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学 会 抄 録

第214回日本泌尿器科学会関西地方会

（2011年 2月 5日（土），於 高槻 :大阪医科大学附属看護専門学校）

副腎褐色細胞腫が疑われた副腎外原発 Epidermal cyst の 1例 : 山

尾 裕，福原 恒，松原重治，田口 功，川端 岳（関西労災） 52

歳，男性．高血圧の原因精査にて施行した腹部超音波検査で右副腎腫

瘤指摘され当科紹介．CT および MRI にて右副腎出血性嚢胞が疑わ

れ，131I-MIBG シンチグラフィーにて明らかな異常集積を認めず．24

時間尿中カテコラミン正常，24時間尿中ノルメタネフリンのみ軽度高

値であった．以上より右副腎出血性嚢胞が疑われたが，嚢胞性褐色細

胞腫も否定できなかったため腹腔鏡下右副腎摘除術を施行した．病理

結果は epidermal cyst であり，副腎発生と思われる明らかな所見が認

められないことから副腎外原発の可能性が第一に考えられた．後腹膜

腔 epidermal cyst は大変稀な疾患で，感染や悪性化の報告もされてお

り被膜を損傷せずに完全摘出することが必要であると考えられた．

スニチニブによる壊疽性膿皮症の 1例 :松田 歩，坂元宏匡，新垣

隆一郎，山田 仁（医仁会武田総合） 65歳，男性．右腎癌に対し根

治的腎摘施行．術後 7年目に膵頭部転移を指摘．術後11年目よりスニ

チニブ導入し，PR であったが投与19カ月目に発熱，右下腿腫脹を認

めた．右下腿伸側に大きさ約 6 cm の発赤，びらん，出血性水疱を認

め，血液検査では CRP の著明な上昇を認めた．当院皮膚科より本症

例は壊疽性膿皮症の可能性が高いと考えられスニチニブ投与後に生じ

た壊疽性膿皮症を疑い，PSL 40㎎ の点滴を開始した．ステロイド治

療開始日より解熱し，炎症反応も著明に改善した．壊疽性膿皮症は好

中球性皮膚症に属し，好中球主体の炎症性細胞浸潤を認める非感染性

疾患である．スニチニブなどのキナーゼ阻害薬は KIT を阻害するこ

とが知られており，骨髄芽球も KIT を発現しているため，キナーゼ

阻害薬によって分化異常をきたした場合，機能異常をもった好中球が

誘導されると考えられた．

集学的治療により術後 1年の生存を得た転移性ベリニ管癌の 1例 :

