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第211回日本泌尿器科学会関西地方会

（2010年 5月22日（土），於 兵庫県私学会館）

膀胱アミロイドーシスの 1例 : 吉行一馬，源吉顕治（社保神戸），

三宅敏彦（同病理） 症例は76歳，男性． 2 型糖尿病の既往あり．

2009年 6月20日に左背部痛で近医を受診．CT で左水腎症，膀胱壁肥

厚を認め，精査加療目的で同 6月23日に当科を紹介受診．膀胱鏡検査

で左尿管口周囲に粘膜不整を伴わない隆起性変化を認めた．MRI・

MRU で膀胱左側壁の肥厚と同部での尿管の途絶および左腎盂尿管の

拡張を認めたため，膀胱腫瘍・左水腎症と診断，同 7月 1日に経皮的

膀胱全層生検・TUR を施行．病理組織にアミロイドの沈着を認め，

全身検索では全身性アミロイドーシスを疑う所見はなく，限局性膀胱

アミロイドーシスと診断．尿管カテーテル留置のうえ，同 8月 7日よ

り DMSO 経皮的吸収療法（約 7 g/日）を行った．膀胱壁肥厚は軽減

し，吸着療法は 2カ月で終了， 4カ月目には尿管カテーテルを抜去し

たが，水腎症の再発は認めていない．

医原性膀胱穿孔の 1 例 : 豊島優多，吉川元清，高田 聡，細川幸

成，林 美樹（多根総合），藤本清秀，平尾佳彦（奈良医大） 70歳，

女性，2008年 8月に発熱を主訴に当院受診．CT にて左水腎症，左尿

管結石を認め，結石性腎盂腎炎と診断した．左尿管ステント，膀胱バ

ルンカテーテルを留置，抗生剤投与で軽快．後日 TUL 施行．膀胱鏡

挿入時，脂肪組織と腸管様の構造物を認め，膀胱頂部に瘻孔を認めた

ため，膀胱鏡が腹腔内に到達したものと判断した．他臓器損傷のない

ことを確認し，瘻孔周囲組織の生検を行い手術終了した．術後，膀胱

造影と膀胱鏡検査にて瘻孔の閉鎖を確認して再度 TUL を施行した．

CT での再検証と膀胱粘膜生検の結果，術中の医原性膀胱穿孔であっ

たと判断した．

腎アミロイドーシスに伴う蛋白尿が原因と考えられた気腫性膀胱炎

の 1例 : 山口泰広，福田輝雄，岡本雅之，小川隆義（姫路赤十字），

藤澤真義（同病理），鄭 裕元（加古川医療） 57歳，女性．主訴は

貧血と肉眼的血尿．超音波検査で膀胱腫瘍を指摘され当科紹介受診．

膀胱鏡上膀胱壁内にガスの貯留を認め気腫性膀胱炎と診断した．一部

に粘膜下腫瘍を否定できず TUR-BT を行い気腫病変内に出血が貯留

したものと診断した．本症例は尿糖がなく血糖コントロールも良好で

あったため腎アミロイドーシスに伴う蛋白尿に起因するガス発生の可

能性が考えられた．

若年性膀胱癌の 1例 : 酒井 豊，岡 泰彦（加古川市民），岡村明

治（同病理） 13歳，女性．学校健診でタンパク尿を指摘され精査中

腹部エコーで偶然に長径 8 mm の膀胱内腫瘤を指摘され当科紹介，膀

胱鏡にて乳頭状腫瘍を認めた．経尿道的膀胱腫瘍切除術を施行，病理

診断は尿路上皮癌，G1，pTa であった．術後半年の膀胱鏡検査で再

発を認めていない．尿路上皮腫瘍における20歳以下での発生頻度は

0.2％といわれ非常に稀であり，多くは悪性度が低く単発性で予後良

好であるが，進行性の経過をたどった症例も報告されているため，長

期的な経過観察が必要と思われた．

肺転移を来たした筋層非浸潤性膀胱癌の 1例 : 佐野剛視，中嶋正

和，七里泰正（大津市民） 65歳，男性．2003年 7月より筋層非浸潤

性膀胱癌に対して 8 回 TUR-BT を施行し，病理診断はいずれ も

urothelial carconoma，pTa，grade 1∼2 であった．また mitomicin C お

よび pirarubicin による膀胱注入療法をそれぞれ 1コースずつ施行し

ていた．2009年 7月に乾性咳嗽の訴えがあり，胸部レントゲンを撮影

したところ，右下肺野に径 7.5 cm の腫瘤陰影を認めた．胸部 CT で

は右肺下葉の原発性肺癌が疑われたが，胸腔鏡下右肺下葉切除術を施

行したところ，病理診断は膀胱癌肺転移であった．術後 gemcitabin＋

cisplatin 療法を 2 コース施行し，半年間肺腫瘍の再発を認めていな

い．

膀胱癌 Nested variant の 1例 :後藤裕文，澤崎晴武，高尾典恭，瀧

洋二，竹内秀雄（公立豊岡），鷹巣晃昌（同病理），西島誠聡（丹後中

央） 60歳，男性．2009年10月数カ月来の頻尿を主訴に他院受診し，

腹部エコーで膀胱内に腫瘤認め，膀胱鏡にて右側壁に広基性乳頭状腫

瘍と周囲粘膜の浮腫を認めた．治療目的に当院紹介．CT では壁外浸

潤，右水腎症を伴なう膀胱腫瘍認め，遠隔転移は認めなかった．

TUR-Bt 施行し，病理組織学的には grade 0∼3 と多彩な異型を示す細

胞が小胞巣状に増殖し固有層から一部筋層にかけて広く進展してお

り，UC，nested variant，pT2 以深と診断された．膀胱全摘，回腸導

管造設術を施行し，pT3bN0M0 であった．術後に GC 療法 2コース

施行．術後 6カ月経つ現在，再発認めていない．

膀胱粘液線維肉腫 (myxofibrosarcoma : MFS) の 1例 : 片山欽三，

福本 亮，林 哲也，松岡 徹，藤本宜正，小出卓生（大阪厚生年

金） 症例は43歳，女性．主訴は肉眼的血尿および排尿困難．2009年

9月肉眼的血尿・排尿困難を主訴に当院救急外来を受診，貧血および

