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学 会 抄 録

第265回日本泌尿器科学会東海地方会

(2014年 9月13日（土），於 中外東京海上ビルディング)

炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の 1例 : 内木 拓，神沢英幸，梅本幸

裕，藤田圭治（大同） 70歳，女性． 2カ月以上続く発熱を主訴に当

院受診．CT にて下行結腸外側および左腎周囲に 5 cm 大の腫瘤性病

変を認めた．針生検にて low grade spindle cell tumor と診断し腫瘍摘除

術を施行．最終病理結果は炎症性筋線維芽細胞性腫瘍だった．

梨状筋膿瘍を合併した多発感染性腎嚢胞の 1例 :池上要介，藤井泰

普，永田大介，丸山哲史（名古屋市立東部医療セ） 61歳，女性． 1

週間前から継続する発熱，下肢痛が急激に悪化し，当院へ救急搬送さ

れた．画像検査にて梨状筋に膿瘍を認めたため，整形外科にて切開排

膿およびドレーン留置施行した．その後も全身状態は改善認めず．腎

MRI 拡散強調画像より左右の腎に多発する感染性腎嚢胞を疑い，感

染を来たしている可能性のある嚢胞すべてに，CT または US ガイド

下にドレーンチューブ留置した．全身状態の改善を認め退院された．

馬蹄鉄腎に生じた腎細胞癌に腎部分切除術を行った 1例 : 大橋朋

悦，小林弘明，山内裕士，石田 亮，錦見俊徳，山田浩史，横井圭介

（名古屋第二赤十字），都築豊徳（同病理診断） 46歳，男性．2014年

3月，偶発的に見つかった右腎腫瘤の精査目的のため当院泌尿器科受

診．画像検査にて馬蹄鉄腎と右半腎下方に径 7 cm の腫瘤性病変を認

めた．腎細胞癌，一部腎静脈浸潤が疑われた．また正中仙骨動脈から

腫瘍へ流入する動脈を確認した．同年 6月，馬蹄鉄腎右半腎の腎腫瘍

に対し開腹腎部分切除術を施行した．腫瘍と交通する正中仙骨動静脈

の枝は切離した．術中に腎静脈の分枝に腫瘍塞栓を認めたが，分枝と

腫瘍を取りきることができ，右半腎外側を温存することができた．病

理診断は clear cell renal cell carcinoma であった．

両側腎盂に軟部陰影を認めた IgG4 関連疾患の 1例 :白谷裕巳，遠

藤純央，伊藤尊一郎（豊川市民） ［患者］73歳，男性．［既往歴］肥

大型心筋症・脂質異常症．［主訴］嘔気，腹部膨満感．［現病歴］2013

年 7月上旬からの嘔気，腹部膨満感のため当院内科を受診．［初診時

検査所見］肝臓・胆嚢系酵素の上昇を認めた．CT にて膵臓は全体に

腫大しており肝内胆管∼総胆管に軽度の拡張，胆嚢の腫大，壁肥厚を

認めた．腎は両側腎盂内に軟部濃度域を認め，両側腎杯に軽度の拡張

を認めた．［入院後経過］内科入院後の全身検索にて IgG，IgG4 に高

値を認め，CT 所見からも自己免疫性膵炎，硬化性胆管炎の診断にて

IgG4 関連疾患の診断に至った．内視鏡的胆管ドレナージを施行した

が，減黄できなかったため，副腎皮質ステロイド治療を開始した．両

側腎盂病変のため，当科紹介受診されたが，直腸診で異常なく，PSA

も正常，尿細胞診陰性のため，当科は画像所見にて経過観察となっ

た．副腎皮質ステロイド開始後に IgG，IgG4 は正常値となり，CT に

ても両側腎盂の軟部濃度域の改善を認めた．

尿管原発小細胞癌の 1例 :小岩 哲，奥田奈央子，浜本周造，神谷

浩行，橋本良博，岩瀬 豊（豊田厚生） 50歳，男性．無症候性肉眼

的血尿を主訴に受診．採血検査で軽度腎機能低下および尿細胞診検査

で疑陽性を認めた．膀胱鏡で左尿管口より膀胱内へ突出する腫瘍性病

変を認めた．造影 CT，MRI 検査では下部尿管に腫瘍を認め，左外腸

骨リンパ節腫大も認めた．経尿道的腫瘍生検を施行し，小細胞癌の診

断を得て，左尿管原発小細胞癌，cT4N1M0，stage 4 と診断した．肺

小細胞癌の標準的治療に準じた PE 療法（エトポシド＋シスプラチ

ン）を 4コース施行．その後病変の縮小を認め，左腎尿管膀胱全摘術

＋右尿管皮膚ろう造設術施行．術後，PE 療法 2コースと放射線療法

を施行し，半年間再発を認めていない．尿管原発小細胞癌は検索しえ

た限りでは本症例を含め本邦では14例報告されている．予後はきわめ

て不良とされており，手術，化学療法，放射線療法の 3者を組み合わ

せた集学的治療が望ましいと考えられる．

臍マルチチャンネルポートを用いた腹腔鏡下腎尿管膀胱全摘除術の

