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第231回日本泌尿器科学会関西地方会

(2016年 2月 6日（土），於 京都大学芝蘭会館)

副腎血管肉腫の 1例 :藤本卓也，西川昌友，原田健一，松下 経，

田中一志，藤澤正人（神戸大），高橋 裕（同内糖尿病分泌内科），豊

田昌徳（同血液腫瘍内科） 症例は70歳，男性．検診の腹部超音波検

査で左副腎に 60 mm 大の腫瘤を指摘，腹部 CT，MRI 検査で長径 60

mm 大の副腎腫瘤を認め当科紹介となる．内分泌学的所見からは

ACTH 産生副腎腫瘍が疑われた．腹腔鏡下での左副腎摘出術を試み

たが，左腎臓，膵臓との癒着が強く，開腹にて左副腎摘除および左腎

臓，膵臓尾部，脾臓の合併切除を行った．病理組織は AE1/3，

CD31，34 陽性で副腎血管肉腫と診断された．術後，対側副腎，傍大

動脈リンパ節，腹膜に転移を認め，術後 8カ月目より doxorubicin に

よる化学療法を施行中である．

副腎癌と鑑別が困難であった副腎結核の 1例 : 西川徳彰，羽阪友

宏，西原千香子，浅井利大，石井啓一，上川禎則，金 卓，坂本

亘，杉本俊門（大阪市立総合医療セ） 71歳，男性．肺結核で他院加

療中，CT で左後腹膜腫瘍増大傾向，脾腫，傍大動脈リンパ節腫大を

指摘．可溶性 IL-2 レセプター上昇あり，悪性リンパ腫を疑われ，

2014年10月，当院血液内科紹介受診．腫瘍生検の依頼あり，当科紹介

受診．腹部造影 CT では左副腎腫瘍，傍大動脈腫大あり．PET-CT で

は同部位に一致し，高集積を認め，副腎癌リンパ節転移と診断．11

月，左副腎摘除術，傍大動脈リンパ節郭清施行．周囲との癒着が強

く，膵尾部，脾臓，左腎合併切除．病理結果は副腎結核であった．

Myxoid adrenocortical adenoma の 1 例 : 本田俊一朗，平原直樹

（京都きづ川），杉原洋行（滋賀医大病理） 63歳，男性．総胆管結石

に対する腹部造影 CT 検査で 3 cm 大の左副腎腫瘍を指摘され，精査

目的に当科紹介．造影 CT 検査で内部の造影効果は不均一であった．

MRI 検査で T2 高信号，T1 低信号を示し，chemical shift imaging から

脂肪を含むような腺腫は否定的であった．採血上，ホルモン動態に異

常を認めなかった．副腎悪性腫瘍や膵腫瘍の可能性を考慮し，腹腔鏡

下左副腎腫瘍摘除術を施行した．病理組織診断は myxoid adreno-

cortical adenoma であった．これは粘液成分をもつ腫瘍で，画像診断

では脂肪成分のない乏血流性の所見を示す非常に稀な良性疾患であ

る．良性疾患とされるが術後数年経過して再発した報告もあり，今後

も継続フォローを予定している．

副腎原発と考えられた腺癌の 1 例 : 谷口 歩，松下 慎，片山欽

三，湊 のり子，森 直樹，吉岡俊昭（住友），藤田茂樹（同病理）

56歳，男性．CEA，CA19-9 高値と左副腎腫瘍を指摘されて当科紹

介．術前精査では左副腎以外に病変を認めず，腹腔鏡下左副腎摘除術

を施行した．病理組織診断は腺癌であり，免疫染色の結果は肺腺癌の

副腎転移を疑うものであった．術後，腫瘍マーカーは正常化した．

CT および PET で 3年間経過観察を行ったが，再発を認めず，肺を

はじめとして他臓器に原発を疑う病変の発生も指摘されていないた

め，副腎原発の腺癌であると考えられた．

前立腺小細胞癌骨髄転移の 1例 :佐野貴紀，三浦徹也，吉行一馬，

結縁敬治，山下真寿男（神鋼記念） 76歳，男性，腰部痛および汎血

球減少で近医内科より当院血液内科を紹介受診した．骨髄検査で固形

癌の骨髄転移が疑われ，CT 画像上は不整な前立腺腫大を認められ当

科紹介となった．前立腺生検で前立腺小細胞癌と診断した．MRI 上

は精嚢および膀胱浸潤を認め，骨シンチでは多発骨転移を認めた．腫

瘍マーカーは PSA 26.831 ng/ml，NSE 481 ng/ml であった．CAB お

よび，化学療法（CBDCA＋ETP） 4コース施行し一旦は骨髄抑制の

改善および，NSE 16.8 ng/ml と低下を認めた．再度増悪し多臓器転

移を来たし 6カ月後に死亡した．

前立腺小細胞癌の 2 例 : 辻 恵介，廣田英二，藤原 淳，乾 将

吾，山田浩史，関 英夫（綾部市立），中村晃和（京府医大） 67歳，

男性．受診 1カ月前より頻尿が出現し他院で内服加療を受けるも改善

しないため，当科に紹介受診した．直腸診と MRI で異常所見を認め

たため前立腺針生検を施行したところ小細胞癌を認めた．転移検索で

は多発肝転移と骨転移，リンパ節転移を認めたため進展型前立腺小細

胞癌と診断した．全身化学療法を 4th ラインまで施行するも 1年 6カ

月で癌死した．80歳，男性．受診 2カ月前より排尿困難が出現し当科

受診した．前立腺エコーと直腸診で異常所見を認めたため前立腺針生

検を施行したところ小細胞癌を認めた．転移検索では転移を認めな

かったため限局前立腺小細胞癌と診断した．放射線治療を併用した全

身化学療法を 2nd ラインまで施行するも 1年 9カ月で癌死した．

前立腺癌尿管転移の 1例 :久保田聖史，寒野 徹，西山隆一，岡田

崇，東 義人，山田 仁（医仁会武田） 患者 : 81歳，男性．［主訴］

左水腎症精査．［現病歴］2003年に血中 PSA 値 : 8.5 で受診．生検で

前立腺癌を検出．遠隔転移なく，前立腺全摘施行し GS 4＋5＝9 で

pT3aN0M0 の診断．術後 PSA 低下不十分のため CAB 療法を開始．

その後 PSA は測定感度以下（0.007 以下）が継続したが，2013年よ

り上昇．2015年に PSA : 0.193，エコーで左水腎症を指摘． エコー，

CT :中等度水腎症あり．MRI :左下部尿管に T2WI 低信号の結節を

認め，尿管腫瘍の疑い．膀胱鏡 : 明らかな異常なし．RP は下部尿管

狭窄あり．尿細胞診 : class II．PET-CT : 有意な集積亢進なし．左尿

管腫瘍の診断で，腎尿管全摘術を施行すると組織は GS 5＋4＝9 の

adenocarcinoma．PSA 染色陽性で前立腺癌の尿管転移と診断．［術後

経過］術後 2カ月後の血中 PSA 値は測定感度以下に低下した．

前立腺癌に対するホルモン治療中に異所性 ACTH 症候群を発症し

た 1例 :関井洋輔，吉永光宏，中川勝弘，岸川英史，西村憲二（県立

西宮） 74歳，男性．2014年 8 月排尿困難を主訴に近医受診．PSA

11 ng/ml と高値であり，当院へ精査加療目的で紹介．2014年11月前

立腺生検を施行し，Gleason score 4＋ 5 の前立腺癌であった．

cT3bN1M1a（骨盤リンパ節，両側副腎転移）の前立腺癌に対し CAB

療法を開始し，PSA は低下傾向であった．2015年 1月蜂窩織炎で入

院した際，高血圧，高血糖，低K血症を指摘．内分泌学的検査で異所

性 ACTH 症候群の診断．CT で転移巣は著明に増大し，手術は困難

と判断し，CAB 継続およびメチラポンの投与開始．蓄尿コルチゾー

ルは改善するも，異所性 ACTH 症候群の発症後16週間で癌死した．

上記症例について若干の文献的考察を加えて報告した．

ACTH・カルシトニン産生を伴う前立腺小細胞癌の 1 例 : 中野翔

平，河瀬紀夫，若林智生，森 泰宏，野々村光生（京都桂），服部武

志（同糖内），安原裕美子（同病理） 66歳，男性．2011年 1 月に

PSA 高値（72.7 ng/ml）のため当科受診．腺癌（Gleason score 5＋5＝

10，cT3aN1M1）の診断で CAB 開始．2014年 7月に低K血症を契機

に精査の結果 Cushing 症候群と診断．再度施行した前立腺生検で

ACTH・カルシトニン産生前立腺小細胞癌と判明． 9月より CDDP＋

CPT-11 で 4コース加療し，病勢は小康状態となったが，2015年 5月

に病状進行のため死亡した．死後剖検を施行し，ACTH・カルシトニ

ン産生前立腺小細胞癌，微小多発肺腫瘍栓による呼吸不全が死因と診

断．前立腺小細胞癌は予後不良と報告されているが，前述の抗がん剤

治療で重篤な合併症なく一定期間寛解状態が得られた．

術後10年で右精索に再発した前立腺癌の 1例 : 藤井将人，松本敬

優，田島基史，眞鍋由美，伊東晴喜，三品睦輝，奥野 博（国立病院

機構京都医療セ） 86歳，男性，膀胱全摘時偶発的に前立腺癌を指摘

された（iPSA 5.2 ng/ml adenocarcinoma GS 3＋4 pT2cN0M0）．術後10

年で右精巣頭側に硬結を触知し当科受診．PSA 2.1 ng/ml 膀胱癌また

は，前立腺癌の精巣転移疑いで右高位精巣摘除術施行した．Adeno-

carcinoma GS 5＋5 PSA 染色陽性で前立腺癌の精巣，精巣上体転移と

診断した．術後一旦 PSA 低下したものの，すぐに再上昇を認め，傍

大動脈リンパ節の増大を認めた．前立腺癌リンパ節転移と判断し

リュープロレリン開始した．PSA は陰性化し，リンパ節も縮小した．

前立腺全摘後の陰嚢腫大には精巣，精索への転移を考慮する必要があ

る．

臓器転移を有する化学療法後の去勢抵抗性前立腺癌にエンザルタミ

ドが著効している 1例 :田島基史，藤井将人，松本敬優，眞鍋由美，

伊東晴喜，三品睦輝，奥野 博（京都医療セ） 2005年70歳，男性．
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腰痛を主訴に近医受診．PSA 高値のため当科紹介となった．画像検

