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学 会 抄 録

第213回日本泌尿器科学会関西地方会

（2010年12月18日（土），於 薬業年金会館・大阪市）

副腎褐色細胞腫自然破裂の 1例 :小林憲市，種田建史，片山欽三，

大年太陽，加藤大悟，鄭 則秀，髙田晋吾，松宮清美（大阪警察），

楠目晃子，渡瀬淳一郎（同救急救命） 52歳，女性．左側腹部痛を主

訴に，当院救急外来受診．来院時著明な高血圧であったが，突然

ショック状態に変化した．造影 CT にて左副腎腫瘍，および同部位か

らの動脈性出血を認めた．出血性ショックの診断にて血管造影およ

び，血管塞栓術を施行したが，バイタル安定せず．血中カテコラミ

ン，尿中 VMA を測定したところ，異常高値であったため，副腎褐色

細胞腫の自然破裂と診断し，開腹下左副腎摘出術を施行した．副腎褐

色細胞腫は致死率66％と予後は非常に厳しいが，待機手術における致

死率は有意に低い．副腎出血が疑われ，著しい血圧変動を呈する症例

は褐色細胞腫の破裂を念頭におき，ショック状態であっても保存的治

療を先行させ，内分泌学的な検査を行うべきと考えられる．

体重減少を契機に発見された副腎癌の 1例 : 湊 のり子，山口唯一

郎，古賀 実，菅尾英木（箕面市立） 症例は80歳，女性．体重減少

と微熱を主訴に近医受診し，巨大な左後腹膜腫瘍を指摘され当科紹介

受診．CT・MRI では腫瘍は左腎の上内側に存在し，長径 13 cm と大

きく，内部不均一で，周囲臓器を圧排しており左副腎腫瘍と診断し

た．術前に腹部血管造影を行い，左副腎動脈以外に，左腎動脈，脾動

脈，中結腸動脈などからの栄養血管を認め，可及的に塞栓術を行っ

た．周囲臓器の合併切除なく左副腎腫瘍を無輸血で切除できた．腫瘍

は 13×12×10 cm，重量は 652 g で，割面は淡黄色で出血壊死を伴っ

ていた．組織学的には悪性度の低い副腎皮質癌であった．追加治療な

く経過観察しているが，発熱は消失し全身状態良好で，術後 7カ月が

経過した現在，再発・転移を認めていない．

Metanephric adenoma の 1例 : 惣田哲次，山中和明，平井利明，

岸川英史，西村憲二，市川靖二（県立西宮） 44歳，男性．健診の腹

部超音波検査にて左腎腫瘍を指摘され，当科受診．既往歴・家族歴に

特記事項なし．身体所見，血液検査に特記事項なし．腹部造影 CT に

て左腎中極にわずかに造影効果のある径 3 cm の low density area を認

め，MRI でも T1 low，T2 low の低信号域を認めた．乳頭状腎癌など

の悪性疾患を否定できず，後腹膜鏡下左腎摘除術施行．腎中部内側に

径 3 cm の白色で境界明瞭な腫瘤を認めた．病理組織は小型の管状構

造を示す腫瘍細胞が密に増生しており，免疫組織化学染色では CD57

陽性，CD10 陰性であり，metanephric adenoma（後腎性腺腫）と診断

した．Metanephric adenoma はこれまで100例ほどの報告があり，いず

れも術前診断が困難で手術的に摘出している例がほとんどである．若

干の文献的考察を加え報告する．

多発腎腫瘤を契機に発見された IgG4 関連尿細管間質性腎炎の 1

例 :大饗政嗣，大久保和俊，熱田 雄，木村博子，牧野雄樹，松井喜

之，今村正明，清水洋祐，井上貴博，神波大己，吉村耕治，兼松明

弘，西山博之，小川 修（京都大），川端大介（同内分泌代謝内科）

66歳，男性．既往歴は自己免疫膵炎および腎部分切除術で治療された

腎細胞癌．2009年10月にフォローアップの腹部 CT で両側腎実質に多

発腎腫瘤を指摘され当科紹介受診．腹部超音波ガイド下腎生検を施

行．病理組織所見では形質細胞を主体とする炎症細胞が間質に浸潤し

ていた．血清 IgG4 は高値であり IgG4 関連尿細管間質性腎炎と診断

した．ステロイド治療後 1カ月で腫瘤陰影は消失し以後再発を認めな

い．多発腎腫瘤を疑わせる画像所見がある場合には IgG4 関連尿細管

間質性腎炎も鑑別疾患として考慮する必要があり，悪性疾患除外のた

めに腎生検が有用であった．

自然破裂を来たした巨大腎血管筋脂肪腫の 1例 :倉本朋未，線崎博

哉，山際健司（社保紀南） 41歳，女性．結節性硬化症があり，両側

腎血管筋脂肪腫 (AML) で当科通院中．2010年 2月，突然腹痛が出現

し当院へ救急搬送され腹部 CT で左腎 AML の自然破裂と診断．出血

性ショックとなり選択的左腎動脈塞栓術を施行した．左腎動脈造影で

腫瘍部に多数の血管外漏出像，動脈瘤を認め，腫瘍に関与する 2本の

枝をマイクロコイルで塞栓した．塞栓後の造影で血管外漏出像，動脈

瘤は完全に消失し，左腎の造影はほぼ保たれた．施行後バイタルは安

定し 2週間後に退院となった．自験例は，ショック状態を呈していた

ことを考慮し，低侵襲である動脈塞栓術を施行した．塞栓術後10カ月

経過し，再出血など認めていないが，今後再出血の可能性や右腎

AML もあり注意深く経過観察していく予定である．

Primitive neuroectodermal tumor (PNET) の 1 例 : 福原 恒，山

尾 裕，松下 経，松原重治，田口 功，川端 岳（関西労災） 56

歳，女性．2008年10月頸部痛にて近医整形外科受診し，レントゲン検

査およびCT検査にて転移性頸椎腫瘍を疑われ当院整形外科受診．腹

部 CT にて右腎腫瘍および右腎盂壁肥厚を認め当科紹介．2009年 1月

右尿管鏡検査施行するも，上部尿管 (L2 脇）で完全閉塞あり腎盂の

情報は得られず．右腎盂癌の実質への浸潤が疑われたが，腎細胞癌の

可能性も否定しえず，腎尿管全摘除術施行．割面は白色調で腎盂と腎

実質に連続していた．病理所見では，核分裂像が目立つ small round

cell tumor の所見であり，CD99 が陽性であり，PNET と診断．術後，

頸椎転移に対する放射線療法と ADM，Endoxan および CDDP を用い

た化学療法を施行も転院先で死亡した．

腋窩皮膚転移にて発見された腎細胞癌の 1例 : 東郷容和，山田祐

介，中尾 篤，古倉浩次（宝塚市立），黒川正人（同形成外科），造住

政孝，塚本吉胤（兵庫医大病理） 74歳，男性．半年前より右腋窩の

腫瘤を自覚していたが放置．徐々に増大してきたために近医受診し，

皮膚生検にて腎癌皮膚転移と診断．CT上，右腎に 6×5 cm の腫瘤を

認め当院紹介受診．右腎癌，皮膚転移に対して2010年 6月に根治的右

腎摘除術および右腋窩皮膚腫瘍摘出術を行った．組織結果は clear cell

carcinoma，pT3a，G2＞1，INFβ，V (＋) であった．術後 6 カ月現

在，再発・転移は認めていない．皮膚転移にて発見された腎癌はわれ

われが調べえた限りでは本邦56例目であった．転移性腎細胞癌は一般

的に予後不良とされているが，われわれの症例と同様に可能な限り原

発巣および転移巣の摘除が予後の改善に有効であると考えられた．

突発性腎動脈解離に伴う腎梗塞の 1例 :沖 貴士，足立浩幸，田原

秀男（耳原総合），木野茂生（同病理） 58歳，女性．2010年 7月突

然の右腰部痛と嘔気を主訴に当院内科受診．腹部エコーと腹部造影

CT にて腎梗塞と診断．抗凝固療法を行い経過観察を行っていたが，

4日後に再度嘔気嘔吐が出現し，腹部造影 CT にて腎動脈解離に伴う

腎梗塞と診断され，当科紹介．受診時に腎梗塞は，腎の半分にまで及

んでおり，保存的治療および経皮的インターベンションの適応はない

と判断し，右経腹的腎摘出術を施行した．病理組織結果は腎動脈の外

弾性板の部位での解離を認めており，他には軽微な内膜肥厚を認める

だけであり，特徴的な所見は認めなかった．また遺伝的疾患や皮膚異

常，重症高血圧，自己抗体，感染症などの腎動脈解離を引き起こす要

因も認めなかった．突発性腎動脈解離は腎動脈にのみ限局する比較的

稀な疾患であり，その発症頻度は0.05％以下である．

選択的動脈塞栓術にて止血しえた腎動静脈奇形の 1例 :野村広徳，

竹垣嘉訓，飯盛宏記（八尾徳州会） 47歳，女性．2010年 3月，突然

の肉眼的血尿，右側腹部痛にて救急外来を受診．受診時の単純 CT に

て腎盂内に充満する血腫を認めた．鎮痛剤使用にても側腹部痛が治ま

らなかったため，緊急で DJ 留置．その際に同時に逆行性腎盂造影を

施行し，血腫によると思われる陰影欠損を認めた．尿細胞診はクラス

Ⅱであった．安静，止血剤点滴による保存的加療にて止血を得られた

ため，一旦退院．その後，造影 CT，血管造影にて aneurysmal type の

右腎動静脈奇形と診断し，後日，無水エタノールにて選択的動脈塞栓

術施行した．その後，血尿は消失した．

初回塞栓術 (TAE) 6年後に再発した腎動静脈奇形の 1例 : 西川昌
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友，片山 聡，山野 潤，阪本祐一，中村一郎（神戸市立医療セ西市

