
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

上部尿路結石症の検討 第1報 : 腎結
石手術および残石に関して

矢崎, 恒忠; 小川, 由英; 梅山, 知一; 根本, 真一; 石川,
悟; 根本, 良介; 林正, 健二; 高橋, 茂喜; 加納, 勝利; 北
川, 龍一

矢崎, 恒忠 ...[et al]. 上部尿路結石症の検討 第1報 : 腎結石手術および残
石に関して. 泌尿器科紀要 1982, 28(11): 1365-1374

1982-11

http://hdl.handle.net/2433/123191



1．RG5
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．第．1報 腎結石手術および残石に関して
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筑波大学臨床医学系泌尿器科（主任；加納勝利助教授）
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  悟・根本 良介・純正．健二・高橋 茂喜・加納

順天堂大学医学部泌尿器科学教室（主任：北川龍一一教ff）

             北  川  龍  一

勝利

CLINICAL STUDY OF UPPER URINARY TRACT STONES

1． SURGERY OF RENAL STONES AND RESIDUAL STONES

   Tsunetada YAzAKi， Yoshihide OGAwA， Tomokazu UMEyAMA，

       Shinichi NEMoTo， Satoru IsHiKAwA， Ryosuke NEMoTo， ’

       Kenji RiNsHo， Shigeki TAKAHAsHi and Shori KANoH

Froin the Department of Urogogpt， lnstitute of Clinical Medieine， the Universit］ of Tsukuba

                    r1万剛・r’浸∬eciate Pr（ジS．・Kan・h？

                        Ryp圃K・TAGAWA

      F・bmp （ite DePa・tm・nt ・f伽1・9Pt．」認θ痂砺伽・吻s・he・1 ・f Medi・ine

                      （Director： Prof． R． Kitagawa）

    Clinical studies were done on 63 patients who had renal stones and who had undergone surgery

at the Tsukuba University Hospital from 1977 to 1981． N．early all patients werp．． residents in the

southern part of lbaraki Prefecture．

    1） Sixty－six surgeries were done on 63 patients． Patients’ ages ranged from 17 to 74 years old

with female to maie ratio being 2 to 1．

   2） lntraoperative adjuvant techniques recently advocated by some authors were net used ． in

nearly all the surgeries． Modes of surgeries were extended pyelolithotomy （36．40／．）， partial neph－

rectomy （？1．20／，）， pyelolithotomy （16．7tt），． nephrolithotomy （7．60／．） and nephrectomy （7．60／，） in

order of decreasing frequency．

    3） Average blood ’losses．during．surgery ．were 239．1rpl in extended pyelolithotomy， 186．1 ml

in par’ 狽奄≠?nephre6tomyi 324．01nii． in pyelolithotorpy and 454．6 ml in nephrolithotomy． lntraeperative

blood replaceMents were inade’ in 4 patiep． ts corresponding to 6．10／． of all surgeries．

    4） Components of renal stones frequently seen were CaOx and CaP．mixed Stones （40．00／．）， CaOx

stones （37．10／．）， and CaP stones （11．40／o） in mal’e patients and CaP stones （35．00／o）， aaOx and CaP

mixed stones （30．00／．） and CaOx stones （20．00／，） in female patients．

    5） lmrpediate postoperative pseudo－recurrences were seen in 11 renal units （16．70／．）． Spontaneous

passages of the residual stones were seen in 4 renal units during the followup period． True recurrence

was seen in one renal unit （1．50／o） one year’ after surgery．

    6） Study ofthe relationship between the ’type of pyelogram and the incidence of pseudo－recurrence

revealed that the calyceal dilatation with narrowing of calyceal infundibula rather than the dilatation

of the renal pelvis was closely related to the frequency of the postopgrati－ 凾?psieudo－recurrence． The
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presence of’stones in both the renal pelvis and calyx （or calyces） rather than in the renal pelvis alone

was more closely re］ated to the incidence of the postoperative pseudo－recurrence．

