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第219回日本泌尿器科学会関西地方会

（2012年 5月26日（土），於 京都大学医学部付属病院）

心停止に至るも蘇生され，左大腿切断術を同時に施行した褐色細胞

腫の 1例 :金光俊行，稲垣裕介，向井雅俊，中山治郎，今津哲央，目

黒則男，清原久和（市立豊中），長浦貴史，福岡秀忠，松本 悟（同

循環器），小川 剛，佐藤 巌（同整形外科），足立史郎（同病理)

22歳，男性．主訴は頭痛，動悸．精査にて左褐色細胞腫クリーゼを疑

われたため入院．加療直後に心停止を発症し，PCPS と IABP を留置

し救命されるも下肢循環不全による足壊疽を合併した．患肢は感染に

て不可逆状態に陥ったため，第10病日に左大腿切断術に先行して左副

腎腫瘍摘除術を施行した．術前の循環動態は不安定であったが，術中

に大きな変動は認めなかった．入院時に著明に高値であったカテコラ

ミンは術後正常化し，薬物治療なしで循環動態は安定した．摘出標本

では広範囲に腫瘍壊死を認め，それによるカテコラミン過剰放出を契

機とした心筋障害が原因と思われた．

機能的単腎に発生した後腹膜 Paraganglioma 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），寺島 剛，武

内英二（同病理) 26歳 男性 近医にて胸痛を主訴に受診し，循環

器系に異常は認められなかったが，腹部 CT にて左腎門部に 9×7 cm

大の腫瘤を認め，精査加療目的に当科紹介受診．身体所見，一般血液

検査では異常は認められなかったが，内分泌検査にてアドレナリンの

軽度上昇を認めた．画像検査では，CT にて右腎は委縮しており，腫

瘍は左腎動静脈に挟まれた状態であった．また，PET にて腫瘍部に

高集積が認められ，悪性が疑われた．Bench surgery も考慮し，開腹

にて手術を施行し，腫瘍を一塊に摘出．病理結果はparaganglioma で

あった．術後半年を経過するが，再発，転移は認められていない．

左腎細胞癌と左副腎 Myelolipoma 同時発生の 1例 : 岸本 望，藤

田和利，岩西利親，林 拓自，中川勝弘，谷川 剛，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)