民） 59歳，女性．2004年，血尿を主訴に受診．左腎動静脈奇形が原

因と判明し 2度の TAE を施行し，症状は消失した．2010年，左腎動

静脈奇形の再発による膀胱タンポナーデ・出血性ショックで緊急入

院．選択的に TAE 施行するも，血尿は減少せず，ショックバイタル

が持続したため，腎動脈本幹をコイル塞栓し，肉眼的血尿の消失およ

びバイタルの安定を得たが nidus は残存した．後日造影 CT で左腎実

質は造影されず，残腎機能はほぼないものと考えられた．残腎機能が

ないことおよび腎動静脈奇形の再発の可能性を考慮，患者と相談の

上，左腎摘除術を施行した．

再発腎動静脈奇形に対して動脈塞栓術にて止血した 1例 : 中川雅

之，大口尚基，河 源，木下秀文，松田公志（関西医大枚方） 52

歳，女性．2007年 4月末から肉眼的血尿を認め， 5月初め膀胱タンポ

ナーデ認め緊急入院．造影CT，エコーにて右腎動静脈奇形を疑う所

見あり，血管造影にて右腎動静脈奇形を認め，金属コイル，無水エタ

ノールで塞栓術し止血した．2010年 4月肉眼的血尿で受診，ドップ

ラーエコーで右腎に乱流認め，血管造影にて腎動静脈奇形の再発を認

め，金属コイル，無水エタノールで塞栓術施行．直後は止血されてい

たが， 2日目から血尿再燃し再度血管造影し残存 nidus を認め，無水

エタノールで塞栓術を行い止血，血尿消失した．

腹水を伴うB型肝硬変を内科的に治療し腎移植を行った 1例 :白石

裕介，上田康生，相原衣江，樋口喜英，佃 文夫，野島道生，山本新

吾（兵庫医大），今西宏安（同肝胆膵科） 50歳，男性．18歳時慢性

糸球体腎炎にて血液透析導入．22歳時 HBV 感染が判明．慢性肝炎と

診断され肝酵素上昇時のみ肝庇護剤の投与を受けていた．31歳時献腎

登録．49歳時腹水を伴う肝硬変へと移行．抗ウイルス薬（ラミブジ

ン）を開始後 HBV-DNA 量は著明に低下し腹水も改善した．その後

薬剤をエンテカビルに変更した．50歳時脳死下献腎移植の候補となっ

た．この時点で 1年以上に渡り肝酵素は基準値内，ウイルスの活動性

を示す HBeAg (−），HBV-DNA (−) であり移植は可能と判断した．

TIT : 11h06m，血流再開後23分後に初尿を確認した．抑制剤は Tac＋

MMF＋MP＋BLX の 4剤とし，術後 5日目よりエンテカビルを再開

した．移植後 3 年を経過し Cr 1.1，肝酵素は基準値内，HBV-DNA

も測定感度以下で維持している．

尿管異所開口を伴う左低形成腎に対して後腹膜鏡下腎摘除術を施行

した 1例 :佐倉雄馬，増井仁彦，増田憲彦，伊東晴喜，三品睦輝，奥

野 博（国立京都医セ） 13歳，女児．生来昼夜を問わず下着が湿る

程度の遺尿あり．腹部超音波検査で左腎の描出ができず，経過より尿

管異所開口が疑われた．造影CTで右上部尿路に異常所見はなかった

が，総腸骨動脈近傍に左低形成腎を認め，造影剤投与 2時間後の単純

CTで膣への造影剤の貯留を認めた．また，骨盤MRIでも左尿管を確

認できたため左尿管異所開口と診断した．術前の MRI で双頸双角子

宮と判明，膀胱鏡で左膣内の子宮口近傍に尿管異所開口を確認した．

手術は後腹膜アプローチとした．総腸骨動脈内側に左腎を確認し，単

純腎摘除術を施行した．摘出は長径 3 cm の低形成腎で糸球体・尿細

管の構造も比較的保たれていた．術後遺尿は治癒し現在外来で経過観

察中である．

急性循環障害から横紋筋融解症を呈した褐色細胞腫の 1例 :福田聡

子，矢澤浩治，奥見雅由，辻村 晃，野々村祝夫（大阪大），小田昌

義（友紘会） ［症例］42歳，男性．［経過］胸痛，嘔気にて近医受

診．受診時高血圧，SpO2 低下，意識レベルの低下を認め気管内挿管

施行．心臓超音波検査で EF : 10％と急性循環不全あり，経皮的心肺

補助装置 (PCPS），大動脈内バルーンパンピング (IABP) 留置し，左

室補助人工心臓 (LVAS) の適応を考慮され，当院救急搬送となった．

血液検査にて急性腎不全あり，血液透析開始した．画像検査にて左副

腎に径 6 cm 大の腫瘍あり，内分泌検査にてカテコラミンの高値を認

め，褐色細胞腫クリーゼとそれによる急性循環障害，横紋筋融解症と

診断し，全身管理を行った．全身状態が落ち着いた57病日目に開腹下

で左副腎腫瘍切除術を施行した．術中，術後は大きな問題なく経過

し，術後35日目に退院となった．

糖尿病コントロール悪化が契機となって発見された，ACTH 非依

存性両側性副腎皮質大結節性過形成 (AIMAH) の 1例 :森 喬史，吉

川和朗，上門康成（和歌山労災） 74歳，男性．2000年より当院内科

へ糖尿病のため通院中であった．2009年 5月頃より次第に血糖コント

ロールが悪化し，同年 9月より両側下腿浮腫を認めたため，当院内科

へ入院．Cushing 症候を示し，血中コルチゾール高値，ACTH 低値を

認め，デキサメタゾン抑制試験で反応がなかった．腹部 CT，MRI 検

査において両側副腎の結節状腫大と，131I 副腎アドステロールシンチ

において両側副腎への異常集積を認めた．これらの結果より，

AIMAH と診断された．同年11月に当科紹介の上，腹腔鏡下両側副腎

摘出術が施行された．術後経過は良好であった．血糖コントロールに

関して，術前には 1日あたり40単位ものインスリンを要していたが，

現在は経口血糖降下薬の内服のみでコントロール可能である．

腎癌副腎転移に対してスニチニブが著効した 1例 :濱田彬弘，村上

薫，岡所広祐，澤田篤郎，川西博晃，奥村和弘（天理よろづ相談所），

後藤崇之（宮崎大） 58歳，男性．近医で右腎腫瘍を指摘され当科紹

介受診．造影 CT で右腎癌が疑われ腹腔鏡下右腎摘除術施行．病理所

見は淡明細胞癌，grade 2＞3 であった．術後 2年10カ月の CT で右副

腎に肝と広範に接する腫瘍を指摘され経過より腎癌副腎転移と診断さ

れた．Neoadjuvant としてスニチニブを計 8コース施行したところ腫

瘍は著明に縮小を認め，肝右葉合併切除を行わずに腫瘍を摘出するこ

とができた．本症例では組織型や有害事象などを踏まえた上で適切な

薬剤を neoadjuvant として選択し，根治性を高めるとともに手術の

risk を軽減させることができた．腎癌再発巣に対する neoadjuvant は

今後治療の選択肢の 1つになりうると考えられる．

腎癌根治術後，長期経過を経て再発を認めた腎細胞癌の 2例 :西澤

哲，佐々木有見子，吉川和朗，藤井令央奈，松村永秀，稲垣 武，柑

