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悪性疾患による尿管閉塞に対する尿管ステント留置後無効となる予

測因子の検討 
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【はじめに】 

悪性疾患が原因の尿管閉塞(Malignant Ureteral Ob

struction:MUO)を来した場合、多くは疼痛、尿路感染

症や水腎症・腎後性腎不全が出現するため、症状緩和

や腎機能改善目的にドレナージを図ることが一般的で

ある。しかし、MUO患者の多くは予後不良であり、生存

期間は過去の報告では 3-15 か月程度であるとされ 1)、

MUO に対してどのように処置を行うべきか明確な基準

はなく、実際には主治医の経験的判断に基づくものと

思われる。ドレナージの方法としては、尿管ステント

や腎瘻カテーテルを留置する方法がある。尿管ステン

ト留置は腎瘻造設を行う場合に比べ出血等の合併症リ

スクが少なく、また生活の質(Quality of Life:QOL)

を損ねにくいという利点がある。MUO 患者に対して尿

管ステント留置を行った場合、過去の報告では21-40%

程度がその後ステント無効となるとされるが1)-4)、前述

の点を考慮すると尿管ステント留置を積極的に行う意

義は高い。したがって、尿管ステント留置を考慮する

際、その後にステント無効となることがある程度予測

できれば、MUOへの対処法に迷うことは少なくなる。 

そこで今回我々は、MUO 患者に対して尿管ステント

留置を施行する場合に、その後ステント無効となるこ

とを予測する因子について検討した。 

 

【対象と方法】 

2001年1月から2010年12月までの期間に、当科に

て MUO に対して尿管ステント留置を行った 52 例を対

象とした。尿管ステント留置は、CT等の画像検査所見

でMUO が原因となり両側または片側の尿管閉塞、水腎

症を来し、腎機能障害（血清クレアチニン値の基準値

以上への上昇）を認める場合、あるいは腎機能障害は

認めないものの疼痛等の症状を有する場合や腎機能保

護が必要と判断された場合に行った。ステント留置は

全例経尿追的に行い、ステントは Boston Scientific

社製の Percuflexgb®stent(6Fr、26cm)を用いた。ステ

ント無効は、ステント留置後尿管の再閉塞・通過障害

を来し、ドレナージ不全となった場合と定義した。尿

管の閉塞機転は直接浸潤、後腹膜線維症、リンパ節転

移の3通りに分類した。後腹膜線維症のカテゴリーの

中には腹膜播種、またそれによる癌性腹膜炎の症例も

含まれているが、CT画像による質的診断が困難な場合

があり、原疾患が原因となり尿管周囲に発生した腫瘤

による閉塞は、便宜上全て「後腹膜線維症」とした。

血清クレアチニン値は、ステント留置直前の値を用い

た。性別·年齢・原疾患・閉塞機転・両側水腎症の有無・

血清クレアチニン値と、ステント無効との関連性を後

ろ向きに検討した。統計学的解析法としてx2乗検定、

Cox 比例ハザードモデルを用いステント無効予測因子

を検討し、ステント無効率はKaplan-Meier法で評価し

た。P値<0.05を統計学的に有意差ありとした。 

 

【結 果】 

対象症例の背景を表1に示す。年齢は中央値60歳(2

4-85 歳）、男女比は女性が 33 例(63.4%)と多かった。

原疾患は消化器癌が22例(42.3%)と最多であり、その

内訳は胃癌11例、大腸癌7例、直腸癌3例、盲腸癌1

例であった。尿管閉塞機転は、直接浸澗が27例(51.9%)

と最多であり、そのうち15例が婦人科癌であった。ま

た、後腹膜線維症による閉塞 18 例のうち、12 例が消

化器癌であった。ステント留置前の血清クレアチニン

値はl.6mg/dl(中央値）(0.3-13.6mg/dl)であった。ス

テント留置による明らかな合併症を認めなかった。 

経過観察期間中（中央値6か月：0.5-:36か月）、12

例(23.1%)がステント無効となり、無効までの期間は全

例6か月以内であった（図1)。ステント無効となった

12例はその後11例で経皮的腎瘻造設、1例で血液透析

が施行された。 

ステント無効を予測する因子の検討では、単変量解

析において両側水腎症、後腹膜線維症による閉塞、血

清クレアチニン値 4.0mg/dl 以上で統計学的有意差を

認め、性別・年齢・原疾患•その他の閉塞機転では認め

なかった（表2)。 

Cox 比例ハザードモデルを用いた多変量解析では、

ステント留置直前の血清クレアチニン値のみが統計学

的有意差を持ち、ステント無効の独立した予測因子で

あった(P<0.001)(表 2)。血清クレアチニン値4.0mg/d

l未満(37例）とそれ以上(15例）の2群に分け、ステ

ント無効発生率をKaplan-Meier法で比較すると、血清
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クレアチニン値 4.0mg/dl 以上の群は有意にステント

無効となる率が高く、それぞれ5例(13.5%)、7例(46.

