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学 会 抄 録

第423回日本泌尿器科学会北陸地方会

（2009年 2月21日（土），於 ホテル金沢）

副腎骨髄脂肪腫の 1例 :近沢逸平，宮澤克人，田中達朗，鈴木孝治

（金沢医大），渥美久登，中川 淳（同内分泌内科），湊 宏（同病院

病理） 今回，われわれは副腎骨髄脂肪腫の 1例を経験したので若干

の文献的考察を加え報告する．症例 : 69歳，男性．主訴 :偶発性副腎

腫瘍精査目的．既往歴 : 66歳時，前立腺癌に対し根治的前立腺全摘除

術を施行．現病歴 : 2008年10月定期健康診断での腹部超音波検査にて

左副腎腫瘍を偶然発見され精査目的で紹介となった．腹部超音波検査

にて hyperechoic，腹部 CT 検査にて境界明瞭な造影効果に乏しい直

径 4 cm 大の右副腎腫瘍を認めた．血液生化学検査でも異常なく内分

泌非活性型副腎腫瘍と診断し副腎摘出術を施行した．摘出標本にて腫

瘍は弾性軟，25.6 g，40×34×35 mm，割面では分葉状，結節性で暗

赤色の充実性腫瘍であった．病理所見 :腫瘍は脂肪細胞と骨髄造血細

胞の混在であり右副腎骨髄脂肪腫と診断した．副腎骨髄脂肪腫は病理

学的に脂肪細胞と骨髄系細胞が混在する非機能性良性腫瘍と比較的稀

な疾患であり副腎偶発腫瘍の約 2％とされる．われわれが調べえた本

邦報告例は自験例を含め126例であった．

腹腔鏡下に両側副腎腫瘍摘除を施行した ACTH 非依存性両側副腎

皮質結節性過形成の 1 例 : 島 崇，三輪聰太郎，角野佳史，溝上

敦，高 栄哲，並木幹夫（金沢大） 症例は62歳，男性．45歳時に耐

糖能異常を指摘されたが放置，55歳頃に糖尿病と診断された．その後

の糖尿病コントロールは不良であった．2008年 7月 BS 431 mg/dl，

HbA1c 9.7％であり，糖尿病に対する加療のため近院入院した．その

際に施行された腹部造影 CT で，両側副腎腫瘍を指摘された．その後

当院内科で行われたデキサメサゾン抑制試験，副腎静脈サンプリング

などの精査により，ACTH 非依存性両側副腎皮質結節性過形成

(AIMAH) と診断された．同年11月に腹腔鏡下両側副腎摘除術施行し

た．ポートは左右それぞれ 4本ずつで計 8本，手術時間は， 7時間35

分で，出血量は 290 ml であった．摘除標本は右 55 g，左 56 g であっ

た．病理結果は AIMAH として矛盾しなかった．術後内分泌採血では

コルチゾールは基準値内となっている．今回，AIMAH の 1例を経験

し，一期的にかつ安全に腹腔鏡手術による摘除が可能であった．

傍神経節腫と神経節細胞腫が混在した後腹膜腫瘍の 1例 : 黒川哲

之，伊藤秀明，後藤匡啓，岡田昌裕，横川竜生，棚瀬和弥，大山伸

幸，秋野裕信，横山 修（福井大），法木左近（同腫瘍病理），石田泰

一（中村病院） 31歳，女性．産後に肺塞栓を疑われ CT 施行．出血

を伴う左副腎腫瘍を疑われた．MRI で，T1 は high と low の混在，

造影はまだら状の造影．各種ホルモン検査は正常． 3カ月後の CT で

縮小が認められず，当科紹介．腹腔鏡下左副腎摘出術を施行．病理組

織診は，傍神経節腫と神経節細胞腫の混在で，compsite paraganglioma

with ganglioneuroma と診断．本邦の褐色細胞腫（傍神経節腫）と神経

節細胞腫の混在腫瘍報告例は，自験例を合わせ19例で，副腎原発が15

例，後腹膜が自験例を含め 3例，膀胱が 1例であった．褐色細胞腫

（傍神経節腫）と神経節細胞腫の混在腫瘍報告例は報告例が少なく，

後腹膜発生は検索しえた範囲で自験例が 3例目であった．

後腹膜脂肪肉腫の 1例 :橘 宏典，喜久山 明（浅ノ川総合），中野

達夫，上田順彦（同外科），駒井啓吾（同検査病理），森田展代，鈴木

