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第255回日本泌尿器科学会東海地方会

（2012年 3月11日（日），於 栄ガスビル）

腎外側に発生した悪性リンパ腫の 1例 :後藤修平，小堀 豪，諸井

誠司（浜松労災） 63歳，男性．腰背部痛精査のため施行した造影

CT にて左腎外側に直径 7 cm の腫瘍を認めた．腎実質との境界は明

瞭で造影効果は弱く不均一であり，一部背筋群に浸潤像を認めた．そ

の他転移やリンパ節腫大は認めなかった．以上の所見から後腹膜肉腫

を疑い手術を施行した．下行結腸・腎との癒着が高度であり合併切除

とした．術後病理結果は malignant lymphoma，diffuse large B cell type

であった．腎・腎外側に原発する悪性リンパ腫は稀とされているが，

近年増加傾向にある．画像上多彩な所見を呈するため，後腹膜腫瘍を

認めた際には常に念頭において鑑別することが肝要であると考えられ

る．

腹腔鏡下で摘出しえた後腹膜脂肪肉腫の 1例 : 高木大介，高橋義

人，河田 啓，前川由佳，堀江憲吾，土屋邦洋，石田健一郎，谷口光

宏（岐阜総合医療セ），岩田 仁（同病理診断） 67歳，男性，腰背

部痛を主訴に近医受診し左後腹膜腫瘍を指摘され，2011年11月精査加

療目的に当科紹介受診した．造影 CT にて左後腎傍腔に 6.5×4.0×

20 cm 大の脂肪成分主体の腫瘤を認め，MRI 所見と併せて脂肪肉腫

と診断し，腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術を施行した．手術時間は239分，

出血量は 10 ml であった．一部固有背筋との癒着を認めたが，固有背

筋に切り込む形で残存なく腫瘍を摘出した．摘出標本は，重量 800 g

で 28×13×7 cm 大の薄い被膜に覆われた黄色充実性の腫瘍であっ

た．病理診断結果は高分化型脂肪肉腫であった．術後 3カ月を経過

し，再発，転移なく生存中である．後腹膜脂肪肉腫の腹腔鏡手術は症

例を選択すれば有用であると考えられた．

悪性線維性組織球腫の 1例 :佐野優太，鈴木晶貴，坂元史稔，井上

聡，石田昇平，藤田高史，小松智徳，木村 亨，辻 克和，絹川常郎

（社保中京） 69歳，男性．2011年 4月，腰痛と便秘が出現．精査，

加療目的で入院となった．精査の結果，腸管は問題なく，右水腎水尿

管と尿管周囲に腫瘤を認めた．MRI からも悪性が否定できないため，

2011年 7月後腹膜腫瘍摘出術施行． S状結腸に接するように S状結腸

腸間膜に cystic な腫瘍認めた．腫瘍は周囲と癒着しており，腸間膜と

ともに S状結腸を合併切除した．病理診断は悪性線維性組織球種で

あった．切除断端陽性であったため， 8月に 14.4 Gy/8 Fr 放射線照

射したが，右腎背側に残存腫瘍が見つかり，照射中止．化学療法は，

腫瘍増大認めてから施行する方針とした．術後 7カ月増大認めず，経

過観察中．文献上，確立された化学療法や放射線療法はないが，イホ

スファミドを中心とした化学療法で CR した症例が 2例報告されて

いる．

急激な全身状態の悪化を呈した右巨大腎腫瘍の 1例 :増井仁彦，恵

謙，福澤重樹（島田市民） 45歳，男性．突然の心窩部痛，右腰背部

季肋部痛で当院救急搬送．受診時意識レベル，バイタル正常．CT 動

脈相で活動性出血を伴う 19×16×15 cm 大の腎腫瘍を確認．出血は

後腹膜腔内に留まっていたため保存的に経過をみるも，貧血が進行す

るとともに呼吸困難感が出現し， 2日目に腎動脈塞栓術を施行． 3日

目にはさらなる貧血の進行，呼吸不全を認めた他，腎不全，肝不全が

出現したため非侵襲的陽圧換気療法，持続的血液濾過透析を開始．そ

の後全身状態改善せず，入院 6日目に右腎摘除術を施行した．標本重

量 3,500 g，嫌色素性腎細胞癌 (pT2bN0M0) であった．術後 7 日目

に人工呼吸器から離脱，15日目に透析から離脱し，術後29日目に退院

した．今回の急激な全身状態の悪化に関しては術前腹腔内圧が 24

mmHg と高値であったこともあり，腹部コンパートメント症候群が

原因の 1つと考えられた．

Prevotella loesceii によって引き起こされた感染性腎嚢胞の 1例 :

