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Fig. 1. MAG3 renogram showed the obstructive
pattern in right kidney.
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A 26-year-old woman presented to our hospital with right costovertebral angle (CVA) pain.

Ultrasonography and computed tomography (CT) scan indicated right hydronephrosis, and MAG3

renogram showed an obstructed pattern in the right kidney. Enhanced CT scan revealed an ureteropelvic

junction obstruction (UPJO) with an aberrant vessel. To clarify the ureteropelvic junction (UPJ) structure

in detail, we utilized 3D-CT with retrograde pyelography (RP), which further revealed the true pinhole

ureteral stricture of UPJ unaffected by the aberrant vessel.

(Hinyokika Kiyo 63 : 267-270, 2017 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_63_7_267)
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緒 言

近年 CT や MRI を元に作成した 3D 画像を診断や

治療計画に応用する場面が増え，泌尿器科領域におい

ても術前評価などに用いた報告が認められる1)．

今回われわれは，腎盂尿管移行部狭窄（UPJO）に

おける閉塞起点の同定に，逆行性尿路造影を併用した

3D-CT が有用であった症例を経験したので，若干の

文献的考察を加え報告する．

症 例

患 者 : 26歳，女性

主 訴 : 右背部痛

既往歴 : 気管支喘息，胃潰瘍

家族歴 : 特記事項なし

生活歴 : 喫煙なし，飲酒なし

現病歴 : 2014年 9月，右背部痛を自覚し当院泌尿器

科を受診した．初診時の腹部超音波検査および腹部単

純 CT にて UPJO によると思われる右水腎症を認め

たため後日 99mTc-MAG3 利尿レノグラム（Fig. 1）施

行，右腎に閉塞型排泄遅延を認め精査目的に入院と

なった．

入院時現症 : 身長 160 cm，体重 56 kg，体温

36.5°C，血圧 113/69 mmHg，心拍数 57 bpm，右背部

痛を認める以外は所見なし．

入院時検査所見 : BUN 11 mg/dl，Na 141 mEq/l，K
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Fig. 2. Enhanced CT suggested the existence of
UPJO with a lower pole-crossing vessel.

泌62,08,0◆-3

Fig. 3. A lower pole-crossing vessel was more clear
by enhanced CT with RP.

泌62,08,0◆-4

Fig. 4. 3D-CT with RP showed clearly the relation-
ship between the ureter and the aberrant
vessel. The cause of hydronephrosis was a
pinhole stricture of UPJ.

泌62,08,0◆-5a
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Fig. 5. (A) IVP 15 min supine position showed right
hydronephrosis. (B) IVP 15 min standing
position showed the decrease of hydroneph-
rosis.

4.5 mEq/l，Cl 102 mEq/l，Cre 0.61 mg/dl，eGFR 97.7

ml/min/1.73 m2，CRP 0.01 mg/dl，WBC 7.00×103/

μl，Hb 13.3 g/dl，Plt 31.4×104/μl

臨床経過 : 腹部造影 CT を施行したところ，右腎動

脈下極枝が尿管を圧排している可能性が示唆された

（Fig. 2）．しかし狭窄のため右尿管の描出は不十分で

あったので，血管と尿管の関係を明確にするために，

逆行性尿路造影（RP）を併用した造影 CT を再度撮

影し，3D-CT 画像を再構築する方針となった．

RP 併用の CT では，右腎動脈下極枝が腎盂尿管の

腹側を走行し，その交差部で尿管を圧排している様子

がより明確に描出された（Fig. 3）．しかし再構築され

た 3D-CT を確認，前日の造影 CT の 3D-CT 画像と

比較すると，RP により逆行性に圧をかけ，生理的な

尿管蠕動運動が排除された状況では，下極枝による圧

排の前後で尿管径に大差がなく，さらにその頭側を詳

細に確認したところ，拡張した腎盂と尿管の間に pin

hole 様の狭窄部が認められ，水腎症の主たる原因は，

非血管性の UPJO であることが判明した（Fig. 4）．
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非血管性 UPJO に対する治療として，後日腹腔鏡