経験 :山田健司，田中勇太朗，廣瀬泰彦，小林隆宏，秋田英俊，岡村

武彦（安生更生） 当院ではマルチチャンネルポートを用いて腹腔鏡

下膀胱全摘除術を施行してきた．上部尿路上皮癌を合併した浸潤性膀

胱癌に対して，臍切開によるマルチチャンネルポートを利用した腎尿

管膀胱全摘除術を 3例経験したので報告する．［対象］すべて男性，

平均年齢は76歳，上部尿路腫瘍の患側は左 2右 1例．［方法］半側臥

位で臍を縦切開し，腹腔に到達し LAPPROTECTOR を装着．

EZaccess を被覆．患側下腹部に trocar を追加し，腎尿管全摘除術を施

行．体位変換後に対側下腹部（皮膚瘻造設予定部）に trocar を追加し

膀胱全摘除術を施行．尿路変向は皮膚瘻 2例，腎瘻 1例．［結果］平

均手術時間416分，平均出血量 635 ml，術中合併症なし．食事開始ま

での平均日数は 3日，平均術後入院日数は17日．［考察］マルチチャ

ンネルポートを利用した腹腔鏡下腎尿管膀胱全摘除術は従来の方法と

比べても低侵襲で整容性に優れていると思われた．

尿管腫瘍と鑑別が困難であった IgG4 関連尿管炎の 1 例 : 加藤大

貴，田中卓二，米田尚生，玉木正義，後藤高広，近藤啓美（岐阜市

民） 78歳，男性．左腰背部痛を主訴に受診．単純 CT で上部尿管の

壁肥厚を認め，左水腎症を認めたため，逆行性腎盂造影を施行したと

ころ，全周性の尿管狭窄を認めた．左腎盂尿細胞診は class II であっ

た．造影 CT で同部位に造影効果を伴っていたため，尿管腫瘍を疑

い，後腹膜鏡補助下左腎尿管全摘術施行．病理所見で尿管壁内外に著

しい線維化を認め，形質細胞・リンパ球浸潤を認め，免疫染色で

IgG4 陽性形質細胞を多数認めたため，本症例は IgG4 関連尿管炎と

診断された．本症例では，術後の IgG4 測定で 190 mg/dl と高値を示

し，現時点では尿管以外に有意な所見を認めていない．尿管を主病変

とした IgG4 関連疾患の報告例は少なく，調べえた限りでは全例が尿

管腫瘍の診断で外科的切除を施行されている．IgG4 関連疾患は近年

浸透しつつある概念であり，ステロイドが有効な例も多いため，外科

的治療を回避できる可能性があり，認識すべき疾患と考える．

Lynch 症候群が疑われた 1例 :平林崇樹，森 文，井上 聡，高井

峻，松尾かずな，石田昇平，鈴木都史郎，舟橋康人，藤田高史，佐々

直人，松川宜久，加藤真史，吉野 能，山本徳則，後藤百万（名古屋

大） 36歳，女性．他院にて横行結腸癌に対して左半結腸切除施行．

術後の CT にて左腎盂壁の肥厚を認め，当科紹介．逆行性造影にて左

下腎杯の欠損，左腎盂洗浄細胞診にて尿細胞診陽性を認め左腎盂癌と

診断．後腹膜鏡下左腎尿管全摘術施行．病理結果は urothelial carci-

noma，high grade，pT3，G3 であった．50歳未満の横行結腸癌症例で

あり，同時性に腎盂癌を発症していること，多彩な癌の家族歴がある

ことから Lynch 症候群を疑い，MSI 検査について遺伝子カウンセリ

ングを施行したが検査を希望されなかった．Lynch 症候群では患者，

家系内に多彩な悪性腫瘍が発生するためサーベイランスが重要であ

る．遺伝子検査は診断および治療方針の決定に有用であるが，心理

的，倫理的問題を伴う．知る権利と同様，知らないでいる権利も十分

に尊重されねばならない．

尿管癌卵巣転移の 1 例 : 伊藤正浩，深見直彦，西野 将，竹中政

史，糠谷拓尚，深谷孝介，飴本剛之介，石瀬仁司，佐々木ひと美，石

川清仁，日下 守，白木良一，星長清隆（保衛大） 73歳，女性．右

水腎症にて当科紹介．CT で右尿管腫瘍，膀胱内浸潤，左卵巣腫瘍お

よび左鎖骨上窩リンパ節，内腸骨リンパ節の腫大を認めた．TUR-

BT では右尿管口から突出した乳頭状腫瘍と周囲の広基性腫瘍を認め

た．次に婦人科にて左卵巣切除術を施行．病理結果は膀胱・卵巣とも

に urothelial carcinoma，G2＞G3 であった．サイトケラチン染色によ

る免疫組織学的検討において結果が一致したため，右尿管癌および左

卵巣転移，cT3N2M1 と診断した．ジェムザールとカルボプラチンに

よる化学療法を開始．現在，リンパ節の明らかな縮小を認め，膀胱内

には腫瘍の再発はなく治療継続中である．
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片腎の腎細胞癌に対して，分子標的薬治療により制癌と腎温存がは

