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  Twenty－six cases of renal cell carcinoma in which angiography had been performed were reviewed．

Pathological diagnosis was confirmed in 24 cases by surgery and in 2 by autdpsy．

  This paper presented the angiographic findings of these carcinomas and discussed on their avail－

ability in the differential diagnosis of renal carcinomas the significance of parasitic blood supply and

the extent of renal carcinoma into venous structures． Especially， indirect signs suggesting renal vein

thrombosis were reviewed in detail and our tentative protocol’ for determining the extent of renal

carcinoma into venous structures without selg6tive renal venography is presented．

Key words： Renal cell carcinoma， Renal angiography， Kidney－neoplasm， Kidney－angiography

         は じ め に

 腎癌の診断には従来から経静脈性尿路造影，nephfo－

tomography，腎血管造影，超音波診断法，経皮的穿

刺吸引による細胞診などが用いられており，さらに最

近ではCTが導入されるようになってきた．これらの

うち血管造影は，質的診断の信頼性が高いという点だ

けでなく，腫瘍の進展度や手術の可否に関する情報を

外科医に提供するという点において臨床的に重要な役

割を果してきた．
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 われわれは1976年4月から1980年8月までの間に約

180例の腎血管造影を行ない，これらのうち病理学的

に腎癌と診断された症例は26例であった．今回はこれ

ら26例の腎血管造影所見について，腫瘍の局所進展と

静脈内進展を中心に検討するとともに，1．鑑別診

断，2．parasitic blood supPlyと局所進展，3．腎

静脈および下大静脈内腫瘍塞栓の診断，の3項目につ

いて考察を加えたので報告する．

対象および方法

 全症例の性・年齢別分布はTable l｝こ示すとうり

である．またこれらの主訴はTable 2のごとくであ

る．なお罹患側は右側が15例，左側が11例であった．

これらの症例のうち腹部単純X線写真で15例に患側腎

部腫瘤影，6例に腎辺縁の不整突出，7例にpsoas

shadowの消失が認められたが，腫瘤内の石灰化がみ

られた症例は1例のみで，その石灰化のpatternは

nonperipheral－curvelinear typeであった1）．経静脈

性尿路造影では5例に造影剤の排泄が認められず，1

例に著明な排泄遅延がみられた。他の症例では腎孟腎

杯の変形，腎辺縁の不整，腫瘤に隣接する皮質の萎縮

（dimple sign2））などの所見が認められた．また腎孟癌

を疑わせるような腎月内の陰影欠損を主たる変化とす

る症例が2例あったが，そのうちの1例は血管造影上

Table 1． Incidence of renal celi carcinoma

in 26 patients according to age

Age cuses ｛’ 高≠撃?Ffemaie｝

O－v59

40 一v 49

50 一一 59．

60 一・ 69

70 A・ 79

6

7

8

4

CO：1｝

（5：［］

（4：5）

（5：3）

臼：3｝

Toial 26 ∩5二口）

Table 2． Chief complaint

gross hematuria一一一一一15

0bdominal tumor一一一・一・一 4

emaciation一一一・一一・・一’一一 5

f［Qnk pain 一一一一一一一一一’ 2

麟舗：蹴……・一…i

no comploinト…一一一……・・…3．

（discovered incidentdly）

でも腎孟癌と誤診された症例であった（Fig．8）．なお

腎癌26例の組織学的診断は，24例が手術により，2例

が病理解剖によって確認されたものである．

 血管造影はSeldinger旧法に：より行なった．カテ

ーテルは，腹部大動脈造影および下大静脈造影には

BD 7666を，選択的造影にはCook pert 7・2または

Kifa greenを使用した．造影剤は腹部大動脈造影お

よび下大静脈造影には76％Urografinを，その他の

場合｝こは65％Angiografinを使用した．

成 績

 腎癌のTNM分類｝こ従って，腫瘍の局所進展をpT4