山中和明，惣田哲次，平井利明，岸川英史，西村憲二，市川靖二（兵

庫県立西宮） 71歳，男性．左腎腫瘍・多発性肺腫瘍を指摘され当科

紹介受診．左腎摘術施行し，ベリニ管癌，転移性肺腫瘍の診断．

GEM (1,250㎎×体表面積）・CDDP (70㎎×体表面積）による GC

療法施行 (GEM day 1・8，CDDP day 2 投与． 1コース/ 3週間）．治

療効果は PR であったが，肋骨に骨転移を認め， 6コースで終了．骨

転移に対しては，放射線治療 (20 Gy/5 Fr），ゾレドロン酸で加療し

た．また，スニチニブの投与を開始し， 2 カ月間の無病進行期間

(PFS) を得たが，肺病変が PD となり，ソラフェニブ投与へ変更． 1

カ月間の PFS の後，さらに PD となり，エベロリムスを投与開始す

るも，原病増悪にて死亡．集学的治療により，術後1年の生存を得た．

肺癌術後腎転移の 1例 :中尾 篤，山田祐介，相原衣江，古倉浩次

（宝塚市立） 症例は60歳，男性．2007年左肺癌に対して当院呼吸器

外科にて左肺上葉切除術施行．病理組織診断は adenocarcinoma で，

臨床病期 Ia との結果であった．その後追加補助療法なく外来にて定

期的経過観察中，2010年 3月の CT にて左腎上極に 15 mm 大の淡い

不均一な造影効果を有する腫瘤ならびに傍大動脈リンパ節転移を認め

た．原発性腎細胞癌あるいは肺癌の腎，リンパ節転移が疑われたが，

原発性腫瘍の可能性が否定出来ず，全身状態良好で，他の転移を認め

ないことより全身麻酔下腰部斜切開にて腎部分切除術および傍大動脈

リンパ節郭清術行った．病理組織像は2007年の肺癌の像と同様で肺癌

の腎，リンパ節転移と診断された．調べえた限り本邦75例目の肺癌腎

転移症例であった．術後半年経過し，外来化学療法施行中である．

腎癌の膀胱転移の 1例 : 福井浩二，瀧内秀和（西宮市立中央），綾

田昌弘（同病理），川喜田睦司（神戸市医療セ中央市民） 81歳，女

性．1998年に右腎癌にて根治的腎摘除術を受け，結果は clear cell

carcinoma，G1，pT2 であった．2010年 7月，無症候性肉眼的血尿を

主訴に当科紹介受診となった．膀胱右側壁に 2個の有茎性充実性腫瘍

を認め，TURBT を行った．病理組織結果は clear cell carcinoma で

あった．腎癌診断後12年での膀胱転移と診断した．全身検索の結果，

膀胱以外に多発性肺転移を認めた．積極的な治療は希望されず無治療

経過観察となるが，約 6カ月経過した現在膀胱再発なく，肺転移巣の

増悪は認められない．

自然破裂後に手術を施行した腎腫瘍の 2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） ［症例

1］2008年 9月17日に右腰部痛出現．腹部CTにて右腎周囲血腫と診

断．明らかな腫瘍は指摘できず経過観察となったが，2010年 8月 3日

の CT で腎腫瘍と診断．2010年 9月16日，腹腔鏡下腎摘術を行ったが

癒着のため開放手術へ移行した．病理組織は嫌色素性腎細胞癌であっ

た．［症例 2］2010年 6月27日，右腰痛出現．CT にて右腎血管筋脂

肪腫の自然破裂と診断，急性期は保存的に出血の制御が可能であっ

た．腫瘍径が 5 cm あり，再出血の可能性もあるため，同年 9月27日

に手術を施行した．部分切除予定であったが，腎周囲との癒着が強く

腎摘術に移行した．また，AML の場合は，腎温存手術が望ましいが

多くは腎摘術がなされていた．文献的には腎自然破裂後に手術を施行

された報告例は少なくないが，発症後早期に手術を行った方が，癒着

が少ない傾向があった．

腎マラコプラキアの 1例 :井上裕太，鳥山清二郎，阿部弘一，稲葉

光彦（綾部市立） 80歳，女性．腰痛の精査目的に撮影した腰椎

MRI で右腎下極に 20 mm 大の腫瘤を指摘され，当科紹介受診．単純

CT で腫瘤はやや高吸収域を呈し，辺縁の毛羽立ちと Gerota 筋膜の

肥厚を認め，局所浸潤が疑われた．MRI では造影早期相で弱く染ま

り，排泄相での信号変化ははっきりしなかった．以上から腎癌が否定

できず，患者の希望もあり根治的腎摘除術を施行した．病理組織診断

は腎マラコプラキアであった．マラコプラキアは Michaelis-Gutmann

小体を有する比較的稀な慢性肉芽腫性炎症性疾患である．腎発生報告

例は調べうる限り本邦 8例目であり，文献的考察を含め報告する．

Birt-Hogg-Dube 症候群に合併した腎細胞癌の 1例 : 山本雅一，加

藤敬司，八木橋祐亮，長濱寛二，金丸洋史（北野） 62歳，女性．家

族歴 :母脾臓癌，父胃癌．背部痛で受診．CT で右腎腫瘍指摘され，

後腹膜鏡下腎部分切除施行．病理は嫌色素性腎癌．術前に気胸発症し

ており，顔面に丘疹認め生検で線維毛包腫．Birt-Hogg-Dube 症候群と

診断された．Birt-Hogg-Dube 症候群は1977年カナダ人の 3人の医師に

より初めて報告された顔面，頸部，上半身を中心に毛孔に一致して多

発する小丘疹を特徴とする常染色体優性遺伝性皮膚疾患．肺嚢胞に伴

う自然気胸および腎腫瘍の合併を特徴とする．腎細胞癌を合併した

Birt-Hogg-Dub 症候群の本邦報告例は 7例目で，上記 3主徴を伴った

症例は今回が初めてであった．BHD 症候群に発生する腎細胞癌は多

発性両側性が多く今後も慎重に経過をみる必要があると思われた．

副腎 Oncocytoma の 1 例 : 今井聡士，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） 37歳，女性．主訴 :

上腹部痛 腹部 CT にて右副腎に一致する部位に約 10 cm の腫瘤を認

めたため，2009年 8月精査加療目的で当院紹介．CT，MRI では右副

腎に一致する部位に内部均一で血管の豊富な長径 13 cm の腫瘍を認

めた．内分泌学的検査，MIBG，アドステロールシンチグラフィを行

うも正常．副腎皮質癌を否定できず，2010年 9月右副腎摘除術を施行

した．摘出標本は 630 g，腫瘍の皮膜は正常副腎と連続し，好酸性の

豊富な細胞質を有する比較的均一な細胞が充実性，包巣状に増殖して

いた．病理組織学的診断は副腎 Oncocytoma であった．副腎発生の

Oncocytomaは稀であり，病理組織学的には良悪性の診断は困難であ

るとされる．悪性腫瘍を念頭においた慎重な経過観察が必要である．

自然破裂を契機に発見された腎周囲脂肪肉腫の 1例 :中澤成晃，林

拓自，山本致之，谷川 剛，藤田和利，今村亮一，細見昌弘，山口誓

司（大阪急性期医療セ） 75歳，女性．右側腹部痛，腹部膨満感を主
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訴に来院．CT 検査で右腎に接した後腹膜腫瘍と周囲血腫を認めた．