孝治（金沢医大泌尿生殖器治療学），大井章史（金沢大分子細胞病理

学） 症例は76歳，男性．内科通院中に CT で右後腹膜腫瘤を指摘さ

れ当科初診．CT で右腎下極から骨盤腔にかけての右後腹膜に索状変

化を伴う脂肪腫様腫瘤を認め，その内部に一部 solid な結節状の陰影

を認めた．PET-CT では結節状腫瘤に FDG 集積が認められた．CT

ガイド下針生検で脂肪肉腫と診断されたため経腹膜的後腹膜腫瘍摘出

術を施行，右腸腰筋に癒着を認めたが右腎とともに一塊として摘出し

た．摘出標本は 35×20×15 cm，重量は 2,145 g であった．病理所見

では分化型脂肪肉腫と粘液型と多形細胞型の混在を認めた．補助療法

は行っていないが術後11カ月を経過し局所再発は認めていない．

自然破裂を来たした腎血管筋脂肪腫の 1例 :一松啓介，伊藤崇敏，

森井章裕，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹（富山大） 患者は47歳，

女性，2004年 1月内科にて結節性硬化症と診断され，合併症検索にて

両側腎血管筋脂肪腫を指摘され当科初診．動脈塞栓術すすめるも拒否

され，その後受診されなかった．2008月11月腹痛，腹部腫瘤あり当科

受診，入院となる．CT より両側腎血管筋脂肪腫，右腎血管筋脂肪腫

の破裂と診断した．右腎動脈造影を施行すると出血の原因と思われる

動脈瘤があり，スポンゼルおよびコイルにて動脈塞栓術を施行した．

施行後，バイタルは安定し，疼痛も消失，退院となった．2009年 1月

の CT では，腫瘍の縮小は認めないが，再出血の兆候はなかった．腎

血管筋脂肪腫の破裂に対し，動脈塞栓術は有効な治療であると考えら

れた．

成人巨大尿管症に対する Amplatz dilator による治療（長期成

績) : 奥村昌央（かみいち総合），今村朋理（富山大） 症例は54歳，

女性．既往歴に1994年尿管膀胱移行部バルーン拡張術．主訴は，両側

水腎症の精査で自覚症状はなし．現病歴は2003年11月の人間ドックで

肝臓の腫瘤を指摘され同年12月16日当院内科受診．その際腹部エコー

にて両側水腎症を指摘され，当科紹介．IVP では左完全重複腎盂尿管

で両側の尿管の拡張と水腎症および尿管下端部の狭窄を認め，両側の

原発性閉塞性巨大尿管症と診断．治療は両側の尿管狭窄部に対し

Amplatz dilator による拡張 (6∼20 Fr) 施行．術後，尿管の拡張は認め

るが，両側の水腎症は改善した．術後 5年目の IVP では右の尿管の

拡張は改善し両側の水腎症も改善している．本術式は非侵襲的で

QOL がよく，治療法の 1つとして有用と考えられた．

経尿道的に摘出した膀胱壁内異物（魚骨）の 1例 :大筆光夫，児玉

浩一，元井 勇（富山市民），樋上義伸（同内科），斉藤勝彦（同病

理） 症例は73歳，男性．肝癌の経過観察中に施行された腹部 CT に

て膀胱左前側壁の肥厚とその内部に線状の高吸収域がみられたため当

科に紹介された．膀胱鏡にて左前側壁に粘膜下腫瘤がみられた． 1カ

月前にサバの骨を飲み込んだエピソードがあったため，魚骨が S状結

腸穿孔を起こし膀胱壁に穿通して肉芽腫を形成したものと診断した．

しかし尿細胞診にて尿路上皮癌が疑われたため，経尿道的に粘膜下腫

瘤に対して生検を施行した．生検の際に魚骨と思われる長さ 28 mm

の異物が確認できたため引き続いてこれを摘出した．病理学的に異物

は腐骨長骨管組織であり，また生検結果は炎症所見のみであった．術

後残存病変はなく，尿細胞診も陰性となった．経尿道的に魚骨を除去

できたため膀胱を切除する必要のなかった 1例を報告した．

術前に腎癌を疑って手術を施行した小径良性腎腫瘍の 8例 :中嶋一

史，北川育秀，島 崇，重原一慶，栗林正人，泉 浩二，杉本和宏，

成本一隆，三輪聰太郎，宮城 徹，前田雄司，金谷二郎，角野佳史，

小中弘之，溝上 敦，高 栄哲，並木幹夫（金沢大），蒲田敏史（同