61歳，男性．上行結腸癌精査時の腹部 CT にて左腎腫瘍および左副腎

腫瘍を指摘され当科紹介受診となった．左腎細胞癌 (cT1bN0) およ

び左副腎 myelolipoma が疑われるも左腎細胞癌の副腎転移も否定でき

ず，開腹拡大右半結腸切除術および根治的左腎摘除術を施行した．病

理結果は左腎細胞癌 (clear cell type，G1＞G2，INFα，pT1b) および

左副腎 myelolipoma であった．現在術後 4カ月を経過しているが腎癌

の再発は認めていない．

腎細胞癌との鑑別が困難であった膵 Solid pseudopapillary tumor

再発の 1 例 : 板東由加里，江夏寿徳，村蒔基次，竹田 雅，三宅秀

明，田中一志，藤澤正人（神戸大) 73歳，女性．24年前に膵腫瘍の

既往あり．2011年10月に左腎腫瘤の増大を指摘され当科紹介となっ

た．造影 CT では腎門部を主体とするが腎外にも浸潤傾向を示す腫瘤

であり，淡い造影効果を呈した．前医の CT ガイド下針生検では線維

血管性の間質構造を軸とした腫瘍細胞の乳頭状増殖を認め，乳頭状腎

細胞癌が疑われた．2012年1月に根治的左腎摘除術＋小腸結腸合併切

除術を施行した．小腸・結腸腸間膜を巻き込む浸潤傾向の強い腫瘍

で，その組織像と24年前の膵腫瘤の組織像の再検討から solid pseudo-

papillary tumor of pancreas 再発の診断を確定しえた．

腎 Mucinous tubular and spindle cell carcinoma (MTSCC) の 1

例 :木下竜弥，王 総，山口唯一郎，原田泰則，安永 豊，岡 聖次

（国立大阪医療セ），角永茂樹（同整形外科），児玉良典（同病理) 68

歳，女性．腰痛を主訴に当院整形外科受診．7 cm 大右傍脊椎筋腫瘍

指摘，生検されるも確定診断に至らず．画像検査で 5 cm 大左腎腫瘍

と傍大動脈リンパ節と動静脈間リンパ節腫大，多発肺結節を指摘さ

れ，左腎癌 cT1bN2M1 と診断した．左腎摘除術施行．黄白色境界明

瞭な 5.5 cm 大の腫瘍を認めた．乳頭状増殖と管状，充実性増殖が混

在，介在部では紡錘形細胞が目立ち，粘液性間質も認めた．核異型度

は軽度．免疫染色は P504S 陽性，EMA，CD10 一部陽性．以上より

粘液管状紡錘細胞癌，MTSCC と診断．スニチニブ，エベロリムス，

ソラフェニブを順次投与するも奏功せず現在に至る．術後22カ月経

過，生存．自験例を含め本邦では13例報告されている．平均年齢62

歳，男女比 5対 8と少し女性多い．T1 症例がほとんどであり，術後

癌死に至った症例は 1例のみであった．診断時に遠隔転移を認めた症

例は自験例が初めてであった．一般的に予後良好とされているが，予

後不良症例もあり注意が必要である．

歯性感染症が感染源と考えられた右腎周囲膿瘍の 1例 :山尾 裕，

桑原 元，奥野優人，田口 功，岡本雅之，川端 岳（関西労災）

48歳，男性．発熱を主訴に近医受診．腹部超音波検査にて右腎膿瘍を

疑がわれ当科紹介，腹部 CT などにて右腎周囲膿瘍と診断し入院と

なった．既往歴に糖尿病，アルコール性肝障害，肝性脳症．抗菌化学

療法にて保存的治療を試みるも解熱せず，開腹にて腎周囲膿瘍ドレ

ナージ術施行し膿汁約 800 ml 採取．膿汁培養検査にて黄色ブドウ球

菌が検出された．精査にて歯性感染症が感染源と考えられた．黄色ブ

ドウ球菌はヒトの粘膜などの常在菌であるが，比較的病原性が強く，

易感染宿主ではあらゆる感染症を起こす．本症例は，口腔内ケア不良

および未治療歯が多数存在し，それによる歯性感染症の重篤化から血

行性感染にて腎膿瘍が形成され破裂，腎周囲膿瘍を発症したと考えら

れた．

腎原発神経鞘腫の 2例 : 立花大和，香山侑弘，壁井和也，大年太

陽，町田裕一，山崎健史，桑原伸介，内田潤次，田中智章，仲谷達也

（大阪市大) 症例 1 : 62歳，男性．主訴は上腹部痛．造影 CT 後期相

にて淡く造影効果を受ける 3 cm 大の右腎腫瘍を指摘され，右腎部分

切除術施行．症例 2 : 63歳，女性．主訴は無症候性肉眼的血尿．膀胱

鏡にて明らかな腫瘍性病変認めず，造影 CT 後期相にて前者同様，

淡く造影効果を受ける 13 cm の左腎腫瘍を指摘され，腎摘除術を施

行．いずれも病理診断は，腎原発神経鞘腫であった．腎原発神経鞘腫

は非常に稀な疾患であり，特異的な画像所見はなく，術前に確定診断

は困難である．非典型的な腎腫瘍の場合，神経鞘腫も鑑別疾患として

考慮に入れる必要があり，稀に悪性化することもあるため外科的切除

が治療法として好ましい．

スーテント再投与により SD を維持している転移性腎細胞癌の 1

例 :宮崎 彰，横山直己，寺川智章，田中浩之，井上隆朗（兵庫県立

がんセ) 67歳，男性．2008年 5月，根治的右腎摘除術を施行．病理

組織は淡明細胞癌，pT3aN0 であった．2009年 7月に多発肺転移を認

め当院紹介．IFN＋IL-2 療法施行も PD で中止．2009年11月 sorafenib

療法開始． 3 週間内服し AE（発熱性紅斑）で中止．2009年12月

sunitinib 療法開始． 8カ月内服し PD で中止．Best response は PR．

2010年 8月 everolimus 療法開始． 2カ月内服し左腸骨転移出現．PD

で中止．2010年11月より再度 sunitinib 内服．左腸骨転移に対し放射

線外照射 (39 Gy) 施行．2012年 3月まで SD を維持している．Zama

らは23例の転移性腎細胞癌患者を対象に sunitinib を再投与し初回投

与の sunitinib の効果や奏功期間が再投与時の効果や奏功期間に影響

すると報告した．Sunitinib および m-TOR 阻害薬抵抗性の転移性腎細

胞癌でも sunitinib 再投与により病勢の維持が可能な症例があること

が示唆された．

左副腎出血に対して副腎摘除術を行った 17α 水酸化酵素欠損症

(17OHD) の 1例 :吉田康幸，中井康友，永原 啓，福原慎一郎，吉

岡 巌，高尾徹也，辻村 晃，野々村祝夫（大阪大），北村哲宏，大

月道夫（同内分泌代謝内科) 17OHD は先天性副腎皮質過形成の中

でも稀で，今回左副腎出血を発症した 17OHD の 1例を経験したため

報告する．症例は35歳，女性．20歳頃より高血圧を指摘されていた．

2010年 7月右被殻出血を発症し，精査にてアルドステロン高値と左副

腎腫瘍を認めたため，原発性アルドステロン症疑いにて当科受診．内

分泌学的検査では，コルチゾールと性ホルモンも低値であった．また

既往に原発性無月経あり，子宮，卵巣はなく両側鼠径部に停留精巣を

認めた．染色体検査の結果は 46XY であった．以上の所見とアルド

ステロン前駆体の上昇を認めたことから，17OHD と診断した．精査

中に左副腎出血を発症し，待機的に左副腎摘除術を施行した．

ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術を選択的動脈遮断下に施行した

1 例 : 石田貴樹，古川順也，山口耕平，酒井伊織，村蒔基次，竹田
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雅，三宅秀明，田中一志，藤澤正人（神戸大) 82歳，男性．右腎中

