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学 会 抄 録

第218回日本泌尿器科学会関西地方会

（2012年 3月17日（土），於 堺市民会館）

副腎腫瘍との鑑別が困難であった後腹膜神経節神経腫の 1例 :田口

功，奥野優人，福原 恒，山尾 裕，松原重治，川端 岳（関西労

災) 28歳，男性．CT にて偶然に 55 mm 大の左副腎腫瘍を指摘され

た．精査の結果，内分泌非活性副腎腫瘍あるいは副腎外の後腹膜腫瘍

の術前診断にて，腹腔鏡下腫瘤摘除術を施行した．なお，術前 CT で

肝下面および腹腔動脈尾側にリンパ節腫大が疑われたが，存在部位が

腫瘤と離れていることから今回は摘除施行しなかった．術中所見で

は，腫瘍は左正常副腎の腹側かつ内側に存在した．腫瘍内側を中心に

周辺組織との強固な線維性癒着を認めた．病理組織診断は神経節神経

腫であった．神経節神経腫は良性腫瘍ではあるが，リンパ節転移を

伴った報告例が稀にある．自験例では，CT にて腫大したリンパ節と

考えられる腫瘤の内部を血管が貫通している部分を認め，リンパ節転

移ではなく多発性に存在する神経節神経腫の可能性も考えられた．

根治的腎臓摘出後，15年以上経過し転移を認めた腎細胞癌 2例 :安

田宗生，畑中祐二，今西正昭（済生会富田林），長廻 錬（同病理)

症例 1は64歳，女性．18年前に右腎細胞癌にて根治的右腎臓摘出術を

施行． 背部痛を認め近医を受診．CT を施行したところ膵尾部に造

影効果の強い腫瘤を認めた．腎細胞癌からの転移を疑い膵体尾部脾合

併切除術を施行した．病理組織検査では，腎細胞癌膵転移と診断．術

後 8カ月経過し再発を認めていない．症例 2は，83歳，女性．15年前

に左腎細胞癌にて根治的左腎臓摘出術を施行．既往歴は横行結腸癌の

術後であり経過観察中．今回，起床時に左大腿部痛を認め整形外科に

受診．また，全身検索のため CT を施行．膵頭部に腫瘤を認め横行結

腸癌か腎細胞癌からの転移を疑われた．左大腿骨遠位骨幹部骨折と診

断され観血的整復固定術を施行．大腿骨の病理組織検査では，腎細胞

癌膵転移と診断．患者の全身状態を考慮し BSC に移行した．

腎癌術後肺転移に対して Sunitinib を投与し完全奏効を得た 1例 :