Key words： Renal stone， Surgical treatm，ent， Residpa， 1 stone

緒 言

 尿路結石症は泌尿器疾患のなかでももっとも頻度の

高い疾患である。しかし現在でもそ．の病因，治療法お

よび予防法などに関しては不明な点や未解決な問題が

多く存在している．

 最近は腎結石に対する手術療法に関してもほかの腎

疾患と同様できうるかぎり腎を保存する方法がとられ

るようになってきた．すなわち腎結石に対する手術療

法でもっとも大切なことは1）結石の取り残しをしな

いこと2）腎を可及的に保存することである．さらに

できうれば腎結石が再発しないような手術をも併用す

ることも大切であるという意見もある．

 われわれもこれらの問題点を考察しっっ腎結石に対

する手術をおこなってきたが1），今回過去5年間に当

科でおこなった腎結石の手術症例を集計したので前述

の問題点をも含めて若干の考察を加えて報告する．

対象および方法

 1977年より1981年までの5年間に筑波大学附属病院

泌尿器科で手術をうけた腎結石患者63例を対象とし

た．本院は1976年10月より開院されたが，開設年度に

は腎結石に対する手術は1例もおこなわれなかった．

これらの患者はほぼ全例附属病院周辺地域を代表して

いると考えられる．これら63例に対し66回の手術がお

こなわれた．当附属病院はレジデント制をとっている

ため，腎結石に対する手術は原則として虚血3年以降

のシニアレジデントと教官がおこなった．

 年度別の手術件数はTable 1，患者の年齢および性

別はTable 2に示した．腎結石に対する手術術式は

Table 6に示しt e’とくであり，1例にcoagulum

pyelolithotomyを併用した以外にはとくに体外腎手術

やrenal hypothermiaなどの最近新たに試みられて

いる方法は用いられ℃いない．2種類以上の手術方法

Table 1． Number of operations

Year No， （e／o）

1977

1978

1979

1980

1981

8 （12．3）

11 （16．9）

13 （20巳0）

16 （24．6）

18 （26．2）

’Tota1 66 aoo．o）

Table 2． ’ Age and sex distribution

Years Male Femaie Tota［
10－19 O・
20－29 ，， 3

30－39 12，・

40－49 14

50－59 9
60－69 2
70－79 1

3

3

7

5

4

0

0

3

6

19

19

13

2

1

丁ota1 41 22 ・ 63

を併用した場合はそれらを併記した．腎結石の個数や

形態，また腎孟腎杯の形態はKUB，1VPなどレ線学

的に判定した．IVPによる腎孟酒杯の形態分類は小

野ら2）およびHinmanら3）の分類に準じておこなっ

た．すなわち1型：腎孟腎杯とも正常あるいはそれに

近いもの，■型：腎孟は拡張しているが腎杯頸部は正

常あるいはそれに近いもの，皿型：腎孟は正常あるい

はそれに近いが腎杯頸部が狭く腎杯が拡張しているも

の，IV型：腎孟も拡張し腎杯頸部も狭く腎杯が拡張

しているもの，である．またHinmanらの分類に関

してはtype A：結石が腎孟を形作っているもの，

type B：棍棒状腎杯結石が拡張しアこ腎杯に存在するも

の．さらにtype Aを3亜型｝こ分類しtype A1：結

石が腎孟尿管移行部と同様の形態をとり，腎内腎孟は

漏斗状を呈しているもの，type A2：腎孟結石は腎孟

尿管移行部では円形を呈しているが，依託と同様の形

態をとっているもの，type A3：腎孟結石は拡張した

腎孟に存在するが固定しないで，腎孟とは同様の形態

はとらないものである．

 残石の有無は術後1～2週間におこなったKUB，

IVPより検討した．

 術後外来｝こ来院しなかった6例および，他医で経過

観察をおこなった5例の計ll例を除いた52例の術後経

過観察期間は1～52ヵ月，平均16カ月であった，

 腎孟の大半を占め，2つ以上の腎杯に枝を出してい

る結石を珊瑚状結石，またほかに独立した単数または

複数の結石を同側腎に合併する珊瑚状結石を複雑珊瑚

状結石と定義した．

 摘出しt結石の成分は赤外線分光分析法により分析
した．．．
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Table 3． Laterality and location
     of renal stones

No． Pts． （O／o）

Rt kidney 24 （38．1）
Lt kidney 26 （41．2）
Bilat kidneys 8 （12．7）
Bj）at kidneys ＆ rt ureter 1 （ 1．6）