下腎盂形成術を施行した．狭窄範囲が短く，血管が主

たる原因ではなかったため，術式は余剰腎盂を切離し

ない，nondismembered の一法である Fenger 法を選択

した2)．右腎動脈下極枝の圧排や拍動による操作への

影響はなかった．狭窄部から腎盂に向かい約 1 cm の

縦切開で尿管を開き，開窓部は尿管軸と水平方向に

4-0 バイオシンを 4針かけ，結紮縫合で閉じた．術後

経過は良好であり，術後 1カ月で尿管ステントを抜去

した．その後，右背部痛は改善し，静脈性尿路造影

（IVP）を施行したところ，臥位では右水腎となった

が（Fig. 5A），立位では遊走腎となるものの尿管への

尿流出と水腎症の改善が認められた（Fig. 5B）．

考 察

UPJO を含む先天性水腎症の病態は，先天的な尿路

の器質異常により，上部尿路における尿流の停滞や逆

流を生じ，腎盂腎杯の拡張を呈した状態であることは

いうまでもない．周知のように近年では出生前診断や

超音波スクリーニングにより周産期に大部分は発見さ

れるようになったものの，幼少期や本症例のように青

年期に判明する場合も稀ではない．一般に先天性尿路

疾患は水腎症も含め，男児に多く認められ，性差は新

生児期では 2倍以上といわれているが，青年期では明

確に言及されていない．

UPJO は先天性水腎症の主要な原因であり，その発

生機序の内因性のものとしては，輪状筋形成不全およ

び間質増生による腎盂尿管移行部の狭窄，発生段階に

おける胎児性襞の遺残による尿管の弁様構造化が挙げ

られる3)．外因性のものとしては，異常血管・副血

管・腎動脈下極枝などによる圧迫が挙げられ4)，その

頻度は15∼52％，成人発症例では小児発症例の 2倍と

も報告されている5)．また，血管異常は，腎の回転異

常や馬蹄腎で認められる場合が多い．

UPJO を含めた先天性水腎症や尿路閉塞において，

CT は排泄性尿路造影（IVP）や RP などの尿路造影

検査と比較し閉塞部位をより鮮明に描出でき，加えて

後腹膜腔内の構造，血管との位置関係も把握すること

も可能である．特に異常血管の同定には非常に有効で

あり，単純な描出に留まらず，術中所見と照らし合わ

せた場合でも感度は97％，特異度は92％と報告されて

い る6)．一 方，contrast-enhanced CDI（color doppler

imaging）やMRI（magnetic resonance imaging）が異常

血管の描出において CT よりも優れているとする報

告7)もあるが，超音波検査では所見が技術に影響され

る点や費用，簡便性の点も合わせると CT の有用性が

勝ると報告されている8)．3D-CT は構造の把握や，

臓器と血管との位置関係を三次元的に把握できること

から，先天性水腎症のみならず腫瘍性疾患など多くの

症例で，原因精査，術式選択や治療計画に利用され，

良好な治療成績に結びついている1,9,10)．しかし，本

症例は狭窄によって右尿管は描出不良であり，加えて

水腎症では腎盂内圧上昇により蠕動回数が亢進するた

め11)，通常の 3D-CT では蠕動による生理的（機能

的）な狭窄・閉塞が生じる可能性，蠕動のタイミング

によっては軽度の狭窄が過大評価される可能性があっ

た．したがって本質的な閉塞起点を検索するためには

尿管そのものを十分に描出し，さらに生理的な尿管蠕

動を排除した状態での画像が必要と考え，本症例で

RP を併用した 3D-CT を施行した．その結果，異常

血管による尿管の圧排は認めたものの，水腎症の本質

的な原因は非血管性の UPJO であると診断された．

異常血管が UPJO の一次的原因になりうるのか，

また，その機序に関しては様々な議論がある．異常血

管の圧迫により水腎症を起こしえるという Schmidt ら

の説や，異常血管の拍動が，尿管蠕動を阻害し，水腎

症を生じるという Perison ら12)の説がある一方，本邦

において今村ら13)は，種々の一次的原因による尿路

閉塞が水腎症を起こし，身体活動の増加，尿産生の増

加，腎重量の増加などの複数の要素が加わった結果，

異常血管による圧迫が二次的に起こり，多くは青年期

などに水腎症の増悪を生じるとしている．異常血管に

起因する場合は非持続性，発作性の疼痛を自覚するこ

とが多いと報告されているのも上述した説のためと考

えらえる．

本症例も青年期発症であることや，器質的狭窄に異

常血管を合併していたことを考えると，今村らの説に

合致する可能性が高いと思われ，異常血管による

UPJO が疑わしくとも，根本的な水腎症の原因が存在

するような症例は少なからず存在することが示唆され

る．したがって，RP を併用した 3D-CT の有用性に

関する報告は検索した限りでは確認できなかったが，

青年期初発の水腎症症例では異常血管の関与が考慮さ

れた場合でも，本質的な閉塞原因を吟味するために

RP を併用した 3D-CT 画像を確認することは，精緻

な診断や治療方針の策定に有用であると考えられた．

結 語

青年期に発症した水腎症で異常血管の関与が疑われ

る症例に対しては，原因精査・治療のために，逆行性

尿路造影を併用しての 3D-CT 撮影を行うことが有用

であると考えられた．
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