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学会抄録

第188回 日本泌尿器学会関西地方会

(2004年9月4日(土)，於西宮市兵庫医科大学)

褐色細胞鹿が疑われた副腎皮質血管腫の 1例:山道 深，岩本孝弘，

宮崎茂典(三田市民)，木崎智彦(同病理) 58歳，男性.近医内科で

高血圧加療中に，超音波検査にて左副腎腫蕩を指摘され，当科紹介受

診.CT上 7X6X6cm大の内部不均一で，辺縁から中心部にかけて

造影効果を示す腫番号を認め， MRIにて腫蕩はT2強調像で不均一な

高信号域認めた.内分J必学検査より， ドーパミン，ノルアドレナリン

の上昇を認め 123I_MIBGでも左副腎に軽度の取り込みを認めた 褐

色細胞腫を疑い， 2004年5月に腹腔鏡下左団j腎摘除術を施行した.摘

出標本は126g，一部正常な国j腎組織を認めたが，大小の空洞を持つ暗

赤色の充実性腫蕩で占拠されていた.病理診断は副腎血管腫であっ

た.術後， ドーパミン，ノルアドレナリンとも正常化し，経過良好で

ある.副腎血管腫は，文献上，検索しえた限り，本邦で68例の報告を

認めるが，内分泌活性をもっ腫蕩は自験例のみであった.

副腎 Ganglioneuromaの1例:福井勝也，日i講義仁，川喜多繁誠，

吉田健志，河 源，六車光英，木下秀文，松図公志(関西医大)，植村

芳子(同病理 36歳，男性. 2003年10月近医にて右副腎腫蕩指摘さ

れ， 2004年 l月7日当科紹介受診となった.腹部 CT上，右副腎に内

部均一な径 4.4cmの低吸収像を認め， MRI上，Tl高低信号像， T2 

内部均一な低信号像を認めた.内分泌学的検査上，尿中カテコラミン

の軽度上昇を認めたが，生理的上昇範囲内と考えられた.内分泌非活

性副腎腫蕩と診断し，腹腔鏡下右副腎摘除術を2004年4月30日に施行

した.摘出腫蕩は径 4.5X4.2X3.5cmの黄白色の割面を呈する充実性

腫蕩であり，病理組織学的所見では神経線維成分からなる麗蕩で部分

的に成熟型神経節細胞が散在していることより副腎 ganglioneuroma

と診断された.術後問題なく経過し， 10日目に退院となった.術後4

カ月を経過した現在，経過良好である.

後腹膜原発悪性線維性組織球腫 (MFH)の 1例:前運卓也，片岡

晃(社保滋賀) 66歳，男性.貧血および体重減少を主訴に近医受診，

血液検査にて肝機能異常を指摘され，当院内科紹介となる.腹部超音

波にて左腎腫蕩を疑われ，精査，加療目的にて当科入院.血液検査上，

貧血，肝機能異常に加え， CRP， IAP， Ferritinの上昇を認めた. CT 

にて，左後腹膜腔内に 60X80X80mmの内部不均一な造影効果の弱

い腫癒を認めた MRIでは腫蕩と左腎との境界は比較的明瞭であっ

た後腹膜原発肉腫と診断し，腫蕩を含めた根治的左腎摘除術手術を

施行した.病理上，線維芽細胞や組織球様細胞が渦巻状に配列する

Storiform patternといわれる構造を広範に認め，免疫染色にて CD-68

が陽性であり MFHと診断した 術後補助化学療法は施行せず， 4カ

月経過したが，商{象，マーカー上再発は認めていない.

神経線維腫症 I型 (vonRecklinghausen's disease)に合併した後

腹膜 MalignantperipheraI nerve sheath tumor (MPNST)のI例:

三浦徹也，村蒔基次，山田裕二，大場健史，山中華日樹，中野雄造，竹

田雅，田中一志，原勲，守殿貞夫(神戸大) 42歳，女性長男

次女とも神経線維腫症 I型.左下腹部腫脹を主訴に前医受診. CTに

て左後腹膜股に 7cm大の腫蕩認め当科紹介受診.画像上，腫癒内部

は造影効果を認めず，変性や壊死を伴っていると考えられ，変性の強

い良性神経原性腫蕩または悪性神経原性腫蕩を疑う所見であった.

2004年4月後腹膜腫蕩摘除術施行.病理結果は神経線維腫疲 I型に伴

う神経線維臆からの悪性転化 (MPNST)であり，腫蕩断端は陰性で

あった.現在外来にて経過観察中であり， 2004年8月現在，再発，転

移は認めていない.

後腹膜Leiomyos紅 comaの1例:斉藤純，中山雅志，市丸直嗣，

野荷村祝夫，奥山明彦(大阪大)，瀬下巌，丸橋繁，中森正ニ(同

消化器外科)，冨田裕彦，青笹克之(同病理病態学)，中田 渡(大阪

厚生年金 61歳，女性.検診の上部消化管造影検査にて腹部腫痛を

指摘され近医受診.腹部CT上左後腹膜巨大腫癒を認め，当科紹介.

当科で精査したところ，腫蕩は左腎を頭背側に，胃を腹側に，牌を左

側に圧排する hypervascularな径約 25cm大の匠大腫癒であった.後

腹膜腫蕩切除・胃部分切除・勝体尾部切除・結腸部分切除・牌合併切

除・左腎合併切除・左横隔膜部分切除・ L2椎体部分切除術を施行した.

摘除標本は，重量 3，100g，大きさ 25X 20 X 10 cm，病理診断は

leiomyosarcomaであった.術後3カ月日に癌性腹膜炎を発症し，術後

4カ月日に永眠された.

尿管結石加療中に発症した化膿性椎間板炎，腸腰筋膿蕩の I例:吉

田浩士，伊藤靖彦，内田潤二，飛回収ー(京都市立)，上回浩之，谷掛

雅人(悶放射線)，鹿江 寛(同整形外科) 82歳，女性.両側尿管結

石による腎後性腎不全(右無機能腎)に対し左尿管ステントを留置し

腎機能改善をはかった後 ESWLで加療中，急激な腰痛，発熱，強い炎

症所見をきたした.左腎孟腎炎を考え抗生剤投与，ステント交換を施

行するも軽快しなかった.発症4日目の CTでは明らかな感染巣を同

定できなかったが，発症12日目の MRIにて化膿性椎間板炎，腸腰筋

膿蕩と診断された.経皮的ドレナージのみでは軽快せず，切開排膿，

腰椎前方固定術を施行し軽快した 経過中，血液培養，膿培養にて

MRSA陽性であった.尿路感染を先行感染とする化膿性椎間板炎が

考えられたが，尿培養は陰性が続いたことや画像所見より，断定は出

来ていない.腰痛，発熱の鑑別疾患として，整形外科的疾患も念頭に

おく必要があると考えられた.

外傷を契機に発見された若年性腎癌の 1例:大橋康人，森下真一(鐙

紡記念)，山崎浩(神戸労災) 25歳，男性.スノーボードで第一腰

椎骨折し整形外科入院.ギブス固定し安静加療中であったが，このと

きの CTにて左腎に 5X3.5cmの腫痛を認めたため当科受診.当初若

年者の外傷患者で内部に出血を伴う左腎の腫癒は必ずしも腎癌と断定

できなかったが， 4週間後の CTでは腫蕩は 5X4cmとやや増大，血

管造影検査でも新生血管を伴う腫蕩を認めたため左腎癌と診断した.

転科後ギプス固定解除したうえで根治的左腎摘除術を施行した 左腎

の重量は 275g，腫蕩径は 5X4X3.5cmで割面は黄色調，内部に出血

を伴う嚢胞形成を認めた.病理組織診断は RCC，Clear cell subtype， 

G2， INFctであった.術後5カ月になるが現在のところ再発をみてい

ない.若年性腎癌は比較的稀であるといわれており 16-29歳の本邦報

告例は31例目と考えられた.

腎癌の胸膜転移に対する IL-2とサリドマイド併用療法の治療経

験:徳川茂樹，福井辰成，黒田昌男(日生)，客野宮冶(大阪船員保険)

56歳，男性. 1997年8月に左腎癌にて腎橋除術施行.病理診断は，腎

細胞癌 (clearcell carcinoma = granular cell carcinoma)， G I > G2， 

pT3aであった.術後インターフエロン α(IFN)600万単位週 3回投

与開始 2002年II月右胸膜に転移を認め，同年12月より IFN900万単

位週 3回に増量.無効のため2003年3月に IFNを中止し，サリドマ

イド l日200mg内服開始したが，胸水が増加してきたため，当科受

診.同年 6月から IL-2を175万単位，サリドマイド 200mgを連日投

与開始.治療開始後80日目以降，胸水は著しく減少し， 14カ月を経過

した現在も胸水の増加なく，胸膜転移の増大なく，新病変の出現もな

く，外来通院にて IL之(週 3回)とサリドマイド(連日)併用療法を

継続中である.