Bilat kldneys ＆ lt ureter 1 （1．6）

Lt kidney ＆ lt ureter 3 （ 4．8）

Tota1 63 （100．0）

Table 4． Number and shape of renal stones

Male Female Total （O／o）

35 （55．7）

20 （31．7）

4 （ 6．3）

4 （ 6．3）

玉367

Solitary

Multiple

Staghorn

Complicated
staghorn

24

13

2

3

11

7

2

1

Tota1 42 21 63 （100．0）

Table 5． Classifications according to type of

     pyelogram

            （Ono and associates）

Type Male Female Total （O／e）
工

豆

皿

N

13

1

20

8

7

1

9

6

20 （30．8）

2 （ 3．0）

29 （44．7）

14 （2書．5）

Total 42 23 65 （100．0）

（Hinman and Cattolica）

Type Male Fernale Total （O／o）

A，

A．

A．

B

0

7

19

16

0

5

14

4

o（o）

12 （18．5）

33 （50．7）

20 （30．8）

Total 42 23 65 （100．0）

A female pt with a fragment at the right lower

calyx complicated with ureterepelvic iunetion

stenosis is omitted．

いなかった．男女比は約2：1で男性に多かった．

3）腎結石の部位

 Table 3に示したごとく結石部位は右側と左側が1ま

ぼ同数であっtz．つぎに多かったのが両腎．に結石を有

する患者で8例（12．7％）であった．

 また腎と尿管に結石を有する患者も5例（8．0％）

いた．

4）腎結石の個数と形態

 結石の個数と形態はTab豆e 4に示したごとく男女

とも単発，．多発の順に頻度が多かった．男女を合わせ

ると単発結石が55．7％と全症例の過半数を占め，多発

結石を含めると87．4％と全症例の大部分が非珊瑚状の

結石であった．珊瑚状結石は全部で8例（12．6％）で

あった．

5）腎孟腎杯の形態

 IVPによる山山腎杯の形態を小野ら2）およびHin－

manら3）の分類にしたがいそれぞれ1～IV型とtype

A1－2““Bに分類したのがTable 5である． Tableの

ごとくH型が2例（3． 0％）と少なく，type AIは1

例も認められなかった．また腎孟尿管移行部狭窄に小

さな下襲杯結石を合併していた1例は狭窄のtめの水

腎症と考えられたのでこのTableからは省いた．

6）手術術式

 Table 6に示したごとく合併手術を含めてさまざま

な術式が施行された．なかでも拡大腎孟切石術，腎部

分切除術および無量切石術がそれぞれ24回（36．4％），

14回（21．2％），11回（16．7％）と多かった．

 併用手術をも考慮すると拡大腎孟切石術は28回

（42．4％）と半数近くを占めもっとも多くおこなわれ

Table 6． Modes of surgery

Times （O／o）

        結     果

D 年度別手術件数

 Table tに示したように1977年より5年間に63例の

腎結石に対し66回の手術がおこなわれた．これは1977

年と1979年にそれぞれ1例が2回入院し2回の手術を

うけ，さら｝こ1981年には1例が1回の入院に2回の手

術をうけたためである．

2）患者の年齢および性別

 年齢分布はi7歳より74歳までで， Table 2｝こ示した

ごとく男女とも30歳代より50歳代に多かった．腎結石

の手術目的で入院した患者には80歳代以上の高齢者は

Pyelo［ithotomy

Exiended pyejolithotomy

Nephrolithotomy

Partial nephrectomy

Pyelo［ithotomy plus
nephrolithotomy

Extended pyelolithotomy
plus ureterolithotomy

Extended pye］olithotomy plus
nephrolithotomy

Extended pye［olithotomy，
nephrolithotomy

plus ureterolithotomy ’

Extended pye）olithotomy

p］us partial nephreetomy

Nephrolithotomy plus
partial nephrectomy

Nephrectomy

11 （16．7）

24 （36．4）

5（ヲ．6）

14 （21．2）

2 （ 3．0）

1 （1．5）

1 （1．5）

1 Cl．5）

1 （1．5）

1 （1．5）

5 （ 7．6）

Tota1 66 OOO．O）
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Table 7． Volume of blood loss according to surgeries （ml）

”v撃nO 一一200 A・300 ’v400 ’v500 ’一一600 ”v700 ’ ’一800 800’一

．Pyelo］ithotomy

．巨xt Pyeblithgtgmy

Nephrolithotomy J

Partial Nx

Pyelo． ＆ nephro．

Ext． pye］o． ＆ uretero．

Ext． pyelo． ＆ nephro．

Ext． pyelo． ＆ partial Nx

Ext pyelo． nephro．

＆ uretero．

Nephro． ＆ partia］ Nx

Nx

3

5

0

3

’o

o

o

o

o

0

1

4

7

1

6

0

0

0

0

o

o

o

2

4

1

4

1

1

0

0

o

0

1

0

5

0

0

0

0

1

1

o

o

o

1

2

1

0

0

0

0

0

1

l

o

0

1

0

1

0

0

0

0

o

0

2

o

o

l

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

，0

1

1

0

．1 ．

0

1

0

0

0

o

o

o

11

24

5

14

2

1

1

1

1

1

5

Total

（o／o）

12 18 14 7
18．2    27．4    21．2    可0塵6

6

9．1

4

6．0

1

1．5

1

1．5

3

4．5

66

100．O

Abbreviations ： pyelo． pyelo］ithotomy， ext． extended， nephro． nephro［ithotomy， Nx nephrectomy， uretero．

