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腹腔鏡下腎部分切除術を行った腎平滑筋腫の 1例

西山 隆一1，金谷 勲1，岡 裕也1，市島 國雄2

1奈良社会保険病院泌尿器科，2奈良社会保険病院病理部

LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY FOR

RENAL LEIOMYOMA : A CASE REPORT

Ryuichi Nishiyama1, Isao Kanatani1, Hiroya Oka1 and Kunio Ichijima2

1The Department of Urology, Nara Social Insurance Hospital
2The Division of Pathology, Nara Social Insurance Hospital

A 60-year-old man visited our hospital with a complaint of right renal incidentaloma which was pointed

out on abdominal ultrasonography for a medical check-up. Abdominal computed tomography showed a

renal tumor in the right kidney, which was a slightly high-dense relative to the renal parenchyma and was

enhanced in the arterial phase. The tumor had grown gradually from 1.4 to 1.7 cm in diameter. After the

observation for 4 years, he underwent pure laparoscopic non-ischemic partial nephrectomy using a

microwave tissue coagulator. Histological examination of the specimen revealed a leiomyoma of the kidney.

This is the 5th case of successful laparoscopic partial nephrectomy for renal leiomyoma in Japan within the

retrieved references.

(Hinyokika Kiyo 58 : 197-201, 2012)

Key words : Leiomyoma, Renal tumor, Laparoscopic surgery, Partial nephrectomy, Microwave tissue

coagulator (MTC)

緒 言

腎平滑筋腫は比較的稀な腫瘍であり，特徴的画像所

見が少ないため術前に診断しうることは困難である．

今回われわれは緩徐な増大傾向を示し，腹腔鏡下にマ

イクロ波凝固装置を使用し腎部分切除術を行った腎平

滑筋腫の 1例を経験したので，ここに報告する．

症 例

患者 : 60歳，男性

主訴 : 右腎腫瘤

既往歴 : 特記事項なし

泌58,04,3-1-1 泌58,04,3-1-2

Fig. 1. Abdominal CT showed a renal tumor in the right kidney, which was a slightly high-dense relative to renal
parenchyma and was enhanced in the arterial phase.

現病歴 : 健診エコーにて右腎腫瘍を指摘され，2005

年 1 月当科初診．腹部 CT，MRI 検査行うも径 14

mm と小径で質的診断も困難であった．患者希望もあ

り，経過観察していたところ，径 14∼17 mmとやや

増大傾向を認めた．悪性腫瘍の可能性も否定できず，

患者と相談の上，2009年 2月腹腔鏡下腎部分切除術目

的で入院となった．

入院時現症 : 身長 172.3 cm，体重 68.5 kg，血圧

108/62 mmHg，脈拍60回/分，体温 36.4°C，表在リン

パ節を含め，体表から腫瘤触知しなかった．

検査所見 : PSA 6.82 ng/ml とやや高値を呈した以

外は血液，検尿検査で特記なし．CRE 0.9 mg/dl，
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泌58,04,3-2-1 泌58,04,3-2-2

Fig. 2. MRI showed an iso-intensity mass on T1-weighted image, and a low-intensity mass on T2-wighted image.

eGFR 67.2 ml/min/1.73 m2 であった．

画像検査 : 右腎中外側に 17 mm 大の腫瘍を認めた．

エコーでは内部は大部分腎実質と同輝度だが，音響陰

影を伴わない高輝度領域が点状に散在していた．腹部

単純 CT 検査では内部均一でやや高吸収の腫瘤影で，

造影 CT では早期で内部均一に造影され，遅延期で均

一に速やかに排泄された (Fig. 1）．MRI では T1 強調

画像で腎皮質と等信号，T2 強調画像では腎実質より

低信号の腫瘤像を示した (Fig. 2）．オンコサイトーマ

の可能性を考え血管造影を行ったが，腫瘍辺縁やや血

管過多像があるも車軸様血管などの特異所見はなかっ

た．以上の画像検査結果より腎細胞癌（特に papillary

type) もしくは脂肪成分の乏しい腎血管筋脂肪腫を考

えた．

入院経過 : 2009年 2 月，腹腔鏡下腎部分切除術を

行った．手術は右腎盂に尿管カテーテル留置し，体位

は左半側臥位で経腹的アプローチにて行った．腫瘍は

径約 2 cm，右腎中程で外腹側に位置し，半分ほどが

突出していた．腎を十分可動できるように腎周囲を剥

離し，腫瘍辺縁より 5 mm のマージンを想定しマーキ

ングした後に，端子長 15 mm，凝固 65 W・45秒，解

離15秒の設定でマイクロ波組織凝固装置にて全周性に

泌58,04,3-3-1 泌58,04,3-3-2

Fig. 3. Microscopic appearance of the surgical specimen. The tumor consisted of interlacing bundles of smooth
muscle with little mitosis (HE×100). Immunohistostaining examination of alpha-SMA showed strong
positive staining.