腎細胞癌勝転移の 1例:矢野公大，岩田 健，宮下浩明(近江八幡

市民)，中野E敬(同外科)，金沢元洪(松下記念 70歳，女性.右

腎細胞癌の診断のもと2002年12月に根治的腎摘除術 (HALS)を施行.

病理診断は嫌色素細胞癌， G2， INFct， v (+)， pTlbNOMOであった

2003年12月，経過観察の腹部 CTにて勝体尾部移行部に 2cm大の腫

癌を認めた.血液生化学検査では，耐糖能異常を認めず，アミラーゼ

も正常範囲であった.腹部血管造影検査では，大勝動脈と横行豚動脈

より栄養される Hypervascularな腫蕩を認めた.図像診断上，他臓器

に転移を認めず， 2004年 l月，当院外科にて勝体尾部切除および牌合

併切除術を施行した.病理診断は，腎細胞癌棒転移であった.術後 7
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カ月を経過し，無再発生存中である.腎細胞癌勝転移症例に対し，外

科的切除以外の有効な治療法は確立されていないため，切除可能な症

例であれば，積極的に手術を行うべきと恩われた.

腎癌自然破裂による腹腔内血腫の 1例:田中雅登，角田洋一，矢沢

浩治，原因泰規，佐川史郎，伊藤喜一郎(大阪府立総合医療セ)，伏見

博彰(同病理) 72歳，男性 2004年 l月23日，無症候性肉眼的血尿に

て当科初診. I月26日，腹部超音波像で左腎上極に径 6cm大の腫蕩

を認めた. 2月4日，腹部 CT施行後にショック状態となり，当科緊

急、入院となった. CTにて牌臓周囲から肝左側に血腹の貯留を認め，

左腎腫場による腎周囲血腫と診断.左腎動脈造影で，腫蕩からの

extravasatlOnを認め，塞栓術を施行後，緊急開腹術を施行した.後腹

膜に血腫は存在せず，腹腔内より多量の血腫を回収.左腎腫場は破裂

し，牌臓への直接浸潤を認めたため，腎および牌臓合併摘除を施行し

た.病理組織学的診断は Renalcell carcinoma of the left kidney: 

infiltrating type， spindle cell carcinoma， G3， INFs， v (+)， pT4であ

り，牌臓へ直接浸潤した，腎癌自然破裂による腹腔内血腫と診断した

同年3月23日に両側肺転移および左後腹膜の局所再発を認め，同年5

月9日に死亡した.

脂肪肉腫との鑑別が困難であったリンパ節腫脹を伴う腎血管筋指肪

腫の 1例:三島崇生，佐藤仁彦，谷口久哲，巽 ー啓，大口尚基，河

源，六車光英，木下秀文，松田公志(関西医大)，坂井田紀子(問病理)

患者は53歳，女性 2004年2月腹部膨満感で近医受診し， MRIで後腹

膜腫傷指摘され当科受診となった.既往歴には特記することなし

CT.MRIで脂肪成分が多く，長径20cmの腫蕩を認め，傍大動脈リ

ンパ節にも腫大を認めたため脂肪肉腫の診断のもと経腹的根治的右腎

摘除術を施行.腫蕩は腎実質から/発生しており， HMB45染色陽性，

腎血管筋脂肪腫の診断であった.摘出したリンパ節にも同様の病変を

認めた.腎血管筋脂肪腫がリンパ節病変を伴っていても予後は良好と

される意見が多い.腫大を認めるリンパ節病変が多病巣性か転移によ

るものかの結論はいまだ不明である.術後6カ月を経過した現在，外

来にて経過観察で画像上再発は認めていない，

自然破裂をきたした腎血管筋脂肪腫の2例:金 啓盛，松原重治，

中村郊(神戸西市民)，山中邦人(市立西脇) 症例1・46歳，男性.

2001年4月12日右背部痛を主訴に当科受診.画像所見にて右腎下極に

7X5cm大の血腫を伴う腫揚が認められ，さらに右腎上極に 5X4cm，

左腎にも同様の小腫蕩が多発しており，腎血管筋脂肪腫(以下AML)

の破裂と考えられた.同年5月17日右腎摘除術を施行した.病理組織

はAMLであった.症例 2:43歳，男性.同年6月11日左背部痛を主訴

に当科受診.画像所見にて左腎下極に出血を伴った 4cm大の腫揚が

認められ， AMLの破裂の診断で選択的動脈塞栓術を行った.症例!

と2は同胞で結節性硬化症(以下 TS)であった. TSのAML合併例

では，腫蕩は増大しやすく，症状を伴いやすいため， AMLの治療方針

を決定する際にその臆蕩径や症状に加えて TSの有無も考慮し，また

その家族にも注意を喚起する必要があると考える.

勝島~~言ンポナーテーを呈した腎カルチノイドの 1 例:梶田洋ー郎，恵

謙，阿部達士郎(滋賀成人病セ 65歳，男性. 5年前他医にて PNL

施行時左腎中極に 3cmの腹癒を指摘されたが放置していた.血尿，

尿閉にて当科初診時左腎に 9cmの被膜を有する嚢胞状，一部充実性

の腫癒を認めた.腎孟腎杯は外側に圧排され軽度水腎症となってい

た，精査にて他に異常を認めず根治的腎摘除術を施行，病理学的診断

はカルチノイド腫損害であり免疫組織化学染色では NSE，cytokeratin 

が全域で陽性， chromogranin-Aが部分的に陽性を示した.また病理

学的に腎門部リンパ節転移を認めた.術後消化器系の精査では異常を

認めなかったがPSA22.0 ng/mlのため前立腺生検を施行したところ，

Gleason's score 4 + 5の前立腺猫が検出された.術後5カ月間カルチ

ノイドの再発を認めていない.本症例は学会報告を含めた腎カルチノ

イド園内報告例の第3I例日であった.

腎炎症性偽腫蕩の2例:寺川智章，田口功，今西治，山中望

(事t鋼)，伊藤利江子，近稼武史(同病理)，藤代早月，畠中真帆(間放

射線)，山田裕二(神戸大) 症例 I: 73歳，男性.顕微鏡的1fn尿にて

当科受診.腹部超音波検盗で左腎に腿摘を指摘.症例 2:68歳，女性.

消化器症状を主訴に近医受診し，腹部超音波検奈にて左腎にI!ill砲を指

摘され精査加療目的に当科受診. 2!主例とも各検問像検査で乏I血管性

腎細胞癌と診断され，全身麻酔下に根治的左腎摘出術施行.腫蕩はそ

れぞれ径 3，4cmで被膜に覆われた充実性腫傷であった. 2症例とも

病理組織学的に腎炎症性偽腫蕩 (inflammatorymyofibrob1astic tumor) 

の診断であった. 2症例とも術後，再発，転移を認めていない.炎症

性偽腫傷は腎に発生することは稀である.腎炎症性偽腫蕩は画像診断

は困難とされているが， MRIでT1，T2強調画像とも信号強度が低<， 

その点で補助診断に役立つと考えられた.

体外手術により切除した右腎動脈癌の 1例:岸川英史， 林哲也，

阿部童文，中山治郎，関井謙一郎，吉岡俊昭，板谷宏彬(住友) 56 

歳，女性 2003年12月，他院整形外科にて腰椎 MRIで右後腹膜に腫

蕩性病変を指摘され当科受診.腹部造影 CT，腹部血管造影にて右腎

動脈第一分岐部の径 32mmの石灰化を伴わない動脈癌と診断し，

2004年4月5日，体外腎血管再建術，自家腎移植術を施行した.上腹

部正中切開による経腹的アプローチにて右腎を摘除後，腎を潅流，冷

却したうえで動脈癒を切除し， 2本の分校を一本に再建し，右腸骨禽

に移植した.手術時間 5時間28分，温阻血時間 2分50秒，総阻血時間

2時間38分であった.術4カ月後の腹部造影CTにて移植腎全体が均

一に造影されており， 3DCTでは動脈の再建，吻合部に狭窄やねじれ

を認めず，腎機能が温存されていた.