本康夫，原 勲（和歌山医大） 症例 1 : 64歳，男性．透析歴31年．

9年前に根治的腎摘施行（乳頭状癌）．傍大動脈リンパ節腫大を認め

開腹リンパ節生検で RCC の再発と診断された．スニチニブ内服を開

始したが， 2カ月後に癌死した．症例 2 : 62歳，男性．透析歴 5年．

20年前に根治的腎摘施行（組織は不明）．後腹膜腫瘤を認め腹腔鏡下

腫瘍生検で RCC の再発と診断された．IFNα＋IL-2 による加療を

行ったが腫瘍は増大し，スニチニブ内服を開始した．腎癌晩期再発は

早期再発と比較して原発巣の組織型が low stage，low grade である症

例が多く，長期経過後も経過観察が必要と考えられた．自験例はいず

れも維持透析症例であったが慢性腎不全に伴う免疫低下状態が再発を

促進した可能性が疑われた．

右腎外傷を契機に発見された Wilms 腫瘍の 1例 :鳴川 司，内藤

泰行，藤原敦子，卲 仁哲，三神一哉，沖原宏治，河内明宏，三木恒

治（京府医大），北森伴人（国立舞鶴），中河祐治（公立山城），小林

徳朗（守谷慶友） 症例は 6 歳，女児．右背部打撲で近医受診し，

CT にて活動性出血を伴う 8 cm 大の巨大な腫瘤を認めた．当初は血

腫のみと考えられ，右腎損傷の診断にて当院緊急入院となった．貧血

の進行がなく，血圧などの循環器系も安定していたために保存的に加

療を行った．CT 所見や血腫の大きさに比較して貧血の進行がなかっ

た点，小児であることより腫瘍性病変が疑われ MRI を施行したとこ

ろ，造影効果を伴う腫瘍性病変を認め，出血を伴う腎腫瘍と判断し，

右腎摘除術を施行した．病理診断は Wilms 腫瘍で術後放射線療法お

よび化学療法を行った．化学療法施行後 3カ月が経過するが，現在の

ところ再発・転移を認めていない．腎外傷を契機に発見される腎腫瘍

が存在し，特に小児では Wilms 腫瘍の可能性を考える必要がある．

単純な外傷性血腫と出血を伴う腎腫瘍の画像的考察を含めて報告す

る．

腹腔鏡下右腎盂形成術中に判明した下大静脈後尿管の 1例 :枝川

右，藤末 裕，内本晋也，高原 健，稲元輝生，能見勇人，右梅貴

信，水谷陽一，東 治人，勝岡洋治（大阪医大） 57歳，男性．他院

で施行された腹部エコーで右水腎症を指摘され精査加療目的で当科紹

介受診．DIP および CTU にて右腎盂尿管移行部狭窄右尿管結石と診

断のもと，後腹膜鏡下腎盂形成術＋結石摘出術施行したが，術中に下

大静脈後尿管と判明し，尿管尿管吻合術＋結石摘出術に変更した．術

後に CTU の 3D 構築を施行したところ下大静脈後尿管と確認可能で

あった．下大静脈後尿管は稀な疾患で，腎盂尿管移行部との鑑別に造

影 CT の 3D 構築を施行することは診断および術前のシュミレーショ

ンに有用である．また，結石合併の下大静脈後尿管に対して一期的に

施行した後腹膜鏡下での手術は本邦で 2例目の報告であった．

泌尿紀要 57巻 11号 2011年662



術後 9年を経て再発した後腹膜脂肪肉腫に対して IVC 合併切除を

伴う腫瘍摘出術を施行した 1例 :伊狩 亮，吉田哲也，窪田成寿，永

澤誠之，富田圭司，花田英紀，前澤卓也，影山 進，上仁数義，成田

充弘，岡本圭生，荒木勇雄，岡田裕作（滋賀医大），松林景二（同心

臓血管外科） 42歳，男性．32歳時に他院にて後腹膜腫瘍摘出術施行

した．病理は粘液型脂肪肉腫であった．IVC との癒着が強く腫瘍被

膜が残存した． 9年後に同部位に腫瘍の再発・増大を認め，当院にて

腫瘍摘出術を施行．術前の CT にて IVC の閉塞と側副血行路の発達

を示唆する所見を認め，IVC の再建を施行せずに IVC 合併切除を

行ったが，術中の血圧変動や術後合併症を認めなかった．術後 1年半

が経過するも再発所見を認めていない．術前に IVC が閉塞し側副血

行路を伴っている場合，再建の必要なく IVC 合併切除が可能と考え

られる．

巨大骨盤内腫瘍の 1例 :鎌田良子，井口太郎，鞍作克之，川嶋秀

紀，仲谷達也（大阪市大），桑江優子，大澤政彦，若狭研一（同病

理） 62歳，男性．頻尿と下腹部膨隆で前医受診．CT，MRI で 15

cm 大の骨盤内腫瘤を認めた．腫瘍針生検で後腹膜発生 stromal tumor

と診断．左胸膜腫瘍の急速な増悪のため手術適応なしと判断した．

Non-gastrointestinal stromal tumor の文献的根拠からスニチニブ投与開

始するも，奏功せず死亡され病理解剖施行．骨盤内腫瘍と胸膜腫瘍は

いずれも紡錘状細胞の交錯状配列がみられ同一成分と考えられた．免

疫染色では solitary fibrous tumor と悪性中皮腫に陽性率の高い結果と

なったが，確定診断に難渋している．

腹腔鏡下に切除した後腹膜 Müller 管嚢胞の 1例 :千菊敦士，宮崎

有，高橋 彰，小倉啓司（大津日赤） 34歳，女性．主訴は腹満感．

CT にて左後腹膜に径 15×8 cm の単房性の嚢胞性病変を指摘．

CA125，CA19-9 はいずれも陰性，画像検査で悪性所見を認めず，

2010年 8 月11日腹腔鏡下摘出術を施行した． 4 ポート，SAND バ

ルーンカテーテル○Rにて茶褐色の嚢胞内容液を吸引，縮小させ摘除し

た．手術時間は 2時間 3分，出血少量．病理所見は，嚢胞は単層円柱

上皮で充実性部分を認めず，Müller 管嚢胞の診断であった．後腹膜

原発の Müller 管嚢胞はきわめて稀であり，調べうる限りそのすべて

が女性に発生している．発生機序は，胎生期の Müller 管の痕跡がホ

ルモン刺激により腔を形成するという説などがあるが明らかでない．

嚢胞内容液の漏出なく腹腔鏡下に完全摘除を施行しえた 1例を報告し

た．

膀胱 Paraganglioma の 1 例 : 山本致之，谷川 剛，中澤成晃，林

拓自，藤田和利，今村亮一，細見昌弘，山口誓司（大阪府急性期・総

合医療セ），島津宏樹，伏見博彰（同病理） 69歳，男性，主訴は体

重減少．既往歴は狭心症，高血圧 1年前から 10 kg 体重が減少し近医

を受診し，CT で膀胱腫瘍を指摘され当科受診．排尿時発作は認めな

かった．尿沈渣にて血尿を認めず．膀胱鏡にて前壁左側に非乳頭状，

広基性の隆起性病変を認め，表面は正常粘膜で覆われていた．MRI

にて T1 強調画像で高信号，T2 強調画像で低信号を示す 12 mm 大の

病変を前壁に認めた．筋層浸潤は認めず．TUR-BT 施行，術中の血

圧変動は認めなかった．病理組織所見は免疫染色にて，シナプトフィ