10カ所凝固し無阻血に腫瘍切除した．切除面からの出

血は少量で，腎杯の開放も認めなかった．腎実質縫合

は行わず，切除面にフィブリン糊を塗布し止血確認し

手術終了した．手術時間 4時間34分，出血量は少量で

あった．

病理組織学的所見 : 肉眼的に径 2 cm の腫瘍で断面

赤白色調であった．組織学的には紡錐形から卵円形の

腫瘍細胞増生を認め，壊死像や核分裂像のような悪性

所見を伴わず，α -SMA 染色陽性，desmin 染色弱陽

性，HMB-45 染色陰性，keratin 染色陰性で，腎平滑

筋腫の所見であった (Fig. 3）．

術後経過 : 出血や尿瘻などの合併症なく，術後経過

は良好であった．術後 6日目で行った造影 CT で右腎

に術後変化と考えられる限局的な腎実質の造影低下を

認めたが，術後 8カ月後の造影 CT では腎実質の造影

低下はほぼ消失し，切除部分に嚢胞性変化を認めるの

みであった．腎機能は，術翌日に血清クレアチニン値

1.6 mg/dl，eGFR 35.8 ml/min/1.73 m2 まで悪化した

が，術後11日目には 0.9 mg/dl，eGFR 67.2 ml/min/

1.73 m2 と術前の値にまで回復した．現在，術後より

2年経過するが，腫瘍の再発を認めていない．また前

立腺に関し，直腸診で弾性硬，エコーで体積 58 ml の
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前立腺肥大を認め，経直腸的前立腺針生検を行ったが