央部背側の 20 mm 大の偶発腫瘍にて紹介．cT1aN0M0 腎細胞癌の診

断にて選択的動脈遮断下ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術を施行し

た．温阻血時間は16分で出血量は少量．術前後で腎機能に著変なかっ

た．術前にOsiriX を用いた再構築画像により腫瘍流入血管を同定し，

術中では TilePro を用い再構築画像や US 画像を術野に投影すること

で安全かつ短時間で手術施行できるようアシストした．腫瘍流入血管

を選択的に遮断することでより限定した阻血領域での腎部分切除術が

行え，術後腎機能温存に寄与すると推察される．当院での初期症例の

3例を経験したが，他施設と比較しても阻血時間は遜色なく，出血量

も少量であった．daVinci を用い選択的動脈遮断で短時間の部分阻血

と少量の出血で安全かつ比較的容易に施行することができた．

尿管皮膚瘻周囲に発生した二次性乳房外 Paget 病の 1 例 : 酒谷

徹，松井喜之，尾谷智史，河野 仁，加藤敬司，北 悠希，杉野善

雄，山崎俊成，清水洋祐，今村正明，大久保和俊，井上貴博，神波大

己，吉村耕治，小川 修（京都大) 84歳 男性．2002年 3月，膀胱

癌に対し膀胱全摘除術，両側尿管皮膚瘻を施行した．2006年10月頃よ

り右尿管皮膚瘻周囲難治性びらんを認め，皮膚生検を施行したとこ

ろ，異型細胞の表皮内増殖を認め，免疫染色にて CK7＋/CK20＋

/GCDFP15− を認めた．加えて右腎盂尿細胞診 class V を認めた事か

ら，右尿管 CIS 再発・二次性乳房外 Paget 病と診断した．後腹膜鏡補

助下右腎尿管全摘除術，皮膚瘻周囲皮膚切除，右大腿部採皮術，植皮

術を施行し，全身状態良好で術後 2カ月で退院となった．難治性スト

マ周囲炎に対して，本疾患を念頭に入れて皮膚生検と免疫染色法を行

うことが重要であると考えられた．

腎被膜に発生した悪性繊維性組織球腫の 1例 : 松下 慎，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) 症例は58歳，女性．健診での腹部超音波，腹部単純撮影にて石

灰化を伴う左腎腫瘤を認め，2011年11月，精査加療目的で当院受診．

単純 CT で左腎背側に径 5 cm の石灰化を伴う腫瘤を認め，造影 MRI

にて腫瘤は淡い造影効果を認めた．軟部組織腫瘍を疑い2012年 2月，

経腰的左腎摘除術を施行．摘除標本では腎被膜と連続する境界明瞭な

腫瘤を認め，腫瘤内部は灰白色で充実性，石様硬の組織からなってい

た．病理学的所見では花むしろ状構造を認め，免疫染色で陽性を示し

たのは α1-antichymotrypsin のみ，MIB-1 陽性率は 5％で診断は低悪

性度の悪性線維性組織球腫であった．周囲組織への浸潤は認めず切除

断端は陰性．術後 4カ月で，再発や転移は認めていない．腎被膜発生

の悪性繊維性組織球腫の症例は報告が少ない．若干の文献的考察を加

えて報告した．

自己導尿中の SLE 患者に発生した膀胱内コンジローマの 1例 :南

幸一郎，後藤絢子，小村和正，上原博史，高原 健，稲元輝生，右梅

貴信，能見勇人，東 治人（大阪医大) 39歳，女性．SLE 脳症が起

因となった神経因性膀胱として在宅自己導尿を行っていた．膿尿を契

機に施行した外来の膀胱鏡で膀胱内に腫瘍を指摘され入院の上 TUR-

Bt を施行．病理組織診断の結果は膀胱内コンジローマであった．膀

胱内コンジローマは非常に珍しく，本邦での論文報告はわれわれが調

べえた範囲ではなかった．本症例には免疫抑制剤を使用しており，免

疫抑制も発生に関与していたと思われる．

膀胱内 Solitary fibrous tumor に対し TUEB 電極を使用した 1例 :

大杉治之，木下秀文，福井勝也，河 源，松田公志（関西医大枚方），

大江知里，植村芳子（同病理) 73歳，女性．排尿障害を主訴に近医

より紹介．超音波検査にて 6×5.5 cm 大の境界明瞭な膀胱粘膜下腫

瘍を認め，造影 MRI では腫瘍壁中心に造影効果を伴っていた．生検

目的の TURBT を施行．病理組織像は HE 染色にて spindle cell の増

殖を認め，免疫組織化学検査では CD34・CD99・bcl-2 にてびまん性

に陽性を示し solitary fibrous tumor と診断．中間悪性度の腫瘍であり，

明らかな筋層浸潤は認めず，経尿道的切除術を選択．腫瘍サイズが大

きく，また血流が豊富であっため一塊切除術が有効と考えた．腫瘍が

有茎性で膀胱内に突出していることから，TUEB 電極を使用し，腫

瘍を根部で en bloc resection した後に腫瘍塊の morcellation を施行し

た．合併症を認めることなく手術は終了し，術後経過は良好．現在ま

で 4カ月間明らかな再発は認めていない．

前立腺扁平上皮癌の 1例 :針貝俊治，乾 将吾，岩田 健，木村泰

典，中村晃和，本郷文弥，鴨井和実，沖原宏治，三木恒治（京府医

大），中内博夫（第二岡本) 69歳，男性．頻尿にて前医受診．PSA

は正常であったが触診で前立腺癌が疑われた．前立腺生検にて扁平上

皮癌と診断され，cT4N0M0 として膀胱前立腺全摘除術および回腸導

管造設術を施行，組織診断にて癌真珠等特徴的な組織像を認め，前立

腺扁平上皮癌 pT4 との診断を得た．切除断端陽性であったため術後

補助療法予定であったが術後 CT にて多発肝転移を認め，再発巣に対

して M-VAC 療法を施行， 1クール終了後の RECIST 判定は縮小率

47％と PR であった．原発性前立腺扁平上皮癌の既報22症例中長期生

存例は 7例，開腹手術，放射線治療のいずれかが施行されており，う

ち 5例でシスプラチンを用いた多剤併用抗癌化学療法が施行されてい

た．本症例も今後治療継続の方針である．

原因不明の尿道狭窄に対し虫垂を利用した尿路変向を行った 1例 :

