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学 会 抄 録

第230回日本泌尿器科学会関西地方会

(2015年 9月26日（土），於 近畿大学東大阪キャンパス)

虚血肢を有する透析患者の心血管イベント : 稲葉洋子（神戸掖済

会） ［目的］虚血肢を有する入院透析患者について，虚血性心疾患

合併例の特徴を知る．［方法］入院治療を要した透析患者の虚血肢症

例119例について検討した．心血管イベントのために心臓カテーテル

検査を要した症例は18例で，そのうち，冠動脈疾患に対する治療を必

要とした症例は12例であった．心血管イベントのなかった101症例と

比較検討した．［結果］主な心血管イベントの 6割は透析中の胸痛，

高度血圧低下，徐脈などであった．心血管イベントのあった症例は入

院日数が長期，虚血肢が重症，敗血症の併発率が高い，死亡率が高い

などの特徴があった．［考察］透析患者の虚血肢が重症なほど冠動脈

心疾患を高率に合併しており，透析中の慎重な観察は発見契機として

重要と考えられた．

Pazopanib 投与中に小腸穿孔を来たした腎細胞癌の 1例 : 鯉田容

平，岩西利親，小林正雄，小森和彦，小野 豊，中森 繁（東大阪総

合） 73歳，男性．無症候性肉眼的血尿を主訴に当科受診．精査にて

左腎細胞癌 cT3aN0M0 と診断，2011年11月根治的左腎摘出術施行，

病理結果は pT3a，clear cell renal carcinoma，G2＞G3，INFα，v（＋），

ly（−）であった．2012年 2月 CT にて多発肺転移，肝転移出現，そ

の後 sunitinib，everolimus，sorafenib，pazopanib と逐次交代療法施行．

3次治療 sorafenib 投与中に出現した腹膜播種，小腸転移は 4次治療

pazopanib 変更にて縮小傾向を認めていた．Pazopanib 投与継続中の

2015年 3月腹痛を主訴に当科受診，CT にて消化管穿孔，腹膜炎を認

め同日当院外科にて緊急手術施行，小腸転移部位に穿孔を認めた．現

在 BSC 経過中である．

腎癌胆嚢転移の 1例 :上戸 賢，阿部豊文，植村元秀，木内 寛，

今村亮一，宮川 康，野々村祝夫（大阪大） 61歳，男性．左腎癌に

対して根治的左腎摘除術施行．淡明細胞癌，pT2N0M0 であった．経

過観察中 CT にて胆嚢内と膵体部に多血性腫瘍を指摘．診断と加療の

ため腹腔鏡下胆嚢摘出術施行．病理学的に腎癌胆嚢転移と診断した．

類上皮型腎血管筋脂肪腫の 1例 :大島純平，木下竜弥，鄭 則秀，

原田泰規，西村健作（国立大阪），森 清，清川博貴，児玉良典（同

病理），山口哲男（山口泌尿器科） 47歳，男性．健康診断の超音波

検査で右腎に腫瘤を指摘され紹介受診．CT で右腎実質に造影効果を

有する充実性腫瘤を認めた．腎細胞癌と診断し，後腹膜鏡下右腎摘除

術を施行．病理所見で，上皮に類した形態を呈する異型細胞の増殖を

認め，免疫組織染色にてサイトケラチン陰性，HMB45 陽性を示した

ことから類上皮型腎血管筋脂肪腫と診断した．術後 6カ月の現在，明

らかな再発を認めず経過している．本疾患は腎血管筋脂肪腫の亜型で

あるが，比較的若年に発症する稀な悪性腫瘍である．画像検査で腎細

胞癌と鑑別することは困難であり，確定診断には免疫組織学的診断が

必要である．

左腎腫瘍を契機に診断された BHD 症候群の 1例 :藤本卓也，大西

篤史，原田健一，日向信之，石村武志，村蒔基次，三宅秀明，田中一

志，藤澤正人（神戸大） 50歳，女性．検診の腹部エコーで左腎腫瘍

を指摘され当科紹介となる．CT にて左腎腫瘍，多発肺嚢胞を認め，

遺伝子検査で BHD 症候群と診断された．また腹部 CT で左腎門部に

11 mm 大のリンパ節の腫脹を認めた．リンパ節の腫脹がリンパ節転

移であれば，左腎摘出およびリンパ節郭清が必要と考えられたが，転

移でなければ腎部分切除で治療可能と考えられた．そこで，術中迅速

病理検査を施行し，リンパ節転移が否定されたため，腎部分切除を行

うことで左腎温存に努めることができた．病理結果は oncocytoma で

あった．

腎摘除後12年目に副鼻腔転移を認めた腎細胞癌の 1例 :賀来泰大，

桑原 元，近藤 有，松原重治，小川隆義（姫路赤十字） 61歳，男

性．1999年 3月に右腎摘除施行した（clear cell carcinoma pT2）．術後

12年頃から鼻閉感，鼻出血を自覚した．鼻腔内視鏡で鼻腔内腫瘍を指

摘され，腫瘍生検で clear cell type 腎癌の診断であった．転移巣切除は

侵襲が高度になると判断，粒子線照射（66 Gy）施行し半年後に腫瘍

の縮小効果を認めた．照射後 2年で鼻閉感が再出現し鼻腔内視鏡で腫

瘍の再発を認めた．腫瘍生検で clear cell carcinoma であり，スニチニ

ブ投与を開始した．スニチニブ投与後腫瘍の増大，新規転移巣なく経

過している．

自然破裂で発見された乳頭状腎細胞癌の 1例 :白石祐介，坂本茉莉

子，神野 雅，山道 深，中野雄造，山田裕二（県立尼崎総合医療

セ） 62歳，男性．家族歴，既往歴ともに特記すべき事項なし．誘因

のない突然発症の左腰背部痛を主訴に救急受診．造影 CT にて左腎に

漸増する造影パターンの腫瘤，腎被膜下には高吸収域を認め，腎腫瘤

の破裂が疑われた．MRI T2 強調画像で低信号な疑被膜も認め，非淡

明細胞型腎細胞癌の腫瘤の破裂を疑い，腹腔鏡下左腎摘除術を施行．

病理診断は乳頭状腎細胞癌であった．腎腫瘤破裂の治療方針として，

定期的に血腫の吸収状態を CT で観察し，不均一な造影所見，新たな

出血を認めるならば悪性所見を疑い積極的に腎摘を行うべきとの報告

を多く認めた．特に minimal fat AML と乳頭状腎癌の鑑別において

MRI T2 強調画像での疑被膜の有無は鑑別に有効であり，乳頭状腎細

胞癌の自然破裂を適切に診断し，治療しえた 1例を経験した．

経皮的腎砕石術中に出血性ショックを来たした 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），金城孝

則（大阪警察） 56歳，男性．健診で左腎珊瑚状結石を指摘され当科

受診，経皮的腎砕石術を施行した．術中に出血性ショックを認めたた

め手術中断．緊急に施行した造影 CT では腎周囲腔に出血を認めず，

体壁の筋肉からの出血と思われる後腎傍腔の血腫を認めたのみであっ

た．輸血などの保存的加療により軽快した．経皮的腎臓手術中の出血

に関する報告は散見するが，今回通常とは異なる部位での出血を経験

したため，若干の文献的考察を加えて報告する．

膀胱内再発なく遠隔転移を認めた表在性膀胱癌の 2例 :神野 雅，

白石祐介，坂本茉莉子，山道 深，村蒔基次，山田裕二（県立尼崎）

78歳と67歳，男性．膀胱腫瘍に対して TURBT を施行．病理結果は

それぞれ T1G3 with CIS と T1G3．2nd TUR で共に残存病変なく，

BCG 膀胱内注入療法を 8コース施行．その後は膀胱内再発なく経過

していたにもかかわらず，前者は TURBT から 1年 8カ月後に肺転

移ならびに骨転移を，後者は 2年後にリンパ節転移を認めた．両者と

もに化学療法を継続して行っている．

水腎症を契機に発見された腫瘤形成を呈する増殖性膀胱炎の 1例 :

