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附鍔騎1野〕

先天性腎性尿崩症によるPolyuric Megalocystisの2例

金沢大学医学部泌尿器科学教室（主任：久住治男教授）

    川口光平・中島慎一
    三崎俊光・久住治男
金沢大学医学部第2内科学教室（主任：竹田亮祐教授）

    水野清雄・竹田康夫

POLYURIC MEGALOCYSTIS ASSOCIATED WITH CONGENITAL

NEPHROGENIC DIABETES INSIPIDUS ： REPORT OF TWO CASES

          Kouhei KAwAGucHI， Shin－ichi NAKAsHiMA，

          rl”oshimitsu MisAKi and Haruo ｝lisAzuMi

   FromぬθDeParimentげUroto9ノ， SchoOg cf Medicine，1（anazawa U泌8r5妙，1（anazawa

               μ）irector；Pγ〔v7． H．研∫α雛窺り

             Seio MizuNo and Yasuo TAKEDA

From伽1）吻プtment of Sedond lntemal．Mledicine， School of Medicine， Kanazawa Univer吻，， Kanazaωa

               rDirector： Prof． R． TaL’eda）

  We have diagnosed and treated two siblings with megacystis and hydronephrosis secondary to

polyuria， resulting from congenital nephrogenic diabetes insipidus． This report皿ainly refers to

the voiding dysfunction of the urinary bladder in the patients． The patients had neither neurological

disorder， anatomical outlet obstruction nor vesico－ureteral refiux． Urodynamically， both of them

showed a normal urethral pressure profile， but the cystometric findings were different； an uninhibited

bladder in the elder brother， a high compliance bladder in the younger brother． The difference between

these cystorne亡ic findings is discussed on the basis Qf functional changes of the overdistended detrusor．

Key words： Congenital nephrogenic diabetes insipidus， Polyuric megalocystis， Urodynamics

緒 言

 解剖学的あるいは生理学的なobstructionがなく

ても，いちじるしい多尿によって尿路に拡張が生ずる

ことは以前より良く知られているが，巨大膀胱に関す

る疾患概念としてTankら1）は多尿のみによって巨大

な膀胱を呈する疾患群をpolyuric megalocystisと

いう1つの症候群として把えることを提唱し，ほかの

原因による巨大膀胱と区別することは診断や治療にお

いて意i義があると報告している．

 われわれは最近，先天性腎性尿崩症によるpolyu－

ric megalocystisと考えられる2例を経験し，その

膀胱尿道機能について検討したので，その結果を報告

するとともに過伸展に対する膀胱利尿筋の変化に関し

て若干の文献的考察を加えて鞭告する．

症 例

 〔症例1〕 29歳，男

 既往歴 20歳頃より高血圧を指摘されている．

 現病歴 出生直後より多飲，多尿で小学校に入学し

てからも遺尿が続くため，福井県立病院小児科に入院

し，このときに尿崩症と水腎症を指摘された．以後，

同病院にてときどき治療を受けていたが，今回精査の

ため金沢大学医学部附属病院第2内科に入院した．泌

尿器科には水腎症の程度の検索と残尿が多いために紹

介された．

 現症 身長154 cm，体重50．4 kg，血圧140／88

mmHg，脈拍80／min．，体格栄養とも中等度，貧血・
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Fig． 1． A： Retrograde pyelogram of Case 1， showing bilateral gross hydronephrosis．