とpT3以下に区分し，腫瘍の静脈内進展をV1以上

とV・に二分し，これらの組合せにより全症例を4群

に分類した．すなわち，pT4・Vユ以上の症例を1群，

pT4・VoのものをII群， pT3以下・V、以上をIII

群，pT3以下・V。のものをIV群とした． Tablc 3

は各回別よりみた腎血管造影所見を示すものである．

 血管の偏位伸展は26例中21例に，vesscl encasement

は24例に認められた．腫瘍血管所見については，あま

り注意して観察しなくてもその存在が確認できる程度

のものを（升），それよりも目立つものを（惜）とし，

腫瘤のごく一部に微細な腫瘍血管が認められるような

場含を（十）とした．腫瘍血管の程度を群山にみる

と，1群がらIII群までの症例はすべて（惜）を呈し

たのに対し，IV群においては（冊）は9例（50％）IC

認められるにすぎず，そのほかは（廿）が5例，（＋）

が4例であった．なお（＋）の4例はいずれもpT2

であった．vascularityとcellular architectureの関

係についてはいくつかの報告があるが3・4），われわれ

の（＋）の4例についてみると，2例はpapiUary

type，他の2例はtublar typeであった．またvascul－

arityの高い症例の中にも2こ口papillary typeが含

まれていた．動脈瘤様の所見は11例に，A－V shuntは

13例に認められたが（Fig．1），これらの出現頻度は

IV群に比較的低い傾向がうかがわれた：． tumor stain

については，腎実質と同程度の濃染を呈するものを

（十），それより濃いものを（惜），淡いものを（十）と

したが，大部分の症例は（升）以上の濃染を呈したの

に対し，IV群のうち4例のみが（＋）であった．

puddlingは1群がら111群では全例にみられたが，

IV群では18例中10例に陽性であった． Jander5）ら｝こ

より記載されたhypernephroma haloは，腎癌の周囲

に存在する線維性被膜が，血管造影上腫瘤をとり囲む

lucent stripeとして捉えられるという所見であって，

腎癌以外の腎腫瘤ではほとんど認められないと報告
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Table 3． Angiographic findings

anglographic findings

group 1

吃．W
2 cases

group I

T4．Vo
2 cases

group皿
N．Vi令
4 cases

9roup rv

T3壷．Vo

1 8 cases

†〇十〇1

26cases

displacement and／or
stretching of vessels

vessel encasement

tumor vessels 十十十
           十十

           十

yq＄cular space
lrke aneurYsm

A－V shunt

tumor stoin 十十十
           十十

           十

puddling

hypernephroma halo

parositic blood supply

    （extrarenal）

5†riG†ed vGsculGr pG廿errl

collaterai veln sign

1

2

2

0
0

1

 1

0
 1

0
2

0

2

（2）

 1

2

1

2

2

0
0

2

 2

 1

 1

0
2

0

2
C2 ）＊

o

 E

5

5

4
0
0

2

 5

 E

3

0

4

 1

5

（2）

2

4

16

17

 9

 5

 4

6

 7

 6

 9

 4

10

H
12

（5）

0

 5

21

24

17
 5

 4

H
15

 8
14

 4

］8

12

19
（1 H

 5

12

Fig． 1． A 42－year－old man with renal cell carcin－

       oma of the right kidney． Selective renal

       angiography demonstrates the upperpole

       mass supplied by numerous tumor vessels．

       Dilated vascular spaces like aneurysms

       are seen （arrow）． Note early opacifi－

       cation of interlobar veins， filling via

       A－V shunt （arrow head）．

Fig． 2． A 50－year－old man with renal cell

       carcinoma of the right kidney．

       Radiolucent stripe separates the

       mass from nomal parenchyma．
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されている．われわれの症例では12例にこの所見が

