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嚢胞 腎に就ては既に1829年Hosimannの

報告 が あ り,更 にVirchowの1855年 よ り

1892年 に至る詳細なる研究以来諸家の注意す

る所 とな り,そ の症例報告竝に病理組織学的

研究相踵いで見 るに至つた.然 し嚢胞肝に就

ては其症例比較的に少 く且つ臨床診断の困難

な為多 くは開腹術或は剖検に際 し認め られ る

に過ぎない.従 つて嚢胞肝竝に嚢胞腎はその

発生については同一系統のもの と認めらるる

にも拘はらず,総 括的名称 も附せ られて居な

い.こ ゝに於て光田(昭16)は 肝,腎 竝に其

他の器官に大小の嚢胞を多発す る一種の系統

的疾患を肝腎嚢胞症 と名付け本邦に於ては光

田の症例を加へて18例 の報 告あるに過 ぎ な

い事を述べて居る.

偖私が茲に報告せん とす る3症 例 の うち第

1例 は死後剖検によ り診断を確定 した もので,

症例の第2, 3は ともに姉妹に見 られた肝腎嚢

胞症で稀なるものとして報告する.

第1例

患者.今 ○松○, 57才,女,農 業

家族歴　特記す るものはない.

既往歴　55才 の時十二 指腸虫症で治療を う

けたのみで概 して健 康であつた.

現病歴　 14, 5年 前 より徐々に全身倦怠,

労働後の心悸亢進,顔 面,下 腿,手 背の浮腫

竝に上腹部の膨隆 を来 した.其 間実地医家を

訪れ治療を うけたが効果な く,最 近では貧血

及び口渇が加つて来た.食 慾普通,発 熱,黄

疽,下 痢,血 尿等なし.ま た排尿回数は昼4

-5回 位
,夜 間は2回 位であつた.

入院時所見

体格中等度,栄 養稍不良,脉 搏数は70で 整,

顔色並に眼瞼 結膜は貧血性である.口 腔,頸

部臓器に異常 な く,肺 肝境界は乳線第5肋 骨

下縁,肺,心 臓には異常は認め られない.腹

部は視診に依 り上腹部の膨隆 を認め,之 を触

診す るに肝腫並に両側腎腫を触 る.肝 腫は臍

高に達 し,そ の表面凹凸を示 し硬 く圧痛な し,

肝縁は鋭縁 として触れ柔軟な り.胆 嚢は触れ

得ず.腎 腫は両側 中腹部に触れ,大 きさは手

拳大で略円形を呈せるも,左 側は稍不規則 な

形状を示 し,と もに硬 し と離 も稍々弾力性を

有 し表面平滑ならず.腹 水なし.膝 蓋腱 反射

正常,下 腿に軽度の浮腫 を認む.

尿所見　 淡 黄色透明な る酸性尿にして,比

重は1008,蛋 白反応は ズル フオサ リチル酸陽

性なるも煮沸法では陰性,糖,ウ ロビ リン,

ウロビ リ ノーゲン等は何れ も陰性であ る.顕

鏡所見では特記すべき ものな く赤血球,円 〓

等は認め られず.

尿検査　 黄褐色普通便で潜血反応はベンチ

ヂンで陽性,寄 生虫卵は認 めず.

血 液 所見　 赤 血球 数296万,血 色 素 量は42

%(ザ ー リー氏 法),血 色素 係 数0.7,白 血 球

数5900,内 中性 白血 球64%,淋 巴球18, 8%,

エ オヂ ン 嗜 好 白 血 球14, 4%,単 球2.8,赤

血 球 降速度1時 間89粍, 2時 間106粍,血

圧155～105粍 水銀 柱,血 清 高 田反応 陽 性,

血 清 ワ ツセル マン氏 反応 竝 に村 田氏 反応 何 れ

も陰性.其 他肝臓機能検査 として葡 萄糖負荷

に よる血 糖の変化,ド ラス ミン排泄試験等 を

行つて見る と稍々機能障碍が見 られる.ま た

腎臓機能検査 として水試験並に渇試験を行つ

て見る と稀釈力竝に濃縮力が稍々侵 され て居

る.次 にピエ ログラフイーは患者が逆行性の

ビエ ログ ラフイーを行ふ ことを極力嫌ふので

スギウロン注射に依つた為陰影が甚だ淡 くて
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腎盂の検出は困難であつた.次 に是等腫瘍は

X線 検査によ り胃や腸 と関係な く,気 腹術及

トロ トラス トに よる肝脾撮影は確定的な成果

を得られなかつた.