査では多発肺転移，多発骨転移を認めた．前立腺癌 cT2cN0M1c GS

4＋4 の診断で CAB 療法開始，AWS，アンドロゲン交替療法を経て

2014年に CRPC と診断．ドセタキセル 9コース施行後に無顆粒球症

のため継続困難となりエンザルタミドの投与を開始した．PSA は速

やかに低下し低下率は99.9％であった．現在も PSA 低下は続いてお

り，長い time to CRPC がエンザルタミドの著効と関連が深いと考え

られた．

多発脳転移を来たした前立腺小細胞癌の 1 例 : 針貝俊治，白石

匠，大石正勝，中田 麻，中西弘之，内藤泰行，納谷佳男，沖原宏

治，浮村 理（京府医大） 64歳，男性．前立腺針生検にて免疫染色

上神経内分泌マーカー陽性であり前立腺小細胞癌と診断．シスプラチ

ン＋エトポシドの PE 療法を 4クール施行，局所病変縮小傾向であり

スクリーニング脳 MRI でも有意病変を認めなかった．骨盤放射線照

射 66 Gy を追加したが腫瘍マーカーである ProGRP は上昇傾向とな

り，中枢神経症状の出現を受けて 5カ月振りとなる脳 MRI を施行，

多発脳転移を認めた．全脳照射施行にて腫瘍マーカーは速やかに低下

し PE 療法 4クールの再施行で脳転移はほぼ消失，現在神経症状なく

経過観察中である．現在肺小細胞癌の第一選択化学療法レジメンはシ

スプラチン＋イリノテカンの PI 療法となっており，今後は前立腺小

細胞癌に関してのエビデンス蓄積が待たれる．

直腸近傍の転移巣が直腸に浸潤・穿孔した去勢抵抗性前立腺癌の 1

例 : 赤羽瑞穂，鈴木良輔，福永有伸，松岡崇志，矢野敏史，杉野善

雄，岡田卓也，川喜田睦司（神戸中央市民），松本一寛（同消化器内

科），今井幸弘（同病理診断） 94歳，男性．直腸癌の治療歴あり．

2012年 1月，前立腺肥大症に対して HoLEP 施行．病理診断で GS 4＋

4 の前立腺癌と診断．術後 PSA 上昇傾向， 1年後の CT 検査で多発

骨盤内リンパ節腫脹を指摘．精査の PET/CT で直腸右側に FDG の

集積を伴う軟部影を認め，ホルモン治療を開始した．一時，PSA の

低下を認めたが，次第に上昇傾向となり，CAB，女性ホルモン投与

を行うも治療開始から 2年 4カ月後，同病変の嚢胞化と増大傾向を認

めた．嚢胞性病変に対し，穿刺生検を施行するも悪性所見を認めな

かった．その後も PSA は上昇傾向で，エンザルタミド投与を開始し

た．PSA は低下傾向であったが 3カ月後の PET/CT で同部の増大を

認め，前立腺癌の転移病変による直腸穿孔，直腸出血を来たした．稀

ではあるが，前立腺から直腸近傍リンパ節転移の可能性がある．前立

腺癌の転移病変が嚢胞化し，直腸に浸潤，穿孔を来たしたのは調べた

限り第 1例目であった．

皮下膿瘍を契機に発見された尿管結石による腎膿瘍の 1例 :岩本崇

史，大塚憲司，松下千枝，細川幸成，林 美樹（多根総合），藤本清

秀（奈良医大） 症例は56歳，女性．発熱・腰背部腫脹を主訴に近医

受診．CT にて，左尿管結石による膿腎症，腎から背部にかけて皮下

膿瘍を指摘され当科紹介．皮下膿瘍は切開排膿し洗浄することで改

善．尿管結石に対し，TUL を施行． 3回目の TUL 開始時に尿管外

に造影剤の漏出を認め，尿管小腸瘻が疑われた．腎摘除および腸管部

分切除を施行．腎尿管消化管瘻は1960∼70年代と比較して近年，症例

数は減少．2000年以降の献索では，本症例含め10例の報告を認め， 1

例のみ死亡している．

体外腎部分切除術および自家腎移植後 7年目に膀胱転移を認めた腎

細胞癌の 1例 :尾張拓也，山本与毅，溝渕真一郎，伊丹祥隆，中濵智

則，松本吉弘，百瀬 均（星ヶ丘医療セ） 74歳，男性．2008年に右

腎に 2カ所，左腎に 1カ所の腫瘍を有する両側腎細胞癌（cT1aN0M1，

PUL，OSS）に対して根治的右腎摘除術および左体外腎部分切除術，

自家腎移植を施行．肺，骨転移に対しては転移巣切除術を施行した．

病理組織診断はすべて clear cell carcinoma であった．以後再発なく経

過していたが，術後 7年目に無症候性肉眼的血尿を認めた．膀胱鏡検

査にて膀胱前壁に約 2 cm 大の有茎性非乳頭状腫瘍を認め，TURBT

を施行．病理組織診断は clear cell carcinoma（筋層浸潤所見なし）で

あり，腎細胞癌膀胱転移と診断．他臓器転移を認めなかったため，分

子標的薬治療は施行しない方針とした．術後 6カ月が経過するが，膀

胱内再発・遠隔転移は認めていない．

23年間に複数回の腎癌局所治療を行った VHL 病の 1例 :齋藤友充

子，山田泰弘，上田 崇，大石正勝，中村晃和，本郷文弥，鴨井和

実，浮村 理（京府医大） 68歳，女性．45歳時に VHL 病に伴う右

腎癌に対し腎部分切除術，64歳時に両側腎癌に対し RFA を施行後．

今回右腎上極，中部，下極に癌を指摘され， 3カ所同時にリピオドー

ルマーキングを併用して凍結療法を施行した．治療18カ月後の現在も

再発所見なく，複数回の局所治療で両腎は温存され，長期生存が得ら

れている．VHL 病のように再発性，多発性を特徴とした腎癌に対し

ては腫瘍の制御とともに腎機能の温存も重要な課題となる．RFA や

凍結療法をはじめとしたアブレーション治療は腎機能を温存し，かつ

繰り返して施行できることから，VHL 病に伴う腎癌には有用である

と考えられた．また，早期に凍結療法による介入を行うことで，腎摘

除術を避けることが可能な場合があると考えられた．

ステロイド投与が奏効した好酸球性膀胱炎の 1例 :沖中勇輝，上仁

数義，西田将成，花田英紀，影山 進，成田充弘，河内明宏（滋賀医

大） 2歳，男児．排尿時痛，陰茎部痛を主訴に近医受診．下部尿路

感染症を疑い抗生剤加療も改善なく再度受診．超音波検査で膀胱腫瘍

が疑われ MRI 検査施行．膀胱頂部右側に 3 cm 大の腫瘤を認め，横

紋筋肉腫が疑われ当院紹介．血液検査 : NSE 29.3 ng/ml，白血球分画

で eosin 7.3％（好酸球数 861）と上昇．尿細胞診 : class IIIa．経尿道的

生検施行し，生検組織は desmin，myogenin などのマーカーは陰性．

横紋筋肉腫は否定的であった．組織中に好酸球の著しい集簇を認め好

酸球性膀胱炎と診断．プレドニゾロン（1 mg/kg）の内服で治療開始

し 3カ月後の MRI 検査で腫瘤は消失した．現在まで治療後10カ月再

発なく経過している．小児での好酸球性膀胱炎では臨床症状，画像所

見では横紋筋肉腫との鑑別は困難であり適切に診断を行い治療に当た

ることが重要である．

第11，12胸椎椎弓切除と後腹膜鏡下手術で切除しえた後腹膜神経鞘

腫の 1例 :松崎和炯，谷口久哲，滝澤奈恵，高安健太，中本喬大，速

水悠太郎，吉田 崇，三島崇生，吉田健志，増田朋子，矢西正明，安

田鐘樹，駒井資弘，乾 秀和，渡辺仁人，杉 素彦，木下秀文，松田

公志（関西医大枚方），串田剛俊，池浦 淳（同整形外科） 60歳，

男性．2014年 8月，前医腹部 CT で右腎近傍に腫瘤を認め，当科紹介

受診．MRI で第12胸椎神経根右側から右腎背側に伸展する後腹膜腫

瘍を認めた．MRI で T2 :辺縁 high，T1 :内部 low の target sign など

から神経鞘腫と術前診断した．腫瘍は硬膜外に位置し，脊髄損傷の回

避の点から硬膜外操作を選択．第11，12椎弓切除，腫瘍根部切断と後

腹膜鏡下腫瘍摘出術を施行した．病理は cellular schwannoma，剥離断

端陰性．四肢麻痺なく退院し，術後 1年で再発なし．

両下肢浮腫と低K血症を契機に診断された ACTH 産生前立腺癌の

1例 :伊藤克弘，植村俊彦，河野有香，加藤敬司，植月祐次，川西博

晃，奥村和弘（天理よろづ） 60歳台，男性．転移性前立腺癌に対し

ホルモン療法中，11カ月目に去勢抵抗性となりアビラテロンの投与を

開始したところ低カリウム血症と両下肢浮腫が出現し，アビラテロン

中止後も軽快しないため入院．入院時 ACTH，cortisol 異常高値を認

めており，その後腫瘍出血を合併したため施行した経尿道的腫瘍切除

術の組織標本で，ACTH 染色陽性であったことから ACTH 産生前立

腺癌と診断．ドセタキセル投与とメチラポンによるクッシング症候群

のコントロールを図ったが，カリニ肺炎などの日和見感染と副腎不全

を繰り返し， 6カ月後に永眠された．ACTH 産生前立腺癌は稀では

あるが，クッシング症候群の治療が遅れると重篤な合併症を来たしえ

るため早期発見，早期治療開始が肝要である．

黄色肉芽腫性精巣炎の 1例 :梅本秀俊，村岡 聡，小池宏幸，山下

真平，吉川和朗，射場昭典，松村永秀，柑本康夫，原 勲（和歌山医

大），小島史好（同病理） 28歳，男性．左陰嚢部鈍痛を主訴に2014

年11月当科受診した．受診 1カ月前に自転車のサドルと太ももの間で

左精巣を挟んだ既往あり．画像検査の結果，類表皮嚢胞を疑ったが，

悪性腫瘍も完全には否定できず，術中迅速病理診断施行．悪性所見認

めず，腫瘍核出術を施行した．病理所見にて脂肪を貪食したマクロ

ファージの集積を認め，黄色肉芽腫性精巣炎と診断した．本症例は画

像上典型的な類表皮嚢胞の像を呈しており，術前鑑別が困難であっ

た．黄色肉芽腫性精巣炎の報告は自験例を含め現在まで24例しかな

く，稀な疾患である．原因については受診 1カ月前に受傷した精巣外

傷の可能性も考えられた．
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ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後，ポート部再発を認めた低