ジン，S-100 protein にて陽性を認め，paraganglioma と診断した．術

後，内分泌学的検査，MIBG シンチグラフィー共に異常所見を認めな

かった．術後 5カ月現在，再発を認めず，体重減少の改善を認めた．

TUEB を応用した膀胱粘膜下腫瘍の 1例 :粥川成優，問山大輔，宮

下浩明，牛嶋 壮（近江八幡市医療総合セ） 76歳，男性．主訴

PSA 高値，既往歴高血圧，現病歴，近医より PSA 高値にて精査目的

に当科紹介．再検したところ PSA 8.46 と高値を認め，前立腺生検を

施行したところ前立腺癌を検出した．各種画像検査でステージングを

行い cT2aN0M0 と診断したが，その際の CT・MRI で膀胱粘膜下腫

瘍を指摘され，膀胱鏡にて左前壁に粘膜下から隆起する約 1 cm の膀

胱粘膜下腫瘍を確認した．既往歴に高血圧があることより異所性褐色

細胞腫の可能性も考え，血中カテコラミンや MIBG シンチなど施行

したが，結果より可能性は低いと判断し，TUEB による腫瘍核出術

を行った．術中の高血圧発作や膀胱穿孔などなく終了した．病理結果

は術前検査で可能性が低いと判断した膀胱褐色細胞腫であった．術後

6カ月経過したが現在膀胱褐色細胞腫の再発は認めていない．

会陰部膿瘍・尿道皮膚瘻を生じた前立腺結石の 1例 :豊島優多，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） 37歳，男性．16歳時に交通事故にて脊髄損傷を受傷し，以

後腹圧排尿を行っていた．肛門周囲の腫脹と発熱を主訴に受診．精査

にて会陰部尿道皮膚瘻・膀胱結石の尿道嵌頓と診断し，結石摘除術施

行．結石成分はリン酸マグネシウムアンモニウムであった．手術所

見，術後の尿道鏡検査の所見より前立腺結石と考えられた．膀胱内圧

測定，尿道膀胱鏡を施行し括約筋不全による尿失禁と診断した．コン

ドーム型集尿器での排尿管理は困難であり，患者の強い希望もあった

ため十分な informed consent の上で術後の排尿管理として，回腸導管

造設術，膀胱単純摘除術を施行した．

傍尿道扁平上皮癌の 1例 :松崎恭介，小林泰之，武田 健，吉田栄

宏，新井康之，中山雅志，垣本健一，西村和郎（大阪成人病セ），郷

司和男（ごうじ泌尿器科クリニック） 69歳，男性．2010年 1月，肉

眼的血尿，排尿困難を主訴に近医を受診．膀胱鏡では振子部尿道狭窄

認めるも明らかな腫瘍性病変は認めず．同年 2月，会陰部に急速に増

大する腫瘤出現．MRI でも陰茎腹側に 5 cm 大の腫瘤を指摘され当科

紹介受診．腫瘍マーカーでは血清 SCC 高値であり，経皮的腫瘍針生

検にて squamous cell carcinoma と診断された．膀胱瘻造設後，腫瘍摘

除および陰茎切除術を施行した．病理組織診断は扁平上皮癌であり，

陰嚢皮膚，尿道とは非連続性であった．術後，血清 SCC は正常化

し，術後 8カ月現在再発を認めず生存中である．傍尿道に発生した扁

平上皮癌の報告例は非常に稀であり，文献検索上，本症例は 2例目で

あった．

進行性陰茎癌に対して広範切除および皮弁を用いた形成術を施行し

た 1例 :松村直紀，山本 豊，林 泰司，植村天受（近畿大） 症例

は68歳，男性．主訴は全身倦怠感，歩行困難．既往歴は糖尿病．2005

年から陰茎の硬結と腫脹を自覚．2008年から亀頭部に潰瘍が出現．

2010年 6月潰瘍の増大による歩行困難を主訴に当院受診．腫瘤の一部

を生検施行．病理学的診断は高分化型扁平上皮癌．CT，MRI にて陰

茎癌 T4N3M0，臨床病期 stage IV と診断．陰茎全摘術，両側陰嚢合併

切除および膀胱瘻造設術を施行．皮弁再建術として薄筋皮弁術を用い

た．術後皮弁の血流障害をきたし腹直筋皮弁にて再建．術後無治療経

過観察にて 5カ月再発を認めず，PS は 4から 0に改善し，皮弁形成

に血流不全がなく経過良好であった．

会陰部に発生した Angiomyofibroblastoma-like tumor 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，藤澤正人

（神戸大） 63歳，男性．主訴は肛門部の違和感．PSA 高値に対して

施行された MRI にて T1 強調画像で低信号，T2 強調画像で高信号の

5.5 cm 大の会陰部腫瘤を認めた．経会陰的腫瘍摘除術を施行した結

果，Angiomyofibroblastoma-like tumor の病理組織学的診断を得た．

Angiomyofibroblastoma (AMF) は中年女性の外陰部周辺に好発し男性

での報告例は少ない．1998年に Laskin らは，男性例を検討し，女性

例と異なる特徴を有することから，AMF-like tumor として分類した．

文献上，AMF-like tumor の報告例は AMF として報告されている男性

例を含め，自験例が30例目であった．

若年性前立腺癌の 1例 :安田宗生，松村直紀，奥田康登，清水信

貴，山本 豊，南 高文，林 泰司，辻 秀憲，野澤昌弘，梅川

徹，吉村一宏，石井徳味，植村天受（近畿大） 症例は41歳，男性．

家族歴は特記すべき事項なし．既往歴は，糖尿病．糖尿病による神経

因性膀胱で他院にて CIC 施行中，左臀部痛を主訴に近医受診した．

治療を行うも悪化傾向であったため当院整形外科に受診．精査の結

果，転移性骨腫瘍，PSA 高値から当科に紹介された．直腸診は全体

に板状硬であった．CT 画像で多発性肺転移，多発性リンパ節転移お

よび膀胱内への直接浸潤を認め，骨シンチグラムは多発性骨転移を認

めた．経会陰的前立腺生検を施行し，病理組織は12カ所中すべてから

中等度分化型腺癌の GS 4＋5 であった．臨床病期は cT4N1M1c の

stage D2 と診断．ビカルタミドおよび酢酸ゴセレリンによる ADT 療

法を開始した．ADT 開始後，PSA 推移は順調に低下し，現在 PSA

0.005 以下である．

硬膜転移をきたした前立腺癌の 1例 :宮下雅亜，岩田 健，大橋宗

洋，中河秀生，稲垣哲典，木村泰典，中村晃和，本郷文弥，鴨井和

実，沖原宏治，高羽夏樹，三木恒治（京府医大），荒木博孝（済生会

滋賀） 78歳，男性．前立腺癌 (T4N1M1) に対し MAB 開始．その
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後ホルモン抵抗性，DTX 抵抗性となり，放射線照射による疼痛緩和

