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学 会 抄 録

第217回日本泌尿器科学会関西地方会

（2011年12月17日（土），於 リーガロイヤル NCB）

テムスロリムスで腫瘍浸潤による腸閉塞を解除し得た右腎細胞癌局

所再発の 1例 :萩原暢久，木村 天，竹内一郎，森 優，稲垣哲典，

中ノ内恒如，納谷佳男（京都第一赤十字） 73歳，男性，全身倦怠感

と発熱を主訴に当院受診．右腎癌 cT3a と診断され，右腎摘除術施

行．病理組織は淡明細胞癌，G3，pT3a で壊死像が多く，腫瘍血管は

つぶれていた．術後 3カ月で肺転移，局所再発を認めスニチニブ投与

を 2コース施行したが PD，局所再発の腸管浸潤によるイレウスが出

現．テムスロリムス投与を開始したところ 2カ月後に腫瘍の縮小を認

め，イレウスは改善し経口摂取が可能となった．計19回投与を行った

が原疾患が増悪しテムスロリムス投与開始 5カ月後に癌死した．淡明

細胞癌であっても腫瘍血管が豊富でない，もしくは壊死組織の多い腫

瘍では，TKI よりも mTOR の方が効果的である可能性が示唆され

た．

自然破裂をきたし急速な転帰をたどった腎細胞癌の 1例 : 金城孝

則，種田建史，米田 傑，竹澤健太郎，野村広徳，鄭 則秀，高田晋

吾，松宮清美（大阪警察） 症例は54歳，男性，主訴は左腰背部痛．

既往に糖尿病，高血圧，肺気腫を認める．2011年 4月健診 US にて左

腎腫瘤を指摘．数日後に左腰背部痛あり，近医で左腎腫脹指摘され，

症状持続するため 2日後当院紹介．CT にて左腎腫瘍からの出血と診

断し，精査加療目的に緊急入院となった．第 9病日には出血コント

ロールを目的に TAE 施行し，左腎動脈を塞栓，翌日経腹膜的左腎摘

除術施行した．左腎中極に 45×20 mm の腫瘍性病変を認め，病理診

断は RCC，clear cell carcinoma，G3＞G2，INFα，V (−），pT1b で

あった．術後炎症反応高値続き，第88病日に局所再発，傍大動脈リン

パ節転移，腹膜転移巣が出現，スーテントによる分子標的薬治療行う

も第158病日に癌死した．腎癌の自然破裂は稀とされているが，本邦

では自験例含め104例報告されている．今回予後の悪い 5例を検討し

た．

自然破裂を来たした嫌色素型腎癌の 1例 :小川悟史，桃園宏之，三

浦徹也，近藤 有，山田裕二，濱見 學（兵庫県立尼崎） 65歳，女

性．2010年 1月特に誘因なく突然の右側腹部痛出現．近医受診し，

CT にて右腎腫瘍の自然破裂の診断で保存的に加療された．同医にて

外来 follow 中であったが，2010年10月当院での follow を希望され紹介

受診．当院 follow 中に腫瘍の増大認め，腎癌 cT1aN0M0 の診断で

2011年 6 月腹腔鏡下腎摘除術施行．病理組織結果は RCC chromo-

phobe type，pT3a，G3 であった．術後2012年 2月まで再発認めてい

ない．腎癌の自然破裂は比較的稀な病態である．今回，嫌色素型腎癌

の自然破裂の症例に対し腹腔鏡下腎摘除術施行した．

オンコサイトーマと鑑別が困難であった嫌色素性腎細胞癌の 1例 :