分化前立腺癌の 1例 :池内亮介，砂田拓郎，吉川武志，吉田 徹，清

川岳彦（京都市立） 65歳，男性．2014年 3月に血尿，排尿困難を主

訴に当科受診．初診時 PSA＝3.11 ng/ml．直腸診上，前立腺右様優位

に緊満した硬結を触知した．画像検査および経直腸前立腺針生検を施

行し，前立腺癌（cT3aN0M0，GS : 5＋4＝9）と診断し，ロボット支

援腹腔鏡下前立腺全摘除術を施行した．病理結果は pT3bN0，RM1，

EPE1，GS : 5＋4＝9．術後 4カ月で局所再発，骨盤内リンパ節転移

およびポート部再発を認めた．ホルモン療法に加え，早期にドセタキ

セル化学療法を 4コース施行し，画像上，転移・再発病変は消失し

た．その後もホルモン療法は継続し，PSA 値は検出感度以下を維持，

画像上再発所見なく経過している．

TKI（Tyrosine kinase inhibitor）を誘因とする陰茎壊疽性膿皮症の

1例 :船田 哲，岡田能幸，小池修平，藤川祥平，奥村悦久，平山和

秀，赤松秀輔，根来宏光，小林 恭，寺田直樹，山崎俊成，松井喜

之，井上貴博，神波大己，小川 修（京都大） 78歳，男性．他院に

て左腎癌の術後再発に対しスニチニブを投与後，陰茎壊疽性膿皮症を

発症した．スニチニブ休薬，ステロイド内服にて壊疽性膿皮症は軽快

したが，転移巣は増悪し当科に紹介受診となった．パゾパニブで治療

を試みたが陰茎壊疽性膿皮症が再燃した．前医での経過も合わせ，

TKI であるスニチニブ，パゾパニブを誘因とする陰茎壊疽性膿皮症

の診断となった．難治性の尿道皮膚瘻を生じたため，ステロイド投与

下にて陰茎全摘，尿道会陰瘻の造設を行った．術後はステロイドも減

量でき，尿道バルーン抜去後自尿を得ることができた．

Pheochromocytoma multisystem crisis の 1例 : 坂本茉莉子，白石

祐介，神野 雅，山道 深，村蒔基次，山田裕二（県立尼崎） 48

歳，男性．胸痛主訴に当院救急搬送．心電図にて広範に ST 低下所見

あり，CT にて右副腎に内部壊死を伴う 5 cm 大の腫瘍を認め，褐色

細胞腫 crisis の診断．血液検査では adrenaline 優位の catecholamine 過

剰分泌を示し，MIBG シンチでは右副腎に強い集積を認めた．心不

全，脳症，肺水腫，急性腎不全，ileus と多臓器不全を呈しており，

人工呼吸器管理の上，α，β blocker 投与を開始，catecholamine 除去目

的に CHDF を回した．内科的 control 先行の上で第 9病日に腹腔鏡下

右副腎摘除術を施行．病理組織検査にて褐色細胞腫の確定診断．第14

病日に抜管，第31病日に透析離脱し現在外来通院中である．薬物療法

のみでは循環動態の完全な改善は得られず外科的切除の重要性が再確

認されたが，内科的治療によって可及的に全身状態を安定させ手術に

臨むことが，良好な治療結果のためには重要であると考える．

両側副腎摘除を必要とした難治性クッシング病の 1例 :山中庸平，

河嶋厚成，林裕次郎，角田洋一，植村元秀，木内 寛，今村亮一，宮

川 康，野々村祝夫（大阪大），北村哲宏，大月道夫（同内分泌代謝

内科） 64歳，男性．2009年多発腰椎圧迫骨折を契機にクッシング病

（CD）と診断．下垂体手術 3回，放射線治療 2回施行するも2014年 3

月コルチゾール再上昇と共に感染を伴った難治性臀部褥瘡を発症．

CD 増悪に対して薬物治療を行うも肝機能障害にて中止．中止後深部

静脈血栓症，肺動脈塞栓症を発症し，薬物治療によるコントロールは

困難と判断し，両側副腎摘除目的に当科紹介受診． 1期的に腹腔鏡下

両側副腎摘除を施行し，病理診断は副腎皮質過形成であった．術後ス

テロイド補充は必要であったものの合併症なく内服コントロール良好

となった．難治性 CD に対する治療として，両側副腎摘除が有効な

選択肢となると考えられた．

長期透析患者に対するロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術の 1例 :

新開康弘，大嶋浩一，嶋谷公宏，長澤誠司，山田祐介，橋本貴彦，東

郷容和，鈴木 透，呉 秀賢，兼松明弘，野島道生，山本新吾（兵庫

医大） 症例は50歳台，男性．20年前に慢性腎不全で血液透析を導入

され長期に渡り無尿．PSA : 6.6 ng/ml で前立腺生検を施行し，前立

腺癌（cT2aN0M0，GS4＋3，D’Amico 中リスク）と診断． 6 カ月間

の CAB 後ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術（RALP）を施行した．

萎縮膀胱と無尿のため，腎盂バルーンを使用し術後は膀胱持続灌流を

施行した．将来，腎移植を希望されていることから膀胱前腔と腸骨血

管系の癒着防止目的に腹膜を修復し，リンパ節郭清は省略した．長期

透析で腎移植待機中の前立腺癌の症例に対して，手術手技，周術期管