かられた 1 例 : 高井 峻，松川宜久，森 文，井上 聡，松尾かず

な，平林崇樹，石田昇平，舟橋康人，藤田高史，佐々直人，加藤真

史，吉野 能，山本徳則，後藤百万（名古屋大） 56歳，男性． 3歳

時に悪性リンパ腫のため左腎摘除されており，右片腎の方．2011年 1

月，近医にて右側腹部腫瘤の精査を行い，右腎細胞癌疑いで当科紹介

となった．CT にて，右腎に，不均一に造影される長径 85 mm の腫

瘤を認め，腫瘤は腎動静脈，尿管に広く接していた．画像所見上淡明

細胞癌，cT2aN0M0 の診断，R.E.N.A.L score は 3＋1＋3＋x＋3＝10x

であった．画像所見から腎温存での腫瘍切除は困難と判断し，分子標

的薬で腫瘍縮小を図り，部分切除を目指す方針とした．薬剤は

sunitinib を選択し，37.5 mg で25カ月使用した．治療後，長径 55 mm

と，35％縮小の PR の治療効果がみられ，部分切除が可能と判断し，

2013年 3月，開創右腎部分切除術を行った．病理所見は，淡明細胞

癌，pT3a，断端陰性であった．術後経過は良好で，術前クレアチニ

ン 1.19 mg/dl が，2.16 mg/dl まで上昇したが，その後 1.4 mg/dl 前

後まで低下して安定している．術後は後治療なく，18カ月無再発中で

ある．

赤血球増多症を伴ったエリスロポエチン産生腎細胞癌の 1例 :河田

啓，高井 学，亀山紘司，堀江憲吾，菊地美奈，加藤 卓，水谷晃

輔，清家健作，土屋朋大，横井繁明，仲野正博，出口 隆（岐阜大），

片桐恭雄，酒々井夏子，宮崎龍彦（同病理） 71歳，女性．肉眼的血

尿と左腰背部痛の精査で左腎腫瘍を指摘され，手術目的に当科紹介受

診．術前検査で赤血球増多症とエリスロポエチンの高値を認めたた

め，瀉血を施行後，腹腔鏡下左腎摘除術を行った．病理結果はエリス

ロポエチン産生淡明腎細胞癌であった．摘出標本の腫瘍箇所より検体

を採取し，エリスロポエチン免疫染色を行うと陽性部位と陰性部位を

認めた．また同箇所の PCR の結果では，エリスロポエチンの mRNA

の発現量が異なっていた．以上の結果より腎癌に多クローン性が存在

することが考えられた．術後，ヘモグロビンとエリスロポエチンの値

は正常化し， 6カ月経過しているが再発や転移は認めていない．

後腹膜原発神経内分泌腫瘍の 1例 : 吉川昌希，金井優博，杉野友

亮，西井正彦，西川晃平，矢崎順二，吉尾裕子，長谷川嘉弘，神田英

輝，有馬公伸，杉村芳樹（三重大），今井 裕，白石泰三（同病理）

54歳，女性．近医で腹部 CT を施行したところ，左腎門部に充実性腫

瘤が認められ，超音波内視鏡下穿刺吸引生検が施行され，精査，加療

目的で当科受診．MRI で副腎や腎との連続性はないと考えられ，

PET-CT で腫瘤部に集積を認めた．神経内分泌マーカー陽性から，

neuroendocrine tumor と診断した．2013年 2月に経腰的後腹膜腫瘍摘

出術を施行．摘出標本は重量 14.2 g，20×15 mm 大の灰白色充実性

の腫瘤であり，副腎との連続性はなかった．周囲リンパ節腫脹があ

り，同時に摘出した．病理診断は神経内分泌腫瘍 grade 1，リンパ節

も同様の診断であった．術後半年経過し，再発，転移はなく，生存中

である．後腹膜原発神経内分泌腫瘍は稀であり，本邦では 7例目で