飯沼光司，加藤成一，増栄孝子，増栄成泰，宇野雅博，藤本佳則（大

垣市民） 症例は15歳，女性．発熱，左腰背部痛を主訴に受診．腹部

エコー，CT で左腎に壁肥厚を伴う 3.8×3.6 cm の嚢胞を認め感染性

腎嚢胞と診断し透視下穿刺を施行した．嚢胞は尿路との交通を認めな

かった．ドレナージチューブとして S-J カテーテルを留置した．嚢胞

液の培養では口腔内常在菌である Prevotella loesceii を認めた．入院の

うえパニペネムの点滴を行い解熱およびドレーン量が減少したため，

第 8病日にミノマイシンを注入後ドレーンを抜去した．抜去後の再燃

はなく第10病日に退院となった．以降再発は認めていない．本例は発

症前の腎嚢胞の有無は不明で，尿検査は正常であった．起炎菌からは

血行性に腎に化膿性炎症が生じそれに続発して嚢胞が形成された可能

性が考えられるが誘因となるような口腔内疾患や歯科的処置はなく血

液培養で同菌を認めていない．起炎菌として Prevotella loesceii が認め

られた症例は稀でありここに報告する．

膀胱に発生した Inflammatory myofibroblastic tumor の 1例 :下地

健雄，平野篤志（八千代），服部良平，（名古屋大），都築豊徳（名古

屋第二赤十字） 48歳，女性．肉眼的血尿を契機に膀胱前壁に径 7

cm の腫瘍を指摘された．TUR-Bt の結果，炎症細胞の浸潤を伴う筋

線維芽細胞の特徴を示す紡錘形細胞の増殖があり筋層浸潤を認めた．

また免疫染色にて ALK (anaplastic lymphoma kinase) 陽性を認め

inflammatory myofibroblastic tumor (IMT) 診断した．IMT は前記の病

理的特徴をもつ良悪性中間的腫瘍で年齢的な偏りはなく，全身の臓器

に発生し泌尿器領域では膀胱に発生する事が多い．病理検査以外で診

断を下すことは困難で，外科的切除が最も有効な治療である．本邦に

おける IMT の報告は本症例を加え37例．男性18例，女性19例，治療

は TUR-BT 22例，膀胱部分切除 7例，TUR-Bt＋膀胱部分切除 7例，

TUR-Bt＋膀胱全摘 1例．再発は 1例のみと予後良好であり悪性との

鑑別が肝要である．

エトポシド，シスプラチン併用療法後に膀胱全摘術を行った膀胱小

細胞癌の 1 例 : 山口朝臣，上平 修，平林裕樹，平林毅樹，守屋

嘉，深津顕俊，吉川羊子，松浦 治（小牧市民） 66歳，男性．2011

年 6月，肉眼的血尿にて当科紹介．精査にて浸潤性膀胱癌 cT2N0M0

の診断． 7 月 TUR-Bt 施行，病理は small cell carcinoma＋urothelial