砂田拓郎，上戸 賢，濱田彬弘，加藤敬司，植月祐次，川西博晃，奥

村和弘（天理よろづ) 55歳，女性．10年来の排尿困難を主訴に紹介

受診した．500 ml 程度の残尿を認め，外尿道口より 1 cm 程度の位置

で抵抗あり，導尿出来ず．内診にて膣前壁に弾性硬，可動性のない腫

瘤を触知した．各種腫瘍マーカー異常認めず，膀胱瘻造設とした．

MRI で尿道周囲組織が全長に渡って肥厚しており，経膣的生検を

行った．同時に順行性アプローチによる尿道拡張術を試みたが，ガイ

ドワイヤーは挿入できず，拡張は行えなかった．ステロイド内服によ

る保存的加療に反応せず，虫垂を利用した Mitrofanoff 法による尿路

変向を行い，現在 1日 7∼ 8回， 1回 300 ml 程度で導尿を行ってい

る．本症例は特発性の尿道狭窄と考えられ，虫垂を利用した

Mitrofanoff 法による尿路変向は QOL 改善に有用であった．

Beckwith-Wiedemann 症候群に合併した新生児尿道ポリープの 1

例 :山下寛人，上仁数義，吉田哲也，草場拓人，沖中勇輝，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) 出生 0日，男児．在胎27週臍

帯ヘルニアを指摘．在胎36週，体重 3,045 g，帝王切開にて出生．尿

道下裂および外尿道口から突出する腫瘤を認め当科紹介．臍帯ヘルニ

ア，巨舌，片側肥大を認め，臨床症状から Beckwith-Wiedemann 症候

群と診断された．膀胱尿道鏡検査で腫瘤基部は精丘付近にあったが，

尿道との癒着は認めなかった．膀胱内には軽度の肉柱形成を認めた．

腫瘤生検で線維上皮性ポリープと判明．生後17日目に尿道ポリープの

診断にて，経尿道的切除施行．術後10カ月再発を認めない．本症候群

のような症例は，腹部悪性腫瘍のスクリーニングに加え，下部尿路閉

塞の評価も必要である．

薄筋皮弁併用により会陰式一期的根治術を行った先天性直腸尿道瘻

の 1 成人例 : 楊 東益，兼松明弘，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，野島道生，山本新

吾（兵庫医大），奥山宏臣（同小児外科) 50歳代，男性．生後早期に

鎖肛手術と思われる肛門形成術施行された．元来尿漏れを自覚してお

り，一年前より重症尿路感染を反復し当科紹介．肛門位置は正常だが

瘢痕様で括約筋の収縮はみられなかった．直腸尿道瘻の診断にて薄筋

皮弁併用経会陰式直腸尿道廔閉鎖術を施行した．会陰部切開にて直腸

尿道瘻を切離し，断端をおのおの縫合閉鎖した後に，左大腿内側を約

30 cm 切開して薄筋皮弁を作成し，会陰部皮下を通して直腸尿道間の

最深部へ充填固定した．肛門からの尿漏れなどの症状は消失し，再発

は見られていない．本術式の先天性疾患への適用報告は少ないが，本

例では有用であった．

下大静脈合併切除を行った後腹膜平滑筋肉腫の 1例 :菊池 尭，永

井康晴，西本光寿，伊丹祥隆，小林泰之，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) 66歳，女性．右側腹部痛にて近医受診し，画像精査にて後腹膜

腫瘍を指摘されるも経過観察されていた．1年後に再度右側腹部痛を

自覚され，当科受診．造影 CT にて，右腎門部早期相で淡く不均一

に，後期相でほぼ全体が比較的良好に造影される 6×5×3.5 cm 大の

辺円平滑な分葉状の腫瘍像を認めた．sIL-2R は陰性．血管造影にて

下大静脈は腎部レベルにて完全閉塞．後腹膜腫瘍および右腎・下大静

脈合併切除後，人工血管再建術を施行した．病理組織所見にて腫瘍成

分は主に不整紡錘型核を有する繊維状細胞の束が錯綜し，核分裂像，

核異型像を認めた．免疫染色では αSMA，desmincaldesmon 陽性であ

泌尿紀要 59巻 5号 2013年326



り，平滑筋肉腫と診断された．

後腹膜カルチノイド腫瘍の 1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) 75歳，男性．1992年左腎

