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両側同時発生した腎細胞癌と腎オンコサイトーマの l例

三重大学医学部泌尿器科学教室(主任:)11村蕎一教授)

西川晃平，藤川真二，曽我倫久人，脇田利明

有馬公伸，柳川 異，川村書ー

RENAL ONCOCYTOMA WITH SYNCHRONOUS CONTRALATERAL 

RENAL CELL CARCINOMA 

Kouhei NISHIKAWA， Shinji FUJIKAWA， Norihito SOGA， Toshiaki WAKITA， 

Kiminobu ARIMA， Makoto YANAGAWA and Juichi KAWAMURA 
From the Dψartment oJ Urology， Mie University School oJ Medicine 

A 60-year-old male was admitted with bilateral renal masses with a diameter of 50 mm  (right 

kidney)， and 15 mm  (le食 kidney)found incidentally by computed tomography. Renal angiography 

demonstrated neovascularization in the lower pole of the right kidney， but no remarkable findings in the 
le合 kidney. We could not deny the possibility of bilateral renal cell carcinoma. Right radical 

nephrectomy and left partial nephrectomy were performed. The histopathological finding revealed 

diagnosis of right papillary renal cell carcinoma and left oncocytoma. To our kowledge， this is the 

third case ofrenal oncocytoma with synchronous contralateral renal cell carcinoma reported inJapan. 

(Acta Urol. Jpn. 48: 89-91， 2002) 
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緒 E 

腎オンコサイトーマは光顕上好酸性頼粒を含む大型

の細胞質を有し，電顕上では細胞質に多数のミトコン

ドリアを充満する像を特徴とする比較的稀な腎良性腫

蕩であるが，本症の術前診断は困難なことが多く，特

に腎癌との鑑別が問題となってくる.今回われわれは

腎オンコサイトーマと腎細胞癌が両側同時発生した l

例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告す

る.

症

患者:60歳，男性

主訴:なし

家族歴:特記すべきことなし

{列

既往歴:32歳時より慢性関節リウマチ， 56歳時より

糖尿病に催患している.

現病歴:2000年8月9日より糖尿病のため当院内科

に入院していたが，腹部 CTにて両側腎に充実性腫

癒を指摘され，同年 8月31日精査加療目的にて当科転

科となった.

入院時現症:身長 161cm，体重 43kg，腹部は平

坦，軟で腫癌は触知しない.

入院時検査所見:末梢血，検尿にて特記すべきこと

なし.血液生化学では CRP2.25 mg/dl， IAP 503 

U/l， ESR 65 mm/l hと軽度の炎症所見を示す以外

特に異常を認めなかった.

画像診断 :CTでは右腎下極に最大径 50mmの境

界明瞭で内部不均一な腫蕩を認め，早期より造影効果

が認められるものの腎実質と比べ造影効果は弱かっ

た.左腎下極腹側には最大径 15mmの内部均一な腫

癒を認め，造影早期より造影されるが腎実質よりは造

影の程度は低かった.その他の部位に転移を疑う所見

は認められなかった.右腎動脈造影では下極に腫傷性

の新生血管を認めたが，全体的には hypovascularな

所見であった.しかし左腎動脈造影では，臆蕩血管像

は認められなかった. MRIでは両側の腎腫蕩ともに

Tlで等信号， T2で低信号であり，造影効果はほと

んどど認められなかった.

入院後経過:以上の所見により右腎腫蕩は腎細胞癌

を強く疑い，術前診断として腎細胞癌TlbNOMOと

考えた.一方左腎に関しては良性腫蕩の可能性も示唆

されたが，腎細胞癌を完全に否定できず，術前診断は

腎細胞癌 TlaNOMOとした. 2000年9月19日，右腎

については根治性を優先し根治的全摘術を，左腎につ

いては腎機能温存のため，術中迅速病理組織検査にて

悪性細胞が存在しないことを確認の上，部分切除を経

腹的アプローチにて行った.

摘出標本:右腎腫蕩は割面は黄色であり，一方，左

腎腫傷には茶褐色調の部分と黄土色の部分が存在し

た.両側腎腫蕩とも腎実質との境界は明瞭であった.

病理組織学所見:右腎腫蕩は光顕にて管状，乳頭状
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Fig. 1. 
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Enhanced CT scan at renal angiogra-
phy showed bilateral renal tumors. 
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Fig. 3. Macroscopic appearance of the re-
sected specimen. A is the right kid-
ney with the yellow mass in the lower 
pole. B is the tumor in the left kid-
ney. 

の腫蕩細胞の増生から成り，乳頭状腎細胞癌.G2. 