腹腔鏡下腎嫡除術を施行した右巨大水腎症の I例:安田和生，東郷

容和，丸山琢雄，野島道生，近藤宣幸，i竜内秀和，森義則，島博

基(兵庫医大)，福井浩二(明和) 68歳，男性. 2003年5月頃より心

街部痛・腹部膨満感が出現し，近医を受診.著名な水腎症を認め当科

紹介受診となる CTなどの画像検査にて巨大水腎症と診断し， 2004 

年 l月23日に後腹膜鏡下右腎摘除術を施行.腎孟穿刺にて 3，500ccの

腎孟内容液を吸引後開始し，腹膜との癒着が強くハンドアシスト法に

移行後腎摘除となった.摘除標本より腎孟尿管移行部に恢頓する直径

約 5mm大の黒色結石を認めた.術後の回復は早く，経過良好である.

巨大水腎症においても，腹腔鏡手術はよい適応と考えられた.

当科における夫婦問生体腎移植の経験について:奥回康登，山本智

将，永野哲郎，西岡 伯，秋山隆弘(近畿大堺) 近畿大学医学部堺

病院泌尿器科において1999年 7月から現在までの 5年間で27例の腎移

植を経験し，うち夫婦問生体腎移植が3例であった. 3症例はそれぞ

れ53歳，男性， 51歳，女性， 47歳，男性であった. ドナーの年齢はそ

れぞれ50，59， 41歳，婚姻年数は，それぞれ25，27， 18年，家族構成

は，それぞれ子供 3人，子供 2人，子供2人であった. 1症例はクリプ

トコッカス髄膜炎で死亡したが，移植後腎機能はいずれも安定してい

た. UNOSの最新の統計によると， 2，803例の夫婦間生体腎移植があ

り，移植後10年生着率は3，804例の one-haproとまったく差を認めな

かった.夫婦問移植は，婚姻年数，出生数を考慮して適応を決めた方

が望ましい.移植後の管理が発達した現在， HLA適合性にかかわら

ず施行しでも大きな問題はない.

術後肺転移をきたしたが長期生存している副腎皮質癒の 1例:松下

千枝，田中宣道，中西道政，三宅牧人，~山文明，近藤秀明，平山暁

秀，田中基幹，藤本清秀，平尾佳彦(奈良県立医大 30歳，男性.

1990年より高血圧， 1994年に頭痛，ふらつきを自覚し近医受診.原発

性アルドステロン症の診断で当院内科紹介受診.種々の検査にて国j腎

皮質癌も考慮した 1994年12月20日右副腎摘除術施行し，病理組織に

て副腎皮質癌 (pT3NOMO，stage !IIa)の診断を得た.術後4年後，左

肺下策，左肺門部リンパ節にi転移出現し，左肺下葉切除術+リンパ節

郭清を施行した.術後10年目にも左肺上棄に転移出現し，左肺上葉切

除術を施行した.病理組織はともに副腎皮質癌の転移に矛盾しなかっ

た.現在再発認められていない.アルドステロン産生国j腎皮質痛は，

一般的に予後不良とされているが，注意深い経過観察と早期発見，摘

除を続けることによって生存期間の延長が期待できる.

背部痛を主訴に発見された副腎出血の 1例:松村健太郎，大町哲史，

伊藤哲二(ベルランド総合)，坂本亘(大阪総合医擦セ) 33歳，男

性. 2004年4月7日，突然，左背部痛を自覚.腹部CTにて，左後腹

膜腔に径 6.5X9.0cm大で内部不均一な腫痛を認め，一部に高濃度の

部分を伴っており出j胞が疑われた. MRI所見にて，腫癒は副腎由来

であり，造影 MRIでは，腫痛の辺縁のみ造影効果を認めた 1311

MIBGシンチにて異常集械を認めなかった.以上，左国l腎服務はサイ

ズも大きく，造影弗1]来も認めるため，悪性の可能性を否定できず，経
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腹的左副腎摘除術を施行.摘出標本は， 7.5x6.5x5.0 cmで，重量は

150 g，割面は赤褐色で，内容物は暗赤色の液体であった.病理組織所

見は，静脈性副腎血管腫であった.副腎出血の原因としては，文献上，

特発性が最も多く報告されており，血管腫は本邦 2例目であった.

診断に苦慮した腸腰筋血腫の 1例:新垣隆一郎，岡田能幸，北原光

輝，寺田直樹，金子嘉志，大森孝平，西村一男(大阪赤十字 76歳，

女性.狭心症に対して抗凝固薬内服中. 2004年 2月18日，発熱，左下

肢脱カを訴え当院救急外来受診. インフルエンザ性肺炎で入院となる

が，腹部膨満みられたため， CTを撮影したところ，左後腹膜に約 12

X9cmの巨大腫痛を認めた.腫癌内部は不均一で，軟部組織程度に

造影された.確定診断のため，超音波ガイド下に針生検を行ったが，

凝血塊のみで悪性細胞は認めなかった.症状が安定するまで CTにて

経過観察したが，目重痛の大きさに変化は見られなかった.筋原性腫療

などの悪性腹蕩あるいはその破裂による出血を否定し得なかったた

め， 3月24日，確定診断をかねて手術を行った 内部は古い凝血塊の

みで，腸腰筋血腫と考えられた.術後，左下肢脱力は改善， 4カ月後の

CTでは血腫の残存はほとんど見られていない

転倒で発症した左管外傷の 1例:丸山栄勲，東 治人，氏平玲美，

高木志寿子，古武弼嗣，木山 賢，上回陽彦，勝岡洋治(大阪医大)

52歳，男性. 2004年 5月8日，転倒し左側腹部を強打し受傷した.徐々

に癖痛が増強するため当科を受診した.腹部超音波検査，腹部 CTに

て左腎周囲に血腫を認め左腎外傷 (IIIb，H3， Ux)の診断を得た左

腎動脈造影では左腎は上極に向かう分枝を中心に損傷を認めた 循環

動態が安定していたことから TAEを施行し保存的に治療した. TAE 

後3カ月後の CTで血腫は消失しており現在にいたるまで経過良好で

ある.日本外傷学会腎損傷分類における rr-rn型の治療方法は症例，

施設によって異なるが全身状態が安定している場合， TAEなど腎温

存を目的とした保存的治療は有効であると考えられた.

腎細胞癌と腎孟癌の同側性，同時性重複癌の I例:浦 邦委，稲垣

武，森喬史，吉川和朗，藤井令央奈，鈴木淳史，上門康成，新家俊

明(和歌山医大 79歳，男性. 2004年 3月舷鐙が出現.転移性脳腫

蕩が疑われ， CTにて左腎題蕩が発見された.関頭腹蕩摘出術が施行

され，病理所見は， RCC， clear cell typeであった. 6月 l日左腎腫蕩

精査加療目的で当科に入続.画像上，左腎上板から中央に実質性腫蕩

が認められ，左腎細胞癌 (cT3aNOM1)と診断. 6月8日根治的左腎

掃除術を施行した.腫蕩は 10cm，淡黄色で腎中央一上極に存在した.

また，腎孟内に 2cmの乳頭状隆起性病変が認められた.病理所見は，

それぞれ RCC，clearcell type， Gl>G2， INFa， v+， pT2， UC， G2)> 

G3， pTlであった.他に転移巣は認めず，術後補助療法として IFN-a

を投与中で，術後 3カ月の現在再発は認められていない.

急速な転帰をたどった浸潤性腎孟癌の 1例:竹内一郎，井戸本陽子，

平岡健児，木村泰典，安田考志，金沢元洪，納谷佳男，三神一哉，川

瀬義夫，内田陸(松下記念)，横山慶一，建部敦(同臨床検査) 52 

歳，男性.主訴は呼吸困難，咳吸，発熱.他院 CTにて転移性肺腫蕩，

左腎腫蕩を認め当院紹介.下顎部腫癒，頭部リンパ節腫脹，発熱を認

め，検査データ上著明な炎症反応、と血膿尿を認めた. CT上多発肺転

移，左腎腫蕩，傍大動脈リンパ節腫大を認めた.精査のため下顎部腫

癒生検，頚部リンパ節細胞診，腎腹蕩生検を施行し，未分化癌と診断

したが原発巣は不明であった.その後急速に状態悪化し，約 lカ月で

死亡.病理解剖では，左腎は肉眼的に腎孟粘膜の著明な肥厚と腎実質

への浸潤傾向を示し，組J織学的に腎孟粘膜表面は腎実質への浸i閏傾向

を示す癌化した上皮に覆われ，左腎孟未分化癌，両腕・心・右腎・左

副腎・皮膚 リンパ節転移と診断した.

