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下大静脈後尿管に合併した尿管腫瘍の 1例

川村 憲彦，高尾 徹也，永原 啓，向井 雅俊

福原慎一郎，吉岡 巌，市丸 直嗣，高山 仁志

宮川 康，辻村 晃，奥山 明彦

大阪大学医学部泌尿器科学教室

A CASE REPORT OF RETROCAVAL URETER

ASSOCIATED WITH RIGHT URETERAL TUMORS

Norihiko Kawamura, Tetsuya Takao, Akira Nagahara, Masatoshi Mukai,
Shinichiro Fukuhara, Iwao Yoshioka, Naotsugu Ichimaru, Hitoshi Takayama,

Yasushi Miyagawa, Akira Tsujimura and Akihiko Okuyama

The Department of Urology, Osaka University Graduate School of Medicine

A case of retrocaval ureter associated with right ureteral tumor in a 70-year-old male is reported. The

diagnosis was confirmed by CT and RP. Retroperitoneoscopic nephroureterectomy was performed. The

histology of the tumor was urethelial carcinoma. After 20 months, there was neither evidence of recurrence

nor metastasis. To our knowledge, this is the 11th case of retrocaval ureter associated with upper urinary

tract tumors.

(Hinyokika Kiyo 57 : 565-567, 2011)
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緒 言

下大静脈後尿管は，1893年Hochstetter が剖検例を，

1935年 Kimbrough1) が臨床例を最初に報告してい

る2)．本邦では，1989年に野瀬ら2)が下大静脈後尿管

285例についての集計を行っている．今回，われわれ

は右水腎症の精査中に，下大静脈後尿管に合併した右

尿管腫瘍と診断し，後腹膜鏡下に手術を施行しえた 1

例を経験したので報告する．

症 例

患者 : 70歳，男性

主訴 : 右水腎症精査

既往歴 : 高血圧症

家族歴 : 特記事項なし

現病歴 : 2007年 4月，肺炎と心不全にて近医へ入院

中，腹部 CT にて右水腎症を指摘され，精査目的に当

科紹介となった．

初診時現症 : 身長 167 cm，体重 63 kg，表在リンパ

節を触知せず，胸腹部理学的所見に異常を認めず

検査所見 : 血液生化学検査にて，BUN 25 mg/dl，

Cr 2.01 mg/dl と腎機能の低下を認める以外，血算・

血液生化学検査に異常を認めなかった．尿沈渣は，赤

血球数 1∼5/HPF，白血球数 1∼5/HPF であった．自

然尿細胞診検査は，陰性であった．

画像診断 : 腹部単純 CT では下大静脈の後面を通過

する右尿管を認め，この下大静脈の後面を通過する部

位より腎側に拡張した尿管と，拡張した腎盂・腎杯を

認めた．また，第 5腰椎の高さ（下大静脈後尿管より

膀胱側）にて右尿管腫瘍を疑う所見を認めた．転移を

示唆する所見を認めなかった．右尿管腫瘍を疑い，逆

行性腎盂尿管造影を行った．右上部尿管（第 5腰椎の

高さ）に filling defect を認めた．また，この際に採取

泌57,10,07-1

Fig. 1. Right RP shows a typical J-shaped deformity
in the dilated right proximal ureteric
segment with severe hydronephrosis and a
filling defect in the ureter.
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した右腎盂尿細胞診検査は class II であった (Fig. 1）．

入院後経過 : 比較的悪性度の低い尿管腫瘍では尿細

胞診検査が陰性となることがあり，一方，画像検査よ

り右尿管腫瘍の存在が強く疑われたことから，右尿管

腫瘍 cT1N0M0 の診断のもと，2007年 8月後腹膜鏡補

助下右腎尿管摘除術を施行した．手術所見としては，

腎下極付近で下大静脈の後面に入る右尿管を同定し，

この部位より頭尾側の下大静脈の腹側背側ともに可及

的に剥離をくわえた後，腎門部の血管を処理し，右腎

を遊離した．右下腹部に斜切開を置き，ここから開腹

手術へ移行した．中∼下部尿管を膀胱側へ剥離し，尿

管を膀胱から切離し，最後に下大静脈周囲を回旋する

部位の尿管を剥離し，尿管膀胱側を下大静脈後面から

腎側に引き抜いて，右腎尿管を一塊に摘除した．下大

静脈周囲を回旋する部位の尿管に周囲との癒着を認め

なかった．リンパ節郭清は行わなかった．手術時間は

8時間20分，出血量は 380 ml であった．下大静脈と

尿管および尿管腫瘍の位置関係を Fig. 2 に示す．摘出

標本の割面では，右尿管に，大きさ 3×1.3×0.9 cm

大の乳頭状有茎性腫瘍を認めた (Fig. 3）．腎盂などそ

の他の部位には腫瘍を認めなかった．病理診断は，
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Fig. 2. Diagrammatic sketch of the tumor and
retrocaval ureter.
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Fig. 3. Macroscopic appearance of the tumor.
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Fig. 4. Histological examination of the ureteral
tumor shows urothelial carcinoma (HE stain
×200).

urothelial carcinoma，G1，pT1，INFα であった (Fig.