膀胱タンポナーデのため同日入院となった．現症は特記すべきことな

し，血液検査は貧血を認めた．画像検査で膀胱後壁から頂部にかけて

一部乳頭状の広基性腫瘍を認めた．明らかな遠隔転移像は認めず．組

織学的診断を目的に TUR-Bt を施行，病理学的所見は，膀胱粘液線維

肉腫であった．以上から pT1bN0M0 と診断し膀胱部分切除術を施行

した．部分切除した膀胱壁には明らかな残存腫瘍を認めなかった．術

後経過は良好で第17病日に退院となった．術後 8カ月再発・転移は認

めていない．膀胱粘液線維肉腫について若干の文献的考察を加え報告

する．

膀胱平滑筋肉腫の 1例 :西川昌友，原田健一，阪本祐一，中村一郎

（神戸市医療セ西市民） 症例は67歳，男性．2008年10月，肉眼的血

尿を主訴に当院受診．膀胱鏡を施行したところ，左側壁に約 4 cm 大

の表面平滑な非乳頭状広基性腫瘍認めたため，2008年11月，経尿道的

膀胱腫瘍切除術を施行．病理組織検査の結果，膀胱平滑筋肉腫と診断

された．MRI で腫瘍は左尿管口および前立腺に接するように存在し

ており，また各種画像検査で遠隔転移の所見を認めなかったことか

ら，2009年 1月 膀胱全摘，回腸新膀胱造設術を施行した．現在術後

1年 6カ月が経過しているが，排尿状態は良好で，局所再発および遠

隔転移の所見を認めていない．膀胱平滑筋肉腫は膀胱原発悪性腫瘍に

おいて発生頻度が低く，約 1％程度と報告されている．われわれが調

べえた限り，自験例が本邦108例目の報告であると思われた．

膀胱 Smooth muscle tumor of uncertain malignant potential の 1

例 : 駒井資弘，堀越幹人，滝澤奈恵，井上貴昭，福井勝也，中川雅

之，川端和史，大口尚基，河 源，木下秀文，松田公志（関西医大枚

方），坂井田紀子（同病理） 55歳，男性．2009年 8月に左股関節痛

にて近医整形外科受診 ．MRI にて膀胱粘膜下腫瘍が疑われた．同年

9月 に当院へ紹介．CT，MRI，エコーにて，膀胱左側に約 6 cm の

腫瘤を認めた．血清 NSE 値 35.2 ng/ml と高値であった．エコーガイ

ド下生検施行も，成熟脂肪結合組織と少量の平滑筋のみで，CT ガイ

ド下生検施行でも診断がつかなかった．2010年 1月に骨盤内腫瘍摘除

術施行．病理所見は Smooth muscle tumor of uncertain malignant poten-

tial であった．

尿路原発軟骨肉腫の 1例 :中田 渡，花房隆範，福井辰成，黒田昌

男（日生） 80歳，女性．肉眼的血尿で近医受診．MRI 検査にて右

尿管腫瘍，膀胱腫瘍を指摘され当科紹介．経尿道的膀胱腫瘍切除術に

て軟骨肉腫との診断であった．後日，右腎尿管膀胱全摘除術および回

腸導管造設術を行ったが，術後 1カ月後に腫瘍死した．

尿膜管癌虫垂転移の 1 例 : 桃園宏之，桑原 元，三浦徹也，玉田

博，山田裕二，濱見 學（県立尼崎），稲本 道，水野惠文（同消化

器外科） 46歳，男性．2009年 4月に肉眼的血尿を認め近医受診．

CT で膀胱頂部に直径 50 mm 大の内部壊死を伴う腫瘤性病変を認め

た．TUR-BT 施行したところ尿膜管癌と診断され手術目的で当科紹

介受診となる．尿膜管摘除術＋膀胱部分切除を施行したところ，腹水

とリンパ節の腫大は認めなかったが，黄白色の硬く触知する虫垂を認

めた．術中迅速診断にて虫垂に adenocarcinoma を認めたために回盲

部切除を追加した．病理組織所見にて，虫垂の内腔は保たれており，

腫瘍は奬膜にのみ存在したために尿膜管癌の虫垂転移と診断した．癌

の虫垂転移は比較的稀な疾患であり，本邦では胃癌を筆頭に胆嚢，乳

泌尿紀要 57 : 115-119，2011年 115



腺，肺，膵が報告されているのみで泌尿器科領域の腫瘍は 1例も報告

がなく，自験例が本邦初報告であった．

単孔式腹腔鏡下副腎摘除術の経験 : 岡所広祐，濱田彬弘，村上

薫，千菊敦士，澤田篤郎，柴崎 昇，川西博晃，奥村和弘（天理よろ

づ） 近年単孔式腹腔鏡下手術の報告が泌尿器科でも見られるように

なってきた．当院でも経験したので報告する．78歳，女性．143.2

cm，37.1 kg．内科 CT でホルモン活性を認めない 4 cm 大の左副腎腫

瘍が偶然見つかった．手術を希望して当科紹介となり，SILS ポート

を用いた単孔式腹腔鏡下副腎摘除術を施行した．中心静脈は 5 mm の

シーリングデバイスで処理した．手術時間138分，出血少量．単孔式

手術であるため鉗子同士が干渉しやすいが，小柄である上に内臓脂肪

が少ない体型であったので，比較的適した症例であったと思われる．

単孔式腹腔鏡下手術は腹腔鏡下手術の 1つのオプションとなりえるも

のであり，症例を選べばよい適応もあると思われる．

片側腎に同時発生した異なる組織型を示す透析腎癌の 1例 : 宮崎

彰，原口貴裕，中野雄造，竹田 雅，三宅秀明，田中一志，武中

篤，藤澤正人（神戸大） 67歳，男性．1993年より慢性腎不全に対し

血液透析中，CT にて右腎上極に腎細胞癌を疑う腫瘤影を認めたた

め，精査加療目的に2009年 5月15日当科紹介受診．腹部造影 CT にて

右腎外側後面に，動脈相で淡く造影され，静脈相でも造影効果のある

径 18 mm 大の腫瘤影を認め，右腎上極に早期に造影され，静脈相で

wash outされる，径 22 mm大の腫瘤影を認めた．右腎癌 (cT1aN0M0)

