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学 会 抄 録

第216回日本泌尿器科学会関西地方会

（2011年 9月24日（土），於 ドームシティガスビル）

酸性尿酸アンモニウム結石の 1 例 : 山尾 裕，奥野優人，福原

恒，松原重治，田口 功，川端 岳（関西労災） 38歳，女性．左背

部痛を主訴に近医受診．左尿管結石および多発両側腎結石を指摘され

精査加療目的に当科紹介． 入院時現症 :身長 161 cm，体重 37.0 kg，

BMI 14.3と著明な羸痩を認めた．2010年12月左尿管結石に対し TUL，

両側腎結石に対し2011年 3月から 5月にかけ ESWL 施行．結石成分

は蓚酸カルシウムと酸性尿酸アンモニウムの混合結石であった．酸性

尿酸アンモニウム結石は，発展途上国の小児の結石に多いとされる

が，先進国での発生率は全結石の0.07∼0.2％で稀な結石である．本

邦における本結石患者背景として最も多いものは，神経性食思不振症

である．自験例は，食事は不規則で偏食があり神経性食思不振症患者

に類似した低栄養をもたらし，酸性尿酸アンモニウム結石の形成に影

響したと考えられた．

右腎癌胆嚢転移の 1例 :鈴木光太郎，桃園宏之，小川悟史，三浦徹

也，近藤 有，山田裕二，濱見 學（兵庫県立尼崎） 症例は64歳，

男性．当院外科での CT にて，右腎腫瘍を認めたため当科紹介．右腎

上極に径 80 mm の造影効果のある腫瘍を認め，同時に多発肺転移お

よび胆嚢に造影効果のある有茎性腫瘍を認めた．腎癌多発肺転移

cT2aN0M1 と診断し，胆嚢腫瘍に関しては，その頻度から良性胆嚢

ポリープもしくは原発性胆嚢癌と診断して，同一ポートによる腹腔鏡

下右腎摘除術および腹腔鏡下胆嚢摘除術を施行した．病理組織学的検

査では腎腫瘍，胆嚢腫瘍とも clear cell carcinoma であり，腎細胞癌胆

嚢転移と診断した．腎癌の胆嚢転移は0.4％と非常に稀であり，しば

しば診断に難渋する．術前診断は画像所見をもとに行われるが，悪性

腫瘍が疑わしい場合は開腹胆嚢摘除術が適切であると考えられた．

右腎癌術後18年目に膵転移を来たした 1例 :岡田紘一，岡田宜之，

川村憲彦，氏家 剛，任 幹夫，辻畑正雄，三好 進（大阪労災）

77歳，男性．膵頭部腫瘤指摘され当院外科紹介．PET にて他の部位

に集積認めず，膵液・胆汁細胞診は陰性．SSPPD にて淡明細胞癌と

診断された．原因は18年前の右腎癌術後再発と考えられた．

術後26年目に発症した乳癌腎周囲脂肪織転移の 1例 :山本致之，上

田倫央，武田 健，中田 渡，新井康之，中山雅志，垣本健一，西村

和郎（大阪府立成人病セ），吉田栄宏（大阪大） 66歳，女性．主訴

は右腎腫瘍精査．現病歴は1984年に左乳癌に対し乳房切除術施行．

2006年に肺癌に対し右中下肺葉切除術施行．2010年10月，肺癌のフォ

ローアップ CT で，右腎腫瘍を指摘され，当院紹介受診．腹部造影

CT にて，右腎外側から腰方形筋近傍まで連続する hypovascular な腫

瘍を認めた．開腹生検術を施行し，迅速病理診断にて悪性所見を認め

たため，右根治的腎摘除術を施行．病理組織所見では腫瘍細胞が腎周

囲脂肪内で瀰漫性に増殖しており，Gerota 筋膜・副腎への浸潤も認

めた．免疫組織化学検査では，estrogen receptor で陽性，thyroid trans-

cription factor で陰性を示し，乳癌の腎周囲脂肪織転移と診断した．

再発は認めなかったが，術後 2カ月目に自宅で転倒死した．

腎集合管癌の 1例 :稲垣裕介，金光俊行，向井雅俊，中山治郎，今

津哲央，目黒則男，清原久和（市立豊中），古本あゆみ，足立史朗

（同病理診断），藤田昌弘（大手前），志水清紀（志水医院） 82歳，

男性．2010年 5月から無症候性肉眼的血尿を自覚．同年 6月に近医を

受診し DIP・造影 CT で右腎盂腫瘍を疑われ，精査加療目的に同年 8

月に当院紹介となる．尿細胞診は class II，DIP で右上腎杯の造影不良

を認め，腹部造影 CT で右腎上極腹側に 45×33 mm の境界不明瞭で

造影効果の乏しい腫瘍を認めた．腎癌cT1bN0M0 の診断で用手補助

腹腔鏡下右腎全摘除術を施行した．摘除標本では一部境界不明瞭で出

血を伴う灰白色の腫瘍で，上腎杯内への浸潤を認めた．病理組織学的

には，腎髄質に局在する管腔形成性の腫瘍で，腎集合管癌と診断し

た．術後 1年 1カ月が経過した現在，転移再発は認めない．

腎細胞癌 IVC 内腫瘍塞栓摘除時に IVC フィルター除去に難渋した

1例 :楊 東益，中西裕佳子，白石裕介，東郷容和，田岡利宜也，鈴

木 透，中尾 篤，樋口喜英，兼松明弘，野島道生，山本新吾（兵庫

医大），造住誠孝，廣田誠一（同病理），相原衣江，上田康生（宝塚市

立） 72歳，男性．肉眼的血尿を主訴に前医にて画像検査施行．右腎

癌 cT3bN0M0 指摘され，永久留置型 IVC フィルター留置後に当科紹

介受診．フィルターの交換は抵抗あり，不可能であった．手術所見に

てIVCフィルターが静脈壁を貫通していることを確認した．腫瘍は

フィルター直下に存在しており，フィルターごとフォガティ鉗子でク

ランプすることで阻血可能であった．術後 1年で再発なく経過してい

る．術後のフィルター抜去を予定しているなら，一時留置型 IVC

フィルターが望ましいと考えられた．

献腎移植後に悪性胸膜中皮腫を発症した 1例 : 吉田康幸，矢澤浩

治，福田聡子，蔦原宏一，野々村祝夫（大阪大），平田陽彦（同呼吸

器内科） 47歳，男性．2003年に献腎移植施行．2010年 3月に発熱，

右側胸部痛が出現．抗生剤投与にて軽快したが， 4月に再度発熱出現

した．抗生剤投与にて軽快せず，胸部レントゲンで左胸水を認めたた

め，精査加療目的にて当科紹介入院となった．PET-CT にて左下肺野

および胸膜に沿って広範な集積を認め，悪性腫瘍が疑われた．また多

数のリンパ節，骨にも集積を認めた．CT ガイド下に施行した経皮針

生検にて，肉腫型悪性中皮腫と診断された．その後呼吸器内科にて化

学療法を行ったが，腫瘍の増大により全身状態が悪化し，同年 8月末