あった．

後天性嚢胞随伴腎細胞癌と淡明細胞型腎細胞癌を同一腎に認めた 1

例 : 竹中政史，日下 守，西野 将，伊藤正浩，糠谷拓尚，深谷孝

介，飴本剛之助，石瀬 仁，深見直彦，佐々木ひと美，石川清仁，白

木良一，星長清隆（保衛大） 60歳代，女性．糖尿病性腎症にて 2年

間の腹膜透析歴あり．CAPD 腹膜炎の精査中，CT にて右腎に造影効

果の強い 46×43×45 mm の腫瘍と造影効果の弱い 30×29×27 mm の

腫瘍を認めた．右腎細胞癌 cT1b，N0，M0 と診断し，腹腔鏡下右腎

摘出術施行．病理結果は造影効果の強い腫瘍は黄色充実性であり，胞

巣構造を形成する淡明細胞が認められ，淡明細胞型腎細胞癌 pT1a，

G2，INFb，v0，ly0，造影効果の弱い腫瘍は核小体と好酸性細胞質を

有する異型細胞が管腔形成し，一部にシュウ酸カルシウムの結晶成分

を認め，AMCAR 陽性，CK7 陰性であり後天性嚢胞随伴腎細胞癌

G2，pT1a，INFa，v0，ly0 と診断．手術 1 カ月後には腹膜透析を再

開し， 5カ月経つ現在，再発なく外来経過観察中である．今回，同側

の透析腎に組織型の異なる腎細胞癌が同時に発生した症例を経験し

た．

顕微鏡下精巣内精子採取術後に発症したセミノーマの 1例 :小林大

地，岩月正一郎，田口和己，濱川 隆，水野健太郎，梅本幸裕，安井

孝周，戸澤啓一，佐々木昌一，林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋市立

大） 35歳，男．右陰嚢腫大を主訴とした． 3歳時に両側精巣固定

術，29歳時に顕微鏡下精巣内精子採取術（TESE）の既往歴あり．初

診時，右精巣は無痛性に腫大，血液検査所見では hCG-β および FSH

に高値を認めた以外に異常所見は認めなかった．陰嚢超音波検査では

右精巣は腫大し，内部不均一な腫瘤陰影を認め，両精巣内部に微小石

灰化を認めた．MRI では T2 強調画像で不均一，拡散強調画像で高

信号域を主体とした領域を認めた．CT にて転移巣はなく，精巣腫瘍

と診断し，右高位精巣摘除術を施行した．病理所見は，淡明な細胞質

を有する腫瘍細胞が増殖しており，pT1N0M0，stage I のセミノーマ

と診断した．発癌の機序について検討するため，29歳時に施行した

TESE 組織を retrospective に検討した．TESE 時の右精巣は c-kit，

PLAP は共に陽性であり，すでに悪性胚細胞を有していたことが確認

された．精子幹細胞の検討のため UTF1 免疫染色を施行，両側に強

陽性を示した．したがって左精巣も発癌の可能性が示唆された．

鎖骨上リンパ節の開放生検によって発見された性腺外胚細胞腫瘍の

1例 :吉澤孝彦，中村小源太，村松洋行，森永慎吾，梶川圭史，小林

郁生，西川源也，加藤義晴，渡邊將人，全並賢二，金尾健人，住友

誠（愛知医大） 20歳，男性．主訴は腹痛．CT 検査にて左鎖骨上

部，両肺野，傍大動脈から傍両総骨動脈に多発する腫瘤を認めた．左

鎖骨上部の開放リンパ節生検にて embryonal carcinoma と診断．精巣

は触診にて右精巣萎縮を認め，精巣エコーにて右精巣実質内に石灰化

を認めた．Burned-out tumor も考慮し，右高位精巣摘除術を施行後に