小山梨恵，増井仁彦，八田原広大，濵田彬弘，七里泰正（大津市民）

36歳，男性．下腹部違和感を主訴に近医受診し，左水腎症を指摘され

当科紹介．血液検査，腫瘍マーカー，尿検査は正常であり，尿細胞診

class I．単純 CT で左尿管膀胱移行部狭窄を疑う左水尿管拡張を認め

た．膀胱鏡では左右尿管口周囲に広がる粘膜浮腫状腫瘤性変化を認

め，MRI の拡散強調像で同部位は低信号域を呈していた．診断と治

療目的に TURBT を施行し，尿管口を含めて腫瘤性変化部分を切除．

病理結果は腺性膀胱炎と嚢胞性膀胱炎とが混在する増殖性膀胱炎で

あった．TUR 後14週の膀胱鏡で再発を認めず，尿管口からの尿流出

も良好であり，現在外来にて経過観察中である．

広範囲に壊死した気腫性膀胱炎の 1例 :西澤恒二，後藤裕文，大西

裕之（滋賀成人病セ） 70歳，女性．糖尿病と膠原病を長年治療さ

れ，腰椎骨折で対麻痺だった．尿路感染による熱発と血尿で緊急入

院，CT で重度の気腫性膀胱炎を認めた．尿道カテーテルを留置し抗

生剤で治療したが，組織片でカテーテル閉塞を繰り返した．そこで腎

盂バルーンカテーテル内にマルチスリット型ドレーンを組込み，閉塞

を防いだ．その 1カ月後，経尿道的に壊死組織を剥離し摘出，後壁か
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ら頂部は後腹膜脂肪組織が露出した．術後は週 3回膀胱洗浄を続け，

4カ月で正常粘膜が再生し膿尿は軽微となった．重症化した気腫性膀

胱炎では，膀胱が破裂しやすく膀胱全摘を余儀なくされることがある

ので，壊死組織による尿道カテーテル閉塞に注意して，感染悪化や脆

弱な膀胱の破裂を防ぐ必要がある．膀胱外に感染が広がらなければ，

経尿道的デブリードマンで治癒できる可能性があると考えられた．

広汎子宮全摘術に起因する尿路損傷の 2例 :田中尚夫，井口圭子，

行松 直，山崎健史，岩井友明，桑原伸介，仲谷達也（大阪市大）

35歳，女性．広汎子宮全摘術後．右水腎症，骨盤内膿瘍，膀胱膣瘻で

紹介．65歳，女性．広汎子宮全摘術後．膀胱膣瘻で紹介． 2症例とも

初回手術時の尿路損傷が原因と考えられた．初回手術後に発熱，腹痛

を認め，CT，MRI を撮影していたが，診断に至らなかった．しかし

ながら，改めて尿管，膀胱壁の連続性を辿ると損傷を疑う所見を認め

た．諸家の報告では，婦人科手術時に確認できる尿路損傷は少なく，

術後 7∼10日目に発熱，腹痛などを契機に診断されることが多い． 2

例とも診断に時間を要したため，尿路再建に難渋した．尿路再建の選

択は QOL に大きく影響する．周術期における画像診断の重要性を報

告する．

一期的に切除した膀胱およびパラガングリオーマの 1例 :梁 英

敏，大場健史，丸山 聡，田中宏和（加古川医療セ），田代 敬（同

病理） 39歳，女性．血尿と腹部違和感を主訴に前医受診．精査目的

の CT で膀胱内腫瘤を発見され当科紹介受診．膀胱鏡では後壁に非乳

頭型広基性腫瘍を認めた．内分泌的にはノルアドレナリン優位の分泌

亢進を認めており，精査目的の MIBG シンチで左腎門部領域にも集

積を認め，CT 再検では傍大動脈領域に 2 cm 大の腫瘤を認めた．第

3子が膀胱腫瘤をきっかけに SDHB 遺伝子の変異を指摘されており，

遺伝性パラガングリオーマ・褐色細胞腫症候群と診断され，腹腔鏡下

後腹膜腫瘤摘除術および膀胱部分切除術を施行した．病理ではいずれ

もパラガングリオーマの診断で悪性所見を認めなかった．術後数値は

正常化し，現在定期的な画像フォローにて経過観察を行っている．

播種性骨髄癌症を呈した膀胱癌の 1例 :吉川元清，喜馬啓介，山本

豊，平山暁秀，國方聖司（近大奈良） 73歳，男性．近医泌尿器科よ

り，膀胱腫瘍の加療目的に当院紹介．MRI，CT 検査で膀胱癌

cT1N0M0 と診断し TURBT を施行し，UC，High grade（G3），pT1

with CIS であった．BCG 療法施行予定も倦怠感，食欲不振のため施

行できず術後 3カ月目に汎血球減少を認め，骨髄穿刺・生検を行い，

尿路上皮癌の骨髄転移を認めた．骨シンチグラムで super bone scan を

呈し膀胱癌による播種性骨髄癌症と診断した．輸血療法を併用し，

GC 療法による全身化学療法を行ったが，第15日目に急変し死亡し

た．尿路上皮癌による播種性骨髄癌症は稀な疾患であり，またきわめ

て予後不良な疾患である．治療は原疾患への有効な化学療法が重要だ

が，高度の骨髄機能低下などにより施行困難であることや，施行して

も重篤な副作用も予想され治療が困難であると考えられた．

肉眼的血尿を契機に診断された膀胱原発 DLBCL の 1例 : 西本光

寿，永井康晴，花井 禎，上島成也（大阪南医療セ） 73歳，女性．

主訴は肉眼的血尿．尿細胞診は疑陽性．経尿道的膀胱腫瘍切除術の結

果，び慢性 B細胞性悪性リンパ腫であった．明らかなリンパ節腫大を

認めず，上部尿路に異常を認めなかった．PET-CT で他部位への

FDG 集積も認めなかった．骨髄穿刺で血液像に異常を認めないこと

から，膀胱原発び慢性 B細胞性悪性リンパ腫と診断した．2013年度造

血器腫瘍ガイドラインのび慢性 B細胞性悪性リンパ腫の治療に準じて

R-CHOP 療法を施行した． 4コース施行後，sIL-2R は高値から基準

値内に低下，治療効果判定目的に再度 TUR 施行した．病理結果は悪

性所見を認めず，寛解状態と判断した．化学療法終了後 6カ月経過

し，sIL-2R は基準値内で経過・寛解状態を維持していると考えてい

る．本症例は本邦98例目の報告である．

腎盂腫瘍との鑑別を要した腎癌同時性腎盂転移の 1例 :樋上健介，

柴崎 昇，長浜寛二，赤尾利弥（音羽），上田政克（京都大） 71歳，

男性．62歳時に TUR-BT 施行，以後再発なし．主訴は左側腹部痛，

単純 CT にて左腎腫瘍および腎盂腫瘍，多発肺転移および骨転移を指

摘．尿細胞診は陰性．腎盂腫瘍は鏡視下生検にて尿路上皮癌疑いであ

り，腎癌と腎盂癌の重複癌を疑った．CT ガイド下生検にて肋骨転移

は腎癌からの転移と判明したため，予後規定因子は転移を伴う腎癌と

考え，アキシチニブによる治療を開始し左腎盂腫瘍の切除も目的とし

た cytoreductive nephrectomy を施行したところ，病理標本にて腎盂腫

瘍は腎癌腎盂転移と判明した．腎癌腎盂転移の報告は少数であり，転

移経路といった観点より文献的考察を加え報告する．

Synapse Vincent を利用した腹腔鏡下左上半腎部分切除術の 1例 :