と診断し，2009年 8月 3日後腹膜鏡下根治的右腎摘除術を施行した．

病理組織学的検査によると，clear cell carcinoma および papillary renal

cell carcinoma であった．

大動脈後左腎静脈を伴った左腎癌の 1例 :西川徳彰，玉田 聡，川

嶋秀紀，仲谷達也（大阪市大），野村広徳，竹垣嘉訓，飯盛宏記（八

尾徳洲会総合） 71歳，女性．肉眼的血尿を主訴に当科紹介受診．

3DCT にて，左腎に早期相で濃染，後期相で造影剤の wash out を伴

う腫瘍性病変および大動脈後左腎静脈を認めた．肺転移巣もあること

から左腎細胞癌 cT1bN0M1 と診断．腹腔鏡下根治的左腎摘除術施行．

術中，左腎静脈内に腫瘍栓を認めた．病理結果は clear cell carcinoma，

G2＞G3，INFα，pT3b．腎静脈に血管走行異常のある症例について

は，複数の異常を合併している可能性があり， 3DCT など術前評

価画像の詳細な検討が必要と考えられた．また，術中の視野が広く保

てる点，血管走行異常に対しても柔軟に対応可能である点などから，

経腹膜的なアプローチが有利と考えられた．

異時性両側性腎動静脈奇形の 1例 :森 喬史，金川紘司，佐々木有

見子，倉本朋未，児玉芳季，藤井令央奈，南方良仁，松村永秀，柑本

康夫，稲垣 武，原 勲（和歌山医大），吉川和朗，上門康成（和歌

山労災） 69歳，女性．2001年10月に肉眼的血尿の原因である右腎動

静脈奇形に対して右腎摘除術が施行されていた．2010年 1月に再び肉

眼的血尿を主訴に近医を受診した．膀胱鏡検査より上部尿路出血に伴

う膀胱タンポナーデと診断され，当科紹介受診した．精査したところ

左腎動脈造影において cirsoid type の左腎動静脈奇形と診断された．

選択的腎動脈塞栓術を行うも再出血を来たし， 3回目の塞栓術におい

て腎動脈本幹の塞栓を余儀なくされ，腎機能の温存はできなかった．

両側腎動静脈奇形は稀であり，違う時期に両側性に腎動静脈奇形から

の出血を来たした報告は今回が初めてであった．

Von Recklinghausen 病に合併した膀胱神経線維腫の 1例 : 中澤成

晃，米田 傑，竹澤健太郎，谷川 剛，藤田和利，奥見雅由，細見昌

弘，山口誓司（大阪急性期医療セ），福原慎一郎（大阪大），島津彰

宏，伏見博彰（大阪急性期医療セ病理） 32歳，女性．不妊を主訴に

産婦人科を受診．カフェオレ斑を指摘され，von Recklinghausen 病

（以下 vRD) と診断．腹部エコーで膀胱壁肥厚を認めた．経尿道的膀

胱生検の結果は神経線維腫であった．膀胱神経線維腫は非常に稀であ

り，vRD に合併した膀胱神経線維腫としては，本邦10例目であった．

排尿困難や水腎症などの症状が発生した場合は，外科的手術が考慮さ

れなければならない．しかし，本症例は蔓状膀胱神経線維腫を呈して

いるため，腫瘍の完全切除が困難である．また数％の頻度で悪性化す

ることがあり，注意深い経過観察が必要である．

膀胱全摘除術後に発症した下腿コンパートメント症候群の 1例 :住

吉崇幸，宇都宮紀明，清川岳彦，六車光英，川喜田睦司（神戸市医療

セ中央市民），市川耕一（同整形外科） 64歳，男性．既往歴 :糖尿

病．家族歴 : 特記すべき事項なし．浸潤性膀胱癌にて，弾性ストッキ

ングと間欠的空気圧迫装置を着用し砕石位で膀胱全摘除術・尿道摘除

術および回腸導管造設術を施行した．手術終了 7時間後に両腓腹部の

疼痛，腫脹および運動・感覚障害が出現した．血清 CPK が 46,740

IU/l と異常高値を示し，CT にて両側ヒラメ筋および腓腹筋の腫脹お

よび造影効果の低下を認めた．同部位のコンパートメント内圧が 50

mmHg と上昇していた．両下腿コンパートメント症候群と診断し，

緊急減張切開を施行した．その後リハビリにて歩行できる状態まで回

復した．早期診断・治療が後遺症や死亡する危険を阻止するため，本

疾患を認識しておくべきである．

肉腫との鑑別に難渋した膀胱原発 Inflammatory myofibroblastic

tumor の 1例 : 井上貴昭，堀越幹人，福井勝也，駒井資弘，中川雅

之，川端和史，大口尚基，河 源，木下秀文，松田公志（関西医大枚

方），坂井田紀子（同病理） 65歳，男性．無症候性肉眼的血尿のた

め当科初診．非浸潤性膀胱癌のため経尿道的手術を 5回施行後，膀胱

後壁に壁肥厚を伴う 25 mm 大の腫瘍を認めた．組織は Inflammatory

myofibroblastic tumor (IMT) であった．その後，再度肉眼的血尿を認

め MRI で同部に壁肥厚の悪化を伴う腫瘍の増大の再発を認めたため

再度 TUR-BT 施行．病理結果で IMT を認めるも細胞異型が強く low

grade sarcoma を疑う所見であったが，悪性とは確定できず経過観察

をしたが，三度，腫瘍が再発したため文献的に考察し complete-TUR-

BT を施行．術後 1カ月の MRI で著明な腫瘍の増大を認め malignant

behavior と考え膀胱全摘を考慮も，病理コンサルテーション結果にて

IMT（悪性所見なし）の診断であったため COX2 阻害薬，ステロイ

ド剤治療を開始．徐々に腫瘍は縮小傾向を示し，本人の QOL も良好

である．

ドセタキセル併用のステロイド剤変更により PSA 低下とリンパ節

縮小を認めた再燃性前立腺癌の 1例 : 林 拓自，中山雅志，向井雅

俊，角田洋一，福原慎一郎，永原 啓，野々村祝夫（大阪大），西村

和郎（成人病セ），芝 政宏（済生会千里），花房隆範（日生），菅尾

英木（箕面市立） 64歳時，他院で前立腺癌と診断．診断時 PSA 値

48 ng/ml，gleason score 5＋5，cT2cN0M0．MAB 療法を施行し，PSA

値は 0.44 ng/ml まで低下したが，その後 PSA 値が上昇．69歳時，左

腋窩と後腹膜に多発リンパ節転移が出現したため，プレドニゾロン

(10 mg/日）併用のドセタキセル療法 (70 mg/m2/3 weeks) を開始．

PSA 値は 70 ng/ml から 1.18 ng/ml まで低下し，リンパ節も63％縮

小した．治療開始後 6カ月目より PSA 値上昇，10カ月目にリンパ節

増大を認め，併用ステロイド剤をデキサメタゾン (1 mg/日）に変更．

PSA 値は 2.54 ng/ml から 0.19 ng/ml まで低下し，リンパ節も変更前

に比べ35％縮小を認めた．約 7カ月間の奏功期間延長を得たが，治療

開始時から33カ月後に死亡．

前立腺手術後の腹圧性尿失禁に対して経閉鎖腔式尿道スリング手術

(TOS) を施行した 2例 :増田憲彦，清水洋祐，吉村耕治，植村祐一，

灰谷崇夫，後藤崇之，井上貴博，大久保和俊，渡部 淳，神波大己，

兼松明弘，西山博之，小川 修（京都大） 症例 1は69歳，男性．ホ

ルミウムレーザー前立腺核出術後に尿失禁が出現した．症例 2は58

歳，男性．前立腺全摘除術後の PSA 再発に対し救済放射線照射後に

尿失禁が出現し，尿道コラーゲン注入を施行するも改善しなかった．

2例に対して女性尿失禁に対する経閉鎖腔式テープ法 (TOT) に準じ

た術式にて，当院倫理委員会の承認を得て，経閉鎖腔式尿道スリング

手術 (TOS) を施行した．症例 1では尿禁制の十分な回復を得たが症

例 2では軽度の改善に止まった．放射線照射の既往や球海綿体筋の発

達程度が治療効果の差の原因と推測された．TOS 手術は症例を選べ

ば比較的有効な治療法となる可能性が示唆された．

ホルモン療法中に Neuroendocrine differentiation を来たした前立

腺癌の 1例 : 枝川 右，瀬川直樹，稲元輝生，伊夫貴直和，水谷陽

一，東 治人，勝岡洋治（大阪医大），辻 求（同病理） 65歳，男

性で血清 PSA 高値 (150 ng/ml) にて当科受診．前立腺生検施行し，

gleason score 5＋4＝9 の低分化型腺癌を認めた．諸検査にて全身骨転

移を認め T3bN0M1b と診断．酢酸リュープロレリンによるホルモン

療法を開始した．18カ月後，PSA 1.702 ng/ml に低下したが，下腿浮

腫を来たすようになり，骨盤部 CT にて前立腺腫大と骨盤内リンパ節
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の多発を認めた．前立腺再生検を行い免疫染色で神経内分泌癌と診断