経過　 患者は約1年9ヶ 月間入院 して居た

がその間における著 しい変化は貧血が増 して

来 たことで退院時に於 ては赤血球数197万,

血色素含量38%(ザ ー リー氏法),白 血球数

は2400に 減 じて居る.尿 所見は入院時のそれ

と大差な く入院中血尿は全 く認めず,尿 量は

平均1780cc.比 重は1008～1014を 示 した.

其他の諸検査の所見 も入院 当時のそれ と大差

なかつた.体 重 も退院時に於 ても減少を認め

なかつた.

剖検所見　 患者は退院後悪液質のもとに死

亡 した.之 を剖検 した所高度の肝腎嚢胞症で,

肝臓,腎 臓に写 真の如 く大小多数の嚢胞が認

め られ,組 織学的には腎に於 ては細尿管やホ

ーマン氏嚢が拡大 して嚢胞を形成 し
,肝 に於

ては小胆管が増加拡大して嚢腫を形成 して居

た.

第2例

患者　 大○八○野, 54才,女,無 職

家族歴　 妹に同症(第3例)の 者が居 る以

外特記すべきことなし.

既往歴　 24才 の時右湿性肋膜炎に罹つた以

外概 して健康に経過す.

現病歴　 昭和23年10月 頃眩暈 と胸部の圧

迫感を覚へたので実地医家 の診察を うけ た際 ,

偶然肝腫があると云はれ,当 科に入院 した も

のである.食 慾普通,発 熱な し,咳 嗽 ,喀 痰

何れ もな し.血 尿を 自覚 しない.

入院時所見

体格中等度,栄 養稍不良,体 温37°8C(入

院3日 目に下熱す),脉 膊100整,眼 瞼結膜に

軽度の貧血あ り,舌 に軽度の白苔 あ り,咽 頭

部に著変はない.頸 部淋 巴腺腫大な く,ウ イ

ル ヒ ヨウ氏腺の肥大 もない.肺 肝 境界は第5

肋骨,心 臓,肺 には異常は認め られない.腹

部は視診では異常な く,之 を触診するに肝腫

並に両側腎腫 を触 る.肝 腫は表面凹凸あ りて

硬 く,肝 縁は右乳腺で肋 骨弓下5糎,正 中線

で釼状突起下8糎 の所にある.腎 腫は左右 と

も表面凹凸あ りて硬 く,右 腎の下端は乳腺肋

骨 弓下10糎 の所にあ り横 径9糎,ま た左 腎

の下端は乳腺で肋 骨弓下8糎 の所にあ り,横

径7.5糎 であ る.腹 水,下 肢の浮腫は認め ら

れ ない.

尿所見　 黄褐色稍溷濁,比 重1020,反 応酸

性,蛋 白質はズル フオサ リチル酸,煮 沸法何

れ も陽性,糖,ウ ロビリン,ウ ロビ リノーゲ

ン等何れ も陰性,顕 鏡所見で赤血球,白 血球,

上皮細胞を認め,円 〓は認め られず.

尿 所見　 黄褐色,消 化良好,潛 血反応陰性,

血液粘液は認めず.寄 生虫卵な し.

血 液 所見　 赤血 球 数407万,血 色 素 量83%

(ザ ー リー氏 法),血 色 素係 数1, 0,白 血球 数

8700.内 中性 白血 球73.0%,淋 巴球18.4%,

エ オ ジ ン嗜 好 白血 球0 .8%,単 球7.2%,移

行型1.6%で あ る.赤 血 球沈 降 速度 は1時 間

85粍, 2時 間105粍,血 圧110～70粍 水銀 柱,

血 清 高田 氏 反応,ワ 氏 反応,村 田氏 反応 等 は

何れ も陰 性.血 清 ビ リル ビン含量は0.36瓱

%,血 清総蛋 白量6.66%(ア ルブ ミン4.01

%,グ ロブ リン2.65%).肝 臓機能検査 とし

て ドラス ミン試験 とフエ ノチアヂン試験を行

つたが何れ も軽度の機能障碍を認めた.ま た

腎臓機能は稀釈力並に濃縮 力が侵 されて居 る.