原 琢人，村蒔基次，中野雄造，竹田 雅，三宅秀明，田中一志，藤

澤正人（神戸大) 39歳，女性．右腎細胞癌に対し根治的右腎摘除術

を施行し pT3bN0M0 であった．術後 4カ月で肺転移を指摘され suni-

tinib を開始し， 2コース後に完全奏効．その後 9コース完全奏効を

維持している．

腎癌脳転移に対して集学的治療を行った 1例 :永澤誠之，長船 崇

（宇治徳洲会），永谷 等（同脳外科) 75歳，女性．失見当識，歩行

障害を主訴に当院脳外科受診．頭部 MRI，胸腹部 CT にて多発脳転

移，多発肺転移，腫瘍塞栓を有する左腎癌を認め，転移性腎癌と考え

られた．脳転移の最大腫瘍はガンマナイフにて制御できないと判断

し，最大脳転移腫瘍摘出術を施行．病理は clear cell carcinoma であ

り，腎細胞癌の脳転移と診断．残存脳腫瘍にガンマナイフ施行．その

後，症状の軽快なく，倦怠感の増悪認めた．Sorafenib 400 mg 内服を

開始．内服後より歩行障害と認知機能の改善を認めた．副作用として

手足症候群を認めた．画像上，脳転移腫瘍の著名な縮小を認め，原発

巣，肺転移はほぼ変化を認めなかった．Sorafenib 継続し，退院．内

服開始後 8カ月経過するも症状は増悪なく，画像上，SD にて経過し

ている．

腎摘出術10年経過後に，左上腕皮下に続いて膵転移を来たした腎細

胞癌の 1例 : 上島成也，吉岡伸浩，宮崎隆夫，国方聖司（近畿大奈

良），辻江正徳，井上雅智（同外科），太田善夫（同病理) 57歳，男

性．2000年 9月26日他院にて右腎摘除術施行し腎細胞癌 pT1bN0M0

と診断，術後追加治療せず，経過観察された．2009年 8月白血球増多

から慢性骨髄性白血病と診断，分子標的薬イマチニブ治療が開始され

た．術後10年経過後左上腕皮下に腫瘍発生し摘除術施行，腎細胞癌転

移であった．さらに 1年後に腹痛あり，CT にて膵頭部・膵尾部に腫

瘍を認め，超音波内視鏡下穿刺吸引術にて腎細胞癌転移と診断．2011

年 8月15日亜全胃温存膵頭十二指腸切除術＋膵体尾部切除術（中残

し）施行した．術後，血糖コントロールにインスリンと血糖降下剤を

投与し約 6カ月経過するが，画像上再発転移は認めていない．

スニチニブにより薬剤性脳症を発症した進行性腎細胞癌の 1例 :伊

藤嘉啓，平山幸良，金丸知寛，園田哲平，青山真人，中村敬弘，伊藤

哲二（PL），仲谷達也（大阪市大) 70歳，女性．左腎細胞癌，cT3bN2M1

に対してスニチニブ 50 mg/日で投与開始．投与19日目に見当識障害，

四肢の運動障害が出現．頭部 CT や MRI，髄液検査にて他の疾患を

除外し，薬剤性脳症と診断した．スニチニブの休薬 4日目，ステロイ

ドパルス療法 2日目に脳症の症状は消失した．その後テムシロリムス

も投薬したが，病状は抑えきれず死の転帰をとった．

腎原発性悪性リンパ腫の 1例 :灰谷崇夫，佐野剛視，瀧本啓太，七

里泰正（大津市民），中尾光成（同内科) 57歳，男性．微熱，右背部

痛にて当院内科受診．腹部造影 CT にて右腎に造影効果の乏しい腫瘍

性病変を認め，腎門部・傍大動脈リンパ節腫大も伴っていた．FDG/

PET-CT でも腎原発性悪性リンパ腫が疑われ，腹腔鏡下リンパ節生検

目的に当科紹介．術中所見でリンパ節周囲の癒着が強く，血管損傷の

リスクがあり，また右腎実質に外方突出性の病変が認められこれを一

部切除．腎動脈はクランプせず，切除面はバイクランプで止血可能で

あり，また尿路の開放は認めなかった．迅速病理検査で悪性リンパ腫

として矛盾ない所見であり手術終了．免疫組織学的にびまん性大細胞

型 B細胞性リンパ腫と確定診断．本例のように腹腔鏡下リンパ節生検

が困難で腎実質に外方突出性の病変がある場合，腎部分切除での生検

は選択肢の 1つであると考えられた．

馬蹄腎に合併した腎盂尿路上皮癌の 1例 :松下 慎，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) 62歳，男性．2010年 8月，肉眼的血尿を主訴に受診．自然尿

