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乳頭状腺腫を合併 した高CT値 腎嚢胞の1例

岐阜県立岐阜病院泌尿器科(部 長:酒 井俊助)

浜本 幸浩,後 藤 高広,河 村 毅

谷 口 光宏,竹 内 敏視

 HYPERDENSE RENAL CYST ASSOCIATED WITH 

    PAPILLARY  ADENOMA  : A CASE REPORT 

 Yukihiro HAMAMOTO, Takahiro  GOTO, Takeshi KAWAMURA, 

Mitsuhiro TANIGUCHI, Toshimi TAKEUCHI and Shunsuke  SAKAI 
   From the Department of Urology, Gifu Prefectural Hospital

   An abnormal shadow in the chest of a 57-year-old male was detected during a medical checkup 
and careful investigation revealed a left posterior mediastinal tumor (neurinoma) and a clearly 
demarcated homogenous mass with dimensions of  16X 12 mm and computed tomographic (CT) value 
of 79 H.U. in the superior pole of the right kidney. The content solution was sticky and blackish-

green. Neoplastic degenerations of 8 X 4 and 5 X 5 mm were seen in the cyst. Partial nephrectomy, 
which included the cystic section, was conducted and papillary adenoma was pathologically diagnosed. 
Nine years after the operation, the patient is alive and neither relapse nor other abnormalities were 
detected. 

                                            (Acta Urol. Jpn.  47: 865-868, 2001) 
Key  words  : Renal adenoma, Hyperdense renal cyst

緒 言

腎腺腫は剖検腎にしば しば発見されるものの,臨 床

的に問題 になることは稀な良性腫瘍である.最 近,

CT値 のきわめて高い腎嚢胞の存在が認識 されるよう

にな り,高CT値 腎嚢胞(hyperdenserenalcyst)と

呼ばれているD今 回,わ れわれは嚢胞壁内 より乳頭

状に増殖 した多発性腺腫が認められた高CT値 腎嚢

胞の1例 を経験 したので報告する.

症 例

患者=57歳,男 性

主訴:右 腎腫瘍の精査

既往歴 ・家族歴:特 記すべ きことなし

現病歴:1991年9月 の健診にて胸部 レ線異常を認め

たため,当 院呼吸器科 に入院 した.CTに おいて左後

縦隔腫瘍 と共に右腎腫瘍を指摘 され,当 科を紹介 され

た.左 後縦隔腫瘍(65×50×40mm)はll月8日 に切

除術が行われ,病 理学的に神経鞘腫 と診断された.

現症:身 長170cm,体 重61.5kg,体 温36.2℃,

血圧130/92mmHg,左 胸部 に手術癩痕 を認め る以

外,腹 部理学所見に異常なし.ま た尿および血液 生

化学検査では特に異常はみ られなかった.

右腎上極 には境界明瞭な,CT値89HUの 内部均
一 な16×12mmの 小腫瘤がみ られ,造 影で はen一

hanceさ れなかった(Fig.1).エ コーでは同部は腎実

質と同一のエコー レベルの突出した小腫瘤像がみら

れ,内 部にechogenicmassを 認めた.DIPで は腎杯

の変形など異常を認めなかった.左 前斜位による動脈

造影において,造 影早期 には異常血管などを認めな

かったが,被 膜枝は病変に一致 し,軽 度弧状に圧排 さ

れていた.以 上より,非 典型的嚢胞性病変と考え,嚢

胞の確認をかねて,11月20日 右腎手術 を行った.全 麻

下に腰部斜切開で腎を剥離すると,上 極背側に嚢胞様

腫瘤 を認 め,肉 眼的所見,触 診で嚢胞性病変 と考 え

Fig. 1. CT of the kidney. A clearly demar-

      cated  16  X  12  mm tumor with a 

      homogenous content with CT value of 

       79 HU can be seen.
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Fig.2.Histopathologicalpicture.Thecystic

wallconsistsofconnectivetissueco-

veredwithcubicalepithelium,and

papillaryadenomaconsistingoffine

interstitiumdevelopedinthelumen.

unroofingす ることにした.穿 刺により粘凋な黒緑色

の内容液が確認 された.さ らに嚢胞壁を一部切除し,

内腔を観察すると壁内には内腔に増殖する8×4mm

および5×5mmの 腫瘍性病変が認められた.本 例は

capsuleが 薄いと考えられ,嚢 胞壁を含め,ス パーテ

ル神経剥離鉗子 を使用して辺縁7'-8mmで 腎部分切

除術を行った.