carcinoma であった．腫瘍底部は陰性なるも，術後も尿細胞診 class 3b

持続．肺小細胞癌に準じてエトポシド，シスプラチン併用療法 2コー

ス行った後に，膀胱全摘，代用膀胱造設術施行．肉眼的には残存腫瘍

は明らかではないが，病理では small cell carcinoma を認めず，urothe-

lial carcinoma，G3，pT1N0 であった．経過良好にて術後36日目に退

院．術後 4カ月現在，明らかな再発を認めていない．

ホルミウム・ヤグレーザーで核出した膀胱平滑筋腫の 1例 :平林崇

樹，前田基博，犬塚善博，近藤厚哉，田中國晃（刈谷豊田総合） 52

歳，男性．糖尿病性腎症にて血液透析を導入することになり，スク

リーニングのための腹部エコーにて膀胱内腫瘤を指摘され当科を紹介

受診された．膀胱鏡検査にて膀胱頂部に正常粘膜に覆われた表面平滑

な隆起性病変，MRI では膀胱筋層内に T2 強調像にて低信号を示す

16×10 mm 大の腫瘤を認め膀胱平滑筋腫が疑われた．組織確認を目

的とした手術を勧めたが拒否，経過観察方針としたが 9カ月後のフォ

ローのMRI 検査にて腫瘤が 25×20 mm 大と増大傾向を認めた．膀胱

部分切除術を提示した上で，経尿道的核出術についても提示．後者を

希望されたため，経尿道的ホルミウム・ヤグレーザー膀胱腫瘍核出術

を施行．病理は平滑筋腫であった．核出術のため直接腫瘍に切り込む

ことなく良好な視野で腫瘍の核出を行うことができた．腫瘍の部位，

大きさなど症例を選択すれば低侵襲で有用な治療法となりうると考え

られた．

思春期男児膀胱尿道異物の 1例 : 江原英俊（村上記念），伊藤慎一

（岐阜大），泉 久美子（村上記念腎臓内科） 症例は14歳，男子中学

生．既往歴に特記すべきことはないが，幼少時に両親が離婚し父子家

庭．学校検診で蛋白尿を指摘され精査目的で当院腎臓内科に紹介され

た．この際に膿尿，細菌尿も認めたために当科に紹介された．CT で

いびつな膀胱結石があり，尿道鏡で後部尿道に異物を認めた．患児は

誰が何を，何時，何処で，何故，挿入したかは話さず．初めに経尿道

的摘出を試み，ホルミウムヤグレーザーで膀胱結石を破砕したが，異

物の遠位端が組織にめり込んでいたために，経尿道的摘除は失敗し

た．膀胱高位切開に変更して，破砕した結石片をとり除き，異物を

引っ張り出した．その際の出血は軽微であった．異物は小学校の裁縫
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道具にあるひも（ゴム）通しであることが判明した．その後， 1年前