    B： 20－minute delayed retrograde pyelogram， showing a large quantity of

      residual contrast dye in the upper urinary tract．

Fig． 2． Cystograrn of Case i， showing a huge

    bladder． Arrow indicates vesical wall

    thickness．

黄疸なし，腹部平坦，肝。脾・腎は触知せず，陰茎・

陰嚢内容。前立腺は正常．

 検査成績 尿所見：蛋白（一），糖（一），ウロビリノ

ーゲン（±），赤血球（一），白血球（一），上皮（一），細

菌（一），円柱（一）．末梢血1赤血球461×104／mm3，

白血球5，200／mm3，血小板26．4×104／mm3，ヘマト

クリット40％．電解質lNa 147 mEq／1， K 4．o mEq／

1，cl 113mEq／1， BuN 15mg／dl，クレアチニン1．6

mg／d1，尿酸8．O mg／dl，肝機能1正常．腎機能：PSP

3％（15分値），49％ （120分値），クレアチニン・ク

リアランス80ml／min．．負荷試験など11日尿量

10，000～13，000ml，尿比重1001～1003，尿浸透圧60．7

～89．6mOsm〃，水制限下でのpitressin負荷試験で

は尿量，尿浸透圧とも変化せず．5％NaCl負荷時

におけるADH（antidiuretic hormone）の測定で

は，血漿浸透圧の上昇に伴ってADHにも上昇が認

められた，

 X線学的検査 逆行性腎醸造影像では，腎孟・腎杯

および尿管に著明な拡張を認め，delayed 20分像でも

造影剤の排泄は不良であった（Fig．1）． VUR（vesi－

coureteral reflux）についての検索では両側とも

VURは認められなかったが，850ml注入での膀胱

造影像で腸管gasと膀胱欝欝とのなす厚さが3mm

で膀胱壁が肥厚していると考えられる所見が認められ

た（Fig．2）．

 膀胱鏡検査 膀胱後壁から頂部にかけて，中等度の

肉柱形成が認められたが，三角部の形態は正常で，尿

管口にも異常は認められなかった．

 膀胱尿道機能検査 測定はDISA社製の2100
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症例 1．29歳．男