理を工夫することで RALP を安全に施行することができた．

ウレアーゼ産生菌による慢性尿路感染症で意識障害を来たした 1

例 :八田原広大，濵田彬弘，小山梨恵，増井仁彦，七里泰正（大津市

民） 91歳，男性．意識障害，嘔気を主訴に救急外来を受診．血液検

査や頭部 CT，MRI を含む画像検査を行うも明らかな原因を指摘でき

ず，精査加療目的に入院とした．入院 2日目に血中アンモニア 241

μg/ml と高値を認め，意識障害の原因と診断した．また排尿障害を疑

う病歴に加えて，多量の残尿，尿 pH 8.5 と上昇，CT 上多発の膀胱

憩室を認めた．肝障害などの他の高アンモニア血症を来たす要因が否

定的であったため尿路感染症と高アンモニア血症との間に因果関係あ

りを疑い尿道カテーテルを留置して抗菌薬投与を行ったところ，血中

アンモニア濃度がすみやかに低下し，意識障害が改善した．後日判明

した尿培養では corynebacterium が検出され，ウレアーゼ産生菌による

慢性尿路感染症が高アンモニア血症を来たしたと考えられた．

LH-RH アナログ投与後高度貧血を来たした 1例 : 松永知久，辻野

拓也，吉川勇希，高井朋聡，齋藤賢吉，内本泰三，反田直希，南 幸

一郎，高原 健，平野 一，稲元輝生，能見勇人，木山 賢，東 治

人（大阪医大），鈴木俊明，金原裕則（かねはらクリニック） 71歳，

男性．限局性前立腺癌として術前のホルモン療法施行．リュープロレ

リン酢酸塩徐放性製剤の投与後，極度の貧血を来たし輸血を施行し

た．酢酸ゴセレリン徐放製剤でも同様の貧血を来たした．除法製剤に

よる薬剤性赤芽球癆と判明した．本邦での報告例は 1例しかなく文献

的考察を加え報告する．

腎細胞癌右心房転移の 1例 :松田 歩，堤 尚史，岩村博史（姫路

医療セ） 66歳，男性．検診にて肺結節と左腎腫瘍指摘．CT にて左

腎静脈に進展を伴う左腎腫瘍と単発の肺結節を認めた．左腎細胞癌

cT3aN0M1 と診断し，左腎摘除術施行．術後に全身治療として肺転

移に対し，インターフェロンを導入するも肺転移の増大を認めた．

Sunitinib 導入時のスクリーニング心エコーで心臓腫瘍指摘．循環器

内科にコンサルトし，鑑別診断は転移や粘液腫となるがどちらにして

も心不全や弁逆流を来たす可能性が高いと予想された．心臓血管外科

にて心臓腫瘍摘出術施行し腎細胞癌右心房転移と診断した．心臓手術

後，sunitinib にて肺転移は PR が得られている．腎癌心臓転移症例に

関して，分子標的薬前は予後不良であったが，分子標的薬が導入され

てからは，PR を得られている報告も散見される．

腎原発平滑筋腫の 1例 : 井口圭子，岡村太裕，田中尚夫，山﨑健

史，仲谷達也（大阪市大），吉田直正（吉田），阪倉民浩（市立柏原）

54歳，男性．前医 CT にて右腎腫瘤を指摘され精査加療目的に当科受

診．造影 CT で右腎中部に乏血性腫瘤を認めた．腫瘤は増大傾向を示

しており悪性腫瘍を否定できず腹腔鏡下右腎部分切除術を施行，腎実

質との境界明瞭で剥離は容易に可能であった．摘出標本は，内部充実

性の周囲正常腎との境界明瞭な黄白色腫瘤であった．H-E 染色，免

疫染色にて平滑筋腫と確定診断した．平滑筋腫は腎腫瘍の 1％に満た

ない比較的稀な腫瘍である．予後良好な良性腫瘍であるが，画像検査

では多彩な所見を呈するため画像による術前診断は困難である．生検

検体でも悪性腫瘍である平滑筋肉腫との鑑別が困難な症例が多い．本

症例では腫瘍増大傾向もあり手術摘出による組織学的検索が妥当で

あったと考える．

脂肪肉腫との鑑別に造影 CT が有用であった腎外発育型血管筋脂肪

腫の 1 例 : 小糸悠也，原田二郎，河 源（済生会野江） 55歳，女

性．昨年の健診における超音波検査では指摘されなかった，左腎に接

する腫瘤の精査目的に紹介受診．単純 CT にて腫瘤は脂肪組織を主成

分とし，左腎を取り囲むように存在していた．脂肪肉腫の可能性も考

えられたが，造影 CT にて，腎実質の欠損像および腎実質由来の血液

流入像などの，Woo らの報告（Acta Radiol，2015）にある血管筋脂

肪腫に特徴的な所見を認めたため，腎外発育型血管筋脂肪腫と診断し

た．

対側副腎褐色細胞腫を合併した腎細胞癌の 1例 :山野志真，遠藤貴

人，酒井 豊，原口貴裕，井上隆朗（兵庫県立がんセ） 59歳，男

性．近医の造影 CT で右腎癌左副腎転移と診断され2015年 3月に当科

紹介．右腎上極，左副腎にそれぞれ 36，17 mm の早期濃染される腫

瘍あり，褐色細胞腫も鑑別疾患として考慮．MIBG シンチグラフィで

左副腎に集積あり褐色細胞腫を強く疑い 5月，腹腔鏡下左副腎摘除術

施行．褐色細胞腫と診断後，腎細胞癌に対し右腎部分切除術を施行．
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術後 6カ月で再発を認めず．褐色細胞腫は造影 CT 上良好な造影効果