細胞診陽性のため，排泄性尿路造影・CT を施行．馬蹄腎認めるも尿

路に異常を認めず．膀胱鏡では膀胱内に異常を認めなかった．計 2度

の経尿道的膀胱生検・逆行性腎盂造影を行うも，明らかな悪性所見認

めず，経過観察としていた． 2011年 6月，内科にて腹部大動脈解離

の経過観察目的に施行された CT で径 3 cm の左腎盂腫瘍を指摘さ

れ，当科再診．再診時の自然尿細胞診は class IV であった．2011年10

月，経腹的左腎尿管摘除術および峡部離断術を施行．摘出腎では下腎

杯に径 3 cm 大の乳頭状広基性腫瘍を認めた．病理診断は UC，G2＞

G3，pT3，ly0，v0 であった．術後 4カ月で再発，転移は認めていな

い．馬蹄腎に腎盂尿路上皮癌の合併した症例は報告が少ない．若干の

文献的考察を加え報告した．

バルーンカテーテルによる経尿道的尿管拡張術を施行した 3例の経

験 : 稲垣裕介，金光俊行，向井雅俊，中山治郞，今津哲央，目黒則

男，清原久和（市立豊中) 症例 1は67歳，女性．卵巣腫瘍で両側付

属器・子宮全摘術を施行．術中に尿管損傷があり左尿管尿管吻合術を

施行．DJ カテーテルを留置され精査加療目的に当院紹介．逆行性腎

盂尿管造影で左中部尿管に 5 mm の狭窄を認めた．症例 2は72歳，女

性．子宮体癌で両側付属器摘出・子宮全摘術を施行．術後左背部痛を

訴え，腹部超音波検査で左腎盂の拡大を認めた．逆行性腎盂尿管造影

で左中部尿管に長さ 5 mm の狭窄を認めた．症例 3は75歳，男性．背

部痛・右下腹部痛精査の造影 CT で総腸骨動脈瘤と右水腎症，後腹膜

腔への造影剤の溢流を認めた．総腸骨動脈瘤による右尿管狭窄と診断

し右腎瘻増設術を施行．順行性腎盂尿管造影で右中部尿管に 5 cm の

狭窄を認めた．バルーンカテーテルによる尿管拡張術を施行．術後

2∼13カ月の現在， 3例とも再狭窄は認めていない．

診断に苦慮した後腹膜形質細胞腫の 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），草壁信輔，吉田 均，石川 淳（同血液・化学療法)

55歳，男性．2010年 3月，右大腿違和感にて近医受診．腰椎 MRI，

腹部 CT にて 15 cm 大の後腹膜腫瘍を認め，精査目的に紹介された．
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血液所見で総蛋白高値，IgG 高値，M蛋白陽性を認めた．多発性骨髄

腫を疑い骨髄穿刺を施行するも陰性，組織診断のため経皮的後腹膜腫

瘍生検術施行．病理結果は炎症性変化のみで悪性所見を認めなかっ

た．生検 1カ月後の CT にて腫瘍は 3 cm 大と著明に縮小しており，

経過観察とした．その後，後腹膜腫瘍は徐々に増大し，2011年 1月に

右大腿腫脹が出現した．CT にて右大腿軟部組織腫瘍を認め，経皮的

針生検術にて形質細胞腫と診断．再度骨髄穿刺施行したが陰性である

ことから，髄外性形質細胞腫と診断．化学・放射線療法開始10カ月目

に癌死した．

脂肪肉腫と鑑別を要した家族性21水酸化酵素欠損症による副腎腫瘍

の 1例 :木内利郎，永原 啓，吉岡 巌，奥見雅由，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) 症例は

68歳，男性．2011年 3月，下腹部痛を主訴に前医受診．腹部 CT にて

左腎頭側に 8.7 cm 大の腫瘍を認め，PET-CT にて集積を認め，後腹

膜脂肪肉腫の診断にて同年 4月，当科紹介受診．同年 5月後腹膜腫瘍

摘除術（左腎合併切除）施行．病理組織診断は骨髄脂肪腫，皮質腺腫

であった．同年 7月，副腎機能低下症および右副腎結節の増大を認

め，精査にて非古典型21水酸化酵素欠損症と診断された．再度家族歴

を詳細に聴取すると，27年前に弟が左後腹膜良性腫瘍にて手術の既往

があり，本疾患と診断されていた．ステロイド補充療法にて ACTH

の抑制，および右副腎結節の縮小を認めたため，経過観察とした．

腹腔鏡下副腎摘除術を施行した褐色細胞腫自然破裂の 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），藤岡秀樹（野崎徳州会) 症例は46歳，男

性，主訴は左季肋痛．既往歴，家族歴に特記事項なし．現病歴は2011

年 8月，突然の左季肋部痛にて近医受診，CT 検査で左副腎出血と診

断された．直後にショック状態となり緊急入院，精査の結果，褐色細

胞腫自然破裂に伴うカテコラミン心筋症と診断，保存的加療にて循環

動態は安定し，手術目的に第22病日当科紹介となった．第50病日の

CT にて血腫の縮小，周囲脂肪織炎症所見の消失を認めたため，腹腔

鏡下左副腎摘除術施行した．左副腎を圧排する 45×40 mm の腫瘍性

病変を認め，病理診断は臨床診断と同様に褐色細胞腫であった．褐色

細胞腫の自然破裂は稀とされているが，世界では自験例含め65例報告

されている．そのうち腹腔鏡下手術を行われたものは 3例であった．

先天性副腎皮質過形成に伴う Adrenal rest tumor の 1例 :加藤敬

司，今村正明，尾谷智史，酒谷 徹，河野 仁，北 悠希，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（京都大大学院医学研究) 45歳，男性．先