速水悠太郎，吉田健志，高安健太，中本喬大，吉田 崇，谷口久哲，

三島崇生，増田朋子，矢西正明，安田鐘樹，駒井資弘，渡邉仁人，杉

素彦，木下秀文，松田公志（関西医大枚方） 22歳，女性．左完全重

複腎盂尿管，左上部腎盂拡張を認め発熱を繰り返すことから，手術加

療目的に当院紹介となった．腎動脈の走行が複雑であるため Synapse

Vincent を用いて 3D 構築画像を作成し術中支援として使用する事と

した．上腎には 4本の動脈が流入しており，上腎と正常腎の間に流入

する 5本目の動脈を認めた． 4本の動脈を切断し，腎切除を開始した

が出血を認めたため事前に把握していた通り， 5本目の動脈をクラン

プし安全に手術を完遂することができた．現在泌尿器科領域で術中画

像支援の報告が増えてきており，今後発展していく分野だと考えられ

る．

集学的治療により長期経過を得た去勢抵抗性前立腺癌の 1例 :野村

武史，針貝俊治，山田恭弘，大石正勝，岩田敦子，本郷文弥，鴨井和

実，沖原宏治，浮村 理（京府医大） 74歳，男性．PSA＝27.5 に

て前立腺生検，前立腺癌，GS 4＋3＝7，cT3bN1M1b と診断．CAB

開始となるも PSA は一時低下後に上昇傾向となり当科紹介．抗アン

ドロゲン剤交替療法施行するも 4年後には PSA 持続上昇を認めドセ

タキセル導入，治療効果は良好であったが49コース終了時点で肝転移

を認め，IVR 適応外との診断にて陽子線治療を施行．局所的な制癌

効果を認めた．以降も治療継続可能であったが75コース終了時点で下

肢浮腫を認め継続困難．エンザルタミド，アビラテロンと新規内分泌

薬投与するも奏功せずカバジタキセル導入，以降 PSA 低下傾向認め

診断17年後の現在も加療継続中である．投与前のリスク分類で低リス

ク群であったことがドセタキセル長期継続可能であった要因と考えら

れる．

集学的治療により病勢コントロールが得られた類上皮型腎血管筋脂

肪腫の 1例 : 大草卓也，石津谷 祐，波多野浩士，中井康友，中山雅

志，垣本健一，西村和郎（大阪成人病セ） 42歳，男性．血尿の原因

精査にて左腎に 10 cm 大の腫瘍を認め，根治的腎摘除術を施行．病

理結果は類上皮型腎血管筋脂肪腫であった．術後 9カ月で骨転移，肝

転移が出現．放射線治療および mTOR 阻害剤である temsirolimus が

奏効し，骨転移 PR，肝転移 CR の状態が13カ月継続中．

集学的治療により長期寛解を得ている後腹膜原発悪性傍神経節腫の

1 例 : 藤川祥平，山﨑俊成，小池修平，奥村悦久，平山和秀，船田

哲，赤松秀輔，根来宏光，岡田能幸，小林 恭，寺田直樹，松井喜

之，井上貴博，神波大己，小川 修（京都大） 22歳，男性．骨，肺

に多発転移を伴う後腹膜原発悪性傍神経節腫と診断．原発巣は摘除に

伴う合併症のリスクが高く，CVD 療法を施行．21コース後，転移巣

は 123I-MIBG シンチにて集積が消失し，原発巣の腫瘍体積は40％縮

小し，摘除に成功した．術後は再燃骨病変に 131I-MIBG 内照射を施

行し，治療開始から 4年間病勢進行を認めていない．副腎外原発悪性

傍神経節腫では SDHB 変異を持つものが多く，本症例の摘出腫瘍に

も SDHB 変異が検出された．SDHB 変異と治療奏功率の関連性を示

唆する報告が蓄積しつつあり，変異陽性例では全身療法の効果が期待

できるため，集学的治療を考慮すべきと思われる．

続発性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症に発症した前立腺癌の 1

例 : 冨山栄輔，永原 啓，中野剛佑，中澤成晃，植村元秀，木内

寛，今村亮一，宮川 康，野々村祝夫（大阪大），湊のり子，古賀

実，菅尾英木（箕面市立） 70歳，男性．2005年骨盤リンパ節腫大を

認めたが，その後の経過観察中に縮小した．2013年骨盤リンパ節再腫

大，PET-CT で全身のリンパ節と前立腺に FDG の異常集積を認め

た．PSA は 682 ng/ml と高値であり，前医にて前立腺癌 cT2cN1M1a

と診断．ホルモン療法を開始したが奏効せず，当科紹介となった．当

科受診後，前医で測定していたテストステロン値からホルモン療法開

始前から去勢状態であったことが判明した．また，頭部 MRI で下垂

体に腫瘤性病変を認め続発性性腺機能低下症と診断した．下垂体腫瘍

に伴う続発性性腺機能低下症により去勢状態となり，前立腺癌のリン
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パ節転移巣が自然に縮小，その後前立腺癌確定診断時には去勢抵抗性

前立腺癌となっていたと考えられた．

結節性硬化症に合併した eAML の 1例 : 小池宏幸，樋口雅俊，宮

井晴加，梅本秀俊，山下真平，射場昭典，吉川和朗，松村永秀，柑本

康夫，原 勲（和医大），岩橋吉史（同病理診断） 24歳，女性．結

節性硬化症（TSC）に伴う両側多発腎AMLに対してエベロリムス内

服治療を行ったが，腎腫瘍の再増大と多発肺結節が出現した．両病変

を生検したところ，腎は eAML，肺は MMPH（多発性微小結節性肺

胞上皮過形成）であった．TSC の予後，AML が多中心性発生である

こと，eAML の悪性度が疑問視されている事から，TSC に合併した

eAML 全例に手術を行うべきかは議論の余地がある．組織学的検討か

ら本症例の eAML は悪性度が低いものと判断し，エベロリムス内服

と TAE を施行した．今後厳重経過観察予定である．TSC に合併した

eAML に対しては症例毎に手術，TAE，エベロリムス内服を組み合わ

せて治療方針を選択することが重要と考えられた．

副腎褐色細胞腫と鑑別診断が困難であった内分泌活性後腹膜神経節

細胞腫の 1例 : 大嶋浩一，新開康弘，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） 66歳，女性．高血圧・脂質異常症にて循

