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〔泌尿紀要29巻ll号1983年11月〕

腎平滑筋肉腫の1例
市立静岡病院泌尿器山

金  丸  洋  史

佐々木  美  晴

A CASE OF RENAL LEIOMYOSARCOMA

 Hiroshi KANAMARu and Miharu SAsAKi

Fγ伽読θ1）吻rtment of Urology，8厩㍑0んα0め， Hospital

  A case of renal leiomyosarcoma is presented． A 65－year－old man was admitted with

asymptomatic gress hematuria． On excretory pyelography， the left kidney was not visualized．

Computed tomography showed a left intrarenal mass． The patient underwent left radical

nephrectomy．

  The histological diagnosis was leiomyosarcoma probably originating from the left renal

pelvis．

Key words： Leiomyosarcoma， Kidney

緒 言

 腎平滑筋肉腫は比較的まれな疾患であり，本邦では

これまで36例が報告されている．最：近われわれは無症

候性血尿を主訴とし，腎孟より発生したと思われる平

滑筋肉腫の1例を経験したので，これを報告する．

症 例

 患者：65歳 男性 農業

 初診＝1982年12月15日

 主訴：肉眼的血尿

 家族歴：特記すべきものなし

 既往歴＝左腎結石（詳細不明）

 現病歴：1982年12月ユ4日肉眼的血尿に気付き，翌日

当科を受診した．疹痛・腫瘤などの訴えなし．

 現症：体格中等度．栄養良好．脈拍および呼吸は正

常心肺に聴打診上異常なし．表在リンパ節は触れず．

胸腹部に腫瘤を触知せず．

 入院時検査所見：血圧128f74．赤沈1時間値8mm．

尿所見；糖（一），蛋白G1十），沈澄赤血球多数．末梢

血；赤血球396 x 10‘／mm3，白血球6，700／mm3，血小

板20．3×104／mm3，ヘマトクリット36 ．5 ％o ，血色素

lI・6g／dl・血液生化学；GOT 23 K．U， GPT g K．U，

ALP 8．6 K．A．U， LDH 390 W．U， BUN 16．0 mg／dl，

クレアチニン1．3mg／dl， Na 139 mEq／l， K 3．3 mEq

fl， cl lo4 mEqfl， ca 8．8 mg／dl，血清総蛋白7．69／dl．

 X線学的検査1排泄性腎孟造影では右腎に著変ない

が，左腎は描出されない（Fig．1）．逆行性腎孟造影

では尿管カテーテルが左尿管口から約2cmしか挿入

できず，造影剤の注入にて腎孟尿管像が得られなかっ

た．CTでは左腎腫大と腎内部の不均質な病変を認め

た（Fig．2）．大動脈造影では二項動脈は細く血管に

乏しく，一部pooling signを認めた（Fig．3）．

 以上の所見より左脚腫瘍を疑い，1983年1月6日根

治的左腎摘除術をおこなった．

 手術所見：胸腹式到達法にて後腹膜腔に至il 7左腎

を周囲脂肪組織とともに一塊として摘除したが，ゆ着

もなく摘除は比較的容易であった．腎門部周囲にリン

パ節腫大は認めず，リンパ節郭清はおこなわなかった．

 摘出標本（Fig．4）＝重量2849，大きさ13．5×10．0

×8．Ocm，表面は被膜に包まれ比較的平滑であった．

割面は黄灰白色の腫瘍が内腔を占め，腎実質は非薄化

していた．尿管腔には凝血塊が充満していたが，尿管

粘膜は正常と思われた．

 病理組織Ffi見：HE染色では紡錘形の細胞が不規則

に交錯し，核の大小不同および一部に分裂像を認めた
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Fig．2． CT scan

Fig．1． DIP
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Fig． 3． Aortography

（Fig．5）．腫瘍細胞はAzan Mallory染色では赤閲

し，Van Gieson染色では黄染がみられた．電顕で

は細胞質内にdensc bodyをもった丘ne filament

が多数認められた（Fig．6）．腫瘍組織は腎孟から腎

髄質にかけて広範に浸潤増殖し，部分的に出血・壊死

がみられた．本来の腎実質は腫瘍により圧迫萎縮にお

ちいっているが，腎外への浸潤は認めず，また，尿管

への浸潤もみられなかった．

 以上の所見より，腎孟から発生した平滑筋肉腫と診

断した．

 術後経過は良好で，放射線療法・化学療法などは施

行せず，術後22日目に退院した．退院4ヵ月後の現在

も転移・再発の所見なく外来観察中である．

考 察

 腎平滑筋肉腫は比較的まれな疾患であり，本邦では

自験例を含め37例が報告されている．

 発生部位は腎被膜，懸鯛，腎血管の平滑筋と考えら

れ，腎被膜より発生する場合がもっとも多いとされて

いる1・2）．このため臨床症状として肉眼的血尿の頻度

が少ないことが指摘されてきた3）．事実，本邦37例中

腫瘤触知26例，疹痛21例，肉眼的血尿lI例と肉眼的血

尿の頻度は少ない．

 発生部位の確定は腫瘍の発育・増大とともに困難に

なると思われ，本邦では発生部位まで言及されている

症例は多くない．このうち自験例を含めて記載のあき



Fig． 4． Cut surface of the specimen
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Fig． 6． Electron－optical appearance of the tumor
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Fig． 5． Microscopic appearance of the tumor
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Fig． 7． Higher magnification of Fig． 6
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Table 1．
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Comparison of symptoms between

tu皿ors from renal pelvis and tu－
mors from renal capsule or renal

parenchyma

Site of

origin 灘s瀦、，、a見奮ble p…

Renal
 pelvis

Renal
capsuie or

parenchyma

3

8

2

o

1

6

2

7

らかな11壷中，腎孟より発生したと思われる症例は3

例であり，他の8例は腎被膜あるいは腎実質から発生

したと思われた4～12）．

 発生部位により臨床症状を比較すると，腎被膜ある

いは腎実質より発生した8例中，血尿はi例もなく，

腫瘤6例，痙痛7例であった．これに対して腎孟より

発生した3例中，血尿は2例に認められ，腫瘤1例，

疹痛2例であった（Table 1）．

 このように発生部位により臨床症状がやや異なる傾

向がみられた．

 また，腎疾患は術前診断が困難と思われるが，鑑別

診断上発生部位によりそれぞれ後腹膜腫瘍，腎癌，腎

孟癌などとの鑑別が問題になると考えられ，本症例の

場合も術前に腎癌あるいは腎孟癌との鑑別が困難であ

った．

 以上腎平滑筋肉踵の発生部位と臨床像との関連に

ついて若干の考察を加えたが，症例数が少ないため，

さらに今後の検討が必要と思われる．

結 語

 無症候性血尿を主訴とし，腎孟より発生したと思わ

れる平滑筋肉腫の1例を報告した．

 稿を終るに臨み，御校閲を賜わった京都大学吉田 修教授

並びに病理所見の御教示を載いた市立静岡病院伊藤忠弘先生

に深謝いたします．

 なを本論文の要旨は第418回日本泌尿器科学会東京地方会

において発表した．
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