天性副腎皮質過形成 (CAH) に対してステロイド補充療法を施行中．

2011年 8月 CT で偶然両側精巣腫瘍を指摘され当科受診．同時期から

左陰嚢痛を自覚していた．経過から adrenal rest tumor (ART) を疑い，

ステロイド増量による ACTH 抑制を行ったが，腫瘍は縮小せず．症

状軽快を目的に診断も兼ねて左精巣腫瘍核出術を施行したところ，左

陰嚢痛は軽快し，病理学的に ART の確定診断に至った．右側の腫瘍

は無症状のため，経過観察とした．良性腫瘍である ART に対して

は，適切な診断の元に，より低侵襲な治療をこころがけるべきと考え

られた．

右腎細胞癌と左アルドステロン産生副腎腺腫同時発生の 1例 :小田

晃廉，山口耕平，中野雄造，竹田 雅，三宅秀明，田中一志，藤澤正

人（神戸大) 63歳，男性．高血圧・糖尿病にて前医に通院中，2008

年 5月に四肢筋力低下を自覚し，同院救急受診した． 低K血症を認

めたため，精査加療目的に 当院緊急入院した．精査の結果，右腎癌

cT1aN0M0，および左アルドステロン産生副腎腺腫の診断にて腹腔鏡

下左副腎摘除術および腹腔鏡下根治的右腎摘除術を施行した．病理結

果は，左副腎腺腫様過形成，および右腎癌 papillary RCC，pT1a で

あった．低K血症を認め，画像所見にて腎癌および対側の副腎腫大を

認めるものの鑑別疾患には，腎癌合併の原発性アルドステロン症と腎

癌の副腎転移があげられる．また，腎癌に片側副腎皮質過形成による

原発性アルドステロン症を合併した症例は稀であり，本邦では自験例

を含め13例の報告があった．

馬尾転移をきたした腎癌の 1例 :尾崎慎司，本郷文弥，堀内大介，

木村泰典，藤原敦子，中村晃和，三神一哉，高羽夏樹，三木恒治（京

府医大) 72歳，女性． 7年前に腎癌に対し右腎摘， 4年前に乳癌に

対し右乳房切除を施行された． 5カ月前から左下肢痛を自覚， 1カ月

前より急速に症状が進行し前医整形外科受診．L4 硬膜内に馬尾を圧

迫する腫瘍を指摘，神経鞘腫の疑いで手術となった．腫瘍は馬尾と強

固に癒着し，完全摘徐不可能で悪性腫瘍を強く疑わせる所見であっ

た．病理にて clear cell carcinoma，腎癌の馬尾転移と診断された．な

お，原発巣は G1，pT1 で脈管侵襲は認めなかった．腎癌の馬尾転移

は非常に稀で，われわれが渉猟しえた範囲ではこれまでに世界で 5例

の報告のみであった．組織判明後当科紹介となり，全身検索にて肺・

脳・骨などに転移を認め，集学的治療を開始した．現在術後 1年 8カ

月経過，加療継続中である．

Mixed epithelial and stromal tumor of the kidney 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） 49歳，女性．既往歴に左乳腺葉状腫瘍．乳腺腫