放射線） ［目的］T1a腎癌と診断されて手術された11∼19％は良性

であるとの報告がある．われわれは当科で手術を行った小径腎腫瘍の

うち良性であったものに対し検討した．［方法］1998年から2008年ま

での10年間に当科にて手術を施行した T1a 腎腫瘍128例を対象とし

た．［結果］128例中 8 例（6.3％）が良性腫瘍で，病理診断は AML

3例，嚢胞 2例，オンコサイトーマ 2例，黄色肉芽腫性腎盂腎炎 1例

であった．すべてが女性で最大径 28 mm であった．［結語］T1a 腎癌

を疑う場合でも小径で女性の症例では良性腫瘍を念頭において慎重に

治療方針を決定する必要があると考えられた．

MVAC 療法抵抗性尿路上皮癌に対するパクリタキセル/カルボプ

ラチン/ゲムシタビン併用化学療法の経験 : 伊藤秀明，黒川哲之，横

川竜生，多賀峰克，楠川直也，金田大生，前川正信，棚瀬和弥，青木

芳隆，大山伸幸，三輪吉司，秋野裕信，横山 修（福井大） MVAC

抵抗性進行・再発尿路上皮癌に対してパクリタキセル/カルボプラチ

ン/ゲムシタビン併用化学療法を施行しその効果と安全性を検討し
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た．MVAC 療法施行歴のある進行・再発尿路上皮癌患者 7例を対象

に 2∼10（中央値 4）の計36コース施行した．治療は入院18コース，

day 1 のみの短期入院10コース，外来にて 8コース施行した． 7例中

3例が PR で奏効率は43％であった．奏効期間は 3∼13（中央値 7）

カ月，生存期間は 2∼19（中央値 8）カ月であった．Grade 3 以上の

有害事象は白血球減少34％，血小板減少54％，赤血球減少57％であっ

た．少数例の経験ではあるが，今後期待される．

限局性前立腺癌に対する高線量率組織内照射 (HDR-BT) の治療経

験 : 藤内靖喜，飯田裕朗，一松啓介，今村朋理，保田賢司，渡部明

彦，小宮 顕，布施秀樹（富山大） 限局性前立腺癌に対して Ir-

192 による高線量率組織内照射治療を開始したのでその成績について

報告する．2007年 7 月から2008年12月までに限局性前立腺癌 (T1c-

T2b，N0，M0) の29例に対して治療を行った．年齢は68.4±6.3歳，

治療前 PSA 値は 8.61±4.0 ng/ml，治療前前立腺体積は 28.3±12.7

ml，アプリケーター穿刺本数は13.3±1.9本であった．組織内照射単

独で 6.5 Gy× 7回，計 45.5 Gy の照射を行った．照射後の PSA 値は

4，8，12週後と治療前値に比べ有意に低下した．前立腺体積は有意

な変化は認められなかった．現在のところ PSA 再発は認められてい

ない．G2 以上の早期合併症では血尿 2例，尿閉 1例，排尿痛 1例で

あった．

骨盤臓器脱と直腸脱合併症例に対する一期的骨盤底再建手術の検

討 :江川雅之，福田 護，高島 博，三崎俊光（市立砺波），野島俊

二（同産婦人科），田畑 護，中島久幸（同大腸肛門科），新倉 晋

（松任中央） 当科で施行した骨盤臓器脱と直腸脱合併症例に対する

一期的骨盤底再建手術12例を解析した．平均年齢72.2歳，平均 POP-

Q 2.92，平均直腸脱長 4.0 cm，平均観察期間13.7カ月．術式は，

TVM＋デロルメ手術 7例，次いで膣仙骨固定術＋直腸固定術 2例な

どであった．無症状の 2 度膀胱瘤 1例以外，再発なし．一期的に行っ

たことに起因する合併症なし． 1例で術後3.5カ月目に腸閉塞で腸切

を要したが，本例は当科受診前，他院にて直腸瘤術後排便障害で人工

肛門造設例であった．一期的手術は可能であり短期成績も良好であっ

たが，メッシュ使用の是非や長期成績の問題など，今後も注意深く観

察する必要がある．

泌尿紀要 55巻 6 号 2010年340




