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腎 Oncocytomaの 2例

安城更生病院泌尿器科(部長::ffJ志田裕人)

佐々木昌一，捌 武，野口幸啓

渡辺秀輝，和 志IB裕人

TWO CASES OF RENAL ONCOCYTOMA 

Shoichi SASAKI， Takeshi HORI， Yukihiro NOGUCHI， 

Hideki WATANABE and Hiroto WASHIDA 

From the Detartment of Urology， Anjo Kosei Hostital 

Two cases of renal oncocytoma are reported. These patients were a 67帽year-oldman and 

a 74-year-old man who had incidentally been indicated to have a right renal mass lesion by 

echography in other hospitals. In both cas代 enhancedcomputed tomographic scan showed a low 

density renal mass. In selective renal angiogram of the two cases， a spoke-wheel configuratioll 

of vessels could be seen in one case， but there was no e引ev吋riほd白伽e引nceof rer 

nephr‘e伐ctωomywa剖sperformed in each case. Two masses were pathologically diagnosed as oncocy-

toma， constructed of large eosinophilic cells with granular cytoplasm and small re町山rnuclei. 

These two patients have been well fo1' more than 2 years after the surgery. These are the 25th 

and 26th cases of renal oncocytoma reported in Japan before December， 1988. 
(Acta Urol. Jp仏 35: 1387-1389， 1989) 
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緒呂

腎 oncocytomaは以前は比較的稀な疾患とされ

ていたが，最近の腎腫壌に対する画像診断の進歩に伴

い，その報告が増えてきてL、る.われわれも 2WJJの腎

oncocytomaを経験したので報告する.
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症例 1，患者:67歳，男性

主訴:右瞥の精査希望

家族歴・既往歴:特記すべきことなし

現病歴:1986年 6月23日より心笛部痛にて近医受診

中，腹部エコーで保母然右腎に鰻壌を疑わせる所見が認

められたとのことで，精査のため 8月6日当科を紹介

された.

入院時所見:胸腹部理学的所見に異常を認めず，血

沈 1時間値 8mm，CRP陰性，その他血液生化学的

検査所見も正常であった.尿細胞診は陰性で，検尿は

強J広大で i視野に40"""'50コの赤血球を認めた.

画像診断所見:当科で、の腎超音波断謄{象で、は g 右腎

の上極に 48x29m m，下極に誼径 23mmの麗癒{象

を認めた.内部エコーは均一で，腎実質よりいくぶん

低エコーな腫癌であった. IVPで右上腎杯のEE排像

を認め， CT scanでは腫接部はほとんど enhance

されなかった.腎動脈撮影を施行したところ，動脈相

で上極の麗擦の中心と思われる部に spoke-wheel様

の血管陰影を認めたが，下極の腫療部には定型的な所

見はみられなかった.静脈相で、は上植の腫携は均一に

淡く摘出され，腫鶴周辺に被膜の存在を示唆する

lucent rimを認めた.

以上の所見から悪性陸揚も否定しきれず，右腎摘出

術を施行した.

手術所見:腰部斜切開にて後腹膜腔に入った.周囲

組織との癒着はなく，腎は容易に摘出された.腎茎部

および傍大動静脈リンパ節の腫脹は認めなかった.

摘出標本:肉眼的には腎中央部から前面上極にむか

う 45x30x27mmの褐色調の腫蕩と，中央外側部の

28 x22 x20 mmの黄褐色調の腫蕩を認めた.境界は

明瞭で色調は単一，出血壊死はみられなかった.病理

組織学的には好酸性，穎粒状の広い路体をもっ onco・

cyteからなる oncocytomaであった.

症例 2，患者:74歳，男性

主訴.，右腎の精査希望

家族歴:特記すべきことなし
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Fig. 1. Enhanced CT scan of case 1. Tumor 
area was not enhanced. 

Fig. 2. Selective rena1 angiogram of case 1 
(early arterial phase). Spoke-wheel 
configuration of vessels can be seen. 

Fig. 3. Selective renal angiogram of case 1 
(nephrogram phase). The tumor 
blush is homogenous throughout. 
The sharp smooth border of the 
mass and the lucent rim can be 
seen. 

Fig. 4. Right kidney of case 1， gross path川崎
ogic specimen. れ'ell-marginedtumo，' 

without necrosis. 

Fig. 5. Histological examination of case J. 
Large eosinophi1ic cells with granulai' 

cytoplasm and small r~，gu1ar nuclei 
can be seen. 