経腹的右後腹膜腫瘍・右腎合併切除術を施行した．病理結果は

liposarcoma，dedifferentiated type であった．周囲血腫の原因は，腫瘍

の急速な増大に伴う内圧上昇にともなう破裂，腫瘍が未分化であり新

生血管の脆弱性，抗血小板剤内服による易出血性などが考えられる．

後腹膜脂肪肉腫の自然破裂はきわめて稀であり， 3例目の報告であっ

た．

小腸転移をきたした腎細胞癌の 1例 :藤末 裕，高原 健，稲元輝

生，能見勇人，右梅貴信，東 治人，勝岡洋治（大阪医大），辻 求

（同大学病院病理） 71歳，男性．根治的左腎摘除術を施行し，病理

結果は腎細胞癌 (renal cell carcinoma，clear cell subtype，pT2，pV＋，

Ly-，G2，INFβ) であった．術後，インターフェロン α やインターロ

イキン 2の治療にもかかわらず，腎摘 9年後に多発性肺転移と腫瘍の

腹腔内播種からの小腸転移を認めた．小腸・十二指腸部分切除術が施

行され，病理組織診断は腎細胞癌の転移であった．患者は10カ月後に

悪液質の進行にて癌死した．腎細胞癌の小腸転移は，われわれが調べ

えた限りでは，40例目である．小腸転移時にはほとんどの症例におい

て他臓器に転移が認められており，その後の予後は不良である．

ステロイド治療により奏功した非特異性限局性尿管炎 (ISU) の 1

例 : 熱田 雄，清水洋祐，兼松明弘，松井喜之，今村正明，井上貴

博，大久保和俊，神波大己，吉村耕治，西山博之，小川 修（京都

大） 52歳，女性．主訴は肉眼的血尿．他院にて右側水腎症を指摘さ

れ，当科受診．初診時エコーにて両側水腎症，CT で両側の中部から

下部尿管に長い範囲の壁肥厚を認めた．尿管鏡にて尿管狭窄部の粘膜

を生検．非特異的な炎症所見を認めるのみで，画像所見と総合的に判

断し ISU と診断した．左側は経過観察で自然軽快したが，右側は自

然軽快せず， 3カ月間尿管ステントを留置した．留置後も軽快を認め

ず，ステロイド投与にて奏功した．内視鏡にて ISU と診断しえたの

は本例が初めてであり，ステロイド治療が奏功したのは文献上 2例目

であった．ISU は尿管鏡下生検，経過観察，ステロイド治療を組み合

わせることで非侵襲的な診断と治療が可能であると考えられた．

塩化ストロンチウム (89Sr) により長期に病勢をコントロールでき

た前立腺癌の 1例 :上山裕樹，井口 亮，金丸聰淳，伊藤哲之（西神

戸医療セ） 67歳，男性．前立腺癌リンパ節転移，多発骨転移

(cT2N1M1) の診断にて2001年より MAB 開始した．治療開始 6カ月

でリンパ節転移消失し，以後骨以外に病変を認めなくなった．ホルモ

ン治療無効となり2007年にドセタキセル 5コース施行するも無効で

あった．その後骨転移による疼痛に対して放射線外照射を繰り返す

が，疼痛部位が多岐に拡がったため2009年に塩化ストロンチウムを開

始した．特に副作用なく，20カ月の間に 5回投与可能であり，投与の

たびに高い鎮痛効果と PSA の低下を認めた．

前立腺癌骨転移との鑑別のため骨生検を要した胸骨肋骨鎖骨過骨症

の 1 例 : 滝澤奈恵，木下秀文，飯田剛嗣，原田二郎，福井勝也，乾

秀和，駒井資弘，中川雅之，川端和史，大口尚基，河 源，松田公志

（関西医大枚方） 69歳，男性．PSA 10.5 ng/ml，直腸診にて前立腺

右葉に硬結を触知した．前立腺生検施行し，左 3/9，右 9/9カ所から

moderately≫poorly differentiated adenocarcinoma，Gleason score 3＋5 を

認め前立腺癌と診断した．CT 上明らかなリンパ節転移を認めなかっ

たが，胸骨下部から左右肋軟骨にかけて骨硬化像を認め，骨シンチで

同部位に集積を認めた．転移との鑑別のため CT ガイド下骨生検を施

行したところ，非特異的慢性炎症所見のみで悪性所見を認めなかっ

た．胸骨病変は胸骨肋骨鎖骨過骨症と診断し，前立腺癌に対しては外

照射療法を選択した．

ドセタキセル投与中に難治性胸水を認め，診断に苦慮した前立腺癌

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） 73歳，男性．去勢抵抗

性前立腺癌に対してドセタキセル療法施行．血清 PSA は低下したが，

胸水貯留のため一時休薬． 3カ月後胸水が改善したため，ドセタキセ

ル療法を再開するも， 2カ月後再度胸水貯留のため休薬．しかしその