組織学的には嚢胞は一部硝子化を伴った結合組織で

構成され,内 腔は尿細管由来の立方上皮で覆われ,一

部細い間質から成る乳頭状腫瘤が腔内に発育 し,乳 頭

状腺腫 と診断された(Fig.2).

術後17日 で退院し,9年 の現在,再 発などの異常を

認めない.な お抗癌剤やインターフ幽ロンなどの化学

療法は行わなかった.

考 察

高CT値 腎 嚢 胞 は1982年Curryら1)に よ り提

唱 さ れ た 画 像 診 断 に お け る 新 しい 概 念 で,1983年

Fishmanら2)に よ り高 蛋 白 な 内 容 液 に よ り生 ず る こ

とが 実験 的 に も明 らか に され てい る.そ の ほ か,嚢 胞

内 に鉄 成 分 を多 量 に含 ん だ凝 血,コ ロ イ ド状 物 質 な

ど,粘 凋度の高い成分を含む際に,発 生すると考えら

れている.通 常,CT値 一10～15HUを 示す単純性

腎嚢胞で も出血あ るいは感染 を合併す ると15-40

HUを 呈するが,最 近では高CT値 腎嚢胞 をCT値

50HUな い し100HUの 境界鮮明な均一な嚢胞病変

をさすようである3)一 方,コ レステリン結晶含有腎

嚢胞,乾 酪性病変の腎結核症,腎 細胞癌なども類似の

所見 を呈することがあ り,十 分 に鑑別する必要があ

る.こ れまで本邦においてはこの高CT値 腎嚢胞 は

CT値50HU未 満の症例 もみられる ものの,9例 が

報告されている(Tablel).年 齢は45歳 から74歳(平

均59.9±9.8)で,男 性6例,女 性3例 である.主 訴

は腹痛4例,血 尿1例 で,4例 は無症状の偶発例であ

る.CT値 は24HUか ら79HU(53.4±24・.1)で,

嚢胞 自体にはenhance効 果 は認め られていない.し

かし腺腫合併例では腫瘍病変部はenhanceさ れてい

たとの報告 もみられる3)腎 エコーでは腎実質 と同等

なエコー レベルを示 したものが3例,hypoechoicな

病変と描出されたものは6例 で,こ のうち自験例以外

の乳頭状腺腫を合併 した2例4・5)で は嚢胞性病変の内

部 にechogenicな 腫瘍像が検 出されている.嚢 胞の

最大径 は16mmか ら75mm(30.0±22。8)で あっ

た.治 療法は嚢胞単独例では嚢胞壁切除(3例),内

容液の吸引のみ(2例)が 行われているが,腺 腫合併

例では部分切除(2例),腎 摘出術(1例)が 行われ

ている.内 容液の性状は嚢胞単独例では黄色,透 明な

液体を示 しているのに対 し,自 験例のような腺腫合併

例では暗赤色,奨 液性あるいは黒緑色,コ ロイド様液

体である.

