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ステントグラフト内挿術を施行した膀胱癌の 1例
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A CASE OF BLADDER CANCER TREATED WITH ARTERIAL

STENT-GRAFTING TO PREVENT URETERO-ARTERIAL

FISTULA DUE TO RADIATION THERAPY FOR METASTASIS

Kyohei Sugiyama, Masaaki Imamura, Takeru Fujimoto, Ichiro Chihara,
Yusuke Muro, Naoki Kohei and Koji Yoshimura

The Department of Urology, Shizuoka General Hospital

A 66-year-old male with bladder cancer underwent radical cystectomy and ileal conduit construction.

The pathological diagnosis was urothelial carcinoma with squamous differentiation (pT3b). Computed

tomography (CT) 18 months postoperatively revealed a right external iliac lymph node metastasis. He was

treated with systemic chemotherapy after placement of bilateral ureteral stents, but CT following

chemotherapy revealed an increase in the size of the metastasis, and the patient was diagnosed with

progressive disease. Radiotherapy to the metastasis was selected as local therapy, but the patient was at risk

of an uretero-arterial fistula because the right external iliac artery and the right ureter adjacent to the

metastasis were involved in the irradiated field. The right external iliac lymph node metastasis was

irradiated with a dose of 50 Gy after stent grafting for the right external iliac artery to prevent an uretero-

arterial fistula. He had no adverse events, including hematuria after radiotherapy, but died of cancer

cachexia 12 months after radiotherapy.

(Hinyokika Kiyo 66: 319-321, 2020 DOI: 10.14989/ActaUrolJap_66_9_319)
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緒 言

尿管動脈瘻は出血性ショックや敗血症といった致命

的な状態に陥る可能性がある疾患である1,2)．発症リ

スクとして，血管病変もしくは骨盤内手術や放射線療

法による尿管血流不全があり1,3)，治療法としては発

症時の動脈ステントグラフト内挿術の有用性が報告さ

れている2~4)．

今回われわれは，膀胱癌術後の転移巣に対する放射

線療法に際して，尿管動脈瘻の予防目的に動脈ステン

トグラフト内挿術を施行した症例を経験したので，文

献的考察を加えて報告する．

症 例

患 者 : 66歳，男性．

主 訴 : 血尿．

既往歴 : 特記事項なし．

現病歴 : X年 7月，近医にて膀胱癌，cT2N0M0 の

診断で膀胱全摘除術および回腸導管造設術を施行し

た．病理結果は，扁平上皮への分化を伴う尿路上皮

癌，pT3b であった．術後18カ月で右外腸骨リンパ節

転移を認め，ゲムシタビンおよびシスプラチン 2剤併

用化学療法を 4コース施行したが，有害事象により中

止となった．その後，二次化学療法施行目的に当科紹

介となった．

初診時現症 : 身長 163.5 cm，体重 60.4 kg．回腸導

管吻合部での血流不全によると思われる両側尿管狭窄

に対し，尿管ステントが留置されていた．

画像所見 : 骨盤部 CT 上，径 27 mm の右外腸骨リ

ンパ節転移を認めた．

治療経過 : 両側尿管狭窄に対して腎瘻造設を検討し

たが，認知症による自己抜去の恐れがあり，両側尿管

ステントの留置を継続する方針となった．X＋ 2年 8

月より，二次化学療法としてメトトレキサート，エト

ポシド，シスプラチン 3剤併用化学療法を施行した．

3コース施行後の骨盤部 CT で右外腸骨リンパ節転移

巣は径 33 mm に増大しており，病勢進行の判定で 3

剤併用化学療法は中止となった．患者が薬剤変更によ

る化学療法の継続に同意しなかったため，治療方針を

変更することとし，この時点で病変が右外腸骨リンパ

節のみの単一転移巣症例であったため，局所治療を検

討した．骨盤部 MRI では，右外腸骨リンパ節転移巣
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Fig. 1. MRI showed right external iliac lymph node
metastasis (arrows) invaded the right exter-
nal iliac artery at the lateral side (arrow-
head).
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Fig. 2. A : CT showing the right external iliac
lymph node (dotted circle, bottom), the right
external iliac artery (dotted circle, lateral),
and the right ureter (dotted circle, top) with
a ureteral stent (arrow). These tissues are
in contact with one another. B : CT
showing a range of irradiation greater than
90％ (dotted circle) including the right
external iliac lymph node, the right external
iliac artery, and the right ureter.

泌62,08,0◆-3◆

Fig. 3. Angiography showed a stent-graft (arrows)
which was placed in the right common iliac
artery and the right external iliac artery.