の夏休みに自宅の勉強部屋にて自ら自慰目的で挿入した事を告白し

た．過去にも何回かやっていた．術後の経過は良好である．

ステロイド療法にて改善を認めた膀胱周囲炎症性腫瘤の 1例 :水谷

晃輔，久保田恵章，前田真一（トヨタ記念） 症例は67歳，女性．頻

尿，尿失禁を主訴に初診．13年前に膀胱頸部つり上げ術 (Vesica 使

用）の既往．初診時，濃尿は認めず UFM では軽度残尿（25 ml) 以外

に異常を認めなかった．抗コリン薬を使用するも症状の改善なく，膀

胱鏡を行ったところ膀胱頂部左側に浮腫状粘膜に覆われた粘膜下腫瘍

を認めた．MRI ，CT では嚢胞性腫瘤の診断であった．TUR 生検で

は cystitis と診断された．CT ガイド下腫瘍生検を行ったところ炎症性

細胞の浸潤を伴う線維組織が認められたため，膀胱周囲炎症性腫瘤と

診断した．膀胱部分切除を勧めたが本人の希望にて保存的療法となり

LVFX の投与を行ったが改善せず，ステロイド内服 (10 mg/日）を開

始したところ 1カ月で自覚症状の改善，画像上の腫瘍縮小を認めた．

画像検査より膀胱頸部つり上げ術時に使用された恥骨のアンカーから

炎症が波及していると考え，同手術が膀胱周囲炎症性腫瘤の原因であ

ると推察した．

膀胱子宮内膜症の 1例 :鶴田勝久，佐野友康，勝野 暁，山田 伸

（岡崎市民） 37歳，女性．2010年頃より月経時に排尿痛の自覚あり．

2011年 7月に月経困難症で近医受診し，低用量ピル内服となった．同

時に月経時の下血もあり2011年 9月異所性子宮内膜症疑いの診断で当

院婦人科に紹介．経腟超音波にて膀胱腫瘤の疑いあり当科紹介となっ

た．膀胱鏡検査で，左尿管口後方に暗青色の腫瘤性病変を認め，2011

年10月に組織診断目的に経尿道的腫瘍切除術を施行した．病理診断

は，膀胱の粘膜固有層，固有筋層内に子宮内膜組織を認め，膀胱子宮

内膜症（膀胱 endometriosis) であった．術後 4カ月経過時点では排尿

痛はなく，婦人科で引き続き月経困難症に対して低用量ピル継続投与

中である．

気腫性膀胱炎の 3例 : 伊勢呂哲也，惠谷俊紀，神谷浩行，橋本良

博，岩瀬 豊（豊田厚生） 気腫性膀胱炎を 3例経験した．主訴は 2

例が肉眼的血尿で， 1例は下腹部痛． 3例ともに CT にて膀胱内，膀

胱壁内にガスを認め，SBT/PIPC 投与にて主訴の改善を認めた．気腫

性膀胱炎は単純性の膀胱炎に比べて，起因菌の占める割合で大腸菌が

低い．基礎疾患として糖尿病，神経因性膀胱が多く，他にはステロイ

ド内服など免疫低下をきたすような合併症があることがある．治療に

は抗菌薬の投与，尿路閉塞の解除，基礎疾患の治療といった保存的治

療が中心で一般的に予後良好である．当院で経験した 3例中 2例で，

気腫性膀胱炎治療前は自排尿可能であったが，治療後にバルン留置と

なった．気腫性膀胱炎になるような方は神経因性膀胱などの疾患を持

ち，もともと膀胱機能が低いことが多い．当院での症例から，気腫性

膀胱炎に罹患することで膀胱筋層への障害が起き，膀胱機能が低下す

ると考えた．

尿管癌術後 5年目に胸腺転移を認めた 1例 :深谷孝介，白木良一，

西野 将，河合昭浩，引地 克，彦坂和信，平野泰広，石瀬仁司，深

見直彦，丸山高広，佐々木ひと美，日下 守，石川清仁，星長清隆

（保健衛生大） 70歳代，女性．左尿管癌に対し術前補助化学療法

(MVAC) 後，腹腔鏡下腎尿管全摘除術施行 (UC，G3，pT2pN0，

ly1）．術後 5年目の CT で胸腺腫瘤を指摘され，FDG-PET/CT では

SUVmax 6.48 の FDG 集積を認めた．胸腔鏡下胸腺摘出術を施行し，

病理結果は尿路上皮癌の転移と診断した．術後補助化学療法 (GC)