最後に逆行性腎盂撮影法を行つた結果嚢胞腎

としての所見を得た.

経過　 患 者 は 約3週 間 入院 したが,尿 量 は

平 均1日 に1050cc.比 重は1020～1022で,

蛋 白 反応 陽 性,沈 渣 に は赤 血 球 を認 め た.

第3例

患者　 三○駒○ 51才,女,無 職

家族歴　 妹に同症(第2例)の 者がある以

外特記すべ きことなし.

既往歴　 25才 の時右鼠蹊部ヘルニヤ, 39才

の時輸卵管 水腫にて何れ も手術を うけた.

現病歴　 40才 頃実地医家に肝腫及び腎腫が

あ ると云はれたが 自覚的に苦痛がないので現

在 まで放置 して居た.
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現症　 体格中等度,栄 養普通,脉 搏 正常,

眼瞼結膜は稍貧血性であ る.口 腔頸 部臓器に

異常な く,肺 肝境界は第6肋 骨,肺,心 臓に

異常は認められない.腹 部は視診上異常な く,

触診すると肝腫並に両側腎腫を触れ る.然 し

てその触診所見は第2例 の場合 と大略同様で

あ る.

検査成績

尿所見　淡黄色透明,比 重1025,蛋 白反応

はズル フオサ リチル酸及び煮沸法何れ も陽性,

糖,ウ ロビ リン,ウ ロビ リノーゲン等何れ も

陰性で顕微所見 も特記すべき ものな し.

血 液所見　 赤血 球数375万,血 色 素 量95%

(ザ ー リー氏法),白 血 球 数6700,内 中性 白血

球70%,淋 巴球28%,エ オヂ ン嗜 好 白血 球

0,単 球2%で あ る.赤 血 球 沈 降速度 は1時 間

7粍, 2時 間14粍,血 圧110～70粍 水銀 柱.

血清高 田氏反応 強陽 性,血 清 ワ氏 反応.村 田

氏反応は何れ も陰性であ る.尚 患者は外来患

者で充分検査す る事が出来ず,ま た腎盂撮影

法 も拒否 したので行ふ事が出来なかつたが触

診所見及び経過 よ りして肝腎 嚢胞症 と診断 し

て誤 りない もの と思はれ る.

考 按

1) 成因について.

嚢胞腎の成因については, Cystoadenomで

あると云ふ腫瘍説,胎 生期におけ る結締織性

腎乳頭炎の結果細尿管若 し くは排泄管の一部

に萎縮性狭窄を来 して尿の潴溜を来す と考へ

る炎症 説等 あ る.然 しなが らHildenbrand

以来唱へ られ る先天性発生異常説は現在では

多 くの研究者の支持を うけ,本 症の成因を最

もよ く説明 し得 る学説 と考 へられる.即 ち腎

臓は発生学的に2個 の原基 より成立つ もので

あつて其1は 原腎管 より発し,他 は後腎組織

か ら発す.其 中前者は輸尿管,腎 盂,腎 盞及

び細尿管の集合部以下を発生 し,後 者は ボー

マン氏嚢を作 り細尿管中間部迄延長して前者

と連絡して腎臓を完成す.然 るに嚢胞腎では

腎組織 の発生不全の結果此の両原基 の連 絡障

碍を来 して,こ ゝに嚢胞 を形成す るものであ

ると説明 して居 る.斯 る組織形成異常説に よ

れば,左 右両側腎に くる事及び しば しば遺伝

関係を証明 し得 る点 も理解 し易い.

