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FMD (fibromuscular dysplasia) に起因した

腎動脈瘤破裂の 1例
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室田 卓之1，四方 伸明2，松田 公志1

1関西医科大学附属泌尿器科学講座，2同病理部

A CASE OF RUPTURE OF RENAL ARTERIAL ANEURYSM

CAUSED BY FIBROMUSCULAR DYSPLASIA

Osamu Shimada1, Katsuya Fukui1, Masaaki Yanishi1,
Shigenari Kawakita1 Motohiko Sugi1, Shin Ashida1,

Takashi Murota1, Nobuaki Shikata2 and Tadashi Matsuda1

1The Department of Urology, Kansai Medical University
2The Department of Surgical Pathology, Kansai Medical University

A 47-year-old women referred to our hospital with sudden left lower abdominal pain and state of shock

in April 2006. Computed tomographic (CT) scan revealed a retroperitoneal hematoma and we suspected a

renal tumor or angio myolipoma but enhanced CT scan show bleeding from a left renal artery. We

perfomed left renal artery angiography and admitted a arteryal stenosis. Finally we diagnosed renal artery

aneurysm caused by fibromuscular dysplasia. We performed left radical nephrectomy on the same day.

We report the details of this case.

(Hinyokika Kiyo 55 : 19-22, 2009)
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緒 言

FMD (fibromuscular dysplasia) とは非動脈硬化性，

非炎症性の狭窄を主体とする動脈性病変であり，主に

腎動脈や頭頸部動脈など中等度の動脈に比較的多く発

生する．発生頻度は0.02％と非常に低率であり30∼50

歳代の中年女性に多いと言われる．原因はホルモンや

機械的刺激など様々な要素が示唆されるものの現在の

ところ不明である．今回われわれは FMD が原因と考

えられる腎動脈瘤破裂を経験したので報告する．

症 例

患者 : 47歳，女性

主訴 :左下腹部痛，意識レベルの低下

既往歴 :高血圧症なし

家族歴 :特記することなし

現病歴 : 2006年 3月頃より左腰背部痛が出現．その

後疼痛の増強があり近医受診．来院後より意識レベル

の低下と触診にて左下腹部に腫瘤を触れたため緊急に

腹部 CT を施行．後腹膜腔広範囲に及ぶ血腫を認めた

ため，腎腫瘍からの出血を疑われ当院救命救急外来に

緊急搬送となった．

来院時所見 : 身長 158 cm，体重 50 kg，血圧 98/61

mmHg，脈拍94/分整，JCS 0，GCS 4-5-6，左下腹部

に疼痛を伴う腫瘤を触知．

来院時検査所見 :WBC 20,300/μl，RBC 293万/μl，

Hb 9.4 g/dl，Ht 26.0％，Plt 21.6万/μl，Na 137 mEq/

l，K 3.9 mEq/l，BUN 12 mg/dl，Cr 0.79 mg/dl，CRP

0.08 mg/dl，AMY 43 U/l pO2 80.1 mmHg，pCO2

33.0 mmHg (room air）．

腹部 CT : 後腹膜に広範囲に広がる血腫を認める．

腎動脈壁の石灰化は認めず，直径約 1.5 cm の動脈瘤

を認めた (Fig. 1）．腎内に腫瘍陰影などは認めず，腎
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Fig. 1. CT scan shows left retroperitoneal hema-
toma and renal artery aneurysm (arrow).
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動脈からの出血を考え緊急で血管造影を施行した．

血管造影 : 左腎動脈の狭小化と腎動脈瘤の pooling

を認めた．Leakage は認めなかった (Fig. 2）．

治療経過 :以上の諸検査より FMD を伴う腎動脈瘤

の破裂の可能性が高いと考えた．FMD による動脈狭

小化が強度であったため，コイルなどによる塞栓術，

狭窄部のバルーン拡張術は困難と考え腎動脈形成術を

前提とした開腹下での手術を選択した．経過観察によ

る再破裂の可能性が十分に考えられたため同日に緊急

手術を行った．

上腹部正中切開にて経腹膜的アプローチにて腎茎部

に到達．この時点で腎動脈の形成および腎温存を考え

るも動脈瘤が腎門部付近にあることと FMD による狭

小化が強く動脈の形成は困難と判断し，腎摘徐術に切

り替えた．手術時間は 1 時間15分．出血量は 1,170

ml であった．

病理組織所見 :矢印の部分が狭窄した腎動脈と破裂

した動脈瘤である．また 3 mm ほどの破裂部位を認め

た (Fig. 3）．

Elastica Masson 染色にて中膜の不規則な膠原線維の

増生，平滑筋と弾性繊維の走行の乱れを認めた (Fig.