BCG療法により広汎に腎に乾酪壊死をきたした上部尿路上皮肉癌

のI例:細野智子，北本興一郎，玉田 聡，川嶋秀紀，杉村一誠，仲

谷達也(大阪市大) 49歳，男性. 2003年 6月，肉眼的血尿を自覚し当

科受診.尿細胞診陽性， DIP， CTにて異常所見を認めないため，両側

尿管カテーテル尿を採取.その際右尿管口より血尿を認め，右のみ尿

細胞診陽性であった.右上部尿路上皮内痛の診断で，尿管カテーテル

を留置後，イソニアジドの内服下に BCG勝脱内注入療法を施行 注

入当日のみ微熱と軽度の勝脱刺激症状を認めた その後も血尿と尿細

胞診陽性が持続するため， 2004年 l月後腹膜鏡補助下右腎尿管全摘除

術施行.摘出標本は，腎孟に出血部位を認め，また腎実質に乳白色小

指頭大の結節を多数認めた.病理結果は TCC，G3， pT3と結核結節

であった.術後，尿・略疫の結核 PCRは陰性であり，抗結核療法の追

加は行わず，術後 7カ月の関再発を認めていない.

TCG療法が奏功した勝脱癌リンパ節転移の 1例:線崎博哉，倉本

朋未，岩井 哲，射場昭典，柑本康夫，萩野恵三，上門康成，新家俊

明(和歌山医大) 42歳，男性. 2001年6月他院で勝脱癌に対し勝目光

全摘，回腸導管造設術を施行，その後当院で M-VAC療法を 3クール

施行，以降転移を認めず外来経過観察中であった. 2003年10月頃より

左頚部・鼠径リンパ節腫大が出現し，入院精査となった 左頚部・鼠

径リンパ節生検では TCCを認め，勝脱癌 1)ンパ節転移と診断した.

リンパ節転移に対し化学療法として TCG(paclitaxel， cisplatin， 

gemcitabine)療法を開始した. 1クール施行でリンパ節転移縮小が始

まり，計4クールを施行. CT上両リンパ節』重大は消失，画像上 CR

と診断した. TCG療法では grade2の貧血， grade 4の好中球減少を

認めたが，その他重篤な有害事象は認めなかった.今後， TCG療法

は再発尿路上皮癌に対して有効なレジメンと考えられた

再燃前立腺癌に対する 2次内分泌療法(抗アンドロゲン剤交替)が

著効した 1例:山下資樹，小木曾聡，相馬隆人，中村健一.奥野博

(国立京都医療セ) 75歳，男性. 2000年 5月排尿困難を主訴に近医受

診. PSA 250 ng/mlと高値を指摘.前立腺針生検で前立腺癌 GS3+4 

を認め当院での加療の希望があり紹介受診となる.臨床病期 stage

Cl， T3b NOMOと診断.当院にて LH-RH，ピカルタミドによる

MAB療法を開始. 28カ月後再燃を認め AWS確認後フルタミドに変

更し PSA0.007 ng/mlまで低下した. 2次内分泌療法開始後12カ月経

過した現在も PSA上昇を認めておらず良好な経過となっている

尿聞を契機に発見された前立腺原発悪性リンパ腫の 1例:青木 大，

上回康生，鈴木透，梶尾圭介，山本裕信，古倉浩次(宝塚市立) 78 

歳，男性. 2002年12月から排尿困難のため近医で投薬治療中， 2003年

12月20日から同症状が増強し， 21日には尿閉となった.また，左下肢

のしびれも認めた 入院後，精査を行ったが， PSAや直腸診，超音波

検査上，前立腺肥大症と診断し TUR-Pを施行した.病理診断は悪性

リンパ腫であった CT検査や Gaシンチグラフィーを施行したが，

他に局在は認められなかったため，前立腺原発悪性リンパ腫と診断し

た また，髄液検査でリンパ腫細胞を認め，リツキサン+THP-COP

療法および MTX+ソルコーテフの髄注を 3クール施行された.結

果，腫蕩マーカーの IL-2Rは著減し，症状も改善傾向を示している.

前立腺原発悪性リンパ腫は稀で，本邦では36例目であった.

症例から見た前立腺肥大症に対する治療の 1考案:三宅牧人，平山

暁秀，平尾佳彦(奈良医大 72歳，男性.排尿困難，夜間頻尿，尿

意切迫を主訴に初診.明らかな神経学的異常はなく， IPSS26， QOL6， 

PFSにて過活動勝脱，勝脱冷水注入テスト (IWT)陽性，尿道閉塞度

高値，排尿日誌 (FVC)にて夜間排尿回数 4，夜間多尿因子 (NPI)

41%. TUR-P施行し，術後評価を行った.術後3カ月，排尿困難は改

善するも， IWT陽性，尿意切迫感は残存していたため，抗コリン剤，

NSAIDを順に投与した.術後6カ月 NPI42%，睡眠中 AVP分泌を評

価すると考えられる起床時尿中 AVPは術前後で変化なく，夜間頻尿

の原因に夜間多尿が潜んでいると判断し，利尿剤投与により，夜間頻

尿は改善，十分な満足度を得た. BPHの症状は，下部尿路閉塞による

症状のみではない事を念頭におき，適切な治療を選択する必要がある

と考える

精嚢 EpitheliaIStromal tumorのI例:星昭夫，中村英二郎，東

新，清川岳彦，伊藤哲之，山本新吾，賀本敏行，小川 修(京都大)

70歳，男性. 2003年 9月全身倦怠感を主訴に他続受診 腹部超音波，

CTにて右精嚢に 4cmの腫疹を認めた.TRUS下針生検施行された

が細胞成分が得られず，診断には至らなかった. 12月当院初診，身体

所見異常なく，初診時 PSA3.0 ng/mlであった.当院にて 2回目の

TRUS下針生検を行ったところ低悪性度精嚢軟部組織腫蕩と診断さ

れた. 2004年 4月勝脱前立腺全摘除術を施行，病理診断は精嚢

Epithelial Stromal tumor， low grade malignancyであった.現在術後

5カ月にて転移，再発なく生存中である.精嚢 EpithelialStromal 

tumorは文献上12f7JJ目であった.

精巣上体より発生した Smoothmuscle hyperplasiaの I例:井口太
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郎，上川禎則，浅井利大，石井啓一，金卓，坂本亘，杉本俊門(大

阪市立総合医療セ) 35歳，男性圧痛を伴う陰嚢内腫癌を主訴に当

科受診.両側精巣上体に大豆大の腫癒を触知.保存的治療で軽快せず

に寒痛が急激に増強したため，両世IJ精巣上体摘除術施行.病理診断は

smooth muscle hyperplasia (SMH)であった.術後，陰嚢内の寒痛は

消失したが，患者が性同一性障害で女性ホルモン剤を内服しているこ

とが判明. SMHは片側・無痛性が多く，高齢者に好発する.また，

leiomyomaとの鑑別が困難なために誤診されていたケースが多い.本

疲例の痔痛の原因は腫癌内圧の上昇， j事痛性障害，詐病の可能性が考

えられる.本症例では女性ホルモン剤を内服中に両側に若年発症した

ことから. SMHと性ホルモンとの関連が示唆された.

当科におけるクリニカルパスの有効性と逸脱症例の検討:嘉元章人，

植田和博，中村吉宏，細見昌弘，清原久和(市立豊中) 当科では2000

年に TUR-Btのパスを導入して以来，現在17項目においてパスを実施

している.今回， 2003年度にパスを導入して TUR-Btを施行した95症

例を対象とし，これらの患者の年齢，平均在院日数，尿道カテーテル

留置期間，合併症率および概算医療費と l日あたりの単価を明らかに

し，パス導入前の1999年度79症例と比較した.結果は，平均在院日数

が15.1日から9.7日へ減少し，概算医療費が低下し l日あたりの単価が

上昇した.また，術後合併症にて退院延期を余儀なくされたネガテイ

プ・バリアンスは 4例のみであった 以上より， TUR-Btに対するわ

れわれのクリニカルパスは，おおむね良好であり有設なものであった

と考えられる.

大阪大学大学院医学系研究科泌尿器科学講座における 5年間の手術

統計:吉村一宏，時実孝至，市丸直嗣，花房徹，山中幹基，宮川康，

東田章，辻畑正雄，三浦秀信，西村和郎，西村憲二，辻村晃，高

羽夏樹，内田欽也，安永豊，北村雅哉，三宅修，野々村祝夫，松

宮清美，小角幸人，高原史郎，奥山明彦(大阪大 1999年から2003

年までの 5年間における年間手術件数は1999年からJij買に490.423.477• 
500. 533件，計2，423件であった.臓器別では，腎707例，尿管236例，

勝脱694例，前立腺319例，尿道46例，陰獲・陰茎24仰 U，副腎・後腹膜

65伊U，上皮小体7例，内シャント造設など腎不全に対する手術54例，

その他51例であった.開腹手術は1，010例で，腹腔鏡手術やTURなど

の鏡視下手術が1，058伊U，ESWL 198例，その他157例であった ESWL 

を除く術式別でみると， TUR-Btカま484例と最も多く，次いで腎摘除術

(197例J，根治的前立腺摘除術(128例)の順であった.