認められたが，その大部分がIV群の症例であった

（Fig．2）．なおこのlucent stripeはepinephrineによ

るpharmacoangiographyでは消失すると述べられて

いるが，われわれの症例に対してはpharmacoangiog－

raphyは行なっていない．

 Parasitic blood supplyは19例に認められた．表中

（）内の数は腎外血管をparasitic arteryとする症例

数を示す．pT4の症例ではいずれも山外血管からの

blood supplyがみられたが，このうち＊印の2例に

おいては，浸潤が証明された構造に由来するparasitic

arteryは見出せなかった． Table 4にparasitic artery

の内訳を示す．（）内は重複した症例数である．

静脈内腫瘍塞栓の存在の指標とされているstriated

vascular patternは3例にみられ，そのいずれにも組

織学的に腎静脈～下大静脈への腫瘍の進展が証明され

ている（Fig．3）．

Table 4． Parasitic arteries

－

乞替腿oL・・。・es（4｝

19 cases（5）

 e”，ttla，le，n，afi 一 1 5 cases （ 5 ）

      ［       renal cap＄ular o．’“一一一一一一一一 5 coses

       renal pe［vic a，一一一一一一一一一一一11cases

isup． mesenteric a， ”H””’“ 5 cases

inf， mesenteric e． 一一一…一一 1 cose

hepotic a． 一…一一・一一一・・一一一一一一 2 cases

6“，”diRRFr 5pUhb，C，O，Si2a6．””””’‘”’一 g coses

覇。
饗…1

磯繍

Fig．3． A 52－year－01d man with renal cell car－

    cinoma of the right kidney． Selective
    renal angiogram in the late arterial

    phase shows striated vessels correspon－
    ding to the position and contour of

    the renal vein and inferior vena cava．

Table 5． Differential diagnosis

 collateral veinの発達は12例に認められたが，群別

では1群がらIII群までの8例中7例にこの所見がみ

られたのに対し，IV群では18例中5例のみに陽性で

あった．なおこれらのうち腎静脈内腫瘍塞栓が証明さ

れたのは6例（50％）であった．

考 察

renor pelvic cancer

Wilms’ tumor

metostetic renal tumor

leiomyosorcoma

plosmocytoma

adenoma

fibroma

hamartoma
 （angiomyolipoma）

xanthomo

renol cyst

renal absce＄s

pyelonephritis

xanthogranulomotous－
   pyelonephritis

renal tuberculosis

renal pseudo－tumcr

etc．

1．鑑別診断

 鑑別診断の対象となる疾患をTable 5に示す．

vascularityが中等度から高度な場合で鑑別を要する

疾患としては，angiomyolipoma， adult Wilms’ tumor

を経験した．angiomyolipomaは周知のごとく結節性

硬化症との合併頻度の高い腫瘍で，血管，筋および脂肪

組織の混合より成る過誤腫である．本症のX線検査所

見は，それらの成分の割合や出血巣の有無やその範囲

により種々の様相を呈する．血管造影所見としては，

異常血管，intcrlobar arteryやinterlobular artery

に見られる血管瘤（multisacculated， bunch of grape，

resembling berry aneurysmなどと表現される）， A－V

puddling， whorled “onion peel” appearance， small

cortical cyst， A－V shuntの欠如などが報告されてい

る6”B）．また異常血管のepinephrineに対する反応に

ついては反応しないとするものが多いようであるが，

Janderら9）は4例のisolated hamartoma（結節性硬化

症に合併しないhamartoma）のすべてにepinephrine

に対する反応を認めたことを報告している．上記血管
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Fig． 4． A 56－year－old woman with renal cell

    carcinoma of the left kidney． The

    round vascular space resembles pseudo－

    aneurysm of angiomyolipoma．

造影所見のうち血管瘤およびwhorled“onion peel”