既往歴:高血圧症

現病歴:当院内科で高血圧にて治療中，腹部超音波

検査で，偶然右腎下極腫癌陰影を発見され，精査目的

で1986年12月12日当科を紹介された.

入院時所見:胸腹部理学的所見に異常を認めず， 1但

沈 1時間{底 3m m， CRP陰性，その他血液生化学的

検査所見も正常であった.尿細胞診は陰性で，検尿は

強拡大で l視野に10"-'12コの赤血球を認めた.

画像診断所見:超音波検査の所見で、は，右腎下甑に

内部エコー不均一で腎実質よりいくぶん低エコーな

49x41 m mの腫痛を認めた. IVPで右下腎杯の庄排

像を認め CTscanでは麗療部は lowdensityに

摘出された.腎動脈撮影上，腫療部の血管像に異常所

見はみられなかった.

以上の所見から悪性腫療を否定しきれず，右腎摘出

術を施行した.

手術所見:腎は周囲脂肪織などを含め容易に摘出で

き，腎茎部および傍大動静脈リンパ節の腫脹は認めな
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かった・ しかし本邦ではまだ転移例の報告はなく，この点に関

摘出標本:割面の肉眼的所見では，右腎下極に4-7 しては今後長期にわたる fol1owupが必要で、あると

x4-2 x30 m mの弾性軟な暗赤色の腫蕩を認めた.境 思われる.

界は明瞭で色調は単一，出血壊死はみられなかった. 治療については，術前に腎細胞癌を必ずしも否定で

病理組織学的には症例 1と問様に oncocyt'omaであ きないこと，稀ではあるが転移を認めた報告があるこ

った. となどから，根治的腎摘出術が適当で、あるとの意見も

症例1， 2とも経過は良好で，術後2年以上観察し 多Lム10)• しかしながら，最近悪性腫療でも腎辺縁に

ているが，再発・転移を認めていない. 存在するものに対しては躍蕩核出術を行うという報

考 案

好酸性穎粒状細胞質を有する oncocyteよりなる

腫蕩を oncocytomaと呼び， この概念は 1962年に

Hamper1l)によって提唱された.臨床報告は 1976年

Kleinと Valensiのによる 13例の腎 oncocytomaが

最初である.本邦では 1979年桜井らむの報告以後，

1988年12月現在までに24例の報告がある4)

組織学的な腫蕩の増殖形式は管状，充実型，乳頭状

を塁する.i思徴構造として細胞質はミトコンドリアで

充満し，他の organelleは認めにくい. 肉眼的所見

では，割面は淡掲色であることが多く，腎癌の黄色調

とは対照的であるといわれている.

画像診断上，超音波像や CT像では特徴的所見は

ないとされるが，血管撮影で特徴のある所見が見られ

ることが多い. Ambosらのは血管撮影の所見として

1) spoke-wheel様血管像， 2)均一な腎陰影， 3) 

sharpな辺縁， 4)不整血管がなく壊死を思わせる所

見がない， 5)動静脈シャントや pooling像がないこ

とをあげている.しかし腎細胞癌にもこれらの所見を

墜するものもあり，とくに 5cm以下の腫擦では特徴

的な所見はみられないとする報告もあるω.

腎 oncocytoma が良性か悪性かについては様々な

意見が述べられている. Lieberら7)は腎 oncocyto幽

maを grade1:麗蕩細胞が大小不同なく規期正し

い円形の核と豊富な野酸性の胞体を持つ細胞から成っ

ている grade2: より大きな不規則な核と，細胞の

大きさや細胞質に不同がみられる， grade 3:核細胞

質の異形性，細胞の大小不同が強く核分裂像がみられ

るものと分類し， grade 1 62例 grade2 28例の計

90例について検討したところ， grade 1の症例では

転移は認められなかったが， grade 2のうち 4例に

転移死亡を認めたと述べている. Leviら8)は grade

1 11例， grade 2 11例のうちそれぞれに 2例ずつ転移

を認めたと報告している. また vander Waltら9)

は，腎周囲組織または腎孟への浸潟のあるときや，静

脈やリンパ管内での麗療の増生が認められるときは，

潜在的 malignant とみるべきであると述べている.

告11)もあり，比較的良性と考えられる oncocytoma

の治療として，今後行われるべき方法かと思われる.

結 苦五
1'1=1 ロロ

腎 oncocytomaを2例経験したので， 若干の文献

的考察を加えて報告した.
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