瘍摘出時の全身 CT で右腎腫瘍を指摘．術前診断は Bosniak 分類のⅢ

であり，嚢胞状腎細胞癌が否定できないため右腎部分切除術を施行し

た．腫瘍は上皮成分と間質成分からなる混合性腫瘍であり，悪性所見

は認めなかった．エストロゲンレセプター，プロゲステロンレセプ

ターが陽性であり，mixed epithelial and stromal tumor of the kidney と診

断した．

腎血管筋脂肪腫の経過観察中に仮性動脈瘤および腫瘍内出血を認め

た 1例 :砂田拓郎，濱田彬弘，村上 薫，澤田篤郎，植月祐次，川西

博晃，奥村和弘（天理よろづ) 69歳，女性．1998年，エコーで左腎

に 5 cm の腫瘍を指摘され受診し，CT/MRI など精査にて腎血管筋脂

肪腫と診断された．本人希望もあり， 6カ月ごとの経過観察としてい

たが，徐々に増大． 5年間で 8 cm まで増大していた．定期フォロー

の腹部エコーにて仮性動脈瘤を指摘，エタノール動注による TAE を

行った． 1 週間後， 1カ月後にフォローの CT を施行したが，動脈瘤

は縮小傾向であり，再発を認めていない．腎血管筋脂肪腫の破裂例は

腫瘍径より動脈瘤径に相関するとの報告もあり，仮性動脈瘤の早期発

見が重要である．Color-Doppler エコーは血流の検出感度が高く，動

脈瘤の早期診断が可能であり，フォローアップに有用であると考えら

れる．

会陰部からの排膿を契機に診断された尿管異所開口の 1例 :大関孝

之，安富正吾，小池浩之，江左篤宣（NTT 大阪），朴 英哲（朴クリ

ニック) 53歳，女性．主訴は繰り返す発熱と会陰部からの排膿．内

診で膣前壁に瘻孔を認め，MRI 画像検査，瘻孔からの逆行性尿路造

影検査，排泄性尿路造影検査にて左完全重複尿管膣前壁異所開口と診

断した．根治加療目的に腹腔鏡補助下左異所開口尿管全摘出術を施

行．異所開口尿管は腎臓側で盲端となっていた．術後合併症は認めず

症状は消失した．一般に女性の異所開口尿管は幼児期から尿失禁が出

現し，また尿路感染症を合併する頻度が高くなり，20歳までにほとん

どが診断される．成人まで症状なく，会陰部からの排膿を契機に診断

された稀な左重複尿管膣前壁異所開口症例であった．

膀胱全摘除術後に上部尿路再発，尿道再発をきたした 1例 :楠本浩

貴，佐々木有見子，西澤 哲，浦 邦委，吉川和朗，児玉芳季，康

根浩，松村永秀，稲垣 武，柑本康夫，原 勲（和歌山医大) 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．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

れた左腎尿管全摘除を行った．摘除標本では，腎盂内に G3，pT1 の

病変がみられていた．さらに 6カ月後の遺残新膀胱・尿道洗浄細胞診

で class IV が検出されたため，新膀胱・尿道摘除術施行．摘除標本で

は遠位部尿道に CIS がみられていた．新膀胱造設術後においても尿

細胞診が診断にきわめて有用であった．

経尿道的嚢胞開窓術後に密封小線源治療を施行した前立腺癌の 1

例 :沖中勇輝，岡本圭生，草場拓人，山下寛人，窪田成寿，富田圭

司，水流輝彦，花田英紀，吉田哲也，影山 進，上仁数義，成田充

弘，荒木勇雄，岡田裕作（滋賀医大），河野直明（同放射線），ネルソ

ンストーン（マウントサイナイ医大），西川全海（日野記念) 70歳，

男性．主訴 : 排尿困難．臨床経過 : PSA＝7.401 ng/ml のため近医に

て前立腺生検施行，T1c 前立腺癌と診断され小線源治療を希望し当院
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受診．超音波で前立腺底部に 3 cm の嚢胞を認めた．嚢胞を処理せず