BEP 療法を 4コース施行した．

巨大前立腺カルンクルの 1例 :田村啓多，細川真吾，伊藤寿樹，栗

田 豊（JA 静岡厚生連遠州），新保 斉（しんぼ泌尿器科クリニッ

ク） 58歳，男性．膀胱腫瘍による繰り返す尿閉と排尿時痛で他院に

て複数回 TUR 施行したが悪性所見は認めなかった．症状悪化のため

精査加療目的に当科紹介受診．画像検査で膀胱から前立腺に浸潤する

腫瘍あり，組織生検では cystitis であった．SCC 高値，尿細胞診擬陽

性であり，症状緩和のため膀胱全摘除術施行．病理結果は巨大前立腺

カルンクルであった．前立腺カルンクルは精丘脇の前立腺管が外反し

たものであり，血管拡張と前立腺組織を伴っているものと定義され，

本邦で27例目の報告であった．血尿と排尿障害を来たす良性疾患であ

り経尿道的切除術が推奨されるが，本症例では術前検査で悪性所見が

否定できず，慢性膀胱炎と尿閉を伴っており，膀胱全摘除術を行う事

で QOL 改善，感染コントロールに至った．

異物を核とした膀胱結石を認めた 1例 :野崎哲史，杉野輝明，成山

泰道，矢内良昌，福田勝洋，窪田裕樹（海南） 67歳，男性．2005

年，他院で腹腔鏡下左腎尿管全摘除術施行．前立腺癌が疑われ，2014

年 2月当院紹介受診．膿尿が改善しないことから，膀胱鏡検査，CT

施行したところ，三角部外側に数珠状に並んだ膀胱結石が認められ

た．2014年 5月，経尿道的膀胱結石摘出術施行．腎尿管全摘除術の下

部尿管処理で用いた金属ステープルとそれに付着した結石を回収し

た．結石分析はシュウ酸カルシウムだった．泌尿器腹腔鏡手術ガイド

ライン2014年版では，ステープルやクリップは膀胱内への迷入・結石

形成などの報告があるので推奨されていない．

S状結腸穿通・下肢壊死性筋膜炎を発症した膀胱癌の 1例 :海野

怜，安藤亮介，飯田啓太郎，恵谷俊紀，内木 拓，岡田淳志，河合憲

康，戸澤啓一，佐々木昌一，林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋市立大）

64歳，男性．膀胱全摘除・回腸導管造設術後， 2年経過．多発リンパ

節転移・脳転移に対して集学的治療中，左下腿痛・腫脹が出現．単純

CT で左下腿に筋の腫脹・気腫を認め，下肢壊死性筋膜炎を疑い緊急

デブリドマン施行．炎症反応改善せず術後 2日目に再度 CT 施行． S

状結腸周囲に膿瘍を認め， S状結腸穿通により後腹膜膿瘍が形成され

下肢壊死性筋膜炎を発症したと考えた．緊急で S状結腸切除術施行

し，穿通部病理組織で膀胱癌を認め，膀胱癌の S状結腸転移が原因と

なった穿通であった．抗生剤使用により炎症反応の改善を認めたが，

下肢肉芽組織からも膀胱癌細胞を認め，壊死性筋膜炎発症後77日目に

膀胱癌の全身多発転移のため永眠された．結腸穿通による壊死性筋膜

炎の発症は希であり，穿通の原因が膀胱癌であった報告は本症例が初

めてであった．

前立腺全摘術後の尿道直腸瘻に対して York-Mason 手術を施行した

1例 :高田秀明，仲島義治，長濱寛二，吉村耕治，西尾恭規（静岡県
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立総合） 78歳，男性．2007年 9月，他院にて恥骨後式前立腺全摘除