を施行し，胸腺摘出後 8カ月間，無再発経過観察中である．胸腺は思

春期に最大となりその後は退縮し，血液胸腺関門が存在することから

胸腺に悪性腫瘍が転移することは比較的稀である．尿路上皮癌の胸腺

単独転移は調べえた限りでは，他に報告はなく自験例が初例と考えら

れた．

膀胱癌乳腺転移の 1例 :甲斐文丈，永田仁夫，田村啓多，加藤大

貴，鈴木孝尚，杉山貴之，大塚篤史，高山達也，石井保夫，古瀬

洋，麦谷荘一，大園誠一郎（浜松医大），伊藤寿樹（遠州） 67歳，

女性．［主訴］肉眼的血尿．［膀胱鏡生検］UC，G3．［診断］膀胱癌

cT4（子宮浸潤），N2（骨盤内リンパ節），M1（左鎖骨上・腋窩リン

パ節）．［治療経過］GEM/CBDCA (GC) 療法 4 コース施行 [PR］．

患者希望で 3カ月の休薬後，CT で傍大動脈・左鎖骨上・腋窩リンパ

節の増大．追加 GC 療法 4コース施行 [PD］，CT で左乳房・前胸部

腫脹あり乳房腫瘤生検 : 膀胱癌乳腺転移．GEM/PTX (GP) 療法 2

コース施行 [SD］，追加 4コース施行 [PD］．加療開始から16カ月経

過した現在，生存中．

胃 GIST を合併した膀胱原発の小細胞癌の 1例 :三木 学，神田英

輝，舛井 覚，西川晃平，堀 靖英，吉尾裕子，長谷川嘉弘，山田泰

司，有馬公伸，杉村芳樹（三重大） 52歳，男性．主訴は血尿・頻

尿．喫煙歴あり．理学的所見に特記すべきことなし．膀胱鏡で膀胱後

壁に 1.5 cm 径の非有茎性結節型腫瘍を認め，生検にて小細胞癌と診

断．精査にて胃 GIST も認めたため，膀胱全摘除術・回腸導管造設術

および胃 GIST 切除術を施行．術後化学療法は施行せず，術後 2年経

過した現在再発を認めていない．T2 以下であれば膀胱全摘のみで根

治できる可能性があるが，up-staging していることが多く，T4a 以下

のものと同様に化学療法後の全摘が最も勧められると考えられた．化

学療法は肺小細胞癌に準じると PE 療法，extensive stage では IP 療法

も勧められ，CR 率も高いが再発を来たすことが多く効果は限定的で

ある．放射線治療の適応なども含め，今後も症例の蓄積が求められ

る．

Poikiloderma with neutropenia (PN) に合併した陰茎癌の 1例 :山

田佳輝，亀山紘司，菊地美奈，中根慶太，加藤 卓，菅原 崇，清家

健作，土屋朋大，安田 満，横井繁明，伊藤慎一，仲野正博，出口

隆（岐阜大），野村昌代，渋谷佳直（同皮膚），廣瀬善信（同病理）

24歳，男性．2009年 8月陰部痛・亀頭の異常を自覚し皮膚科受診．亀

頭包皮炎と診断され外用治療行うも改善せず， 9月に生検でケーラー

紅色肥厚症と判明．本人に陰茎切断術を勧めたが拒否し，12月にから

保存的治療を行うも，2011年 3月に亀頭部びらんの悪化，疼痛も出現

し， 8月に陰茎切断術目的で当科を紹介受診．CT・MRI では左右鼠

径部にリンパ節腫脹を認めるが有意なものはなく，PET−CT でもリ

ンパ節転移・遠隔転移を示唆する所見を認めず，11月 7日に陰茎部分

切断術を施行した．

頸部リンパ節腫脹によって発見された性腺外胚細胞腫瘍の 1例 :梶

川圭史，吉澤孝彦，小林郁生，西川源也，勝田麗美，全並賢二，飛梅

基，中村小源太，青木重之，伊藤要子，山田芳彰，住友 誠（愛知医

大） 22歳，男性．発熱と左鎖骨上リンパ節の腫大あり．血液検査で

は LDH，IL-2，hCG，AFP の上昇認め，左の鎖骨上リンパ節に対し

て開放生検を施行したところ，germ cell tumor を疑う所見であった．

造影 CT で大動脈周囲リンパ節の腫大を認め，精巣の超音波では腫瘤