に死亡した．職歴や生活歴で，明らかなアスベスト曝露の既往は確認

できなかった．今回，献腎移植後に悪性胸膜中皮腫を発症した 1例を

経験したため，若干の文献的考察を加えて報告する．

コロボーマ症候群に対し ABO 不適合生体腎移植を行った 1例 : 小

林泰之，永井康晴，伊丹祥隆，清水信貴，山本 豊，南 高文，林

泰司，野澤昌弘，吉村一宏，石井徳味，植村天受（近畿大） 22歳，

男性．家族歴は母親が統合失調症，既往歴は特記すべき事なし． 7歳

の時に蛋白尿を指摘されるも放置．13歳の時に再度蛋白尿を指摘さ

れ，当院小児科を受診．18歳の時にコロボーマ症候群と診断．20歳の

時に腎機能廃絶に伴い血液透析導入．22歳の時に父親をドナーとする

ABO 不適合生体腎移植を施行．術後痙攣を認めたため，タクロリム

スからシクロスポリンへ変更．術後拒絶反応もなく，現在術後 1年で

あるが移植腎機能は良好である．

透析腎に発生した悪性リンパ腫の 1例 :上原 満，新井浩樹，室崎

伸和，本多正人（近畿中央），金宮健翁（日生），セレスタ ギャヌ ラ

ジャ（星優クリニック） 71歳，女性．既往歴は糖尿病性慢性腎不全

にて1994年 7月より他院で維持透析治療中．特記すべき家族歴はな

し．定期的な超音波検査で左腎に径 4 cm の腫瘤を指摘された．造影

CT で正常腎実質と同等ないし低吸収の腫瘤が認められ，2010年 2月

精査加療目的に当科紹介となる．MRI では T1，T2 ともに同等ない

し低信号の腫瘤が認められた．以上より腎癌と診断し，2010年 3月後

腹膜鏡下左腎摘除術を施行．病理組織学的診断は濾胞性悪性リンパ腫

であった．術後18カ月現在，再発なく経過している．腎のみに発生す

る悪性リンパ腫は稀であり，本邦での濾胞性悪性リンパ腫の報告は自

験例が 2例目であった．

梗塞を伴う特発性腎周囲血腫の 1例 : 松田 歩，坂元宏匡，寒野

徹，山田 仁（医仁会武田総合） 72歳，男性．既往に真性多血症と

高脂血症があり，バイアスピリンを内服していた．夜間に突然の左側

腹部痛で受診，CT にて左後腹膜血腫を認め入院となった．造影 CT

では左腎周囲に血腫と造影剤の漏出を認めた．外傷や腎血管異常はな

く，特発性腎周囲血腫と診断した．バイタル，Hb ともに安定し，保

存的に経過観察となった．第 4病日の CT にて腎上極に梗塞像と腎下

極背面に仮性動脈瘤を認めた．再度左側腹部痛を訴えたため，腎動脈

血管造影検査を施行した．左腎下極に造影剤の漏出像を認め，ヒスト
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アクリルとリピオドールの混合液にて塞栓した．本症例では基礎疾患

に真性多血症と高脂血症があり，腎動脈造影所見からも動脈硬化が強

く認められた．血小板増多による出血傾向により，末梢側腎動脈が出

血し腎周囲血腫を形成，腎実質の圧迫，血流低下がおこり，さらに基

礎疾患による凝固異常や動脈硬化により， 梗塞を伴う腎周囲血腫を

きたしたと考えられた．

皮下膿瘍を形成した黄色肉芽腫性腎盂腎炎の 1例 :福田輝雄，山口

泰広，岡本雅之，小川隆義（姫路日赤），上野康一（高砂市民） 62

歳，女性．無治療の糖尿病あり．2010年 7月，左腰背部痛を主訴に近

医受診．CT にて左腎下極に腫瘤性病変および背部皮下に連続する

low density area を認め，前医総合病院を紹介受診．左後腹膜膿瘍の診

断下に入院，抗生剤の投与を行うも病状は増悪，患者本人の希望があ

り当院へ転院．経皮的膿瘍ドレナージ，抗生剤投与，血糖コントロー

ルにより腫瘤の縮小と病状の改善を認め，約 1カ月後退院となった．

入院中経皮的生検を行い，黄色肉芽腫性腎盂腎炎と診断された．発症

後 1年の CT では，病変は著明に縮小し，腎内にわずかに残存するの

みであった．傍腎組織へ炎症が波及する黄色肉芽腫性腎盂腎炎では，

腎を含む周囲の可及的切除が施行されることが多いが，本症例では腫

瘤が腎下極に限局し，腎機能の低下も認めなかったため腎温存療法が

可能であった．

術前に評価困難であった多発性乳頭状腎細胞癌の 1例 :佐々木有見

子，楠本浩貴，浦 邦委，西澤 哲，児玉芳季，南方良仁，康 根

浩，松村永秀，柑本康夫，稲垣 武，原 勲（和歌山県立医大） 81

歳，男性．近医で撮影された MRI で偶然 1.5 cm 大の右腎腫瘤を指

摘され当科を受診した．造影 CT では造影効果に乏しく，MRI では

T1，T2 強調像ともに low intensity であった．腎細胞癌 (cT1aN0M0)

の診断で後腹膜鏡下右腎部分切除術を開始したが，腫瘍切除断面に 5

mm 大の別の腫瘍が露出しており追加切除した．術中病理検査で両腫

瘍とも乳頭状腎細胞癌の診断であり，根治的腎摘除術に変更した．文

献上，遺伝的背景のない多発性腎癌は 5∼25％と高率に見られ，その

多くが潜在性であった．特に小径の乳頭状腎細胞癌は潜在的多発性の

リスクが高く，腎実質温存手術を選択する際は十分に注意する必要が

あると考えられた．

陰茎 Epidermal cyst の 1例 :王 聡，木下竜弥，山口唯一郎，原

田泰規，安永 豊，岡 聖次（国立大阪医療セ），児玉良典（同病

理） 64歳，男性．約10年前に陰茎腫瘤に気づくも痛みや排尿障害が

なく放置．徐々に増大傾向を認めたため2011年 4月に当科紹介受診．

陰茎腹側中央縫線左右に 2個，背側に 1個の楕円形，弾性軟，可動性

を有する無痛性腫瘤を認めた．MRI T1，T2 強調画像では腫瘤はやや

高信号を呈しており，脂肪抑制で抑制されず，変性嚢胞性病変を疑っ

た．治療兼診断目的で同月に陰茎腫瘤摘除術を施行．術中腹側腫瘤が

管状構造で背側腫瘤と繋がっていることが判明，計 3個の腫瘤を摘除

した．病理組織学的には嚢胞壁は角化重層扁平上皮層で囲まれ，内腔

には層状の角化物が充満している．皮膚付属器は認められず，epider-

mal cyst と診断した．術後 5カ月で再発なく経過している．

陰圧閉鎖療法を施行したフルニエ壊疽の 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，伊藤哲二（PL）

