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経皮的腎結石砕石術のトラクトに播種した腎盂扁平上皮癌の 1例

川瀬 真，竹内 慎一，石田 貴史

加藤 成一，宇野 雅博

大垣市民病院泌尿器科

A CASE OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE RENAL

PELVIS THAT DISSEMINATED TO THE NEPHROSTOMY

TRACT AFTER PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY

Makoto Kawase, Shinichi Takeuchi, Takashi Ishida,
Seiichi Kato and Masahiro Uno

The Department of Urology, Ogaki Municipal Hospital

A 50-year-old man was diagnosed with right staghorn calculus. Urine cytology showed atypical cells,

and he was followed for suspicion of urothelial carcinoma. However, there was no evidence of tumor six

months later, and percutaneous nephrolithotripsy (PNL) was performed for right staghorn calculus. Eight

months later, renal pelvic squamous cell carcinoma extending to the abdominal wall through the

nephrostomy tract was identified. After neoadjuvant chemotherapy, radical nephroureterectomy and

enbloc resection of the nephrostomy tract tumor was performed. The renal pelvic squamous cell carcinoma

did not recur. However he died of small cell lung cancer 3 years postoperatively. Planning of treatment

strategy was difficult in the present case. Even though PNL was performed after sufficient follow up and

examination, renal pelvic cancer could not be diagnosed and extended to the PNL tract. Fortunately,

radical en-bloc resection was possible. We herein, report a case of renal pelvic squamous cell carcinoma

after PNL.

(Hinyokika Kiyo 66 : 81-85, 2020 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_66_3_81)
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緒 言

腎盂扁平上皮癌は比較的稀な疾患だが，サンゴ状結

石や感染との関連は以前から報告されている．今回，

われわれは尿細胞診疑陽性のサンゴ状結石に PNL を

行い， 8カ月後に腎盂扁平上皮癌のトラクト播種を来

たしたが，トラクトと腎を en bloc に摘除することで，

根治した可能性のある症例を経験した．

症 例

患 者 : 50歳，男性

主 訴 : 肉眼的血尿

既往歴 : 尿管結石症，脂質異常症

嗜 好 : 喫煙10本/日×30年

現病歴 : 肉眼的血尿を主訴に近医を受診した．右腎

サンゴ状結石と尿細胞診疑陽性を指摘されて2012年 9

月に当科を紹介された．

身体所見 : 特記すべき所見なし．

血液生化学検査所見 : 尿細胞診疑陽性（当院では陰

性）．尿培養陰性．腎機能正常（BUN 11.4 mg/dl，

Cre 0.70 mg/dl）．他に特記すべき所見なし．

画像所見 : KUB では 6×4 cm の右完全サンゴ状結

石（Fig. 1A）を認めた．造影 CT では右腎盂尿管移行

部に軽度の壁肥厚（Fig. 1B）と右下腎杯の水腎症を認

めた．造影剤の排出に左右差はなかった．尿細胞診を

再検して陰性を確認した．その後悪性腫瘍を念頭に半

年間の経過観察を行い，その間に行った 2回の尿細胞

診は陰性であった．2013年 4月に逆行性腎盂造影を施

行し，右腎盂，尿管に陰影欠損はなく，造影剤の排泄

はスムーズであった（Fig. 2）．右分腎尿培養は陰性で

あった．右分腎尿細胞診は尿路上皮が結石の刺激によ

り一部に扁平上皮化生を伴っており，疑陽性の判定で

あった．この時点では分腎尿細胞診疑陽性以外に悪性

腫瘍を示唆する所見がなく，結石に伴う細胞変性の可

能性が高いと判断した．本人，家族に悪性腫瘍の可能

性，その場合はトラクトに播種させる可能性，選択肢

の 1つとして即時の腎尿管全摘を提示した上で，PNL

を行う方針となった．

手術○1 : 2013年 4月に PNL を施行した．全身麻酔

下腹臥位で行った．下腎杯背側を穿刺し 30 Fr

NephroMax○R Boston Scientific を使用してトラクトを作

成した．26 Fr 腎盂鏡を使用し，リソクラストで破砕

し，ピーナッツ鉗子で抽石した．手術時間 1 時間11

分，出血量 100 ml，術中に明らかな腫瘍や粘膜不整
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Fig. 1. A. KUB shows a right staghorn calculus
which measured 60 mm in maximum dia-
meter. B. Enhanced CT shows uretero-
pelvic junction thickness and hydronephrosis
of lower calyx.

泌62,08,0◆-2

Fig. 2. RP shows no defect of the right pelvis and
ureter.