後は胸水が増悪したため，胸水穿刺を施行．胸水培養より結核菌が検

出され，結核性胸水と診断した．

化学療法後の後腹膜リンパ節郭清術の適応を考えさせられた進行性

セミノーマの 1例 :佐々木有見子，楠本浩貴，西澤 哲，浦 邦委，

吉川和朗，児玉芳季，南方良仁，藤井令央奈，松村永秀，稲垣 武，

柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大） 44歳，男性，左陰嚢腫大と全

身状態の悪化で救急搬送され精巣腫瘍ⅡC期と診断．化学療法 2コー

ス先行後に高位精巣摘除術を行い，結果はセミノーマ．IGCCC 分類

の good prognosis で化学療法 3コースを追加．5.5 cm の残存リンパ節

に対し後腹膜リンパ節郭清術を施行したが完遂不能で生検のみ施行．

viable cell 陰性であったが PET-CT で集積あり，外照射を 40 Gy 追加

した．術後 1年が経過しても残存腫瘍は縮小し続けている．セミノー

マにおける化学療法後の残存リンパ節は後腹膜リンパ節郭清術の適応

であるが，完全切除できない症例も多い．3 cm 以上の残存でも CT

所見によっては慎重に適応を決定する必要があると思われた．

胃癌術後 5年目で精索転移を認めた 1例 :中河秀生，中村晃和，木

村泰典，藤原敦子，岩田 健，鴨井和実，沖原宏治，河内明宏，三木

恒治（京府医大） 69歳，男性．2005年に胃癌に対し胃全摘除術の既

往．2007年から前立腺癌で経過観察中，2010年 6月に左精索の腫脹を

自覚．精巣腫瘍や消化器系の腫瘍マーカー，PSA は正常範囲内．

MRI では精巣は正常で，軽度の陰嚢水腫と造影効果の淡い精索の腫

脹を認めた．CT では消化管や胆嚢・胆管，膀胱に造影される壁肥厚

や腹水貯留を認めた．典型的な胃癌の腹膜播種の所見ではなく，アミ

ロイドーシスや悪性リンパ腫などの全身疾患も各種検査からは否定的

であり，診断目的に左精巣・精索摘除術を施行．胃癌の精索転移で

あった．転移性精索腫瘍は自験例を含め110例が報告されており，原

発巣では胃癌が半数近くを占める．転移経路としては，リンパ節郭清

後の逆行性リンパ行性転移や腹膜播種からの直接浸潤が考えられた．

卵精巣性性分化異常症の 1例 :武長真保，青木勝也，大塚憲司，後

藤大輔，藤本清秀，平尾佳彦（奈良医大） 1歳，養育性男児．外陰

部異常で前医を受診し，諸検査で 46XX Disoders of sex development と

診断され，精査加療目的で当科を紹介受診した．身体所見では会陰部

尿道下裂・二分陰嚢，右性腺は陰嚢内，左性腺は鼠径部に触知した．

画像検査では男性小子宮・男性膣を認めた．性腺および内性器検索目

的で性腺生検・膀胱鏡・腹腔鏡検査を施行した．両側性腺とも卵精巣

と考えられ，卵巣と考えられる部分は可及的に切除した．病理検査で

卵精巣性性分化異常症と診断し，男性としての養育を継続することと

して外陰部形成術を施行した．術後 7カ月の現在，経過良好である．

本症例は思春期以降に卵巣成分残存による女性化乳房の出現および月

経の発来，また不妊などの可能性もあるため，長期的な経過観察が重

要と考えられる．

単孔式腹腔鏡下性腺摘除術を施行した精巣性女性化症候群の 1例 :

岸本 望，奥見雅由，宮川 康，吉岡 巌，野々村祝夫（大阪大），

澤田健二郎，木村 正（同産婦人科） 20歳，女性．無月経を主訴に

近医受診し内分泌検査にてテストステロン高値を指摘された．精査加

療目的に当院産婦人科を紹介受診．外性器は女性型であったが，盲端

膣を有し，子宮および卵巣は欠如していた．染色体検査は 46XY，

MRI 検査では腹腔内に両側精巣を認めた．以上より精巣性女性化症

候群と診断した．性腺摘除目的に当科紹介受診，単孔式腹腔鏡下性腺

摘除術を施行した．病理組織は精細管内胚細胞腫瘍 (CIS) であった．

術後 5日目に退院し，手術創は術後 1カ月目には臍部のみで目立たず

美容面に優れていた．現在外来にてエストロゲン補充療法を施行中で

ある．単孔式腹腔鏡下手術は低侵襲かつ整容性に優れており精巣性女

性化症候群における性腺摘除の際に考慮すべき術式と考える．

集学的治療を行った膀胱小細胞癌の 1例 :梶田洋一郎，灰谷崇夫，

佐野剛視，七里泰正（大津市民），中嶋正和（京都大），高尾典恭（公

立豊岡） 65歳，男性．膀胱小細胞癌で膀胱全摘後 (pT3bpN0M0)