                Table 8． Renal ischemic time （min）

ureterolithotomy

一一Q0 N40 一・60 一一一80 Total Mean
Partial Nx O
Nephrolithotomy 1

7

0

1

0

1

2

9

3

39．4

49．3

た術式であった．さらに単独手術の場合でも腎孟より

アプロ 一一チする腎孟切石術と拡大腎孟切石術の両者を

合わせると35回（53．1％）と過半数を占めてい江い

っぼう腎切石術は5回（7．6％）と頻度の少ない術式

であった．腎摘除術は5回（7．6％）であった．前述

したように1例はcoagulum pyelolithotomyを施行

している．

 皮膚切開としては腰部斜切開がもっとも多く57例

（60回），lumbodorsal apProach（1・urz）が4例（4

回），dorsal apProach（Gil－Vernet）が2例（2回）

におこなわれ7．

7）術中出血量および輸血量

 術中出血量はTable 7に示したごとくで全体とし

ては100～200m1がもっとも多く18回（27．4％）で，

300 ml以下が44回（66．8％）と過半数を占めていた．

いっぼう1，000m1以上の出血があっtのは2例で内

訳は腎孟切石術をおこなった1例が1，890ml，腎孟切

石術と腎切石術を併用した1例が1，675m正であっ
た．

 術中輸血は4例に対しておこなわれtg．内訳は術中

出血が1，000ml以上の上記2症例に対しそれぞれ

1，800ml，2，000 mlまたほカ〉の2例に400 m1，600 ml

の輸血がおこなわれた．

8）腎結石手術における腎阻血時間（ischemic time）

 腎部分切除術および腎切石術をおこなった症例で手

術記録に腎阻血時間が記載している症例を検討したの

がTable 8である．腎部分切除術では60分以内が9

腎中8腎（88．9％）であり，平均阻血時周は39．4分で

あった．腎切石術では60分以内が3腎中1腎であった

がほかの2腎も63分と65分でありさほど長い聞阻血し

ていた訳ではなかっfこ．記載のない症例をも含めて，

腎阻血時間が長過ぎた7めに腎保存ができなかったと

いう症例は1例もいなかった．

9）摘出結石の成分分析

 手術により摘出した結石の成分はTable 9に示し

tu“とくである．全手術66回のうち58回の手術により

えられた結石の成分が分析きれ7t．

 分析率は87．9％であった．このうち3例の患者は前

述しアこように両腎結石のため2度の手術をおこなった

が全例結石の成分は左右とも同様であった．．すなわち

1例の男性は尿酸結石，2例の女性はそれぞれリン

酸カルシウム結石とシスチン結石であった．ゆえに

Table 9． Components of renal stones

Male （e／o） Female （e／o） Total （e／o）

Ca P

Ca Ox

Ca Ox十Ca P

Ca P十Ca Carb

Am Mg P

Cystine

Uric acid

4 （11．4）

13 （37．1）

14 （40．0）

1 （ 2．9）

o（o）

o（o）

3 （ 8．6）

7 （35．0）

4 （20．0）

6 （30．0）

o（o）

T （ 5．0）

2 （10．0）

o（o）

11 （20．0）

17 （30巳9）

20 （36．5）

1 （1．8）

1 （1．8）

2 （ 3．6）

3 （ 5．4）

Total 35 （100．0） 20 （100．0） 55 （100．0）

Ca P ： Calcium phosphate， Ca Ox ： Calcium oxalate，

Ca Carb ： Ca［cium carbonate， Am Mg P ： Ammonium

magnesium phosphate
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Table 9は患者数で示しナこ．

 男性においてもっとも頻度の高い結石は蔭酸カルシ

ウム・リン酸カルシウム（以下CaOx十CaPと略す）

混合結石であり40．0％，つぎに多いのが四一カルシウ

ム（以下CaOxと略す）結石の37．1％であった．3

番目に多いのがリン酸カルシウム（以下CaPと略す）

結石の11．4％であった．女性においてはCaP結石が

35．0％ともつ．とも多く，つぎにGaOx十CaP混合結

石（30．0％），CaOx結石（20．O％）の順であった．

男女ともCaOxとCaPを含む結石が多くこれらを

合計するとともに8割以上を占めていた．

 また尿酸結石は男子のみに3例が認められ，シスチ

ン結石とリン酸マグネシウムアンモニウム結石はそれ

ぞれ2例と1例，ともに女子のみに認められた．

 Table lOは結石成分と尿路結石の既往歴との関係

を示したものである．結石の既往歴を有する人数とし

てはCaOx結石が13例， CaP結石が4例と多かっ

た．いっぽう各種結石における尿路網石の既往との関

係を検討すると頻度の多い結石成分のうちではやはり

（〕aOx結石の症例が76．4％（13／17腎）ともっとも多

かった．頻度の少ない結石成分を有する患者では高率

に尿路結石の既往をともなう傾向にあると考えられ

泥．

IO）残石に関して

 術直後の転石（仮性再発）は66回の手術のうち11回

目16．7％）に発生した（Table ll）．これは63例中の11

Table i2． Pseudo－recurrence according
     to the type of surgery
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Surgery No． Pts． （O／o） Frequency （O／o）