環器内科で内服加療中であった．咳嗽の精査目的に撮影された胸腹部

CT にて 12×8 mm の左副腎腫瘍を指摘．蓄尿メタネフリン，ノルメ

タネフリン高値であり，MIBG シンチグラフィにてほぼ同部位に集積

を認める事から，左副腎褐色細胞腫の術前診断のもと，腹腔鏡下手術

を施行した．術中所見では副腎外に大動脈と接して別の腫瘍が認めら

れた．副腎を遊離した後に大動脈と上腸間膜動脈壁から腫瘍を剥離摘

出したが，操作中に 170 mmHg までの血圧上昇が認められ，術中は

傍神経節腫（paraganglioma）が考えられた．病理組織診断では，副

腎には腺腫を認めるのみである一方，副腎外腫瘍は扁平状であり，

ganglion cell と nerve fiber からなる神経節細胞腫（ganglioneuroma）で

あった．術後，高血圧は改善し，MIBG シンチグラフィでの集積も消

失しており，内分泌活性後腹膜神経節細胞腫と診断した．神経節細胞

腫が内分泌活性を呈することは非常に稀で，本邦報告 3例を認めるの

みであるが，副腎に接した傍神経節腫と同様に，副腎褐色細胞腫との

鑑別が困難な臨床像を呈することが示された．

術後 5年目に後腹膜再発を来たした陰嚢内高分化型脂肪肉腫の 1

例 :吉永光宏，関井洋輔，中川勝弘，岸川英史，西村憲二（兵庫県立

西宮） 68歳，男性．2000年右精巣腫瘍摘除術を施行．病理結果は

atypical lipomatous tumor，inflammatory type であった．2009年右陰嚢

内に腫瘍が再発し，摘除術を施行．病理結果は recurrent atypical

lipomatous tumor，lipoma-like type であった．2014年10月 CT にて右腎

背側に内部均一で造影効果の乏しい 4 cm 大の軟部陰影を認め，後腹

膜腔の脂肪織増大も認めた．脂肪腫もしくは脂肪肉腫の診断で2014年

12月に後腹膜腔鏡下後腹膜腫瘍摘除術を施行．病理結果は well

differentiated liposarcoma であった．CT で腫瘍残存を認めたためパゾ

パニブ内服を開始し，2015年 1月に開腹右腎尿管全摘除術と残存腫瘍

摘除術を施行．術後はパゾパニブを継続し， 8カ月経過後再発を認め

ていない．高分化型脂肪肉腫は局所再発が多いが，他部位にも再発し

得ることを念頭に置き経過観察する必要がある．

先行的腎移植術後に深部静脈血栓症・移植腎被膜下血腫から血圧低

下，無尿を呈したが保存的に軽快した 1例 :大西篤史，横山直己，石

村武志，重村克巳，日向信之，村蒔基次，三宅秀明，田中一志，藤澤

正人（神戸大） 36歳，女性．既往歴 : 2型糖尿病あり．先行的生体

腎移植術後 5日目に右大腿静脈に深部静脈血栓症を認めた．ヘパリン

Na の投与を開始したが，術後 7 日目に急激な血圧低下，無尿を呈

し，APTT の過延長も認めた．造影 CT 検査で移植腎被膜下出血，お

よび腎被膜下血腫，後腹膜穿破と診断された．しかしヘパリンの中

止，プロタミン，輸血，昇圧剤などの使用で血圧および尿量も維持さ

れ，Cre 値の悪化もなく，保存的加療の方針となった．その後，深部

静脈血栓の悪化に伴い，ヘパリン投与を再開したが時間経過とともに

血腫および下肢静脈血栓の縮小を認め，腎機能の悪化なく，入院63日

目に退院となった．

腎動静脈瘻を合併した右腎細胞癌の 1例 :家村友輔，中井 靖，三

宅牧人，穴井 智，田中宣道，吉田克法，藤本清秀（奈良医大），田

中利洋（同放射線），野見武男（同消化器外科），阿部毅寿（同心臓血

管外科），大山信雄（西和医療セ） 63歳，男性．他院にて心不全の

精査で腹部造影 CT 施行され，右腎動静脈瘻と右腎腫瘍を指摘され

た．右腎動静脈瘻に対して TAE 施行され，同時に腎腫瘍生検にて腎

細胞癌と診断された．心不全一旦改善したが，側副血行路の発達によ

り再度心不全増悪を認めた．前医では手術困難と判断され，腎細胞癌

治療目的に201X年 3月に当院紹介受診となった．当院放射線科にて

発達した側副血行路に対して 2度の TAE を施行された後に消化器外

科，心臓血管外科と協力して右腎腫瘍を摘出した．腎動静脈瘻を合併

した腎細胞癌の治療では初期治療の段階から慎重に治療方針を検討す

る必要があると考えられた．

ACDK 関連腎癌術後に嚢胞性病変を認めた 1例 :砂田拓郎，池内

亮介，吉川武志，吉田 徹，清川岳彦（京都市立） 41歳，男性．24

歳時にネフローゼ症候群にて透析導入され，以後維持透析中．肉眼的

血尿にて当科紹介となり，精査にて ACDK 関連左腎癌の診断となっ

たため，腹腔鏡下左腎摘除術を施行した．術中，腫瘍頭側の嚢胞が大

きく，穿刺吸引しながら手術を行った．術後経過は良好であり，病理

は ACDK 関連腎癌の診断に矛盾しない結果であった．術後画像によ

る経過観察を行ったところ，術後11カ月目より左腎床に嚢胞状病変が

出現し，緩徐増大したため，術後20カ月目に PET・MRI を施行．

PET では FDG の集積認めず，MRI では実質病変を認めなかったこ

とから，嚢胞状病変については経過観察の方針とした．現在術後32カ

月が経過しているが，緩徐増大は認めるものの，遠隔転移も認めてい