悪性所見なく，併せて経過観察中である．

考 察

平滑筋腫は平滑筋を含む組織より発生しうる良性腫

瘍であるが，泌尿器科領域での報告は比較的稀であ

る1)．本邦での泌尿器科領域での平滑筋腫報告は，膀

胱，傍尿道，精巣上体，腎の順に多く，腎平滑筋腫は

泌尿器科領域全体の13.8％（84例/609例）を占め

る2)．Fujii ら3)は健康成人17,941人に対して健診目的

の超音波検査を行い，24例の腎血管筋脂肪腫と，20例

の腎細胞癌が見つかったが，腎平滑筋腫は 1例のみで

あったと報告している．腎平滑筋腫の発生母地は，腎

被膜（37％），腎盂腎杯（17％），腎実質内血管（10％），

その他確定不能（37％）と推測され，腎被膜からの発

生が最も多く認められる4)．

Table 1. Reported cases of renal leiomyoma in Japan

No
報告
者

報告
年 年齢 性別 患側 主訴 術前診断 手術

大きさ
(cm) その他 MRI

86 島 2003 60 女 左 健 診 エ
コー異常 r/o 悪性腫瘍 左根治的腎摘

除術 7

T1W : 内部均一
低信号，T2W :
辺縁低信号・中心
高信号

87 氏家 2004 31 女 右 右季肋部
腫瘤自覚

腎被膜発生後
腹膜腫瘍

右腎一部と腫
瘍の摘除術 13*9*6 ―

88 重原 2006 43 男 左 γ-GTP
高値精査 r/o RCC*

後腹膜鏡腎部
分切除術・無
阻血 MTC*

1.2*1.2*1.0

T1W : 腎よりや
や低信号・ほぼ均
一造影，T2W :
著明な低信号・脂
肪成分なし

89 三上 2007 27 男 左 体調不良
精査 s/o RCC 左腎摘除術 3 ―

90 川合 2008 39 女 左 腰痛 s/o RCC
左腎部分切除
術 8.0*4.2 ―

91 田中 2008 42 男 右 胆石精査 ― 開腹右腎摘出
術 5 胆摘併行 ―

92 田中 2008 63 男 右
右鼠径ヘ
ルニア精
査

― 開腹右腎摘出
術 5

鼠径ヘルニ
ア，根治術
併行

―

93 中嶋 2009 35 女 左 急な左下
腹部痛 RCC の破裂

腎動脈塞栓
術，左腎腫瘍
摘出・横行結
腸部分切除術

10*15 自然破裂 ―

94 南村 2010 75 男 左 CT 異常 s/o RCC
腹腔鏡下腎部
分切除術・阻
血

1.9 ―

95 南村 2010 36 女 右 CT 異常 r/o RCC
腹腔鏡下腎部
分切除術・無
阻血 MTC

3.2 ―

96 吉野 2010 53 女 左 健 診 エ
コー異常 r/o RCC 腎部分切除術 1.6 ―

97 吉野 2010 56 女 右 健 診 エ
コー異常 s/o RCC 腎部分切除術 0.7 ―

98 倉橋 2011 56 女 右 感冒症状
精査

cystic RCC or
腎杯憩室発生
腎盂癌

後腹膜鏡下右
腎尿管全摘除
術

3.5*3 ―

99 山野 2011 45 女 左 高血圧症
精査

s/o RCC or
腎盂腫瘍

左腎摘除術 ― 造影効果あり

100
自験
例 2011 60 男 右 健 診 エ

コー異常
AML* without
fat or RCC

腹腔鏡下腎部
分切除術・無
阻血 MTC

1.7
T1W : 腎と等信
号，T2W : 腎よ
り低信号

No 86-100. * MTC : Microwave tissue coagulator. r/o RCC : Rule out renal cell carcinoma. s/o RCC : Suspicion of renal cell
carcinoma. AML : Angiomyolipoma.

五十嵐ら5)，大畠ら6)が，本邦での腎平滑筋腫85例

を集計しており，それ以降も文献や学会で報告されて

おり，合わせると自験例を含め100例の報告を認める．

86例目以降の15例を示す (Table 1）．さらに，全体の

100例を最初の70例と最近の30例の 2群に分け，その

特性を示す (Table 2）．全例の平均年齢は49.3歳で，

患側は右側53例，左側45例（不明 2例）で，おのおの

2群間に有意差を認めなかった．また報告例の性別は

男性33例，女性67例で女性の報告例が多く，さらに女

性例（平均 8.7 cm) が男性例（平均 5.3 cm) に比し

て腫瘍径が大きい傾向があり (p＝0.03 : Wilcoxon

test），さらに長径 10 cm を超える腫瘍径が大きい症例

に限ると19例中16例（84.2％）と女性症例が大多数を

占めた．これらは，平滑筋腫の発育に女性ホルモンの

関与が示唆されており7)，その意見に矛盾しないもの

と考えられる．かつて発見契機は痛みや腫瘤触知が大

西山，ほか : 腎平滑筋腫・腹腔鏡下腎部分切除術 199



Table 2. Characteristics of renal leiomyoma in Japan

本邦報告の腎平滑筋腫100例（人) 初期の70例（人) 最近の30例（人) p 値

平均年齢 49.3歳 49.3歳 49.1歳 p＝0.94*1

性 別

男 33（％) 20（28.0％) 13（43.3％) p＝0.15*2

女 67（％) 50（71.0％) 17（56.6％)

患 側

右 53（％) 38（54.2％) 15（50.0％) p＝0.59*2

左 45（％) 30（42.8％) 15（50.0％)

不 明 2（％) 2（ 2.8％)

主 訴

無症状 51（％) 29（41.4％) 22（73.3％) p＝0.0051*2

有症状 47（％) 39（55.7％) 8（26.6％)

不 明 2（％) 2（ 2.8％)

術前診断

腎良性腫瘍 4（％) 3（ 4.2％) 1（ 3.3％)

腎嚢胞（出血性など含む) 3（％) 3（ 4.2％) 0（ 0.0％)

その他（腎癌など) 93（％) 64（91.4％) 29（96.6％)

術 式

腎摘除 63（％) 48（68.5％) 15（50.0％) p＝0.0053*2

腎温存 28（％) 13（18.5％) 15（50.0％)

不 明 9（％) 9（12.8％)

最大腫瘍径

≦4 cm 38（％) 21（30.0％) 17（56.6％)

4 cm＜ ≦ 7 cm 17（％) 12（17.1％) 5（16.6％)

7 cm＜ ≦10 cm 11（％) 7（10.0％) 4（13.3％)

10 cm＜ 20（％) 18（25.7％) 2（ 6.6％)

不 明 14（％) 12（17.1％) 2（ 6.6％)

平 均 7.6 cm 9.0 cm 4.6 cm p＝0.0028*3

*1 : Student’s t-test. *2 : Pearson’s chi-square test. *3 : Wilcoxon test.