に至適小線源治療を行うことは困難であると判断し，経尿道的嚢胞開

窓術後，小線源単独治療施行．D90＝182 Gy，V100＝99％と良好な線

量分布を得た．底部に前立腺嚢胞を伴う症例に対し，経尿道的嚢胞開

窓術は有効であると考えられた．

前立腺小線源治療後の精嚢再発に対してサルベージ小線源治療が奏

功した 1例 :堀 俊太，田中宣道，森澤洋介，喜馬啓介，篠原雅岳，

穴井 智，青木勝也，鳥本一匡，米田龍生，平山暁秀，藤本清秀，吉

田克法，平尾佳彦（奈良医大），浅川勇雄，長谷川正俊（同放射線治

療) 70歳，男性．前立腺癌 cT1cN0M0，グリソンスコア 3＋3 (PSA

8.0 ng/ml) に対して，2006年小線源単独治療施行．治療後42カ月目

に生化学的再発．その後も PSA 漸増．58カ月目に前立腺生検施行す

るも悪性所見なし．諸検査にて遠隔転移を認めず，骨盤 MRI にて精

嚢局所再発と診断．60カ月目にサルベージ小線源治療施行．同時に施

行した精嚢生検はグリソンスコア4＋3であった．その後，術後補助内

分泌療法なしで PSA は急速に低下し，10カ月目に 0.078 ng/ml まで

低下した．頻尿などの明らかな有害事象を認めなかった．

不妊を主訴に受診し，遺伝子診断で XX male と診断された 1 症

例 :光野絢子，南 幸一郎，藤末 裕，上原博史，西田 剛，高木志

津子，稲元輝生，右梅貴信，能見勇人，水谷陽一，東 治人（大阪医

大），増田 裕（藍野) 35歳，男性．挙児を希望し，不妊治療目的に

当科紹介．Microdissection TESE での観察で右精巣実質がほとんどな

く，無精子症であった．遺伝子検査を施行すると染色体の核型が XX

であったため，XX male と診断した．XX male での挙児可能であっ

た前例がない事を患者に説明し，ICSI は断念した．XX male は比較

的稀な染色体構成異常であり，精巣決定因子である SRY 遺伝子がX

染色体に転座し，このX染色体を持った精子が受精して発生する．わ

れわれは不妊を主訴に来院した 46 XX male の 1例を経験したので報

告する．

術前化学療法が奏功した膀胱癌の 1例 :秦 健一郎，増田朋子，堀

越幹人，井上貴昭，西田晃久，川喜多繁誠，杉 素彦，室田卓之（関

西医大枚方) 患者は40代，女性．膀胱炎症状あり近医受診するも改

善せず，肉眼的血尿出現し来院．尿道から膀胱に腫瘍の充満，膣壁か

ら腫瘍を触知し両側水腎症を認めた．TUR-Bt・両側腎瘻増設術施行

し，組織は urothelial carcinoma，pT2以上，G3，INFc であった．造影

CT 所見より cT4N2M1（傍大動脈リンパ節転移）と診断した．GC

療法 4コース skip なく全量投与し腎門部リンパ節・骨盤内リンパ節

の消退，原発巣の縮小を認めた． 4コース施行時に発熱性好中球減少

症認め，G-CSF・抗生剤投与行い，改善した．化学療法終了後，膀胱

全摘回腸導管造設術施行．病理組織は urothelial caricnoma pT3N0，

G3，INFa，ly1，v1，u-rt0，u-lt0，ur0，RM0，子宮体部・頸部に浸潤

認めず．リンパ節廓清は，化学療法施行前に認めた腎門部リンパ節ま

で郭清を行い，計32個のリンパ節を郭清した．永久病理でも線維化し

た組織のみであった．

VP-16，CDDP 併用療法が奏功した膀胱小細胞癌の 1 例 : 花咲

毅，山田祐介，上田康生，相原衣江，古倉浩次（宝塚市立），造住誠

孝，廣田誠一（同病理) 89歳，男性．無症候性肉眼的血尿を主訴に

精査加療目的で当院紹介．膀胱鏡，MRI より右側壁全域を占める浸

潤性膀胱腫瘍を認め，TU-biopsyを施行．Small cell carcinoma ≧

pT3bN0M0 と診断した．高齢のため，化学療法を選択．肺小細胞癌

の化学療法プロトコールである VP-16＋CDDP 併用療法を 3コース施

行．腫瘍の著明な縮小を認め PR をえるも grade 3 の pancytopenia を

認めたため，継続治療は困難と判断．現在テガフール・ウラシルの経

口投与で経過観察中である．14カ月現在，局所進行や転移を認めてい

ない．膀胱小細胞癌は診断時に進行癌であることが多く，その予後は

非常に悪い．治療は膀胱全摘や放射線などの根治療法と肺小細胞癌に

沿った補助化学療法が推奨されており，本症例では肺小細胞癌に沿っ

た VP-16＋CDDP 併用療法を行い PR を得た．

筋層浸潤性膀胱癌，plasmacytoid variant に対して膀胱温存を試み

た 1例 :西澤 哲，楠本浩貴，佐々木有見子，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) 67歳，男性．肉眼的血尿を主訴に近医受診．腹部エコーで