上野彰久，林 一誠，鈴木 啓，宮下浩明（近江八幡市立総合医療

セ），細川洋平（同病理診断） 症例は30歳，男性．血尿と左側腹部

痛を主訴に近医救急受診し，単純 CT で左腎に長径 12 cm の腫瘤を

認め当院救急へ転送となった．エコーおよび造影 CT で腫瘍に車軸様

血管像を認めオンコサイトーマが疑われた．当院に救急搬送同日に入

院加療を開始．状態は改善し一旦退院し，再度入院にて開腹左腎摘除

術施行．術後経過良好であり，術後10日目に退院となった．病理所見

より嫌色素性腎細胞癌と診断．術後 6カ月経過したが現時点では再

発・転移所見は認めていない．嫌色素性腎細胞癌は発生母地について

は遠位尿細管あるいは集合管由来とされ，オンコサイトーマも発生母

地は類似していると考えられている．両者の病理組織はコロイド鉄染

色や CK7 などの免疫染色での鑑別が有用であると報告されており，

当症例も前述の特殊染色を行い診断の一助となった．術前診断におい

て両者の鑑別は非常に困難であり，積極的治療を考慮する必要がある

と考えられた．

腰椎変性側弯症が原因と考えられた両側水腎症の 1例 :桑田真臣，

岡島英二郎（市立奈良） 83歳，女性．左水腎症を指摘され当科初

診．排泄性腎盂尿管造影で腎盂尿管移行部狭窄症の疑いあるも，当科

通院を中断． 5年後慢性肝炎加療中に腎機能の悪化を認め当科紹介再

診．腹部 CT で左無機能腎，右水腎症を認め，逆行性尿路造影で右上

部尿管に著明な屈曲を認めた．シングルJ尿管ステントは留置可能で

あったが，ダブル J 尿管ステントは先端が屈曲部位を超えず挿入困難

であった．初診から再診までの期間に当院内科で施行された CT と，

初診時の尿路造影を検討した結果，腰椎変性側弯症の進行に伴う余剰

尿管の屈曲が原因と考えられた．経腹的アプローチで屈曲した余剰尿

管の切除と尿管尿管新吻合を施行．現在，術後 6カ月目で，腎機能悪

化，水腎症の再発なく，経過観察中である．変形性側弯症による水腎

症の報告は調べえる限り認めず，きわめて稀である．

腎被膜上に転移した褐色細胞腫の 1例 :安富正悟，大関孝之，小池

浩之，江左篤宣（NTT 西日本大阪） 75歳，男性．2006年に後腹膜

腫．2011年 3月 CT で右副腎近傍と右腎中極に腫瘤を認めた．造影

CT で両腫瘍ともに動脈相で濃染を認めた．123I-MIBG シンチグラ

フィーでは集積を認めず．右腎癌と右副腎褐色細胞腫の再発を疑い，

右腎部分切除術と右副腎摘出術を施行．病理組織診断は褐色細胞腫の

再発であった．褐色細胞腫は約10％が悪性であると報告されている

が，初回手術時の病理組織学的所見で良性・悪性の判定をするのは困

難である．また褐色細胞腫の腎被膜上転移は稀である．外科的切除後

約 4年10カ月で右副腎近傍と右腎中極に再発した褐色細胞腫の 1例を

経験した．褐色細胞腫は外科的切除後も注意深い経過観察が必要であ

る．

尿管完全閉塞により Pyelovenous backflow を来たした 1例 : 佐野

剛視，灰谷崇夫，瀧本啓太，梶田洋一郎，七里泰正（大津市民） 49

歳，女性．粘膜下子宮筋腫に対して腹腔鏡補助下腟式子宮摘出術予定

であったが，筋腫と右尿管の癒着が強く，腹式単純子宮全摘術に変更

となった．術後 2日目，右腰痛を契機に右水腎症を指摘され当科に紹

介された．水腎症が軽度であったため経過観察としたが，翌日に発熱

を来たしたため尿管カテーテルの留置を考慮し，逆行性腎盂造影を施

行したところ，下部尿管の完全閉塞を認めた．造影 CT の排泄相で腎

盂から腎静脈へ尿が逆流している所見を認め，pyelovenous backflow

と診断した．Psoas-hitch 法による尿管膀胱新吻合術を施行した後，速

やかに水腎症および pyelovenous backflow が消失した．Pyelovenous

backflow により水腎症が軽減されたため尿管完全閉塞の診断が遅れ

た，非常に稀な症例と考えられた．

結石を伴った盲端逆Y尿管の 1例 :初鹿野俊輔，松村善昭，明山達

哉（岡波総合），青木勝也（奈良医大） 34歳，男性．無症候性肉眼

的血尿を主訴に近医を受診，DIP で左水腎症・尿管結石を認めたた

め精査加療目的に当科紹介．DIP・CT・MRI 上，尿管膀胱移行部の

直上で尿管が逆Y分岐し，一方は膀胱へ，一方は前立腺尖部脇まで下

行していた．RP・尿管鏡で内腔に結石を伴う盲端逆Y尿管の確定診断

を得た．開腹下に盲端尿管摘除術を施行．逆Y分岐部の前後および盲

端尿管は高度の壁肥厚・癒着があったため，分岐部の頭側で尿管を切

断し，尿管膀胱新吻合・psoas hitch を施行した．病理で悪性は認め

ず．術後 4カ月後，水腎症は認めず，特に症状もなく良好に経過中で

ある．逆Y尿管は本邦で自験例を含め12例，さらに一方が盲端となっ

ているものは 7例の報告のみと，尿路奇型の中でも非常に稀な疾患で

あり，若干の文献的考察を加えて報告した．

Rhabdoid features を伴った腎盂・尿管 Sarcomatoid variant の 1

例 : 岸本 望，谷川 剛，林 拓自，中川勝弘，藤田和利，今村亮

一，細見昌弘，山口誓司（大阪急性期医療セ），島津宏樹，伏見博彰

（同病理） 78歳，男性．肉眼的血尿を主訴に当科受診．精査目的の

CT にて左腎盂腫瘍を認め，後腹膜鏡下左腎尿管全摘除術を施行し

た．術後摘出標本では左腎盂内に最大径 9 cm の腫瘤性病変を認め，

尿管にも同様の腫瘤を複数認めた．病理組織診断は尿路上皮癌 sarco-
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matoid variant with rhabdoid features であった．術後 3 カ月目の CT

にて多発肝転移・肺転移の出現を認め化学療法施行するも無効で術後

4カ月で死亡．Rhabdoid features は予後不良の組織型であり治療法も

確立していない．今後有効な治療法の確立が望まれる．

左尿管結石を契機として発症した気腫性腎盂腎炎，後腹膜膿瘍の 1

例 :鯉田容平，宮後直樹，野間雅倫，辻川浩三，小野 豊，中森 繁

（東大阪市立総合） 72歳，女性．2011年 5月左腰背部痛を主訴に当

院救急外来受診．炎症反応高値，膿尿を認め，CT で左尿管結石と腎

盂腎杯にガス像，さらに腎周囲，骨盤腔の広範囲にわたりガスおよび

膿瘍を認めた．左尿管結石嵌頓からの気腫性腎盂腎炎，後腹膜膿瘍と

診断した．既往歴に糖尿病なし．尿管ステント留置の上，補液，抗生

剤による保存的治療開始．いったん全身状態は改善傾向にあったが再

度悪化し緊急開放ドレナージ術を施行した．その後改善認め，尿管結

石に対して ESWL 施行し破砕排石した．

神経線維腫症 1型に合併した正常血圧の褐色細胞腫の 1例 :中澤成

晃，岸川英史，秋山幸太朗，山中和明，平井利明，西村憲二，市川靖

二（兵庫県立西宮） 46歳，女性．既往歴に神経線維腫症 1 型

(NF1）．母と兄にも NF1 の家族歴あり．上腹部不快感を主訴に受診

し，腹部超音波検査で左副腎腫瘍を指摘．CT，MRI 検査で 65 mm

大の左副腎腫瘍を認めた．正常血圧であったが，頭痛や起立時のふら

つきが時々みられた．血中・尿中カテコラミンの上昇を認め，MIBG

シンチ陽性で褐色細胞腫と診断し，腹腔鏡下左副腎摘除術を施行し

た．神経線維腫症 1型に合併した正常血圧褐色細胞腫の 1例であっ

た．術後，頭痛は消失し血中カテコラミン濃度も正常化した．

類上皮型腎血管筋脂肪腫術後再発に対してエベロリムスが奏功した

1例 :河野 仁，松井喜之，尾谷智史，酒谷 徹，加藤敬司，北 悠

希，杉野善雄，山崎俊成，今村正明，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） 50歳，女性．血尿を