80歳，男性．糖尿病で内服加療中．排尿障害，発熱で紹介受診され

た．体温 38.7°C，陰嚢左側から会陰にかけて皮膚の発赤，軽度圧痛

認めた．血液検査でWBC 21.8×1,000/μl，CRP 31.05 mg/dl と高値，

HbA1c 9.6 g/dl とコントロール不良であった．骨盤 CT で会陰皮下か

ら筋層にかけて広範囲に air 像を認めた．フルニエ壊疽の診断でデブ

リードメント施行．CFPM＋CLDM による抗生剤治療，強化インス

リン療法を開始し全身状態は改善．術後23日目より術後創傷に対して

陰圧閉鎖療法開始し，創の早期閉鎖を図った． 3週間施行し創の著明

な縮小を認め，創管理において患者の QOL 向上にも寄与した．

小児会陰部リンパ管腫の 1例 :山下寛人，上仁数義，草場拓人，沖

中勇輝，永澤誠之，窪田成寿，富田圭司，花田英紀，吉田哲也，影山

進，成田充弘，岡本圭生，荒木勇雄，岡田裕作（滋賀医大），岩城秀

出洙（野洲） 5歳，男児． 3歳 5カ月時に会陰部痛と会陰部腫大に

て受診．会陰部に膨隆する鶏卵大の腫瘤と表面皮膚に出血斑を認め

た．画像検査で充実性病変と嚢胞性病変を認めたが，血腫の疑いで経

過観察となった． 5歳時に腫瘤が増大したため再入院となった．精巣

は両側とも正常．会陰部腫瘤は増大していた．画像検査では充実性病

変の縮小と嚢胞性病変の増大を認めた．良性腫瘍を疑い腫瘤摘出術を

施行．病理検査では，充実性病変は血腫，嚢胞性病変はリンパ管腫で

あった．術後 1年再発を認めていない．リンパ管腫は進行の遅い良性

疾患であるが，再発しやすいため，完全切除が原則である．本症例は

陰嚢リンパ管腫が会陰部まで及んだものと推察された．

ACTH 非依存性大結節性副腎皮質過形成 (AIMAH) に腹腔鏡下両側

副腎摘出術を施行した 1例 :沖 貴士，杉本公一，能勢和宏，西岡

伯（近畿大堺），吉村一宏，植村天受（近畿大） 55歳，男性． 4年

前全身倦怠感，下腿浮腫を主訴に近医受診．CT で両側副腎腫大を指

摘され，クッシング症候群と診断されるも手術は拒否された．20年前

から高血圧治療を他院にて受けていたが主治医退職に伴い当院紹介さ

れた．各種ホルモン検査結果は Cushing 症候群を示唆させるもので

あった．画像所見では腹部 CT にて両側副腎結節性過形成を認め，

MRI にて同結節は脂肪成分を有していたため，AIMAH と診断し腹

腔鏡下両側副腎摘出術を施行した．手術時間は481分であった．ホル

モン補充療法も含め術後経過は良好である．AIMAH は Cushing 症候

群の約 1∼ 3％と稀な疾患であり，治療の基本方針は両側副腎摘出術

と永続的なホルモン補充療法である．

異なる腹腔鏡アプローチで治癒した腎血管圧迫が起因となった後天

性水腎症の 2例 : 光野絢子，南 幸一郎，藤末 裕，上原博史，稲元

輝生，右梅貴信，能見勇人，水谷陽一，東 治人（大阪医大） 突然

の患側の背部痛を主訴に来院した24歳と34歳の女性．両者とも術前腹

部 CT で患側の水腎症を認め，腹腔鏡手術となった．術中所見では，

両者とも腎動脈分枝による尿管の圧排を認め，一方は狭窄部の尿管を

離断・再吻合し，他方は腎動脈分枝を切断した．術後，両者とも背部

痛は消失し，腹部 CT でも水腎症は改善した．本症例のように，血管

異常や形態異常がある場合，状況に応じて形成する必要があり，交差

血管に対しては術前に 3D 構築 CT で評価することが有用であった．

水腎症に対しては dismemberd 法が標準的であるが，交叉血管を有す

る後天性水腎症に対しては，より手技が簡便な non-dismembered 法で

十分であると経験した．

膀胱全摘除術後に上部尿路再発をきたした 2例 :楠本浩貴，佐々木

有見子，西澤 哲，浦 邦委，児玉芳季，南方良仁，康 根浩，松村

永秀，稲垣 武，柑本康夫，原 勲（和歌山医大） 症例 1は64歳，

男性．臨床的筋層浸潤膀胱癌のため，膀胱全摘・回腸導管造設術施

行．術後 9年目に肉眼的血尿出現．IVP では左水腎症あり．CT で左

下部尿管閉塞あり．左腎尿管全摘を予定していたが，念のために行っ

た回腸導管内視鏡検査で回腸導管内への播種を認めた．このため回腸

導管全摘も同時に行った．症例 2は60歳，男性．High risk 筋層非浸

潤性膀胱癌の診断で膀胱全摘除術・回腸利用新膀胱造設術施行．術後

1年目の新膀胱・尿道内視鏡検査の際の洗浄細胞診で class V が検出．

画像上，隆起性病変はみられず，afferant rimb が長く逆行性操作で分

腎尿が採取できなかった．局在不明の上部尿路再発として開腹手術で

吻合部を切除して，術中に分腎尿細胞診陽性を提出．Class V が検出

された左腎尿管全摘を行った．摘出標本では，腎盂内に G3，pT1 の

病変がみられていた． 2例とも診断・治療に難渋した．

膀胱全摘除術後 4年目にストーマ近傍皮膚への孤立性転移を認めた

膀胱癌の 1例 : 吉田栄宏，植村元秀，矢澤浩治，高尾徹也，高山仁

志，野々村祝夫（大阪大），岸本 望（大阪府立急性期総合医療セ）

69歳，女性．右萎縮腎，膀胱癌に対して右腎尿管膀胱全摘除術を施

行．病理組織診断の結果は urothelial carcinoma，G2，ly1，v0，

pT2bN0M0．術後 4年目に尿管皮膚瘻周囲皮膚に糜爛が出現．生検を

施行したが悪性所見を認めず． 4カ月間後，糜爛は拡大，再度生検を

施行し尿路上皮癌の転移が疑われた．尿細胞診と逆行性尿路造影で悪

性腫瘍を疑う所見を認めず．他に明らかな転移を認めず腫瘍摘除術を

施行．病理組織診断の結果，膀胱癌の皮膚転移と診断．尿管内腔に悪

性細胞を認めず．膀胱癌の孤立性皮膚転移はきわめて稀で，検索しえ

た限り自験例が 4例目であった．

女性尿道憩室癌の 1 例 : 武長真保，小野隆征，豊島優多，藤本

健，大山信雄，百瀬 均（星ヶ丘厚生年金） 60代，女性．家族歴・

既往歴に特記事項なし．2011年 2月に尿閉で近医泌尿器科を受診．膀

胱尿道鏡で膀胱頸部から尿道に腫瘤を認め，精査加療目的で当科へ紹
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介受診．骨盤部 MRI で膀胱頸部から尿道周囲にT2低信号の腫瘍性病