を示す（ただし原則禁忌）．本症例では鑑別に挙げ，内分泌学的精査

を追加した結果正確な術前診断に至った．von Hippel-Lindau 病は中

枢神経血管芽腫，褐色細胞腫，腎細胞癌などを発症する遺伝性疾患で

ある．本症例では家族歴はなく，また明らかな他臓器病変も認めず，

腎細胞癌に偶発的に褐色細胞腫を合併した可能性が高いと考えられ

た．

自家移植腎に再発し，経皮的凍結療法を施行した腎癌の 1例 :冨山

栄輔，福原慎一郎，氏家 剛，永原 啓，植村元秀，木内 寛，今村

亮一，宮川 康，野々村祝夫（大阪大），任 幹夫（大阪労災） 59

歳，男性．2003年両側腎癌に対し根治的左腎摘除術，右腎部分切除

術・自家腎移植術を施行した．病理診断は淡明細胞型腎細胞癌

pT1bN0M0 で，以後他院で経過観察されていた．2014年の造影 CT

で自家移植腎に造影効果を伴う径 2 cm 大の腫瘤を認め，腎癌再発疑

いで精査加療目的に当科紹介受診となった．腫瘍生検で淡明細胞型腎

細胞癌であることを病理学的に確認し，CT ガイド下に経皮的凍結療

法を施行した．治療 3カ月後造影 CT で腎腫瘍の造影効果は消失して

おり，生検でも悪性所見のないことを確認した．治療前血清クレアチ

ニン値は 1.16 md/dl，治療 3カ月後の値は 1.46 mg/dl であった．治

療 9カ月後現在，血清クレアチニン値は 1.43 mg/dl，再発や転移を

認めていない．

自然腎出血を契機に発見された乳頭状腎細胞癌の 1例 :宮下雅亜，

岩田 健（公立南丹），中西弘之（京府医大），邵 仁哲（明治国際）

75歳，男性．既往歴に CKD あり．突然の右下腹部痛，嘔気を主訴に

救急受診．単純 CT で腎腫瘍による右腎出血の診断．単純 MRI では

確定診断にいたらず，CKD のためシャント造設術後に造影 CT 施

行．僅かな造影効果を認めたため腎細胞癌と診断し根治的腎摘除術を

施行．病理診断は乳頭状腎細胞癌であった．腎細胞癌の自然出血は稀

といわれているが，自然腎出血の26.1％が腎細胞癌によるものとの報

告があり，自然腎出血の原因として，腎細胞癌は念頭におかねばなら

ない．組織型については腎細胞癌一般と比して乳頭状腎細胞癌の割合

が高く，淡明細胞癌の割合が低い．診断は CT が有用とされるが，血

腫の存在などにより正診率は高くなく，手術適応を十分に検討するこ

とが必要と考えられる．

Rhabdoid feature を伴った腎細胞癌の 1例 :大島純平，木下竜弥，

鄭 則秀，原田泰規，西村健作（大阪医療セ），森 清，清川博貴，

児玉良典（同病理） 症例は68歳，男性．無症候性肉眼的血尿を認め

当科受診．造影 CT で左腎に径 11 cm の腫瘤を認め，傍大動脈領域

にリンパ節腫大，腎静脈内腫瘍塞栓を認めた．胸部 CT で多発肺転移

を認め，左腎癌 cT3aN2M1 と診断した．開腹にて左腎摘除術を施行

した．病理所見から，sarcomatoid change，rhabdoid features を伴う淡

明細胞癌と診断した．術後30日に sunitinib を開始したが，術後54日

に癌死した．

腎盂癌と鑑別が困難であった乳頭状腎細胞癌の 1例 :大西健太，穴

井 智，家村友輔，中井 靖，三宅牧人，千原良友，田中宣道，藤本

清秀（奈良医大），永吉純一（西奈良中央） 47歳，女性．1970年

（ 5歳）に右腎腫瘍（Wilms 腫瘍疑い）に対する手術摘除困難で，放

射線治療（61.5 Gy）を施行．1998年（23歳）に肉眼的血尿を認め，

右腎腫瘍を疑い，CT ガイド下生検を行うも，放射線治療後の腎実質

の石灰化により組織採取が困難で，経過観察となる．2003年以降は通

院を自己中断．2012年10月（47歳）に肉眼的血尿の増悪を認め，右腎

盂腫瘍が疑われ，当科にて逆行性腎盂造影など精査するも確定診断に

至らず．経過中に骨転移を来たし，GC 療法を行うも不応．骨転移へ

の生検で腎細胞癌が疑われ，パゾパニブを開始したが，2014年 8月

（49歳）に死亡した．病理解剖の結果，乳頭状腎細胞癌 type 2 と確定

診断に至る．

集学的治療により CR が得られた腎細胞癌多発肺転移の 1例 :吉永

光宏，関井洋輔，中川勝弘，岸川英史，西村憲二（県立西宮） 72

歳，男性．2012年12月，肉眼的血尿を主訴に当院を受診．CT で右腎

下極に 11 cm 大の腫瘤と右肺に最大径 3 cm の結節状陰影を 5カ所認

めた．腎細胞癌の多発肺転移，cT2bN0M1 と診断し，2013年 1月に

原発巣に対して右腎摘除術を施行した．病理所見は clear cell carci-

noma，pT2b，G2 であった．術後，転移巣に対してスニチニブの内

服加療を行い，肺病変はやや縮小を認め 8カ月間 SD であった．2013

年 9月に肺転移巣に対して右肺部分切除術を施行．病理所見は， 5カ

所の切除部位の内 1つから微小な viable cell を認めるのみで，他は広

範に壊死，線維化しており明らかな悪性像を認めなかった．以後投薬

なしで転移巣術後 2年 5カ月再発なく経過している．転移性腎細胞癌

に対して分子標的薬と外科的切除を適切に組み合わせることで CR

を得られる可能性がある．

腎 AML に伴う巨大仮性動脈瘤の 1例 :高橋智輝，藤島一樹，西野

安紀，安富正悟，大關孝之，本郷祥子，齋藤允孝，杉本公一，清水信

貴，南 高文，野澤昌弘 ，能勢和宏，吉村一宏，植村天受（近畿

大），柳生行伸（同放射線診断） 61歳，女性．23年前に右腎 AML

と診断されたが，lost follow となっていた．本年に突然の右側腹部痛

と肉眼的血尿が出現し，近医にて右腎腫瘤を指摘され当院へ紹介され

た．CT にて右腎 AML 内に 12×4 cm の腎動脈より連続する造影領

域を認め，周囲に血腫を伴うことから AML 内の腎仮性動脈瘤と診断

された．仮性動脈瘤の大きさから破裂の危険性が高いと考えられ，緊

急腎動脈塞栓術が施行され，術後に血尿は消失した．退院後も，腎機

能低下や仮性動脈瘤内への血流を認めず経過中である．仮性動脈瘤は

動脈破裂の状態であり，緊急処置が必要とされる病態である．腎動脈

の場合，口径 20 mm 以上のものが治療適応とされ，動脈塞栓術が第

一に選択される．

後腹膜に発生した Spindle cell lipoma の 1 例 :木枕 舞，林 哲

也，山口唯一郎，藤本宜正（JCHO 大阪） 症例は60歳，男性．

2011年 4月慢性腎不全で血液透析導入，2012年 3月スクリーニングの

腹部単純 MRI で左腎下極に 34×23 mm の SOL 指摘．2014年 9月，

2015年 3月のフォローの CT でサイズの増大を認め，2015年 4月精査

加療目的で当科紹介受診となった．腹部造影 CT は左腎下極に 57×

41 mm の SOL を認め，内部には脂肪成分を含有していた．増大傾向

を認めており，腎被膜を含めた後腹膜発生の脂肪肉腫と考え，2015年

7月開腹後腹膜腫瘍摘除術および左腎合併切除術を施行した．病理組

織診断は spindle cell lipoma であった．免疫染色では CD34 が陽性で

あった．術後 7カ月経過した現在，明らかな再発および転移を認めて

いない．

AI 療法が奏効した後腹膜脂肪肉腫の 1例 : 若宮崇人，倉本朋未，

稲垣 武（紀南），田村志宣（同血液腫瘍内科） 61歳，男性．2012

年10月より腹部膨満感を自覚し，同月前医受診．CT で左腎外側腫瘤

を指摘され当科紹介受診．後腹膜腫瘍 cT2N0M0 の診断で根治切除施

行，術中浸潤を認めたため，左腎と下行結腸を合併切除した．病理診

断は脂肪肉腫であり，腎，結腸への浸潤を認め，切除断端は一部陽性

であった．術後 1年半で両側肺門リンパ節に再発を認め，パゾパニブ

導入するも PD．その後 AI 療法を 3コース施行し CR を得た．さら

に地固めとして右肺門部に 60 Gy の放射線照射追加し，発症より約

3年，再発なく経過している．脂肪肉腫に対する化学療法は組織型に

よっては奏効し，その中でもアドリアシン，イホマイドの併用が効果

的な場合がある．また放射線照射を追加することで予後の改善が期待

できると思われる．

右腎門部に発生した神経鞘腫の 1例 :栗林宗平，高尾徹也，山道

岳，川村正隆，中野剛佑，岸本 望，蔦原宏一，谷川 剛，今村亮

一，山口誓司（大阪急性期医療セ），島津宏樹，伏見博彰（同病理）

29歳，男性．腹痛にて前医受診し，十二指腸腫瘍疑われ，当院消化器

内科紹介受診．腹部 CT 検査にて右腎門部に，十二指腸を圧排する

80 mm 大の後腹膜腫瘍が認められ，当科紹介となった．MRI 検査，

各種ホルモン検査施行し，神経原性腫瘍を疑い，開腹で後腹膜腫瘍摘

出術施行した．手術時間は， 3時間46分，出血量は 150 ml であった．

病理診断は，神経鞘腫であった．術後12日目に退院となり，以後 5年

間再発を認めていない．

GC 療法が著効した腎浸潤性尿路上皮癌の 1例 :桑原 賢，森 康

範，加藤良成，井口正典（市立貝塚），中矢泰裕（同放射線），山崎

大（同病理） 67歳，男性．既往歴は，糖尿病，高血圧，脳梗塞．自

覚症状なく，2015年 1月に近医での尿細胞診で class III 認めたため当

科紹介受診した．IVP では尿路に明らかな defect 像を認めなかった

が，造影 CT で左上腎杯の壁が一部肥厚し，造影効果が疑われ，腎実

質に一部造影不良域認めた．左腎盂カテーテル尿の尿細胞診が class V
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であったため，軟性尿管鏡下左腎盂生検術施行した．上腎杯に粘膜不