性病変を認めず，性腺外胚細胞腫瘍の診断に至る．TxN2M1aS2，

stage IIIB2 にて，BEP1＋EP3 コースを施行．結果として，大動脈周

囲リンパ節の腫大は，著明な縮小を認め PR の判定．その後，残存病

変に対して RPLND 施行も，viable な腫瘍細胞の残存は認めず．以

後， 4年間再発なし．性腺外胚細胞腫瘍の頻度は，胚細胞性腫瘍全体

の 1∼ 5％に認める．今回，原発部位による予後の差や burn-out testi-

cular tumor に関しても文献的考察を加えて報告する．

核出術により精巣温存が可能であった小児精巣腫瘍の 1例 :水野健

太郎，西尾英紀，守時良演，神沢英幸，梅本幸裕，小島祥敬，河合憲

康，戸澤啓一，佐々木昌一，林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋市大）

3歳 2カ月，男児．健診で陰嚢内容の大きさの左右差を指摘され当科

紹介．触診では右陰嚢内に硬結を認め，精巣腫瘍を疑った．腫瘍マー

カーは LDH 260 U/l，AFP 0.9 ng/ml，hCGβ 0.1 ng/ml 以下と LDH

の軽度高値のみ．陰嚢超音波検査では，石灰化・周辺低エコー帯

(halo) を伴う 14×13×10 mm 大の結節を認め，MRI で隔壁状構造を

示す腫瘤を認めた．奇形腫・類表皮嚢胞を疑い，腫瘍核出術を行っ

た．術中迅速病理検査では奇形腫，永久標本でも成熟奇形腫と診断し

た．術後10カ月の時点で，再発や温存した精巣の萎縮は認めていな

い．術前の超音波所見が手術方法の選択に有用と考えられた．また，

幹細胞マーカー UTF1 の発現解析の結果，腫瘍部分では発現は認め

ず，分化した細胞が腫瘍の大多数を占めると考えられた．このことか

ら腫瘍再発の可能性は低く，核出術の選択は妥当と考えられた．

多発肝転移を伴う進行精巣癌に対して異時的肝切除術を行った 1

例 :小嶋一平，加藤真史，松尾一成，高井 峻，馬嶋 剛，萩倉祥

一，藤田高史，佐々直人，松川宜久，小川輝之，水谷一夫，山本徳

則，服部良平，後藤百万（名古屋大） 35歳，男性，左精巣腫瘍，多
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発肝転移にて当科受診．AFP 42,390 ng/ml，βHCG 1.2 ng/ml，LDH

1,200 IU/l，高位精巣摘除術を施行し，卵黄嚢腫瘍主体の混合性腫

瘍，stage IIIc と診断した．BEP 療法 3コース施行後，呼吸機能の増

悪，腫瘍縮小率も不十分と判断し VeIP 療法に変更した． 2コース施

行後に腫瘍マーカーは正常化したが残存肝転移巣は両葉に認めた．肝

右葉切除後に代償性に腫大した後に肝左葉の残存腫瘍を切除した．残

存肝腫瘍は mature teratoma であった．

尿膜管癌の 2例 :山本晃之，寺島康浩，荒木英盛，田中篤史，長井

辰哉（豊橋市民） 症例 1 : 51歳，男性．肉眼的血尿を主訴に来院．

膀胱鏡で膀胱頂部に非乳頭状腫瘍を認めた．生検で adenocarcinoma

であり画像所見と合わせて尿膜管癌と診断した．CEA，CA19-9 は正

常であった．尿膜管全摘除・膀胱部分切除術，骨盤内リンパ節廓清を

施行．臍，尿膜管，膀胱を en bloc に摘出した．病理結果は urachal

carcinoma T3N0M0 (stage 3A），膀胱周囲脂肪織浸潤を認めた．追加

治療なく術後 1年再発を認めない．症例 2 : 38歳，女性．肉眼的血尿

を主訴に来院．膀胱鏡で膀胱頂部に非乳頭状腫瘍を認めた．生検で

carcinoma，粘液産生を認めた．CEA，CA125 は正常，CA19-9 は 40.