変と液体貯留を認め，尿道憩室と同部に発生した尿道憩室癌と考えら

れた．TUR 生検では子宮頸部腺癌に類似した adenocarcinoma の診

断．婦人科精査では婦人科癌は否定的で，胸腹部 CT・GIF・CF より

呼吸器・消化器癌は否定的であった．Staging の結果，T4N0M0 尿道

憩室癌と診断．膀胱尿道全摘・子宮卵巣膣前壁合併切除および回腸導

管造設術を施行．摘出標本で腫瘍と憩室口の交通性を確認．病理所見

で右内腸骨・左外腸骨リンパ節転移を認め，pT4N2M0 尿道憩室癌と

最終診断．術後補助療法としてドセタキセル・カルボプラチン療法を

選択． 3クール施行後，再発なく経過．

精巣に生じた淡明細胞腫瘍の 1例 : 宮﨑 有，千菊敦士，澤崎晴

武，高橋 彰，高橋 毅，小倉啓司（大津赤十字），白瀬智之（同病

理），三上芳喜（京都大附属病理診断） 79歳，男性． 5年前から緩

徐に増大した鶏卵大の無痛性右精巣腫大を主訴に受診．術前検査から

精巣腫瘍・病期Ⅰ期と診断し高位精巣摘除術施行．病理結果は淡明細

胞腫瘍であった．精巣に生じる淡明細胞腫瘍は，原発では性索間質性

腫瘍であるセルトリ細胞腫や精巣上体に好発する clear cell cysta-

denoma があげられるが，その形態および免疫染色の特徴には適合し

なかった．転移の可能性を考え免疫染色を施行したところ CD10 陽

性・CK20 陰性であり腎細胞癌を疑う所見であった．全身精査を行う

も腎・その他の部位には異常を認めなかった．過去の報告では初発時

に原発巣が認められなかった腎癌転移症例が 2例あり，以上のことよ

り転移の可能性を念頭に置き，今後原発巣出現の有無を観察する必要

があると考えられた．

腎癌術後に心膜転移，心タンポナーデをきたした 1例 :上田倫央，

新井康之，山本致之，武田 健，中田 渡，中山雅志，垣本健一，西

村和郎（大阪府立成人病セ） 症例は52歳，男性．2003年 1月左腎癌

に対し腎部分切除術施行．病理組織診断は clear cell carcinoma，pT1a，

G1，INFα，v（−），ly（−）であった．2010年 5 月縦隔リンパ節，

右肺門部リンパ節転移が出現し，IFNα 開始．2011年 1月呼吸困難が

出現し，当院循環器内科受診．心超音波検査で心タンポナーデと診断

し，緊急心嚢穿刺を施行．1,020 ml の血性心嚢液を排出した．心嚢

液細胞診は class V で，腎癌の心膜転移による心タンポナーデと診断

した．スニチニブを開始後，心嚢液の増悪は認めず，リンパ節転移は

SD を維持したが，心嚢穿刺 5カ月後に突然死した．

下大静脈腫瘍塞栓を来たした腎血管腫の 1例 : 原 琢人，古川順

也，中野雄造，竹田 雅，三宅秀明，田中一志，藤澤正人（神戸大）

36歳，女性．心窩部痛を主訴に前医受診し，CT で 5.3×4×4.9 cm

の不均一に造影される左腎腫瘍および下大静脈腫瘍塞栓を指摘され

た．エコーでは高エコー域を伴う不均一な腫瘤，MRI では T1 で低

信号，T2 で高信号を来たす不均一な腫瘤として描出された．左腎細

胞癌，下大静脈腫瘍塞栓の診断で2011年 1月根治的左腎摘除術，およ

び腫瘍塞栓摘除術を施行．病理学的組織診断では腎細胞マーカー

(CD10) は陰性で血管内皮マーカー (CD31，34) が陽性で，腎細胞癌

は否定され，血管性血管腫の診断であった．現在外来にて経過観察中

であるが，再発は認めない．われわれが検索しえた範囲内では腎血管

腫が下大静脈腫瘍塞栓を伴った症例として世界で始めてと考えられ

た．

腎静脈内腫瘍塞栓を伴った腎血管筋脂肪腫の 1例 :林 拓自，藤田

和利，岸本 望，中川勝弘，谷川 剛，今村亮一，細見昌弘，山口誓

司（府立急性期） 42歳，女性．近医での超音波検査にて左腎腫瘍を

指摘され，当科紹介．CT では腫瘍は脂肪濃度を示し，腎静脈内に進

展を認めた．明らかな転移は認めなかった．腫瘍塞栓を伴う悪性腫瘍

を疑い，経腹的根治的左腎摘除術を施行した．腫瘍塞栓は腎静脈内ま

でであり，一塊に摘除した．病理組織所見では，腫瘍本体と腫瘍塞栓

はともに血管・平滑筋・成熟脂肪組織を含んでおり，脂肪組織が主体

であった．腫瘍は腎盂周囲脂肪組織に進展していたが，明らかな悪性

所見を認めなかった．また免疫組織学的には，腫瘍細胞はメラニン形

成マーカーの抗体である HMB-45 染色に陽性であり，病理診断は腎

静脈内腫瘍塞栓を伴う血管筋脂肪腫であった．術後 6カ月現在，明ら

かな再発・転移を認めていない．

顕微鏡的多発血管炎を合併した腎細胞癌の 1例 :堀内大介，邵 仁

哲，尾崎慎司，木村泰典，岩田 健，中村晃和，鴨井和実，沖原宏

治，三木恒治（京府医大），北村浩一（北村医院） 73歳，女性．左

腎癌に対する術前から原因不明の発熱を認め精査目的に当科入院．胸

腹部 CT 再検するも，腫瘍の増大や転移性病変は認めず腫瘍熱は否定

的．感染症を疑い各種検査施行したが明らかな感染源なし．不明熱の

精査中に MPO-ANCA の異常高値を認め顕微鏡的多発血管炎を疑っ

た．膠原病内科と協議した結果，血管炎の診断と腎癌の治療を兼ね

て，後腹膜鏡下で生検を行い，その後速やかに左腎臓摘除術を行っ

た．病理組織所見で，淡明細胞癌と半月体形成性糸球体腎炎を認め

た．術後，腎臓内科に転科し PSL による治療を開始．MPO-ANCA

は低下し，術後 1年の経過で癌の再発は認めず．治療方針の妥当性，

両疾患の合併について文献を交えながら報告する．

Youssef 症候群を呈した膀胱子宮瘻の 1 例 : 大年太陽，北本興市

郎，桑原伸介，玉田 聡，川島秀紀，仲谷達也（大阪市大） 38歳，

女性．2008年に帝王切開施行され，その際に膀胱損傷あるも保存的に

軽快した． 2年後に月経様下腹部痛と肉眼的血尿が出現して前医受診

したところ，画像にて膀胱子宮瘻と診断され治療目的に当院紹介と

なった．根治には手術が必要と判断したが，本人の希望により半年間

リュープロレリン投与にて待機してから手術施行した．瘻孔を閉鎖

し，間隙に大網を充塡した．術後 4カ月目に月経再開し，画像上瘻孔

は消失していた．本症例は肉眼的血尿のみで経膣月経がなく，膣性尿

失禁も認めなかったことから Youssef 症候群と考えられた．過去の文

献から症状が出現する機序について考察した．

IMRT が有効であった非セミノーマ精巣腫瘍晩期再発の 1例 :北

悠希，今村正明，尾谷智史，酒谷 徹，河野 仁，加藤敬司，杉野善

雄，山崎俊成，松井喜之，清水洋祐，井上貴博，大久保和俊，神波大

己，吉村耕治，小川 修（京都大） 41歳，男性．25歳時に NSGCTIIIA

期に対して化学療法 VABVI 3コースおよび後腹膜リンパ節郭清術を

施行．寛解後15年目，腰痛にて受診し後横隔膜脚部に 9 cm 大の腫瘍

を確認．AFP 2,057 ng/ml と上昇しており NSGCT の晩期再発と診

断．救済化学療法を施行したが，G3 の末梢神経障害出現し継続困難

となった．腫瘍縮小は認めたが，AFP は陰性化せず (AFP 23.2 ng/

ml，レクチン L3 分画63.5％），残存病変に対する外科的切除も合併

症の観点から困難であった．そこで，残存病変に対して IMRT (60

Gy) を施行．照射に伴う合併症はなく，AFP は陰性化し，以後 3年

間再燃なく経過している．

Nd : YAG レーザーにて治療した陰茎亀頭部血管腫の 1例 : 永澤誠

之，上仁数義，吉田哲也，沖中勇輝，草場拓人，山下寛人，窪田成

寿，富田圭司，水流輝彦，花田英紀，影山 進，成田充弘，岡本圭

生，荒木勇雄，岡田裕作（滋賀医大） 16歳，男性．12歳頃より陰茎

亀頭部に腫瘤を認めていた．腫瘤の増大などは認めなかったが，勃起

時の隆起を認め，当院受診．陰茎亀頭部右側に 16×12 mm の暗青色

の腫瘤認め，陰茎亀頭部血管腫と診断．超音波検査では，血流認め

ず，深さは 4.4 mm であった．美容面から手術希望され，陰茎亀頭部

に限局した血管腫であったため，Nd : YAG レーザー焼灼術を施行し

た．Nd : YAG レーザーのエネルギーを 20 W とし， 2 秒間照射を

行った．照射直後は黄褐色に変性し，術後11日目には痂皮を形成し

た．術後 3カ月では軽度瘢痕を認めるのみで，血管腫は治癒し，勃起

時の隆起も消失した．術後 7カ月，再発は認めていない．

脊髄係留症候群の診断が遅れ神経因性膀胱となった成人の 1例 :森

澤洋介，鳥本一匡，堀 俊太，平山暁秀，藤本清秀，平尾佳彦（奈良

医大） 71歳，男性．夜間頻尿に対して近医で抗コリン剤を投与継

続．約 2年後に尿閉となり当科へ紹介．神経学的所見から仙髄疾患に

よる神経因性膀胱を疑い，脊髄 MRI を施行．脊髄脂肪腫による脊髄

係留症候群と診断し，手術を施行．蓄尿機能は改善したが排尿機能に

変化なし．脊髄係留症候群は早期に手術を施行すれば神経障害を防ぐ

ことが可能である．本症例においても早期に正確な神経学的所見を評

価し尿流動態検査などで精査を行っていれば，早期診断・早期治療が

可能であった可能性がある．成人期発症の脊髄係留症候群の頻度は少

ないが，原因不明の下部尿路症状を呈する症例には本疾患が含まれて

いることを認識すべきである．

乳房外 Paget の 1例 :永井康晴，伊丹祥隆，小林泰之，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） 71歳，男性．既往歴に2003年脳内出血
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あり．2007年頃から外陰部の発赤を自覚するも放置． 2011年 4月 8

日当院皮膚科受診．下腹部から大腿にかけて陰嚢，陰茎含めて紅斑認

め病変部を生検施行．表皮内に Paget 細胞認め，乳房外 Paget 病の診

断．11日当科紹介受診．膀胱鏡施行．尿道粘膜，膀胱内に異常所見認

めず．血液検査，尿検査に異常所見なし．CT にて左リンパ節腫大認

めた．25日マッピング生検，両側腋下リンパ節，鼠径リンパ節生検施

行．マッピング生検は陰性．左鼠径リンパ節に Paget 細胞認めた． 5

月22日腫瘍切除術，左鼠径リンパ節郭清，陰嚢陰茎全摘除術，膀胱瘻

造設術，腹直筋皮弁，分層植皮術施行．切除標本の病理所見にて切除

断端は陰性．表皮内に Paget 細胞認めた．

膀胱に発生した異所性褐色細胞腫の 1例 :石田貴樹，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），桑山