ない．再発の可能性も考慮されるため，注意深く経過観察を行う方針

としている．

針型電極で経尿道的操作を同時施行した膀胱部分切除術の例 :沖

貴士，豊田信吾，辻 秀憲，江左篤宣（NTT 大阪） 症例は83歳，

男性．膀胱腫瘍に対して初回の TURBT にて T2 腫瘍であった．膀胱

温存希望であったため，再度 TURBT を施行したが残存腫瘍を認め

た．この後も膀胱温存の強い希望があったため，針型電極併用による

膀胱部分切除術を施行した．針型電極にて膀胱内部より前回 TUR 部

の辺縁 1 cm 程度margin をとり，筋層まで全周性に切除した．これに

より，腹腔内より膀胱切開後に切除ラインがはっきりと確認でき，過

不足なく膀胱部分切除を施行できた．この方法の利点としては低侵

襲，膀胱機能温存，膀胱内にての出血操作可能などが考えられるが，

欠点としては腹腔内への播種，転移再発の可能性がある．今後の高齢

化社会において，標準治療が困難であり，QOL を重視した治療の選

択をしなければならない状況も増えてくると考えられる．

献腎移植後の巣状糸球体硬化症再発に対し集学的治療が奏功した 1

症例 :菊池 尭，松村直紀，林 泰司，西岡 伯（近大堺），前倉俊

治（同病理） 42歳，男性．巣状糸球体硬化症（FSGS）に伴う慢性

腎不全に対して平成元年に ABO 血液型適合生体腎移植術を施行した

が，術後 3カ月で FSGS の再発により移植腎廃絶となった．2014年に

献腎移植術を施行したが，術後 6カ月で尿量低下，全身浮腫，胸水貯

留，移植腎機能障害を認めたため入院となった．血液学的所見にてネ

フローゼ症候群の診断基準を満たし，移植腎生検にて FSGS の再発と

診断した．ステロイドパルスおよび血漿交換を施行するも尿蛋白量の

減少は乏しく，0.8 g/kg/day の低蛋白食を開始したところ尿蛋白量お

よび胸水は著明に減少し，移植腎機能の改善を認めた．

CVD 療法で治療効果を得ている左副腎皮質癌の 1例 :安富正悟，

藤島一樹，高橋智輝，西野安紀，大関孝之，本郷祥子，齋藤允孝，杉

本公一，南 高文，野澤昌弘，能勢和宏，吉村一宏，植村天受（近畿

大），榎木英介，木村雅友（同病理） 39歳，女性．2014年 3 月腹

痛・嘔吐出現，造影 CT で 71×66 mm の内部に low density area を有

する左副腎腫瘍を認めた．内分泌検査で ACTH 低値以外は正常，非

機能性腺種の腫瘍内出血が疑われた．手術を勧めたが患者希望で経過

観察， 3カ月後の造影 CT で腫瘍の増大と左腎静脈内への進展を認

め，PET で同部位に FDG 異常集積を認めた．左副腎・腎・脾臓・下

大静脈壁摘除し悪性褐色細胞腫の診断．術後 4カ月で肝・骨転移が出

現し CVD 療法を開始するも追加の免疫染色にて Ad4BP/SF-1 陽性で

副腎皮質癌の診断．EDP 療法への変更も考慮したが CVD 療法にて

肝・骨転移巣の縮小を得ていたため継続し 7コース終了．副腎皮質癌

に対して CVD 療法が有効な可能性があると考えられた．
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尿道膀胱内異物の 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），大西健太，藤本清秀（奈良医大） 症例

は68歳，男性．CSW に尿道内へ鉛筆をいれられた，と受診．CT で

膀胱後壁から前部尿道にかけて鉛筆状の異物を認めた．経尿道的に

レーザーで破砕し摘除を試みたが，破砕不良であったため，開腹で摘

除した．摘除後，前部尿道に瘻孔形成したが，膀胱瘻による保存的管

理で自然閉鎖，その後は自排尿するも瘻孔からのリークは認めなかっ

た．膀胱尿道異物は報告例も多く，日常診療で携わる可能性がある．

自慰行為によって経尿道的に挿入される例が多いが，手術による医原

性の例も数多く存在する．異物の種類やサイズによって治療を各症例

で検討する必要がある．

骨盤骨折に伴う膜様部尿道断裂に対し経会陰的に尿道再建を行った

1例 :栗林宗平，大草卓也，谷川 剛，山道 岳，川村正隆，中野剛

佑，岸本 望，蔦原宏一，高尾徹也，山口誓司（大阪府立急性期・総

合医療セ），堀口明男（防衛医科大学校） 24歳，男性．骨盤骨折に

て当院搬送．逆行性尿道造影にて膜様部尿道断裂認め，膀胱瘻造設．

受傷 1週間後，内視鏡下に尿道カテーテル留置． 3カ月後，排尿時膀

胱尿道造影検査にて自排尿認めたため尿道カテーテル抜去するもその

5日後尿閉を来たしたため，再度尿道カテーテル留置．尿道形成術の

方針とし，再度膀胱瘻留置し，尿道安静を保ったうえ受傷後 8カ月目

に経会陰的に尿道形成術を施行．術後経過は良好であり，術後22日目

に尿道カテーテル抜去し術後31日目に退院となった．術後 6カ月経過

した現在，狭窄の再発なく良好な排尿状態を維持できている．

類上皮型血管肉腫に対してパゾパニブを使用した 1例 :中野剛佑，

栗林宗平，山道 岳，川村正隆，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），島津宏樹，伏見博彰（同病