した血清 NSE は 50.9 ng/ml と高値であった．シスプラチンとイリノ

テカンを併用した化学療法に変更した．放射線療法も併用し 2コース

施行し腫瘍は著明に縮小した． 3カ月後多発性肝転移が出現し，全身

状態は急激に悪化し，NE differentiation 判明後 8カ月で癌死した．

精巣原発の髄外性 Plasmablastic lymphoma の 1例 :杉本公一，小

池浩之，橋本 潔，江左篤宣（NTT大阪），山上 保，金 義浩（同

血液内科） 76歳，男性．2009年10月頃より無痛性右陰嚢腫大を認め

同年11月当院受診．陰嚢超音波上，腫大した精巣内にびまん性低エコ

−域が不均一に広がり，ドップラ−エコ−では腫瘍内に豊富な血流シ

グナルを認めた．同月右高位精巣摘除術施行．摘出標本は割面が灰白

質で出血や壊死は認めなかった．病理組織検査では好塩基性の細胞質

と核小体やクロマチン凝集が目立つ大型でいびつな核を有しており，

CD20 陰性，CD138 陽性から plasmablastic lymphoma と診断した．精

巣に発生した plasmablastic lymphoma は本邦 1例目である．

瘢痕化を伴った微少病変が原発と考えられた stage IIB セミノーマ

の 1例 :窪田成寿，前澤卓也，村井亮介，永澤誠之，和田晃典，佐野

太一，花田英紀，吉田哲也，上仁数義，影山 進，成田充弘，岡本圭

生，岡田裕作（滋賀医大） 48歳，男性．2009年 1月左側腹部痛の精

査にて径 7 cm 大の左傍大動脈リンパ節腫大を指摘され，当科初診．

血液検査上 β-hCG の上昇を認め，超音波検査にて左精巣内に小さな

低エコー領域を認めたため，高位精巣摘除術施行．摘出精巣には複数

の小結節性病変を認め，それらには瘢痕組織を認めるのみであった．

再度標本の詳細な検索を行ったところ，瘢痕巣とは独立した部位に微

小なセミノーマ病変を認めた．以上より自然消退病変を有するstage

ⅡBセミノーマと診断．化学療法 BEP 3コースと EP 1コース施行．治

療終了後腫瘍マーカーの正常化および後腹膜リンパ節は径 1.8 cm と

縮小したため，以後経過観察とした．

排尿障害を来たした前立腺嚢胞の 1例 :高橋 彰，宮崎 有，伊藤

将彰，小倉啓司（大津赤十字） 36歳，男性．家族歴，既往歴に特記

事項なし．比較的急速に出現した排尿障害にて2009年 6月当院当科紹

介受診．IPSS＝26，QOL＝5，Qmax/ave=12/3 (ml/sec），PSA＝0.58

であった．経直腸エコー・CT・ MRI・尿道鏡など諸検査の結果，内

尿道口部12時方向に直径約 2 cm の嚢胞を認め，これが症状の原因と

考えられた．経尿道的開窓術を施行し，術後は IPSS＝1，QOL＝1，

Qmax/ave＝30/19 (ml/sec) と排尿状態は著明に改善した．嚢胞から

は漿液性内容液 2.5 ml が吸引された．摘出切片に悪性所見はなく前

立腺貯留性嚢胞と考えられた．なお術前術後とも射精障害を認めな

かった．

嚢胞液の PSA 高値が有用であった前立腺嚢胞の 2例 : 岡 泰彦，

酒井 豊（加古川市民），岡村明治（同病理） 症例 1は59歳．人間

ドッグで PSA 高値を指摘され当科受診．PSA 再検で 4.072 ng/ml と

なお高値．前立腺針生検で悪性所見なしも，MRI・膀胱鏡にて膀胱

頸部 4時に長径 16 mm の嚢胞状腫瘤を認め，嚢胞液穿刺吸引 (PSA

6,460 ng/ml) 後経尿道的嚢胞切除術施行．術後経過良好で再発認め

ず．症例 2は79歳． 2カ月前からの排尿困難．近医の US にて前立腺

部に嚢胞状腫瘤を指摘され当科受診．血中 PSA 4.5 ng/ml とやや高

値．MRI・膀胱鏡にて前立腺左葉を占拠する長径 44 mm の多房性嚢

胞状腫瘤．嚢胞液穿刺吸引 (PSA 21,300 ng/ml) 後 TURP 施行（摘除

標本重量 7 g）．術後排尿困難著明に改善した．病理は症例 1では多房

性嚢腫の像で，嚢腫壁は 2層の立方上皮で覆われ，そのすぐ下層に前

立腺の腺管構造を認めた．症例 2では嚢腫壁の上皮は脱落している

が，すぐ下層は前立腺の腺管構造に裏打ちされており， 2例とも前立

腺貯留性嚢腫と診断した．

経直腸的前立腺生検後に前立腺膿瘍，敗血症性塞栓症，DIC を来

たした 1例 :植田知博，木内利郎，木下竜弥，小林正雄，井上 均，

高田 剛，原 恒男（市立池田） 53歳，男性．PSA 高値にて以前，

前立腺生検 2回施行も悪性所見を認めず．再生検目的にて2009年11月

入院．同日生検施行．PSA は 8.744 ng/ml (F/T0.06）．CTM 1 g 投与

後，経直腸的前立腺生検12カ所施行．尿閉となり，発熱．敗血症性

ショック，DIC となり MEPM，抗 DIC 療法開始．血液尿培養より緑

膿菌検出． 7日目に呼吸困難出現，CT で両肺に空洞化を伴う多発性

結節，胸水，左総腸骨静脈内に塞栓，前立腺膿瘍を認めた．前立腺膿