Pyeloli’thotomy

Ext． pyelolithotomy

Partial Nx

Nephrolithotomy

Pye［o． and nephro．

Ext． pyelo， and

partial Nx

2 （18．1＞

3 （27．3）

3（2ア．3）

1 （ 9．1）

1 （ 9．1）

1 （ 9．1）

18．2 （2／11）

12．5 （3／24）

21．4 （3／14）

20．0 （1／5）

50，0 （1／2）

100．0 （1／1）

Table 10． Renal stone components and
     history of urolithiasis

11 （100．0）

      Frequency according lo 1he
N’o． Pts． 〈e／o）

      combone6t of stone一 （O／e）

ea P

Ca Ox

Ca Ox十Ca P

Ca P－f－ea Carb

Am Mg P

Cystine

Uric acid

Tota1

4 （18．2）

13 （59．3）

1 （ 4．5）

1 （ 4．5）

1 （ 4．5）

1 （4S）

1 （ 4．5）

36．3 （4／11）

76．4 （13／17）

5．0 （1／20）

loo．e a／1）

100．0 （lfl）

50．0 〈1／2）

33．3 （1／3）

22 （100．0）

Table ll． Pseudo－recurrence

Residual stone Fate
11 cases （17．50／o）

剛＼難1：購

True recurrence

1 case （1 ．50／o）

T time （1．50／o）

症例（17．5％）に相当した．このうち4例においては

まもなく自然排石があり残石は消失しアこ．ほかの6例

には現在も残石が存在している．残りの1例は外来通

院しなくなったために残石の経過は不明である．いっ

ぽう真性再発は1例（1．5％）に認められた．

 仮性再発のH例に関してさらle検討したのがTa－

bles 12～17である． Table I 2は手術術式と残石と

の関係を示したものである．拡大腎孟切石術および腎

部分切除術がそれぞれ3例でもっとも多い術式であっ

た．腎部分切除術としては21。4％に残石が生じ7こと

になる．拡大腎孟切石術は24回ともっとも多くおこな

われた手術術式であるので3回というのは12．5％に相

当した．いっぽう腎孟切石術では2例の残石が存在し

たが，止痛切石術全体のうちでは18．2％であった．ま

た2種類以上の術式併用は全体で7回おこなわれたが，

Table l 2に示したよう1（ 7回のうち2回（28、6％）

に残石が認められた．

 顧慮と結石数およびその形態に関してはTabie 13

に示したように多発結石が11例中6例（54．5％）と過

半数に達していた．し・かし各結石中における残石率を

考慮すると複雑珊瑚状結石が75．O％とほかの形態の結

石よりも著明に多かっ7．単発結石はもっとも硯石が

生じにくい結石形態であった．

 残石と腎癌園田の形態｝こ関してはTable 14に示し

たが11例中皿型が6例（54．5％），type A3が5例

（45．4％）ともっとも多かった．しかし各形態におけ

る頻度を検討するとIV型が22．2％， III型が20．7％

Table 13． Pseudo－recurrence and number
     and shape of renal stone

Renal stone No． Pts． （O／o） Frequenoy （e／o）

Solitary

Muitiple

Staghorn

，Comp［icated
staghorn

1 （ 9．1）

6 （54．5）

1 （ 9．1）

3 （27．3）

2．9 （1／35）

30．0 （6／20）

25．0 〈1／4）

75．0 （3／4）

11 （100．0）
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Pseudo－recurrence a－ceording

to the type of pyelogram

Type No． Pts． （e／o） Frequency （O／o）

I

ll

皿

2 （18．2）

o（o）

6 （54．5）

3 （27．3）

10．0 （2／20）

O （O／2）

20．7 （6／29）

22．2 （3／14）

A，

A．

A．

B

o（o）

4 （36．4）

5 （45．4）

2 （18．2）

o （o／o）

33．3 （4／12）

15．1 （5／33）

10．0 （2／20）

Table 15． Number of pseudo－recurrence stone

No． stones No． Pts． （％）

1

2

3

4

several

many

5 （45．4）

o（o）
1 （ 9．1）

1 〈 9．1＞

1（9．わ

3 （27．3）

11 （1 OO．O）

Table 16． Size of the pseudo－recurrence

Size （mm） No． Pts． （O／e）

1＞

1一一 2

3’v 4

5t－lO

11一一一

2 （18．1）

2 （18．1）

3 （27．35）

3 （27．35）

1 （ 9．1）

11 （100．0）

とほぼ同様の頻度であった．いっぽうtypcに関して

はtype A2が33．3％， type A3が15．1％でtype A2の

方が残石が生じゃすいという結果となった．

 残石数に関しては1個が5例（45．4％）でもっとも

多く，つぎに多数が3例（27．3％）と多かった（Table

15）・さらに残石の大ききに関しては10～3mmが6

例（54．7％）ともっとも多かった．またlmm以下

も2例（18．1％）にみられた（Table l6）．

 珊瑚状結石と残石に関して検討した結果がTable

17に示してある，珊瑚色結石は腎結石愚者63例中8

例（12．6％）に認められ，単発性および複雑性はそれ

ぞれ4例であった．8例中4例（50．0％）1こ残石が認

められた．内訊は単発性が1例，複雑陛が3例であり

単発性の1例と複雑性の2例は術後経過観察中に自然

排石をしたために残石は消失した．残りの1例は一部

の残石が自然排石したものの，一部は残石として現在

も残っている．

考 察

 腎結石の手術目的は結石を除去することにあるのは

いうまでもないが，結石を取り残さずかつ腎を保存す

るようにおこなうことが大切である、しかしこれらの

点を充分考慮しつつ手術をおこなっても残石が存在し

ていたり，やむなく腎を摘除せねばならない事態に陥

入ることもまれならずある．腎を犠牲にせずかつ可及

的に仮性再発を生ずることなしに腎結石を除去するた

めに最近でもさまざまな努力がなされている．

D 腎結石患者に関して

 Table Iに示したように5年間に63症例の腎結石に

対し66回の手術件数は一一般的に言ってかなり少ないと

考えられる．詳細は省くが，これはおもに当附属病院

のシステムの特殊性によるといえよう．

 愚者の年齢分布は30歳代より50歳代に多く，また男

女比は2：1で男性に多かった（Table 2）・患者の年

齢分布および男女比は諸家の報告とほぼ同様であっ

た．

 結石腎の左右差はTable 3に示したごとくいくぶ

ん左腎に多かったがほぼ同様の頻度と考えられた．両

開結石の症例も，尿管結石を合併している症例をも加

えると10例（15．9％）に認められた．左右差に関して

はさほど差がないということが高安ら4），河村ら5），

河村ら6）によっても報告されている．

 結石数・形態に関してはわれわれの症例では単発結

石が55．7％と過半数を占めていた（Tablc 4）．

 しかし手術症例に関しては黒川7）の報告例では珊瑚

Table 17． Staghorn calculi and pseudo－recurrence

Staghorn calcuii 8 cases （12．60／o：8／63）

   Single 4 cases
   Complicated 4 cases

Completeness of removal

   Complete removal 4 cases （500／o）

   lncomplete remova［ 4 cases （500／o）

       Single 1 case （250／o）一一一一一一一）一spontaneous passage 1 case

       Compl伽d畑（75％）て：1：1糊1二欝2眠
                           it passed 1 case
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状結石がもっと：も多く44．3％（74／167），北田．ら8）は

