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Fig. 1 Horseshoe kidney with parenchymal isthmus. Non-contrast-enhanced (a)
and contrast-enhanced (b) CT images, and T2-weighted (c) and T1-weighted (d)
gadolinium-enhanced MR images show parenchymal isthmus (arrow).
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は じ め に

馬蹄腎（癒合腎）は腎臓の先天性異常としてよく知

られており，左右腎が癒合し馬蹄状を呈する．400人

に 1 人程で，男女比が約 21 と男性に多く，左右の

癒合部分（峡部 isthmus）は腎実質もしくは結合織で

ある．そこで，われわれは computed tomography

(CT）や magnetic resonance imaging (MRI）を用い

て峡部が腎実質か結合織なのかを検討したので，若干

の文献的考察を合わせ報告する．

対象・方法

2002年 3 月から2012年 9 月に当院で施行された腹

部の造影 CT，もしくは腹部の MRI により馬蹄腎と

診断された症例を対象に，峡部の腎実質の有無を検討

した．読影端末に保存されている依頼状・報告書から

「馬蹄腎」もしくは「horseshoe kidney」で検索し，

画像を見直した．峡部が左右の正常腎実質と連続し，

実質同様な吸収値および造影効果，もしくは信号強度

を呈する場合を腎実質と判断した．峡部に腎実質がな

く，索状物で両腎が癒合している場合を結合織とした．

結 果

男27例（69.2），女12例（30.8）の計39例で馬

蹄腎が認められた．造影 CT は33例で，MRI は12例

で施行され，造影 MRI は 5 例で追加

されていた．初回診断時の年齢は11

～84（平均57）歳であった．

全例，左右下極で腹大動脈の腹側方

で癒合し，上極の癒合はなかった．峡

部が腎実質であった症例（Fig. 1）は

38例（男26例，女12例）（97.4），

腎実質がなく結合織であった症例

（Fig. 2）は男 1 例（2.6）のみであ

った．

考 察

当研究会でも第11回角田ら4)，千葉

ら5)，また第15回中嶋ら6)が馬蹄腎の

解剖例を報告し，峡部はいずれも腎実

質であった．他の症例報告でも腎実質

であることが多い7) ．また Gray's

Anatomy1) や CaŠey's Pediatric Diag-

nostic Imaging8)の教科書でも，峡部
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Which is the isthmus of horseshoe kidney on CT/MR imaging: ˆbrous or parenchymal?
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Horseshoe kidney is the most common renal fusion anomaly. The area of fusion in horseshoe kidneys is referred to as the isthmus and
it may be a ˆbrous band of nonfuncion tissue or a parenchymatous band. So we reviewed CT and/or MR images of patients with horse-
shoe kidneys to determine which the isthmus was parenchymal or ˆbrous. Thirty-nine patients with horseshoe kidneys visited our
hospital between 2002 and 2012; 27 males (69.2), 12 females (30.8). Age of patients seen for the ˆrst time ranged from 11 to 84
years (mean age 57 years). Contrast-enhanced CT was performed on 33 patients, and MR examination on 12 patients. Only one male
(2.6) had ˆbrous isthmus, bur 38 patients (97.4) had parenchymal isthmus. Thus, we conclude that the isthmus usually contains
renal parenchyma.
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Fig. 2 Horseshoe kidney with ˆbrous isthmus. Contrast-enhanced CT image (a),
and T2-weighted MR image (b) show ˆbrous isthmus (arrow) and right
hydronephrosis ().
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は腎実質であり，時に結合織であると

記載されている．Whitehouse らによ

ると超音波検査で診断された馬蹄腎

59例で，峡部が腎実質であった症例

は55例（93.2）と大部分を占め，結

合織は 4 例（6.8）のみであった9)．

Glenn らの論文でも，馬蹄腎51例中，

手術による峡部が観察できた 8 例

で，腎実質が 7 例（87.5）で，結合

織は 1 例（12.5）のみであった10)．

ただし結合織の頻度が高かったとい

う Faggioli らによる報告がある11)．腹部大動脈瘤な

どに対して大動脈手術した馬蹄腎10例中，4 例が腎実

質で，残り 6 例が結合織だったと述べている．

CT, MRI 等の画像診断では，峡部が結合織の場

合，馬蹄腎と診断されていない可能性がある．結合織

での癒合は，実質の癒合と比べわかりにくく，見逃す

場合がありえる．また腎実質の癒合のみを馬蹄腎と診

断し，結合織の場合は馬蹄腎とはせず，癒合腎などと

診断しているかもしれない．ただし当院では「癒合腎」

で報告書等を検索したが，該当する症例はなかった．

以上，一部の論文や画像診断の限界を考慮しても，

ほとんどの馬蹄腎で峡部は腎実質であると結論できる．
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