瘍による敗血症性肺塞栓と診断．TAZ/PIPC，CPFX，CLDM，CAM

による抗生剤多剤併用療法により改善し救命しえた．加療後 CT で敗

血症性肺塞栓，左総腸骨静脈内塞栓，前立腺膿瘍すべて消失した．

薬剤性せん妄の 1例 :小倉秀章，青枝秀男（国保日高総合），村田

俊輔（同精神神経科），西川 泉（同第一内科） 91歳，男性．既往

歴肺気腫．排尿困難，頻尿に対して近医から塩酸タムスロシン処方．

頻尿改善なくプロピペリン（10）1 T/日を処方．服用後幻視，不穏出

現．内服開始 3日目に幻覚，幻視，妄想，疎通不良，徘徊にて当院精

神神経科入院．薬剤性せん妄が考えられ同薬を中止．休薬 2日目でせ

ん妄は急速に改善．発熱，炎症反応上昇，血小板減少で当院第一内科

受診．両側水腎症，腎盂腎炎の診断で抗生剤開始．入院7日目に排尿

管理，水腎症および尿路感染加療目的にて当科受診．同日から間歇導

尿するも自然排尿なく入院22日目にメモカス留置した．退院後水腎症

改善し排尿困難なく経過良好である．高齢，慢性呼吸不全がせん妄の

リスク因子と考えられた．

外傷性尿道断裂の 1例 :野瀬隆一郎，松井 隆，守殿貞夫（神戸赤

十字） 53歳，男性．交通事故にて救急搬送．骨盤骨折，右足関節内

果骨折とともに尿道断裂を認めた．緊急的に局所麻酔下に経皮的膀胱

瘻造設術を施行した．その後，受傷後の出血のコントロールが良好で

あったため，受傷後 2日と比較的早期に，膀胱瘻から順行性に軟性膀

胱鏡を挿入しそれをガイドとして内視鏡的尿道形成術を行った．合併

する外傷についても当院整形外科と連携し，平行して観血的治療を

行った．受傷後約 3カ月のリハビリ期間を経て，先立って留置してい

た尿道カテーテルを抜去した．抜去後約 1週間で排尿困難の症状が増

悪し，尿道鏡を行ったところ，尿道断裂部に著明な狭窄を認めてお

り，脊椎麻酔下に内視鏡的内尿道切開術を行った．

止血困難で選択的動脈塞栓術を施行した尿道出血の 1例 : 佐倉雄

馬，増井仁彦，伊東晴喜，三品睦輝，奥野 博（国立京都医療セ）

52歳，男性．既往歴にアルコール性肝硬変，C型肝炎あり．他院で入

院中にバルン自己抜去．退院後自宅で尿道出血が出現し緊急入院．入

院後カテーテル留置，弾性包帯による圧迫止血を行うも再出血を繰り

返した．保存的治療で出血が改善せず，Hb・血圧の低下が出現し，

経尿道的止血術を施行．術中所見で括約筋の 1 cm 末梢に尿道粘膜の

亀裂を認め，同部位より動脈性出血を確認した．電気凝固を試みるも

止血は不可能であった．両側内陰部動脈造影を施行し右尿道動脈より

造影剤の溢流を確認．スポンゼルにて左右内陰部動脈より選択的に塞

栓術を施行した．以後，尿道出血再発はなく術後 2週間でバルン抜去

し退院となった．術後陰茎血流障害・排尿障害は認めなかった．

精索 Mixofibrosarcoma の 1例 : 中濵智則，三宅牧人，冨岡厚志，

永吉純一，吉田宏二郎，仲川嘉紀（大和高田市立） 39歳，男性．左

鼠径部の無痛性腫瘤を自覚し， 1週間経過観察していたが改善しない

ため当科受診．左鼠径部に径12cm程度の腫瘤を認めた．腹部造影

CT，MRI にて左鼠径管から陰嚢内にかけて易染性腫瘤を認めた．以

上より左精索腫瘍と診断し，左高位精巣摘出術施行した．摘除標本

は，大きさ 84×76×42 mm で割面は白色調であった．また，肉眼的

に正常な精巣を認めた．病理組織所見は，粘液成分を背景に紡錘型細

胞の増殖を認め，一部腫瘍細胞の分裂像も認めた．免疫染色では，

vimentin・α -SAM の一部が陽性，S-100，EMA，keratin，c-kit，bcl-2

は陰性であった．以上から，精索 mixofibrosarcoma，low grade と診断

された．術後療法は行わず 1年 8カ月経過するが，再発は認めていな

い．精索 mixofibrosarcoma は比較的稀な疾患であり，検索しえた範囲

では本邦 8例目の報告であった．

停留精巣から発生し小腸浸潤を来たしたセミノーマの 1例 :山田祐

介，樋口喜英，白石裕介，上田康生，鈴木 透，相原衣江，佃 文

夫，丸山琢雄，野島道生，山本新吾（兵庫医大），造住誠孝，廣田誠

一（同病理） 48歳，男性．主訴は右下腹部腫瘤．幼少期より右陰嚢

内容の欠如を自覚するも通院なく経過していた．47歳時に右下腹腫瘤

を自覚し，他因にて近医入院中に右下腹部腫瘤を指摘され針生検施

行．病理学的に確定診断を得られず，精査・加療目的に当科へ紹介．

β-HCG，AFP を含め，腫瘍マーカーの上昇を認めなかったが，臨床

経過，病理組織の再検にて停留精巣原発セミノーマを疑い，開腹腹腔

内腫瘍摘除術を施行．腫瘍は一部回腸に浸潤しており，腫瘍と一塊に

回腸部分切除術を施行した．病理組織はセミノーマであった．補助化
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学療法として BEP 療法 3 Kurr 施行し術後10カ月で再発なく経過して