腎腺腫 は通常径2～3mm以 下の顕微鏡的な微小病

変で,成 人の剖検腎においては高率にみられる.し か

し,臨 床上問題 とな り,本 邦においてこれまで報告 さ

れた腎腺腫は佐藤 ら6)の集計以後,16例 みられ,記 載

漏れの1例 と合わせ,54例 のみである(Table2).か

つてはその大 きさが問題 となり,3cm以 下の腎腫瘍

と大きさで判定されたものの,現 在では細胞組織学的

所見が重視されている.一 方,腺 腫は癌化するといっ

Table1・casereportsofhighdensityrenalcystinJapan

No.ReportYearAgeSex Symptom
CTvalueUS

(HU)
Size(mm)Operation Diagnose

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Yamagishi

Yonezawa

Yanagi

Yanagi

Takai

Suzuki

Noguchi

Nishino

Ourcase

1984

1986

1986

1986

1990

1991

1990

1992

1992

67

55

50

67

45

74

64

57

F

F

M

M

M

F

M

M

None

Abdominalpain

None

Abdominalpain

Grosshematuria

Abdominalpain

Abdominalpain

None

None

Low

Low

I.OW

Low

ISO

ISO

LOW

I.OW

High

70

75

24

26

High

35

High

65

79

20

17

75

20

32

16

Suction

Wallresection

Wallresection

Suction

Wallresection

Partial

Nephrectomy

Partial

Cyst

Cyst

Cyst

Cyst

Cyst

Cyst

Cystadenoma

Cystad㎝oma

Cystadenoma



浜本,ほ か:腎 腺腫 一高CT値 腎嚢胞 867

Table2.CasereportsofrenaladenomainJapan

No.ReportYearAgeSex Symptom
CTvalueSizcUS

(HU)(mm)
Operation Pathology

38

39

40

41

42

Itoi

Sakamoto

Fukuoka

Nakamura

Yamada

43Hasuda

軽

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Shirazawa

Kawamura

Takihana

Noguchi

Tanahashi

Tsuslma

Tanahashi

Sirai

Kanzaki

Nishino

1967

1981

1984

1985

1986

52

25

52

妬

75

F

F

M

F

F

Grosshematur

Grosshematur

Grosshematur

Grosshematur

None

a

a

a

a

198838MGrosshcmaturia

1988

1989

1989

1990

1991

1992

1992

1992

1992

1992

55

45

65

74

63

71

61

37

55

64

F

M

M

F

M

F

M

F

F

M

None

Grosshematuria

None

Abdominalpain

Abdominalpain

None

Grosshematuria

Abdominalpain

None

None

540urcasel99257MNone

High

High

Low

High

Low

High

Mozaic

High

High

27

Low

Not

ditectablc

ISO

High

High

53

Cystic

High

Not
ditectable

18

55

30

23

10

6

10

32

30

35

20

14

8

Nephrectomy

Nephrectomy

Partial

Nephrectomy

Nephrectomy

Nephrectomy

Nephrectomy

Nephrectomy

Partial

Partial

Nephrectomy

Nephrectomy

EnuculeatiQn

Partial

Nephrcctomy

Nephrectomy

Partia正

Pap

Pap

Pap

llalycyst

llarycyst

llary

Ductal

Papillarycyst

Papillary

Papillary

Papillary

Papillary

Papillaryductal

Papillaryductal

Papillary

Papillary

た考え7)や腺腫その ものがすべて微小癌 との考え8)も

みられるものの,細 胞増殖能を示す といわれる核小体

形 成 体(argyrophilicnucleolarorganizerregion:

AgNOR)を 用いた最近の検討では腎癌 とは異なった

動態が明らかにされている9)

本邦における従来の報告では臨床症状を呈するよう

な3cmを こえる症例が,大 半 を占めている.し か

し,エ コーやCTの 普及 した1981年 以降の報告例の

うち16例 は3cm以 下の病変 と記載 され,7例 は無

症状 の偶発 腫瘍で あった.腫 瘍 自体 はエ コーで は

hyperechoicな 像 を呈 した ものが6例,hypocchoic

な像を呈 した ものが2例 であった.CTで は比較的高

いCT値 を示 した症例 は4例,比 較的低いCT値 や

実質 と同程度のCT値 を示 した症例 も4例 みられ,

enhanceさ れたとの記載 も4例 にみ られ る.剖 検腎

における微小腺腫においては出血 壊死像を伴わない

ことが特徴的な所見 と考えられているゆ が,臨 床例

では嚢胞を合併 しない腺腫例においても腫瘍内に出血

や壊死像が観察 され,エ コー,CT,MRIで は必ず

しも均一な病変を示 さない ことが明 らかになってい

る.血 管造影においては乳頭状腺腫の多い本邦報告10

例 のうち,9例 ではhypovascularな 像 を示 し,1例

を除き,血 管新生などの所見の記載はみられない.病

理学的には乳頭状,嚢 胞状 に増殖す るcystadenoma

の組織像 を呈する例 は稀ではな く,12例 に及んでい

る.し か し本例のような単房性の嚢胞壁内より乳頭状

増殖を示 した と考えられる例は5例 で,こ のうち3例

は前述 した高CT値 腎嚢胞を示 している.こ の腎腺

腫例 に対する治療法に関して1980年 以前の38例 ではわ

ずか5例 に部分切除術が行われたのに過 ぎなかった

が,1981年 以降の16例 のうち,6例 に部分切除あるい

は腫瘍核出術が行われており,小 腫瘍や良性腫瘍に対

するいわゆる腎保存手術の選択の最近の傾向が窺われ

る.

最近,高CT値 腎嚢胞に対 し,経 過観察を勧める

報告 もみ られる11)が,未 だ臨床的に取扱が確立され

たとはいいがたい腺腫を合併することもあり,注 意を

要する.一 方,現 在では嚢胞 と腎細胞癌の合併がよく

知られてお り,腎 摘などの術式が選択 されるのが一般

的であるが,本 例のような良性腫瘍のこともあ り,慎

重に対処すべきものと考えられる.
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