目的に入院．入院後急激な記銘力低下および見当識障害を認め，頭部

MRI 施行．硬膜転移を認めた．海外の剖検例では前立腺癌の硬膜転

移は比較的高頻度に認められるが，症例報告としては本症例が本邦12

例目であり，臨床診断がつかぬまま潜在的に硬膜転移を有する症例が

存在する可能性が示唆された．

前立腺肥大症に対する無水エタノール注入療法の理論と同術後14年

目の内視鏡所見について : 坂口 強（坂口泌尿器科ク），島 博基

（兵庫医大），瀧内秀和（西宮中央） すべての流体は抵抗の低い方へ

流れる．腺腫内にエタノールを注入すると，四方八方に広がり，腺腫

と外科的皮膜の境界に達する．恥骨後前立腺摘除術では腺腫と外科的

皮膜は比較的容易に剥離できるが，この間隙は抵抗が低いと言える．

エタノールはこの間隙を満たし，腺腫はエタノールで囲まれ，腺腫の

みが壊死に陥り，外科的皮膜にはほとんど影響を与えない．本法の安

全性と確実性が理論的に確認出来たので，1996年11月に同手術を行っ

た．症例 : 89歳，男性，65 gr の肥大症の左右両葉と中葉を経直腸的

超音波ガイド下に経会陰的に穿刺し，7 ml ずつ計 21 ml のエタノール

を注入した．術後14年目の内視鏡検査で肥大した前立腺は完全に消失

していた．よってわれわれの理論の正しいことが証明された．

左陰嚢内 Spindle cell lipoma の 1例 :篠原雅岳，松本吉弘，影林頼

明，三馬省二（奈良県立奈良） 75歳，男性．数日前からの無症候性

肉眼的血尿を主訴に当科受診した．初診時，触診で左精巣の頭側に

6×8 cm の弾性硬の腫瘤を触知した．膀胱鏡では膀胱内に 2カ所の乳

頭状腫瘍を認めた．腰椎麻酔下に経尿道的膀胱腫瘍切除術を施行する

とともに，左陰嚢内腫瘍切除術を施行した．左陰嚢内腫瘍の病理組織

像では，紡錘形細胞の増生と成熟した脂肪細胞の増生を認め，紡錘形

細胞脂肪腫 (spindle cell lipoma) と診断した．諸文献を調べたところ，

陰嚢内 spindle cell lipoma は 2例の報告があるのみであったため，若干

の文献的考察を加え報告した．

陰嚢内に発症した悪性中皮腫の 1例 :岡田宜之，石津谷 祐，植田

知博，井上 均，高田 剛，原 恒男（市立池田） 61歳，男性．ア

スベスト曝露歴は認めず．2009年 1月に左陰嚢内容の無痛性腫大を自

覚し，徐々に増大を認め 2月に当科受診．エコー上，左陰嚢水腫を認

め，左陰嚢穿刺施行したところ，内溶液は血性で核形不整や核小体の

目立つ集塊が指摘された．再発を繰り返し，再穿刺するも内溶液は黄

色透明であり， 3回目に腫瘍性が強く疑われた．免疫染色にて悪性中

皮腫が疑われ，en bloc に左高位精巣摘出術を施行．病理組織では，

多数の結節は異型性のある中皮細胞の集まりで腺構造を呈し，免疫染

色陽性で精巣鞘膜悪性中皮腫と診断．周囲への浸潤は認めず， 1年 6

カ月が経過した現在も再発は認めていない．悪性中皮腫の精巣鞘膜か

らの発生は非常に稀である．一般的に術前診断は困難だが本症例では

穿刺液細胞診が有用であった．治療法は精巣鞘膜を一塊とした外科的

摘除である．

異時性両側性精巣腫瘍の 1例 :大橋康人，前田浩志，羽間 稔（淀

川キリスト教） 54歳，男性．17年前に左精巣腫瘍で高位精巣摘除術

を施行，seminoma の病理組織診断であった．傍大動脈リンパ節転移

から stage IIb と診断し化学療法 (VAB-6 療法）を施行，その後再発

なく経過していた．本年 5月右陰のう腫大で受診，高位精巣摘除術を

行い seminoma の病理組織診断であった．傍大動脈リンパ節転移，縦

隔リンパ節転移，肺転移を認め stage IIIb と診断，化学療法 (VIP，

TIP 療法）を行い経過観察中である．

寛解後，骨，副腎転移を認め集学的治療が有効であった難治性精巣

腫瘍の 1例 :今井聡士，中野雄造，竹田 雅，三宅秀明，田中一志，

藤澤正人（神戸大） 31歳，男性．主訴 : 腰痛 stage IIIB の左精巣腫

瘍（非セミノーマ）に対し，2004年 5月左高位精巣摘除術および抗癌

化学療法 (PEB 4コース）後，同年12月 RPLND 施行．病理診断にて

viable cell の残存を認めたため，adjuvant 化学療法 (VIP 2 コース）

後，外来経過観察となった．2005年 4月，腰痛を認め受診．精査にて

腫瘍マーカーの上昇，左副腎，腰椎に再発を認めたため，PBSCT 併

用大量化学療法 (T-ICE 4コース）を施行し，画像上，左副腎転移巣

は PR，骨転移巣は SD を得た．骨転移巣の生検を施行し，viable cell

を認めなかったため，同年10月左副腎摘除術施行後，骨転移巣に対し

放射線療法を追加した．現在治療後 5年間癌なし生存中である．

精巣区域梗塞の 1例 : 喜馬啓介，篠原雅岳，吉井将人，渡辺秀次

（済生会中和） 66歳，男性．2010年 5月左陰嚢内容の腫大に気付き，

その後同部の疼痛を自覚したため，当科を受診となる．触診上，左陰

嚢内容の腫大，軽度圧痛を認め，精巣エコーにて左精巣内に低エコー

領域を認めた．血液検査，尿検査にて明らかな異常所見は認めず，精

巣腫瘍のマーカーも陰性であった．造影 MRI にて左精巣腫瘍を否定

できず，左高位精巣摘除術を施行した．摘出標本では，左精巣上中極

に約 2×1 cm 大の黒変した病変を認めた．病理所見では，精巣内に

区域性の出血壊死像が見られ，白膜周囲の動脈内に線維化した血栓を

認めた．血管炎や動脈硬化などの所見は見られなかった．以上より白

膜周囲の動脈の閉塞による精巣区域梗塞と診断した．精巣区域梗塞は

稀な疾患であり，調べえた限りでは自験例は本邦で29例目である．

ソフトボールによる精巣破裂の 1例 :金川紘司，森山泰成，西川

徹，萩野惠三（市立泉佐野） 51歳，男性．ソフトボールの打球が左

鼠径部に直撃，左陰のうの腫張，疼痛を認めたため緊急搬送．MRI

で左精巣の白膜に非連続性を認めた．精巣破裂の診断で緊急入院．同

日に試験開腹術を実施，縦方向に断裂した精巣白膜，挫滅した精巣を

一部認めた．正常精巣を温存する形で白膜修復術を実施した．外傷性

精巣破裂は稀であるが，外科的治療を行うタイミングにより精巣温存

率に差があること，また妊孕性の低下の可能性があることからも患者

への十分な説明と理解，長期にわたる経過観察が必要であると考えら

れる．今回若干の文献的考察を加えて報告する．