整像認め，同部位の生検で UC，G3 の診断であったため，2015年 6

月左腎尿管全摘術施行した．病理診断は髄質から腎周囲脂肪組織まで

浸潤を認めたことより，pT4 の腎浸潤性尿路上皮癌と診断した．術

後 CT で鎖骨上窩リンパ節，大動脈周囲リンパ節転移を認め，GC 療

法を 4コース施行して，CR を得た．

左尿管癌術後 GCSF 産生腫瘍多発転移に対し GC 療法が奏功した

1例 :弓場 覚，朝倉寿久，岡田宜之，佐藤元孝，任 幹夫，辻畑正

雄（大阪労災） 68歳，女性．血尿を主訴に近医受診，膀胱腫瘍を指

摘され当科紹介．膀胱腫瘍，左尿管腫瘍の診断にて経尿道的膀胱腫瘍

切除術，後腹膜鏡下左腎尿管全摘術を施行した．左尿管腫瘍の病理結

果は UC，high grade，pT2，尿管断端陽性で GC 療法を 2コース追加

した．術後 3年 9カ月で局所再発と肺，肝，リンパ節に多発転移が出

現し，その際WBC/Neu 44,400/90.9％，GCSF 726 pg/ml と高値を認

め，尿管癌多発転移，GCSF 産生腫瘍と診断，GC 療法を開始し， 9

カ月の奏効を得た．上部尿路癌原発の GCSF 産生腫瘍について，若

干の文献的考察を加えて報告する．

BCG 膀注後に慢性腎不全の急性増悪を認めた 1例 :水野 桂，高

尾典恭，今村正明，石戸谷 哲，小倉啓司（大津日赤），前田咲弥子

（同腎臓内科） 70歳台，男性．糖尿病，慢性腎不全（Cr 1.8 mg/dl）

の既往あり．2014年 8 月に多発膀胱腫瘍に対し TUR-BT を施行，

UC，high grade，pTa の診断．術後 BCG（日本株 80 mg）膀注を開

始， 6回施行後に意識消失で当院へ搬送．Cr 2.9 mg/dl と腎機能増悪

あり，発熱はないものの炎症反応高値あり．尿路感染症として抗菌薬

加療を開始するも腎機能は Cr 5.2 mg/dl まで増悪．尿中 β2 マイクロ

グロブリン 4,290 μg/l（正常 : 230 以下）と尿細管間質の障害が示唆

され，BCG に対する遅延型過敏性反応による尿細管間質性腎炎と診

断．抗結核薬併用療法を開始したところ，腎機能は Cr 3.1 mg/dl ま

で改善．BCG 膀注による腎機能障害の発症原因として敗血症あるい

は遅延型過敏性反応によるものがある．本症例では発熱を認めず，遅

延型過敏性反応による尿細管間質性腎炎に起因する腎障害と考えられ

た．

膀胱尿路上皮癌に左腎盂小細胞癌を併発した 1例 :遠藤貴人，山野

志真，酒井 豊，原口貴裕，井上隆朗（兵庫県立がんセ） 84歳，女

性．2014年より膀胱癌にて当院加療中．2015年 3月の CT で左腎盂腫

瘍，傍大動脈リンパ節腫大，膀胱腫瘍を認めた．左腎尿管全摘除術，

膀胱部分切除術ならびに傍大動脈リンパ節郭清を施行．病理診断は腎

盂癌が small cell carcinoma，pT4，膀胱癌は urothelial carcinoma

（UC），pT3，傍大動脈リンパ節は UC に類似する所見であった．術

後補助化学療法として GEM＋CBDCA 療法を 3コース施行するもリ

ンパ節転移の増悪を認め BSC に移行となった．

遺残尿膜管に発生した扁平上皮癌の 1例 : 林 裕次郎，井上 均，

福田聡子，野間雅倫，原 恒男（市立池田） 75歳，女性．難治性膀

胱炎のため当科紹介受診．残尿量が多く，薬物コントロールが困難

だったため間欠的自己導尿を開始．その後膀胱炎症状は改善したが，

経過観察中の腹部超音波検査で膀胱頂部腫瘤を指摘．膀胱鏡で非乳頭

状広基性腫瘍を認め，造影 CT，造影 MRI から遺残尿膜管原発悪性

腫瘍と診断．TURBT を施行し悪性所見を確認後，膀胱部分切除，臍

合併切除，尿膜管切除，骨盤内リンパ節郭清術を施行．病理結果は遺

残尿膜管原発扁平上皮癌でリンパ節転移は陰性であった．術後 1年 4

カ月再発なく経過している．定期的な腹部エコー検査で尿膜管原発扁

平上皮癌を早期に発見し，治療することができたのでここに報告す

る．

若年性膀胱癌の 1例 :大原義和，加島秀泰，岡崎祐樹，小熊一輔，

黒木慶和，桝田周佳，西本憲一，播本幸司，西川慶一郎（府中） 16

歳，男性．前日からの肉眼的血尿を主訴に受診． 1年前にも肉眼的血

尿を認めたが医療機関は受診せず．尿細胞診は陰性であったが，腹・

骨盤部造影 CT で膀胱内に造影効果を有する腫瘤あり．膀胱鏡で膀胱

三角部に有茎性で乳頭状の腫瘍を認めた．精査のため MRI 施行し，

膀胱の右後壁に乳頭状，絨毛状の腫瘍認めたが，深部筋層へのあきら

かな浸潤は認めず．経尿道的膀胱腫瘍切除術施行し病理結果は

urothelial carcinoma，G2，pTa，ly0，v0 であった．術後 7カ月経過し

ているが，あきらかな再発は認めていない．若年性膀胱癌は低頻度，

単発，低悪性度，予後良好が特徴的である．症状としては無症候性血

