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腎茎部 リンパ節にも併発病理所見をみた

両側腎血管筋脂肪腫の1例
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ANGIOMYOLIPOMA OF THE KIDNEY WITH REGIONAL 

        LYMPH NODE INVOLVEMENT

     Atsushi KURODA, Toyohei MACHIDA, Fujio  MASUDA, 

Kazuya TASHIRO, Hirofumi KURAUCHI and Tomohiro TAKAHASHI 
      From the Department of Urology, School of Medicine, Jikei University 

                     (Director: Prof. T. Machida)

       Shigeo AIZAWA and Masaaki SuzuKI 

From the Department of Pathology, School of Medicine, Jikei University 

               (Director: Prof. S. Aizawa)

   A 44-year-old male was admitted with complaints of gross hematuria and high fever. An ex-

cretory urogram and renal angiography revealed a massive lesion in the right kidney. A computed 

tomographic scan showed bilateral renal tumors with low-density areas. Transperitoneal right radi-

cal nephrectomy, regional lymph node dissection and left renal biopsy were performed on September 

5, 1984. The tumor was 14.5 x 7 x 6 cm in size and yellowish in cross section. The pathological 

diagnosis was bilateral angiomyolipomas and the same in the right hilar lymph node and the sur-

rounding tissue. There was no evidence of malignancy.

Key words: Angiomyolipoma, Lymphnode involvement

緒 言

腎血管筋脂肪腫(以 下AMLと 略す)は,本 来良

性腫瘍 と考え られ,転 移浸潤はない といわれている.

われわれは両側性AMLで,腎 茎部 リンパ節お よび

その周囲組織にも腎 と同様な病理所見が認め られた1

例を経験 したので報告す る.

症 例

患者=44歳,男 子,H.T.,58-8160-9

主訴:発 熱,肉 眼的血尿

既 往歴 ・家族歴:特 記すぺ きことな し

現病歴=1984年7月8日,発 熱 と肉眼的血尿が出現

した.近 医で受診 し抗生剤投与を うけたが症状改善せ

ず,超 音波像 とCTス キャン検査で 右腎腫瘤を疑わ

れ,8月6日 当科 に受診 した.

初診時現症=身 長168cm,体 重56kg,血 圧t30/

80mmHg,脈 拍66/min,体 温37.1℃ .

腹部は平担で軟,右 上腹部に圧痛を認め,神 経学的異

常はな く,顔 面前額部に ごくわずか なにきび様発疹が

あるのみで結節性硬化症は疑わなか った.

入院時検査所見:尿 検査では沈渣 で赤血球多数を認

める以外異常な し.

末梢血 異常な し.血 沈7mmlhr,20mm!2hrs.

血液生化学lGOTとAIPが ごく軽度上昇 してい

る以外には,異 常は認 められなか った.

X線 検査所見:腹 部単純撮影では異常陰影 なし.排

泄性尿路造影 で右上腎杯,中 腎杯への圧排延長像がみ

れた(Fig・1)・ 腹部CTス キ ャンでは(Fig.2)右

腎上極部全体 に境 界明瞭な6×7cmの 腫瘤がみ られ
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Fig.L排 泄性尿路造影,右 上中腎杯の内方への圧

排,延 長が認められ る.
Fig.3.右 腎動脈造影,上 極に新生血管と一部動脈瘤

様所見が認め られ る.
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Fig.2.腹 部CT.

同時に左腎上極に も小腫瘤所見が認め られた.し かし

腫瘍部像に脂肪組織を示す所見は 明らか ではな く,ま

た リンパ節腫大は認め られなか った.腎 動脈造影 では

右腎上極に新生血管と 一部動脈瘤様所見 が 認め られ

た(Fig.3).

以上の所見 よ り,両 側腎腫瘍の疑いで,1984年9月

5日,腹 部正中切開で経腹的に右腎手術を施行 した.

手術所見:肉 眼的に右 腎上極部は腫瘤結節状 凸凹不

整であった.術 中迅速病理検査で,悪 性腫瘍 も否定で

きない組織像 との回答のため,右 腎摘出術を施行.ま

た肉眼的に後腹膜 リンパ節に腫脹結節をみた ものはな

かったが,後 腹膜 リンパ節郭清 と対側左腎腫瘍部の生

検も施行 した.

摘出右腎は重量300g,大 きさ14.5×7×6cmで,

腫瘍は上極部を中心に結節状に多発 してお り,割 面は

黄色で腫蕩の被膜形成はみ られ なか った.

灘
Fig.4.右 腎腫瘍 組織 像(H-E染 色).
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Fig.5.

畿灘
腎茎部 リンパ節病理組織像.リ γパ節内お よ

びその周囲に血管筋 脂肪腫が認め られる.