Rhabdoid features を呈した高異型度型腎盂尿路上皮癌の 1例 :橋

村正哉，小野隆征，星山文明，藤本 健，大山信雄，百瀬 均（星ヶ

丘厚生年金） 64歳，男性．2010年 1月，脱力感，食欲低下を主訴に

近医を受診，左腎腫瘍を指摘され，当科紹介受診．画像検査にて進行

性左腎盂癌 (cT4N3M1) が疑われたが肉腫などの可能性もあり，開放

生検施行するも確定診断には至らず．その後全身状態は急速に悪化し

受診後38日目に死亡．遺族の承諾を得て病理解剖を施行．腎盂は腫瘍

で満たされ，隣接臓器に浸潤．また，多臓器および複数のリンパ節転

移を認めた．病理組織学的所見では高異型度型の尿路上皮癌と，大小

不同が強く細胞質に封入体をもつ類円形の好酸性腫瘍，いわゆる

rhabdoid features を呈する腫瘍を認めた．免疫組織学的染色では CAM

5.2 陽性，p63 陽性，vimentin 陰性，BAF (hSNF/INI1) 陽性であっ

た．以上より rhabdoid features を呈した高異型度型腎盂尿路上皮癌と

診断．Rhabdoid features を呈する腫瘍は，進行がはやく早期に転移し

予後が悪い．治療抵抗性であり，新しい治療法の開発が望まれる．

腎温存療法後 8年で局所再発した，左腎尿管全摘後，右尿管癌の 1

例 :吉川元清，岡島英二郎（市立奈良），山本雅司（白庭），初鹿野俊

介，影林頼明，三馬省二（県立奈良） 61歳，男性．左腎尿管全摘後

経過観察中，右尿管癌を認め経尿道的腫瘍焼却術および BCG 注入療

法で CR． 8年後，右尿管癌局所再発を認めた．再度，経尿道的腫瘍

焼却術および BCG 注入療法を施行するも残存病変を認めた．経尿道

的治療で抵抗性かつ単腎症例であることを考慮し，尿管部分切除術を

施行．病理結果は UC，G2，pT3a であった．術後11カ月現在再発な

どを認めていない．単腎症例や両側発生の上部尿路上皮癌の場合，腎

温存療法が考慮される．近年尿管鏡やレーザーなどの機器の開発に伴

い経尿道的治療が可能となってきたが，本来低悪性度腫瘍であっても

内視鏡的治療による浸潤癌への変遷の可能性があり，腎温存療法でも

開放手術を含めた治療方針を検討する必要があると考えられた．

尿管 S状結腸吻合術後に発症した右腎盂癌， S状結腸癌の重複癌の

1例 :三浦徹也，桑原 元，玉田 博，山田裕二，濱見 学（県立尼

崎） 66歳，女性．30年前に膀胱癌に対して，膀胱全摘尿管 S状結腸

吻合術の既往．発熱，倦怠感にて当院内科紹介．画像上，右水腎，右

腎腫瘍認め当科紹介．右膿腎症，右腎膿瘍と診断し，右腎瘻造設．直

接腎盂造影では，UPJ での完全閉塞であり，腎盂尿培養 E. coli，腎盂

尿細胞診 class IV．大腸内視鏡にて S状結腸の左尿管吻合部肛門側に

腫瘍性病変認め，生検にて adenocarcinoma の診断．抗菌化学療法に

て尿路感染症治療後に，右腎尿管全摘， S状結腸切除，左尿管皮膚瘻

造設術施行．右腎には，黄色肉芽腫性腎盂腎炎を認め，腎盂尿管 :

urothelial carcinoma pT3，G3，v1，ly0，ew-， S状結腸 : well differen-

tiated adenocarcinoma，pM の病理診断であった．

膀胱 Solitary fibrous tumor の 1例 :王 聡，宮後直樹，小森和彦，
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原田泰規，安永 豊，岡 聖次（国立大阪医療セ），児玉良典（同病

理） 72歳，男性．2010年 3月の健診で PSA 高値 (5.1 ng/ml) を指

摘され，同年 4月に当科紹介初診．精査の MRI で前立腺に異常所見

はなく，膀胱三角部に径 8.5 mm 大の腫瘤性病変を発見．内視鏡検査

で膀胱三角部正中に表面平滑な球状腫瘤を認め，膀胱粘膜下腫瘍と診

断．2010年 8月 TUR-Bt を施行し腫瘍の完全切除を行った．病理所見

では spindle cell が膠原線維を伴って不規則に増殖し，小血管も豊富に

見られた．免疫組織化学検査では CD34 (＋），Bcl-2 (±），c-kit およ

び cytokeratins (−）．MIB-1 index は 3％以下であった．以上の所見よ

り solitary fibrous tumor と診断．術後 4カ月現在再発・転移を認めて

いない．

膀胱原発悪性リンパ腫の 1例 :平山幸良，伊藤嘉啓，金丸知寛，青

山真人，園田哲平，中村敬弘（PL） 77歳，女性．排尿困難を主訴

に当院産婦人科受診．エコーで膀胱内の腫瘤を指摘され当科紹介受診

された．血清クレアチニン 1.4 mg/dl の軽度腎機能悪化，sIL-2 737

IU/mlの軽度上昇を認め，血液像は正常であった．腹部造影 CT で左

の水腎症，膀胱後壁左側から膀胱頸部にかけて直径 8 cm の腫瘤性病

変を認めた．TUR 生検施行し，diffuse large B cell lymphoma と診断．

PET-CT による全身検索ではその他の病変を認めず，膀胱原発悪性リ

ンパ腫と診断した．R-THP-COP 療法 6 コース施行し，水腎症は改

善，腫瘍は著明に縮小，残存病変にも PET-CT で FDG の集積認めず

CR と判断．現在外来経過観察中である．

膀胱尿路上皮癌 Clear cell variant の 1例 :鯉田容平，川村憲彦，

上田倫央，氏家 剛，任 幹夫，西村健作，三好 進（大阪労災），

川野 潔（同病理） 82歳，男性．2010年 6月初旬より残尿感，排尿

困難を伴う肉眼的血尿が出現し近医を受診した，腹部超音波にて膀胱

腫瘍が疑われ当科紹介受診となった．膀胱鏡にて後壁に 4 cm 大の単

発有茎性非乳頭状腫瘍を認めた．CT，MRI にて膀胱癌 cT1N0M0 と

診断し，2010年 8月経尿道的膀胱腫瘍切除を施行した．病理組織結果

は urotherial carcinoma clear cell variant，pTa であった．

高カルシウム血症を来たした膀胱扁平上皮癌の 1例 :鄭 裕元，倉

橋俊史，丸山 聡，田中宏和（加古川医療セ），田代 敬（同病理）

72歳，男性．2010年 1月14日，意識障害で当院救急科に搬送．血液検

査にて高 Ca 血症（補正 16.3 mg/dl) を認め，intact-PTHrP は 10

pmol/l と高値であった．精査にて膀胱癌直腸浸潤と診断 (cT4N1M0)