主訴に前医受診．右腎腫瘍の診断で右腎摘術を施行され，病理結果は

類上皮型腎血管筋脂肪腫 (epithelioid AML) であった．一年後，肺・

肝・骨盤内腫瘍を認め2011年12月当科紹介．肝・骨盤部腫瘍生検にて

epithelioid AML 術後再発と診断． 6カ月のエベロリムス内服にて，肺

転移は消失，肝・骨盤内転移巣も著明に縮小．2011年 6月残存腫瘍切

除術を施行した．これまで epithelioid AML 転移症例に対する標準的

治療はなく予後不良とされていたが，mTOR 阻害剤と外科的切除を

組み合わせた集学的治療により今後予後を改善できる可能性があると

考えられた．

免疫療法と TKI 治療で PD となった症例に対し，エベロリムスの

投薬法の工夫により安全に長期 SD を維持可能であった転移性腎癌の

1例 :南 幸一郎，光野絢子，上原博史，藤末 裕，高木志寿子，西

田 剛，稲元輝生，右梅貴信，能見勇人，水谷陽一，東 治人（大阪

医大） 76歳，男性．肺転移を有する左腎癌に対して術後 IFNα を開

始．以後 IL-2 を 4カ月，スニチニブ 6カ月，ソラフェニブ 6カ月を

シークエンシャルに使用しエベロリムスに変薬．エベロリムス 10 mg

で経過観察していたが患者の経済的困窮のため 5 mg に減量．PD と

なったため 5・10 mg の隔日投与とし，縮小傾向のある SD を 1年半

維持している．

腎癌と多発性骨髄腫の同時発症を認めた 1例 : 松本敬優，河野有

香，宇都宮紀明，常森寛行，清川岳彦，六車光英，川喜田睦司（神戸

セ中央市民） 症例は特に既往のない50歳代，女性．10 cm 大の右腎

癌，肺転移を認めた．術前検査にて高ガンマグロブリン血症を認め，

精査の結果，多発性骨髄腫と診断．右腎摘術を行い，病理組織は淡明

細胞癌，pT3a であった． 腎癌と多発性骨髄腫の関連に関しては明

らかではないが，両者が合併する確率はそれぞれの発生率から予測す

る割合より高いという報告もあり，何らかの可能性が示唆される．

IL-6 は多発性骨髄の発生，増殖に関する重要な因子の 1つであるが，

腎癌から産生された IL-6 が骨髄腫の発生に関与している可能性が考

えられる．

肺リンパ脈管筋腫症に合併した腎細胞癌の 1例 :大年太陽，山崎健

史，井口太郎，玉田 聡，田中智章，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市

大） 68歳，女性．リンパ脈管筋腫症 (LAM) フォロー中に画像検査

にて左腎腫瘍を指摘され精査加療目的に当科紹介受診．画像上，

LAM を示す所見の他に 4.5 cm 大の脂肪成分の少ない左腎腫瘍を認

めた．CT ガイド下針生検にて淡明細胞癌と診断されたため後腹膜鏡

下左腎摘除術を施行した．術後 9カ月間再発，転移なく経過してい

る．LAM に合併する腎腫瘍としては血管筋脂肪腫が多く，腎細胞癌

の合併は 1例報告されているのみであった．

精巣上体炎を契機に発見された尿管異所開口の 1例 : 浦 邦委，

佐々木有見子，楠本浩貴，西澤 哲，児玉芳季，南方良仁，康 根

浩，松村永秀，稲垣 武，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大） 67

歳，男性．膀胱腫瘍の術後フォロー中に再発性の急性精巣上体炎およ

び急性腎盂腎炎を発症した．CT 上，左腎低形成および左尿管の著し

い拡張および多数の尿管結石が認められ，IVP では左上部尿路は

non-visualize，左 U3 に多数の結石陰影が認められた．MR-Urography

で，左尿管が前立腺部尿道に開口している像が認められ，VCG で排

尿時に左尿管への逆流が確認されたことから，巨大尿管を伴った前立

腺部尿道への左尿管異所開口と診断し，後腹膜鏡補助下左腎尿管摘出

術を施行した．摘出腎の病理所見では，糸球体は認められず，広範に

線維化および多数の嚢胞性構造が認められ，dysgenesis と診断された．

右尿管癌の膀胱浸潤症例 (cT4N1M0) に対して，術前化学療法が奏

効した 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） 74歳，男性．主訴は尿管癌精査加

療目的．他院にて PSA 高値を指摘され前立腺MRI 施行したところ，

偶発的に下部尿管から膀胱内に突出する腫瘤を認めた．膀胱鏡にて非

乳頭状広基性腫瘍を認め，前立腺生検，TU-biopsy を施行された．病

理組織検査にて前立腺組織に悪性所見は認めず，膀胱癌は UC，G3，

pT1 以上と診断され精査加療目的にて当院紹介受診となった． 1カ

月後 CT 施行にて右尿管癌は径 4 cm 大にまで増悪を認めたたため化

学療法を先行させることとなった．MVEC 療法を 2 コース施行し

RECIST 評価法にて87％腫瘍縮小効果を認めた．残存腫瘍の可能性も

考えて後腹膜鏡下腎尿管全摘術＋膀胱全摘除術を施行．病理組織検査

にて残存腫瘍は認めなかった．術後約 2年，再発の徴候を認めていな

い．

膀胱癌に対する化学療法施行中に出現した門脈血栓症の 1例 :上田

倫央，山本致之，武田 健，中田 渡，中山雅志，新井康之，垣本健

一，西村健一，西村和郎（大阪府立成人病セ），松崎恭介（大阪大）

53歳，男性．膀胱癌 cT3bN2M1（後腹膜リンパ節）に対し，MVAC

療法を 4サイクル施行し，膀胱全摘除術，回腸導管造設術，後腹膜リ

ンパ節郭清術を施行．pT4N0M1 と診断し，術後 MVAC 療法を 3サ

イクル施行した．その後，リンパ節転移が出現し，GC 療法を 4サイ

クル施行し，CR となった．その後も維持療法として GC 療法を 6

コース施行したが，一時的な敗血症を合併した．経過観察中の2011年

7月に，CT で門脈血栓症を認め，加療目的で同月入院し，抗凝固療

法を施行した．

膀胱癌に対する BCG 注入療法施行中に薬物性肝障害を生じた 1

例 :橋村正哉，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） 62歳，男性．膀胱上皮内癌に対し，

BCG 膀胱内注入療法を施行． 5回目注入後より発熱と食欲低下が出

現．血液検査では高ビリルビン血症と腎機能障害を認め当初 BCG 播

種に伴う敗血症を疑ったが，経過と検査所見より胆汁うっ滞型薬剤性

肝障害と，尿路感染からの敗血症に伴う急性腎不全と診断．抗結核薬

の投与は中止し，抗生剤やプレドニゾロン投与，血液透析を含む集学

的治療を行い，改善した．

周期的な肉眼的血尿を認めた先天性膀胱子宮瘻の 1例 :住吉崇幸，

堤 尚史，岡村基弘，岩村浩志，光森健二，西村一男（大阪赤十字），

橋本弘美，吉岡信也（同産婦人科），仲島義治（静岡県立総合） 19

歳，女性．無月経で産婦人科を受診．12歳ごろから 1カ月ごとに約 7

日間の肉眼的血尿と下腹部痛を認めたので当科に紹介．内診にて膣が

閉鎖していた．骨盤 MRI にて右尿管のびまん性肥厚，子宮頸部の右

側偏移を認めた．膀胱鏡で右尿管口内側に瘻孔を認め，造影したとこ

ろ子宮と思われる管腔構造が描出された．瘻孔内に尿管鏡を挿入し，

管腔内に浮腫状粘膜を認めた．その箇所を生検し，子宮内膜様組織と

診断された．以上より先天性膀胱子宮瘻と診断．開腹にて瘻孔および

尿管部分切除，膀胱尿管新吻合術，造膣術を施行した．瘻孔粘膜は 2

層までの立方上皮から成り立つ未熟な上皮で，悪性所見は認められな
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かった．