腎静脈腫蕩塞栓を来たした腎孟扇平上皮癌の 1例:小堀 豪，山田

仁，東 義人(武田総合) 59歳，女性. 2002年6月より肉眼的血尿あ

り. 2003年 7月より左腰背部痛出現し当科受診.エコーにて左腎下極

に径 7cmの内部不均一な腫蕩を認めた. CTにて腫蕩は境界不明瞭

であり，腎実質と置き換わるように発育していた.腎静脈内に腫蕩塞

栓を認め，腎孟内にも腫揚が疑われた 腎孟癌の診断の元，左腎尿管

全摘除術，傍大動脈リンパ節郭清術施行.摘出標本で腫蕩は白色調，

充実性，境界不明瞭，内部に出血を認めた.病理は腎孟扇平上皮癌，

pT4.腎静脈腫蕩塞栓(+).腎門部リンパ節転移(+)であった.術

後化学療法施行したが，リンパ節転移，多発骨転移，多発肺転移をき

たし術後7カ月で死亡した.腎孟腹話事の腎静脈，下大静脈腫傷'*栓の

報告は本症例が29例目であり，扇平上皮癌は5例目であった.

血清G-CSF高値を示した腎孟原発扇平上皮癌の l例:藤井秀岳，中

西弘之，大石正勝，前回陽一郎，野本剛史中原安治，河内明安，三

木恒治(京府医大) 67歳，男性.左腎孟腫蕩疑いにて他院より紹介.

明らかな感染徴候はなかったが，血液検査にて好中球有意の白血球増

加を認め.SCC 7.3 ng/ml (1.5以 FJG心SF125 pg/ml (30以下)であっ

た左腎孟扇平上皮癌T4NOMOと診断，術前化学療法として M-

VAC療法2クール.TN療法2クール施行.術前化学療法4クール

施行後.SCC抗原は正常化， G-CSF=41まで低下した.また，縮小率

53%で PRと判定した. 2004年5月26日左腎尿管全摘除術施行摘出

標本の大部分は壊死に陥っており，腎孟扇平上皮嫡 pT4，組織学的治

療判定基準の分類ではEf'2であった. G-CSF産生腎孟扇平七皮痛は文

献上. I 例報告されるのみであった.

気腫性腎孟腎炎の 1例:丸山 聡，岡 康彦(力日古JlI市民).岡村明

治(同病理 63歳，女性糖尿病コントロール不良による高浸透圧

性非ケトン性昏睡・敗血症(原因閣 :E. coli)・急性腎不全のため，内科

で保存的治療を施行していた.発症10日目の CTで気腫性腎孟腎炎と

診断し，発症13日目に右腎摘出術を施行し，救命できた.摘除標本は，

重量557g.病理診断は，急性腎孟腎炎・腎膿蕩であった.気腫性腎孟

腎炎は，糖尿病患者に多く，保存的治療単独では難治性で，外科処置

(腎摘など)の追加で救命効果が上がる.糖尿病性腎症による腎機能

低下例が多く，腎機能保全を考えると腎摘がためらわれるが，保存的

i治療抵抗性の場合，早期の外科処置を追加することが重要と考えられ

た.文献的には保存的治療3日で外科処置の必要性を決めるべきとし

ている.

右尿管上皮肉癌に対する腎孟内 BCG注入療法によると考えられた

肉芽腫性肝炎の 1例:田原秀一，三神一哉，大西彰，木村泰典，中

村晃和， ils 仁哲，米自公彦，水谷陽一，三木恒治(京府医大J 60 

歳，男性.主訴は右腰背部痛.右尿管狭窄あり，尿管鏡下生検にて

atypical cell.分腎尿細胞診にて classIV-Vを繰り返し，右尿管上皮

内癌と診断.腎孟内 BCG注入療法を施行した. 3回目の注入療法後，

肝機能障害を認めた.腹腔鏡下肝生検にて肉芽題性肝炎と診断した.

6カ月間の抗結核療法により改善した 右尿管上皮内癌も画像上改

善.分腎尿細胞診も陰性を維持している.園内では腎孟内 BCG注入

療法に起因した肉芽臆性肝炎の報告はなく，勝脱内 BCG注入療法に

おける 3例のみの報告と，稀な合併症と考えられた.リスクとして，

カテーテル操作などによる尿管の損傷などが関与している可能性が考

えられた

SLEに合併した尿管アミロイドーシスの I例:天野利彦，下垣博義，

川端岳，島谷昇(関西労災).野瀬隆一郎(国立神戸) 症例は55

歳，男性. 1980年から SLEの診断に対し加療されていた. 2004年3

月，腹部CTにて左水腎症を認め，当科紹介され，各種画像診断にて

左下部尿管の閉塞を認めた.尿細胞診は classIで，尿管鏡下生検に

て悪性所見は得られなかったが，悪性を完全には否定できないこと，

また左腎は無機能と判断し，後腹膜鏡下左腎尿管全摘除術を施行した.

肉眼所見では左下部尿管の閉塞を認めたが，内腔に隆起性病変や，壁

外性病変は認めなかった.病理組織学的検査で.HE染色， Congo-red 

染色にて尿管アミロイドーシスの診断を得た.さらに過マンガン酸カ

リウム処理にて退色を認め， SLEに続発した反応性AAアミロイドー

シスと診断された.自己免疫疾患や結核などの慢性炎症性疾患の僚

は，アミロイドーシスの合併を念頭に置いておくべきと考えられた.

化学療法と放射線療法で完全寛解した後5年目に再発し跨脱全摘を

行った浸潤性跨脱癌の I例:伊藤伸一郎，横溝 智，今津哲央，菅尾

英木(箕面市立 72歳，男性，既往肢として1990年一1991年に表在

性勝目光癌 (TCC.G2， pTl)にて TUR-Btを3回施行. BCG注入後，

再発を認めず1996年を最後に受診していなかった. 1999年 5月，血尿

を主訴に受診.右尿管口付近に膝枕癌を認め， TCC > SCC， G3. 

T3NOMOと診断し， CDDPとEPIによる動注化学療法を2コースお

よび CDDP併用放射線療法で CRとなり膝枕を温存し得た. しかし

2004年 l月，左側壁に勝脱痛の再発を認め， TUR-Bt 後 TCC.G2> 

G3. T3NOMOと診断し.CDDPとEPIによる動注化学療法を 2コー

ス施行したが. CRには至らず勝脱全摘術を施行.病理組織はTCC，

G3， pT3bであった.術後5カ月現在，再発・転移は認めず生存中で

ある.

勝脱平滑筋腫の 1帝U:沖波 武，田上英毅，石戸谷哲，前回純宏，

奥村和弘(天理よろづ).林道治(向婦人科) 55歳，女性.子宮筋

腫の経過観察中に MRIにて勝脱腫蕩を指摘されたため， 2004年3月

当科受診. MRIで勝脱前壁に TI強調像で中等度信号， T2強調像で

低信号を呈する境界明瞭で、内部均一な 40X25X30mmの粘膜下腫蕩

を認めた.勝目光鏡にて表面を正常粘膜で覆われた隆起性病変を認め

た.勝目光平滑筋腫の疑いにて2004年4月， TUR-Btを施行.腫蕩切除

菌は白色で血流に乏しく出血は少量であった.正常筋腫を露出するま

で可及的に切除し，肉眼的には腫蕩の残存を認めなかった.病理診断

は平滑筋胞であった.術後3カ月後の勝脱鏡検査では腫蕩の再発を認

めなかった.文献上，勝脱平滑筋腫の多くは開腹術を施行されている

が，本疲例のように粘膜下型で臆場径の小さなものに対しては，

TUR“Btは低侵襲かっ十分な治療法であると考えられた.

BCG勝目光内注入療法による間質性肺炎の 1例:安藤 慎，李 勝，

山下真寿男(明石市民).河野秀彦(同内科).杉山武殺(県立尼崎)
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78歳，男性. 2003年12月表在性勝脱痛に対し TUR-Bt施行.病理組織

結果は UC，G2， pTa，多部位生検でUC，G2>G3， pTisであったた

め BCG勝脱内注入療法 80mgX 8回施行. 2004年3月咳，発熱出現

し胸部X線および CTでスリガラス状陰影認め， BCG 勝脱内注入療

法による間質性肺炎と診断し当科入院.ステロイド療法施行にて軽

快，斬滅し 6カ月を経過した現在再燃兆候なく経過観察中である.