細胞癌に対して左根治的腎摘出術施行．16年間定期的に follow してい

たが再発，転移を認めなかった．術後19年目他科CTにて左後腹膜に

5.5 cm 大の腫瘤を認め，当院泌尿器科に紹介受診となった．造影 CT

にて約 5.5 cm の境界明瞭な内部不均一の後腹膜腫瘤を認め，さらに

右肺に多発結節影を認めた．経腹アプローチにて後腹膜腫瘍摘出術施

行．病理組織検査にてカルチノイド腫瘍と診断された．術後インター

フェロンにて加療するも，肺の多発結節影増強．現在外来にて経過観

察中である．

後腹膜腫瘍として加療された気管支原性嚢胞の 1例 :松崎恭介，吉

田康幸，吉岡 巌，奥見雅由，辻村 晃，野々村祝夫（大阪大) 66

歳，男性．健診の単純 CT にて左腎頭側・左横隔膜に接するように 5

cm 大の嚢胞性腫瘍を指摘．末梢血内分泌検査では異常なく，腫瘍

マーカーでは NSE のみ 16.7 ng/ml (正常 13.8 ng/ml 以下)と軽度高

値であった．後腹膜腫瘍と診断し，開腹摘除術を施行．腫瘍は横隔膜

と一部癒着しており，合併切除となった．病理学的には嚢胞壁は多列

線毛上皮と軟骨で形成され，後腹膜原発の気管支原性嚢胞と診断し

た．現在術後13カ月，NSE は正常化し，再発なく生存中である．

腎門部に発生した後腹膜平滑筋肉腫の 1例 :吉川和朗，楠本浩貴，

金川紘司，西澤 哲，浦 邦委，児玉芳季，康 根浩，松村永秀，柑

本康夫，原 勲（和歌山医大) 82歳，男性．2011年11月に当院呼吸

器内科で閉塞性肺疾患の精査目的に施行した CT で右腎に腫瘤みら

れ，12月に当科紹介受診．造影 CT で右腎門部に 6 cm 大の腫瘍があ

り，造影効果がわずかにみられた．MRI では腫瘍による十二指腸下

行脚の圧排像がみられたが，境界は明瞭であった．右 RCC の診断で

2012年 3月に腹腔鏡下根治的右腎摘除術を施行．術中に腫瘍と腹膜お

よび十二指腸下行脚との強固な癒着がみられ，十二指腸の漿膜を一部

損傷したため縫合し修復した．摘除標本の組織診断は平滑筋肉腫であ

り，切除断端は陰性で右腎との連続性はみられず，腹膜への浸潤もみ

られなかった．

シスチン結石に対し尿管切石術を行った 1例 : 加藤峰之，内藤泰

行，粥川成優，藤原敦子，邵 仁哲，納谷佳男，河内明宏，三木恒治

（京府医大) 3歳，男児．他院で左尿管結石を指摘され，シスチン尿

症と診断．結石加療目的にて当科紹介．CT にて左膀胱尿管移行部に

長径 25 mm の結石，左腎実質の菲薄化を認めた．MR urography にて

左尿管の拡張と蛇行，巨大な水腎症を認め，DMSA シンチで左分腎

機能低下を認めた．手術的加療として，尿管切石術を施行した．シス

チン結石に対しては結石溶解療法や尿のアルカリ化，外科的には切石

術，PNL，TUL，ESWL が考慮される．今症例においては結石が大

きい事，分腎機能低下のため患側の尿のアルカリ化が困難と考えられ

た．腎機能を考慮すると早急な対応が必要であり，複数回必要となる

全身麻酔下の内視鏡的治療と比較し， 1回で完結可能な切石術の方が

患児にとって低侵襲であったと考える．

左尿管腫瘍，多発リンパ節転移の術前診断にて後腹膜鏡下腎尿管全

摘術，リンパ節郭清術を施行した IgG4 関連疾患の 1例 :野村広徳，

金城孝則，種田建史，米田 傑，竹澤健太郎，鄭 則秀，高田晋吾，

松宮清美（大阪警察) 症例は79歳，女性．2011年 1月，肉眼的血尿，

頻尿，下腹部痛を主訴に当科受診．尿細胞診，IVP，膀胱鏡にて異常

所見を認めず，経過観察となった．2011年 7月，単純 CT にて左水腎

症を指摘され，精査加療目的にて入院となった．造影CTにて左尿管

腫瘍，多発リンパ節転移を指摘．逆行性腎盂造影にて中部尿管に約 5

cm に及ぶ尿管狭窄像を認め，腎盂尿細胞診は class IV であった．以

上の検査結果よりcTx，N2，M0 の尿管腫瘍の診断にて後腹膜鏡下腎

尿管全摘術およびリンパ節郭清術を施行．病理組織結果は IgG4 関連

尿管炎との診断であった．現在のところ，画像検査，血液検査にてと

くに IgG4 関連疾患の再発を認めていない．

自然気胸により診断された尿管癌肺転移の 1例 :瀧本啓太，灰谷崇

夫，佐野剛視，七里泰正（大津市民），井伊庸弘，戸田省吾（同呼吸

器外科) 58歳，男性．2009年 3月右尿管癌で腹腔鏡下腎尿管摘除術

(UC，G3＞G2，pT3，INFβ）． 8月膀胱前立腺部尿道再発し TUR-Bt

と BCG 療法 (UC，G2，pTa）．2010年10月結核性肉芽腫を疑い右精

巣摘除し UC 精索転移．11月右精索周囲皮下再発，骨盤内リンパ節

転移し GC 療法 7 コース後 PD．2011年 8 月骨盤部放射線療法併用

MVAC療法開始． 3コース後左肺間質影出現．間質性肺炎 grade 1 と

考え11月第 4コース施行．間質影はほぼ解消，再発転移巣は NC な

るも12月左自然気胸発症．保存的に改善せず胸腔鏡下肺部分切除術施

行．一過性に間質影が出現した部位に一致して上葉 2か所，下葉 1か

所に直径約 1 mm の瘻孔を認め，病理診断で UC 肺転移と診断．

限局性尿管アミロイドーシスに対し尿管部分切除術を行った 1例 :