雅行（公立宍粟） 62歳，男性．検診で PSA 3.6 ng/ml を指摘され，

近医受診．精査の MRI で膀胱粘膜下腫瘍と前立腺癌を疑う所見認

め，2010年 9月に腰椎麻酔下に TUR-Bt および前立腺生検を施行し

た．術中に胸痛と血圧上昇認め，心筋梗塞が疑われ手術を中断し，他

院に救急搬送された．到着後に心肺停止状態となり，心肺蘇生，補助

循環，人工呼吸管理を行い，その後全身状態は回復した．病理診断は

褐色細胞腫で，心肺停止の原因は褐色細胞腫クリーゼによる冠攣縮，

心室細動と判断された．残存腫瘍の切除目的に2010年11月に当院紹介

となった．術前検査では MIBG シンチグラフィーにて腫瘍に集積を

認めた．2011年 3月に膀胱部分切除術施行．膀胱褐色細胞腫は比較的

稀な疾患であり，特徴的な臨床所見や画像所見を認めなかったため術

前診断が困難であった．

二分脊椎に対する回腸利用膀胱拡大術施行後に出産した 1症例 :西

川昌友，今井聡士，山野 潤，阪本祐一，中村一郎（神戸市立医療セ

西市民），森島秀司（同産婦人科） 29歳，女性．妊娠 6週，患者は

二分脊椎に伴う神経因性膀胱に対し，14歳時に回腸利用膀胱拡大術を

施行されていた．当院での出産を希望され，妊娠中および周産期の尿

路管理を目的として当科紹介となる．患者は妊娠18週に急性腎盂腎炎

を発症し，妊娠38週で潜在性胎児仮死の診断で緊急帝王切開に至っ

た．膀胱拡大術後の妊娠・出産には，産婦人科医と連携し，泌尿器科

医も積極的に関わる必要があると思われた．今回の経験を踏まえ，若

干の文献的考察を加え報告する．

骨盤骨折後の膀胱瘻挿入に伴う小腸損傷の 1例 :澤崎晴武，千菊敦

士，宮崎 有，高橋 彰，小倉啓司（大津赤十字） 症例80歳，男

性．トラクターに挟まれ，骨盤骨折，右大腿開放骨折にて受診．膜様

部にて完全尿道断裂を認めた．エコーガイド下経皮的膀胱瘻造設施

行． 4 週後，カテーテル交換時，洗浄液は腸液様．カテーテルを抜

去，エコーガイド下に膀胱瘻再造設したが CT にて腸管損傷が疑われ

た．開腹下腸管修復術および膀胱瘻造設術施行．術中，回腸損傷を 2

カ所で認めた．腸管損傷の原因は骨盤骨折による膀胱の骨盤底への転

位および小腸の膀胱前腔への移動と考えていたが，受傷前撮影の

MRI では以前から小腸は膀胱前腔に位置していた．膀胱瘻造設に伴

う腸管損傷はエコーガイド下で0.4％発生し，原因として膀胱壁肥厚

に伴う拡張不良，下腹部術後（腸管の前腹壁への癒着），解剖学的異

常 (deep peritoneovesical fold) が挙げられ，本例は解剖学的異常が原

因と考えられた．

水腎症を呈した Cystitis glandularis の 2例 :松村直紀，橋本 潔，

加藤良成，井口正典（市立貝塚），山崎 大（同病理） 症例 1は40

歳，男性．2011年 2月初旬，排尿時痛で受診．IVP，CT で右水腎症

と膀胱後壁を主体とした不整な壁肥厚，膀胱鏡で三角部より膀胱後壁

にかけて散在性のポリープ状病変が見られた．経尿道的膀胱生検施行

し cystitis glandularis（以下 CG) の intestinal type と診断された．現在

水腎症なく無投薬で経過観察中である．症例 2は41歳，男性．2011年

3月上旬，排尿時痛と肉眼的血尿で受診．膿尿が見られ，尿細菌培養

で Staphylococcus hominis 10＊5 が検出された．尿細胞診は class I．

IVP，CT で両側水腎症，MRI で三角部を中心に膀胱壁の不整，壁肥

厚，膀胱鏡で三角部から膀胱頸部，前立腺部尿道に広基性多発性乳頭

状腫瘍が見られた．経尿道的膀胱生検施行し CG の typical type と診

断された．術後 5カ月で水腎症は残存し，内服経過観察中である．自

験例は本邦43，44例目の報告である．文献的考察を行った．

全身リンパ節転移を伴うMicropapillary bladder cancer に対して集

学的治療が奏功した 1例 : 林 知行，原田二郎，井上貴昭，矢西正

明，地崎竜介，乾 秀和，大口尚基，河 源，木下秀文，松田公志

（関西医大枚方） 50歳代，男性．2009年 1月，右下腿浮腫を主訴に

近医受診．CT にて右鼠径リンパ節腫大，リンパ節生検で腺癌を認め

たが原発巣は不明であった．尿細胞診が陽性，膀胱生検にて CIS を

認め，CA19-9 : 1,521 IU/ml と高値であり，リンパ節の標本を再検査

し micropapillary 様の腫瘍胞巣が散在，CA19-9 免疫染色が陽性で膀胱

生検も同様の所見であった．膀胱腫瘍のリンパ節転移と考えたが，原

発不明癌も考慮し，GEM，CBDCA，PTX を併用した化学療法を施

行し PR を得られ，膀胱全摘術を行い現在まで再発を認めていない．

一般的に micropapillary bladder cancer は予後不良であるが，本症例で

は集学的治療が奏功した．

膀胱肉腫様癌の 1例 :西出峻治，熊田憲彦，佐竹 伸，宮崎 有，

長谷太郎，松田 淳，柏原 昇（吹田市民） 76歳，男性．血尿を主

訴に受診．膀胱鏡にて腫瘍を認め TURBT 施行．病理にて膀胱肉腫

様癌と診断．術後約 2カ月で急激な腫瘍の再発を認めた 1例を経験し

たので，若干の文献的考察を加え報告する．

DMSO 経皮的吸収療法が有効であった膀胱尿管アミロイドーシス

の 1例 :桃園宏之，鈴木光太郎，小川悟史，三浦徹也，近藤 有，山

田裕二，濱見 學（県立尼崎） 症例は73歳，男性．既往歴は2004年

に左尿管狭窄，2007年に右尿管狭窄．両側尿管狭窄発症後，エコーな

どで定期フォローとなっていた．2010年 6月に血尿，発熱を主訴に来

院し，急激な腎機能の悪化，および左水腎症を認めたために同日入院

となった．尿管鏡下生検にて尿管アミロイドーシスの病理結果であっ

た．同時に施行した膀胱生検でもアミロイドーシスの診断であり，

DMSO 経皮的吸収療法を開始した．全身掻痒感にて開始 2カ月で中

止となったが，DMSO 経皮的吸収療法後に水腎症の改善と腎機能の

改善を認め，終了後から 8 カ月の現在でも再発を認めていない．

DMSO 経皮的吸収療法が有効であった膀胱尿管アミロイドーシスの

1例を経験した．

尿閉をきたした女性性器ヘルペスの 1例 :長澤誠司，青木 大，川

口理作（愛仁会千船） 30歳，女性．主訴は発熱，尿閉．2011年 1月

28日より外陰部掻痒感と両側大腿部，足底部の疼痛を自覚し，近医で

性器ヘルペスと診断されバラシクロビル塩酸塩を開始された．その

後，尿勢不良，排尿困難を自覚しウラジピル，ジスチグミン臭化物を

投与されたが発熱，尿閉をきたしたため持続導尿となり 2月10日当科

に紹介受診となった．髄液検査および頭部・脊髄 MRI で髄膜炎は否

定され，血液検査で HSVIgM と IgG の上昇を認めヘルペスウィルス

初感染と診断した．第18病日から会陰部の知覚の改善とともに，自然

排尿が可能となり残尿量は急速に減少した．本症例を性器ヘルペス感

染に伴う排尿障害 (Elsberg 症候群）と診断した．若年者で排尿障害

をきたす症例では性器ヘルペス感染を念頭に置くことが必要であると

考える．

交差性融合腎に合併した尿管結石の 1例 :星山文明，田中雅博（大

阪回生） 51歳，男性．2011年 7月右側腹部痛・嘔気・嘔吐 を主訴

に近医より尿管結石を疑い紹介受診．造影 CT にて交差性融合腎（下

方変位性融合腎）に尿管結石が合併したものと診断した．TUL を施

行し stone free となった．交差性融合腎は一側の腎が正中線を超えて

反対側に変位し，それに付属する尿管が脊椎と交差する比較的稀な尿

路奇形 と定義されている．病因は，○1 胎生時の尿管芽の発育異常，

○2腎臓の上行を妨げる動脈の発育異常，○3臓器周囲の環境の変化など

が考えられている．頻度 剖検7,000例に 1例などの報告があり， 男

: 女＝3 : 2とされている．合併奇形は，骨格系で50％，泌尿器・生

殖器系40％の順に多く，その原因として泌尿器系と脊椎や生殖器は中

胚葉組織を共通の起源としており，胎生 5∼ 7週で何らかの異常が加

わることで両奇形が発生するとの報告されている．

膀胱癌に対する BCG 注入療法施行中に生じた急性腎不全の 1例 :

橋村正哉，高田 聡，細川幸成，林 美樹（多根総合），豊島優多

（星ヶ丘厚生年金），藤本清秀，平尾佳彦（奈良医大） 76歳，男性．

単腎．膀胱上皮内癌に対し，BCG (Bacillus Calmette-Guerin) 膀胱内注

入療法施行．初回注入の 2日後より発熱持続し， 4日後にはほぼ無尿

となった．画像・血液所見から敗血症に伴う急性腎不全と診断．血液

透析と抗生物質と抗結核薬予防投薬を開始した．後に血液・尿培養よ
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り Enterococcus faecalis が検出された．後の膀胱造影では VUR