全身補助化学療法として GC 療法 3コース施行．術後 7カ月で生じ

た多発性肝転移に CDDP，CPT-11 併用動注化学療法を，さらに術後

18カ月で生じた脳転移に全脳照射を施行し CR を得た．その後

etoposide，CDDP 併用全身化学療法を 2コース施行したが次第に高度

の認知運動障害を来たし，術後23カ月で衰弱のため死亡した．本症例

では小細胞癌と尿路上皮癌が混在していたが GC 化学療法が無効で

あったと考えられ，小細胞癌を標的とした周術期補助化学療法を施行

すべきであったと思われる．また脳転移は小細胞癌の重要な予後規定

因子であるが，膀胱小細胞癌の治療において予防的全脳照射の意義は

確立しておらず，米国で Phase II 研究が進行中である．

泌尿紀要 58巻 2号 2012年122



膀胱憩室に発生した小細胞癌の 1例 :長井 潤，近藤宣幸（市立川

西），辻村 亨（兵庫医大病理） 症例は73歳，女性．主訴は肉眼的

血尿．2010年 5月13日肉眼的血尿のため当科受診．膀胱鏡検査で憩室

内に 24×26 mm の有茎性非乳頭状腫瘍を認めた．経尿道的に憩室内

腫瘍を切除したところ，病理組織所見は小細胞癌と尿路上皮癌・扁平

上皮癌の混在であり病期は T2N0M0 であった．腫瘍は憩室内のみに

存在しており，憩室を含めた膀胱部分切除術を施行した．摘除標本内

に尿路上皮癌の領域で微小浸潤および静脈内浸潤を認めたため

gemcitabine と cisplatin の併用による補助化学療法を施行した．術後

4カ月目の2011年 1月現在明らかな再発・転移を認めていない．われ

われが調べえた限り，本症例は膀胱憩室に発生した小細胞癌としては

本邦 3例目である．

膀胱上皮内癌に対する BCG 膀胱内注入療法にて発症した肉芽腫性

肝炎の 1例 :森 康範，梶川博司（泉大津市立） 76歳，男性．膀胱

上皮内癌の診断にてイムノブラダー 80 mg 膀胱内注入療法施行， 3

回目終了後発熱，肝機能障害を認めたためグリチルリチン製剤投与す

るも改善せず．一旦軽快するも再度上昇，その後も肝酵素の改善認め

ず2010年 6月21日腹部超音波下肝生検施行．病理組織診断は肉芽腫性

肝炎でありイムノブラダー膀胱内注入療法によるものと考えられた．

抗結核剤 3剤（イソニアジド，リファンピシン，エタンブトール）内

服開始し肝酵素の改善を認めた．その後内服を継続しイムノブラダー

膀胱内注入療法施行するも，肝酵素の上昇は認められず 6回終了する

ことができた．治療後膀胱生検施行し病理診断は dysplasia のみと

なっており，イムノブラダー膀胱内注入療法は有効であったと考えら

れた．

膀胱原発MALT リンパ腫の 1例 :宮崎 彰，石村武志，中野雄造，

竹田 雅，三宅秀明，田中一志，藤澤正人（神戸大） 71歳，女性．

主訴は右側腹部痛．CT で右水腎症および膀胱壁の肥厚を指摘され当

科紹介．膀胱鏡検査にて三角部を中心に浮腫を伴う隆起性病変を認め

たため粘膜下腫瘍を疑い，経尿道的膀胱腫瘍切除術を施行．病理組織

検査の結果，MALT リンパ腫であった．ガリウムシンチでは明らか

な異常集積を認めず膀胱原発 MALT リンパ腫 stage IA と診断し，

放射線外照射療法を 30 Gy 施行した．膀胱原発 MALT リンパ腫はわ

れわれが調べえた限り本症例が21例目であった．年齢は27歳から85

歳，平均69歳で，性別は男性例 2例，女性例19例であった．主訴を血

尿とする例が半数以上に見られた．膀胱に限局している症例が18例と

多く，治療は放射線治療が 8例，化学療法が 3例および放射線化学療

法が 5例に施行されていた．膀胱全摘を行ったのは初期の 1例のみで

あり近年は膀胱温存療法が選択される傾向にある．

巨大膀胱結石治療後に発症した進行性膀胱癌の 1例 :後藤大輔，武

長真保，大塚憲司，穴井 智，平山暁秀，田中宣道，藤本清秀，吉田

克法，平尾佳彦（奈良医大） 74歳，男性．主訴，無症候性肉眼的血

尿． 5年前より慢性腎不全，膀胱結石指摘されるも放置．腹部 CT で

径 70 mm の膀胱結石を認め，膀胱切石術施行 (7×4×5 cm，228 g，

リン酸カルシウム94％）．手術時の膀胱生検では悪性所見認めず．術

後15カ月後，再度血尿を認め，膀胱鏡で左尿管口付近から膀胱頸部に

非乳頭状広基性腫瘍を認め，骨盤 MRI では恥骨への浸潤を認めた．

TUR-BT で筋層浸潤癌であることを確認し，膀胱全摘除術を施行し

た．所属リンパ節に転移を認め pT4N2M0 の膀胱扁平上皮癌と診断．

術後 2カ月に腹部 CT で骨盤内播種を認め，放射線治療施行されるも

術後 4カ月で永眠した．

膀胱 Müllerianosis の 1例 :永澤誠之，花田英紀，岡本圭生，吉田

哲也，窪田成寿，伊狩 亮，富田圭司，前澤卓也，影山 進，上仁数

義，成田充弘，荒木勇雄，岡田裕作（滋賀医大） 39歳，女性．子宮

筋腫の経過観察中，超音波検査にて膀胱に腫瘤性病変を指摘され，当

科紹介．特記すべき症状は認めず．検尿異常および腫瘍マーカーに異

常なし．尿細胞診 class I．双手診にて可動性のある弾性硬の腫瘤を触

知．膀胱鏡にて後壁に約 2.5 cm の膀胱腫瘤を認め，MRI では T1，

T2 ともに低信号であった．膀胱腫瘍を疑い，診断的 TUR を施行．

