4 5year
Relative survival rates of renal

pelvis and ureteral tumors

40％，5年生存率は30％で腎腫瘍より予後は悪い成績

をえた．

 2）悪性度による生存率

 悪性度（grade）はBrodersの分類に従った． grade

1，2を10w grade， grade 3，4をhigh gradcとして

2群に分け，腎孟・尿管腫瘍を一括した相対生存率を

みるとFig．6に示すようにlow grade 8例では全例

が5年生存しているのに対し，high grade 14例での

5年生存率はわずか10％にすぎず，high grade例の

予後はきわめて不良であった．
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Fig． 6．

  1 2 3 4 5year
Relative survival rates related to grade

of tumors of renal pelvis and ureter

 3）膀胱腫瘍の合併と再発

 28例の腎孟・尿管腫瘍のうち腎孟腫瘍の1例，腎孟

および尿管腫瘍の5例に膀胱腫瘍の合併がみられ，尿

管腫瘍13例ではその半数に当る7例までが膀胱腫瘍を

合併しており，諸家の報告より膀胱腫瘍の合併例が多

くみられた（Tablc 1）．また術後に三三腫瘍の再発し

7ものは腎孟腫瘍で2例，腎孟および尿管腫瘍の1例

1号 1981年

で，ともにTURで腫瘍を切除した．

 4）尿中細胞診

 腎孟・尿管腫瘍28例のうち3回以上の尿申細胞診が

行なわれた14例では，うち9例にclass 4，5が認め

られ尿中細胞診が腎孟・尿管腫瘍の有力な診断法であ

ることを示したが，そのすべてがgrade 3，4のhigh

gradc gradc例のみであった．なおIVP， RPに著変

の認められなかった腎性血尿例で，13回におよぶ尿中

細胞診はすべて陰性であったが，尿管カテーテル尿の

細胞診ではじめてclass 5と判定され腎摘出術を行な

ったところcarcinoma in situであった予定腫瘍の

1例があった．

考 察

 腎細胞癌の治療と予後についてはすでに多くの報告

があり，生存率については3年生存30～50％，5年

生存20 一 50％という値が挙げられているが，これら

の報告における生存率の算定方法がまちまちであるた

めに，単純に比較検討するわけにはいかないが，当科

の腎摘出術39例での相対3年生存率62％，5年生存率

43％は，最近の本邦での報告4～6）とほぼ同様であった．

 腎細胞癌の予後に影響する種々の因子のうち腫瘍側

の因子としてはすでOC 1）腫瘍の大きき 2）病理組

織学的悪性度（grade） 3）細胞型 4）腎静脈への

浸潤 5）リンパ節転移 6）周囲への浸潤 7）遠

隔転移などについて多くの報告があり，また生体側の

変化としての発熱，赤沈値の充進，CRP，血清蛋白分

画の変化などの検討が行なわれている．われわれは

TNM分類， P－categoriesによる分類で生存率を算出

した結果，P1での生存率はきわめて良好であるのに

対し，P3， P4での生存率はきわめて悪く全例4年以

内に死亡，また腎静脈内（Vl）ないし下民静脈内腫瘍

栓塞（V2）および遠隔転移例（M）もすべて4年以内

に死亡しており，腫瘍の進展度が予後を支配する重要

な因子であることを裏づけていた．

 つぎに生体側の変化としての赤沈の充進とCRPに

ついては検討した．赤沈値の充進例での予後は不良で

5年生存率は約30％4～8）とされているが，自験例での

中等度充進（50mm以上）および高度元進（100 mm

以上）例では2例を除くすべてが腫瘍の進展高度（P3，

P4），腎静脈や下空静脈への腫瘍栓塞（V 1， V2）あ

るいは遠隔転移例（M）で予後はきわめて不良であっ

た．またCRP陽性例での5年生存率は50～ O ％6・8・9）

と低く予後不良であり，里見8）は術後にCRPが陰性

化するものの予後はよいが，術後も陽性を続けたもの

9例中8例までが明らかな転移あるいは腫瘍組織の残
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県警であったとのべ，深津ら10）も術後のCRPが予後