INFα. pTlbNOMOと診断した.左腎腫蕩は光顕に

て豊富な好酸性細胞質を有する細胞の胞巣状増生から

成る腫蕩で，電顕では腫蕩細胞の細胞質内に腫大膨化

したミトコンドリアが充満している所見を認めオンコ

サイトーマと診断した.

術後経過は良好で 6カ月を経た現在再発を認めてい

ない.

考 察

本邦における腎細胞癌とオンコサイトーマの同時発

Fig. 4. A: Microscopic examination of the 
right kidney tumor revealed papillary 
renal cell carcinoma (HE X 200). B : 
Microscopic examination of the small 
tumor of the left kidney. The tumor 
consists of large acidophilic cells (HE 
X 200). C: Electron microscope of B. 
The cells were abundant in mitochon-
dria (X25，0∞) . 

生例はわれわれの調べえた範囲では 5例l叫であり，

そのうち両側腎に存在した症例は 2例で自験例は 3例

目である.

腎オンコサイトーマは光顕にて好酸性の均一な細胞

質を有する細胞から成る良性の腎腫傷と定義され，

1976年に Kleinらめが13例の症例報告を行って以来独

立した腫蕩として認識されるようになった.本邦では

1979年桜井ら 7)が l例目を報告して以来，約100例が

報告されている.全腎実質腫蕩中オンコサイトーマの

占める割合は諸家らの報告によると 3-7%とされる

が. Christopherら8)が過去に腎実質腫蕩として外科

的切除を受けた標本を見直した結果. 10%がオンコサ

イトーマであったとしている.これはオンコサイトー

マの中には Granularcell carcinomaとして分類され

ていたものが少なからず存在するためであると考えら

れる.さらに Christopherら8)は 4cm以下の腎実質

腫蕩では18%がオンコサイトーマであったとしてい

る.

オンコサイトーマの画像所見としては. CTにて境

界明瞭で均一に実質より弱く造影される9) 腎血管造

影 にて腫蕩周囲より中心部へ向かう車軸様血管

(spoke-wheel 像).被膜や偽被膜を示唆する明瞭な淡
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い線状境界(Jucentrim)，正常ネフログラム相に似

た密度の均一な腎陰影，ネフログラム相にて不正な血

管像がない，などの所見が認められる¥0)としている

が，このような特徴は全オンコサイトーマの30パーセ

ントにしか認められず，また，腎細胞癌の15パーセン

トにも認められるとの報告もあるため，術前に診断確

定するのは困難と考えられる.本症例においても，こ

のような所見は認めず，画像所見によっては確定診断

に至らなかったため，術前の生検を考慮したが，超音

波上左腎腫蕩は確認できなかったこと，腫蕩の存在部

位が CTガイド下ではアプローチ不可能な位置に

あったことにより施行できなかった.一方で腎腫蕩の

術前生検の是非に関しては現在も議論があるところで

あり，その安全性，有用性の観点から検討が必要であ

る11)

両側腎細胞癌では，可能であれば腎温存手術を行う

ことか望ましいとされるが，特に本症例では合併症に

慢性関節リウマチ，糖尿病が存在し，将来的に腎機能

が低下することも十分考えられたため，通常以上に腎

機能を温存する必要があった.そこで左腎腫湯に対し

ては腎部分切除を行ったが，今回の場合，腫揚が本当

に腎細胞癌であるのかということ，さらに腎細胞癌で

あるとすれば偽被膜外浸潤，多中心発生の有無が治療

を行う上で問題となった. Dechetらは腎細胞癌の術

中迅速病理組織検査の陽性的中率は94-96%，陰性的

中率は69-73%であるとしており 12) これにより腎

細胞癌の除外はある程度可能で、あると考えられた.ま

た Tsuchiyaらは 50mm以下の腎細胞癌では lmm

以上にわたる偽皮膜外浸潤は認めなかったとしてい

る13) さらに， 30mm以下の腎細胞癌での多中心性

発生の頻度は 0-3.7%であったとする報告もあ

る14) これらのことより今回左腎腫蕩は直径 15mm

であり少なくとも lmm以上の切除範囲を設ければ

根治性が期待できると考えられたため，左腎の腫蕩に

対し，術中迅速病理組織検査を併用し，できるかぎり

切除範囲を少なくした腎部分切除を行った.一方で，

術中病理組織学的検査の陰性的中率は低く，良性腫蕩

に対する診断の正確性を欠くことより 12) 症例を選

んで行うべきである.両側腎腫蕩の取り扱いについて

は，今後更なる検討が必要だと思われた.

結 語

今回われわれは右腎細胞癌と左腎 oncocytomaの

同時発生を経験したので若干の文献的考察を加え報告

した.腎細胞癌と腎 on∞cytomaの同時発生は本邦 5

例目であり，両側性のものは 3例目であった.

本論文の要旨は第211回日本泌尿器科学会東海地方会にお

いて発表した.
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