前立腺癌ホルモン療法中に発見された前立腺癌肉腫の 1例 :北村悠

樹，眞鍋由美，増田憲彦，伊東晴喜，三品睦輝，奥野 博（京都医療

セ），益田良賢（蘇生会総合） 症例70歳，男性．主訴 : 肛門痛．

2010年 8月排尿障害を主訴に前医受診．PSA 59.4 ng/ml にて前立腺

生検施行．病理診断は腺癌，Gleason score 4＋4．臨床診断は cT4N1M1b，

stage D2．10月より CAB 開始．2011年 3月より PSA 0.008 ng/ml に低

下． 6月肛門痛出現．MRIにて前立腺と一塊となる長径 80 mm の腫

瘤陰影を認め，当科紹介．腫瘤生検施行．病理診断より前立腺癌肉腫

と診断．肛門痛増強，排尿・排便障害出現し局所コントロール目的で

8月骨盤内臓器全摘出術を施行．摘出標本ではすべて肉腫に置換され

ていた．12月現在，肺転移・局所再発を認めている．前立腺癌肉腫の

報告は，自験例を含めて国内外で58例，本邦 8例である．

前立腺 STUMP の 1 例 : 水流輝彦，窪田成寿，藤原 遼，沖中勇

輝，草場拓人，山下寛人，富田圭司，花田英紀，吉田哲也，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），石田光明，岡部英俊（同病理） 41歳，男性．季肋部腫瘤のた

めの CT で偶然前立腺腫瘍を指摘され当科紹介受診．CT，MRI で膀

胱，直腸を圧排する前立腺と連続する 6.8×6.3 cm の不均一な造影

効果を呈する腫瘍を認めた．経直腸生検の病理像は紡錘形細胞が膠原

線維と混じるように増生しており，免疫染色にて前立腺 STUMP と

診断された．根治的前立腺全摘除術施行．摘出した標本でも前立腺

STUMP の診断であった．分裂像が少数観察されたが，壊死や核異型

の強い紡錘形細胞の増生はなかった．術後 4カ月再発は認めていな

い．本例は本邦16例目の報告であるが，stromal sarcoma への悪性転化

例もみられ，根治的治療が必要である．

前立腺膿瘍から続発した感染性心内膜炎の 1例 :石田貴樹，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），