多発結石が51．4％（37／72），小野ら2）は単発結石

47．5％（38／80），また非手術例をも含めた高安ら4）の

報告では単発結石が52．8％（393／754）でありもっと

も頻度の高い結石の数・形態に関してはさまぎまであ

った．しかしもっとも多い型の結石が全結石に占める

割合は，これらの報告ではほぼ50％前後と同様の傾向

を示していた．また珊瑚状結石は黒川7）以外の報告者

ではもっとも頻度の少ない結石であったが全結石に占

める割合は13．1～26．2％とさまざまであった．これら

の報告と比べてわれわれの症例では珊瑚状結石の頻度

は12．6％であっアこのでもっとも少ないと考えられt．

 腎孟像に関しては1～亙V型の頻度は小野ら2）の頻

度とは異なっていた．またHinmanら3）のtype分

類と比べてもわれわれの症例は各typeの頻度が異な

っていた．

2）腎結石手術に関して

 われわれの方針としてはもっとも確実に，結石を残

さずに摘除できうる術式により手術をおこなうことに

している．この際必要に応じ2種類以上の術式をも併

用する．まアこ可能であれば腎孟切石術により腎実質に

対する侵襲をできうるかぎ．り避けるようにしている．

そのためには拡大腎孟切石術を積極的におこなってい

る．以上のような方針のためか拡大腎孟切石術を含め

た腎孟切石術は全手術の53．1％と過半数を占めてい

た．

 いっぽう腎孟切石術を含まない腎実質に対する手術

は併用手術をも含めて20回（30．3％）であり，このう

ち腎部分切除術が14回（21．2％）ともっとも多い手術

術式であった．腎切石術単独はその術式を必要とする

ような結石があまりなかったせいか5回とすくなかっ

た．腎摘除術は5回おこなわれたがこれらは全例術前

に予定されていたものであった1腎結石に対し腎摘除

術をおこなう場合どのような基準でおこなったらよい

かということは問題となるところであろう．われわれ

の施設ではこの点に関しとくに一定の基準は設けてい

ない．しかし現時点では秋元ら9）も述べているごとく

一定の基準を決めることは困難であるので，個々の症

例について検討すべきであろう．そのさい｝こは彼らが

提案している参考点をも考慮して決定することは必要

であろう．

 手術術式は術者の好みや腎結石の個数・形態などさ

まざまな因子により決まるものであるが当科のように

腎孟切石術，腎部分切除術，腎切石術の順に多くおこ

なっているのは高安ら4），．黒川7），北田ら8）の報告に

もみられる．．いっぽう武本ら10），小野ら・2），Suther一

13フ1

1andU）は腎孟切石術，腎切石術，腎部分切除術の順

に多くおこなっている．しかしこれら多くの著者の施

設でも腎結石に対する手術術式としては拡大腎孟切石

術をも含めた腎孟切石術をほぼ過半数またはそれ以上

の症例におこなっている．この傾向はわれわれの施設

と同様であった．

 術中出血に関しては300ml以下の症例が多く累積

手術回数では44回（全手術の66．8％）であり，500ml

以下の累積手術回数では57回（全手術の86．5％）．と大

部分を占めていた．おもな術式の平均出血量は腎孟切

石術324．Om1，拡大腎孟切石術239．1ml，腎切石術

472・4ml，腎部分切除術186，1ml，腎摘除術454・6 ml

であった．腎孟切石術では北田ら8）は平均2869で

われわれの平均出血量より少なかった．拡大腎孟切石

術では北田ら8）は365g，北田らの引用による高崎ら8）

は312mlでわれわれの平均出血量より多かった．腎

切石術では北田ら8）は7139でありわれわれの平均出

血量より多かった．腎部分切除術では北田ら8）は1009

9，北田らの引用による坂本ら8）は530ml，同じく永

野ら8）は200．7ml，秋元ら12）は404 mlであり，わ

れわれの平均出血量はもっとも少量であった．腎摘除

術に関しては北田ら8）は561gとわれわれの平均出血

量よりも多かった．．北田ら8）がのべているごとく実際

に出血量の多少で術式の優劣を論ずること1ま難しいし

問題であるが，術中出血は可及的に少量にすべく努力

をすることは大切であろう．

 術中輸血は66回の手術のうち4回（6．1％）であっ

た．これは疾患自体が良性であり，比較的青壮年層の

患者が多いためある程度の失血に対してもとくに輸血

をする必要がないということが輸血回数の少なかった

原因であると考えられる、

 術中合併症のために腎摘除術を余儀なく．されたり，

重篤な術後合併症の併発再手術および死亡などは皆

無であった．以上より腎結石に対する第2の手術目的

としての腎を可及的に保存しつつ結石摘除をおこなう

という点に関してはほぼ満足すべき結果であったと考

えられる．

3）結石成分に関して

 男子においてはCaOx十CaPの混合結石が40．0％

の頻度でもっとも多く，つぎにCaOx結石が37． i％

と多かった．これらを加えたCaOx含有結石は77．1

％と高頻度であっt．またつぎに頻度の多い結石は

CaP結石で王L4％であった．これらは武本ら10）の結

果と同様であった．

 いっぽう女子においてもCaOx含有結石．とCaP含

有結石の頻度は男子と同様の傾向を示し7がもっとも
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頻度の多い結石はCaP結石の35％で，これは男子よ