4）．術後の血清 Cr 値は 2.0 mg/dl であった．術後20

カ月を経過した現在，再発・転移を疑わせる所見を認

めていない．

考 察

下大静脈後尿管は，発生頻度としては0.1％以下3,4)

と言われており，比較的稀な尿路奇形と言える．発生

機序として，通常であれば胎生期初期に後腹膜の静脈

叢の一部が消失し，正常な下大静脈が形成されるが，

尿管の腹側に存在する下主静脈のみが残り発達し下大

静脈となることによって下大静脈後尿管が生じる，と

言われている5)．

下大静脈後尿管については，本邦では野瀬らが286

例をまとめた報告をしている．それによると，臨床症

状としては側腹部痛，腰痛（63.4％）が最も多く，つ

いで血尿（35.8％）が多いと言われている．また，下

大静脈後尿管症例のうち，血尿を認めた症例の9.1％，

50歳以上の症例の16.3％に尿路腫瘍を合併していたと

報告されており，注意を要すると考えられる．特に50

歳以上の症例においての尿路腫瘍合併率16.3％は，通

常の上部尿路腫瘍の罹患率からみて，非常に高い．し

かし，むろんこれは，下大静脈後尿管のみでは症例報

告されることが少なくとも，下大静脈後尿管に上部尿

路腫瘍を合併した場合は症例報告されやすくなるとい

うバイアスも多分に入っているため，上部尿路腫瘍の

合併率が高くなっている，とも考えられるため，実際

の尿路腫瘍合併率はもっと低い可能性がある．

一方で，炎症が起こっている部位では，好中球や単

球・マクロファージなどが nitric oxide (NO) や

superoxide anion・hydrogen peroxide などの種々の活性

酵素を産生しており6,7)，これらの活性酵素は，組織

の DNA の損傷や修復の抑制に関わることで，癌の形

成に関与していると言われている8)．下大静脈後尿管

には尿流障害に伴う尿路感染や尿路結石などが合併し
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Table 1. Reported cases of retrocaval ureter associated with ureteral tumor

No 年齢 性別 主訴 腫瘍の部位 組織型 進達度など 予後

1 38 女性 右側腹部痛 右腎盂 Sarcoma 不明 不明

2 68 男性 血尿 右腎盂 UC 不明 不明

3 38 男性 血尿 右腎盂 UC pT1 不明

4 54 男性 血尿 右腎盂 UC 不明 不明

5 58 男性 血尿 右腎盂 UC pT3，G2-3 術後10カ月癌死

6 52 男性 血尿，右側腹部痛 右腎盂 不明 不明 不明

7 52 男性 血尿，背部痛 右上部尿管 UC pT2，G2 術後 4カ月再発なし

8 70 男性 血尿 右下部尿管 UC pT2，G3 術後12カ月再発なし

9 56 男性 血尿 右下部尿管 UC pT1，G2 不明

10 52 男性 右下腹部痛 右上部尿管 不明 不明 術後18カ月再発なし

11 70 男性 右水腎症精査 右上部尿管 UC pT1，G1 術後20カ月再発なし

* 血尿は全例肉眼的血尿．UC : Urothelial carcinoma.

やすく，これらに伴う慢性炎症により誘発された，

nitric oxide (NO) や superoxide anion・hydrogen perox-

ide などの活性酵素が，下大静脈後尿管症例における

上部尿路腫瘍の発生率の高さの原因となっている可能

性も否定できない9,10)．

われわれが検索しえた限りで，下大静脈後尿管に合

併した上部尿路腫瘍報告例11例2,11~13)を示す．年齢は

38∼70歳で中央値は54歳．性別は男性10人に対し，女

性 1人と男性に多い．主訴としては肉眼的血尿が 8例

で最も多い．腫瘍の存在部位としては，腎盂が 6例，

尿管が 5例であった．治療は全例に腎尿管全摘除術が

施行されており，開腹手術・腹腔鏡下手術で分類する

と，本症例は後腹膜鏡補助下に手術が行われた 2例目

となる．また，下大静脈後尿管部の処理については，

記載のないものが 6例，この部位で尿管を切離し尿管

下部と腎・尿管とを別々に摘除したものが 3 例であ

り，本症例のように腎・尿管を一塊に摘除しているも

のが 2例であった．病理組織診断については 9例に記

載があり，うち 8例が尿路上皮癌・1例が肉腫であっ

た．予後は，12例中 5例で記載があり，その内 1例の

みが癌死しているが，残りの 4例は再発なく経過して

いる (Table 1）．

下大静脈後尿管に合併する上部尿路腫瘍症例は稀で

あるが，下大静脈後尿管症例における上部尿路腫瘍の

発生率は，正常な上部尿路における上部尿路腫瘍の発

生率より高い可能性があり，注意を要する．今後，症

例の蓄積を要すると思われるが，下大静脈後尿管に合

併した上部尿路腫瘍でも，後腹膜鏡補助下に腎尿管摘

除術を施行しえると思われた．

結 語

下大静脈後尿管に合併した尿管腫瘍の 1例を経験し

たので，若干の文献的考察を加え，報告した．
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