宮崎治郎（神戸掖済会） 症例は65歳，男性． 糖尿病にてインスリ

ン治療中．2011年 4月に尿閉に対し近医にて尿道カテーテルを留置後

に発熱，全身倦怠感を認め，急性前立腺炎疑いにて当院紹介受診し

た．CT で前立腺膿瘍の診断に至り，経直腸エコーガイド下前立腺膿

瘍ドレナージを施行した．同時に施行された心エコーにて感染性心内

膜炎を認め抗菌化学療法にて加療し炎症反応は軽快傾向にあったが，

第14病日に弁破壊によるうっ血性心不全を発症し，緊急僧帽弁置換術

を施行．本症例は経尿道的操作や糖尿病などの易感染性状態が誘因と

なり前立腺膿瘍による敗血症を発症し，感染性心内膜炎が続発した．

基礎疾患を有する重症尿路感染症では感染性心内膜炎を合併する可能

性があるため，充分な注意が必要である．

Neoadjuvant 療法が奏功した女性尿道癌の 1例 :濱田彬弘，砂田拓

郎，村上 薫，澤田篤郎，植月祐次，川西博晃，奥村和弘（天理よろ

づ相談所） 69歳，女性．尿道出血を主訴に当科を受診．造影 MRI

で尿道腫瘍および左鼠径リンパ節腫大を認め，生検の結果，尿道癌，

左鼠径リンパ節転移，cT2N1M0 の診断．GC 療法を計 3コース施行

したところ非常に奏功したため，尿道腫瘍摘出術および左浅鼠径リン

パ節郭清を施行した．腫瘍断端陰性のため可及的に尿道括約筋を温存

し，尿道断端は周囲組織と縫合し外尿道口を形成した．術後，排尿障

害や尿失禁を認めず明らかな再発を認めていない．本症例では化学療

法が奏功した結果，腫瘍のみの摘出が可能であり根治性および QOL

の両立を実現することができた．尿道癌は文献によると単一治療では

根治性が低く，本症例のように集学的治療が有用である可能性が示唆

された．

BEP 療法後の治療効果判定に苦慮した精巣セミノーマの 1例 : 大

杉治之，飯田剛嗣，大口尚基，河 源，木下秀文，松田公志（関西医

大枚方） 31歳，男性．左下肢痛・全身倦怠感を主訴に近医を受診

し，全身の多発リンパ節腫大を指摘され当院受診．左精巣腫瘍原発が

疑われ，高位精巣摘除術を施行．組織は seminoma．pT1cN3M1aS2，

stage IIIB，BEP 療法を 4コース施行したが，化学療法終了時，3 cm

以上の残存リンパ節を認め，また LDH が化学療法各コース終了時に

周期的な上昇を認めたため，EP 2コース追加．LDH 上昇の原因に

GCSF の影響も考え，EP 1コース時は GCSF の使用を控えたところ

LDH 上昇は認めず， 2コース時は通常通り GCSF を使用したところ

WBC とほぼ同時期に LDH 上昇を認めたため，残存腫瘍によるもの

ではなく GCSF の影響と判断．EP 2コースで化学療法は終了し，以

後は明らかな LDH 上昇は認めず，また化学療法終了から 8週間後に

PETCT を施行したが，明らかな残存・再発は認めなかった．

抗酸菌性尿道炎に罹患した神経因性膀胱の 1例 :森澤洋介，堀 俊

太，喜馬啓介，篠原雅岳，鳥本一匡，藤本清秀，吉田克法，平尾佳彦

（奈良県立医大） 48歳，男性．腰髄脂肪腫による脊髄稽留症候群に

伴う神経因性膀胱のため32歳時より間欠自己導尿を開始．陰茎亀頭腫

脹・外尿道口からの排膿認め，前医で抗菌薬を投与されたが，軽快し

ないため当科へ紹介．無菌性膿尿を認め，尿抗酸菌培養検査により

Mycobacterium chelonae が同定された．抗菌薬の多剤併用療法にて症状

は軽快した．M. chelonae は，土壌，水など自然界に存在にし，主な感

染部位は皮膚と呼吸器で，易感染性宿主がその多くを占める．免疫機

能に問題のない本症例に尿路感染が成立した機序しとして，間欠導尿

による尿路粘膜損傷による防御機構の破綻と再利用型カテーテルへの

細菌付着が考えられた．M. chelonae が尿路感染を来たした報告はな

く，きわめて稀な症例であった．

自転車ハンドルによる外傷性膀胱損傷の 1 例 : 木内利郎，吉岡

厳，辻村 晃，野々村祝夫（大阪大），廣瀬智也，田原憲一，嶋津岳

士（同高度救命救急セ） 症例は13歳，男児．2011年 3月，自転車走

行中に転倒，ハンドルにて腹部を強打し，下腹部膨隆と著明な腹膜刺

激症状を認め，腹腔内臓器損傷の疑いにて，当院高度救命救急セン

ターを紹介受診された．腹部 CT，膀胱造影にて腹壁損傷と，皮下液

体貯留を伴う膀胱前壁損傷よる腹腔外膀胱破裂と診断した．カテーテ

ル留置による保存的治療も検討されたが，腹壁損傷に対し手術治療が

必要であったため，第 4病日に同時に膀胱の修復術を行い，術後経過

は良好であった．自転車ハンドルによる腹部外傷は臓器損傷を来たす

ことが少なくない．本症例は腹腔外膀胱破裂であったが，腹壁に対し

修復術が必要であり，同じ皮膚切開創からアプローチできることか

ら，同時に膀胱の修復術も行った．

Pagetoid 現象を伴った膀胱腫瘍の 1例 :前田浩志，大橋康人，羽

間 稔（淀川キリスト教），牧口貴哉（同形成外科），寺村一裕（同病

理） 86歳，女性．2011 年 1月に血尿，排尿困難を主訴として受診．

外陰部に赤色の皮膚病変を認め，その直下には腫瘤を触知．膀胱鏡で

は膀胱頸部に結節性の腫瘍を認めた．画像診断ではこれらは連続して

おり，左ソケイリンパ節転移も認めた．膀胱癌，皮膚腫瘍と診断さ

れ，姑息的に TUR-BT，皮膚生検を施行．膀胱腫瘍は UC，G2 であ

り，移行上皮癌と腺癌が混在しており，外陰部病変は pagetoid 細胞

が認められた．免疫組織学的には膀胱，外陰部ともに CK7 陽性，

CK20 陰性，GCDFP15 は膀胱の腺癌の部分では陽性，外陰部では一

部に陽性であった．外陰部の病変は膀胱癌に伴う pagetoid 現象と診

断した．根治的手術は不可能と考え，病変に対して放射線療法を 2

Gy×25回施行，一時的に縮小が見られた．

潜在性二分脊椎症を伴った Villous adenoma の 1例 :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45歳，男性．既往歴は特記事項なし．数年来，腹圧性排尿習慣

があった．2011年 2月に検診で腎機能異常を指摘され当院の腎臓内科

受診．CT で両側水腎認めたために当科紹介となる．CT で両側水腎

に加えて，膀胱三角部に腫瘤性病変を認めたため膀胱鏡施行．膀胱内

は肉柱形成著明で三角部から頸部にかけて浮腫状の変化を認めた．病

変部に対して TUR-BT 施行したところ villous adenoma with cystitis

glandularis の病理組織診断であった．また CT 上，仙骨の椎弓正中に

欠損を認めたために，尿流動態検査も施行したところ著明な低コンプ

ライアンス膀胱と排尿筋括約筋協調不全を認め，潜在性二分脊椎と診

断した．潜在性二分脊椎症を伴った villous adenoma の 1例を経験し

た．

舌根部，皮膚，脳転移を認めた膀胱癌の 1 例 : 植村祐一，牛田

博，石戸谷哲，大西裕之（滋賀県立成人病セ） 61歳，女性．2010年

初頭より肉眼的血尿が間欠的にみられており，同 4月当科受診．皮膚

に多発する結節を認めた．画像所見にて左水腎症，膀胱腫瘍を認め

た．また，レノグラムにて左無機能腎パターンであった．同 5 月

TURBT 施行．皮膚結節生検，舌の違和感も認め，同部位の生検も合

わせて施行．いずれの組織からも urothelial carcinoma (micropapillary

variant) が認められた．転移を有する膀胱癌であり，腎機能障害も認
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められたため，GP 療法を 3コース施行し，原発巣，転移巣は画像上

消失した．しかし，化学療法終了 9カ月後多発脳転移を認め，一時は

意識レベル低下を認めたが，再度 GP 療法を施行．現在，脳転移層は

縮小し日常生活を送れる状態まで回復した．

膀胱癌に対し放射線治療施行後，恥骨結合骨融解を来たした 1例 :

