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〔循燃2面懸

腎 静 脈 弁 の 1 例

大阪逓信病院泌尿器科（部長：
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島
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A CASE OF RENAL VEIN VALVES

   Toshiaki KAwANAKA， Susumu SASAKI

          and Minoru OsHiMA

From the」〔）ePartment（ゾ乙Jrolog］， O∫aka 7一屍∫痂πHospital

         （Director．’ 2Vf， Oshima， M，D，）

   A case of renal vein valves which was supposed to be the cause of gross hematuria was reported

and discussed in reference to the English literatures， A 32－year－old man was admitted with asymp－

tomatic gross hematuria． Physical examinations and laboratory data were within normal limit，

Cystoscopic examination showed no abnormal findings except for hematuria through the left ureteral

orifice． Although DIP and RP were normal， left rena正venogram demonstrated that there were two

main renal veins and thin and sharply defined filling’ @defe6ts in the origin of each vein which were

due probably to the renal vein valves． No case ofrenal vein valve has been reported inJapan， although

there have been many in English literatures， in which the authors concluded such renal vein valve

did nQt play any pathologic role for hematuria． ln our case， however， the valves might have caused

renal congestion for the following reasons， which led to gross hematuria：

1．） The appearance of the valves was concave toward the renal hilus of which direction was against

  the bloed stream．

2） The remarkably dilated and tortuous lumbar vein was found in renal venography．

3） Contrast medium in the renal vein still remained even 13 sec after the injection without the use

  of vasoconstrictor into the renal artery．

4） Renal arteriography demonstrated only 3 collateral veins but main renal veins were not visualized

  in venous phase．

緒 鼠

 最近，腎疾患の診断に腎静脈造影が施行されるよう

になり，いわゆる特発性腎出血の原因の1つとして腎

静脈系の異常が指摘されつつある．腎静脈弁は文献的

にはまれなものではないが，すべて生理的静脈弁とし

てとりあっかわれており，病的意味については言及さ

れていない．われわれは腎静脈弁が腎出血の原因とな

ったと思われる症例を経験したので報告する．

症 例

 患者：樋○高○，32歳，男子．

 主訴：無症候．性血尿．

 家族歴．：特記すべきことなし．

 既往歴二22歳頃，無症候性血尿があったが，保存的

療法により3日間で消失した．しかし泌尿器科的検査

は行なわれていない、

 現病歴：1979年3月29日，肉眼的血尿に気づき，某

病院を受診した．膀胱鏡検査で左尿管口からの血尿を

指摘されたが，IVPでは異常所見は認められなかっ
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た．そこで特発性腎出血として通院治療をうけていた

が，間欠的に肉眼的血尿が出現するため，同年4月20

日，当科を受診した．膀胱鏡検査により左尿管口から

の血尿を認めたので，精査を目的として入院した．

 現症：休格栄養ともに中等度で，眼瞼・眼球結膜に

Fig．1． IVP． No abno皿al findings．

Fig． 2． AAG． Two main renal arteries are

shown in both kidney．

貧血・黄疸を認めない．胸・腹部の理学的所見に著変

なく，肝・脾・腎を触知しない．

 一般検査所見：血圧130／64mmHg，赤沈1時間値

1mm．血液所見；RBC 498×104／mm3， Hb 15．39／d1，

Ht 45．0％， Platelet 21．7 × le4／mm3， WBC 6，700／mm3，

臼血球分画に異常を認めない，出血凝固時間は正常範

囲．血液化学所見；TP 7．4 g／dl， albumin 5．19／dl，

GOT 13 KarmenU／ml， GPT 6 KarmenU／ml， TTT

1 u， ZTT 3 u， FB3 93 mg／dl， BUN 11．8 mg／dl， sCr

O．85 mg／dl， Na 139 mEq／L， K 5．O mEq／L， Cl 103

mEq／L， Ca 10．1 mg／dl， P 3．3 mg／dl．

 尿所見：赤褐色，混濁，pH 5～6，蛋白（升・），糖

（一），赤血球（無数），白血球（一），上皮細胞（一），

円柱（一），細菌（一），塩類（一），尿結核菌培養（一）．

 膀胱鏡検査所見：膀胱鏡の挿入は容易で，膀胱容量

は300ml，粘膜には異常を認めないが，左尿管口から

の血尿を認めた．

 レ線検査所見：胸部レ線像には異常を認めない．

DIPでは腎臓・腎杯・尿管の形態に異常を認めない

（Fig．1）． AAGでは左右ともに腎静脈を2本認めた

（Fig．2）．次いで選択的腎動脈造影を行なった．上脳

動脈造影の動脈相では異常所見を認めなかったが

（Fig．3A），静脈相では腎からのdrainage veinが2本

造影されているにもかかわらず，腎静脈は造影されて

いない．Fig．3Bはそのサブトラクションである．下

田動脈造影の動脈相でやはり腎静脈ではないdrainage

veinが描記された． Fig．4Bはそのサブトラクション

である．次にpharmacovenographyを行なったとこ

ろ，左腎静脈を2本認めるとともに，悪闘静脈と腰静

脈の合流部に腎静脈弁を思わせるドーム状の陰影欠損

が描記され，同時に腰静脈の異常な拡張・蛇行を認め

た（Fig．5）．カテーテルは下腎動脈および上騰静脈に

挿入されている．2週間後，腎動脈より血管収縮剤を

投与せずに生理的条件下で再度腎静脈造影を施行し

た．Fig．6に示したように，上腎静脈の基始部にもド

ーム状の陰影欠損がみられ，造影13秒後にもかかわら

ず造影剤の停滞を認めた（Fig．7）．カテーテルは下田

静脈に挿入されている．

 経過：止血剤の内服などの保存的治療で血尿は消失

し，尿蛋白も陰性化した．その後外来で経過観察して

いるが，再発を認めず尿所見にも異常を認めていな

い．

考 察

 腎静脈造影を行なうとき，単に造影剤を逆行性に注

入するだけでは腎静脈の環流圧により造影剤が腎内静
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         Fig． 3A Fig 3B
Selective angiography into the upper renal artery A： arterial phase B： venous phase