appearanceは比較的特徴的な所見とされているが，

その出現頻度は必ずしも高くない．Viamonte6）は本

症にみられる血管瘤は腎癌で認められる：不整な輪郭を

示す局所的血管拡張とは異なると述べているが，わ

れわれの腎癌症例のうち2例にangiomyolipomaに

みられるごとき血管瘤を認めており，血管瘤の形状

は鑑別点とはならないものと思われる（Fig． 4）・また

Becker7）はwhorled‘‘onion peel’， appcaranceにつ

いて，腎癌にもみられる所見であると記載している．

A－Vshuntに関してもわれわれの腎癌症例では半数に

欠如していた．以上述べたごとく，血管造影によって

両疾患を鑑別することは困難と思われる．Fig．5に

angiomyolipomaの1例を示す．この症例は結節性硬

化症の合併例で，血管造影では異常血管，血管瘤，A－V

puddlingなどの所見がみられ， A－V shuntは欠如し

ていた．epinephrineによるpharmacoangiography

は行なっていない．

 Wilms’tumorは小児の腎腫瘍として知られている

が，まれに成人の腎に発生し腎癌の鑑別対象となる．

本症の血管造影所見としては，屈曲蛇行した比較的大

きな腫瘍血管（spaghetti， creeping vine， spider leg

などと表現される）がみられること，血管の屈曲部に

1509

Fig． 5． A 26－year－old man with tuberous sclero－

    sis complex． Selective renal angiogram
    demonstrates a vascular tumor in the

    lower－pole of the right kidney． Abno－
    rmal vessels and round pseudoaneurysms

    are seen．

小血管瘤が描出されること，腫瘍血管の末端に球状の

造影剤の貯留がみられること．またしばしば大きな無

血管野を有することなどが報告されているが10｝12＞，い

ずれも腎癌にもみられる所見で，決定的鑑別点とはな

らない．Janderら5）は7例のWilms’tumorのいず

れにもhaloはみられなかったことを報告している

が，この所見が腎癌とWilms’tumorの鑑別上有用

か否かは今後の検討を待たなければならない．Fig．6

にadult Wilms’tumorの1例を示す．（この症例で

はあまりvascularityが高くない）

 vascularityの低い腎癌と鑑別を要する疾患として

しばしば問題となるものとしては，腎のう胞および腎

孟癌がある．腎腫瘤を腎のう胞と診断するためには，

腫瘤が完全にavascularであること，全周にわたっ

て実質と鮮明に境されておりその壁はきわめて薄いこ

と，腫瘤が腎輪郭より突出している場合には隣接する

実質は鳥のクチバシ状に鋭い形を呈すること（beak

sign），などの条件が満たされなければならない．実質

との境が不明瞭である場合，壁の厚さが不規則で肥厚

がみられる場合（thick wall sign），病変の中に斑状の

濃染がみられる場合，病変の周囲にわずかでも新生血
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Fig． 6． A 52－year－old woman with a history

    of gross hematuria． Selective renal

    angiography demonstrates a mass in

    the lower－pole of the right kidney．

    Marked displacement and stretch－
    ing of intarenal arterial branches

    are seen． Tumor vessels are not

    prominent． Surgery revealed a

    Wilms’ tumor．

管が認められる場合には，necrotic hypernephroma

を考慮しなければならない13・14）（Fig。7）．しかし近年

CTにより病変内部の性状がかなり正確に把握できる

ようになり，腎のう胞が腎癌の鑑別対象となる機会は

ほとんどなくなってくるものと思われる15）．

 腎孟癌が腎実質より離れた部位に限局して発生し，

拡張したpelvic arteryのみに栄養され，微細な腫瘍

血管，淡い均一な染まり，水腎症などの所見が明らか

な場合の診断はさほど困難ではない．しかし腫瘍が実

質に近接した腎杯に発生した場合や，実質に深く浸潤

した場合には，腎実質の血管に栄養されることがあ

り，vascularityの低い腎癌との鑑別が問題となって

くる16，17），腎孟癌が腎実質に浸潤した場合の血管造影

所見としては，腎実質血管のencasement，微細な新

生血管（Mittyら18）はこの所見は支持していない），

皮質髄質の境界の消失，A－V shuntやpoolingの

欠如などが報告されている．しかしこれらの所見は

vascularityの低い腎癌でもみられる所見で，鑑別は

必ずしも容易ではない．したがって個々の所見より

Fig． 7． A 44－year－old woman who complained

    of low back pain． The arterial phase of

    selective renal angiography demonstrates

    a large hypovascular mass with a few

    small tumor vessels at its pesiphery．
    Nonfilling ofthe lower pole is the result