宮﨑 有，千菊敦士，澤崎晴武，高橋 毅，小倉啓司（大津赤十字）

74歳，女性．浸潤性膀胱癌に対し動注化学療法併用放射線治療施行．

施行後膀胱萎縮を来たしたが再発なく経過していた．治療 1年後に陰

部痛が出現し，KUB，CT で恥骨結合周囲の骨融解像を認めた．骨生

検を施行したところ悪性所見は認めず，放射線性骨壊死と診断した．

放射線性骨壊死は放射線治療による晩期障害の 1つで，放射線照射に

よる虚血性変化と骨芽細胞の機能低下により起こるといわれている．

泌尿器科領域癌治療での報告は調べえた限りでは認めず，婦人科癌の

骨盤内放射線治療で0.5∼10％程度で起こると報告されている．リス

クファクターは高齢・閉経後・骨粗鬆症と報告されており，このよう

な症例に対し放射線治療を行う場合は合併症として骨壊死を考慮すべ

きと考える．

G-CSF 産生膀胱癌の 1例 : 松崎恭介，奥見雅由，矢澤浩治，宮川

康，野々村祝夫（大阪大），岸本 望（府立急性期セ），内田欽也（小

松） 67歳，男性．2010年 9月排尿時痛で前医受診し，4 cm 大の膀

胱腫瘍を指摘．TUR-Bt 予定であったが，類白血病反応と呼吸不全が

出現し当院転院．血清 G-CSF 109 pg/ml，IL-6 91.8 pg/ml と異常高

値．TUR-Bt 施行し，尿路上皮癌，G2∼G3，cT3bN0M0 と診断．免

疫染色では G-CSF，IL-6 とも陽性であった．術前化学療法を予定し

ていたが再度呼吸不全が出現．全身性炎症反応症候群による呼吸不全

と診断し，hydrocortisone と sivelestat の投与を開始したところ速やか

に呼吸状態は改善．GN 療法 3コース施行後，G-CSF，IL-6 とも順調

に低下し，画像上 CR となった．膀胱全摘・回腸導管造設術を施行

し，病理組織では粘膜表層に微小な腫瘍を認めた以外広範囲な繊維化

となっており，G-CSF 産生膀胱癌と診断した．現在術後 9カ月，再

発なく生存中である．

膀胱憩室内に発生した小細胞癌の 1例 :上田政克，擣木 立，赤尾

利弥，西村昌則（音羽） 症例は74歳，男性．肉眼的血尿あり，前医

受診．膀胱鏡にて右尿管口外側の憩室内に乳頭状腫瘍認め，TUR-

BT 施行．HE 染色で N/C 比の高い，クロマチンの増加を認める腫瘍

細胞の充実性増生を認め，周囲に広範な壊死を伴っていた．免疫染色

で CD56 陽性であり小細胞癌と診断した．膀胱小細胞癌，cT1N0M0

の診断にて膀胱全摘・回腸導管造設術を行い，明らかな腫瘍の遺残を

認めなかった (pT0pN0）．追加治療なしで，術後 5年10カ月再発なく

経過している．膀胱憩室小細胞癌は本邦で過去に 2例報告があるのみ

である．

集学的治療が奏功した尿膜管癌の 1例 :橋本 潔，松村直紀，加藤

良成，井口正典（市立貝塚），山崎 大（同病理） 58歳，女性．

2009年 3月肉眼的血尿で受診し尿膜管癌と診断．膀胱部分切除＋尿膜

管腫瘍摘除術施行．Adenocarcinoma G2＞G3，stage IIIc，INFβ，ly0，

v1 であった．術後16カ月の CT，MRI にて膀胱壁に腫瘤，右閉鎖リ

ンパ節腫張を認め腫瘍切除およびリンパ節廓清術施行．病理結果は

adenocarcinoma（再発）であったため，術後 TS1＋CDDP 療法 3クー

ル施行．現在に至るまで再発を認めていない．

経尿道的ドレナージを試みた前立腺膿瘍の 2例 :寺川智章，宮崎

彰，田中浩之，井上隆朗（兵庫県立癌セ） 両症例とも73歳，男性．

腎盂腎炎，敗血症に対して抗菌剤を投与し，一旦解熱するも，その後

再度発熱を認めたため，TRUS，CT，MRI などの画像検査を施行し

たところ前立腺膿瘍を認めた．症例 1では，単回の TRUS ガイド下

経直腸的穿刺ドレナージを施行後に解熱し膿瘍は消失した．症例 2で

は，TRUS ガイド下経直腸的穿刺ドレナージを施行後に解熱を認め

たが，その後再度発熱したため画像検査を行ったところ前立腺膿瘍の

再燃を認めた．TRUS ガイド下経尿道的切開ドレナージを施行して，

術後，解熱し膿瘍は消失した．抗菌化学療法にて軽快しない前立腺膿

瘍に対しては，侵襲の少ない TRUS ガイド下経直腸的穿刺ドレナー

ジをまず施行し，寛解しない症例には TRUS ガイド下経尿道的切開

ドレナージを施行するのがよいと考える．

前立腺癌治療中に肺出血を起こし急性転帰をきたした 1例 :福田聡

子，石津谷祐，小森和彦，井上 均，西村健作，原 恒男（市立池

田） 82歳，男性．PSA 高値にて2007年 1 月当科受診，前立腺癌

Gleason score : 4＋5，T3aN0M0，stage C と診断し CAB 療法，放射線

療法を行っていたが CRPC となり2010年 8 月ドセタキセル導入と

なった． 6回目の高容量ドセタキセル治療中， 8日目に突然呼吸困

難，血痰が出現，酸素投与を行ったが，呼吸状態は徐々に悪化し，

pO2 : 11 mmHg まで低下したため気管内挿管となった．その後も気

管内より多量の血痰が排出され続け，意識状態も徐々に悪化し，心肺

停止状態となった．心臓マッサージなどの救命処置を施したが，回復

せず死亡となった．病理解剖の結果はびまん性肺出血であり，全肺野

から著しい出血と浮腫を認め，死因はこれによる呼吸不全と考えられ

た．

後腹膜嚢胞を契機に発見された前立腺導管腺癌の 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），赤丸祐介（同外科），春日井 務（同病理） 61歳，男性．下腹

部痛を主訴に内科受診，画像検査にて下腹部全体に多房性腫瘤を認め

た．腹腔内嚢胞性腫瘍の診断にて外科にて腫瘍摘出術施行．腫瘍は後

腹膜腔に存在し，腹膜や膀胱背側との癒着が激しく，当科も参加し可

及的に切除した．病理診断は PSA 染色陽性の乳頭状腺癌であった．

血清 PSA 9.39 ng/ml と高値で，経会陰的前立腺生検施行し，導管腺

癌を認めた．ADT 開始し PSA は速やかに低下した．導管腺癌は乳頭

状嚢胞腺癌や類内膜腺癌と同義で，嚢胞形成した導管腺癌の報告は少

ない．自験例は本邦16例目であった．

5年以上自己放置した巨大セミノーマの 1例 :井筒伸之，松本吉

弘，中井 靖，鳥本一匡，影林賴明，三馬省二（県立奈良） 34歳，

男性．28歳時に陰嚢を打撲したため当科受診．精巣腫瘍が疑われた

が，治療を拒否し，以後来院せず．34歳時腫瘍からの出血のため当科

再診．腫瘍は増大し，皮膚潰瘍を形成．腫瘍マーカーは LDH 2,914

IU/l，β-hCG 15 ng/mlと上昇．画像検査で，腫瘍は骨盤腔内に進展

し，右外腸骨動静脈に近接．明らかな転移は認めず．手術時，皮膚や

外腹斜筋，腹膜への浸潤を認めたため，合併切除．腫瘍は外腸骨静脈

壁に癒着していた．病理診断から pT4N0M0 のⅠ期のセミノーマと診

断．断端陽性のため傍大動脈から右鼠径部に放射線外照射を施行．術

後 4 カ月目に左鼠径リンパ節に再発を認めたため，全身化学療法

(BEP) を 3コース施行，CR を得た．現在術後 3年が経過したが新た

な再発・転移を認めていない．

左傍精巣原発横紋筋肉腫の 1例 :小田晃廉，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） 13歳，男児．

2010年 8月頃より左陰嚢腫大を自覚し，増大傾向を認めたために前医

を受診した．精査にて左精巣腫瘍・傍大動脈リンパ節転移が疑われ，

2011年 1月14日に当科を紹介受診した． 精査の結果，傍大動脈リン

パ節に 2 cm・傍食道リンパ節に 1 cm・肺に 1 cm の転移を多数認め，

左精巣腫瘍 cT3N2M1a の診断にて左高位精巣摘除術施行した．病理

結果は，好酸性で横紋が認められる rahbdomyobllast が多数認められ，

免疫染色でも desmin・MyoD1 陽性であり左傍精巣原発の横紋筋肉腫

(pT2bN1M1 stage IV，group IV) との診断に至った．抗癌化学療法を

計 6コース施行後の CT では傍食道リンパ節・肺転移巣は CR，傍大

動脈リンパ節も 14 mm に縮小認めたため，傍大動脈リンパ節廓清術

を施行した．病理結果に viable cell を認め，現在も抗癌化学療法施行

中である．

MEA 療法が有効であった，難治性非セミノーマ精巣腫瘍の 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） 25歳，男性．左精巣腫瘍，多発肺転移に対し左高位精巣適出術