4）．

以上の所見より線維筋性異形性に起因した腎動脈瘤

破裂と診断した．

他部位の動脈に26％以上の割合で異常を認めるた

め，術後に脳MRA，対側腎動脈の CT-angio など全身

検索を施行するも異常所見は認めなかった．術後経過

は良好で，現在外来にて経過観察中である．

泌55,01,05-2

Fig. 2. Angiography of left renal artery shows renal
artery aneurysm (arrows) and severe fibro-
muscular dysplasia (arrowhead).
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Fig. 3. Pathological specimen of left kidney shows
renal artery aneurysm (arrowhead) and
severe fibromuscular dysplasia (arrows).
About 3 mm of rupture part is admitted.
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Fig. 4. Left neral artery wall at dissecting aneurysm
shows marked medial fibroplasia causing
disorganization of muscular tissue HE.
FMD : Elastica Masson stain×20 (1), FMD :
Elastica Masson stain×40 (2), aneurysm :
HE stain (3).
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考 察

本症例の原因となった FMD とは，動脈壁の線維性

肥厚および平滑筋の不規則な増生，変性を主徴とする

非動脈硬化性，非炎症性疾患と定義されており，発生

頻度は0.02％と非常に低率である1~3)．中年女性に比

較的多く認められ，腎動脈に58％，頭蓋外脳血管に

32％と中等度の動脈に比較的多く認められる4)．

原因は現在の所不明とされるが，7.3％に脳動脈瘤

の合併があることより結合織異常の関与も示唆され

る．また喫煙やホルモン，機械的刺激などの可能性も

示唆されている5~6)．

症状は無症状であることが多いが腎動脈が狭窄する

ことにより腎性高血圧を引き起こすこともあり，時に

上腹部もしくは側腹部に血管雑音を聴取することもあ

る．病状が悪化すると腎動脈に亀裂が入ったり腎梗塞

を起こしたり血尿や急激な高血圧を引き起こすことが

ある7)．

診断は基本的に CT，MRI，血管造影になる．血管

造影上の特徴は Kincaid らによると，○1 multiple

stenoses と string-of-beads を 伴っ た multifocal type

(62％），○2 long concentric stenosis を伴った tubular

type (14％），○3 1 cm 以下の狭窄を伴った focal type

(7％），○4 これらの混合型（17％）に分類される．本

症例は長い狭窄部位を認めたので long concentric

stenosis を伴った tubular type と考えた8~10)．

FMD は組織学的に，1 : initial fibroplasias，2 :