左水腎症と膀胱腫瘍を認め，精査・加療目的で当科紹介．左水腎症を

伴う膀胱腫瘍に対して，TUR-Bt を施行した．病理は UC，plasma-

cytoid variant，pT2 と診断され，膀胱全摘除術を勧めたが拒否された

ため，GC 療法を施行した． 3コース後の TUR 生検で残存腫瘍を認

めず，現在，経過観察中である．膀胱癌，plasmacytoid variant は浸潤

傾向が強く，腹腔内進展を来たす症例も報告されているが，比較的化

学療法への感受性は高いとされる．自験例においても治療介入の時期

を逃さないように慎重な経過観察が必要と考えられた．

膀胱 leiomyoma の 2例 :角井健太，重村克巳，山崎隆文，結縁敬

治，山下真寿男（神鋼），伊藤利江子（同病理) 症例 1 は59歳，男

性．肉眼的血尿を主訴に受診．尿細胞診は class IIb．膀胱鏡検査，

MRI にて膀胱頸部に粘膜下腫瘍を認め，TUR-BT 施行．症例 2は51

歳，男性．人間ドックの超音波検査で異常を指摘され受診．症状は特

になし．尿細胞診は class II．膀胱鏡検査，MRI にて膀胱前壁に粘膜

下腫瘍を認め，膀胱部分切除術を施行．病理結果は 2 例とも leio-

myoma であり，現時点で再発を認めていない．原発性膀胱腫瘍のう

ち leiomyoma は0.3％と稀である．悪性疾患との鑑別には MRI が有

用とされているが治療方針の決定には組織診断が必要となる．予後は

良好であるため患者ごとにできるだけ侵襲の少ない治療方針を検討す

る必要があると思われた．

水腎症を伴った腫瘤形成性増殖性膀胱炎の 1例 :酒井 豊，岡 泰

彦（加古川西市民），岡村明治，坂井田紀子（同病理），永田 均（永

田泌尿器科医院) 69歳，男性．肉眼的血尿，右側腹部痛にて近医受

診，US にて右水腎症を認め当科紹介．膀胱鏡にて三角部から右尿管

口にかけて広基性非乳頭状腫瘤を認め，MRI T2 強調像にて同腫瘤は

通常の膀胱癌よりも高信号を呈し，拡散強調では異常信号を示さな

かった．しかし T2 強調像で膀胱筋層の断裂像を認め浸潤性膀胱癌の

可能性が否定できず TUR-Bt を施行．病理診断は増殖性膀胱炎であっ

た．術後柴苓湯内服を開始，術後 3カ月の IVU で水腎は認めていな

い．腫瘤を形成した増殖性膀胱炎は比較的稀であり，自験例が49例

目，さらに水腎を伴った症例は 4例目と思われた．腫瘤形成性増殖性

膀胱炎は再発する可能性があり厳重なフォローアップが必要と思われ

た．

膀胱ヘルニアの 1 例 : 橋村正哉，高田 聡，細川幸成，林 美樹

（多根総合），城田哲哉，丹羽英記（同外科），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．排尿痛，右鼠

径部腫瘤を主訴に受診．CT にて膀胱ヘルニアを指摘．膀胱造影で

は，立位にて膀胱右側への造影剤の貯留を認めた．排尿痛は前立腺炎

によるものと診断し，抗生剤加療にて軽快．その後，膀胱ヘルニアに

対して，Kugel 法によるヘルニア根治術を施行．以後，再発は認めず

経過している．

小児尿道脱の 2例 :福井彩子，内藤泰行，井上裕太，粥川成優，岩

田 健，邵 仁哲，鴨井和実，沖原宏治，河内明宏，三木恒治（京府

医大) 症例 1は 5歳，女児．外陰部の発赤，出血，排膿，尿の飛散

で婦人科を受診．抗生剤の内服で一旦症状は改善したが， 3カ月後に

再度症状が出現したため当科を紹介受診．外尿道口の周囲全周性に尿

道粘膜の脱出を認め，尿道脱と診断しステロイド外用による保存的治

療を行ったが尿の飛散が改善せず， 3カ月後に手術（環状切除術）を

施行．切除粘膜の病理組織は悪性所見を認めなかった．術後 2カ月の

経過観察で尿道狭窄などの合併症や再発は認めていない．症例 2は 8

歳，女児．排尿痛，頻尿，出血，尿の飛散で受診．尿道脱と診断しス

テロイド軟膏による保存的治療を行ったが10歳になっても尿の飛散が

改善しないため手術（環状切除術）を施行．術後10カ月の経過観察で

尿道狭窄や再発は認めていない．引き続き外来で経過観察を行ってい

く．

遅発性急性尿細管壊死 (delayed ATN) を起こした生体腎移植 3症

例 :沖 貴士，杉本公一，能勢和宏，西岡 伯（近大堺) 症例は64

歳，女性，45歳，男性，31歳，男性．ドナーはそれぞれ，65歳，姉，

70歳，母，60歳，父であり，術前抗体検査異常なし，感染症検査も異

常なし，血液型不適合もなかった．生体腎移植後，即時利尿を認める

も，術後平均 6日（ 3∼10日）で腎機能悪化．移植腎エコーでは腎血

流良好であり，血管抵抗も正常であった．移植腎生検施行し，尿細管

上皮細胞の一部消失．尿細管管腔に debris を認めるも，炎症細胞の浸

潤はなく，循環障害による急性尿細管壊死の診断であった．その後は
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腎機能悪化時より平均6.33日（ 4∼ 9日）にて腎機能回復した． 3人

ともになんらかの凝固異常もしくは血流障害があった可能性が考えら

れ，これにより delayed ATN を起こした可能性があると考えられた．

高齢者巨大精巣腫瘍の 1例 :村尾昌輝，北 和晃，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) 症例は