いる．

診断に苦慮した多嚢胞腎に発生した腎細胞癌の 1例 :足立浩幸，奥

田康登，田原秀男（耳原総合） 症例は57歳，男性．慢性腎不全に対

し25年間の血液透析歴あり．2008年 5月初旬より無症候性肉眼的血尿

が出現したため，精査・加療目的にて当科を紹介受診となった．初診

時検査所見では，尿細胞診は class II で血清 PSA 値も正常範囲内で

あった．超音波検査・造影 CT・MRI 検査では，多嚢胞腎を認めるも

出血源は不明であった．その後も肉眼的血尿の持続を認めたため，

Angio-CT を施行したところ，左腎嚢胞内に腫瘍性病変を認めたため

左腎全摘除術を施行した．その病理組織診断の結果は，淡明細胞癌・

顆粒細胞癌・乳頭状腎細胞癌の混在癌であった．近年，画像診断の向

上により早期に腎腫瘍を診断することが可能である．しかし，本症例

のように，多嚢胞腎に発生した腎腫瘍の診断に苦慮することもあり，

そのような症例においては Angio-CT の有用性が示唆された．

ソラフェニブ投与中に脾梗塞を発症した腎細胞癌の 1例 : 宮下雅

亜，本郷文弥，上野彰久，針貝俊治，木村泰典，中村晃和，三神一

哉，高羽夏樹，河内明弘，三木恒治（京府医大），落合 厚，北森伴

人（舞鶴医療セ） 75歳，男性．肉眼的血尿で右腎腫瘍指摘．根治的

腎摘除術施行．病理組織は RCC，clear cell carcinoma＞Berini＞Sarco-

matoid，G3 pT3N1M1 であった．術後当院紹介の上 Sunitinib 導入し

たが PD のため中止し Sorafenib (400 mg/day) 開始．投与13日目に左

側腹部痛を認め腹部造影 CT 施行し脾梗塞と診断．Sorafenib を中止

し抗凝固療法・抗生剤投与開始．感染兆候は認めず全身状態の改善も

認めたため Sorafenib (400 mg/day) 再開し発症後 6 週後の腹部造影

CT で血栓縮小を認めたが原疾患が PD のため転院の上 Sorafenib 中

止となった．

脳転移を契機に発見された転移性腎細胞癌に対して集学的治療によ

り長期間生存を得た 1例 :松村直紀，沖 貴士，林 泰司，野澤昌弘，

植村天受（近畿大） 68歳，男性．主訴は左半盲．左腎癌 (T2N0M1，

脳転移・肺転移）の診断．脳転移巣切除後，左腎摘施行までの約 1カ

月間，全身治療としてソラフェニブ内服．病理組織学的診断は RCC，

clear cell (G3，INFβ，pT3a) であった．腎摘術後第 5 病日からソラ

フェニブ内服を再開． 8カ月後，胸膜播種と肺転移増悪につき，スニ

チニブに変更． 8カ月後，小脳転移，骨転移出現につき，再度ソラ

フェニブに変更のうえ，小脳転移巣に対してγ-knife施行．その後，病

勢は安定していたが，誤嚥性肺炎を発症し，腎癌の診断から 2 2カ月

後に呼吸不全にて死亡した．この間，周術期以外は基本的に外来通院

にて管理できており，集学的治療により ADL を可及的損なわず比較

的 QOL を維持したまま長期間の生存期間を獲得できたと考えられ

る．

腎癌術後の胸膜転移に対して，ピシバニール胸腔内注入療法が著効

した 1例 :松崎恭介，武田 健，吉田栄宏，新井康之，垣本健一，小

野 豊，西村和郎，宇佐美道之（大阪成人病セ），目黒則男（市立豊

中） 80歳，女性．2007年 1月，咳嗽と痰を主訴に近医受診．胸部レ

ントゲン，CT で両肺および胸膜に 1 cm 以下の結節影を指摘され，

転移性肺腫瘍の診断で当院内科受診．PET-CT で左腎下極に 5 cm 大

の腫瘍を指摘．腎細胞癌と診断され当科紹介となり，根治的腎摘除術

を施行．病理組織は clear cell carcinoma，G2，pT3a であった．高齢の

ため術後追加治療を施行せず，経過観察となったが，術後 2カ月目に

左胸水と左胸膜結節の増大を認め，胸水穿刺を施行．1月後に胸水の

再貯留を来たしたため，2007年 9月，胸水穿刺およびピシバニール

4KE 胸腔内投与を施行．その後胸水は消失，両側の胸膜結節も縮小

を認め，現在投与後30カ月目であるが，胸水再貯留なく生存中であ

る．

下大静脈腫瘍塞栓を伴った腎平滑筋肉腫の 1例 :加藤大悟，中井康

友，宮川 康，上阪裕香，高尾徹也，野々村祝夫，奥山明彦（大阪

大） 76歳，女性．主訴は下腿浮腫．精査にて右腎尾側に腎を圧排す

る径 10 cm 大の腫瘍を認め，右腎静脈，下大静脈腫瘍塞栓を形成し

ていた．腎被膜や腎周囲の血管壁由来の肉腫などが考えられ，右腎摘

除術および下大静脈腫瘍塞栓除去術施行．腫瘍は 15 cm 大で右腎と

一塊であり，一部下大静脈とも強固に癒着しており，この部分も合併

切除した．組織学的には紡錘形腫瘍細胞を認め，免疫染色にて

desmin などが陽性であり，平滑筋肉腫と診断した．腫瘍は腎門部を

巻き込み，下大静脈まで腫瘍塞栓を形成し，右腎尾側，外側に病変の

首座があること，腫瘍細胞の腎被膜浸潤を認めないことから腎門部下

方の腎脈管壁や腎盂壁より発生した腎平滑筋肉腫と考えられた．腎臓

平滑筋肉腫は本邦では自験例も含め103例が報告されているが，腎被

膜からの発生が多く，腎血管，腎盂壁からの発生は少ない．とくに下

大静脈腫瘍塞栓を伴う症例は自験例を含め 2例のみであり，今後も厳

重な経過観察が必要と考えられる．

腎平滑筋腫の 1例 :山野 潤，松本弘人，藤井 明（新日鐵広畑）

45歳，女性．他院にて高血圧の精査中，CT 検査で左腎腫瘍を指摘さ

れ，2009年 7月23日当科紹介となる．自覚症状 なく，高血圧以外に

既往なし．精査加療目的で 9月10日入院となる．血液一般・生化学検

査・尿所見において異常なく，尿細胞診も class II であった．CT 検

査で左腎上極に造影効果のある境界明瞭な腫瘤を認め，MRI 検査で

も同様の所見を得た．悪性腫瘍を否定しえず，左腎摘除術を施行し

た．画像上，腎盂腫瘍の可能性もあり術中迅速診を施行したが腎腫瘍

との診断であった．摘出標本では，腫瘤は灰白色の充実性腫瘤であ

り，病理組織検査では紡錘形平滑筋様細胞の束状増生を認め，細胞の

核分裂などの悪性所見はなく，EMA 染色陰性であり，平滑筋腫の診

断であった．術後経過は良好で，現在のところ腫瘍の再発は認めてい

ない．

腎動脈瘤切迫破裂に対してコイル塞栓術を施行した 1例 :伊藤嘉

啓，平山幸良，金丸知寛，園田哲平，青山真人，中村敬弘，川村正喜