9 IU/ml と高値であった．画像所見と合わせて尿膜管癌と診断した．

尿膜管全摘除・膀胱部分切除術，骨盤内リンパ節廓清を施行．臍，尿

膜管，膀胱を En bloc に摘出した．病理結果は urachal carcinoma

T2bN0M0 (stage 3A) であった．術後 CA19-9 は正常範囲へ低下した．

追加治療なく術後 6カ月再発を認めない．

ドセタキセル (DTX) が有効であった前立腺小細胞癌の 1例 :松浦

浩，金井優博，栃木宏水（三重総合医療セ） 75歳，男性．近医にて

PSA 25 ng/ml にて2009年 9月に前立腺生検を施行，低分化型腺癌，

Gleason score 4＋5 が検出され，肝転移・リンパ節転移を認め，MAB

が施行され，一時効果を認めたが PD となり DTX 目的に当科に2010

年 9月紹介となる．当科初診時 PSA 19.9 ng/ml，多発肝・骨・リン

パ節転移，膀胱頸部・精嚢浸潤，左腎盂の拡張，左無機能腎を認め，

NSE が 26.9 ng/ml と高値のため前立腺再生検を行った．NSE 染色陰

性であり当初は低分化型腺癌との診断であったが，デキサメサゾン併

用 DTX 開始後に小細胞癌との最終診断を得た． 1 コース終了後

PSA，NSE 値の低下を認め，重篤な副作用を認めず，患者の希望も

あり継続投与した．その後も両値とも低下傾向を認め画像上も肝転移

巣の縮小を認めた．NSE 値は 3コース終了後，PSA 値は 9コース終

了後に正常化し，DTX は有効と思われ，17コースまで施行し PR を

維持している．

前立腺全摘除術後に大腿神経麻痺をきたした 1例 :宇佐美雅之，遠

藤純央，伊藤尊一郎，津ヶ谷正行（豊川市民） 68歳，男性．臨床病

期 T2bN0M0 前立腺癌に対し，2011年11月に恥骨後式逆行性前立腺全

摘除術を施行．術後 2日目，離床時に左膝支持力低下にて転倒．硬膜

外麻酔カテーテルを抜去するも改善せず，整形外科医師診察にて左大

腿神経麻痺と診断．リハビリテーションを開始し，20日目には独歩が

可能となり，34日目に退院．以後外来通院にてリハビリテーションを

継続し，現在術後105日目にて左大腿四頭筋は MMT4-5 レベルに改

善．前立腺全摘除術後の大腿神経麻痺の合併は，本邦において報告

0.8％，海外では0.001％の発症頻度と報告され，発症原因としては，

1．開創器による圧迫，2．体位 ，3．術式，4．その他が考えられて

いるが，本症例では術中開創器の使用が原因であると予測された．完

全な発症予防は困難であり，1）神経障害の早期発見，2）すみやかな

整形外科専門医へのコンサルト，3）リハビリテーションの早期開始

が予後に重要と考えられた．

フレキシシールにて術後排便管理が良好であった Fournier 壊疽の

2例 :山内裕士，吉田真理，石田 亮，錦見俊徳，山田浩史，横井圭

介，小林弘明（名古屋第二赤十字） 症例 1 は73歳，男性，陰嚢腫

脹・意識障害を主訴に救急外来受診．症例 2は65歳，男性，エベレス

ト登山中から陰のう違和感，発熱を主訴に救急外来を受診し Fournier

壊疽の診断を得た．共に同日緊急デブリードメント術を施行し，創部

は開放創の状態とした．症例 1は術後 1日目，症例 2では術直後から

フレキシシールでの排便管理とした．その後連日の洗浄・デブリード

メントにて両者ともストマ造設をすることなく，皮膚科にて植皮術を

行うに至った．会陰部 Fournier 壊疽に対しフレキシシール使用によ

り，ストマ造設をすることなく創部を清潔に保ち術後排便管理が良好

であった 2例に関して報告する．

糖尿病性腎症に合併した陰茎壊疽の 1例 :福田勝洋，廣瀬真仁，成

山泰道，窪田裕樹，山田泰之（海南） 62歳，男性．40年来の糖尿病

の既往あり．2008年 7月に糖尿病性腎症による慢性腎不全のため近医

にて透析導入となった．その際に陰茎の腫脹を認め，陰茎膿瘍の診断

のもと，切開排膿術を施行された．しかし，亀頭部の壊死が広がった

ため，同年 8月当科紹介受診となった．創培養にて MRSA を検出し