の判定，治療法の決定に役立つとのべている．自験例

でもCRPの中等度，高度陽性例では赤沈値も正常で

あった前記2例を除くすべてが腫瘍の進展高度（P3，

P4），腎静脈内腫瘍栓塞（V 1， V 2）あるいは遠隔転

移（M）であり予後は不良であった．

 以上のように腎細胞癌の予後に影響を与える因子の

うち，腫瘍側因子としてのgradeやstageの分類と

その判定法は，やや客観性に乏しいこと，また宿主側

の全身症状やt。xic signは腎細胞癌特有の症状とは

いえないけれども客観的に判定でき，しかも臨床経過

とよく一致することから里見8）は第1型（Qμick type）

と第2型（Slow type）の2型に分類した．斉藤ら11）は

さらに腫瘍栓塞の有無を重視し，これに里見のtoxic

signとの組合せによる新しい病型分類，すなわち第1

型（悪性型），第2型（中川型），第3型（良性型）に

分け検討したところ第1型（悪性型）は全例5年以内

に死亡，第3型（良性型）では全例5年以上生存して

おり臨床経過とよく一致し予後との間に密接な関連性

が認められたとのべておりきわめて興味ある成績をの

べている．

 腎孟および尿管腫瘍の予後についても生存率の算定

方法が一定していないので単純な比較はできないが，

5年生存率は30～60％6・12～16）とされており，われわれ

の成績も同様の値をえた．予後に影響を与える因子と

して腫瘍の悪性度（grade）と浸潤度（stage）が挙げら

れており腎孟腫瘍でも14・17），尿管腫瘍でも15・16・26）腫瘍

の悪性度あるいは浸潤度と生存率との間には正の相関

関係があるとされ，Iow grade， Iow stageであれば予

後は良好，high grade， high stageでは手術術式にか

かわらず予後は不良とされている．しかし早川ら16）は

gradeとstageとの聞に解離した例がありこの場合に

はstagcの方がより予後決定因子として重要であると

のべ，菱沼ら14），坂田1B），小松19）もstag6の方が予後

と密接な関係があったとしている．さらに荒井ら15）は

腎管腫瘍の5年生存率60％に対し尿管腫瘍は5年生存

率40％と不良であった理由として尿管は壁が薄く，リ

ンパ網が豊富であるうえ，診断困難なため進行した症

例が多いためとしている．

 自験例でもソケイ部と陰嚢部へのリンパ行性の転移

腫瘤を主訴とした尿管腫瘍例を含めstage Dが8例

もあり，うち7例までが1年以内に死亡しており，や

はりstageの方がより重要な因子であると思われた．

腎孟および尿管腫瘍では尿路の他部位にも多発するこ

とが多く，自験例でもTable lに示すように腎脳腫

瘍の1／3に尿管や膀胱に，尿管腫瘍では半数に膀胱腫

63

瘍の合併がみられており，術後も3例に6回の膀胱腫

瘍の再発が認められた．術後の膀胱腫瘍の発生につい

てWilliamsら21）は腎孟腫瘍40例中42％に，また尿管

腫瘍34例では32％に，Bloomら20＞は尿管腫瘍の術後

19ヵ月で20％｝こ，Batataら22）も術後平均2年で29％に

膀胱腫瘍の発生があったとのべ，本邦例でも大半の症

例が完全な腎尿管全摘出術が行なわれているにもかか

わらず術後の膀胱腫瘍の発生がIO一・29％6・15・18・19・21・23）

にみられており術後のfbllow upが大切なことを示し

ている．

 腎孟および尿管腫瘍の早期診断の手段としての尿中

細胞診は14例に行なわれ9例（64％）の陽性例をえて

いるが，これらのすべてがh量gh grade例のみであ

り，13回の尿細胞診がすべて陰性で尿管カテーテル尿

ではじめて陽性を示した竹田のca． in situ 1例のみ

が早期診断例であった．尿申細胞診の陽性率が17～58

％14・15・22～24）と報告表により差が多いのはhigh grade

では高いがlow grade例では低いためで，桐山ら25）

はDormiaのstone basketを応用，早川ら16）は陽性

率がgrade 2で26％， grade 3で72％， grade 4で80

％と大差がみられたことから特殊な逆行性Brushing－

catheterを考案して88％のよい診断率がえられたとの

べている．

結 語

 1969年から1978年差での10年間に市立木L幌病院泌尿

器科で経験した腎細胞癌45例，腎孟および尿管腫瘍28

例についての予後調査を行ないつぎの結果をえた．

 1）相対5年生存率は腎細胞癌で43％，腎孟および

尿管腫瘍が30％であった．

 2）腎細胞癌の予後は腫瘍の進展度，腎静脈ないし

雪空静脈栓塞，遠隔転移の有無により有意の差がみら

れた，腫瘍の高度進展例，腎静脈ないし下空静脈腫瘍

栓塞および遠隔転移例ではすべて4年以内に死亡，か

っこれら死亡例の大半（2例を除く）は赤沈値の著明

充進とCRPの強陽性を示していた．

 3）腎孟および尿管腫瘍ではlow gradeでの相対

5年生存率100％に対し，high gradeではその大部分

がhigh stageで5年生存率はわずか10％であった．

術後の膀胱腫瘍は3例に6回みられ，尿管カテーテル

尿の尿細胞診で早期診断をした腎孟のcarcinoma． in

situ l例があった．
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腸溶、フトラフールE二二新発売．たゆまざる研究の結果、長時間効果持続・長期連続投与

可能な腸溶顯粒帆またひとつ加わりました。フトラフールの5押型が遂に完成しました。

盛

完成5剤型●注、7〕づセ’レ、ズボ、細粗、E穎粗（新発売）

抗悪性瞳疹剤           ［塵到

フ1一ラフー，レ
ノ        ゴ        キ        キお  お      げ    イ     ナ ち

  舞、、嚢．三三灘灘欝糠灘畿購・、

罫

     合

フトラフールズポ・ズポS

3つの吸収経路

1．フトラフールは主に肝臓で活性化され、活性物質である5・FU、FUR、

 FUMPの濃度が長時間持続します。この長時間持続性は代謝拮抗剤

 による癌化学療法において極めて重要なことです。

2．フトラフ画ルはmasked compoundのため、副作用が軽微で、長期連続

 投与が可能です。

3。初回治療にも非初回治療にも有効であり、癌化学療法における寛

 解導入のみならず、寛解強化療法、寛解維持療法として使用され

 特に病理組織学的に腺癌と診断された症例に有効です。

㊥焼鳥蕪韓鷺嘉i糠秀