7%)であった(P<0.001)。また、血清クレアチニン値4.

0mg/dl以上の症例はより早期に発生することが示され、

7例中6例が1か月以内にステント無効となった（図

2)。 

 

【考 察】 

今回の我々の検討では、処置前の血清クレアチニン

値がその後のステント無効を予測する最も強いパラメ

ーターであることが示された。これまでもこの結果を

支持する報告がなされている（表3)。Chungら4）の報

告では、baselineの血清クレアチニン値が1.3mg/dl以

上であった場合が有意にステント無効となることが示

されている。McCulloughら 5)も、処置前の血清クレア

チニン値中央値が比較されており、ステント有効例は

2.4mg/dl、無効例では 5.3mg/dl であり、baseline の

クレアチニン値から絶対値として 3.5mg/dl 以上の上

昇を認めた場合がステント無効を予測する因子となる

ことが示されている。このように血清クレアチニン値

のカットオフ値については一定の見解はないが、本検

討とこれまでの報告を総合すると 4-5mg/dl 前後が妥

当であると思われる。 

血清クレアチニン値の他、単変量解析においては両

側水腎症がステント無効の予測因子となることが示さ

れた。ステント無効となった12例中10例は両側の閉

塞による水腎症を来していたが、片側とした 2 例も 1

例が腎摘除術後の単腎症例、もう1例が右尿管癌によ

る閉塞で患側が萎縮腎となっていた機能的単腎症例で

あり、実質的には両側閉塞と同義の症例であった。 

後腹膜線維症による閉塞もステント無効と開連のあ

る因子の1つであった。閉塞機転が後腹膜線維症であ

る場合、他の閉塞形式と異なる点はその閉塞長である

と考えられ、広範囲に渡り尿管の蠕動が障害されるこ

とがステント無効の原因となると考えられている 6)。

特に上部尿管が長く閉塞している場合には腎瘻造設の

良い適応であるとされる 7)。このような広範囲に渡る

狭窄を来す原疾息としては消化器癌による傾向が強い。

我々の検討では、消化器癌において有意にステント無

効が多くはなかったが、Kamiyamaら 2)は消化器癌では

その他の癌に比較してステント無効が4.7 倍高いこと

を報告している。近年、後腹膜線維症（腹膜播種／癌

性腹膜炎）による広範な尿管蠕動障害を来した症例に

対して全長型金属尿管ステントが有効であったとする

報告がある8)。金属ステントの利点としては1)管外か

らの圧迫に対して強い抵抗力を有し、病勢が進行して

もステント無効となりにくい点、2)約1年の長期留置

が可能であり交換頻度が少ない点が挙げられており、

MUO 患者の予後を考慮しても非常に有用であると考え

られる。 

前述の因子に加えて、高度の水腎症もステント無効

予測因子であることが報告されている9)。Kamiyamaら
2)は、高度な水腎症に加え、PS≧2、消化器癌の因子を

ステント無効の危険因子として選択し、アルゴリズム

を提唱している。すなわち、これらの因子を有する症

例に対しては、最初から腎瘻造設を推奨している。水

腎症の程度の客観的な評価法として Ellenbogen の分

類や、日本小児泌尿器科学会分類(SFU 分類）がある。

いずれも超音波検査所見を用いた評価法であるが、本

検討では処置前に超音波検査を施行された例が少ない

ため、この因子の妥当性を検討することはできなかっ

た。簡便で低侵襲な検査であり、今後、前向きに検討

する価値があるものと思われた。 

今回の検討では、血清クレアチニン値の4.0mg/dl以

上への上昇は、多変量解析において明らかな無効予測

因子となっており、MUO に対する処置を考慮する上で

非常に有用な指標となることが示唆された。今後、血

清クレアチニン値に加え水腎症の程度や閉塞機転とい

ったその他の要素を併せることで、MUO患者に対するd

ecision-makingをより円滑に進めることができると考

えられるが、ステント無効の予測因子をより正確に評

価するためには前向き試験による検討が望まれる。 
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