(vesicoureteral reflux) が認められ，BCG 膀胱内注入後に生じた変化と

考えられ，これが尿路感染を助長する要因になったと思われた．治療

により感染は軽快，腎機能も改善を認めた．急性腎不全発症前と比較

し，軽度の腎機能低下は認めたが，以後は腎機能低下の進行は認めず

経過している．

左尿管結石嵌頓による急性腎盂腎炎を併発した気腫性膀胱炎の 1

例 :角井健太，重村克己，山崎隆文，結縁敬治，山下真寿男（神鋼）

83歳，男性．既往歴は糖尿病，前立腺癌．悪寒，発熱を主訴に救急受

診．CT 上右腎盂から右尿管，膀胱にかけてガス貯留を認め，膀胱鏡

検査で膀胱粘膜下に多発する気泡を認め気腫性膀胱炎と診断．尿培養

にて E.coli を検出．また左尿管結石嵌頓による急性腎盂腎炎を併発．

左尿管ステント留置によるドレナージを試みるも炎症により左尿管口

が確認できず左腎瘻造設し抗菌剤投与．気腫性膀胱炎および急性腎盂

腎炎は軽快し，左尿管口を確認することができるようになったため左

尿管ステント留置．その後左尿管結石に対し左 TUL 施行し左腎瘻お

よび尿管ステントを抜去．その後症状再発なく経過している．

肝硬変患者に対して f-TULを施行した 1例 :前田 覚，松村健太

郎，呉 偉俊，大町哲史（ベルランド総合），田部 茂（白鷺），西川

慶一郎（府中） 60歳，男性．左腰背部痛，熱発で近医受診．結石性

腎盂腎炎にて尿管ステントを留置され手術目的で当科紹介．肝硬変

(Child B) を認め，血小板は2.8万．コントロール不十分な出血傾向患

者に ESWL は絶対禁忌であるため f-TUL を施行した．まず，術前に

尿培をもとに抗生剤を投与し，術前，術中に血小板を10単位ずつ，

FFP も投与した．径 5 mm の腎結石に対して，ホルミウムヤグレー

ザーを使用し，砕石片はバスケット鉗子で回収した．一般に肝予備能

は Child-Pugh スコアで評価し，grade B までは全身麻酔が可能とされ

ている．今回われわれは全身麻酔下にて f-TUL を施行し，術後熱発

したが，重篤な合併症なく stone free となった症例を経験した．

尿管腫瘍と鑑別が困難であった尿管 MALT リンパ腫の 1例 :大橋

康人，前田浩志，羽間 稔（淀川キリスト教） 62歳，男性．検診で

左水腎症を指摘され受診．腹部 CT にて左尿管に 2 cm の腫瘤，逆行

性腎盂造影にて尿管の狭小化を認めたが，尿細胞診，尿管鏡検査では

腫瘍性病変を認めず，生検でも慢性の炎症の所見のみであった．経過

観察中に腫瘤が増大し左腎尿管全摘を行ったところ，病理所見でリン

パ濾胞周囲のリンパ球浸潤を認め，免疫染色ではB細胞マーカーであ

る L26 陽性，Bcl-2 陰性であることから B cell lymphoma of MALT と診

断した．MALT リンパ腫は唾液腺，消化管，気管支などの粘膜から

発生する低悪性度のリンパ腫で尿路では稀である．膀胱の報告は散見

されるが上部尿路での発生例は本邦 3例目と思われる．

CA19-9 高値を示した原発性腎盂腺癌の 1例 :伊丹祥隆，清水信貴，

林 泰司，永井康晴，小林泰之，山本 豊，南 高文，野澤昌弘，吉

村一宏，石井徳味，植村天受（近畿大） 63歳，男性．2009年 8月に

体重減少を認め，近医受診．血液検査で CA19-9 高値，LDH 高値，

貧血を認め，上部・下部消化管内視鏡検査を施行されるも異常は見ら

れず，腹部単純 CT 検査で右腎下極に 3×5 cm 大の腫瘤性病変を認

め， 9月に精査加療目的に当科紹介受診．当院造影 CT 検査で多発リ

ンパ節転移を認め，原発巣は典型的な腎細胞癌ではなく，ベリニ管癌

や腎盂癌の可能性も考えられたため，11月に右腎尿管全摘術施行．病

理組織診断は腺癌 (G2)≫尿路上皮癌 (G3) であった．術後リンパ節

転移に対し，GC 療法 3 コース，MVAC 療法 1 コース，TS-1＋

CBDCA 3コース施行するも一時NCであったが，CA19-9・LDH 上昇

に伴い，病状も進行し，術後18カ月目で癌死した．

尿管アミロイドーシスの 1例 :辰巳佳弘，山本広明，雄谷剛士，丸

山良夫（松阪中央総合） 66歳，女性．2011年 3月貧血精査中水腎症

を指摘され当科受診．CT で左尿管に造影効果を有する異常軟部組織

を認め，尿管腫瘍の診断で，2011年 6月左腎盂尿管全摘除術を施行し

た．病理結果はアミロイドーシスであった．胃生検，心臓超音波検

査，尿中 BJ 蛋白，血清タンパク分析，骨髄生検の結果，限局性尿管

アミロイドーシスと診断．術後， 3カ月再発は認めていない．

Castleman 病が疑われた Paraganglioma の 1例 :壁井和也，山﨑

健史，香山侑弘，立花大和，前田 覚，北本興市郎，田中智章，川嶋

秀紀，仲谷達也（大阪市大） 23歳，男性．持続する発熱，有痛性頸

部リンパ節腫脹にて近医受診．生検結果は反応性リンパ節炎で抗生剤

加療でリンパ節腫脹は消失するも後腹膜腫瘍のみ残存するため当科受

診．腹部 CT で大動脈左側に 4 cm 大で不均一な造影腫瘤を認め，腹

部 MRI では T1 低信号，T2 高信号を呈する血流豊富な腫瘍であっ

た．病歴からリンパ増殖性疾患 Castleman 病を疑い後腹膜鏡下腫瘍摘

出術施行．腫瘍は易出血性で剥離・摘出する際には血圧の変動を認め

た．肉眼所見は褐色で境界明瞭，組織学的に paraganglioma と診断．

無症候性 paraganglioma は術前診断が比較的困難であるが，本疾患が

疑われる場合は慎重な周術期管理が必要であると考え報告した．

後腹膜腔に発生した Chronic expanding hematoma の 1例 :灰谷崇

夫，佐野剛視，瀧本啓太，梶田洋一郎，七里泰正（大津市民） 68

歳，男性．近医 CT で 15×8 cm の嚢胞性腫瘤を指摘され当科紹介．

腹部造影 CT では，腫瘤は腸腰筋由来が示唆され，辺縁は軽度の造影

効果を認めた．MRI では，腫瘤内部は T1 強調画像で軽度の高信号，

T2 強調画像では高信号，低信号の混在あり．脂肪抑制画像では脂肪

成分は否定的であった．以上から腫瘤内血腫を伴う悪性腫瘍の可能性

も考えられ開腹摘除術を施行．摘出標本は，大きさ 18×9×9 cm，重

量 378 g，表面平滑，弾性軟の腫瘤であり，暗褐色，血性，230 ml の

内溶液を認め，充実性成分は認めなかった．病理組織像では，壁は硝

子化傾向を示す線維性結合組織からなり，内面はヘモジデリン沈着を

伴った肉芽組織で覆われ，血腫の壁の特徴がみられ，異型細胞は認め

なかった．以上から chronic expanding hematoma と診断した．後腹膜

発生例は自験例を含め 8例である．

診断に苦慮した再発性後腹膜腫瘍の 1例 :岡田宜之，岡田紘一，川

村憲彦，氏家 剛，任 幹夫，辻畑正雄，三好 進（大阪労災），西

村健作（市立池田） 82歳，男性．近医での腹部超音波検査で左腹部

腫瘤を認めたため，CT にて精査したところ径 10 cm 大の左後腹膜腫

瘍が疑われ，2009年10月に当科紹介受診．初診時には症状認めず，本

人が手術拒否していたこともあり経過観察となったが，2010年 2月に

鈍痛が出現し，径 14 cm 大にまで増大認めたため左後腹膜腫瘍摘除

術施行となった．病理組織診断は脂肪肉腫と診断されたが，粘液線維

肉腫も否定できなかった．その後，経過観察となるも2010年12月左傍

結腸溝に径 4 cm 大の腫瘤認め再発が考えられた．2011年 3月に径 15

cm 大にまで急速増大認め，同年 5月に 2回目手術となった．病理組

織診断は粘液線維肉腫であった．

多臓器合併切除した後腹膜脂肪肉腫の 1例 :吉田 崇，井上貴昭，

秦 健一郎，増田朋子，西田晃久，川喜多繁誠，杉 素彦，室田卓之

（関西医大滝井） 40歳，女性．2011年 2月末頃より食欲不振， 2カ

月間で 8 kg の体重減少，38°C 台の発熱のため近医を受診．腹部エ