大橋宗洋，林 一誠，鈴木 啓，宮下浩明（近江八幡市総合医療セ），

北森伴人（国立舞鶴医セ) 64歳，男性．肉眼的血尿を主訴に近医受

診し生検など精査の結果，左尿管アミロイドーシスによる左尿管狭窄

症の診断であったが治療は受けず放置． 2年後，当院当科受診しCT

でリング状の石灰化を伴った左尿管壁の肥厚を認めたが，病変は尿管

に限局していた．前医での尿管アミロイドーシスの診断のもと尿管部

分切除術，膀胱尿管新吻合術 (Psoas hitch 法)施行．病理診断は，尿

管アミロイドーシスであった．続発性アミロイドーシスの否定，血

清・尿中蛋白検査，消化管生検などの全身検索も行い限局性尿管アミ

ロイドーシスと診断した．限局性尿管アミロイドーシスは，術前診断

が困難である事が指摘されており，腎尿管全摘術施行される事が多い

が，本症例では尿管生検での診断の結果，腎温存が可能であった．

膀胱小細胞癌の 1 例 : 桃園宏之，西岡 遵，鈴木光太郎，近藤

有，楠田雄司，山田裕二，濱見 學（兵庫県立尼崎），三浦徹也（神

鋼) 症例は62歳，男性．既往歴は特記事項なし．2011年 8月に倦怠

感，下腹部痛を主訴に来院し，CT で両側水腎症および膀胱頸部に腫

瘤性病変を認めた．血液検査で高度の腎機能障害を認め膀胱腫瘍によ

る腎後性腎不全と診断し右腎瘻を造設．その後，TUR-BT を施行し

たところ病理組織診断は膀胱小細胞癌であった．また TUR 後の造影

CT で左尿管に腫瘍が浸潤していると疑われたために，膀胱全摘術＋

左腎盂尿管全摘術＋右尿管皮膚瘻造設術を施行した．術後の病理組織

診断では膀胱小細胞癌に腺癌と移行上皮癌，一部 CIS の混在を認め

た．術後に EP 療法を開始も心筋梗塞発症し中断となっているが，術

後 8カ月した現在も再発を認めていない．以上，膀胱小細胞癌の 1例

を経験した．

下部消化管用軟性鏡を用いて切除した膀胱腫瘍の 1例 :林 一誠，

大橋宗洋，上野彰久，鈴木 啓，宮下浩明（近江八幡市立総合医療

セ) 症例は72歳，男性．既往歴は慢性腎不全にて維持透析中である．

2011年 8月，透析患者の定期の腹部 CT にて右側壁頂部側に直径 2

cm の膀胱腫瘍を認め，10月に当院に紹介となった．腰椎麻酔下に

TUR-Bt を開始したが，切除鏡の切除ループが届かず，切除できず．

軟性膀胱鏡（還流液使用）に変更したが，術中の出血により視野が悪

く断念．還流液を空気に変更し視野を確保でき凝固導子で止血はでき

たが，専用のスネアがなく腫瘍の切除はできず．消化管用軟性鏡とス

ネアなら切除可能と考え，消化器内科に相談した．下部消化管用軟性

鏡と高周波スネアを用いることで膀胱穿孔を起こさず切除することで

きた．病理は UC，G2＞G3 であり，切除断端は陰性であった．術後

半年の時点では再発を認めていない．

膀胱癌肉腫の 1例 :今井聡士，石田貴樹，山野 潤，阪本祐一，中

野雄造，中村一郎（神戸市医セ西市民），友岡義夫（友岡泌尿器科医

院) 84歳，男性．無症候性肉眼的血尿を主訴に2011年 3月精査加療

目的で当院紹介．上腹部に手拳大の腫瘤を触知し，腹部 MRI にて膀

胱頂部に約 8 cm の腫瘤を認め，小腸への浸潤が疑われる所見であっ

た．膀胱鏡では腫瘍の存在する部位に一致して憩室口を認めた．非尿

路上皮由来の膀胱憩室腫瘍，小腸浸潤と診断し，遠隔転移を認めない

ことから膀胱部分切除，小腸合併切除，骨盤内リンパ節郭清を施行し

た．腫瘍は膀胱憩室内に灰白色で充実性に増殖し，病理組織学的には

多核巨細胞を含む紡錘形の異形細胞の密な増生を認め，粘膜上皮と肉

腫成分が混在し，上皮性成分から肉腫部分への移行域を認め膀胱憩室

に発生した癌肉腫と診断した．断端，骨盤内リンパ節は陰性であっ

た．経過観察中，術後 3カ月目に腹腔内再発をきたし同年10月に癌死

した．検索しえた限り膀胱癌肉腫として本邦63例目，膀胱憩室発生例

としては本邦 6例目と考えられた．
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膀胱膿症から菌血症を来たした透析患者の 2例 :前田康秀（京都

南），岡田千穂，佳山智生，外松哲彦，古石隆光（同内科) 症例 1 :