施行．病理組織は choriocarcinom，embryonal carcinoma，mature tera-

toma ，york sac tumor の mix type NSGCT であった．腫瘍マーカーは

HCG β 46，AFP 437 と高値認めた．日本泌尿器科学会病期分類 stage

IIIB2 であった．BEP 2 コース，HDVIP 4 コース，CPT-11＋CDDP

2コース施行するも腫瘍マーカー陰転化せず．多発肺転移も SD で

あった．婦人科絨毛癌のレジメンである MEA 療法を施行し腫瘍マー

カー陰転化した．有害事象としてグレード 4の血小板減少症，グレー

ド 3の白血球減少症認めるも重篤なものは認めなかった．今後左肺下

葉の部分切除術により残存腫瘍の病理組織確認予定である．
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会陰部膿瘍を伴う尿道異物に対して外科的治療を要した 1例 : 宮後

直樹，鯉田容平，野間雅倫，辻川浩三，小野 豊，中森 繁（東大阪

市立総合） 47歳，男性．既往歴特になし． 1年前に覚醒剤使用．自

己にて 1 cc の注射器の内筒を尿道に挿入．発熱，排尿困難認め，近

医救命救急を受診．腹部 CT 検査で尿道異物，会陰部膿瘍を認め当科

紹介受診．膀胱尿道鏡検査で尿道異物を認めた．治療として膀胱瘻造

設術，切開排膿術および外尿道切開術を施行．異物除去し尿道カテー

テルを留置した．術後炎症所見は改善，尿道造影で尿漏認めたが，保

存的に軽快．術後72日目でカテーテルフリーを得た．尿流測定の外来

予約をするも受診されず．尿道異物患者は羞恥心などから外来を受診

しなくなる可能性があり，特に尿道損傷を伴う場合，尿道狭窄の可能

性・術後管理の必要性をあらかじめ強く伝える必要があると思われ

た．

陰茎に限局したフルニエ壊疽の 1例 :神野 雅，吉行一馬，源吉顕

治（社保神戸），村西浩二，伊藤久人（同皮膚） 32歳，男性．家族

歴・既往歴は特記事項なし．発熱と陰茎に限局した腫脹・発赤を主訴

に受診．比較的全身症状が強かったため，入院にて治療を開始した．

入院直後より急速に血圧が低下し，ドパミンを開始．包皮に限局して

いた発赤・腫脹は増悪し，一部は暗黒色なった．以上の急速な全身症

状と局所所見の悪化からフルニエ壊疽，敗血症性ショックと診断し緊

急手術を行った．壊死組織をデブリーメントし，開放創とした．ICU

入室後エンドトキシン吸着療法を施行した．術後経過良好で術後14日

目に皮膚科で植皮術を施行された．今回，健常男性に発症した陰茎に

限局するフルニエ壊疽を経験した．稀な症例で初期診断に苦労した

が，その後速やかに診断・外科的治療を行えたことで軽快した 1例で

あった．

尿閉を初発症状とした悪性リンパ腫陰茎浸潤の 1例 :福田輝雄，山

口泰広，岡本雅之，小川隆義（姫路日赤），桑山雅行（宍粟総合）

74歳，男性．高血圧，C型肝炎の既往あり．2010年 8月，排尿困難と

両下腿浮腫を自覚し近医内科受診．貧血，腎機能低下，LDH 高値を

認め当院内科へ紹介．精査にて悪性リンパ腫を疑われたが，尿閉精査

目的に当科紹介．陰茎の著明な腫大，半勃起状態，陰茎海綿体全体の

硬結を触知．尿道鏡では振子部尿道全体に圧迫所見を認め，PET-CT

で骨盤部，両鼠径部，陰茎，左肋骨，左鎖骨，左腋窩，胸椎などに集

積の亢進を認めた．左鼠径リンパ節生検を行い，悪性リンパ腫

(diffuse large B cell lymphoma) と診断． 2010年10月∼2011年 3月に R-

THP-COP 療法を施行し，評価可能病変はほぼ消失したが新たに脳に

病変が出現．全脳照射を施行したが，2011年 5月癌死された．陰茎に

浸潤した悪性リンパ腫に対し，陰茎を温存することが可能であった症

例を経験した．

術前に MRI を施行した陰茎折症の 4例 :奥野優人，福原 恒，山

尾 裕，松原重治，田口 功，川端 岳（関西労災） MRI は陰茎

折症の診断に用いられるが，特に術前の白膜断裂部位推定に有用であ

ると考えられている．白膜の断裂部位が明確に描出できれば，手術は

断裂部の直上の小切開のみで行うことができ，低侵襲での治療が可能

となる．当院で最近経験した陰茎折症 5例のうち 4例に対して術前に

MRI を施行した．いずれの症例においても白膜断裂部位の推定は可

能であった．うち 2例においては MRI の所見どおりに白膜の断裂が

存在し，小切開・短時間での手術を遂行できた．しかし他の 2例にお

いては結果的に白膜の断裂を認めなかった．以上，術前に MRI を施

行した陰茎折症の 4例について報告する．

神経線維腫症Ⅰ型に合併した後腹膜悪性神経鞘腫の 1例 :北 和

晃，村尾昌輝，北本興市郎，玉田 聡，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市

大），吉田直正（吉田） 42歳，女性．健康診断にて腹部腫瘤指摘さ

れ，大阪市立大学脳外科受診．神経線維腫症Ⅰ型と診断．経過観察さ

れていたが，腫瘍増大傾向のため手術治療となり泌尿器紹介となる．

脳外科と泌尿器科合同にて手術施行．病理結果は一部に悪性神経鞘腫

を認める神経線維腫であった．神経線維腫症Ⅰ型に悪性神経鞘腫を合

併する割合は低く，また腫瘍が神経根部より発生していたため早期の

手術治療の判断が困難であった．しかし深在性の神経線維腫では悪性

神経鞘腫の可能性を考え，早期に手術治療を判断する必要がある．ま

た他科との連携をもち，可能な限り神経根部からの腫瘍切除を目標と

する必要がある．

6年間経過観察されていた後腹膜 Castleman 病の 1例 : 田岡利宜

也，楊 東益，中西裕佳子，白石裕介，東郷容和，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），吉岡

優（よしおかクリニック），造住誠孝，松田育雄，廣田誠一（兵庫医

大病理） 61歳，男性．他院にて偶発発見された長径 3 cm 大の後腹

膜腫瘍．無症状にて 6年間経過観察されていたが，加療を希望され初

診．造影 CT 検査にて腫瘍は左腎門部に位置し，長径 5.2 cm の境界

明瞭で早期濃染を示す球形腫瘤として描出された．MRI 検査で腫瘍

内に脂肪および粘液成分は確認されなかった．血液検査所見は，内分

泌および腫瘍マーカー所見も含めてすべて正常範囲内であった．パラ