    of an accessory vessel． At surgery， the

    tumor proved to be a necrotic hypern－

    ephroma．

も，main feederの判定，新生血管の性状の検討，腫

瘍進展形式の推定などに基づき総合的に判断しなけれ

ばならない．Fig・8に腎孟癌と誤診した腎癌の症例を

示す。

 その他腎癌と鑑別を要した疾患として，子宮癌から

の転移性腎腫瘍，juxtaglomerular cell adenoma・腎

周囲膿瘍などを経験した．

2．parasitic blood supplyと局所進展

 parasitic b且ood suppIyとは，ある臓器に発生した

腫瘍がその血流の一部を隣接臓器あるいは隣接構造の

血管から得ている状態で，腫瘍がそれら隣接臓器や隣

接構造に直接浸潤している場合と，そうでない場合が

ある．腎について言えば，腎の穿通動脈は腎被膜動

脈，副腎動脈，精巣卵巣動脈，腎孟尿管動脈，肋下動

脈，腰動脈，下横隔膜動脈，さらに腹腔動脈や上腸間

膜動脈の末梢枝とも交通しており，これらの血管は，

腎の虚血，動静脈奇形，vascularityの高い腎癌など

血流の需要が高まる状態になると，拡張して側副血行

路としての役目を果す19・20）．したがって腎癌が腎実質
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Fig． 8． A 79－year－old man with a history of gross hematuria． Left： lntravenous urogram．

    A large filling defect in left renal pelvis is seen and calyces are slightly distended．