病理組織は，卵管上皮，子宮頸管腺上皮，子宮内膜腺上皮を認め，

Müllerianosis と診断した．悪性所見なく，非増殖性病変と考えられた

ため，経過観察とした．術後 3カ月では，腫瘤増大を認めていない．

表在性膀胱癌に合併した炎症性偽腫瘍の 1例 :奥田康登，松村直

紀，安田宗生，清水信貴，山本 豊，南 高文，林 泰司，辻 秀

憲，野澤昌弘，吉村一宏，石井徳味，植村天受（近畿大） 59歳，男

性．2010年10月，尿閉状態にて他院受診．CT，MRI で膀胱頂部に腫

瘍性病変が認められたため，11月10日当院紹介受診．下腹部に腫瘤を

触知し，CA19-9 が 108 U/ml と高値であった．膀胱鏡にて，膀胱頸

部と膀胱頂部に表面平滑な広基性非乳頭状の腫瘍を認めた．表在性膀

胱癌に合併した尿膜管腫瘍を強く疑い，2010年11月26日膀胱全摘除

術，尿膜管・臍部全摘除術，尿管皮膚瘻造設術を施行．病理診断では

膀胱頸部より表在性の尿路上皮癌を認め，膀胱頂部と大網より炎症性

偽腫瘍を認めた．尿路上皮での炎症性偽腫瘍の発生例では，本邦で72

例認め，内訳は腎盂が 9例，尿管が 8例，膀胱が55例であった．

続発性偽性低アルドステロン症によるショックを契機に診断された

両側膀胱尿管逆流症 (VUR) の 1例 : 村井亮介，長船 崇（宇治徳洲

会），福居留依（同小児科），上仁数義（滋賀医大） 5カ月男児．体

重増加不良を主訴に受診．初診時体重 2,810 g，高度脱水，低ナトリ

ウム血症，代謝性アシドーシス，高アルドステロン血症，尿中ナトリ

ウム高値，膿尿を認めた．先天性副腎皮質過形成は否定的であり，尿

細管におけるアルドステロンの不応症を病態とする，偽性アルドステ

ロン症と診断し，ナトリウム補充治療を開始した． 7カ月時に有熱性

尿路感染症を発症．尿路奇形精査を施行したところ，排尿時膀胱造影

検査で右 2°左 5°の両側膀胱尿管逆流症を認め，DMSA 腎シンチグ

ラフィで左腎萎縮を認めた．以上から尿路奇形に尿路感染を伴い発症

した続発性偽性低アルドステロン症と診断した．抗生剤の予防投薬，

ナトリウム補充療法を継続し， 1歳 4カ月時に膀胱尿管新吻合術を施

行した．偽性アルドステロン症を呈する乳児に対しては，尿路奇形の

精査が必要であると考えられた．

後腹膜脂肪肉腫の 1 例 : 片山 聡，西川昌友，山野 潤，阪本祐

一，中村一郎（神戸西市民） 症例は69歳，男性．表在性膀胱癌に対

し TUR-BT 施行し，術後経過観察中 CT にて左腎異常陰影を指摘さ

れた．CT，MRI にて，左腎上極外側に接して長径約 5.5 cm の後腹

膜腫瘍を認め，悪性の可能性を否定できなかったため，後腹膜腫瘍お

よび左腎合併切除術を施行した．摘出標本の重量は 550 g，腫瘍径は

6×3 cm，腫瘍境界は明瞭であり，明らかな腎への浸潤所見は認めな

かった．病理診断は高分化型脂肪肉腫であった．術後約 3年が経過し

た現在，再発なく経過している．また術後，原発性肺癌，原発性甲状

腺癌を併発し，同・異時性 4重癌として経過観察中である．なお，本

疾患を含めた同・異時性 4重癌の報告例は，本邦文献上認められな

い．

高齢者の尿管癌術後リンパ節再発に対しテガフール・ウラシル配合

剤 (UFT) が奏功した 1例 : 三島崇生，堀越幹人，岡田卓也（大阪府

済生会野江） 症例は87歳，男性．2009年 6月左下部尿管癌に対し尿

管部分切除，尿管膀胱新吻合術，左閉鎖リンパ節郭清を施行した．病

理結果は UC，G3，INFγ，pT2 で切除断端は陰性も閉鎖リンパ節に

転移を認めた．年齢を考慮し本人と相談の上，術後補助化学療法は施

行せず経過観察の方針となった．その後傍大動脈リンパ節に約 2 cm

の腫脹を認め，UFT 投与開始．投与開始15カ月後の CT でもリンパ

節消失，UFT は現在も副作用なく継続している．膀胱内再発も認め

ず，尿細胞診は class II を維持している．高齢の尿管癌術後再発に対

し UFT が有効であった症例を経験した．合併症や年齢のため，シス

プラチンベースの化学療法が困難な患者に対し少容量 UFT 投与は選

択肢の 1つと考えられた．

後腹膜鏡下腎尿管全摘除術後にポート部および局所再発をきたした

腎盂尿管癌の 1例 :望月裕司，田中雅博（大阪回生） 82歳，男性．

2009年12月より肉眼的血尿を認め，2010年 1月近医受診し，腹部造影

CT にて右腎盂腫瘍を認めたため，精査加療目的にて当院を受診し

た．諸検査にて右腎盂尿管癌 (cT3N0M0) と診断し，同年 2月後腹膜

鏡下右腎尿管全摘除術を施行．病理組織診断は，urothelial carcinoma，

pT3，G2，INFβ，ly0，v0 であった．術後 adjuvant 療法を施行せず無

治療経過観察中，術後 8カ月目に右創部の腫脹と疼痛を認め，画像検

査にて第 1ポート部に約 7 cm 大の腫瘤および傍大動脈リンパ節転移

を認めた．ポート部再発に対して reduction surgery を施行した．病理

組織診断は，urothelial carcinoma，G2，ly0，v0 であった．術後放射

線治療を施行中である．
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回腸導管内再発をきたした尿路上皮癌の 1例 :和田晃典，新井 豊