は認めなかった．術後に敗血症を起こし抗生剤治療を

行った．術後 9日目に退院となった．結石分析の結果

はリン酸マグネシウムアンモニウム結石であった．術

後 ESWL を 4回行い，残石はすべて排石した．

2013年12月に右背部痛を訴え予約外受診した．CT

で右腎盂腫瘍（Fig. 3A）と右腹壁腫瘍（Fig. 3B）を認

めた．逆行性腎盂造影で右腎盂全体に及ぶ陰影欠損が

あり（Fig. 3C），右腎盂尿細胞診陽性であった．PET-

CT で右腎盂と右腹壁に FDG 高度集積（SUV max

9.47 と 10.10）を伴う腫瘤を認めた（Fig. 3D）．腹壁

腫瘍針生検では扁平上皮への分化傾向を示す carci-

noma の像を認めた．血清 SCC 値が 8.6 ng/ml と高

値であり，右腎盂扁平上皮癌の PNL トラクト部への

浸潤と診断した．術前に化学療法を行い，手術方針と

なった．Gemcitabine および cisplatin を 4コース行い，

血清 SCC 値は 2.8 ng/ml までの低下し，腫瘍の縮小

を認めた．

手術○2 : 2014年 4月右腎尿管全摘除，腹壁腫瘍摘出

術および広背筋皮弁を施行した．右腎高位，第11肋骨

先端から肋骨弓下の腰部斜切開で行い，まず腹壁腫瘍

を摘出し，腹壁腫瘍を腎に付けたまま（PNL トラク

トを開放せずに）腎周囲を剥離した．明らかな癒着や

播種は認めなかった．右副腎は温存し，下大静脈周囲

リンパ節と右腎門部リンパ節を郭清した．尿管を可及

的に尾側まで剥離し切断して，腎とトラクト部の腫瘍

を一塊として摘出した．形成外科医が腹壁欠損部に広

背筋皮弁を作成した．仰臥位に戻し傍腹直筋切開にて

右尿管をカフ状切開した．手術時間 4時間43分，出血

量 420 ml，RCC4U を輸血した．

摘出標本 : 重量 620 g．腎盂中央に非乳頭状腫瘍を

認め，トラクトに沿って筋肉内への腫瘍浸潤を認めた

（Fig. 4A）．

病理所見 : Squamous cell carcinoma of right renal pel-

vis，moderately-diff．pT3，v1，ly1，u-rt0，RM0，pN0

（Fig. 4B）

術後に化学療法は行わなかった．血清 SCC 値は術

後に正常値以下となり，再上昇はなかった（Fig. 5）．

術後 1年半が経過した2015年10月に左下葉に結節影が

出現した．血清 SCC 値の増加はなく，原発性肺癌の

可能性を考えて，呼吸器内科へ紹介し，超音波気管支

鏡下経気管支腫瘍生検にて，肺小細胞癌 cT1aN3M0，

stage IIIB の診断となった．化学放射線治療で一時軽

快したが，2017年 3 月に死亡した．経過中に血清
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Fig. 3. A. CT shows right renal pelvic tumor and hydronephrosis. B. CT shows renal pelvic tumor
extending to the abdominal wall through the nephrostomy tract. C. RP shows filling defect of
the right pelvis. D. PET-CT shows abnomal uptake of the right pelvis and the nephrostomy
tract tumor with a maximal standardized uptake value of 9.47 and 10.10.