    Right： Renal angiogram． The renal pelvic artery is prominent and encasements

    of parenchymal branches are seen． Note the loss of the normal cortical－medullary

    junction in the involved portion．

を栄養する血管以外の血管によりその一部を栄養され

ていても，必ずしも腫瘍の腎実質外あるいは隣接する

臓器や構造への直接浸潤の指標とはならない．血管造

影においてそれらへの直接浸潤の診断を得るために

は，parasitic arteryの選択的造影を行ない，浸潤を

疑われる臓器あるいは構造の解剖学的範囲内に腫瘍血

管が証明されなければならない2D．

 われわれの症例では26例中19例にparasitic blood

supplyが認められ，その内訳は前述のTabIe 4のご

とくであった．19例中腎外血管をparasitic artcryと

している症例はll例で，そのうち手術または剖検で

parasitic arteryの由来する臓器あるいは構造への直

接浸潤が証明されたものはわずか2例であった．1例

は腰動脈をparasitic arteryとする症例で腰筋への浸

潤が証明され，他の1例は肝動脈末梢枝をparasitic

arteryとする症例で肝への浸潤が証明された．これら

2症例の腰動脈造影，腹腔動脈造影にわいて描出され

た腫瘍血管が腰筋や肝の内部に存在するものか，ある

いは腎腫瘍内のものかという点について検討を試た

が，1方向のみの撮影であるため臓器境界が不明で，

その判定は困難であった．隣接臓器あるいは構造と腎

の境界に対して平行方向の撮影を行なえば直接浸潤の

診断も可能と思われるが，浸潤の疑われるすべての面

に平行な撮影を行なうことは，手技の繁雑化，時間制

限，造影剤量制限などを考慮すると，日常検査として

は実施困難であろう22）．またpT4の症例のうち2例

では，浸潤の証明された構造に由来するparasitic

arteryは見出せなかった．以上述べたごとくparasitic

blocd supplyは腎癌の局所進展に関して，特殊な場

合（浸潤が疑われる面と撮影方向が一致した場合）を

除いては決定的な情報とはならないものと思われる．

 腎被膜動脈，腎孟尿管動脈をparasitic arteryとす

る症例は13例であったが，これらの血管は選択的造影

が困難な場合が多く，また腎動脈造影のみではほとん

ど腫瘍の濃染と重なってしまい詳細な読影ができない

ため，今回の検討から除外した．

3．腎静脈および下大静脈内腫瘍塞栓の診断

 腎癌は周知のごとく血管侵襲性の強い腫瘍で，腎静

脈および下大静脈内腫瘍塞栓の頻度は諸家の報告から

それぞれ20～50％，3～9％程度と推定される．これ
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らのcomplicationは外科技術の向上とともに徐々に

克服されつつあるが，依然予後を左右する重要な因子

となっている23・24）．したがって腫瘍塞i栓の有無や範囲

の診断は，手術々式の決定や予後の推定上きわめて重

要な事項である24・25）．

 腫瘍塞栓の存在を示す直接所見としては，①striated

vascular pattern （vascular striated appearance， linear

tumor vessel）②腎静脈造影や下大静脈造影による腫

瘍塊の描出 の2所見がある．前者は腹部大動脈造影

あるいは腎動脈造影の際に，動脈相後期から静脈相に

かけて，腎静脈や下大静脈の走行lc一一一致してみられる

平行線状の血管像で，腫瘍塞栓を栄養する腫瘍血管で

あるとする報告と静脈性のものであるとする報告があ

る26～29）．しかしいずれ｝こせよ腫瘍塞栓の存在に基づく

所見であることは確かなようである．とくに単なる凝

血塊と腫瘍塞栓の鑑別という点では静脈造影よりも信

頼性が高いものと思われる28）．われわれの症例では6

例（V1…4例， V2…2例）において病理組織学的に

静脈内腫瘍塞栓が証明され，そのうち3例（Vi…1

例，V2…2例）IC血管造影上この所見が認められた．

Fig． 9－a． A 61－year－old man with renal

cell carcinoma of the left

kidney． Note the filling defect

in the renal vein． （arrows）

残りの3例では腫瘍濃染との重なりのためstriated

vascular patternの確認は困難であった．

 選択的腎静脈造影は，腫瘍濃染との重なりを避け，

腎静脈だけを明瞭に描出できるという点では優れた方

法である．しかしカテーテル操作により腫瘍塊IC物理

的刺激を加える危険性があり25・30），今後後述の間接所

見や他の検査（CT，超音波）による腫瘍塞栓の正診

率が向上してくれば，避けたい方法である．

 静脈内腫瘍塞栓の存在を疑わせる間接所見として

は，①経静脈性尿路造影における腎の描出不良，②腎

動脈造影における腎静脈の描出不良，③collateral

vcin signの3所見を挙げることができる．

 腫瘍塞栓により腎静脈が閉塞された症例では，経

静脈性尿路造影において，しばしばnonvisualizing

kidneyとなる．しかし腎静脈の閉塞の他，腫瘍によ

り腎孟尿管系が閉塞され，水腎症の状態となっている

場合や，腎がその全域にわたって腫瘍で置換されてい

る場合にも造影剤の排泄がみられないことがある31）．

また腎静脈が腫瘍塞栓により完全に閉塞されていると

思われる症例でもnonvisualizing kidneyとならない

Fig． 9－b． A 52－year－o］d man with renal cell

carcinoma of the right kidney．

Right renal angiogram （selective

injection of the lower renal artery）

in the venous phase demonstrates

occlusion ofthe renal vein． （arrow）

Dilated collateral vein is densely

opacified．
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場合がある，この原因としては，collateral veinの発