りも頻度が多かった．ゆえにCaOx含有結石もCaP

含有結石もそれぞれ50．O％，65．0％と全結石の過半数

を越えた．これらの傾向は武本ら10）の結果とはことな

るものであった．

 全症例｝こついて検討するとTable 9のごとくGaOx

＋CaP混合結石， CaOx結石， CaP結石の順に頻度

が多かった．しかし諸家の報告を検討するとCaOx

十CaPの混合結石とCaOx結石は頻度に関しては第

1位と第2位を占めているが，CaP結石は第4位で
あった4・5・10）．

 武本ら10）は男女差の顕著な結石成分としては蔭酸塩

と尿酸が男子に多く，リン酸塩が女子に多いと述べて

いる．われわれの例でもさほど著明ではないがほぼ同

様の傾向を示していると考えられる．

 結石成分と結石の既往歴に関しては問診にて既往歴

があった症例を対象とした．より頻度の多いCaOx

を含む結石とCaPを含む結石のうちでは， CaOx結

石を有する患者が76．4％とかなり再発しやすいと考え

られた．またCaP結石を有する患者も比較的再発し

やすいことがわかった．全体としては63例申22例に結

石の既往があったということは34．9％が再発している

ということになる．武本ら10）の症例では上部尿路結石

症の再発頻度は20％前後と考えているのでわれわれの

症例ではこの数値を再発率と考えるといくぶん頻度が

高かったと考えられる．

4）筆石に関して

 Table 11に示したごとく66回の手術のうち11回

（16．7％）に術直後の検査で残石が認められた．この

うち4例は経過観察中まもなく自然排石が認められ

た．歯石が消失したこの4例を除くと，胃石率は66睡

中7腎で10．6％となった．

 残石門｝こ関しては秋元らの2論文12・13）の症例を合計

すると14．4％，高安ら4）は16％，黒川7）は31． 9％，北

田ら8）は20．7％，小野ら2）は25． 0％，Sutherlandi1）

は16％とさまぎまであった． Suthcrland11）によると

残石筆は0～60％とさまざまな報告があるとのことで

ある．以上を検討するとわれわれの粗石率16．7％（経

過中｝CIO．6％と低下）は決して高いものではないが，

今後はさらに残石率を下げるための努力をする必要は

あると考えられる．

 蛍石の経過lceeしてとくに記載している報告者はす

くないようである7・13・14）．黒川7）は胆石のある44腎の

うち38腎（36例）を経過観察し感染を起した16腎と非

感染の22腎に分け検討している．感染群では残石の自

然堅石は認められなかったが，非感染群では5腎に6

回の自然排石をみtと述べている．すなわち自然排料

率は13．1％（5／38腎）であったが自然児移した腎にさ

らに置石が存在していたか否かについては述べていな

い．まt秋元ら13）は12例の残石のうち経過観察中7例

（58．3％）に自然排石が認められ残忍は消失したと述

べている．いっぽう残り5例中4例の残石は不変であ

ったが1例の結石はやや増大傾向を示していたと述べ

ている．

 いっぽう真性再発は1例に認められた．この症例は

術後約1年副こおこなったIVPにて認められたもの

であるが，現在のところ再発した小結石の大きさは：不

変であり臨床上とくに問題になってはいない．吉田15）

は自験例における結石再発に関し検討し，再発までの

期間は平均5．35年であり，35％が2年以内に再発した

と述べている．われわれの雪濁では術後の平均経過観

察期間は16ヵ月であり比較的短かいと考えられる．ゆ

えIC今後経過観察期間が延長するにしtがい真性再発

の症例は増加するものと考えられる．真性再発の頻度

に関してはさまぎまな報告があるがSutherlandi6）は

その原因として検査の精度，術後経過観察の期間，経

過観察および定期的検査が可能である患者のパーセン

テージ，仮性再発患者の除外および各報告者による再

発の定義などをあげている．

 術式別に検討すると腎部分切除術が21．4％ともっと

も多く，つぎに腎切石術が20． 0％，腎孟切石術が18．2

％であった（Table I2）．また拡大下馬切石術の方が

腎孟切石術よりも幾分残聴率が低かった．ただし施行

頻度の少ない併用手術をお「こなった症例はここでは省

略した．諸家の報告を検討すると腎切石術がもっとも

高頻度に残石を起しやすい術式であり，残石を起しに

くい術式は宇戸切石術であった2・4・7・8・11）．腎部分切除

術が残石を起しにくい術式であったのはわれわれが検

討した報告のうちでは小野ら2）および秋元ら13）の報

告のみであった．われわれの症例も含め腎部分切除術

においては中石率がさほど低くなかったということは

予想外であった4・7・8・11）．同様の感想をSutherlandli）

も述べている．

 結石の個数・形態別に検討したところ，予想された

とおり複雑性珊瑚状結石と多発結石に残石が高頻度に

みられた（Table 13）・同様の傾向は小野ら2），黒川7），

北田ら8）の報告にも認められた．

 腎引導一下による残響率を検討すると，IV型と皿

型に多く認められ，type A2， A3も残石率が多いもの

であった（Table 14）．皿， IV型に多いということは

腎孟の拡張の有無よりも腎杯の拡張および玉杯頸部の

狭小化の有無の方が残石と関係があったと想えられ
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る．またtype Aに残石が多いということより腎杯の