（PL），二ノ井照久（同放射線），仲谷達也（大阪市大） 85歳，男

性．既往歴に腹部大動脈瘤，閉塞性動脈硬化症あり．以前より他院に

て右腎動脈瘤を経過観察されていたが，2008年11月無症候性肉眼的血

尿を主訴に当科受診．腹部 CT にて径 3.5 cm 大の右腎動脈瘤を認め

た．止血剤や輸血にて保存的に加療したが貧血の進行認め，腎動脈瘤

コイル塞栓術を施行した．塞栓術後微小な腎梗塞を認めたが，腎機能

の悪化はなし．退院後も血尿再発認めず．腎動脈瘤は画像技術の進歩

に伴い偶発的に発見される頻度が増えている．しかし，自然破裂率の

低さから保存的に経過観察されることが多い．腎動脈瘤はひとたび破

裂を来たせば重篤な状態となるので，破裂の高リスク症例や切迫破裂

症例に，比較的低侵襲なコイル塞栓術を施行することは有用であると

考える．

両側気腫性腎盂腎炎の 1例 :今井聡士，村蒔基次，中野雄造，竹田

雅，三宅秀明，田中一志，武中 篤，藤澤正人（神戸大） 症例 : 57

歳の女性．主訴 :発熱，背部痛．進行脳腫瘍にて近医通院中，発熱，

背部痛を認め腹部 CT 施行．両腎実質の破壊とガス像を認め，気腫性

腎盂腎炎と診断され当院緊急搬送された．来院時ショック状態であ

り，重症感染症にともなう敗血症ショック，DIC の状態であった．

同日，緊急両側開放ドレナージ術 (OSD) を施行．ドレーンを術後28

日目に抜去するが，左腎のガスの改善悪く，術後33日目に再ドレナー

ジ施行し，その後，軽快．文献上，Huang らの分類におけるclass 4症

例においては両側の経皮的ドレナージ (PCD) を第一選択となってい

る．しかしながら，PCD のみでの成功率は低く，緊急腎摘除術もし

くは，今回の症例のように OSD が有効と考える．

出血性ショックを来たした珊瑚状結石による腎盂破裂の 1例 :小林

憲市，種田建史，大年太陽，片山欽三，真殿佳吾，桃原実大，今村亮

一，鄭 則秀，高田晋吾，松宮清美（大阪警察） 30歳，男性．左側

腹部痛を主訴に近医受診．腹部 CT にて左珊瑚状結石および左腎盂破

裂，後腹膜血腫を認め，さらに著明な貧血と血圧低下を認め，出血性

ショックの診断にて治療目的に当科紹介となった．保存的治療にて

ショックから離脱するも，第 4病日に再検 CT にて後腹膜への尿の流

出を認め，水腎症・血腫の増大したため，ドレナージ目的に経尿道的

に尿管ステント留置も血腫の縮小は認めず．第10病日に開腹下後腹膜

血腫・結石除去術＋左破裂腎修復術を施行した．結石は血腫内存在

し，血腫とともに摘出した．損傷した腎盂は腎前面，実質と腎盂の接

合部で約 4 cm であった．腎盂内の血腫を除去し，破裂部位を縫合し

た．第21病日に，腎盂造影施行し，尿の溢流なきことを確認し，カ

テーテル抜去，退院となる．

糖尿病性腎症に対する生体腎移植後，糖尿病による消化吸収障害に

よりシクロスポリンの血中濃度が不安定なため，タクロリムスに変更
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した症例 : 安田宗生，中川勝弘，能勢和宏，西岡 伯（近畿大堺）

症例 1 : 39歳，男性，現病歴，1986年，Ⅰ型糖尿病と診断され，2004

年 2月人工透析を開始．今回，65歳の母親をドナーとする生体腎移植

のため入院．既往歴，33歳，糖尿病性網膜症，臨床経過，術直後より

利尿を認めシクロスポリンを減量していくもトラフが不安定であった

ためその間，AUC を測定．その後腎機能の悪化を認めたため移植腎

生検を施行．結果，シクロスポリンによる腎障害と診断されタクロリ

ムスに変更し経過良好．症例 2 : 68歳，男性，現病歴，40歳時，糖尿

病，1996年 3月，人工透析を開始．今回，生体腎移植のため入院．移

植後，利尿を認めていたがその間トラフは不安定であったため，その

間，AUC を測定．CyS を継続するも Cr の下がりが悪く，移植腎生

検を施行．結果，シクロスポリンによる腎毒性と診断．また，再度

AUC を測定し，シクロスポリンでは control 不良と考えタクロリムス

に変更し経過良好でした．考察，糖尿病腎移植患者における TDM で

は，CyA-peak が投与後 3時間以降に遅れる．糖尿病患者では，胃排

出速度が遅いため吸収不良となり，それによりシクロスポリンの吸収

が不安定となる．結語，糖尿病性腎症に対する腎移植後に，シクロス

ポリン血中濃度のコントロールが困難であった症例を経験．今後，糖

尿病を有するレシピエントの増加に伴いわれわれの経験した症例が多

く存在すると考えられるので CNI を用いる場合は積極的に TDM を

施行し血中濃度を把握することが重要．

透析患者の泌尿器系三重複癌の 1例 :重村克巳，木下佳久，山中邦

人（明石市民） 70歳，男性．慢性腎不全にて血液透析中（22年間）．

主訴は尿道出血．精査にて多発性膀胱腫瘍を認め，TUR-Bt，右側尿

管カテ尿採取術を行った（左側は尿管口を detect できなかった）．ま

た造影 CT 上左上部尿路に明らかな腫瘍性病変は認めなかったため，

多発性膀胱癌，右尿管癌の疑いにて，Pt と相談の上，後腹膜鏡下右

腎尿管全摘，根治的膀胱前立腺全摘除術を行った．病理結果は，右腎

細胞癌，右尿管 CIS，膀胱癌，前立腺癌であった．われわれの検索し

えた限り透析患者の泌尿器系三重複癌の報告例はなかった．

高リスク膀胱癌の TUR 術後に発生し，組織学的診断が困難であっ

た膀胱後部腫瘍の 1例 :橋村正哉，福井真二，穴井 智，藤本清秀，

吉田克法，平尾佳彦（奈良県立医大） 65歳，男性．検診の腹部エ

コーにて膀胱腫瘍を指摘され当科受診．膀胱鏡で後壁に結節状腫瘍を

認め2007年 5月 TUR-BT を施行 (UC，G3，pT1 at least，INFγ）．術

後 BCG 膀胱内注入療法を行い，効果確認の TUR 生険では悪性所見

を認めず．その後，2009年12月の膀胱鏡検査で再発を認め，CT，

MRI にて 5 cm 大の膀胱後部腫瘍を認めた．経会陰的針生検での免疫

染色では Synaptophysin (＋) のため，carcinoma with neuroendocrinal

differentiation と診断した．根治性を考慮し骨盤内臓全摘除術を施行．

その免疫染色結果は PSA (−），CK7 (＋），CEA (＋），CA125 (＋)