66歳，女性．糖尿病性腎症にて 4年前から血液透析．MSSA 菌血症

にて入院．感染源不明で，抗生剤の投与を中止すると発熱．腹部 CT

にて膀胱内液貯留を認め，導尿にて悪臭を伴う白色クリーム状の膿流

出．培養では細菌検出されず．定期的に導尿による膀胱ドレナージを

行い状態安定．症例 2 : 80歳，男性．慢性糸球体腎炎にて19年前から

血液透析．高熱，Klebsiella 菌血症にて入院．感染源特定に難渋．

MRI にて緊満した膀胱を認め，拡散強調画像で膀胱内容は著明な高

信号を呈した．導尿にて悪臭を伴う茶褐色の膿流出．培養結果は

Klebsiella． 2例共に膀胱膿症が菌血症の原因と考えられた．無尿の透

析患者では下部尿路感染は盲点になりやすい．感染源が不明な時，膀

胱膿症は念頭に置いておくべき感染症である．

膀胱瘻造設時に回腸穿孔を合併した 1例 :篠原雅岳，武長真保，伊

丹祥隆，細川幸成，林 美樹（多根総合），高田 聡（星ヶ丘厚生年

金），橋村正哉，藤本清秀，平尾佳彦（奈良医大) 70歳，女性．パー

キンソン病と左大腿骨頸部骨折により ADL 低下を認め，尿道カテー

テル留置されていた．下肢拘縮のため，尿道カテーテル交換困難であ

り，膀胱瘻造設目的で紹介となった．膀胱鏡で膀胱結石を認め，経尿

道的膀胱砕石術を施行， 2期的に膀胱瘻造設を施行した．透視，エ

コーを用い膀胱瘻造設を施行したが，膀胱瘻造設による小腸穿孔を起

こした．開腹回腸修復術，腹腔内ドレナージ術，膀胱瘻再造設術を施

行した．術後21日目に小腸瘻を抜去した．膀胱瘻造設時の腸管損傷は

稀な合併症であるが，腸管損傷を認めた場合，致命的となりうるた

め，十分な注意を要し，High risk 症例に対しては開腹での膀胱瘻造

設を考慮するべきと思われた．

尿膜管癌と鑑別が困難であった虫垂炎術後のポート部感染による腹

部膿瘍の 1例 : 植垣正幸，木村博子，青山輝義，橋村孝幸（関西電

力），細田洋平（同外科) 81歳，女性．腹腔鏡下虫垂炎手術後，ポー

ト部より排膿が続いた．膿瘍が膀胱頂部に波及し，尿膜管膿瘍を疑い

当科紹介初診． 3カ月で増大傾向を示し尿膜管癌が疑われた．2011年

8月臍尿膜管摘除術・膀胱部分切除術を施行した．病理結果は膿瘍

で，悪性所見は認めなかった．

陰茎転移を来たした尿路上皮癌の 1例 :鈴木光太郎，西岡 遵，桃

園宏之，小川悟史，近藤 有，楠田雄司，山田裕二，濱見 學（兵庫

県立尼崎），山道 深（兵庫県立塚口) 症例は80歳，男性．筋層非浸

潤性膀胱癌の頻回再発歴があり，TURBT を計 8回施行していた．そ

の後の経過中に有痛性陰茎腫瘤を認めた．画像検査では有意な所見を

得られなかった．陰茎腫瘤への針生検を施行し，尿路上皮癌の浸潤を

認めたため，膀胱癌再発，尿道・陰茎への直接浸潤と診断し，根治的

膀胱全摘除術，陰茎全摘除術，両側尿管皮膚瘻造設術を施行した．摘

除標本では膀胱・尿道に腫瘍は認めず，陰茎海綿体に限局して尿路上

皮癌を認めたため，膀胱癌陰茎転移 pT0N0M1 と診断した．術後化学

療法を併用し，術後 9カ月で再発を認めない．転移性陰茎腫瘍はきわ

めて予後不良であるが，単発転移の場合，根治的手術と術後化学療法

が予後を改善する可能性が示唆された．

新膀胱の輸入脚狭搾に対し開放手術による再建を行った 1例 :結縁

敬治，山崎隆文，重村克巳，角井健太，山下真寿男（神鋼），山中

望（山中医院) 症例は66歳，男性．浸潤性膀胱癌にて2005年12月膀

胱全摘小腸利用新膀胱 (Studer 変法，尿管吻合は Wallece 法）造設術

施行，術後 1年で腹壁瘢痕ヘルニアが出現し急な増悪はなく経過観察

となっていた．術後 5年で両側水腎症が出現，徐々に増悪した．尿管

造影などで尿管吻合部ではなく輸入脚の狭搾と診断，ガイドワイヤー

が狭搾部を通過しないため非観血的な治療を断念し腹壁瘢痕ヘルニア

とあわせて2011年 9月根治手術を行った．開腹下に輸入脚を切開して

検索したところ尿管吻合部より数 cm 遠位の輸入脚にピンホール状の

狭搾をみとめ，輸入脚の部分切除，再吻合を行った．病理診断は限局

した領域の粘膜側を中心とする慢性炎症であった．術後上部尿路の排

泄遅延や水腎症は消失した．

LH-RH アゴニスト投与により下垂体卒中を来たした前立腺癌の 1

例 :安富正悟，大関孝之，江左篤宣（NTT 大阪) 72歳，男性．2011

年 8月 PSA 高値で当科紹介，精査より前立腺癌 (Gleason score 3＋4＝

7，cT3aN0M0) と診断．同年10月よりビカルタミド 80 mg 開始，11

月 LH-RH アゴニストを初回投与した．本剤投与約 2時間後に頭痛・

嘔気・嘔吐が出現．脳 MRI を施行し下垂体腺腫からの出血（下垂体

卒中）が疑われた．他院脳神経外科へ転院，入院後右動眼神経麻痺が

出現した．下垂体腺腫摘出術を施行，病理組織は下垂体腺腫であっ

た．LH-RH アゴニストにより下垂体卒中を来たす明確な機序は不明

だが，下垂体への刺激や血管への直接作用により出血や梗塞を来たす

と指摘されている．本剤による下垂体卒中の報告例は調べえた限り本

邦11例目であった．本剤投与の際には下垂体卒中出現に留意する必要

があると考えられた．

腹部膨満を契機に発見された巨大精嚢嚢胞の 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)