コーで左腎より連続する 90 mm 大の腫瘤を認め，当院紹介受診．左

側腹部腫瘤触知し，血液生化学検査で貧血・炎症反応上昇，低アルブ

ミン血症を認めた．腫瘍マーカー，LDH は陰性であった．腫瘍は画

像所見で境界明瞭，また胃・膵臓・左腎臓その他周辺臓器を圧排．後

腹膜軟部組織肉腫と暫定診断した．画像より切除可能と判断し，腫瘍

摘除術に加え膵体尾部・脾臓・左腎・左副腎・結腸合併切除術を施

行．病理組織所見は弱拡大像で少量の脂肪細胞と炎症細胞浸潤を伴っ

た線維性結合組織を認め，Sudan III 染色で豊富な脂肪成分を含んで

いる事より高分化型脂肪肉腫と診断された．

後腹膜脱分化型脂肪肉腫の 1例 :佐竹 伸，熊田憲彦，西出峻治，

宮崎 有，長谷太郎，松田 淳，柏原 昇（吹田市民） 57歳，女

性．右下腹部腫瘤にて2010年10月18日に当院受診．触診にて右下腹部

に弾性硬で可動性のある手拳大の腫瘤を触知した．CT，MRI 検査に

て右腎臓に浸潤する後腹膜腫瘍を認め，2011年 1月 6日に開腹後腹膜

腫瘍および右腎摘出手術施行．病理組織学的に右腎臓に浸潤する後腹

膜脱分化型脂肪肉腫の診断を得た．現在，術後約 8カ月経過している

が，再発なく外来で経過観察中である．今回経験した後腹膜脱分化型

脂肪肉腫は，再発率が高い腫瘍であり，局所再発に対しても手術療法

が有効であるとされているため，今後，慎重で長期的な経過観察が必

要と考える．

精巣固有鞘膜に発生した悪性中皮腫の 1例 :倉橋俊史，鄭 裕元，

丸山 聡，田中宏和（加古川医療セ），田代 敬（同病理） 62歳，

男性．2010年 9月頃から左精巣の腫大を自覚，徐々に精巣の腫大を認
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め，近医を受診．左精巣腫瘍の疑いにて，2011年 1月14日当科紹介と

なる．精査にて左精巣腫瘍と診断し，左高位精巣摘除術を施行した．

病理結果は精巣鞘膜より発生した悪性中皮腫であった．最外側に腫瘍

の露頭が疑われ，局所に放射線 44 Gy の補助療法を追加した．現在

経過観察中，術後10カ月再発を認めていない．悪性中皮腫は胸膜で約

40年，腹膜で約30年の潜伏期間をおいて発症すると考えらている．

1970年代から1990年代までのアスベストの大量輸入を考慮すると，

2010∼2030年に悪性中皮腫は増加し，2020年頃にピークになると予測

されている．胸膜と腹膜の悪性中皮腫ほどアスベストの寄与危険度は

高くないとされているが，本疾患は今後注意を要する疾患と考えられ

た．

精嚢原発 Mammary-type myofibroblastoma (MMF) の 1例 :嶋谷

彰芳，辻本裕一，芝 政宏，木内利明（済生会千里），奥田偉秀（同

消化器内科），小島史好（同病理），辻畑正雄（大阪大） 79歳，男

性．不明熱および肝機能障害で当院消化器内科入院中の CT にて右精

嚢腫瘍を指摘され当科紹介受診．MRI では T1，T2 強調像ともに低

信号の境界明瞭な約 3 cm の腫瘤を認めた．針生検で spindle cell tumor

の診断で悪性の可能性を否定できず．腹腔鏡下右精嚢腫瘍切除術を施

行．腫瘍と精管膨大部との剥離が困難であったため精管を結紮，切断

し精管，精管膨大部，腫瘍を一塊にして摘出した．摘除標本は境界明

瞭で病理組織は異型が乏しい紡錘形の細胞からなり，免疫組織染色で

CD34，desmin，αSMA およびアンドロゲン受容体，エストロゲン受

容体，プロゲステロン受容体陽性．以上より精嚢原発のMMF と診断

した．調べた限り本症例が本邦 1例目である．

精索平滑筋肉腫の 1例 :種田倫之，堀井泰樹，東 義人，川村壽一

（康生会武田） 67歳，男性．脳梗塞による右不全麻痺，狭心症があ

る． 3年前より右陰嚢腫大， 1年前より右鼠径部腫大を自覚するもい

ずれも放置していた．2011年 4月に右鼠径部痛が出現し当科初診．

CT にて右陰嚢内腫瘤，鼠径部多発性腫瘤，左肺，両側胸膜腫瘤を認

めた．右精巣高位摘除，右浅鼠径リンパ節摘除を施行，病理診断は精

索平滑筋肉腫，およびリンパ節転移であった (stage IV，pT2bN1M1 ;

AJCC 分類第 6版）．術後 GEM と TXT による化学療法を施行した．

Day 1 にGEM 675 mg/m2 を投与，day 8 にGEM 675 mg/m2，TXT 75

mg/m2 を投与，これを 4週ごとに繰り返している．副作用は好中球

減少がG4，血小板減少がG2，また間質性肺炎が出現した．治療効果

は 4コース終了時において肺腫瘤は大きさが不変であったが，右鼠径

部腫瘤は増大している．

精巣原発悪性リンパ腫の 1例 :宮崎 有，熊田憲彦，西出峻治，佐

竹 伸，長谷太郎，松田 淳，柏原 昇（吹田市民） 74歳，男性．

左精巣腫瘍にて左高位精巣摘除術を施行．病理所見にて精巣原発のび

まん性大細胞型 B 細胞リンパ腫と診断され，当院血液内科にて

RCHOP 療法，MTX 髄注中である．今後対側精巣に放射線照射予定

である．文献的考察を加えて報告する．

精巣腫瘍を疑った精巣梗塞の 1例 : 後藤大輔，壬生寿一，谷 善

啓，坂 宗久（大阪暁明館），中井 靖（県立奈良），川上 隆（河内

総合） 25歳，男性．既往歴に特記すべきことなし．前日よりの右陰

嚢部痛・陰嚢腫大で受診．臨床症状，腹部 CT より右精巣上体炎，左

鼠径ヘルニアと診断．抗菌薬加療後に当院消化器外科で左鼠径ヘルニ

ア根治術施行．術中に右精巣の硬結を認め，精巣腫瘍疑いで再度当科

紹介となった．陰嚢エコーで右精巣の血流低下を認め，血中 HCG-β

が軽度上昇しており，MRI で右精巣の壊死疑いでもあり，精巣腫瘍

を否定出来ず，治療として右高位精巣摘除術を選択．摘出標本で右精

巣上体は腫大し外観上暗赤色で出血を伴った壊死像を認め，病理所見

より右精巣に広範な壊死と出血を認め，精巣周囲の瘢痕化も多く臨床

症状とも併せて精巣上体炎後にきたした精巣梗塞と診断した．

悪性黒色腫の副腎転移に対し腹腔鏡下副腎摘除術を施行した 1例 :

井上裕太，本郷文弥，福井彩子，粥川成優，藤原敦子，内藤泰行，三

神一哉，高羽夏樹，河内明宏，三木恒治（京府医大） 症例は73歳，

男性．2007年に悪性黒色腫を発症し当院皮膚科で加療中，2010年 6月

撮影の PET-CT で左副腎に集積を認め当科紹介受診． 9月に腹腔鏡

下左副腎摘除術を施行し，病理診断は悪性黒色腫の副腎転移であっ

た．悪性黒色腫の遠隔転移が単発で完全摘出可能であれば，手術によ

り生存期間の延長が期待できる．副腎転移についても切除が有用と報

告されているが，腹腔鏡下手術の報告例は本邦では殆どない．腹腔鏡

下手術は開腹手術に比べ合併症が少なく，かつ症例を選べば根治性も

遜色ないとの報告があり，悪性黒色腫の副腎転移に対しても腹腔鏡下

手術が有用であると考えられた．

自然破裂を契機に診断された副腎癌の 1例 :石津谷 祐，福田聡子，

小森和彦，井上 均，西村健作，原 恒男（市立池田） 76歳，男

性．下腹部痛を主訴に受診．CT にて左副腎に 6 cm 大の腫瘍を認め，

腫瘍と連続して後腹膜血腫が広がっていた．傍大動脈など多数のリン

パ節腫大を認めた．各種腫瘍マーカーは陰性で，副腎由来のホルモン

の血中濃度も正常範囲内であった．開腹生検による病理組織診断の結

果，低分化型腺癌であり左副腎癌 stage IV の診断となった．治癒切除

は不可能であり，ミトタンの内服を開始したが，全身状態の悪化から

継続困難となった．腫瘍は急速に増大し，初診から 3カ月後に死亡し

た．われわれの検索しえた限り，副腎癌の自然破裂例は自験例で 8例

目であり，うち 7例を内分泌非活性が占めていた．副腎癌の約 6割は

内分泌活性を有するが，内分泌活性例ではホルモン過剰症状が出現す

るため，自然破裂する前に診断に至っているためと考えられた．

前立腺膿瘍に気腫性膀胱炎を合併した 1例 :前田康秀（京都南），

久保田和弘（同内科），中嶋正和（京都大） 82歳，男性．既往歴 :