病理組織学 的所見 右 腎お よび 左腎生検 標本 は,

最終的に 平滑筋主体の 腎血 管筋脂肪腫 と診断 され た

(Fig.4).ま た郭清 した腎茎 部 リンパ節か ら腎 と同様
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Tablcl.所 属 リンパ節 に同様病変をみた腎血管筋脂肪腫(本 邦報告例)・

報告者 症例TSの 合併 患側 治 療 術前診断

1橘 ら27歳9

2真 鍋 ら42歳9

3亀 田 ら23歳6

4石 井 ら48歳9

5野 口 ら40歳9

6中 爵 ら22歳9

(+)

(一)

(尋)

(一)

(一)

(一)

両 左腎摘出術

左 左腎摘出術

両

AML

AML

左腎摘出術AML

右 左腎摘出術 悪性腫瘍

右 右腎摘出術 悪性腫傷

左 左腎摘出術 AML

日泌 尿,72;

llO,1981
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34;889-893,1984

日泌 尿,75;

880,1984

臨 泌,38;

535-538,1984

臨 泌,39;

491-494,1985

臨 泌,40;

231-233,1986

7自 験例44歳 ♂ (+) 両 右腎摘出術 悪性腫捌

(T.S=結 節性 硬fヒ症)

なAMLの 病理組織所見が認め られた(Fig・5)・

術後経過は順調であ り,手 術後3年6ヵ 月の現在左

腎腫瘍の増大をおもわせ る所見はみ られ ていない,し

かし最近顔面に 米粒大の小結節が 明 らか となって お

り,結 節性硬化症 と思われ る.

考 察

腎血管筋脂肪腫は,本 邦においてすでに,200例 を

超す報告がみ られ最近報告が増加 している.一 般 臨床

所見では,女 子に多 く,結 節性硬 化症 との合併(38.2

%)が あ り,と くに両側性AMLで 結節性硬 化症を

合 併しないものは少ない(4.7%)と されている1).さ

らに本腫瘍は腫瘍構成成分の一部である脂肪組織が低

吸収値 をとる ことか ら2),CTス キャソに よって術前

診断がな されるようになっている.自 験 例も,あ とか

らAMLの 診断基準にあわせ てみる と,一 致 した所

見がみ られるが,CTス キ ャン豫 と腎動脈造影像から

診断に迷い手術を行な った.さ らに術中の迅速病理組

織診断 も腎摘出に踏み切る原因 となった.

AMLの 組織診断は 比較的容易で あると いわ れ る

が,病 理学的に種 々の分化 した細胞が混在 し核分裂像

がみ られ ることか らしぽ しば悪性所見とみなされ るこ

とがある.ま た所属 リンパ節にも同様な病理所見がみ

られた場 合それを転移 と判断す るかど うかが問題 とな

っている.Priceら3)に よる とAML30例 中で肉腫

として診 断された症例があ り,組 織像に よる細胞の未

熟性は必ず しも悪性 の指標 とはな らない と結論 してい

る.現 在 までにAMLと 診断され所属 リンパ節に も

同様 の病理所見のみ られた症例 に つ い て は,Busch

ら4),Scottら5),中 島 ら6)が報告 しているが決 して多

くはない.し か しいずれ も転移 と しての悪性所見はみ

られなか った としている.

本邦 の 集計(Tablcl)で,腎 血 管筋脂肪腫で異

所発生を み た も の は,自 験例を含め7例 の報告があ

り,そ のうち術前に診断されている例は4例 である.

その うち3例 は悪性腫蕩を疑い リソパ節郭清を施行 し

ている.AMLの 診断 とその概念が明確に されれぽ,

今後 自験例 も含め このよ うな リンパ節郭清の症例は減

少す ると考え られる.し たが ってAMLは 本来過誤

腫であ り,他 臓器での複数発生の報告 よりみ ても腎外

に血 管筋脂肪腫の組織像がみられ る場 合,転 移 とい う

よ りむ しろ,AMLの もつ多中心性 の性格に よる もの

と考 えるべ きであろ う.症 例の長期予後についてはま

だ十分な まとまった報告はないが,AMLの 悪性型の

報告 もあ り7),長期観察は必要 と思われる.

AMLの 病態か らみ て,本 症の治療 は術前に診断 さ

れれば腎部分 切除8),腎 動脈塞栓術9),保 存 観察例10),

など腎実質が温存され る治療 法が今後優先 され るべ き

であろ う.た だ リンパ節転移の取 り扱いについてまだ

未解決であ り,今 後腫瘍病理学的 な面 も含め検討 され

る必要 があろ う.

結 語

44歳男子に両側性腎血管筋脂肪腫で腎茎 部 リンパ節

お よびその周囲に同様の病理所見の認め られた1例 を

報告 した.
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本論文の要 旨は第430回 日本泌尿器科学会東 京地方会にお

いて報告した.
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