BCG勝脱内注入療法に伴う間質性肺炎は稀で自験例が8例目となる

が，全例でステロイド療法が施行され，回復していた.BCG性肺炎と

の鑑別が問題になることもあり， BCG勝目光内注入療法に伴う合併症

として念頭に置くべきものと思われた

BCG勝脱内注入療法後に発症した多発性関節炎の I例:山本広明，

青木勝也，清水一宏，辻本賀洋，三馬省二(県立奈良)，佐本憲宏，竹

本喜典(問整形外科) 72歳，男性.表在性勝脱癌の TUR-Bt施行後，

残存腫蕩に対して， BCG 80 mgを週 l回で合計8回の勝脱内注入療

法を施行した その後，尿道炎症状とともに，左下肢腫張と痔痛を伴

う関節炎が発症した 関節炎症状は，左膝や左肩など多発性であった.

静脈血栓や感染は認められず， HLA-B39陽性であった. Reiter症候

群と診断され，ステロイド投与によって関節炎症状は寛解した. 15カ

月を経過した現在，勝脱癌の再発および関節炎の再燃は認められてい

ない.

肉眼的血尿を主訴とした Neo-bladderの非特異的炎症の 3例:回

口功，寺川智章，今西治，山中望(神鋼) 新勝脱自体の細菌

感染は理論上考えうる病態であるが，臨床上問題になることはきわめ

て少ない.われわれは1986年から現在に至る18年間に，新勝目光による

尿路変向を150例余り施行してきた.その内で，無症候性肉眼的血尿

を主訴とした新勝脱の非特異的炎症を 3例に経験した.全伊J男性で，

回腸利用新勝脱が2171J，結腸利用新勝脱が l例であった.全例で残尿

を認めず排尿状態は良好であったが， 1例はステロイド剤内服中， 1例

は糖尿病のコントロールが不良であった.勝脱鏡では出血を伴う発赤

した粘膜を認め，粘膜生検にて病理組織学的に非特異的炎症と診断さ

れた.再発性の症例も含め，全伊jで抗菌剤の投与にて速やかに軽快し

た.症例により程度に差はあるが膿尿を認めていることや，抗菌剤lに

反応していることから，細菌感染による非特異的炎症が血尿の原因で

あると考えられた，

腸脱ヘルニアの 1例:小野隆征，細川幸成，岸野辰樹，大山信雄，

百瀬均(星ケ丘厚生年金)，玉置英俊，中辻直之(同外科 69歳，

男性.2002年末頃より尿意ごとの無痛性右鼠径部腫痛を認めるように

なり， 2003年 l月27日当科を受診した 勝脱充満待には右鼠径部に手

拳大，弾性軟，無痛性の麗脹を認めたが，排尿後には消失した.尿流

測定では二段排尿を認めた.VCG， MRIにて右鼠径部への勝脱の脱

出を認めたため勝脱ヘルニアと診断した.また， VCGではヘルニア

部の勝脱壁の収縮も認められた.2003年4月23日，ヘルニア根治術

(メッシュ・プラグ法)を施行した.勝脱が腹膜に包まれた腹膜内型の

勝脱ヘルニアであった.勝目光は切除せず還納した.術後，鼠径部腫癌

および二段排尿は消失し，排尿状態は良好になった 術後14カ月を経

過し，再発は認められていない.排尿障害に鼠径ヘルニアを合併する

症例では勝脱ヘルニアも念頭におく必要があると考えられる.

破損した跨脱留置カテーテルのカフ片を核とした勝脱結石の 1例:

佐藤元孝，長谷部圭司，辻本祐一，高田 剛，本多正人，藤岡秀樹(大

阪警察) 78歳，女性.2004年5月30日，整形外科にて腰椎複雑骨折

の入院加療中，勝脱留置カテーテル抜去の際にカフの水が引けず， 60 

mlの蒸留水をカフに注入し破裂させて抜去した.同年6月末より頻

尿，排尿困難が出現し，同年6月27日当科受診となった.まず，勝脱

炎を考慮し，抗生物質を投与したが軽快せず，精査したところ勝脱内

に30X20mmの結石陰影を認めた 勝脱結石の診断下に同年 B月26

日，経尿道的砕石術を施行した.結石は容易に砕石され，その内部に

IX2cmの勝脱留置カテーテルのカフ片が存在した.結石分析結果は

リン酸マグネシウムアンモニウムと尿酸アンモニウムの混合石であっ

た術後勝脱刺激症状は消失し，再発なく現在外来通院中である.

過活動勝脱に対する漢方薬.)肖炎酵素剤の効果:坂口 強(坂口泌

尿器科クリニック 1982年から過活動勝脱(当時は潜在性神経因性

勝脱)の原因は炎症であるとの考えのもとに，調べえた男性16人・女

性274人計290人に対し消炎酵素剤・漢方薬・抗コリン剤で治療した.

経過不明22人・無効l人を除いた267人中塩化リゾチーム・清心蓮子飲

などで229人85.8%，前者と抗コリン剤で29人10.9%，抗コリン剤のみ

で3人1.1%が治癒した.6人2.2%は針治療のみで治癒した.治癒ま

での日数は 7日から392日平均73.1日であった.治療成績から過活動

勝脱の主原因は慢性勝脱炎との結果を得た.治療により，切迫性尿失

禁・尿意切迫感・残尿感・頻尿の順に治癒した.過活動勝目光の必要条

件は頻尿であった“抗コリン剤は，神経障害は勿論，何かを治癒させ

る薬剤ではない.過活動勝脱に対する抗コリン弗lを主とする国際禁制

学会の治療理論は疑問であり，もっと炎症の側面を考慮すべきと思わ

れた.

女性尿道憩室原発 Clearcell adenocarcinomaの1例:山崎健史，

長沼俊秀，内田潤次，杉村一誠，仲谷達也(大阪市大) 60歳，女性.

2003年12月血尿，排尿困難認め当院産婦人科受診. MRIで尿道周囲

に腫癌を認め当科紹介受診.勝脱鏡にて勝股頚部から尿道にかけて腫

蕩認め生検施行.結果は clearcell adenocarcinomaであった.2004年

2月精査加療目的で入院. MRI， MCGなど種々の画像診断より尿道

憩室原発の clearcell adenocarcinomaと診断した.2004年3月全身麻

酔下に前方骨盤臓器全摘術，回腸導管造設術施行した.病理診断は

clear cell adenocarcinomaであった.術後6カ月を経過した現在，再

発，転移は認めていない，尿道慈、室発生の悪性腫蕩は非常に稀であり，

そのなかでも clearcell adenocarcinomaはわれわれが調べえた限り圏

内外も含め自験例が16例目である.

尿道悪性リンパ腫の 1例:楠田雄司，岡本雅之，小111隆義(姫路赤

十字)，多国 寛(同血液内科)，大場健史(神戸大) 68歳，女性.

2003年9月，尿聞を主訴に受診.触診にて麓前壁に腫癒を触知した.

MRIにて尿道を取り囲む腫癌を認め，経燈的針生検にて Malignant

Iymphoma， non Hodgkin Iymphoma， diffuse large B celllymphomaと

診断した Gaシンチでは尿道周囲以外に異常集積を認めず，他の画

像診断をあわせて尿道原発悪性リンパ腫と診断した.R-CHOP療法

(CPA， THP-ADM， VCR， PSL， Rituxan)を開始した.2クール終了

後に腫癌は著明に縮小したが， 6クール終了後に再度増大を認めた.

PETでは尿道周囲以外に病変を認めず， Radiation，動注化学療法

(Bleo， epトADM)にて massreductionを計った後に手術を予定して

いる.

尿道直腸皮膚穫をきたしたクロ ン病の2例:福原慎一郎，横山昌

平，蔦原宏一，森直樹，原恒男，山口奮司(市立池田) 症例 lは

31歳，男性.主訴は排尿侍痛 26歳時よりクローン病指摘され，他院

および当院内科にて保存的に経過観察されていた. 2003年3月排尿時

痛出現し，当科受診.尿道造影にて膜様部尿道と直腸との問に痩孔の

存在を認めた 抗生剤投与・完全静脈栄養にて膿尿，排尿時痛ともに

消失し，現在経過観察中である.症例 2は56歳，男性. 1982年より当

院内科にてクローン病に対し通院経過観察されていた. 1990年気尿を

機に前立腺部尿道に尿道直腸皮膚凄指摘され， s状結腸ストーマ造設

術施行.2002年会陰部痛の訴えあり， KUBにて勝脱結石指摘され，

加療目的にて当科入院となった.尿道造影では球部尿道と直腸との聞

に1990年とは異なる部位に痩孔を認めた.経尿道的勝脱結石砕石術を

施行し，会陰部痛は消失し，現在外来経過観察中である.