（草津総合），平野正満（同外科） 症例は72歳，男性．主訴は肉眼的

血尿．2007年12月に他院にて膀胱癌に対し膀胱全摘，回腸導管造設術

を施行 (UC，G3＞G2，pT1N0M0）．2008年11月左尿管腫瘍を認め，

2009年 1月左腎尿管全摘術を施行 UC，G2＞G3，pT3）．2010年 9月

に肉眼的血尿が出現し造影 CT および回腸導管ファイバーにて回腸導

管吻合部に腫瘍を認めた．また肝腫瘍も認め，PETCT にて S状結腸

に集積あり，下部消化管内視鏡検査にて S状結腸癌と診断．肝転移は

S状結腸癌からの転移と判断し， S状結腸切除および右腎尿管回腸導

管摘出術を施行した．病理結果は UC，G2 であり小腸固有筋層への

浸潤を認めた．現在は外科にて化学療法中である．回腸導管内の再発

は25例の報告があり，本症例を加え考察を行う．

根治的前立腺摘除術後の PSA 再発に対する救済放射線療法の治療

成績 :佃 文夫，楊 東益，白石裕介，上田康生，鈴木 透，相原衣

江，樋口喜英，野島道生，山本新吾（兵庫医大），小倉浩次（宝塚市

立），瀧内秀和（西宮市立中央），吉岡 優（よしおかクリニック），

高田康弘，上紺屋憲彦，廣田省三（兵庫医大放射線科） 根治的前立

腺摘除術 (RP) 後の PSA 再発に対して，救済放射線療法 (SRT) を施

行した35例の臨床成績と有害事象について検討した．救済放射線療法

後の観察期間の中央値は22カ月で，全体の PSA 非再発率は80％で

あった． 1年 PSA 非再発率は88％であった．有害事象は，血尿 6例，

頻尿 2例，直腸炎 4例，肛門出血 2例を認めたが，いずれも grade 2

以下 (CTCAE Ver4) であった．RP 後の SRT は，有害事象が軽度で

短期的な cancer control は良好であった．各種パラメータと SRT 後の

再発との関連について検討を加えた．

骨盤内腫瘤から発見された前立腺悪性リンパ腫の 1例 :西田晃久，

杉 素彦，井上貴昭，増田朋子，川喜多繁誠，室田卓之（関西医大滝

井） 87歳，男性．既往歴 :肺梗塞など．2010年 7月近医で両側腎嚢

胞を指摘され，排尿困難もあり，紹介受診．エコー・直腸診にて前立

腺右側に腫瘤を認めた．PSA など腫瘍マーカーは陰性であった．

CT・MRI にて前立腺癌が疑われ， 9月生検施行．病理は CD20 など

陽性の悪性リンパ腫（びまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫）であっ

た．PET-CT では，骨盤中央の腫瘍や，右第10肋骨に隣接する腫瘍，

左下腿遠位にも集積異常を認めた．血液内科にて精査が行われ，可溶

性 IL-2 レセプターは高値，Ann Arbor 分類 : stage ⅢA，IPI : high

にて，化学療法を考慮され，11月，減量化学療法施行も，呼吸状態悪

く，肺炎など併発され，開始30日目に永眠された．調べえた限りで

は，本邦で33例目の前立腺原発悪性リンパ腫であり，最高齢の症例で

あった．

前立腺癌尿管転移の 1例 :竹澤健太郎，高尾徹也，奥見雅由，辻村

晃，野々村祝夫（大阪大），大橋寛嗣（同病理） 61歳，男性．主訴

は頻尿．PSA 高値 (113.42 ng/ml) と CT で左尿管腫瘍，左水腎症を

認め精査加療目的に入院．血尿はなく尿細胞診 は class II であった．

前立腺生検で GS 4＋5 の腺癌を認め，前立腺癌 cT3aN0M1b と診断し

CAB 療法を開始した．RP で左下部尿管に 4 cm にわたる狭窄を認め

原発性尿管癌を疑った．尿細胞診が class III 以下であったため尿管鏡

下生検施行も悪性所見を認めず，確定診断目的に開腹生検を施行し

た．硬く肥厚した尿管を認めたが術中迅速病理診断では悪性所見を認

めなかった．同部位を切除し尿管尿管吻合とした．HE 染色で尿管筋

層に低分化な癌細胞を認め PSA 染色陽性であった．近位側，遠位側

の尿管は正常で，前立腺癌の尿管転移と診断した．転移性尿管腫瘍は

粘膜下を中心とした病変のため確定診断が困難な場合が多く，自験例

でも尿管部分切除術を必要とした．

急速に進行し閉塞性黄疸をきたした前立腺癌の 1例 :植垣正幸，眞

鍋由美，青山輝義，橋村孝幸（関西電力），河合 潤（同病理） 66

歳，男性．高血圧，PSA 5 ng/ml 前後で他科通院中に右背部痛出現．

CT にて右水腎症および後腹膜リンパ節腫大を指摘され，2010年 6月

当科紹介初診．PSA 38 ng/ml に上昇していたが，直腸診にて硬結な

く，前立腺 MRI にて特記すべき所見なし．初診 3週間後に閉塞性黄

疸を来たし，内視鏡的経鼻胆道ドレナージ施行．PSA 90 ng/ml に上

昇した．右水腎症のため右尿管ステント留置および前立腺生検施行．

12カ所中 2カ所に Gleason score 3＋3 の腺癌を認めた．胆道閉塞によ

る黄疸軽減のため胆管空腸吻合術を試行し，原発巣検索のため後腹膜

リンパ節生検を施行した．低分化前立腺癌転移と診断．現在 MAB に

て PSA 低下中である．

陰茎神経線維腫の 1例 :山田恭弘，矢野公大，平原直樹，伊藤吉三

（京都第二赤十字） 42歳，男性．既往歴，家族歴に特記事項なし．

2年前より陰茎根部の腫瘤を自覚，増大傾向を認めたため2010年 6月

当科受診．陰茎根部右側に弾性硬，無痛性で周囲皮膚の色調変化を伴

わない 65×44 mm 大の腫瘤を認めた．MRI では，T2 高信号で均一，

境界明瞭な腫瘤であり，良性腫瘍の可能性が高いと考えられたが，腫

瘍径が大きく，増大傾向にあるため， 8月腰椎麻酔下に，腫瘍摘除術

施行．腫瘍は皮下に存在し，陰茎白膜に付着していたものの剥離は容

易であった．病理組織像で，腫瘍は紡錘形細胞の増生から成り立ち，

また S-100 蛋白による免疫染色で陽性像を示し神経線維腫と診断し

た．多発する神経線維腫を伴う von Recklinghausen 病は有名である

が，本症例のように陰茎に孤立性に発生した神経線維腫は稀である．

集学的治療にて良好な経過を得た陰茎癌の 1例 :種田建史，大年太

陽，片山欽三，小林憲市，加藤大悟，鄭 則秀，高田晋吾，松宮清美

（大阪警察），辻本正彦（同病理） 66歳，男性．陰茎部痛と発熱を主

訴に近医救急受診．陰茎癌が強く疑われたため当科紹介受診．陰茎部