術施行時に直腸損傷あり，人工肛門を造設された．術後，尿道直腸瘻

を形成し肛門からの尿流出を認めるようになった．2012年 4月，尿道

直腸瘻に対する加療目的に当科紹介となる．外科を主科として2013年

5月，経肛門的に瘻孔部タバコ縫合，同年 8月，瘻孔部ヒストアクリ

ル注入を行うがいずれも再発した．2014年 5月，経括約筋的修復術

（York-Mason 法）を施行した．術後 9日で特に合併症なく退院され，

術後 6週で尿道バルン抜去とした．術後 3カ月目に人工肛門閉鎖術を

行い，術後 7カ月現在，尿道直腸瘻の再発所見を認めていない．尿道

直腸瘻の標準治療は確立されていないが，York-Mason 法による経括

約筋的修復は侵襲度，成功率を考えると妥当な選択であると考えられ

る．

切除不能な膀胱癌による Trousseau 症候群にて脳梗塞を繰り返し

た 1例 :奥田奈央子，小岩 哲，浜本周造，神谷浩行，橋本良博，岩

瀬 豊（豊田厚生） 57歳，男性．便秘，左側腹部痛を主訴に内科受

診．スクリーニング CT にて膀胱の壁肥厚があり，当科へ紹介．CT，

MRI にて膀胱右側壁に壁肥厚を認め，経尿道的腫瘍生検を施行した．

病理結果は invasive urothelial carcinoma，high grade，cT3N0M0 であ

り，早期に膀胱全摘術を予定するも，失語，失算などの症状を発症．

Trousseau 症候群による脳梗塞と診断した．急性期治療の後膀胱摘出

を試みるも，著明な腫瘍浸潤のため摘出困難と判断し，両側尿管皮膚

瘻造設にて終了した．その後も小脳および脳幹の脳梗塞，左中大脳動

脈領域の脳梗塞を繰り返し，初診から161病日にて永眠された．文献

的に Trousseau 症候群は腺癌に多いと言われているが，尿路上皮癌に

伴う症例を経験したので，報告する．

前立腺 Malignant solitary fibrous tumor の 1例 : 平林裕樹，上平

修，平林毅樹，山口朝臣，守屋嘉恵，深津顕俊，吉川羊子，松浦 治

（小牧市民） 82歳，男性．1997年肛門出血にて近医受診，直腸診に

て前立腺に硬結を認め当科紹介となった．直腸診にて前立腺右葉の腫

大，硬結を触知した．PSA 0.8 ng/ml 未満．エコー上前立腺体積 24

ml，右葉に低エコー域を認めた．前立腺生検を施行したが悪性所見

は得られなかった．2001年再生検するも悪性所見なく，エコー所見も

同様であった．2013年 5月排尿痛，残尿感が出現，前立腺炎の診断で

抗生剤治療を行うも症状の改善がみられず，腹部 CT，MRI にて前立

腺右葉から頭側に突出する長径 8 cm の腫瘤を認めた．PSA 0.926 ng/

ml．同年 6月前立腺生検を施行，solitary fibrous tumor（SFT）が疑わ

れ，同月前立腺全摘除術を施行した．摘出重量 220 g．病理組織診断

は malignant SFT であった．術後15カ月現在，画像上再発を認めてい

ない．

治療に難渋した前立腺全摘術後尿道直腸瘻の 1例 :森永慎吾，中村

小源太，村松洋行，梶川圭史，小林郁生，西川源也，吉澤孝彦，加藤

義晴，渡邊將人，全並賢二，金尾健人，住友 誠（愛知医大），鈴村

和義（同消化器外科） 74歳，男性．前立腺癌 cT1cN0M0 の診断に

て，腹腔鏡下小切開前立腺全摘除術施行．術中直腸損傷あり，術中に

修復術施行．術後尿道直腸瘻の所見を認め，人工肛門造設術施行．そ

の後膀胱瘻造設し経過観察を行い，膀胱造影，大腸内視鏡所見におい

て瘻孔閉鎖の所見を認めたものの，会陰部不快感とともに肛門より尿

流出を認めた．経肛門的瘻孔閉鎖術施行試みるが，瘻孔は確認できず

手術終了．手術終了後，膀胱瘻クランプし自排尿確認の後，膀胱瘻抜

去し人工肛門閉鎖術施行．その後再度瘻孔再開通所見を認めたため，

大腸内視鏡にて瘻孔確認し手術目的のため点墨マーキングを施行した