二次性上皮小体機能冗進症に合併した異所性甲状腺の2例:北本興

市郎，武本佳昭，呉 偉俊，土田健司，杉村一誠，イ中谷達也(大阪市

大) 症例 1:41歳，女性. 1992年10月透析導入.2002年に intact-

PTHが400台，エコーにて 1cm以上の上皮小体を認めたため手術臼

的にて入院症例 2: 55歳，男性. 1994年透析導入.2004年に intact-

PTHが981pg/ml，エコーにて腫大した上皮小体を認めたため手術目

的にて入院.症例 lは2003年7月に，症例2は2004年5月に全麻下，上

皮小体全摘出術および自家移植術を施行.症例 lでは，甲状腺背面に

3カ所，胸骨柄頚切痕に lカ所，症17IJ2では，甲状腺背面に 4カ所，胸

骨柄頚切痕に lカ所腫癒を認めた.いずれの症例も胸骨柄頚切痕部の

腫癒のみ， Thyroid gland，それ以外は Hyperplasia of parathyroid gland 

であった.術後，上皮小体の取り残しを疑わせる所見はない.異所性

甲状腺は稀な疾患で文献上本邦において47例目であった.

尿管腫蕩との鑑別に難渋した，進行性前立腺癌の 1例;吉川武志，

柴崎昇，辻裕，瀧洋二，竹内秀雄(公立盛岡 70歳，男性.

1995年初診時PSAI9.8の前立腺癌に対し， RRP施行.pT3a， N (+)， 
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Gleason Score = 3 + 4であった. Adjuvant療法は施行しなかった.

2001年 PSAfailureと判断して内分泌療法開始し， 2002年より MAB

療法開始するも2003年骨転移出現し，ホルモン抵抗性と判断した.リ

ン酸エストラムスチン開始すると PSAは低下し， 0.2程度で維持でき

ていた. 2004年右水腎症出現.画像上，原発性尿管腫揚と進行性前立

腺癌との鑑別が困難であり， PSA低値であること，尿管腫療の場合予

後規定因子になりうることから開腹術を施行した.術中迅速診断は

adenocarcinomaであり，前立腺癌の転移と診断した.免疫染色では

PSA陽性，神経内分泌系は陰性であった.

酢酸リュープロレリン 3カ月製剤注射部位に皮下炎症性肉芽腫を

きたし，外科的切除を必要とした 1例:寒野 徹，種目倫之，七里泰

正，金丸洋史(北野)，高尾典恭(大津市民) 76歳，男性他院で前

立腺癌病期限に対し酢酸リュープロレリン 3カ月製剤 3回皮下注.

投与部すべてに感染性硬結を生じ当科受診前立腺全摘術と同時に硬

結部切除を施行した.前立腺の病理は Gleason4+3，病理病期 T3a

NOMOで，また硬結部位の病理所見は炎症性肉芽腫であった.現在ホ

ルモン療法は施行していないが PSAは低値であり，経過観察中であ

る.酢酸リュープロレリンによる投与部位皮下肉芽腫について発生頻

度，発生機序など若干の考察を加えた.

前立腺 STUMPの1例角田洋一，小林義幸，田中雅登，矢沢浩i台，
原田泰規，伊藤喜一郎(大阪府立総合医療セ)，中道伊津子，伏見博彰

(同病理) 57歳，男性.頻尿を主訴に近医受診.直腸診にて前立腺腫

癒を指摘され当科紹介.経直腸エコーおよび腹部 MRI上，前立腺内

腺背側に精嚢へ突出する内部不均一な腫蕩を認めた.経直腸エコーガ

イド下に前立腺針生検を施行したところ STUMP(stromal tumor of 

uncertain malignant potential)と診断された.腫蕩は前立腺に限局し

ており，前立腺全摘術を施行した 術後 7カ月経過するが再発，転移

は認めていない. STUMPとは前立腺開業系腫疹のひとつとして分

類され，前立腺および周囲組織に浸潤を認め，稀に stromalsarcoma 

へと進行することが報告されている.

高位精巣嫡除術後7年目に再発をきたしたセミノーマの 1例:山口

唯一郎，小野豊，垣本健一，目黒則男，前田修，木内利明，宇佐

美道之(大阪府立成人病セ 45歳，男性.主訴は傍大動脈リンパ節

目重脹. 1997年11月，他院にて左陰嚢内腫癒を指摘され当科受診. 12月，

左精巣麗蕩の診断で左高位精巣摘除術施行.病理結果は pure

seminoma. CTにて肺，後腹膜リンパ節に転移は認められず， ij重傷

マーカーも正常範囲内であった その後，他院にて経過観察を行って

いたが， 2004年3月，腫傷マーカーの上昇，多臓器への転移は認めな

いものの， CTにて傍大動脈リンパ節腫脹を指摘され，当科紹介.

2004年4月放射線治療，化学療法を薦めるも患者の希望にて後腹膜リ

ンパ節郭j青術施行.病理所見は puresemmoma.現在再発を認めるこ

となく外来にて経過観察中である.ステージ Iセミノーマの晩期再発

について文献的考察を加えて報告した.

性腺外匠細胞腫蕩治療後6年目に発症した精巣腫蕩の 1例:花田英

紀，坂野佑司，金 哲将，吉貴違寛，岡田裕作(j滋賀医大 50歳，

男性 1996年2月性腺外目玉細胞腫蕩に対し BEP療法施行後，後腹膜

腫場摘除術・リンパ節郭I青術を施行.摘出組織標本では壊死組織が見

られ viablecellは認められなかった.両側精巣には触診，エコー診断

にて異常所見を認めなかった その後再発・転移を認めず経過観察さ

れてきたが，術後6年目の2002年10月，右陰嚢内容の腫大を主訴に受

診触診上布精巣は腫大し表面不整で硬結を伴っていた l盛場マー

カーに異常値は認めなかった. 2002年10月18日右高位精巣摘除術を施

行.病理組織診断は semmomaであった 全身検索にて他部伎に転移

を認めず，術後追加治療は行わず，厳重経過観察とした.性腺外lJ10細

胞腫蕩に対してシスプラチンを用いた全身化学療法施行後に生じた精

巣輝蕩について文献がJ考察を行い検討した.

初診時より脳転移を認めた Seminomaの1例:仲島義治，山崎俊成，

白波瀬敏明，橋村孝幸(姫路医療セ) 50歳，男性. 2003年4月頃より

右陰裂の無痛性腫大自覚するも放置していた. 2004年2月頃より頭

痛，視力低下，発熱出現し， 1.月9日当科紹介受診.右材j巣腫揚の診断

で同日，右高位精巣摘除術施行 病理診断は semmomaであった.画

像上肺転移および肝転移は認めなかったが，多発リンパ節転移，脳転

移を認めたため， BEP療法開始.化学療法と平行してIJ出転移に対し

てガンマナイフ施行照射直後より頭痛，視力障害は著明に改善し，

画像上脳転移巣の消失を認めた.化学療法4コース終了後，頚部リン

パ節転移の縮小を認めなかったため，現在化学療法継続中である.リ

ンパ行性転移を示す semmomaが初診時に肺転移を認めず脳転移を来

すことは稀である.脳転移巣に対する治療として治療効果が高く，か

っ副作用の軽度なガンマナイフは有用な治療法と考えられた.

停留精巣術後25年目に発生した精巣腫蕩の 1例:南方良仁，山内敏

樹(公立那賀)，岩倉伸次(同外科) 36歳，男性. 11歳時，左停留精

巣に対し精巣固定術の既往あり. 2004年4月30日，有痛性左鼠径部腫

痛を主訴に当院救急、受診.大腿ヘルニア阪頓疑われ外科入院後，左陰

嚢内容の腫大も認めたため当科紹介.腫蕩マーカーは AFP正常， β

HCGとLDHは軽度高値を示した.同日，左精巣腫蕩の診断で左高

位精巣摘除術を施行.病理診断は semlnoma，左鼠径部腫癌は同リン

パ節転移 (3X4X5cm)であった，術後，腫蕩マーカーは正常化し，

画像上も後腹膜リンパ節および他臓器への転移を疑わせる所見は認め

なかった.術後，患者と話し合いの上， BEP療法を 2コース施行した.

以後，外来にて経過観察中である.停留精巣に精巣腫蕩の発生率が高

いことは，よく知られているが，精巣固定術後に発生した精巣腫傷の

報告例は，比較的少ない.本邦では自験例を含め41例であった.