し，骨盤内臓器全摘術を施行した．病理組織検査では腫瘍は扁平上皮

癌で，直腸粘膜下まで広範に浸潤していた．術後高 Ca 血症は改善

し，intact-PTHrP は 3.2 pmol/l と低下した．悪性腫瘍随伴体液性高

Ca 血症は稀な疾患ではないが，膀胱癌の報告例は少なく本症例は本

邦23例目であった．組織型では扁平上皮癌が11例，移行上皮癌が10例

であり，高 Ca 血症を来たす膀胱癌のリスク因子に扁平上皮癌があげ

られる．PTHrP 陽性例が多く，検査された17例中16例で高値を認め

ていた．予後はきわめて不良で自験例も来院後 5カ月目に癌死した．

膀胱肉腫様癌の 1 例 :射場昭典，岩本勝来，康根 浩，北川道夫

（大阪南医療セ） 70歳，男性． 2009年 2月，無症候性肉眼的血尿で

当科受診．膀胱鏡検査で右側壁に石灰化を伴った 1 cm 大の乳頭状広

基性腫瘍を認めたため， 3月，TUR-Bt 施行．異型のある紡錘形細胞

のびまん性増殖が認められ，免疫組織学的検査で，上皮性マーカーで

ある EMA と非上皮性マーカーである vimentin が陽性であることから

膀胱肉腫様癌，pT1 と診断された． 4月，second TUR-Bt 施行．前回

切除部表層に膀胱肉腫様癌の再発を認めたため， 5月，膀胱全摘，回

腸導管造設術施行．病理組織診断は膀胱肉腫様癌，pT1N0M0 であっ

た． 7月，会陰部，陰茎，リンパ節再発．GC 療法および放射線療法

にて著明な縮小効果を認めたが，リンパ節が再腫大，MVAC 療法に

変更も効果なく，2010年 6月，永眠された．

膀胱拡大術術後36年目に利用腸管に発生した腺癌の 1例 :出口典

子，岩田裕之，伊藤哲也，森川洋二（市立伊丹） 87歳，男性．1973

年 2月に左腎結核で左腎摘，同年 5月に萎縮膀胱で膀胱拡大術を施行

された．術後15年までは外来受診を継続していたが，その後不参と

なった．2009年 7月，全身倦怠感の精査目的に内科入院中，腹痛が出

現した．腹部 CT で膀胱腫瘍および限局性の腸管拡張像を認めたた

め，当科紹介受診となった．尿所見は血膿尿であり，膀胱鏡で膀胱内

に広範囲の腫瘍性病変を認め，緊急開腹術を行った．膀胱腫瘍は肉眼

的には利用回腸から発生しており，腸管への直接浸潤は認めなかった

が，腫瘍は非常に脆く一塊での摘出が不能であったため膀胱部分切除

および右尿管皮膚瘻を行った．残存膀胱に明らかな腫瘍性病変は認め

なかった．術後，リンパ節転移の増大を認め，術後 3カ月で癌死し

た．病理診断は利用回腸由来の腺癌であった．

膀胱自然破裂から汎発性腹膜炎および敗血症性ショックを来たした

1例 :仲島義治，堤 尚史，岡村基弘，岩村浩志，光森健二，西村一

男（大阪赤十字） 65歳，女性．多発性硬化症，神経因性膀胱の既往

があり，膀胱留置カテーテルにより排尿管理を行っていた．倦怠感を

主訴に2010年 3月 4日前医受診．腎機能障害，炎症反応高値に加え，

CT 上膀胱近傍に腫瘤陰影を認め，同日当科受診．膀胱造影，CT の

結果膀胱破裂の診断．入院後敗血症性ショックの状態となったため，

ICU 管理の上，循環動態の安定を待って翌日開腹手術施行．術後経

過は良好であり，術後の膀胱造影では造影剤の漏出は認めなかった．

膀胱自然破裂は比較的稀な疾患であり，最近では原因の大部分は放射

線障害によるものと考えられているが，長期間の尿道カテーテル留置

や慢性炎症も膀胱破裂の原因になりうる．患者背景によっては急性腹

症の原因として膀胱破裂の可能性を考慮することが重要と考えられ

た．

膀胱瘻抜去後に膀胱自然破裂を来たしたステロイド内服中，神経因

性膀胱患者の 1例 :前田康秀（京都南），中嶋正和，柴崎 昇（京都

大） 74歳，男性．皮膚筋炎にて 7年前よりステロイド内服し糖尿病

に伴う神経因性膀胱を有した．会陰部膿瘍にて紹介され，膿瘍切開，

経皮的膀胱瘻造設施行．術後 8日目に膀胱瘻を抜去した所 3日後に下

腹痛，腹部膨満，腹水貯留を認めた．尿道カテーテル留置し腹腔ドレ

ナージにて症状軽快．CT は膀胱前壁に壁菲薄化を認め，膀胱瘻孔部

を中心に生じた膀胱破裂と診断．再破裂の予防に抗コリン剤投与と自

己導尿指導を施行．○1ステロイド長期内服による膀胱壁の脆弱化，○2

神経因性膀胱に伴う膀胱壁の過伸展，○3膀胱瘻孔部の創傷治癒遅延，

○4瘻孔完成前のカテーテル早期抜去，と複数の要因が重なり，膀胱破

裂 を生じたと推測した．膀胱壁の脆弱化や過伸展が疑われる症例で

は膀胱瘻造設，カテ抜去には細心の注意が必要と反省させられた．

特異な画像所見を示した気腫性膀胱炎の 1例 : 加藤敬司，長濱寛

二，八木橋祐亮，山本雅一，金丸洋史（北野） 88歳，男性．発熱，

尿閉，血尿を主訴に当科受診．高熱のため緊急入院となった．CT で

気腫性膀胱炎と診断した．前立腺肥大症により長期間多量の残尿が存

在し，また腎硬化症があり腎不全を併発していた．そのため免疫力が

低下し感染症が重症化したと考えられる．第 2世代セフェム系抗生物

質と尿道カテーテルによる膿尿のドレナージで軽快した．気腫性膀胱

炎はガス産生菌により膀胱壁内にガスが貯留する比較的稀な膀胱炎で

現在まで本邦で99例の報告がある．診断はCTが有効であり，膀胱壁

内に沿ってリング状のガス像を認めれば容易に診断可能である．保存

的加療で軽快することが多い．ガス産生の機序として，通常の膀胱炎

と異なり，膀胱壁全層で細菌が繁殖し，閉鎖腔内での細菌の大量増殖

により，解糖が促進され粘膜下に CO2 ガスが貯留するとされている．

膀胱ヘルニアの 1例 :野瀬隆一郎，松井 隆，守殿貞夫（神戸赤十

字） 62歳，男性．数年前から右鼠径部の腫大を自覚していたが経過

観察していた．その後症状が増悪し2010年 8月受診された．同じく数

年前から頻尿も自覚していた．診察の結果，右鼠径ヘルニアの診断．

腹部 CT など施行したところ同部位へ膀胱壁の滑脱を認め，膀胱ヘル

ニアと診断．同疾患に対し，脊椎麻酔下同根治術を施行．術中に軟性

膀胱鏡を用いて膀胱ヘルニアの部位を確認しながら慎重にヘルニア嚢

を剥離した．ヘルニア嚢は開放の上，高位結紮した．後壁補強につい

ては tension-free-repair として UHS 法を採用した．膀胱壁は切除する

ことなく還納のみ行った．ヘルニア内容は腹膜近傍の脂肪腫であっ

た．術後膀胱造影を行い，膀胱ヘルニアは完治していることを確認し

た．

多発腎門部腫瘤を形成した Castleman 病の 1例 : 木内利郎，金光

俊行，野間雅倫，辻川浩三，小野 豊，中森 繁（東大阪市立総合）

症例は50歳，女性．ネフローゼ症候群にて内科通院中の2002年，CT

にて左腎門部に軽度造影効果を示す最大径 3 cm の多発腫瘤を指摘さ

れ，当科紹介受診．軽度の貧血と CRP 高値を認めた．血管造影，

MRI など施行するも明らかに悪性を疑う所見を認めず，経過観察さ
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れていた．しかし徐々に増大傾向および FDG-PET にて集積を認め，