61歳，男性．主訴は腹部腫瘤．既往歴に高血圧，高脂血症あり． 2年

前より腹囲増大を認め，2011年初診．造影 CT で骨盤腔内に長径 21

cm の嚢胞性腫瘤および両側水腎症を認めた．PSA 陰性．悪性疾患除

外のため開放生検施行．嚢胞は隔壁を有しており，1,000 ml の灰白

色の内容液を回収．病理結果より精嚢嚢胞と診断．内容液の細胞診は

陰性であった．術後嚢胞の再発と感染を合併したため，外科的切除を

行った．病理結果はやはり精嚢嚢胞であった．精嚢嚢胞の原因に関し

ては先天性で腎発生異常を伴う症例は本邦でも数多く報告されている

が，今回の症例では認められず，性路閉塞などの後天性の機序があっ

たのではないかと推測された．

精索 Leiomyosarcoma の 1 例 : 岩西利親，谷川 剛，岸本 望，

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) 68歳，男性．2011

年 8月，左陰嚢に腫瘤を触知し近医を受診．陰嚢内腫瘍を疑われ，同

年 9月に当科紹介受診．超音波，MRI で精巣頭側に 5 cm 大の腫瘤を

認め，左精索腫瘍の診断で左高位精巣摘除術が施行された．病理組織

診断は平滑筋肉腫であり，精巣には異常を認めなかった．術後 8カ月

現在，再発を認めず生存中である．精索に発生した平滑筋肉腫の報告

例は稀であり，文献検索上，本症例は37例目であった．

Stage I seminoma の術後 5年で対側精巣に Non-seminoma 精巣腫

瘍を認めた 1例 :擣木 立，上田政克，赤尾利弥，西村昌則（洛和会

音羽) 初診時32歳，男性．主訴は左精巣腫脹．β-hCG 軽度上昇あ

り．左高位精巣摘除施行し，画像診断もあわせて stage I seminoma の

診断．追加治療せず定期フォローとなった． 5年後の定期受診時に

AFP 上昇あり．自覚症状を認めず．エコー，MRI にて右精巣腫瘍の

診断．右高位精巣摘除術の病理結果は mixed germ cell．術後マーカー

低下するも再上昇を認めた．CT では明らかなリンパ節転移を認め

ず．Stage III0 と判断し，BEP 療法を行った．化学療法後マーカーは

正常範囲内に低下．

中年期に発見された完全型アンドロゲン不応症候群の 1例 :大西健

太，鳥本一匡，篠原雅岳，青木勝也，飯田孝太，穴井 智，田中宣

道，藤本清秀，平尾佳彦（奈良医大) 48歳，女性．内科で悪性腫瘍

スクリーニングのため行われた CT で，子宮・卵巣の欠如と両側鼠径

部の精巣を疑う腫瘤が確認され，アンドロゲン不応症候群の疑いで当

科へ紹介された．無月経は自覚していたが，放置しており，性交経験

もなかった．外性器は女性型で，陰核は肥大し，膣は盲端であった．

染色体は，46，XY で SRY 遺伝子が存在する男性型であった．両側

性腺摘除術を行い，病理学的検査により精巣であることを確認した．

精巣は高度に萎縮し，精子形成は認められなかった．また，精細管内

悪性胚細胞を合併していた．術後，更年期障害類似症状および骨粗鬆

症予防のためエストロゲン補充を開始した．

左鼠径ヘルニアを合併した膀胱ヘルニアの 1例 :若林智生，河瀬紀

夫，森 泰宏，岡村靖久，岡 裕也，野々村光生（京都桂) 79歳，

男性．数年前より左鼠径部腫脹を自覚しており，排尿障害も出現．近

医での CT で膀胱ヘルニアを疑われ当院紹介受診．膀胱造影，MRI

にて膀胱ヘルニアと診断し，膀胱ヘルニア根治術を施行した．術中に

外鼠径ヘルニアを合併していたと判明し，鼠径ヘルニアはグーゲル法

で整復，膀胱ヘルニアは Retzius 腔に還納，メッシュで後壁補強し手

術終了した．現在のところ再発は認めず排尿困難は消失した．今回膀

胱ヘルニアは術前の画像検査で診断は容易であったが，鼠径ヘルニア

の合併は指摘できなかった．逆に鼠径ヘルニアの診断で術中に膀胱ヘ

ルニアと判明する症例も報告されており，術中ヘルニア損傷を防止す
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るために，膀胱へ生理食塩水の注入が有効であった．

陰茎皮下腫瘤の 1 例 : 上田政克，擣木 立，赤尾利弥，西村昌則

（洛和会音羽) 症例は73歳，男性．50歳代時に海外にて陰茎増大目的

で陰茎に液状物質を注入した既往あり．2011年12月，陰茎の腫大，尿

線の飛散を自覚され，当科受診．陰茎は瓢箪状に腫大し，一部硬結が

陰嚢皮膚にも及んでいた．異物による陰茎皮下腫瘤の診断にて包皮切

除術・腹部遊離皮弁による分層植皮術を施行した．病理診断は異物肉

芽腫であった．術後，植皮片の生着は良好で排尿障害も改善した．

大阪厚生年金病院における開始から 5年間の生体腎移植成績 : 藤本

宜正，惣田哲次，福本 亮，林 哲也，岡 大三，小出卓生（大阪厚

生年金），横山建二（同内科），京 昌弘（桜橋医誠会クリニック），

小角幸人（高橋クリニック），高原史郎（大阪大) 2006年 8 月から

2011年12月までに20例の生体腎移植を施行した．レシピエントは男性

15例，女性 5例，平均年齢46.1歳（28∼67歳）で，原疾患は慢性糸球

体腎炎が11例で最も多かった．ドナーは両親13例，兄弟姉妹 4例，妻

3例で，平均年齢はそれぞれ，67，53，57歳であった．血液型不適合

腎移植は行っていない．免疫抑制剤は CNI，MMF，ステロイド，バ

シリキシマブの 4剤を使用した．急性拒絶反応は20例中11例に計21回

発生した．術後36日目に CMV 腸炎を発症した 1 例と移植腎に

MPGN を発症した 1例がそれぞれ51日目， 1年10カ月目に透析再導

入となり， 1年生着率は95％， 5年生着率は90％であった．
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