部分を占めていたが，画像診断の進歩に伴い，昨今は

無症状の偶発腫瘍が報告さることが有意に多くなって

おり，報告される腫瘍径は有意に小さくなっている．

術前に，良性腫瘍と診断されたものは散見されたが，

腎平滑筋腫と明確に診断されていたものは皆無であっ

た．

腎平滑筋腫の典型的な画像所見は，CT で腎実質よ

り高吸収で均一に造影され，MRI では T1 強調画像

で筋肉と等信号，T2 強調画像で筋肉と同程度に低信

号を呈する．しかし硝子化変性，石灰化，嚢胞形成な

どを伴って，多彩な画像所見を示すことがある2)．ま

た血管造影像では hypovascular なものが大部分だが，

avascular なものや hypervascular なものもあり，統一

性がない8)．したがって，脂肪成分の少ない腎血管筋

脂肪腫，腎細胞癌（特に papillary type），腎平滑筋肉

腫などと腎平滑筋腫を画像診断で完全に鑑別すること

は困難である．実際大部分の症例で術前画像検査にて

悪性腫瘍を否定できず，腎摘除術もしくは腎部分切除

術が行われ病理組織検査にて腎平滑筋腫と診断されて

いる．

治療方針について，腫瘍径が小さく経時的増大傾向

に乏しければ，良性腫瘍も念頭に置いて経皮的生検や

画像検査による経過観察も考慮されうる．しかしなが

ら，松嵜ら8)は画像検査で 4 cm 以下の腎癌が疑われ

たが，諸事情で経過観察した15例，平均観察期間38カ

月，について検討し，腫瘍の平均増大速度は 1年あた

り 0.06 cm で，観察中明らかに増大したのは 4例だ

けだったと報告している．自験例の増大速度は 1年あ

たり 0.075 cm で，増大傾向からは良性悪性の区別は

つけにくいと考えられる．また，生検検体で平滑筋腫

と平滑筋肉腫（特に高分化型）を完全に鑑別すること

は困難で，正確な病理診断のためには十分なサンプリ

ングが必要であり，また平滑筋肉腫は先在する平滑筋

腫が悪性化することにより生じるとの意見もある4)．

平滑筋腫と平滑筋肉腫との病理組織学的鑑別点は，○1

境界明瞭な腫瘤で組織破壊性の発育が認められない，

○2著しい細胞の多形性が見られない，○3凝固壊死が見

られない，○4核分裂像がきわめて僅少で，Ki-67 陽性

率が 1％以下，である9)．しかし病理学的検査で良性

と診断されたにもかかわらず転移を認めた症例や，腫
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瘍内の大部分は良性所見だが一部に悪性像を認めた症

例も報告されている10)．よって，基本的には腎平滑

筋腫は良性腫瘍で予後良好であるが，手術摘出による

十分な組織学的検索および，その後の経過観察が必要

との意見もある11)．

手術方法について，4 cm 以下の腎癌に対して腎機

能温存手術の手術成績は良好と報告されており12)，

近年では腎温存手術が積極的に行われつつある．それ

にしたがって，腎平滑筋腫の手術方法に関しても，腎

温存手術は最初の70例中は13例（18％）のみの報告で

あったが，最近の30例中では15例（50％）と有意に多

く報告されるようになっている．本症例は，腫瘍の大

きさが約 2 cm と小径で右腎中外腹側に位置し外側に

突出しており，さらに良性腫瘍の可能性も考慮してい

たことから，腎部分切除術の良い適応と考えられた．

自験例はマイクロ波組織凝固装置（以下，MTC)

を用いた腎部分切除術を行い，腎機能を良好に温存し

えた．凝固熱が腎茎部血管や腎盂腎杯に波及したため

と考えられる広汎腎壊死や難治性尿瘻の報告もあり，

できるだけ腎辺縁にあり外方突出した腫瘍を選択し，

過剰に凝固し過ぎないといった注意を要する13)．し

かし適切に MTC を使用できれば，無阻血に切開で

き，凝固による腎損傷も限定的なため，良好な腎機能

温存を可能としている．また，近年は体腔鏡下に腎温

存手術を施行された症例も増加しているが，これまで

のところ体腔鏡下に腎部分切除術が行われた腎平滑

筋腫の報告は，本邦では自験例を含め 5例に過ぎな

い2,5,6)．自験例以前に体腔鏡下腎部分切除術を行っ

た腎平滑筋腫の報告は， 4 例とも自験例と同じく

MTC を用いた報告であった．それは，おのおのが腫

瘍径 1∼3 cm と小径で，腎外側に位置しており MTC

の良い適応であったためと考えられた．

結 語

腹腔鏡下腎部分切除術を行った比較的稀な腎平滑筋

腫の 1例を経験したので，若干の文献的考察を加え，

ここに報告した．
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