達やstriated vascular pattern（静脈性と考えた場合）

の関与を考慮する必要があろう29）．われわれの症例の

うち経静脈性尿路造影においてnonvisualizing kidney

の状態を呈した症例は5例で，そのうち3例に腎静脈

内腫瘍塞栓が証明された．他の2例のうち1例は腫瘍

が腎孟内に突出し，水腎症の状態となっていた症例

で，他の1例は腎の全域が腫瘍により置換された症例

であった．また腎静脈内腫瘍塞栓が証明された6症例

中，経静脈性尿路造影において造影剤の排泄がみられ

た症例は3例であった．そのうち2例は腫瘍塞栓によ

り腎静脈が完全に閉塞されていた症例で，血管造影に

おいてcollateral veinの著明な発達およびstriated

vascular patternが認められた．他の1例は腫瘍塞栓

による腎静脈の閉塞が不完全な症例であった．

 腎静脈が腫瘍塞栓により閉塞されると，腎動脈造影

において腎静脈の描出が不良となるのは当然のことで

あるが，閉塞が不完全で腫瘍塞栓が静脈内の陰影欠損

として描出された場合や，浸潤から免れた腎静脈枝が

良好に造影され，その静脈枝が主腎静脈に流入する部

位で途絶した所見が得られた場合には，腎動脈造影の

1513

静脈相像によって腫瘍塞栓の存在を診断することが可

能である（Fig・9）．われわれの症例では，腎静脈内腫

瘍塞栓が証明された6症例のうち3例において，腎動

脈造影で腎静脈または腎静脈枝が描出され，腎静脈内

の陰影欠損，あるいは腎静脈枝の途絶の所見が得られ

た。他の3例では腎静脈は造影されていなかった．ま

た腎静脈内腫瘍塞栓のみられなかった症例のうち，腎

動脈造影にて腎静脈が描出されなかった症例は5例で

あった．それらはいずれもpT1～pT2で腫瘍自体が小

さく，また1例を除いてはhypovascularで，造影剤

量を控えすぎたことがその原因と思われる．conven－

tionalな腎動脈造影において腎静脈が描出されない場

合，造影剤量の不足，撮影プログラムの不適当などの

問題もあり，安易に腎静脈病変を結論づけることはで

きない．また右腎静脈は左腎静脈よりも短く，造影剤

が速かに希釈されるため，右が患側の場合はさらに慎

重を要する32）．この問題点を解決する方法としては，

large volume renal arteriography （arteriophlebog－

raphy）がある．これは腎動脈に多量の造影剤を比較

的短時間で注入し，静脈相像の改善を期待する方法

で，造影剤量や注入圧は諸家により若干の差はある

Fig． 10． A 7i－year－old man with renal cell carcinoma of the right kidney．

    Left： conventional renal arteriography． Right： large volume renal

    arteriography． Large volume renal arteriography is helpful not only

    in detecting the renal vein involvement， but in determining the

    extent of the lesion．
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目，結果はいずれも良好のようである25・30）．われわれ