たため，CLDM＋VCM を投与したが，陰茎海綿体に壊死巣が広がっ

たため，入院10日目に陰茎切断術を行った．術後に創離解を繰り返し

たが，数回のデブリードマンを行い， 1年を経て創治癒となった．陰

茎壊死を生じた糖尿病患者の予後はきわめて不良であり，保存的治療

で治癒する確率は低いため，積極的に感染巣の除去を行うことが生存

につながると考えられた．

外尿道口に発生した Aggressive angiomyxoma（侵襲性血管粘液腫）

の 1例 :小林隆宏，秋田英俊，安藤亮介，中根明宏，岡村武彦（安城

更生） 症例は49歳，女性，尿線飛散・外尿道口違和感を主訴に近医

受診し，当院紹介．外尿道口部に 15 mm の腫瘤あり，尿道粘膜は整

であった．腫瘤は MRI で T1 low，T2 high intensity，造影効果も認め

られた．外尿道口部嚢胞性腫瘍の診断で腫瘍摘出術を施行．腫瘍は直

径 18 mm，弾性軟で割面は黄白色，病理は aggressive angiomyxoma

(AAM) であった．免疫組織化学染色では estrogen と progesteron

receptor は共に陽性であった．術後 5カ月現在再発を認めていない．

AAM は外陰部，骨盤に発生する比較的稀な間葉系軟部腫瘍で男女比

1 : 6∼7，女性ホルモンの関与が示唆され，LH-RH agonist が効果的

と報告されている．MRI では T1 低∼等，T2 高信号と報告され，本

症例の拡散強調 MRI では高信号，ADC map では等信号であった．

外陰部，骨盤の腫瘍を認めた場合，MRI 所見を参考に AAM を鑑別

に入れる必要があると考える．

女性尿道原発悪性黒色腫の 1例 :近藤啓美，高田俊彦，三輪好生，

玉木正義，米田尚生（岐阜市民），山田鉄也（同病理） 78歳，女性．

会陰部痛を主訴に2009年11月当科受診．軽度の尿道脱と膀胱三角部か

ら外尿道口にかけて壊死を疑う浮腫状粘膜を認めた．尿細胞診は

class II．MRI にて尿道に腫瘤性病変が疑われ，尿道周囲針生検，膀

胱頸部 TUR 生検を施行し悪性黒色腫と診断．PET-CT にて尿道原発

と考えられ，明らかなリンパ節転移は認めなかった．2010年 5月，前

方骨盤内臓器全摘術，閉鎖・外腸骨リンパ節郭清，回腸導管造設術を

施行．腫瘍は厚さ 13 mm，T4N0M0 stage IIb の悪性黒色腫と診断し

た．術後は経過観察をしていたが2011年12月に右鼠径リンパ節転移を

認め，右浅鼠径リンパ節郭清術を施行．現在補助療法として DAV 療

法を施行している．尿道原発悪性黒色腫は稀な疾患であるが，皮膚原

発と同様にセンチネルリンパ節生検や術後の補助療法を検討する必要

があると考える．

女性尿道憩室の 3 例 : 引地 克，佐々木ひと美，河合昭浩，西野

将，深谷孝介，彦坂和信，平野泰広，石瀬仁司，深見直彦，丸山高

広，日下 守，石川清仁，白木良一，星長清隆（保健衛生大） 症例

は20歳代 1名と30歳代 2名で，帯下，陰部腫瘤を主訴として近医産婦

人科，泌尿器科を受診．複数回の穿刺排膿，抗生剤処方されるも症状

改善しないため治療目的で当科紹介．尿培養結果は全例陰性．MRI

を用い尿道憩室と確定診断をつけ 3例とも経腟的尿道憩室摘出術を施

行した．尿道憩室は尿道との交通を有する嚢状腔を形成し尿道腟中隔

にみられるものと定義され，その頻度は低いとされるが，尿道・骨盤

症状を有する女性の中に潜在している可能性もある．下部尿路障害，

性交時痛，排尿後の尿漏れが 3兆候とされているが，特異的な症状は

なく，陰部腫瘤触知も重要な所見と考えられた．尿道憩室の診断にお

いて MRI は感度・特異度とも高く，局在や広がりなどを評価するの

に非常に有用であった．約10％の頻度で憩室内悪性腫瘍が認められる

ことや，女性の QOL を著しく低下させることから早期に経腟的憩室

摘出術を行うことが重要であると考えられた．
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