みでなく点灯および腎杯の両者に結石が存在している

と手術が困難であろうと考えられた．小野ら2）の報告

でも皿型に43．5％，IV型に37．5％，■型に14．3％，

1型｝C・8．6％と残石が認められたと述べているごとく

皿，IV型は環石が生じやすい型であると考えられた．

 残石数は1つがもっとも多く45．4％であった（Table

15）・つぎに多数霞石が存在している症例が多かった．

これらは大抵小結石であり，狭くなつtN杯頸部を有

する腎杯に多数存在している結石であった．ζれは結

石の大きさでも長径4mm以下が7例（63．55％）と

過半数を占めていたことよりも考えられることであっ

た（Table 16）．

 Table 17は珊瑚状結石｝こおける盤石について検討

したものである．4例の残石のうち3例（75． 0％）が

複雑性のものであった．術後経過観察中心瑚状結石1

例と複雑珊瑚状結石2例の計3例が自然排座しtc．こ

れは珊瑚状結石全体としては12．5％（1／8），単独の珊

瑚状結石O％，複雑珊瑚状結石25．O％（1／A）｝こ経石

率が相当する．

 以上残石に関して検討した結果とくに1）多発結石

および複雑珊瑚状結石，2）狭小化した腎杯頸部に腎

杯結石が合併している場合，3）舷燈・腎杯に多発す

る結石，に対する手術をおこなうに際しては慎重に術

前検討をして可及的に残石を残さないようにすること

が必要であると考えられる．とくに2）の場合はたと

え残石が残ったとしても腎杯頸部の狭小化のため自然

輝石はさほど期待できないと思われるので完全に結石

を除去すべく努力をする必要がある．さらに結石の再

発や感染を予防するためにも狭小化した腎癌や腎杯頸

部IC対してはcalyrrhaphyやcalycoplastyをおこな

うとよいといわれている17）．また腎部分切除術につい

ては予想外に残石があったことより残曲率を下げるた

めには本術式を用いる場合の適応をきらに厳密にする

かまたは積極的にほかの術式を併用することが大切で

あろう．また腎切石術に関しても腎の重任を要するた

めに手術時閲に制限があり，聖血時間を延長させる方

法18・19）を併用したり，ほかの方法により腎結石の摘除

をすることも必要であろう。結石の取り残しを可及的

に避けるためには術中のレントゲン検査，心算鏡検査，

腎百出杯の出演やrenal hypothermiaなど20）を今後

はいっそう積極的に併用したいと考えている．

結 語

 1977年より1981年までの5年間に腎結石患者63例に

対しておこなわれた手術療法および残石に関して，検
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討をおこなった．これらの愚者の大多数は茨城県県南

地域の山口であった．

1）63例の腎結石患者｝こ対し66回の手術がおこなわれ

た．年齢は30歳代より50歳代に多く，男女比は約2：

1と男性に多かった．結石部位は左腎と右腎がほぼ同

数であった．

2）結石の個数は単発結石55．7％，多発結石31．7％，

珊瑚状結石6．3％，複雑珊瑚状結石が36．4％であった．

3）手術術式は拡大廟所切石術（21．2％），腎部分切

除術（16。7％），腎孟切石術（7．6％），腎切石術（7．6

％），腎摘除術（7．6％）およびこれらの術式の併用で

あった．

4）術中の平均出血量は拡大腎垂訓切石術239・工ml，

腎部分切除術 186．！ ml，腎孟切石術324。Om1，腎切

石術472・4 ml，腎摘除術454．6 m工であった．術中輸

血は66回の手術のうち4回（6．1％）におこなわれた．

5）結石成分は勇子ではCaOx十CaP混合結石（40．0

％），CaOx結石（3Z l％）， CaP結石（ll．4％）で

あり，女子ではCaP結石（35．0％）， CaOx十CaP

混合結石（30．0％），CaOx結石（20． O％）が頻度の

多い結石であった，ほかの結石としては男子ではCaP

＋炭酸カルシウム混合結石1醜，尿酸結石3例，女子

ではリン酸マグネシウムアンモニウム結石1例，シス

チン結石2例であった．

6）術直後の仮性再発は11腎（16．7％）に生じたが経

過観察中｝こ4腎｝こ自然川石がみられたため残石率は

10．6％（7／66腎）となった．術後の経過観察中残石に

はとくに問題となるような感染の合併は認められなか

った．また1腎（1．5％）に術後約1年の時点で真性

再発が認められた．

7）術式による残心率は腎部分切除術21．4％，腎切石

術20．O％，腎孟切石術18．2％，拡大腎孟切石術12．5％

であった．

8）多発結石および複雑珊瑚状結石に残石が多く認め

られた．残石の大きさは3～10・nmのものが多く，

残石数は1個組よび多数が多かった．

9）腎師範杯像による軒口率を検討した結果，腎孟の

拡張よりも腎杯の拡張および腎杯頸部の狭小化を有す

る腎と磁石との関係がより強く認められた．さらに腎

杯のみでなく腎孟および腎杯の両者に結石が存在して

いると耳石が生じゃすいと考えられた．
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