理） 70歳，男性，原発性胆汁性肝硬変で消化器内科通院中に両側副

腎腫瘍を指摘され当科紹介受診．血液検査で軽度の肝機能異常を認

め，CT では両側副腎腫瘍，両側腎腫瘍，膵頭部腫瘍，肺腫瘍，傍大

動脈リンパ節腫大を認めた．右副腎腫瘍の CT ガイド下生検を行い，

病理組織診断では CD31，factor 8 の免疫染色で陽性となり，類上皮

型血管肉腫と診断した．肝予備能が低下しているため，治療としてパ

ゾパニブを選択した．服用開始後70日目に CT を施行した結果 SD で

あった．服用開始73日目に下痢，発熱で内服中止となり，98日目に食

道静脈瘤破裂により112日目に死亡した．

ACTH 非依存性両側副腎皮質大結節性過形成（AIMAH）による

Cushing 症候群の 1例 :池田純一，六車光英，林 知行，井上貴昭，

西田晃久，川喜多繁誠，室田卓之（関西医大滝井） 42歳，女性．既

往歴 :肺炎，蜂窩織炎．知的障害，難治性てんかんにて当院小児科通

院中に多飲を認め，採血上随時血糖 : 322 mg/dl，HbA1c : 8.5％と高

値であったため内分泌内科紹介．精査にて AIMAH の診断，手術目的

で当科紹介．血液検査にてコルチゾール高値，ACTH 低値の所見を

認めた．CT・MRI 上左 6 cm 大，右 4 cm 大の両側副腎腫大あり．ア

ドステロール副腎シンチグラフィーにて両側に取り込みがあるもの

の，左側優位に取り込みの亢進を認めた．2015年 4月に腹腔鏡下左副

腎摘除術を施行．術後糖尿病改善しインスリン療法・糖尿病薬の内服

から離脱．

尿道淡明細胞腺癌の 2例 :奥野優人，岡村泰義，板東由加里，楠田

雄司，田口 功，川端 岳（関西労災） ［症例 1］42歳，女性．主

訴は血性帯下．精神発達遅滞があり，初診時すでに尿閉を来たしてい

た．画像上，尿道周囲にあたかも前立腺を思わせるような腫瘍の形成

を認め，膀胱尿道鏡検査では尿道憩室から発生した乳頭状腫瘍が尿道

内に突出している様子が確認できた．経膣的針生検では診断がつか

ず，TUR 生検にて悪性の診断に至った．［症例 2］59歳，女性．主

訴は尿閉．同じく尿道に腫瘍を認め，TUR 生検にて悪性の診断に

至った．いずれの症例も前方骨盤内臓全摘除および尿路変向術を施行

した．また，いずれの症例も子宮癌に対して子宮全摘除術後であり，

画像上は子宮癌の再発が疑われ，生検では腎性腺腫（nephrogenic

adenoma : NA）も鑑別に挙がった．最終的に免疫染色にて淡明細胞

腺癌の診断に至った．

後腹膜原発 Malignant solitary fibrous tumor（SFT）の 1例 :飯田

孝太，星山文明，田中雅博（大阪回生），溝渕真一郎（星ヶ丘医療

セ） 患者は66歳，女性．腹部腫瘤精査目的で施行した CT で，左腎

周囲，腎下極に接するように，長径 17 cm 大の後腹膜腫瘤を認めた．

造影 CT では造影効果に乏しく，不均一に造影される腫瘤であり，

MRI では T1 低信号，T2 は不均一な高信号を示し，境界明瞭で，腎

実質の圧排は認めなかった．左腎合併後腹膜腫瘍摘出術を施行した．

摘出標本は 17×12×10 cm，重量は 1,830 g，病理結果は malignant

SFT であった．術後 4 カ月経過し，再発転移は認めていない．SFT

は文献的に予後良好であるが，再発転移例もあり，外科的完全切除が

予後に最も関与すると考えられる．本症例では，同側の腎臓を合併切

除せざるをえなかったが，腫瘍は完全切除でき，追加治療を行うこと

なく厳重な経過観察を行っている．

女性傍尿道血管平滑筋腫の 1例 :西野安紀，藤島一樹，高橋智輝，

安富正悟，大関孝之，斎藤允敬，杉本公一，南 高文，野澤昌弘，能

勢和宏，吉村一宏，植村天授（近畿大） 43歳，女性．約 1年前から

陰部不快感を自覚し，陰部に腫瘤を認めたため精査目的にて当院受

診．視診で前膣壁より突出した約 30 mm 大の自発痛・圧痛を伴わな

い弾性軟の円形腫瘤を認めた．摘出した標本は白色の充実性腫瘍で，

病理結果は angioleiomyoma であった．文献的考察では，女性傍尿道

非上皮性良性腫瘍のうち平滑筋腫は64％と最多，30∼50歳の女性に好

発し，さらに最近では女性ホルモンとの関連性が指摘される文献も散

見されたため，本症例においてもエストロゲン・プロゲステロン受容

体の免疫染色を行うと，どちらも陽性を示した．よって今回，比較的

稀とされる女性の傍尿道血管平滑筋腫の 1例を経験し，さらに女性ホ

ルモンの関与が示唆された．

サブクリニカルクッシング症候を伴った原発性アルドステロン症の

1 例 : 金城孝則，今中岳洋，辻村 剛，洪 陽子，野村広徳，吉岡

巌，高田晋吾（大阪警察），大楠崇浩（同内分泌代謝内科） 症例は

52歳，女性．主訴は背部違和感，高血圧．既往に40歳時からの高血

圧．数カ月前から続く背部違和感を認め，腹部 CT を施行．左副腎に

2つの腫瘍性病変を認めたため，内分泌学的検査施行した．原発性ア

ルドステロン症（PA）とサブクリニカルクッシング症候群（SCS）

の合併が疑われたため，2014年 2 月に手術目的に当科紹介受診．

Overnight デキサメサゾン抑制試験でコルチゾールは抑制されず，副

腎シンチグラフィーでは患側の取り込み増強，健側の抑制を認めた．

腹腔鏡下左副腎摘除術を施行し，周術期はステロイドの補充を行っ

た．病理診断は小結節がアルドステロン産生腺腫で大結節がコルチ

ゾール産性腫瘍であった．術後，ホルモン異常はすべて正常化し，降

圧剤の減量に成功した．PA に SCS やクッシング症候群を伴う確率は

10∼20％あり，術前診断の正確性が術後の副腎不全を回避するために

重要である．

精巣腫瘍に対する後腹膜リンパ節郭清後に急性腎不全となり，維持

透析に至った 1例 :中田 麻，上田 崇，田原秀一，白石 匠，中西

弘之，内藤泰行，中村晃和，納谷佳男，浮村 理（京府医大），北森

伴人（舞鶴医療セ） 24歳，男性．2014年 2月前医にて精巣腫瘍に対

し高位精巣摘除術を施行．Teratoma が95％以上，embryonal carci-

noma が 5％未満であった．前医で BEP 4コース，TIN 2コース，

VIP 1コースを施行され，手術目的で当院を紹介受診．術前 CT より

腎動脈が腫瘍を貫いている所見を認め，高度な癒着が予想された．

2014年10月，後腹膜リンパ節郭清を施行した．病理診断は mature

teratoma であった．術後無尿が持続し，腎不全となり，血管造影にて

片側の血栓性腎動脈完全閉塞と対側の腎壊死を認めた．その後の集学

的治療も奏功せず維持透析に移行となった．後腹膜リンパ節郭清の際

の腎機能温存には，腎血管の愛護的な剥離が重要と考えられる．

精巣腫瘍に合併した腫瘍崩壊症候群の 1例 :羽阪友宏，西川徳彰，

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（大阪市医療セ） 47歳，男性．痙攣にて救急搬送．来院時

hypovolemic shock，代謝性アシドーシスを認めた． 4年前より漸増す

る精巣腫瘍自覚するも放置していた．CT にて右精巣腫瘍，最大径 18

cm の後腹膜リンパ節転移，右水腎症を認め，腹膜播種が疑われた．

BUN 50.5 mg/dl，Cre 3.38 mg/dl，UA 25.1 mg/dl，K 3.7 mEq/l，P

14.9 mEq/l，LDH 3,397 U/l，βhCG 34.53 ng/ml，AFP 4.6 ng/ml．

腎不全を伴う腫瘍崩壊症候群と診断した．高位精巣摘除術

（seminoma，pT2）後，血液透析離脱でき，CBDCA 単剤 1コース後，

腎機能改善した．化学療法前に発症した精巣腫瘍由来の腫瘍崩壊症候

群の 1例を経験した．
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右精索胃癌転移の 1例 :前之園良一，右梅貴信（愛仁会高槻），辻

野拓也，松永知久，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） 70歳，男性．2013年 2月他院で 4型胃癌