medial fibromuscular dysplasia (90∼97％），3 : periar-

terial fibroplasia と 3 type に分類されており，本症例は

medial fibromuscular dysplasia であると考えた11~12)．

無症状の FMD に対する治療に関してはまだ系統

だった方針は確立されていないが，未破裂の FMD で

高血圧があれば ACE 阻害剤や ATⅡ 拮抗剤，カルシ

ウムブロッカーによる血圧コントロールを行う．しか

し両側腎動脈の狭窄や内腔の直系が60％以上狭小した

もの，進行性高血圧や薬剤が無効な高血圧などには

bench surgery や自家腎移植などの開腹手術と経皮的腎

動脈形成術 (percutaneous transluminal renal angioplasty，

PTRA) が適応になる13)．以前は開腹による血管形成

術が主に行われていたが，最近では低侵襲である

PTRA が選択される事が多い．スタンダードな腎動脈

形成術としてはベイルアウトステント留置を伴うバ

ルーン拡張術が選択される．外科的再建は PTRA が

無効であった症例や狭窄部位が比較的長く複雑な分枝

をもつものや動脈瘤を併発しているものが適応とな

る．現在でも約30％の症例では開腹術の適応があると

報告されている14)．

今回の症例では FMD に起因した腎動脈瘤が破裂し

たものと考えたが，FMD が原因とされる腎動脈瘤の

破裂は非常に稀である．腎動脈瘤の原因として FMD

が55％と約半数を占めるとされる15)．原因として

FMD によって脆弱化した動脈壁の一部分が瘤を形成

することが多いと考えられる16,17)．腎動脈瘤そのも

のは無症状で経過することが多いため，発見率は比較

的低く，剖検で0.01％，腎動脈の血管造影で1.0％前

後認められるとされるにすぎない18)．発生部位は腎

動脈主幹部から第一分枝が60∼70％と多数を占め，形

態学的に嚢状，紡錘状，解離性，腎内と分類され

る19)．無症状で経過することが多いが，1）腎血管性

高血圧，2）非石灰化または不完全な石灰化，3）瘤の

直径が 20∼25 mm 以上，4）妊娠の可能性がある女

性，5）徐々に増大するもの，6）主幹動脈付近に存在

する．などが破裂の危険因子である．その中でも非石

灰化または不完全な石灰化で，瘤の直径が 15 mm 以

上，妊娠の可能性がある女性，徐々に増大するものな

どが将来破裂する危険性が高く手術適応となる20~21)．

しかし実際には腎動脈瘤の破裂する危険性は非常に低

く，0.1∼0.2％と報告されている．

治療は着脱式コイルを用いた選択的動脈塞栓術が行

われることが多く，侵襲が低く繰り返し施行できる利

点がある反面，開腹術に比べ効果が不十分であった

り，塞栓することにより末梢側の動脈が閉塞し腎梗塞

を起こす可能性もあるので注意が必要である22~25)．

本邦での破裂性腎動脈瘤は35例報告されているが（本

症例を含む），治療内容は腎摘20例，塞栓術 7例，そ

の他 8例で救命率は88.6％であった．意外と救命率が

高いのは，腎外傷にも言えることだが，後腹膜腔への

出血であり血腫により出血部が圧迫される可能性が考

えられる．また救命医学の進歩により画像判断を含め

た迅速かつ的確な治療体系も一因と考えられる．過去

10年で本邦報告の死亡例は 1例のみである26)．

動脈瘤を伴った FMD の治療方針であるが，未破裂

で動脈瘤をともなった FMD を見つけた場合，まず血

圧のコントロールを行い，次に動脈瘤と FMD の治療

に準じることになる．もし動脈瘤が破裂するような危

険因子があれば，腎動脈形成術や自家腎移植の選択に

なると考えられる．基本的に PTRA はステント操作

により脆弱した動脈壁を再破裂させる危険性が高く，

適応外になることが多い．

本症例のように来院時にすでに動脈瘤が破裂してお

り全身状態が不安定な状態で再出血の可能性が高いと

判断された場合であるが，可能であれば急性期を乗り

切った後に，できるだけ自家腎移植を含んだ腎動脈形

成術の可能性を考慮しなければならない．

当初，本症例でも保存的加療を考えたが普通の動脈

瘤と異なり，FMD による動脈壁の脆弱化があり，再

破裂する危険性が非常に高いと判断し選択肢から除外

した．また腎摘徐術を選択した理由であるが，術中所

島田，ほか : FMD・腎動脈瘤破裂 21



見にて瘤が腎門部付近に存在したことと，強度の動脈

狭窄が存在し腎動脈形成術を選択する事を困難にし

た．

動脈瘤の破裂から手術まで約半日以上経過していた

が，後腹膜腔への血腫により動脈瘤が圧迫され，出血

が一時的にコントロールされた状態であったと考えら

れた．

今回 FMD が原因と考えられる腎動脈瘤破裂の症例

を経験したが，調べられる範囲で本邦初であり，海外

でも報告数は少ない．

術後，頭部 MRA，腹部造影 CT 検査など施行した

が，他動脈部の異常所見は認めなかった．

結 語

腎動脈瘤の原因の半数が FMD であることを考える

と，FMD を発見した場合今後腎動脈瘤を形成する可

能性があることを念頭に置いて経過をみる方が良いと

考えた．
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