（subtraction）． Main renal vein is not described． Arrow indicates two collateral drainage

vems．

L

K

        Fig 4A

Selective angiography into the lower renal artery．

（subtraction） Main renal vein is not described．

            Fig． 4B

A： arterial phase． B： venous phase

Arrow indicates a collateral vein．
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    Renal pharmacovenography ipto theF三9．5・

    upper r’enal vein． Arrow． indi．cates a
                 Lumbar    vhrve in the lower renal vein．

    vein is remarkably dilated and tortuous．

    Renal venography into the lower renalFig． 6．

    vein withou’t using the vasoconstrictor．
    A valve in the upper renal vein is

    indicated by arrow．

Fig． 7， Renal venography into the lower renal

    vein without using the vasoconstrictor．

    Film taken 13 sec after the injection

    showed that contrast medlum still

    remained distal to the valve in the

    upper renal vein．

脈の末梢まで充分に到達しない．そこで種々の腎静脈

造影法の改良が行なわれてきたが，中でもOlin and

Reuteri）の報告したrena且pharmacovencgraphyは

手技が比較的簡便で腎静脈枝の末梢まで充分に造影さ

れるので，最近では本法が種々の腎疾患の診断に用い

られるようになった．しかし，本法によってもときに

腎静脈の末梢が造影されないこともあり，その原因の

1つとして腎静脈弁の存在が注目されるようになっ

た2”4）．腎静脈弁は欧米文献によるとまれなものとは

いえない．すなわち，剖検例でAhlbergら5）は，右

側で28％，左側で4％，Takaroら6）は，右側で70％，

左側で55％と報告している（Table l）．後者による頻

度が著しく高いが，痕跡程度のものまで静脈弁として

いる点に問題があると思われる．一方，腎静脈造影時

に発見される頻度をみると，Beckmann and Abrams2）

は，右側で16％，左側で15％，Oleagaら3）は，右側

で18％，左側で23％と報告している（Table 2），な

お，本邦における腎静脈弁の報告例は見あたらない．
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Table 1． lncidence of renal vein valves in

     autopsy

renal vein total with valves Ojo

right

left

65
78

i8

3
28
4

Ahlberg， N． E． et al．

right

left

20
20

14

11

70
55

Takaro， T． et al．

Table 2． lncidence of renal vein valves in

     venography

renal vein total with valves Ors

right

Ieft

45
53

7
8

16

15

Beckmann， C． F． et al．
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ち25例は上部尿路静脈系のうっ滞を伴うものであった

と報告している．まt仁平ら8）は特発性腎出血患者で

腎静脈造影を施行した20例中に腎静脈ないし下大静脈

の先天異常を7例に認め，そのうち4例に腎孟尿管静

脈瘤の合併を認めたことより，このような先天異常は

腎静脈系のうっ滞をおこしやすく腎性血尿のpredi－

sposing conditionであると推定している．われわれ

の症例でも，（1）腎動脈造影の静脈相で腎静脈が造影

されず3本の側副静脈が造影されたこと，（2）腰静脈

の異常な拡張．・．蛇行がみられたこと，（3）血管収縮剤

を使用しない生理的条件下での腎静脈造影で，i3秒後

においても造影剤の停滞が認められたこと，により腎

静脈系のうっ滞があったと考えられる．さらに静脈弁

が生理的静脈弁の逆行方向を向いていたことから，こ

れが病的静脈弁として作用し腎静脈系のうっ滞をひき

おこしたものと推定した．

right

left

II

22
2
5

i8

23
Oleaga， J． A． et al．

腎静脈造影における腎静脈弁の形態はBeckmannら

によると thin， sharply defined web－like structures

を呈し，それはbicuspidあるいはtent shapedで島

民部に対し凸である．このような静脈弁は造影剤の逆

行性注入に対し，ときに部分閉塞，まれに完全閉塞を

ひきおこし，腎静脈末梢部の造影不良の原因となる

が，これは生理的静脈弁としての働きと解釈できる．

このように腎静脈弁の存在が必ずしも病的状態を惹起

するものとはいえない．しかし，われわれの症例では

上下の腎静脈弁はいずれも瓜田部に対し凹のドーム状

を呈している．これは生理的静脈弁と異なり逆行方向

を向いているので，腎静脈血の流血を防げる病的静脈

弁と思われる．

 いわゆる特発性腎出血といわれる原因：不明の腎出血

に関し，これまで種々の検討がなされてきたが，最近

腎静脈系のうっ滞が腎性血尿の原因の1つであるとす

る報告を散見するようになった．山田ら7）は，動脈造

影で異常を認めない特発性腎出血患者63例に腎静脈造

影を施行し，30例に何らかの異常所見を認め，そのう

結 語

 血尿を主訴とした32歳男子の腎静脈弁の症例を報告

した．腎静脈弁は欧米文献工まれなものではないが，

病的意味づけを行なったのは，われわれの報告が最初

と思われる．

 本論文の要旨は，第91回関西地方会で発表した．

賜った前川正信教授に深謝いたします．
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