糖尿病，神経因性膀胱．現病歴 :心原性脳塞栓で入院中に高熱を認

め，CT にて前立腺膿瘍と気腫性膀胱炎を指摘．MRI（拡散強調画

像）にて前立腺膿瘍は著明な高信号を呈し診断に有用であった．尿培

養，血液培養では Klebsiella を検出．前立腺膿瘍の治療は TUR-P に

よるドレナージや膀胱瘻造設が望ましいが，ワーファリンによる PT

延長を認め，保存的治療（尿道カテーテル＋抗生剤）を先行．ワー

ファリン中止し PT 正常化を待って，TUR-P，膀胱瘻造設を施行．術

中 TRUS を併用．術後経過は良好．気腫性膀胱炎，前立腺膿瘍の合

併例は稀で本邦 2例目であった．両疾患の患者背景，起因菌は類似し

ているが，病態，治療方針は異なる．また本症例は抗凝固療法中であ

り，○1尿路管理（経尿道 or 膀胱瘻），○2 TUR-P の時期，といった治

療方針に苦慮した．

経会陰式前立腺針生検施行後に腹腔内出血を来たした 1例 :足立浩

幸，坂野恵里，田原秀男（耳原総合） 症例は66歳，男性．2010年11

月に夜間頻尿・残尿感に対する精査・加療目的にて当科受診となっ

た．直腸指診上は，前立腺は軽度腫大し，石様硬の結節を左右両側に

触知したが，血清 PSA 値が 3.44 ng/ml と正常範囲内で，TRUS でも

癌を疑う所見を認めなかったため，この際は経過観察とした． 3カ月

後の血清 PSA 値が 5.30 ng/ml と上昇したため，2011年 2月に経会陰

式前立腺針生検を施行した．術後，下腹部痛・血圧の低下を認め，ま

た採血上も Hb 値の低下を認めたため造影 CT を施行したところ，後

腹膜腔から腹腔内に血腫を認め，生検後に生じた腹腔内出血と考えら

れた．前立腺生検の合併症として，骨盤内出血や腹腔内出血などの重

度の出血が起こりうる可能性を考慮しておく必要があると考えられ

た．

DIC を契機に発見された前立腺癌による骨髄癌腫症の 1例 :湊 の

り子，高田 剛，古賀 実，菅尾英木（箕面市立） 56歳，男性．

2010年 8月から腰痛があり 9月より呼吸困難と全身倦怠感も出現した

ため当院内科受診．汎血球減少と後腹膜リンパ節腫脹を認められ，緊

急入院となった．精査の結果，PSA 4,125 ng/ml と異常高値で前立腺

癌が疑われ，FDP も高値で DIC と診断．赤血球および血小板輸血を

行いながら EMP の投与を開始し PSA は 2週後に 187 ng/ml と改善し

た．血小板低値が続いたため前立腺生検は行っていないが，骨髄生検

で Gleason pattern 4 の前立腺癌の転移を確認した．骨シンチで super

bone scan を呈しており骨髄癌腫症と診断した．治療開始から 9週後

に PSA 9.8 ng/ml で nadir となりその後は MAB やタキソテールによ

る化学療法も行ったが効果なく，34週後に死亡した．

前立腺癌骨転移に対しゾレドロン酸加療中顎骨壊死をきたした 1症

例 : 砂田拓郎，濱田彬弘，村上 薫，澤田篤郎，植月広次，川西博

晃，奥村和弘（天理よろづ相談所） 2007年 9月体重減少を機に当科

を受診した．PSA636 精査にて前立腺癌 (Gleason score 5＋4) と診断

した．同時に多発骨転移あり，MAB 開始するとともに左下肢の痺れ

に対し放射線療法 (30 Gy/L2∼4) 開始した．2008年 1月に骨痛出現

しゾレドロン酸開始も以後 PSA は上昇傾向 (nadir 0.11) にあった．
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2010年 3月咬合不全出現・口腔外科にて顎骨壊死と診断された．下顎

骨内部に壊死病変を認め， 1年後には感染のため膿瘍を形成した．顎

骨壊死においては抗がん剤治療やステロイド治療などがリスク因子と

なる．癌患者においては特にビスフォスフォネート製剤に関連した顎

骨壊死 (BRONJ) が問題となり，リスク因子は不明だが0.8∼12％の

割合で発生するとされている．本症例では歯科疾患の既往もみられて

いなかった．予防の方法が確立していないため，リスクの有無に関わ

らず癌患者に投与する際は常に念頭に置くべきである．

ゾレドロン酸投与に関連した顎骨壊死から咽後膿瘍を生じた前立腺

癌の 1例 :惣田哲次，福本 亮，林 哲也，岡 大三，藤本宜正，小

出卓生（大阪厚生年金） 67歳，男性．2009年 8月，多発骨転移前立

腺癌 (T2bN0M1，stage IV) と診断され ADT 施行．骨転移に対し

2010年 7月よりゾレドロン酸投与．去勢抵抗性となり2011年 5月10日

よりドセタキセル投与． 5月上旬より右下顎部痛を認め口腔外科受診

も異常所見なし． 5月下旬，同部位の疼痛著明で急性腎不全を認め緊

急入院．入院後呼吸苦あり，頸部 CT にて右下顎および気管周囲は著

明に腫大，気管狭窄を呈しており挿管下に ICU 加療．抗生剤加療も，

第12病日の頸部 CT にて咽後膿瘍を認め切開排膿術および気管切開術

を施行．第20病日に右下顎舌側に骨露出を認めた．第23病日には縦隔

炎を認め，多発肝転移も認めた．第61病日に肝不全にて死亡した．

カルボプラチン・イリノテカンにて PR となった前立腺小細胞癌の

1例 : 木村博子，植垣正幸，青山輝義，橋村孝幸（関西電力），河合

潤（同病理） 80歳，男性．2009年，頻尿を主訴に受診．iPSA 8.5

ng/ml，直腸診石様硬，PV 45 ml にて生検を施行し前立腺癌 Gleason

score 4＋5 であった．画像診断にて cT4N0M0（尿道，直腸，精嚢浸

潤）と診断し，MAB を開始した．経過観察中の2011年 3月，PSA は

0.524 ng/ml と低値のまま推移していたが，尿閉となり施行した

TUR-P の組織診の結果は小細胞癌であり，画像検査では肝転移・肺

転移を認めた．肺小細胞癌の治療に順じて施行したカルボプラチン・

イリノテカン療法にて，治療前 96 ng/ml であった NSE は 3.3 ng/ml

まで低下し，PR となった．前立腺小細胞癌に対するカルボプラチ

ン・イリノテカン療法は，副作用が少なく有効な治療になりうると考

えられた．

扁平上皮への分化を示す前立腺癌の 1例 :桑田真臣，吉川元清，岡

島英二郎（市立奈良），清水一宏（柏井クリニック） 78歳，男性．

頻尿を主訴に近医を受診．α1 blocker とデュタステリド投与開始され

たが改善せず近医泌尿器科を受診．直腸診で右葉に硬結あり，当科へ

紹介．PSA は 1.25 ng/ml，各種がんマーカーも異常値なし．経直腸

的前立腺針生検では典型的な前立腺癌は否定的で，低分化型扁平上皮

癌や扁平上皮への分化を伴う癌が疑われた．画像検査にて cT2cN0M0

と診断，拡大前立腺全摘除術を施行．摘除標本では扁平上皮への分化

を示す癌であり，前立腺扁平上皮癌と診断．左閉鎖リンパ節に転移を

認め pT3aN1M0 (RM0) であった．術後 3カ月目で尿道膀胱吻合部・

多発肝転移・胸壁転移・骨盤リンパ内再発の多発再発を認めたため化

学療法を施行したが効果なく現在 best supportive care となっている．
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