分切断術を施行し，病理組織診断は Verrucous carcinoma，pT1 であっ

た．術後リンパ節転移に対して 6，9カ月目にそれぞれ右，左浅鼠径

リンパ節郭清術を施行．さらに16カ月目に右骨盤内リンパ節腫大を認

め，化学療法無効のため郭清術を施行．術後，陰茎部に放射線療法と

化学療法を施行するも術後リンパ漏による腹痛のため中止となり，以

降は経過観察で約35カ月再発・転移を認めず経過している．陰茎癌の

予後規定因子としてリンパ節転移は最も重要であり，治療としてはリ

ンパ節郭清が挙げられるが，low risk 症例では過剰治療となる可能性

があり，合併症のリスクも増加することから，症例に応じて郭清範囲

を判断する必要がある．

透析患者に生じた Calciphylaxis による陰茎壊死の 1例 :上野彰久，

平岡健児，松原弘樹，藤戸 章（大阪府済生会吹田） 61歳，男性．

56歳時より慢性腎不全により血液透析を受けていたが，陰茎亀頭部皮

膚びらん・疼痛を主訴に近医受診，局所洗浄，抗生剤投与を受けたが

症状増悪し当科に紹介となった．亀頭部壊死に対して，壊死組織のデ

ブリードマン，計10回の LDL 吸着療法を施行した．疼痛は NSAIDs

では抑えきれず，オキシコドン服用にて軽減した．入院中に腸穿孔に

て緊急手術となり，腸間膜動脈閉塞症と診断され手術翌日に死亡し

た．病理解剖を行い，中小血管の中膜の石灰化像を認め，calciphy-

laxis と診断した．有効な治療法は確立されておらず，calciphylaxis に

よる陰茎壊死に関して，保存的治療，外科的治療（陰茎切除）のいず

れにおいても壊死増悪・死亡が治癒例を上回ると報告されている．

超音波検査により診断した同時性両側性精巣腫瘍の 1例 : 福田輝

雄，山口泰広，岡本雅之，小川隆義（姫路日赤） 34歳，男性．2009

年 8月，右陰嚢の腫大を主訴に前医受診．CT にて軽度右精巣の腫大

を認めたが，内部均一で腫瘍マーカーも基準値内のため厳重経過観察

となった．2010年 6月22日，手拳大まで右精巣が腫大し前医再診．精

巣腫瘍の疑いにて翌日当科紹介受診となった． 3子あり．血液検査で

は hCG-β，LDH の軽度上昇を認めた．また超音波検査で右精巣の腫

大，内部に多数の腫瘤の集簇を認め，左精巣では内部に 10×5×7

mm 大の hypoechoic な腫瘤を認めた．両側精巣腫瘍と診断し，当日

緊急で右高位精巣摘除術を施行．患者の希望により， 9月10日左精巣

部分切除術を施行．病理組織はいずれも Seminoma であった．術後 4

カ月，明らかな再発は認めていない．触知不能の精巣腫瘍を超音波検

査で診断し，ホルモン環境維持のため精巣部分切除術を施行した 1例

を経験した．

精巣鞘膜由来と考える悪性中皮腫の 1例 :水流輝彦，坂野祐司（社

保滋賀） 79歳，男性．2007年に左陰嚢水腫に対して根治術施行

(Winkelmann法）．2010年 9月に左陰嚢の腫大と硬結の訴えあり．身

体所見，超音波所見より精巣腫瘍と診断し，高 位精巣摘除術を施行．

病理組織は腺管構造を示す上皮性性格と肉腫様構造を示す非上皮性性

格の二相型を示し診断に難渋したが，免疫染色にて悪性中皮腫と診断

された．PETCT にて他臓器に悪性所見を認めなかったため，精巣鞘

膜原発と診断した．悪性中皮腫は胸膜などの中皮細胞が存在する組織

より発生し，アスベストへの暴露が危険因子である．本症例ではアス

ベストへの暴露は認めなかった．精巣鞘膜由来と考えられるものは 5
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％以下とされ，非常に稀な症例であり，本邦では30例の報告を認める

のみである． 3年前に施行した陰嚢水腫根治術の際には明らかな異常

所見は認めなかった．

後部尿道ポリープの 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） 83歳，男性．排

尿困難を主訴に受診．排尿時膀胱造影にて膀胱頸部に陰影欠損を認め

た．尿道膀胱鏡施行したところ，前立腺部尿道に表面平滑な腫瘤を認

めた．排尿障害の原因と考えて，経尿道的腫瘍切除術を施行．病理結

果は fibroepithelial polyp の診断であった．

尿道海綿体発生と考えられた会陰部 Solitary fibrous tumor (SFT)

の 1例 :楠本浩貴，佐々木有見子，西澤 哲，浦 邦委，児玉芳季，

吉川和朗，藤井令央奈，南方良仁，松村永秀，稲垣 武，柑本康夫，

原 勲（和歌山医大） 37歳，男性．会陰部腫瘤を主訴に当院紹介受

診．会陰部皮下に手拳大の腫瘤を触知．直腸診でも肛門から 1 cm 頭

側・腹側に腫瘤を認めた．CT，MRI で会陰部前立腺下方に尿道海綿

体と接するようにして 8 cm 大の腫瘍を認めた．尿道膀胱鏡検査では

異常なし．経直腸的腫瘍生検で SFT を強く疑う所見であったため，

経会陰的腫瘍摘出術を施行．腫瘍は尿道海綿体に連続しており，同部

が発生母地と考えた．腫瘍は被膜を有し，割面は灰白色で充実性の腫

瘍であった．病理組織像で紡錘形細胞が花むしろ構造を呈し，また膠

原線維に富んでおり，免疫染色で CD34 に陽性であることから，SFT

と診断．会陰部発生の SFT は自験例が 3例目であった．

自宅飼育應部によって CAPD カテーテルが破損した腹膜透析患者

の 1例 :村尾昌輝，立花大和，北 和輝，長沼俊秀，武本佳昭，仲谷

達也（大阪市大） 症例は68歳，男性．慢性腎不全で腹膜透析を施行

中．自宅で飼っているオウムが CAPD カテーテルに噛み付き，カ

テーテル損傷を起こしたため当院受診．排液の漏出を認めたが混濁な

く，明らかな腹膜炎症状も認められなかった．その後は飼育オウムに

注意し，問題なく CAPD を施行されている．飼育ペットによる

CAPD カテーテルの損傷報告では，オウムなどの鳥類に関しては報

告がないが，ネコの咬みつきによる腹膜炎の報告が最も多い．ペット

を飼育している腹膜透析患者では自宅で鳥類を飼育する際に，鳥類に

CAPD カテーテルを破損される可能性があることを念頭に置く必要

があり，われわれ医療従事者も留意する必要がある．
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