ガングリオーマ，神経鞘腫や Castleman 病 (CD) を疑い，開腹にて腫

瘍を摘除した．病理診断は硝子血管型 CD であった．現在術後 3カ

月を経過し，再発兆候を認めていない．今回，意図せず硝子血管型

CD の自然経過が初めて確認された．若干の文献的考察を加え報告す

る．

精索に発生した悪性中皮腫の 1 例 : 今井聡士，西川昌友，山野

潤，阪本祐一，中村一郎（神戸市医セ西市民） 82歳，男性．既往に

アスベスト曝露歴あり．主訴は右鼠径部硬結自覚．2008年より右鼠径

部硬結を自覚．2011年になり，徐々に腫瘤の増大と疼痛が出現し当院

紹介となる．CT，MRI では精索に 7 cm 大の結節状の腫瘤を認め，

精索肉腫の疑いにて2011年 6月，精索腫瘤切除術および精巣摘除術を

施行した．病理組織診断は悪性中皮腫であった． 腫瘍は精索を中心

に広がり，精索の腹側断端と精巣には悪性所見を認めず，かつ術中正

常腹膜も確認できたため発生母地は精索と考えられた．精索に発生し

た悪性中皮腫は非常に稀で本邦 2例目と考えられた．精索近傍の悪性

中皮腫は再発率が高く，非常に予後が悪いとされる．自験例では本人

の希望により術後補助療法を施行せず経過を見たが，早期に局所再

発，多発肺転移をきたし術後 4カ月で死亡した．

骨盤内動静脈瘻の 1例 :出口隆司，西川徳彰，岩井謙仁（和泉市

立） 77歳，男性．肉眼的血尿を主訴に当科受診． 7 年前に TUR-

P， 2年前に直腸癌にて腹腔鏡下低位前方切除術歴あり．造影 CT 検

査で右内腸骨動脈末梢の血管拡張・蛇行を認め，右内腸骨動静脈瘻が

疑われた．右内腸骨動脈の選択血管造影にて右中直腸動脈と右下膀胱

動脈末梢の屈曲蛇行した異常血管の集簇 (nidus) を認め，拡張した

draining vein および膀胱静脈への early venous return を認めた．以上よ

り流入動脈が右中直腸動脈と右下膀胱動脈の骨盤内動静脈瘻と診断

し，後日 TAE を施行した．塞栓物質は NBCA :リピオドール＝1 : 4

の混和液を使用し，流入動脈おのおのに 0.2∼0.3 cc 注入した．本症

例では TUR-P 時に異常出血のエピソードはなかった．大腸癌手術時

に直接内腸骨動脈に操作は及んでいないものの，本症発生に促進的に

作用したと考えられた．

排尿困難を契機に発見された外陰部悪性黒色腫の 1例 :片山欽三，

野々村大地，真殿佳吾，嘉元章人，森 直樹，関井謙一郎，吉岡俊

昭，板谷宏彬（住友），中村和人，高木 正（同形成外科），星田義彦

（同病理） 81歳，女性．半年前からの排尿困難を主訴に近医より紹

介．診察にて外尿道口 6時方向に黒色隆起性病変を認めたため，腫瘍

生検術を施行した．病理組織学的所見は，重層扁平上皮下を中心に類

円形から紡錘形の核を有する腫瘍細胞の増生を認めた．免疫染色で

は，Melan-A，HMB-45，vimentin が陽性であり，悪性黒色腫であっ

た．胸腹部 CT では明らかな遠隔転移を認めず，pT3aN0M0 と診断

した．当院形成外科，当科にて膀胱瘻造設術および尿道全摘除術，膣

全摘除術を施行した．術後免疫療法を施行し，術後 3カ月経過してい

るが，再発は認めていない．

局所再発を繰り返し，精索高分化型脂肪肉腫が脱分化した 1例 :堀

越幹人，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），三島崇生，岡田卓也（済生会

野江），木下秀文，松田公志（関西医大枚方） 症例は61歳，男性．

1992年に右鼠径部腫瘤に対して右高位精巣摘除術を施行した．病理組

織診断は well differenciated liposarcoma であった．2006・2009年に局所

再発を認め，腫瘍切除術を施行した．病理組織は同様の結果であっ

た．2011年 6月に右鼠径部腫瘤を指摘，造影 CT 検査では右鼠径部に

4×3 cm の造影される mass を認めた． 3度目の局所再発を認め，右

鼠径部腫瘍切除術および腹直筋皮弁作成術を施行した．病理診断は

dedifferentiated liposarcoma であった．術後経過は良好で大きな合併症

第217回日本泌尿器科学会関西地方会 73



なく退院，2011年12月の時点で再発は認めていない．脱分化型脂肪肉

腫は化学療法および放射線療法の治療効果は乏しく，断端陰性になる

よう広範囲に周囲組織を摘除することが必要であり，現時点では精索

脂肪肉腫に関しては長期間におよぶ厳重な経過観察を行い，できるだ

け早期発見に努めることが肝要であると考えられた．

水腎症および腎機能低下を来たした骨盤臓器脱の 1例 :伊藤伸一

郎，上阪裕香，松岡庸洋，市丸直嗣（大阪中央） 症例は78歳，女

性．2009年夏頃，頻尿，残尿感を主訴に，前医婦人科を受診．子宮

脱，膀胱瘤，右水腎症および腎機能低下も認めたことから前医泌尿器

科から当科紹介．尿道カテーテルおよび尿管ステント留置にて右水腎

症は変化なく，外来経過観察中に急性右腎盂腎炎を発症し入院となっ

た．腎盂腎炎に対し抗生剤治療を行った後，骨盤臓器脱に対し両側尿

管ステントを留置し TVM 手術を行った．術後腎機能は数日で，水腎

症も約 3カ月で改善した．術後 6カ月現在，骨盤臓器脱および水腎症

の再発は認めていない．

骨盤臓器脱による上部尿路閉塞に対する TVM 手術の有用性 :岡本

千鶴，川口昌平，成本一隆，竹山政美（泉北藤井），加藤稚佳子（梅

田ガーデンシティ女性クリニック） 骨盤臓器脱は骨盤内臓器が膣よ

り脱出する疾患であり，その治療として TVM 手術は有効である．

2011年 6∼ 9月に当院にて TVM 手術を施行した129例中，術前水腎

症を有する骨盤臓器脱患者31例（24％）について検討した．術後水腎

症が消失したのは 70. 9％，改善したのは 6. 5％で，31例中 24例

（77.4％）が水腎症の消失または改善をみた．不変であった22.6％の

全例とも血清 Cr の悪化は認めなかった．排尿機能においても改善が

見られた．骨盤臓器脱患者では約25％に水腎症を認めることがあり術

前の上部尿路の評価を要する．TVM 手術は骨盤底の再構築をすると

ともに，骨盤臓器脱による上部尿路閉塞に対する改善効果が期待でき

ると考えられた．
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