尿が多く，診断が遅れる場合もある．再発の危険性もあるため定期的

なフォローが必要である．

腎盂腫瘍を疑った IgG4 関連疾患の 1例 :溝渕真一郎，尾張拓也，

山本与毅，伊丹祥隆，中濱智則，松本吉弘，百瀬 均（星ヶ丘医療

セ），中村孝人（同総合内科） 75歳，男性．右下肢の腫脹を主訴に

近医受診．当院循環器内科紹介され，造影 CT で左腎盂腫瘍，多発リ

ンパ節転移を疑われ当科紹介．腎実質に複数カ所の造影不良域を認め

るなど，腎盂癌としては非典型的な所見であり，悪性リンパ腫，

IgG4 関連疾患の可能性も考えられた．可溶性 IL-2R や IgG4 の上昇

が認められ，CT ガイド下に腎生検を施行．IgG4 関連疾患と診断し，

プレドニゾロン 40 mg/day の内服による治療を開始した．右下肢の

腫脹は速やかに消褪，プレドニゾロンを漸減し，治療開始 4カ月後に

は腎病変，後腹膜病変ともに縮小を認めた． 5カ月経過した現在，プ

レドニゾロン 10 mg/day まで減量し，良好に経過している．IgG4 関

連疾患はステロイド治療が奏功するが，病変が持続することで，組織

の線維化と不可逆的な臓器機能障害が惹起されると推測され，早期診

断による治療介入が望ましいと考えられる．

膀胱癌と判別困難であった増殖性膀胱炎の 1例 :豊田信吾，沖 貴

士，辻 秀憲，江左篤宣（NTT 大阪），花井 淳，辻本正彦（同病

理） 44歳，男性．既往歴なし．2015年 7月近医での腹部エコーで膀

胱腫瘍を指摘され当科初診．尿細胞診 class I，尿検査・血液検査では

特記事項を認めず．腹部 CT にて上部尿路に異常を認めず．排尿障害

も認めなかった．2015年 8月 TURBT を施行し，膀胱頸部・三角部

を中心に非乳頭型広基性腫瘍が多発していた．病理結果は glandular

cystitis であった．増殖性膀胱炎の治療は確立されたものはなく経尿道

的切除が一般的であり，内科的治療ではステロイド，抗菌薬，消炎

剤，紫苓湯の投与が有用な場合があるとの報告が散見される．本症例

では術後，膀胱鏡検査と尿細胞診にて follow up しているが術後 6カ

月で現在再発を認めず．

子宮頸癌治療後の膀胱膣瘻に対側尿管尿管吻合・尿管皮膚瘻を造設

した 1例 : 西澤恒二，後藤裕文，大西裕之（滋賀成人病セ），樋口壽

宏（同婦人科），牛田 博（JCHO 滋賀） 80歳，女性．子宮頸癌膀

胱後壁浸潤に放射線治療後，子宮全摘除・膀胱部分切除術を施行．術

後に膀胱膣瘻と繊維化にて右水腎症も出現し，QOL 改善を目的に尿

路変向術を施行した．右尿管は血管交差部から 3 cm，左尿管も 1 cm

以下は線維化し，骨盤内の小腸は萎縮して白色調だった．尿管は線維

化がない所までで切断し，左尿管を右尿管に端側吻合し，右尿管皮膚

瘻を造設した．術後 1年半再発なく水腎症を認めていない．これま

で，放射線治療後の子宮摘除で尿路合併症が発症した症例に，対側尿

管尿管吻合・尿管皮膚瘻を施行した報告はない．本術式は腸管を利用

せず比較的短い尿管でも施行可能なため，放射線治療後に下部尿管の

線維化がみられる症例では，有用な尿路変向術と考えられた．

難治性皮下膿瘍を契機に診断・加療した，回腸導管造設後に発症し

た糞路再建部縫合不全の 1例 :橋村正哉，初鹿野俊輔，岩井哲郎，藤

本 健（岡波総合） 72歳，男性．血尿のため当科紹介受診．膀胱鏡

にて左壁に 2cm 大の結節性腫瘍を認め，TURBT 施行．病理結果は

high grade UC G2＞G3，pT2 であったため膀胱全摘＋回腸導管造設術

を施行した．術後25日目に創の一部が自壊し排膿．以後，その瘻孔部

から洗浄を継続するも治癒に至らず遷延した．単純 CT や，瘻孔造影

行うも原因は特定できず．術後81日目に瘻孔造影下に CT を撮影した

ところ，造影剤は腹壁と腹膜の間を通って糞路再建部の腸管内に流入

しており，皮下膿瘍と糞路に交通があることが判明した．よって，糞

路再建部縫合不全が難治性皮下膿瘍の原因と診断した．その後約 1カ

月の絶食加療としたところ，皮下膿瘍は保存的に軽快．以後再発は認

めていない．

陰嚢内 Epidermoid cyst の 1例 :多賀英人，問山大輔（京府医大北

部医療セ），邵 仁哲（明治国際） 69歳，男性．左陰嚢内腫瘤を主

訴に初診．精査の結果，良性病変疑いの診断で経過観察となった． 4

年後に増大傾向を認め再診，エコーで 7 cm 大の内部不均一な腫瘤性

病変を認め，腫瘍マーカーは陰性であった．CT 上，低吸収域の腫瘤

性病変が 4年間で 3.7 cm から 7 cm まで増大していた．MRI T2 強調

画像で高信号，その内部に線状や点状の低信号を認め，Gd 造影 T1
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強調画像で腫瘍内部に造影効果は認めなかった．画像上の特徴から