のフォロー中に右水腎症を認めステント留置し化学療法施行．その後

右陰嚢水腫を指摘され2014/10/30当科紹介．CEA 10.1 ng/ml と上昇

し，CT では原発巣・後腹膜転移の増悪，右陰嚢水腫を認めた．高位

精巣摘除術施行し，精索のリンパ管と間質への低分化腺癌の浸潤を認

めた．転移性精索腫瘍は8.1％と言われ，2000年まで本邦で89例報告

の報告があった．原発巣は胃癌 6割であり，転移経路は，○1リンパ逆

行性，○2直接浸潤，○3動脈性，○4静脈逆行性，○5精管逆行性がある．

平均余命は6.1カ月，ほとんどが 1年以内に死亡している．消化器癌

の既往のある症例での陰嚢腫大では転移を鑑別に入れることが重要と

思われる．

Klinefelter 症候群に合併した前立腺癌の 1例 :香山侑弘，山肩正

輝，岩本勝来，山越恭雄，江崎和芳，川中俊明（石切生喜），田中尚

夫（大阪市大） 64歳，男性．排尿障害を主訴に近医を受診．PSA

上昇を認め当院紹介受診．性腺機能低下症も認めたため，染色体検査

施行したところ 47XXY であり，Klinefelter 症候群であった．前立腺

生検では前立腺癌を認めた．前立腺全摘除術施行したところ

pT3bN0M0，（Gleason score 5＋4）であり，尿道断端も陽性であった．

術前の総テストステロンは 0.63 ng/ml と去勢レベル近くであり，ホ

ルモン治療が奏功しない可能性も考慮し，追加の放射線治療も検討し

たが，患者希望にて PSA follow となっている．術後 1 年で PSA ＜

0.01 ng/ml と明らかな再発転移を認めていない．

診断に難渋した前立腺癌の 1症例 :江崎和芳，山肩正輝，香山侑

弘，岩本勝来，山越恭雄，川中俊明（石切生喜），永田憲司（同放射

線），若狭研一（同病理） 70歳，男性．既往歴 : gastrointestinal stro-

mal tumor（以下 GIST と略），主訴 : PSA 高値（42.4），MRI :直腸

前面から前立腺にかけて 6×4×5 cm の腫瘍あり，前立腺癌の直腸浸

潤が疑われた．経会陰式前立腺生検の結果 : GIST の前立腺浸潤だっ

た．グリベック内服と放射線照射 60 Gy 施行．PSA も 9.11 になっ

た．前回の生検時は腫瘍が大きく前立腺癌にヒットしていない可能性

が否定できず，MRI で GIST が縮小しているのを確認し，再度前立

腺生検を施行した．その結果 : GIST はヒアリン壊死に陥り，前立腺

は Gleason 8（5＋3）の未分化腺癌であった．現在ホルモン療法中で

ある．他臓器腫瘍の浸潤に対し，その治療後に再度生検を試みたこと

が有益だった．

ドセタキセル療法で間質性肺炎を発症した 2例 :小林正雄，岩西利

親，鯉田容平，小森和彦，小野 豊，中森 繁（東大阪市立総合）

2例ともにドセタキセルによる全身化学療法 2サイクル目に間質性肺

炎を発症．いずれも人工呼吸器管理・ステロイドパルス療法による加

療を行ったが死亡した．臨床経過からその病理組織像は瀰漫性肺胞障

害と推測された．ドセタキセルを使用する際には間質性肺炎を合併す

る可能性につき十分患者説明する必要があると思われた．

エンザルタミド投与後に痙攣発作を認めた 1例 :岩西利親，鯉田容

平，小林正雄，小森和彦，小野 豊，中森 繁（東大阪市立総合）

77歳，男性．ドセタキセル不応性となった去勢抵抗性前立腺癌に対し

てエンザルタミドを開始．投与後副作用なく経過していたが，投与33

日目に全身倦怠感が生じたため投与中止．35日目から下肢蜂窩織炎に

よる発熱を認め，37日目に痙攣重積発作が出現．その後心肺停止とな

り救急搬送されるも死亡した．エンザルタミドの副作用として痙攣の

報告は 1％以下であるが発熱などが誘因となり痙攣重責発作が生じた

ものと考えられた．

アビラテロン投与中に発症した劇症肝炎の 1例 :小森和彦，岩西利

親，鯉田容平，小林正雄，小野 豊，中森 繁（東大阪市立総合）

77歳，男性．去勢抵抗性前立腺癌に対して2014年10月アビラテロン導

入．開始後27日目に全身倦怠感と食欲不振にて当科受診．血液検査で

AST 440 U/l，ALT 420 U/l と肝酵素の上昇あり，翌日から投与中止

するも肝機能障害は改善せず，31日目には AST 1,171 U/l，ALT

1,487 U/l，PT 60.5％となり精査加療目的で入院．入院時の採血では

ウイルス性肝炎や自己免疫性肝炎などは否定的であった．34日目に肝

性昏睡（Ⅲ度）となり，PT も23.2％に低下し劇症肝炎と診断．35日

目より血漿交換およびステロイドパルスを開始したが，39日目に死亡

した．なお，36日目に施行した DLST の結果は疑陽性であった．

前立腺印環細胞癌の 1例 :脇田直人，西岡 遵，山野 潤，岡本雅

之，中村一郎（神戸医療セ西市民），奥田喜啓（三菱神戸） 59歳，

男性．2008年10月より前医にて前立腺癌（T3N0M1b）に対してホル

モン療法を施行されていた．2012年 6月，PSA 再燃を認めたため去

勢抵抗性前立腺癌に対する加療目的にて当院紹介受診．DP 療法開始

も PSA 上昇と比べて急激な画像所見上の病勢進行認め，2013年 4月

に前立腺再生検を施行．病理組織にて PAS 染色陽性である前立腺印

環細胞癌を認めた．その後化学療法施行も病状進行し同年 9月に癌死

した．前立腺印環細胞癌は腫瘍細胞の25％以上に印環細胞を認める．

ホルモン療法抵抗性の症例もあり予後不良である．今回の症例のよう

に再生検にて診断に至った本邦での症例報告はなく，今後前立腺癌に

対する治療が多様化する中で再生検の機会が増えれば同様の症例が増

加する可能性も考慮される．

前立腺導管癌に対して保存的加療を行い寛解を認めた 1例 :上宮健

太郎，岡村太裕，森本和也，鞍作克之，田中智章，仲谷達也（大阪市

大） 75歳，男性．無症候性肉眼的血尿を主訴に近医を受診．膀胱鏡

を施行し前立腺尿道部に乳頭状腫瘍を認め，TUR 生検を施行．病理

組織診断は前立腺導管癌であった．MRI では左側移行域に低信号を

認めるも被膜外浸潤なく，遠隔転移も認めず cT2aN0M0 と診断．

PSA は正常値であった．治療方針の決定のため当院紹介．前立腺全

摘術は希望されず，CAB 療法（ビカルタミド，リュープロレリン），

動注化学療法（シスプラチン 10 mg/week，ピラルビシン 10 mg/

week），および VMAT（計 78 Gy）を施行した．半年後のフォロー

MRI では，前立腺内の異常信号域は消失．膀胱鏡でも再発を認めな

かった．

前立腺癌尿管転移の 1例 :西田将成，水流輝彦，瀧本啓太，河内明

宏（滋賀医大） 69歳，男性．既往歴，家族歴に特記事項なし．2006

年 PSA 24.8 ng/ml にて前立腺針生検施行し，adenocarcinoma，GS

3＋4，cT3aN0M0 の診断にてホルモン併用外照射治療（74 Gy）を施

行した．2012年 PSA 再燃あり，CT にてリンパ節転移ならびに右水

腎症，右下部尿管壁肥厚，MRI にて膀胱腫瘍を指摘された．前立腺

癌再発に対して CAB 治療を施行し，PSA 低下した．膀胱腫瘍に対し

て TURBT 施行し，組織診断は尿路上皮癌であった．2014年 PSA 再

燃および肉眼的血尿を認め，CT にて尿管壁肥厚の増悪を認めた．尿

管鏡下生検施行し，組織診断は尿路上皮癌であった．尿管癌の診断に