であり精嚢原発が疑われた．2007年の TUR-BT 時膀胱癌の残存腫瘍

再発の可能性は完全には否定できないが，当時のものとは

Immunoprofile が著しく異なるため，undifferentiated carcinoma と診断

した．放射線治療を追加し，術後 4カ月再発を認めていない．

後腹膜 Ganglioneuroma の 1例 :南方良仁，金川紘司，佐々木有見

子，倉本朋未，児玉芳季，森 喬史，藤井令央奈，松村永秀，柑本康

夫，稲垣 武，原 勲（和歌山医大） 67歳，女性．数年前より腰痛

を自覚していたが放置．2009年春頃より間欠性跛行を認め，近医受診

した．MRI 検査および CT 検査で腰椎 L4∼ 5椎体前面と左腎上方に

径 4 cm 大の腫瘤を認め，2009年10月精査加療目的で当科紹介受診し

た．副腎腫瘍も疑い内分泌学的検査を行ったが異常を認めず，腫瘍

マーカーは NSE のみ軽度高値であった．後腹膜腫瘍の診断で，腹腔

鏡下腫瘍摘出術を施行した．摘出標本は左腎上方腫瘍 5×4.5×2㎝，

35 g．椎体前面の腫瘍は組織採取のみ行い，病理組織はいずれも

ganglioneuroma の診断であった．術後，術前にみられた症状は改善

し，術後 3カ月の時点で新たな再発や腰椎前面の腫瘍の増大は見られ

ていない．

治療に難渋した両側尿管狭窄の 1例 :上田倫央，西村健作，山本致

之，川村憲彦，氏家 剛，任 幹夫，三好 進（大阪労災），川野

潔（同病理） 61歳，男性．主訴は左腰背部痛．左下部尿管に狭窄を

認め，尿管鏡下生検術，尿管拡張術を施行．後腹膜線維症と診断し，

ステロイド療法を開始したが無効で，尿管部分切除術，尿管膀胱新吻

合術を施行し左水腎症は改善した．しかし， 7カ月後に右水腎症が出

現し，ステロイド療法を開始したところ有効であった．補助的に尿管

拡張術を施行し，ステロイド療法を漸減，終了したが，右水腎症の再

発を認め，現在ステロイド療法を再開している．今回，われわれは治

療に苦慮した後腹膜線維症の 1例を経験したので，若干の文献的考察

を加え報告する．

外尿道口より先端の脱出を認めた乳頭状膀胱炎の 1例 :角井健太，

大場健史，岡田桂輔，山崎隆文，結縁敬治，山下真寿男（神鋼），伊

藤利江子（同病理），岡本恭行（三聖） 37歳，女性．2009年 8月27

日，頻尿を主訴に近医泌尿器科を受診，膀胱腫瘍の診断で当院紹介．

当院で施行した膀胱鏡で左尿管口部に茎を有する乳頭状腫瘍を認め

た．手術当日朝に左腰痛の訴えあり，エコーを施行したところ左水腎

症を認めた．また外尿道口より腫瘍先端が脱出しているのを認めた．

腫瘍を膀胱内に押し込み経尿道的切除を行った．病理組織は尿路上皮

に覆われており，乳頭状構造を示す部分を認めた．茎が太く分枝を認

めないことや炎症細胞の浸潤が著明であることから反応性の乳頭状膀

胱炎と考えられた．また間質に血管が目立つことから背景に血管腫が

存在すると考えられた．術後経過は良好であり，血管腫の再発は認め

ていない．

異所開口尿管を伴う低形成腎による尿失禁に対して TAE が著効し

た 1例 : 大関孝之，森 康範，加藤良成，井口正典（市立貝塚） 症

例は21歳，女性．主訴は生来 dry time のない尿失禁（パッドテストで

23 g/回）．CT 検査で左 L2 level に20×10×10 mm 大の低形成腎と左

低形成腎へ分岐する細い動脈枝を認めた．膣造影では左膣円蓋部から

左低形成腎まで尿管逆流が確認され，左単一膣異所開口尿管を伴う左

低形成腎と診断した．腎機能廃絶目的に無水エタノールによる腎動脈

塞栓術 (TAE ; Transcatheter arterial embolization) を施行した．術直

後，発熱や疼痛などの合併症は認めず尿失禁は消失した．術後 1年，

発熱や尿失禁，帯下の増量は認めず経過良好である．症状を伴う低形

成腎の機能廃絶を目的とした TAE は観血的治療に比して低侵襲であ

り，合併症も少ない．腎摘出に相当する効果が得られ，今後症例の蓄

積により標準的加療になることが期待される．

精神症状を主訴に発見された副甲状腺癌の 1例 :森本和也，石井啓

一，牧野哲也，葉山琢磨，浅井利大，上川禎則，金 卓，坂本 亘，

杉本俊門（大阪市医療セ），出口隆司（大阪市大） 症例は47歳，女

性．既往歴なし．主訴は精神運動興奮．2009年12月中旬より勤務先を

無断欠勤するようになり，同年12月末勤務先のホテルで精神運動興奮

状態となり近医に緊急措置入院となった．血液検査にて著明な高 Ca

血症 (19.3 mg/dl) を認め，当院へ転院．Intact-PTH 555 pg/ml と異

常高値であり，頸部超音波にて甲状腺右葉下極に血流に富む 25×14

×11 mm の腫瘤を認めた．またMIBI シンチにても同部位に集積を認

め，副甲状腺機能亢進症に伴う高 Ca 血症と診断し副甲状腺腫瘍摘出

術を施行．病理所見上，腫瘍は皮膜浸潤を有しており副甲状腺癌の診

断であった．術後精神状態は安定し，また血清 Ca 値も Ca 製剤など

内服にて安定している．
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