も最近はこの方法を試みており，期待できるものと考

えている．しかし多量の造影剤により腎に障害を与え

る危険性があり，conventionalな腎動脈造影あるいは

腹部大動脈造影にて腎癌であることが明確で，手術を

前提とした症例にしか適用できない．またこの方法

は，病変の広がりについても，conventiQna1な腎動

脈造影よりも正確な惰報を与えてくれるようである

（Fig． 10）．

 collateral vein signは腎静脈の閉塞により腎周囲の

静脈系（腎被膜静脈，腎孟尿管静脈，卵巣精巣静脈，

下横隔膜静脈など）が血液還流の側副路として働き，

拡張してくる所見で，腎癌の腎静脈内進展を疑わせる

所見の1つとされている．しかしこれらの静脈は腎静

脈の閉塞のない症例でもしばしば描出され33），また逆

に腎静脈が腫瘍塞栓により閉塞きれた症例でも描出き

れないことがある25・29）．われわれの症例では12例に

collateral veinの発達が認められ，そのうち6例に腎

静脈内腫瘍塞栓が証明された．残りの6例はいずれも

vascularityの高い症例で，血流増加がcollateral vein

発達のおもな原因と考えられる．

 Table 6は以上の間接所見を一覧｝こしたものであ

る．腎動脈造影における腎静脈（腎田部の太い静脈枝

も含む）描出の有無，collateral vein描出の有無，お

よび経静脈性尿路造影における造影剤排泄の有無，の

3項目につき考えうる8通りの組合せによりA－Hの

8群を設け，26症例を該当する群のcasesの欄｝こふり

分けてみた，まアこrenal vein involvementの欄｝こは

各群の症例中腎静脈内腫瘍塞栓が証明された症例の数

を示した．AからD群はconven亡ionalな腎動脈造

影で腎静脈の描出が得られた症例群で18例であった．

そのうちA群の2例とB群の1例において静脈像の

異常が認められ，手術により腫瘍塞栓が確認された，

他の15例のうち9例では，その静脈相像にて腫瘍塞栓

Table 6． lndirect signs ofrenal vein involvement

Group ABCDEF GH
visuqliZG十ion ot

renol vein on con－

ventional renal AG．

col loteral vein

sign

excretion of con
一

十rqs†medium on
intravenous uro－
grophy

coses（26 cases）

rena］ vein involve－
ment （6 coses）

十  十  十  十

十  十

十

8

2

十

8

o  o

十  十

十 十

2  4

2 O O

の存在を否定することが可能であったが，残りの6例

では腎静脈が描出されてはいるが，病変を否定する

には不充分な造影であった．この点に関しては今後

Iargc volume renal arteriographyにより改善される

ものと思う．C群つまり間接所見のいずれもみられな

かった症例群には，腎静脈内腫瘍塞栓が証明された症

例はなかった．D群の1例は腎の全域が腫瘍により置

換された症例であった．

 EからH群の8症例はconven亡ionalな腎動脈造影

で腎静脈の描出がみられなかった症例群である．その

うちE群およびF群の2群（col！ateral veinが描出き

れた症例群）の3例では，いずれも腎静脈内腫瘍塞栓

が証明された．G群およびH群の5例は造影剤を控

えすぎたと考えられる症例群で，Iarge volume renal

arteriographyを行なえば腎静脈の造影が得られるも

のと思う．またH群の1例は水腎症を伴った症例で

あった．

 以上の結果から，間接的所見による腎静脈内腫瘍塞

栓の診断に関して，次のように考えている．

 ①腎動脈造影において腎静脈が良好に造影され，そ

の静脈相像に異常のない場合はV・と考えて差支えな

い．

 ②腎動脈造影にわいて腎静脈の描出が得られず，拡

張したcollateral veinが濃く造影された場合にはV1

以上と考える．

 ③腎動脈造影において腎静脈が描出されてはいる

が，腫瘍塞栓の有無を確認するには不充分な造影であ

る場合や，腎動脈造影において腎静脈が描出されず，

collateral veinの造影も不良の場合には1arge volume

rena王arteriographyを行ない，腎静脈像の改善，ある

いは間接所見の増強（多量の造影剤使用にかかわらず

肺静脈が造影されず，collateral veinが濃く造影され

る）を期待する．

 ④経静脈性尿路造影における造影剤排泄の有無は，

さまざまな因子に影響されるため，腫瘍塞栓の診断に

関レては参考程度にとどめる．

 これらのことを考慮し，選択的腎静脈造影によらな

い静脈内病変診断の検査手順の試案を作成した（Fig．

ll）．今後この手順に従って検査を進め，間接所見の

評価およびlarge volUme renal arteriographyの有用

性につきさらに検討を重ねる予定である．

結 語

 1976年4月から1980年8月の間に，当教室および関

連病院放射線科において施行した腎癌26症例の血管造

罷所見について報告した．さらにこれらの症例につき
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