て，腹腔鏡下右腎尿管全摘術を施行した．免疫組織学的所見は PSA

染色，アンドロゲンレセプター染色ともに陽性であり，前立腺癌尿管

転移と診断した．本疾患は生検による診断が難しく，尿路上皮癌と誤

診されることが多い．病理診断医への適切な情報提供が重要である．

Castleman 病を合併した前立腺がんの 1例 :樋口雅俊，山下真平，

宮井晴加，梅本秀俊，小池宏幸，射場昭典，吉川和朗，松村永秀，柑

本康夫，原 勲（和歌山医大），岩橋吉史，村田晋一（同病理） 65

歳，男性．前医にて PSA 5.87 ng/ml で前立腺生検を施行し，前立腺

癌（Gleason score 3＋3＝6）と診断．左外腸骨および閉鎖リンパ節の

腫大を認め，cT2aN1M0 と判断し内分泌療法を開始． 3カ月後 PSA

0.39 ng/ml と低下するも骨盤内リンパ節は縮小なく，前立腺全摘除

術・拡大リンパ節郭清術を提案されセカンドオピニオン目的に当科紹

介受診．内分泌療法の修飾を考慮し腹腔鏡下骨盤内リンパ節摘除術を

施行．リンパ節に悪性所見を認めず，濾胞形成および硝子化を伴う血

管増生を認め Castleman 病を合併した前立腺癌と診断．後日恥骨後式

前立腺全摘除術を施行．術後 6カ月で再発を認めていない．

MRI 拡散強調画像が診断に有用であった外傷後腎に発生した左腎

盂癌の 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） 61歳，男性．既往歴で

37年前に他院での外傷後左腎部分切除術がある．2014年 3月左腰背部

痛，肉眼的血尿で近医受診し，精査目的で 4月当科紹介受診．造影

CT，IVP で腎外傷修復術後のため左腎盂・腎杯の著明な変形・拡張

を認めたが悪性所見は認めなかった．左逆行性腎盂造影，カテーテル

尿細胞診でも異常所見は認めなかった．尿細胞診の陰性は続くも，間

欠的な肉眼的血尿持続したため MRI 施行．拡散強調画像で左腎盂に

直径 1 cm 大の高信号域を認め，造影 CT を再度検討することによっ
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て左腎盂癌の診断に至った．2014年 8月左腎尿管全摘術施行．摘出標

本の割面で，1 cm 大の広基性乳頭型腫瘍を認めた．病理診断はUC，

G3，pTa＋pTis であった．前立腺癌の診断において MRI 拡散強調画

像はルーチン化されているが，今後上部尿路腫瘍の検査のオプション

として，MRI 拡散強調画像は有用と考える．

右尿管ポリープに対して尿管鏡下にレーザー切除術を施行した 1

例 : 奥田洋平，岸本 望，栗林宗平，山道 岳，川村正隆，中野剛

佑，谷川 剛，蔦原宏一，高尾徹也，山口誓司（大阪急性期医療セ），

島津宏樹，伏見博彰（同病理） 55歳，女性．無症候性肉眼的血尿で

近医より当科紹介．膀胱鏡にて右尿管口から乳頭状腫瘍の突出を認め

た．画像所見から S1 付近に stalk を有する尿管ポリープとの診断のも

と，尿管鏡下にレーザー切除術を施行し，9 cm 大の表面平滑なポ

リープを摘出した．病理結果は線維上皮性尿管ポリープであった．術

後経過は良好で術後 5カ月目に IVP 施行．右尿管ポリープ切除部位

の閉塞や上部尿路の通過障害は認めなかった．5 cm を超える尿管ポ

リープは巨大尿管ポリープとされるが，10 cm 近い巨大尿管ポリープ

であっても診断的治療を兼ねて，まずは経尿道的にレーザー切除を試

みるのがよいと考えられた．

腎癌術後の遺残尿管に発症した尿管癌の 1 例 : 朝倉寿久，弓場

覚，岡田宜之，佐藤元孝，任 幹夫，辻畑正雄（大阪労災） 症例は

78歳，男性．右腎腫瘍に対して後腹膜鏡下右腎摘除術施行．病理診断

は淡明細胞癌であった．術後 3年目，CT にて遺残尿管に腫瘍を認め

た．尿細胞診は class 3 と陰性であったが，RP でも同部位に陰影欠損

を認めたため，遺残尿管腫瘍と考え右尿管摘除術を施行した．病理診

断は尿路上皮癌であった．腎癌術後の遺残尿管に発生した尿路上皮癌

は非常に稀であり，今回検索し得た本邦報告例は，自験例を含めて13

例であった．発見契機は血尿が 9例と最多であったが，無症状でフォ

ロー CT で偶発的に発見された症例も 4例認めた．尿細胞診は自験例

を除き報告のあった 8例では全例陽性であった．腎癌術後，血尿を認

めた際には遺残尿管腫瘍を念頭に置いた精査も必要と考えられる．

治療に長期間を要した酸性尿酸アンモニウム結石および尿酸結石の

1例 :上田 勉，大北恭平，西田 剛，松浦 健（松原徳洲会） 64

歳，男性．両側尿管結石症による急性腎盂腎炎および腎後性腎不全の

診断で紹介． 2年 3カ月の間に TUL 3回，ESWL 13回施行．初回の

ESWL 後に排石された成分は，酸性尿酸アンモニウム結石，それ以

降はいずれも尿酸結石であった．途中，再発も認めたため，クエン酸

製剤の内服を開始したところ 2カ月で残石消失．それ以降は再発を認

めていない．酸性尿酸アンモニウム結石は発展途上国の小児によく認

められる．本邦では全結石に対して0.07％と稀であるが，近年，若年

女性の神経性食思不振症やダイエット目的の緩下剤の乱用，小児にお

けるウイルス性腸炎に合併する例が増えている．今回，摂食障害や緩

下剤の服用のない成人男性の症例を経験したので報告する．

下部尿管狭窄に合併した膀胱尿路上皮過形成の 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） 72歳，男性．2013年に血尿を主訴に近医受診，右

水腎症および右尿管口近傍に膀胱腫瘍を認め当科受診．腹部造影 CT

では下部尿管に造影効果を伴う病変を認め，悪性腫瘍を疑った．膀胱

腫瘍に対して TUR-BT を実施したところ病理結果は尿路上皮過形成

であった．術後 3カ月で膀胱腫瘍の再発を認め，右水腎症は残存して

いた．再度 TUR-BT 実施するも悪性所見を認めず，RP では右下部

尿管の狭窄を認めた．狭窄の解除を目的として右尿管部分切除を実

施，以降水腎症は改善し膀胱腫瘍の再発を認めない．尿管の病理結果

では非特異的な炎症像を認めるのみであり，IgG4 陽性細胞はごく少

数認めるのみであるため IgG4 関連疾患は否定的であった．最終的に

非特異的限局性尿管炎との診断となった．

全尿路上皮内癌の 1例 :松村直紀，菊池 尭，林 泰司，西岡 伯

（近畿大堺），前倉俊治（同病理） 60歳，男性．肉眼的血尿を主訴に

来院．2001年 8月に膀胱腫瘍に対して TUR-BT を施行した．病理組

織所見は UC，G3，pTa であった．術後 5年の間に数回再発を繰り

返し，CIS が認められたため BCG 療法を施行した．再発なく経過観

察中であったが，2014年 2月に肉眼的血尿が出現した．尿細胞診が

class V であり，両側腎盂尿採取ならびに経尿道的膀胱無作為生検の

結果，前立腺部尿道を含む全尿路上皮内癌と診断した．VUR を介す

る DJ を併用した BCG 療法にて両側腎盂尿細胞診陰性となるも，膀

胱および前立腺部尿道に CIS を認めたため BCG 抵抗性膀胱 CIS と診

断し，膀胱全摘術＋尿管皮膚瘻造設術を行った．病理所見は UC，

G2，pT4pd（前立腺導管内進展あり）．術後10カ月目に右腎盂尿細胞

診陽性を認め，SJ を併用した BCG 療法を行った．現在尿細胞診が陰

性となり経過観察中である．

泌尿紀要 63巻 1号 2017年40