2010年 9月，上腹部正中切開にて腫瘍摘除術施行．病理組織像は，基

本構造が比較的保たれた過形成を示すリンパ濾胞がみられ，濾胞間領

域には形質細胞を多数認めた．明らかな腫瘍を疑う成分はなく

Castleman 病，plasma cell type を強く疑う所見であった．

副腎腫瘍と鑑別に苦慮した後腹膜奇形腫の 1例 :村尾昌輝，町田裕

一，内田潤次，北 和晃，前田 覚，鎌田良子，西川徳彰，井口太

郎，玉田 聡，仲谷達也（大阪市大） 症例は75歳，男性．約 9年前

より近医で右副腎腫瘍を指摘されていたが，症状や内分泌学的ホルモ

ン値に異常はなく経過観察していた．2010年 3月近医を受診し血液検

査でドパミン 79 pg/ml と高値を認めたため同月当科紹介受診．腹部

造影 CT にて右腎上極に接する，石灰化・脂肪を含有する造影効果を

受けない充実性腫瘤 (55×45×66 mm) を認め myelolipoma が疑われ

た．当院での血液検査では異常は認めなかったが手術希望にて2010年

7月腹腔鏡下右腎上部腫瘍摘除術を施行した．病理学的組織診断は後

腹膜から発生した奇形腫であった．術後 2カ月の現在も再発を認めて

おらず経過は良好である．

画像所見の類似した後腹膜脂肪肉腫と腎血管筋脂肪腫の 2例 :浦

邦委，佐々木有見子，楠本浩貴，西澤 哲，吉川和朗，児玉芳季，藤

井令央奈，南方良仁，松村永秀，稲垣 武，柑本康夫，原 勲（和歌

山県立医大） 症例 1は，68歳，女性．上腹部の不快感を自覚し当科

受診．腹部正中から右側に腫瘤を触知し，CT・MRI にて内部不均

一，軽度造影効果を認める 17×12×28 cm の巨大な腫瘤を認めた．

巨大な腎血管筋脂肪腫 (AML) との診断で根治的腎摘除術を施行した

が，病理結果は高分化型脂肪肉腫 (LPS) であった．症例 2は，35歳，

女性．前医で左腎下極に脂肪成分を多く含む内部不均一な腫瘤を指摘

され当科紹介受診．CT・MRI にて左腎下極から後腹膜に突出する内

部不均一で，腫瘤内に脂肪や拡張した血管が認められる 12×8.5×17

cm 大の巨大な腫瘤性病変が認められた．左腎 AML と診断し，根治

的左腎摘除術を施行．病理結果は AML であった．症例 1では腫瘍内

に石灰化を認め，症例 2では腎実質の欠損陰影や腎実質を貫く血管像

が認められ，レトロスペクティブに考察すると，これらの 2症例は術

前にそれぞれ LPS・AML と診断できたと考えられた．

後腹膜脂肪肉腫の 1例 :岩田裕之，出口典子，伊藤哲也，森川洋二

（市立伊丹），山﨑健史（大阪市大） 症例は62歳，女性．乳癌の術前

検査の CT で左腎に腫瘍を指摘され2010年 5月当科紹介となった．自

覚症状は特になかったものの左腎上極に不均一に造影を受ける径 15

cm 大の腫瘤を認め，左腎腫瘍と診断し経腹的に左腎摘出術を施行し

た．腫瘍は周囲臓器との癒着が強かったため膵体尾部，脾臓の合併切

除を行った．摘出標本は薄い被膜に囲まれ，境界が比較的明瞭な乳白

色の腫瘍で，大きさは 15×9×12 cm で総重量は 1,759 g であった．

病理標本にて腫瘍は腎被膜外にあり，線維成分が多く混在するも，脂

肪芽細胞を含む脂肪細胞群が集団に存在し毛細血管が豊富な後腹膜脂

肪肉腫，粘液型と診断された．現在術後経過は良好で膵体尾部切除の

影響もなく血糖値も安定しいる．脂肪肉腫は局所再発が問題となる場

合が多いが本症例では合併切除を行ったことにより治癒切除ができた

ものと考えられた．

後腹膜平滑筋肉腫術後 7 年目に腹壁再発を来たした 1 例 : 岸本

望，高尾徹也，林 拓自，山口唯一郎，宮川 康，辻村 晃，野々村

祝夫（大阪大），小田昌良（友紘会） 79歳，男性．2002年 7月，健

診の腹部超音波検査で左腎下方に約 5 cm の腫瘤性病変を指摘され当

科紹介受診．腹部 CT で左腎静脈に接して内部不均一に造影される腫

瘤を認めた．後腹膜腫瘍の診断で10月後腹膜腫瘍摘除術を施行した．

紡錘形の腫瘍細胞の浸潤増生を認め，また α-SMA 染色，desmin 染色

ともに陽性であり，後腹膜平滑筋肉腫と診断した．術後 7年目に腹壁

に疼痛を伴う腫瘤を自覚．腹部 CT で左腹壁の筋層内に 2 cm 大の辺

縁が造影される腫瘤性病変を認め，腹壁再発が疑われた．2010年 1月

腹壁腫瘤摘出術を施行した．核異型の強い細胞の充実性増殖を認め，

臨床経過を加味して後腹膜平滑筋肉腫再発と診断した．現在術後11カ

月であるが，再発なく経過観察中である．

虫垂利用導尿路造設術を施行した外傷性後部尿道断裂の 1例 :大塚

憲司，青木勝也，橋村正哉，後藤大輔，武長真保，平山暁秀，藤本清

秀，吉田克法，平尾佳彦（奈良医大） 24歳，男性．2008年10月交通

事故による多発外傷で近医受診し，骨盤部 CT で後部尿道断裂を認め

たため，同日，経皮的膀胱瘻を造設された．受傷後 2週間目に経腹的

に尿道形成術を試みるも困難であり，以降，経皮的膀胱瘻管理されて

いた．同院での加療は困難と判断され，2009年10月尿路再建目的に当

科へ紹介された．骨盤部 MRI で後部尿道に 4 cm の断裂と周囲の瘢

痕化を認め，内視鏡検査では内尿道口にスリット状の膜様構造を認め

た．後部尿道完全断裂に膀胱頸部損傷を認め，尿道形成術後に尿失禁

を合併する可能性が高く，虫垂利用導尿路造設術を施行した．術後10

カ月経過しているが，合併症はなく，間欠式自己導尿を 6回/日施行

している．

陰茎 Verrucous carcinoma の 1 例 : 上田倫央，氏家 剛，鯉田容

平，川村憲彦，任 幹夫，西村健作，三好 進（大阪労災），川野

潔（同病理） 症例は59歳，男性．2008年 9月から陰茎亀頭部腫瘤を

自覚していたが放置していた．2009年 8月から排尿時痛を自覚し，近

医泌尿器科を受診．真性包茎を認め，触診にて陰茎亀頭部に硬結を触

知し，陰茎腫瘍疑いにて2009年 9月当科紹介受診となった． 9月に腫

瘍切除術を施行し，病理組織診断は verrucous carcinoma であった．切

除断端は陰性で，脈管浸潤は認めなかった．陰茎癌 verrucous carci-

noma，pTaN0M0 と診断し，追加治療は施行せず経過観察とした．し

かし，術後 6 カ月目の2010年 4 月に再発を認めた．腫瘍生検にて

verrucous carcinoma の再発であることを確認し， 8月に陰茎部分切除

術を施行した．術後 4カ月目の現在，再発，転移は認めていない．

オランザピンが原因と考えられた持続勃起症の 1例 :山口泰広，福

田輝雄，岡本雅之，小川隆義（姫路赤十字），桑田善弘（クワタクリ

ニック） 50歳，男性．主訴は陰茎痛と排尿障害． 3日間勃起状態が

持続するため当科紹介受診．陰茎海綿体ガス分析にて虚血性持続勃起

症と診断し，直ちに寫血・ヘパリン生食および希釈エピネフリンの陰

茎海綿体注入を施行するも改善せず，亀頭陰茎海綿体シャントを作成

し勃起を消退させた．術後の勃起機能は著明に低下し術前後で IIEF-

5 は19点→ 5点まで低下した．本症例は発症直前にオランザピンを内

服されておりオランザピンによる持続勃起症が考えられた．虚血性持

続勃起症は時間の経過とともに陰茎海綿体の不可逆的な線維化を引き

起こし勃起不全となるため，早期に受診するよう疾患についての啓蒙

活動が必要と考える．

陰茎壊死を発症した透析患者の 1例 :上田 勉，松浦 健（松原徳

洲会），吉仲弘充（同腎セ） 59歳，男性． 5 年前より当院腎セン

ターで血液透析施行．2008年 5月と2009年 4月，排尿時痛と肉眼的血

尿出現．各種精査を施行したが，いずれも 1カ月程度で症状消失し，

自己判断で受診中断．本年 4月30日，外尿道口の疼痛出現．同右側が

黒色化し，一部びらんも出現．経過観察していたところ， 6月，亀頭

部黒色化が増大．疼痛が自制を超え，透析も困難であったため， 7月

8日，全身麻酔下で陰茎部分切除術施行．術後，疼痛は消失．創部の

治癒は徐々に改善．論文報告例は，本邦12例，海外42例．本邦の症例

は，ほとんどが長期糖尿病罹患期ののち，発症している．本症例は糖

尿病を有さない症例であった．保存的，外科的治療を問わず死亡率が

高く，手術適応は慎重な判断が必要であるが疼痛管理として積極的に

考慮されるべきと考える．
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