SCC 値の上昇はなく，CT 検査上も腎盂癌の再発は

なかったと考えられた．

考 察

腎盂扁平上皮癌は腎盂癌の6.2％，約半数は腎結石

を合併していると報告がある1)．慢性刺激，炎症，尿

流のうっ滞が癌化の一因と言われている2)．発見時期

が遅れることが多く，また術前の正診率は 9％前後と

診断が困難であり3)，予後不良で 1年生存率は9.6％

と報告されている1)．本症例でもサンゴ状結石による

扁平上皮化生が原因で悪性化したと考えられる．しか

し悪性腫瘍を念頭に経過観察をしても術前の診断は困

難であった．サンゴ状結石による腎盂腎炎，無機能腎

にて腎摘出が行われて，病理結果が腎盂扁平上皮癌で

あった症例は散見されるが，本症例のように PNL 後

にトラクトに沿って発生した報告は以下の 1例のみで

あった．Shiu-Dong4) らは，右サンゴ状結石に対して

2 回の PNL を行い，残石に対して ESWL を 6 カ月

行ったのちに，CT にて右腎からトラクトにかけての

膿瘍と横行結腸および十二指腸への波及と診断し，腎

摘出，横行結腸切除および十二指腸切除を行い，病理

が腎盂扁平上皮癌であったと報告した．転帰は記載さ

れていない．

腎盂扁平上皮癌の治療は腎尿管全摘および膀胱部分

切除が一般的であるが，原因が慢性刺激や炎症なら部

分切除でも根治可能との意見もある1)．本症例では尿

路上皮癌に準じて腎尿管全摘および膀胱部分切除を選

択した．また PNL トラクトに沿っての浸潤を認めた

ため，トラクトを開放しないように心がけて腎と一塊

に切除した．

尿細胞診は慢性炎症による細胞変性の影響もあり，

有用性に限界があるとされているが，細胞診が確定診
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Fig. 4. A. Gross appearance of the surgical specimen. Non-papillary tumor of pelvis extending to the
muscle through the nephrostomy tract was identified (triangles indicate the nephrostomy tract).
B. The histopathological examination revealed squamous cell carcinoma of right renal pelvis,
moderately-diff. pT3, v1, ly1, u-rt0, RM0, pN0.

断の根拠になった症例もあり，繰り返して行うことが

必要と考えられる．扁平上皮化生は結石を有する腎盂

粘膜の24％に起きていると言われており，結石を有す

る患者の尿細胞診が偽陽性の頻度は平均9.7％，結石

の治療後に尿細胞診は陰性化すると言われている6)．

無機能腎や尿路閉塞を伴う場合は尿細胞診が陰性とな

ることも多い．尿管ステントや腎瘻によるドレナージ

は播種のリスクもあり癌を疑った場合は避けるべきで

ある1)．中津5)らは尿路結石患者の尿細胞診の結果と

腎盂癌の有無を報告した．尿路結石患者1,032例の尿

細胞診を調べた結果，class I 730例，class II 279例，

class III 18例，class IV 5例，class V 0例であり，その

中で腎盂癌はそれぞれの class に 1例ずつの計 4例で

あった．尿細胞診陽性の 5例中，腎盂癌が存在した結

石患者は 1例のみであった．結石患者の尿細胞診陽性

は偽陽性が少なからず存在するが，至適検査や観察期

間は定まっていない．金城6)らは尿路結石症に出現す

る異型尿路上皮細胞に関する検討を行った．123人224

回の尿細胞診検査のうち，22例27検体が疑陽性であ

り，陽性例はなかった．また同時期の尿路上皮癌患者

の細胞診検体と比較して，尿路結石患者では集塊異型

細胞のみで孤在異型細胞がまったくなく，一方で尿路

上皮癌患者では多数の孤在異型細胞がみられたと報告

している．本症例では半年間の経過観察し，逆行性腎

盂造影で評価した後に，PNL に踏み切ったが，さら

に経過観察をしていれば，腎盂癌を見つけられた可能
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Fig. 5. Clinical course of postoperative period.

性はある．尿管鏡検査は考慮したが，完全サンゴ状結

石のある腎盂を観察することは困難と考えた．術前に

腎尿管摘除を提示し，患者家族と話し合いを重ねた．

PNL 中に腎盂内を観察し，粘膜不整や腫瘍性病変を

認めれば，生検および腎尿管摘除を考慮していた．し

かし術前および術中の診断は困難であった．PNL の

適応かつ尿細胞診陽性または疑陽性の症例では至適な

経過観察期間は定まらないが，悪性腫瘍を念頭におい

て，検査および治療を慎重に行っていく必要があると

考えられた．

腎盂扁平上皮癌の化学療法は稀な疾患のため，大規

模の症例に対する治療効果を示した報告はない．鷲

野7)らは12例17化学療法を報告した．扁平上皮癌であ

ることから頭頸部癌で使用される CDDP および 5-

FU は 3例使用された．奏効率は46∼94％と言われて

おり，安全性は確立されている．また放射線治療を併

用することで，さらなる治療効果が期待できると述べ

ている．他には BLM および CDDP が 3例に使用さ

れて，奏効率100％，MEC または MVAC が 2例に使

用されて，奏効率50％であったと記されている．本症

例では使い慣れた gemcitabine および cisplatin を術前

に施行し，PR を得た．症例の蓄積はないが，泌尿器

科医としては使用しやすく，第一選択としても良いと

考えられる．

血清 SCC は肺，食道，子宮頸部の扁平上皮癌にお

いて診断，治療効果判定，病勢モニタリングに有用と

されている．深谷8)らは腎盂扁平上皮癌の術後再発に

対して化学療法を施行し，病勢に応じて SCC 値が増

減したと報告している．本症例でも病勢を反映してい

たと考えられ，術後 1年半で出現した肺結節影が腎盂

扁平上皮癌の転移であることを否定する根拠となっ

た．

結 語

尿細胞診疑陽性の右腎サンゴ状結石に対し経皮的腎

結石砕石術を施行して，術後に右腎盂扁平上皮癌が経

皮的腎結石砕石術のトラクト部へ浸潤した 1例を経験

した．
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