後，経肛門的瘻孔閉鎖術・回腸瘻造設術を施行．その後外来にて定期

カテーテル交換施行し，膀胱造影にて明らかな造影剤漏出所見認め

ず，尿道留置カテーテルを抜去し，その後人工肛門閉鎖術施行した．

現在，人工肛門閉鎖術施行後 5カ月経過も明らかな再発所見認めてい

ない．

陰茎亀頭部 Fibroepithelial polyp の 1例 :木村博子，植村祐一，恵

謙，福澤重樹（市立島田市民） 80歳，男性．14年前，前立腺肥大症

に対し経尿道的前立腺切除術．術後，尿失禁が持続． 6年前，陰茎亀

頭部の境界明瞭な有茎性腫瘍 5 cm に対し組織診目的に腫瘍切除術を

行い，fibroepithelial polyp と診断．本年 4月，陰茎根部からの尿流出

を主訴に再来院．亀頭部の腫瘍および尿道皮膚瘻を認めた．外尿道口

は長径 7 cm 大のカリフラワー状腫瘍に圧排されており，尿道皮膚瘻

の長径は 1.5 cm であった．リンパ節腫脹や SCC の上昇は伴わず，

腫瘍は 6年前の腫瘍と類似した形態を呈していた．尿失禁に対し，陰

茎にトイレットペーパーなどを巻きつけていたことによる局所の圧力

が再発の原因と考え，膀胱カテーテルを留置した． 1カ月後には腫瘍

は 3 cm，瘻孔は 5 mm と縮小，その後も縮小傾向であった．陰茎

fibroepithelial polyp は調べえた限りの報告18例すべてに腫瘍切除が行

われていたが，悪性腫瘍が除外できる場合には，原因を除去すること

で保存的に改善する可能性があると考えられた．

原発性精巣神経内分泌腫瘍の 1例 :高田英輝，中根明宏，伊藤恭典

（名古屋市立西部医療セ） 23歳，男性．約 7年前より自覚していた

右陰嚢内容の無痛性腫大を主訴に当院受診．受診時，触診にて右陰嚢

内に弾性硬，8 cm 大の腫瘤を認め，CT，MRI 検査では多房状の嚢

胞性腫瘍で被膜状構造を有し，被膜外浸潤は認めなかった．また，右

肺下葉に 6 mm の腫瘤を認めた．血液検査では AFP，HCG-β，LDH，

Cre は正常値であった．右精巣腫瘍と診断し，高位精巣摘除術を施行

した．摘出標本の割面は黄白色充実性であった．病理組織検査では多

稜形細胞の増殖像を認め，synaptophysin 陽性，S-100 陽性，Ki67

index は19.8％で原発性精巣神経内分泌腫瘍 NET G2 と診断した．右

肺腫瘤は遠隔転移の可能性あり外科的切除を考慮したが，呼吸器科と

検討の結果，現在，外来にて経過観察中で，他の再発，転移は認めて

いない．精巣原発の神経内分泌腫瘍は全精巣腫瘍の 1％程ときわめて

稀であり，若干の文献的考察を加え報告する．

両側同時性精巣悪性リンパ腫の 1例 :杉野輝明，野崎哲史，成山泰

道，矢内良昌，福田勝洋，窪田裕樹（海南） 73歳，男性． 1カ月前

からの左陰嚢内容の無痛性腫大を主訴に受診した．理学所見，画像所

見から両側精巣腫瘍 cT1N0M0 と診断し，両側高位精巣摘除術を施行

した．病理組織標本から，びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫

（DLBCL）と診断した．PET 上で残存病変を認めず悪性リンパ腫

stage 1 と診断し，1）R-CHOP（ 6サイクル），2）摘除後の陰嚢部へ

の予防的照射（40 Gy），3）メソトレキセート髄腔内注入療法を施行

した．術後 2年経過するが，現在まで明らかな再発は認めていない．

悪性リンパ腫は全身病であり，精巣摘除のみでは stage 1 症例の半数

以上に再発を認め，節外浸潤傾向が強く，予後不良な疾患である．両

側同時発生を認めた場合の他臓器またはリンパ節の検索，片側発生の

場合の対側精巣の注意深い経過観察が必要であると考えられた．
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