灘

Fig． 3．

礁

Urodynamic examination of Case 1； UPP is normal．

uninhibited contractions of the bladder．

挿画i／灘

轍覇

  甑鄭s｛IN＆｛；駕

Cystometrogram shows

URO systemを用い， UPPはFr．12 sizeの

creat medic社製tubeにてCO2流量10 ml／min．，

引き抜き速度0。5mm／sec．で測定した．膀胱内圧測

定はCOz流量100 ml／min．でおこない，筋電図は

会陰部表面電極を用いて記録した．症例1の排尿状況

は自然排尿量200～350mlで残尿は500～700 mlで

あった．UPP（urethral pressure pro丘le）ではUP

max （maximum urethral pressure） 117cm H20，

UL（postcrior urethral length）32 mmと正常所

見であった．膀胱内圧測定では，200ml注入で無抑

制収縮を認めたが，排尿には至らず，400 mlでも同

様の収縮を認めた．しかしこの無抑制収縮にても排尿

はなく，収縮が消失した時点で排尿を命じたところ，

膀胱内圧100cmH20で排尿が認められた．しかし，

この排尿は筋電図上膀胱内圧の上昇に一致してspikc

の増加が認められることから，腹圧性の排尿と考えら

れた．なお筋電図で，肛門随意収縮，球海綿体反射に

伴うspikeは正常に認められた（Fig．3）．

 経過 上記所見が認められたため，水分摂取の制限

とIndomethacin， hydrochlorothiazideの投与をお

こない，約30％程度の尿量の減少が認められた．泌尿

器科的には約4ヵ月間の留置カテーテル設置をおこな

ってみたが，逆行性腎孟造影像，排尿状況に見るべき

改善なく，一応膀胱の過伸展状態をなるべく減ずると

いう目的で2時間ごとの縷縷的自己導尿を指導し，経

過観察中である．

 〔症例2〕 27歳，男（症例1の弟）

 既往歴 特記すべきことなし

 現病歴 出生時，とくに異常を認めなかったが，発

育不全，原因不明の発熱，痙攣を頻回に認め，4歳頃

にようやく歩行可能となった．遺尿は認めなかった

が，中学生頃に多飲・多尿であることに気付いた，今

回，症例1の兄が腎性尿崩症でもあり，精査のために

金沢大学医学部附属病院第2内科に入院し，水腎症の

程度の検索と，残尿が多い点について当科に紹介され

た．

 現症身長158cm，体重48．5 kg，血圧110／88

m・nHg，脈拍76／min．，体格栄養とも中等度，貧血・

黄疸なし，腹部平坦，肝・脾・腎は触知せず，陰茎・

陰嚢内容・前立腺は正常．

 検査成績 尿所見1蛋白（一），糖（一），ウロビリノ

ーゲン（±），赤血球（一），白血球（一），上皮（一），細

菌（一），円柱（一），末梢血：赤血球575×10‘／mm3，

白血球3500／mm3，血小板10。2×104／mm3，ヘマトク

リット45％・電解質：Na 142 mEq／l， K 3．7 mEq／1，

cl llomEq／1， BuN llmg／d1，クレアチニン 1．1

mg／d1，尿酸9．5 mg／dl．肝機能：正常．腎機能：

PSP 42％ （15分値），78％ （120分値），クレアチニ

ン・クリアランス102ml／min．．負荷試験など：1日

尿量6，000～10，000ml，尿比重1001～1003，尿浸透

圧68・o～120・omosm／l．水制限下でのpitressin負

荷試験では尿量，尿浸透圧とも変化せず．

 X線学的検査 逆行性腎孟造影像では，上部尿路の

拡張は軽度で，delayed 20分で造影剤はほぼ排泄され
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Fig． 4． A： Retrograde pyelogram of Case 2， showing slightly dilated bilateral upper

     urmary tract．
    B： 20－minute delayed retrograde pyelogram， showing a little residual contrast

     dye in the upper urinary tract．

セな w 鎖

   幽朧朧繍軸醸轟細蟹
Fig． 5． Cystogram of Case 2， showing a

    huge bladder．

た（Fig。4）． VUR検査では両側ともVURは認め

られなかった（Fig。5）．

 膀胱鏡検査 膀胱後壁に軽度の肉柱形成を認めたが，

三角部・尿管口の形態は正常であった．

 膀胱尿道機能検査 排尿状況は自然排尿量500～600

ml，残尿量150～300 mlであった． UPPではUP

max．100 cm H20， UL 32 mm と正常所見であっ

た．膀胱内圧測定では430 mlで最少尿意， 620 ml

で最多尿意を示しhigh compliance bladdcrの所

見であった．排尿を命じても内圧の上昇75cmH20

が最大で認められたが，臥位では排尿不能であった．

なお筋電図で，肛門随意収縮，球海綿体反射に伴う

spikeは正常に認められた（Fig．6）．

 経過 水分摂取の制限とhydrochlorothiazideの

投与で約30％程度の尿量の減少が認められた．泌尿器

科的には定期的観察以外，特別な治療はおこなっては

いない．

 なお，症例1，症例2の家族歴は兄弟4名のうち3

名に腎性尿崩症が認められた．

考 察

 先天性腎性尿崩症はWaringら2）によって報告され

たのが最初とされ，pitressinに反応しないことより

別名pitressin抵抗性尿崩症とも呼ばれている3・4）．

本症は遺伝性の疾患とされ，伴性劣性遺伝とする報告

者と常染色体優性遺伝とする報告老があるが，一般的

には伴性劣性遺伝と理解されているようである．その

原因はADHに対する尿細管の反応の欠如にあると
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症例 2．27歳．男