嚢胞肝の成因について も前者 と同様に腫 瘍

説或は胆管口の炎症性閉塞に よつて発生す る

炎症説等あ るが, Meyenburgは 之を胆管の先

天性崎形に よつて生ず るものであ ると主張 し

て居 る.即 ち胆管に も細尿管 と同様発生学上

第一次胆管 と第二次胆管 と二つの部分に分 ち

うると考へ.前 者は細 い方の胆管で肝実質 と

同 じ基礎組織か ら発生す るもの と,後 者は太

い方の胆管で肝臓外 にあ る.而 して嚢胞肝を

生ずのはこの二つの胆管の結合が完全でない

ために,第 一次胆管の方が胆汁の蓄積に よつ

て拡張す るものであることを主張 して居 る.

2) 遺伝関係

嚢胞腎の遺伝的関係についてはすでに内外

諸家の注 目せ る所であつて,石 津は母 系の祖

母.母,母 の妹,兄 妹の5人 に嚢胞腎を有 し, 

5人 中3人 は嚢 胞 肝 ある家 系を報 告 して居

る.本 症例 に於て も第2例 と第3例 は ともに

姉妹に見 られた ものであつて遺伝的に も関係

す るもの と考へ られ る.

3) 臨床的症状

本症の症状は多種多様であ るが,服 部 と水

谷は昭和14年100例 の嚢胞腎(内9例 は嚢胞

肝を合併す)に ついて各種の症状を統計的に

観察 して居 るが それに よると腹 部 腫 瘤が57

例,血 尿22例,局 所疼痛20例,多 尿及び尿

意頻数が13例,頭 痛12例,全 身倦 怠及違和

が11例,浮 腫9例,口 渇6例,腹 部 不 快感

が5例,発 熱5例,食 慾不振3例 となつて居

る.そ の うち腹部腫瘤が過半数を占めて居 る.

本症例に於て も3例 とも右上腹部及び両側中

腹 部に腫瘤 を触れて居 る.次 に血尿であ るが

之は私の症例では3例 中1例 のみに認め られ

た.

4) 診 断

本症は稀 に見る疾患で診断 も亦困難であ る

が一般に表面凹凸あ る肝臓及両側腎臓の腫瘤

を触れ,然 も経過が非常に緩慢で長年 月にわ

たる場合には先づ本症を考へ る必要が ある.
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其他診断に欠 くべか らざるものは腎盂撮影法

で,こ の場合腎臓機能障碍がある際には排泄

性腎盂撮影法では良好な所見が得られぬので

必ず逆行性腎盂撮影法を行ふ必要がある.

か くして得 られ た 所 見はBraaschに よる

と大なる腎盞の1個 或はそれ以上は扁平 とな

るか或は消失す.大 腎盞は縮 少す るもの もあ

り或は拡大す るものもあ る.本 来の腎盂は延

長す るか又は円形 とな る.腎 盂の位置は正常

位 と異 り腎盂 と輸尿管 とのなす角度の変化を

来す と云 ひ,ま たGrauhanも 腎 盞の延 長 と

終末腎盞の拡張を来す と述べ て居 る.北 山教

授 に よると腎盂 の延長を来 し,更 に腎盞の所

見を第 Ⅰ型 と第 Ⅱ型に分ち,第 Ⅰ型は腎盞が

狭長 とな り,そ の先端が皿状をなす.第 Ⅱ型

は延長した腎盂につ ゞく腎盞 は却つて短縮 し

て太 くな り,そ の端は波状を作 り,波 の輪廓

は外方 に向つて凹み,ま た所に よつては突出

して塊状をなす と述べて居 る.ま た根岸教授

は輸尿管起始部 と腎盂 とのなす角が直角であ

ることも本症の特徴の一であ ることを述べて

居 る.

結 語

著者は こゝに典型的な る嚢胞肝及嚢胞腎の

3例 を報告す.う ち2例 は姉妹に見 られた.

第1例 は剖検に より肝臓及両側腎 臓に大小多

数の嚢胞を認めた.嚢 胞は腎臓では細尿管 よ

り,肝 臓では肝臓内胆管 より発生した像を認

めた.

(第1例 の要旨は昭和19年2月 岡山医学会

総会で,玉 川,戸 部,森 谷等 によつて報告 さ

れた.)
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