の右外腸骨動脈への浸潤を認め（Fig. 1），切除不能と

考えられたため，局所治療として放射線療法を選択し

た．

放射線療法 : 照射野の検討のために骨盤部 CT を施

行したところ，転移巣に隣接した右外腸骨動脈と右尿

管は直接接しており（Fig. 2A，B），放射線照射野に

も含まれるため，尿管動脈瘻を形成するリスクが考え

られた．そこでX＋ 3年 2月，まず右外腸骨動脈から

総腸骨動脈にステントグラフトを留置後（Fig. 3），25

分割照射，計 50 Gy の放射線照射を施行した．

治療後経過 : 放射線療法後，血尿は認めず，その他

の有害事象も認めなかった．膀胱癌に対する追加治療

は施行せず，best supportive care（BSC）の方針とな

り， 1 カ月に 1 度の尿管ステント交換のみ行った．

X＋ 3年 5月（放射線治療後 3カ月）の骨盤部 CT で

は，右外腸骨リンパ節転移巣は変化を認めなかった

が，肝転移の出現を認めた．X＋ 4年 2月（放射線照

射後12カ月）の骨盤部 CT では，右外腸骨リンパ節は

同じく変化を認めなかったが，肝転移は増大を認め

た．全身状態は徐々に悪化し，同月，癌性悪液質によ

り死亡した．

考 察

本症例では，膀胱癌転移巣への放射線照射に先行し

て，尿管動脈瘻の予防を目的として，ステントグラフ

ト内挿術を施行した．単一膀胱癌転移巣に対する局所

治療については，外科的切除5~7)や放射線療法8,9)の有

効性が報告されている．本症例では，転移巣が動脈に

浸潤していたため，切除不能と考え放射線療法を施行

した．一方で転移巣は尿管にも近接しており，放射線

照射時には動脈および尿管の血流障害から瘻孔形成を

来たす可能性が考えられた．

尿管動脈瘻のリスク因子としては，血管病変の存

在，骨盤内手術・尿路変向術・放射線照射の既往そし

て尿管カテーテルの留置が挙げられており2,10)，単一

ではなく複数のリスク因子が関与していると報告され

ている1,3)．本症例では，血管病変として転移巣の動

脈への浸潤を認めるため，放射線療法を行うとすべて
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のリスク因子を満たすこととなり，尿管動脈瘻の発症

リスクは非常に高いと考えられた．

尿管動脈瘻に対しては発症時の治療法としてステン

トグラフト内挿術が有効であることが報告されてい

る4,11)．しかし，本症例のような瘻孔形成リスクの高

い症例に対して予防的にステントグラフトを留置した

症例は報告されていない．放射線療法施行時に動脈瘻

のリスクを有する疾患の 1つに食道癌が挙げられる

が，食道癌では大動脈への浸潤を認めた症例で予防的

にステントグラフト内挿術を行ったことが報告されて

いる12,13)．実際，その 1例である野口らの報告では

剖検で食道大動脈瘻の形成を認めたにも関わらず，吐

血を生じておらず，ステントグラフトにより瘻孔形成

時の出血を抑制した可能性を示唆している13)．これ

らの症例ではステントグラフト内挿術後に放射線療法

が施行されていないために，ステントグラフトの放射

線照射への影響は不明であるが12,13)，同じ瘻孔であ

る尿管動脈瘻発症時の出血を予防する効果は考えられ

る．実際，本症例ではステントグラフト内挿術後12カ

月と短期間ではあるが血尿を認めなかった．尿管動脈

瘻が発症時に致命的状況に陥ることを考えれば，尿管

動脈瘻の発症リスクが高い患者への予防的ステントグ

ラフト内挿術は，症例によっては検討してもよいかも

しれない．

ステントグラフト内挿術の合併症としては，エンド

リークが報告されている2,4)．エンドリークは血管壁

とステントグラフトとの間の血流であり，腹部大動脈

瘤での報告では頻度は22％である14)．本症例のよう

な総腸骨および外腸骨領域では，ステントグラフトの

血管壁への不十分な接着だけでなく内腸骨動脈からの

血液の流入によっても起こる2,4)．したがって，エン

ドリークを減らすためには，ステントグラフト内挿術

時に内腸骨動脈を閉鎖することは有用2,4)であるが，

本症例では施行しなかった．予防的な処置ではできる

だけ合併症の回避を目指すことは重要であり，今後の

反省点として，同様の症例では内腸骨動脈の閉鎖を考

慮すべきと考える．

結 語

膀胱癌術後右外腸骨リンパ節転移への放射線照射に

伴う尿管動脈瘻予防目的に，右外腸骨動脈にステント

グラフト内挿術を施行した 1例を経験した．尿管動脈

瘻の発症リスクのある患者では，放射線療法前の予防

的ステントグラフト内挿術は治療選択肢の 1つと考え

てもよいかもしれない．
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