前立腺部尿道への転移を認めた精巣腫蕩の 1例:柴崎昇，吉川武

志，寒野徹，辻裕，瀧洋二，竹内秀雄(公立豊岡)，保坂直樹(同

病理 22歳，男性 血尿・尿閉を主訴として当科受診.右精巣は手

拳大に腫大していた マーカーは LDH1，044 ng/ml， AFP 257 ng/ml， 

HCG 42，159.3 ng/ml， HCG-s 200 ng/mlと高値を示した.翌日，右高

位精巣摘除術および勝脱鏡施行. Choriocarcinomaおよびその前立腺

部尿道への転移と診断し，化学療法および手術療法を施行した.完全

寛解に至り，術後12カ月，再発を認めていない.尿路上皮に原発性の

繊毛痕が発生することは稀に見られるが，本症例のように，尿路への

転移というのは過去に報告がなく，きわめて稀なものであると恩われ

る.本症例の転移経路としては，血行性，リンパ行性のほか，精管経

由あるいは胎生期の生殖細胞の遺残が関与している可能性も示唆され

るが，明確ではない.

精巣の硬化性脂肪肉芽腫の 1例:萎全錆，田中浩之，松本修(三

木市民)，鹿股直樹(神戸大病理 81歳，男性.内科入院中に左陰嚢

内容の腫大を指摘され2004年4月に当科紹介受診.既往歴として2003

年6月に左鼠径ヘルニア根治術を施行されていた 身体所見上，左精

巣は鶏卵大，弾性硬の腫痛として触知. LDH， AFP，βHCG などの

腹疹マーカーの上昇は認めず.陰嚢部の CT上左精巣の石灰化を伴う

腫痛を認めた.左精巣極蕩の疑いが強いと判断して， 2004年4月15日

に左高位精巣摘出術を施行.悪性所見は認めず組織学的に精巣の硬化

性脂肪肉芽臆と診断された.陰嚢内硬化性脂肪肉芽腫自体比較的稀な

疾患だが，中でも精巣由来のものは稀であり，われわれの調べえた限

りでは海外に報告を 1f7iJ認めるのみで，本邦での報告は本症例が初で

ある.本症例においては他に原因と考えられるものがないことから，

l年前の鼠径ヘルニア根治術の何らかの影響が推測された

Klinefelter症候群に発生した類表皮嚢胞の 1例:吉田栄宏，高尾徹

也，辻村晃，奥山明彦(大阪大).辻本裕一，富田裕彦，青笹克之(同

病理 38歳，男性不妊を主訴に近医受診し，無精子症と診断され

た.染色体検査で 47XXY，非モザイク型 KlincCelter疲候群と診断さ

れた.挙児希望があり，当科紹介受診となった.入院時現症は，右精

巣が弾性硬，表面平滑で，約 30mlと腫大し，左精巣は約 3mlと萎縮

していた.入院時検査ではテストステロンが 0.25ng/ml， LHが 15.7

mIU/ml. FSHが45.9mIU/mlであった 腫蕩マーカーは異常を認め

なかった.右精巣腫携の診断のもと，右高位精巣摘除術を施行.摘出

重量 30g.4X3.5X2cm大の充実性脂携で、あった.病理組織診断は精

巣類表皮嚢胞であった. Klinefelter症候群に発生した精巣類表皮嚢胞

は非常に稀であり，自験例は内外文献上6例目，本邦では4例目であっ

た.

小児 Matureteratomaの1例:畑中祐二，岩崎明，梶川次郎，岸

本知己(市立堺)，棟方哲(同病理 12歳の男児.主訴は右陰嚢内

容の腫脹.家族が右陰嚢内の左お差に気づいた 右陰嚢内に無痛性で

表面不整な石様硬に腫服した脆痴を触知. AFP.βHCGは正常.超

音波検査では精巣内は不均一で，周辺が商工コー，中心部が低エコー
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であった. MRI検査では腫癌は T2強調像で低から高信号を示した.

右精巣麗蕩の診断で高位精巣摘除術を施行.腫疹の脅j商は石灰化を

伴っていた.病理組織は精巣の一部に粘液を産生する高円柱状細胞の

増生や，他に扇平な上皮で覆われたのう胞と角化物の貯留を認め，以

上より Matureteratomaと診断.小児の teratomaは Maturetypeが

多く，予後は良好だが， Immature typeや年齢の高い小児では悪性化

することがあり，本症例は年齢が若干高いため，半年に一度フォロー

する.

向精神病薬が原因と考えられた陰茎持続勃起症の2例:山口耕平，

三浦徹也，彦坂玲子，中野雄造，大場健史，山中和樹，竹田 雅，田

中一志，山田裕二，原 慰，荒川創一，守殿貞夫(神戸大) 症例1.

31歳，男性.統合失調症で内服加療中 発症より 10数時間経過した陰

茎持続勃起症 (ischemictype)と診断し，陰茎海綿体の潟血洗浄，さら

にαl刺激薬注入し，軽快認めた.治療後も勃起能は保たれている.

症例 2.33歳，男性統合失調症で内服加療中.発症より48時間以上

経過した陰茎持続勃起症 (ischemictype)と診断し，陰茎海綿体の潟

血洗浄， αl刺激薬注入するも効果なく，亀頭陰茎海綿体shunt造設術

を施行し，軽快認めた.治療後は EDの状態である.陰茎持続勃起症

は，性的刺激とは無関係に 4時間以上勃起が遷延する状態と定義され

ている.向精神病薬が原因と思われる陰茎持続勃起症の 2例を経験し

たので，若干の文献的考察を加えて報告した.

直腸癌による続発性 Priapismの1例:竹垣嘉副1，園田哲平，浅井

省和，熊国憲彦，西坂誠泰，柏原昇(吹田市民) 66歳，男性. 2003 

年8月直腸癌に対し高位前方切除術を施行された.術後，肝転移に対

し動注化学療法 (5FU)を，仙骨転移に対して放射線治療を受けてい

た 2004年2月 CT，MRIにて腹壁転移および精嚢腺転移を認め当

科紹介.初診時2週間前より続く priapismを認め入院となる.陰茎

海綿体造影で海綿体内血液の環流障害を認め，陰茎海面体内の血液ガ

ス分析の結果より low-flowpriapismと診断した.亀頭一陰茎海綿体

シャントを作成するも効果は一時的であった.その後，肺の癌性リン

パ管炎，脳転移出現.さらに前立線および、勝脱i浸潤により血尿，尿閉

となったため勝目光痩を造設し，陰茎痛および仙骨部痛に対し塩酸モル

ヒネ投与した. しかし肺の癌性リンパ管炎増悪し 5月6日呼吸不全で

死亡された.文献上，転移↑生陰茎脹蕩の40%にpriapismを発症する

と報告されている.

骨盤内に発生した Solitaηfibrous旬 血orの1例長船崇，福井

勝一，小倉啓司(大津赤十字)，馬場信雄，花房徹児(同外科)，清水

洋祐(京都大)，山本雅一(京都専売) 41歳，男性.主訴は排尿困難，

排便困難.画像診断にて勝脱と直腸の聞に最大径 12cmの腫蕩を認

め経直腸的生検施行.平滑筋腫または平滑筋肉腫との診断で，骨盤内

麗蕩摘除術施行.術中迅速病理で線維腫，悪性所見なしとの診断で隣

接臓器の合併切除は施行せず.摘出標本は 720g，被膜を有し割面は

灰白赤色であった.病理所見は紡錘形の細胞が不規則に増生し，免疫

染色で vimentin，CD34が陽性を示し solitary自broustumorと診断さ

れた.骨盤内に発生した solitaryfibrous tumorの報告は文献上世界で

38例目であった.術後5カ月を経過し再発を認めていない.

尿聞を契機に発見された骨盤内腫蕩の I例:清水信貴，松本成史，

杉山高秀，松浦健.植村天受(近畿大) 33歳，男性.既往歴:2歳

時フアロー四徴症手術.尿閉を主訴に紹介受診.CT， MRIにて左の

精嚢下方と前立腺の聞に嚢胞性臆癒を認めた. UCGにて尿道内に陰

影欠損を認めた. 2004年6月に全身麻酔下に骨盤内腫湯摘出術を施行

した.尿管，精管は mtactであり， H.重蕩は周囲との癒着はあったが，

精嚢，前立腺からは，容易に剥離できた.また尿道内腫蕩は容易に景j

離できた.病理学的には上皮，間質に異形細胞は認められず，悪性所

見はなかった. CA125染色からは精嚢由来が考えられ， PSA染色で

は陽性の上皮がならぶ嚢胞が散見されるので前立腺由来も考えられ，

ウォルフ管と尿生殖洞の発生過程における遺残と迷入が原因と推察さ

れた.