Fig． 6． Urodynamic examination of Case 2； UPP is normal． Cystometrogram shows

a high compliance bladder．

され5・6），最近ではadeny1。cyclase－cyclic AMP系

との関連性が検討されている7）．本症の診断はpitre－

ssinに対する反応の欠如や血漿浸透圧の上昇にとも

なうADH分泌の増加，および家族歴などにより容

易に診断されるが，治療としてはthiaz呈de系薬剤が

有効とされるものの，十分な効果は期待しがたく，われ

われの2症例でも約30％程度の尿量の減少が認められ

た程度であった8・9）．しかし本症の予後は比較的良好で

life spanはほぼ正常と変りない疾患とされ， Cartcr

ら10），Millerら11）の報告以来一致した見解とされて

いる．

 いっぽう，先天性腎性尿崩症にかぎらず，尿崩症の

ごとくに多尿を呈する疾患には上部尿路の拡張や巨大

な膀胱が見られることは以前よりよく知られている

が1・5’6・8・10“一14），最近urodynamic studyの進歩に

ともなって下部尿路の機能的変化についても若干なが

ら報告されるようになってぎている6・15）．これらの報

告の中で巨大膀胱に関する定義について，Tankら1）

は多尿に起因する巨大膀胱と，そのほかの原因による

巨大膀胱を区別することは診断や治療において意義が

あるとし，これをpolyuric megalocystisと命名す

ることを提唱している．われわれの2症例も多尿が原

因による巨大膀胱と考えられる点からpolyuric me－

galocystisの命名をおこなった．しかし， Tankら1）

の症例はおもに小児例で解剖学的，生理学的な下部尿

路通過障害を認めず，また残尿も認めない例であり，

このこともpolyuric megalocystisの定義に含めて

報告しているので，厳密にはわれわれの症例とは異な

るが，多尿によって小児期より膀胱が持続的な過伸展

状態にあり，これによる二次的な変化として生じた膀

胱機能異常と考えられる点から，この命名を用いたわ

けである．

 さて，膀胱の持続的な過伸展が利尿筋に対してどの

ような変化をもたらすかということは，排尿障害を扱

う研究者にとってきわめて興味深いところである．こ

の点に関する研究には，unstable bladderに対する

overdistension therapyに関する臨床的研究を始め

として16・17），下部尿路通過障害時におけるさまざまの

利尿筋の変化などが数多く検討されている18～2D）．ま

た，前立腺肥大症などに見られるdetrusor hyperre－

flexiaなども21““23），通過障害に対する利尿筋の器質

的，機能的な変化について追求されている．さらに

overdistcnsion therapyに関する臨床的な成果が報

告されるにしたがって，基礎的な研究もまた並行して

追求され，おもに膀胱壁内の血流に関する研究や形態

学的な研究がなされてきた．Finkbeinerら24），

Nemethら25）は犬の膀胱を用いてoverdistensionに

ともなう膀胱壁内の血流の変化を検索し，2時間の

overdistensionで約20～25％の血流の低下が認めら

れたと報告している．いっぽう，形態学的研究では

Goslingら26）はoverdistension後の平滑筋や神経

に関してはあまり所見が認められなかったとしている

が，Sehn27）は電子顕微鏡的に詳細な検索をおこない平

滑筋の構築や筋細胞間には変化は認められなかったも
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のの，axonal swellingやorganellesの融解よりな

る神経軸索の変性が認められたとし，その再生過程に

ついても詳細な観察をおこない報告している．さら

に下部尿路ゐ通過障害に関する研究としては，Brent

ら19），Mayoら18）， Jakseら22）の報告があるが，通過

障害に対する代償性変化として利尿筋にはhyperpla－
sia，． ?凾垂?窒狽窒盾垂?凾ｪ生ずると報告している．さらに

村山ら27），勝見ら28）は犬を用いて膀胱頸部狭窄を作成

し，これに対する利尿筋の変化に関して acetylcho－

line， acetylcholinesterase t／こついて検討している．

これによるとin vitroでのacetylcholineに対する

利尿筋の感受性についての薬理学的検討および利尿筋

における acetylcholinesteraseの定量では神経性因

子の関与があるのではないかと報告している．

 われわれの報告はわずか2例についての報告である

が，これらの利尿筋の変化に関する考察をおこなうに

際してきわめて興味深いと思われる．一般的には前立

腺肥大症などの通過障害においては，初期には通過

障害に対して利尿筋がhyperactiveな状態になる

mechanismがあり，この代償性の収縮力の増大によ

って，一応残尿なく排尿をおこなえる状態になるが，

続いて利尿筋が代償不全に陥り，収縮力の減退ととも

に残尿が発生していくと考えられている，

 しかしわれわれの2症例の膀胱機能を考えた場合，

症例2においてはこの考え方で説明できるが，症例1

の無抑制収縮に関しては説明が困難である．症例1，

症例2とも軽度のmental retardationは認めるも

のの，神経学的検査ではとくに異常なく神経障害が存

在するとは考えられない．したがって症例1の無抑制

収縮に関して症例2の状態を経由したと考える場合，

Ramseyら4）， Nissenkornら13）の報告にあるごとく，

利尿筋の代償性肥大によって，膀胱頸部に何らかの通

過障害が生じ，それが原因となって再度hyperrefle－

xicな利尿筋に変化したとも考えられる．いっぽう，

症例1には小児期に遺尿が認められたことより，潜在

性の神経因性膀胱が先天的に存在し，そのために症例

2と異なった膀胱内圧所見を呈するとも考えられ，こ

の方が妥当であるかも知れない．

結 語

 congenital ncphrogenic diabctes insipidus ケこ

よる多尿に続発した巨大膀胱の兄弟を経験し，その排

尿機能異常について報告した．2例ともUPPは正

常であったが，膀胱内圧所見では，兄は無抑制膀胱を

呈し，弟はhigh compliance bladderを示した．こ

の両者の所見の相違に関して，過伸展された利尿筋が

機能的にどのように変化するかについて文献的に考察

した．
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