epidermoid cyst が疑われたが，精巣と腫瘍の連続性が否定できず，精

巣腫瘍の可能性も考慮し，高位精巣摘除術に準じて手術を開始した．

腫瘍との境界は明瞭であったために精巣を温存，腫瘍を摘出した．病

理学的に epidermoid cyst と診断した．Epidermoid cyst は精巣腫瘍，陰

嚢内腫瘤の鑑別疾患として考慮するべき疾患であると考えられた．

鼠径ヘルニア修復用メッシュが膀胱内に迷入した 1例 :飯田孝太，

星山文明，田中雅博（大阪回生） 患者は84歳，男性．40歳時に大腸

癌手術（詳細不明）と83歳時に右鼠径ヘルニア根治術の既往があっ

た．肉眼的血尿を主訴に当科初診．膀胱鏡で膀胱右側壁に黄褐色の異

物を認め，CT では膀胱異物の内部に air を認めた．膀胱結石の診断

で，経尿道的膀胱結石砕石術を施行．異物は膀胱壁と強固に癒着して

おり，砕石を試みるも，異物の表面の石灰化が剥離されるのみで，露

出された表面を観察すると網目状構造物であった．ガーゼやメッシュ

が膀胱内に迷入した可能性も考え，経尿道的な摘出は困難と判断し

た．後日，下腹部正中切開にて，膀胱異物を膀胱壁の一部も含めて合

併切除した．摘出した異物は鼠径ヘルニア修復用メッシュであった．

鼠径ヘルニア修復用メッシュが膀胱内に迷入した症例は，本邦 6例目

であった．

鼠径部に発生した脂肪芽腫の 1 例 : 吉田康幸，高田 剛，古賀

実，菅尾英木（箕面市立），中道伊津子（同病理），黒田秀也（泌尿器

科くろだクリニック） 3歳，男児．2015年 5月下旬，父親が左鼠径

部の腫瘤に気づき近医泌尿器科を受診し，エコーにて径 2cm 大の腫

瘍性病変が疑われたため当科紹介．MRI では T1 強調像で低信号，

T2 強調像で高信号を示し嚢胞性腫瘤が疑われたが，初診時より 1カ

月で増大傾向を認めたため腫瘤摘出術を施行した．病理組織診断は脂

肪芽腫であった．脂肪芽腫は乳幼児に発生する比較的稀な軟部組織腫

瘍であり，組織学的には良性腫瘍であるが，急速な増大傾向を示した

り局所再発を繰り返したりすることがあり注意を要する．本症例では

術後 8カ月の現在，明らかな局所再発は認めていない．

出生前に発症した新生児精巣捻転の 1例 :川村正隆，栗林宗平，山

道 岳，中野剛佑，岸本 望，蔦原宏一，谷川 剛，高尾徹也，山口

誓司（大阪急性期医療セ） 日齢 0日，男児．在胎39週に経膣分娩に

て出生．出生時体重は 2,968 g．当院にて出生し，出生直後に左陰嚢

内容腫脹に気付き，当科紹介．左陰嚢内に鳩卵大の硬結を認めた．超

音波検査では左精巣内部濃度は不均一で，精巣内に流入する血流シグ

ナルは認られなかった．同日緊急手術を施行した．左精巣は鞘膜外捻

転を起こしており，暗紫色を呈していた．捻転の解除を試みたが色調

の改善はなく，精巣は壊死していると思われた．腫瘍の可能性も否定

できないと考え，高位精巣摘除術を施行した．病理組織学的所見は壊

死精巣であり，腫瘍成分は認められなかった．術後 7カ月が経過し，

現在右精巣の成長を含め良好に経過している．

陰茎結核疹の 1例 :今中岳洋，野村広徳，辻村 剛，洪 陽子，金

城孝則，吉岡 巌，高田晋吾（大阪警察），八幡陽子（同皮膚科），水

谷 晢（同感染管理セ） 症例は66歳，男性．家族歴に結核の既往は

認めず．既往歴に特記すべきことなし．亀頭部痛，亀頭部硬結，亀頭

部排膿を主訴に当科を受診．抗生剤投与を行うも改善認めず，陰茎結

核疹もしくは壊疽性膿皮症を疑い亀頭生検を施行．生検結果では，炎

症細胞から構成される異物肉芽腫を認めるのみで，確定診断には至ら

なかった．全身検索目的に CT を施行，腋窩リンパ節に内部壊死を伴

うリンパ節の腫脹を認めた．結核性リンパ節炎を疑い T spot，QFT

を施行．T spot 陰性であったが QFT 陽性を示したため，陰茎結核疹

と診断し抗結核薬治療を開始．治療開始後約半年で症状は改善し，リ

ンパ節腫脹も縮小を認めた．

頸髄損傷患者に発症した気腫性腎盂腎炎の 1例 :山本与毅，尾張拓

也，溝渕真一郎，伊丹祥隆，中濵智則，松本吉弘，百瀬 均（星ヶ丘

医療セ） 43歳，男性．18歳時より頸髄損傷・膀胱瘻管理の患者．

2015年に発熱を主訴に近医受診，単純 CT にて右気腫性腎盂腎炎を認

め加療目的に当科紹介となった．敗血症性ショック・DIC の状態で

あったが，気腫状変化は腎実質内に留まっており抗菌化学療法および

CT ガイド下経皮的ドレナージによる初期治療を行った．初期治療開

始後はバイタルサイン安定しており第60病日に退院となった．治療経

過中には頸髄損傷による排淡機能低下に伴う無気肺・肺炎を合併しミ

ニトラック○R留置を必要とした．頸髄損傷患者は糖尿病を合併する可

能性が高いことや排淡機能低下・拘束性換気機能障害を基礎疾患とし

て有していることを念頭において診療にあたる必要がある．

心肺停止で発見された気腫性腎盂腎炎に対して腎摘除術を施行した

1 例 : 山道 岳，蔦原宏一，栗林宗平，川村正隆，中野剛佑，岸本

望，谷川 剛，高尾徹也，山口誓司（大阪急性期医療セ），松嶋麻子，

藤見 聡（同救急診療） 40歳，女性．既往に糖尿病を指摘されてい

たが未治療であった．2015年 2月に自宅で心肺停止状態のところを発

見されて家人が救急要請．アドレナリン投与で自己心肺は再開するも

造影 CT で左腎に 6.5 cm 大のガス像を認めたため気腫性腎盂腎炎と

糖尿病の合併と診断した．初期治療に伴い意識状態は改善したが大量

のカテコラミン投与にもかかわらず血圧は不安定であったため緊急で

経腰的左腎摘除術を行った．第 8病日に小腸壊死を合併したため小腸

部分切除術を行ったが，その後は全身状態の改善を認めて第147病日

に自宅退院となった．

交通外傷による外傷性腎動脈閉塞の 1例 :堀田俊介，松ヶ角 透，

平山きふ，平岡健児，中ノ内恒如，三神一哉（京都第一赤十字） 37

歳，女性．バイクで走行中に車と接触し転倒．腹部造影 CT で左腎周

囲血腫と腎動脈完全閉塞を認めた．対側腎には異常なく全身状態は安

定していたため，安静による保存的加療を行い第15病日に退院となっ

た．退院後の CT では左腎下極に側副路からの血行が認められ，腎機

能の低下も軽度であった．腎の鈍的損傷において腎動脈閉塞は稀な合

併症であり，報告は国内外で400例に満たない．本邦では治療につい

て確立された基準はないが，短時間で腎機能が不可逆的に障害される

病態であり，早急な方針決定が求められる．全身状態の安定した患者

では，片側腎動脈の完全閉塞に対しても保存療法は有効であると考え

られた．

左骨盤腎結石に対し腎盂切石術を施行した 1例 :洪 陽子，今中岳

洋，辻村 剛，金城孝則，野村広徳，吉岡 巌，高田晋吾（大阪警

察） 70歳，男性．左腰背部痛，肉眼的血尿を主訴に当科受診．造影

CT，DIP を行ったところ，左骨盤腎を認め，腎盂尿管移行部に 16

mm 大の結石が嵌頓し，水腎症を伴っていた．その後，結石が腎杯へ

移動し水腎症は改善した．明らかな腎盂尿管移行部狭窄はなかった

が，レノグラムでは左排泄遅延を認めた．その後，症状消失したため

経過観察していたが，再度結石が腎盂尿管移行部に陥頓し，水腎症増

悪傾向となり，開腹腎盂切石術を施行した．術後経過は良好で，現

在，再発を認めていない．

持続的腎盂灌流による溶解療法を行った高度肥満男性の腎珊瑚状結

石の 1 例 : 中嶋正和，村上 薫，青山輝義（関西電力），橋村孝幸

（JR 西健康増進セ） 40歳，男性．BMI 40.7．主訴は右側腹部鈍痛．

1年前に長径 2 cm のX線陰性右腎結石に対し経口溶解療法を開始さ

れたがその 2カ月後に転勤のため 1年間 lost follow となった．ドック

検診で尿潜血と右腎結石指摘され，右側腹部鈍痛も続くため受診．血

中尿酸値は正常∼低値であった．腹部単純 CT 検査および DIP 検査

ではX線陰性で長径 3 cm と増大傾向の右腎珊瑚状結石と上腎杯の拡

張を認めた．短期入院での尿管シングル J ステントからの逆行性アル

カリ溶液持続灌流による溶解を行いながら ESWL を 5回施行．ダブ

ル J に交換し，外来では ESWL の追加 2回と経口溶解療法を継続し

結石は消失した．以後半年間再発を認めていない．結石成分は尿酸で

あった．腎瘻造設に困難が予想される症例の治療オプションとして有

用と考えられた．
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