75歳，男性．約 8年前より左陰嚢腫大を自覚していたが放置．2011年

9月下肢脱力感を認め近医を受診し，血清 ALP 高値があり当院内科

を紹介受診した．高度の左陰嚢腫大を指摘され当科紹介受診．左精巣

腫瘍の疑いで手術目的に当科入院となった．腫瘍マーカーの上昇から

精巣腫瘍の疑いにて高位精巣摘除術を施行．腫瘍は陰嚢壁との癒着は

なく剥離は容易であった．摘出した腫瘍は 14×10×8 cm で重量は

645 g，病理診断は seminoma，pT2 であった．術後補助療法として術

第14日目に CBDCA (AUC : 4) を単回投与し退院．術後より腫瘍

マーカーは正常化しており現在も外来通院中である．

両側同時性精巣悪性リンパ腫の 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) 66歳，男性．

無痛性左陰嚢腫大を自覚し 3カ月後に当科を受診した．左陰嚢内に鶏

卵大，弾性硬の腫瘤を触知し，MRI で両側精巣に内部均一の腫瘍を

認め，両側同時性精巣悪性リンパ腫が疑われた．CT では右腎および

腎門部・傍大動脈・腸間膜リンパ節および両側肺へ転移を認めた．両

側高位精巣摘除術を施行し，病理診断は malignant lymphoma，non-

Hodgkin，diffuse large B cell type であった．両側同時性精巣悪性リン

パ腫 Ann Arbor 分類Ⅳ期と診断した．術後 R-CHOP 6クールおよび

大量 MTX 髄液注入療法を施行し，CR となった．化学療法後 1年経

過しているが再発は認めていない．60歳以上および両側発生の精巣腫

瘍では精巣悪性リンパ腫の可能性が高い．組織型は diffuse large B cell

lymphoma が最も多く，Ann Arbor 分類・国際予後指標 (IPI) より R-

CHOP の標準治療が確立している．

同時性両側精巣悪性リンパ腫の 1例 :宮崎 彰，寺川智章，田中浩

之，井上隆朗（兵庫県立がんセ) 74歳，男性．2011年 9月，右陰嚢

内容の無痛性腫大を自覚し前医受診．右精巣腫瘍の診断のもと，精査

加療目的に当科紹介となった．MRI で両側精巣に T2 強調画像で低

信号を呈する多発腫瘍を認め，両側精巣腫瘍の診断のもと両側高位精

巣摘除術を施行した．組織像では両側精巣間質にびまん性に浸潤する

CD20 陽性の腫瘍細胞を認め，diffuse large B cell lymphoma と診断され

た．全身検索の結果他臓器に明らかな病変はなく，精巣原発悪性リン

パ腫と診断した．精巣原発悪性リンパ腫は限局例であっても再発率の

高い予後不良な疾患であり，術後の化学療法や対側精巣・中枢神経へ

の再発予防が重要であるが，確立された治療法はない．IELSG は限

局期精巣悪性リンパ腫に対する phase II trial で比較的良好な成績を報

告しており，本症例は報告を参考に R-THP-COP 8コース＋MTX 髄

注 4回を施行している．

停留精巣に Epidermal cyst，Sertoli cell tumor を合併した 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51歳，男性．既往歴は腎不全で維持透析中．2011

年 6月に尿道血尿を主訴に来院し，尿道出血精査目的で膀胱鏡施行．

多発の前立腺部ポリープと慢性炎症を疑う膀胱粘膜の発赤所見のみで

腫瘍性病変は認めなかった．前立腺の精査目的で MRI を施行したと

ころ前立腺癌を疑う腫瘤陰影は認めず骨盤左側に T1 強調で低信号，

T2 強調で高信の境界明瞭な腫瘤陰影を認めた．造影 CT で陰嚢内に

左精巣を認めず骨盤左の腫瘤は左精巣動静脈が流入しており左停留精

巣に合併した精巣腫瘍と診断．開腹左腹腔内精巣摘出術施行．術中所

見は，周囲との癒着を認めず精巣動静脈と思われる脈管が腫瘍に流入

しており，摘出標本は表面平滑で内容物は精巣白膜に包まれた黄白色

チーズ状であり精巣類表皮嚢胞を疑う所見であった．病理組織所見は

萎縮性精細管よりなる検体中に epidermal cyst と sertoli cell tumor の 2

種類の腫瘍性病変を認めた．停留精巣に epidermal cyst，sertoli cell

tumor を合併した非常に稀な 1例を経験した．

化学療法中に感染性胸膜炎を合併した胸膜転移を有する Yolk sac

tumor の 1 例 : 白石裕介，相原衣江，楊 東益，中西裕佳子，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），岡田昌也（同血液内科) 45歳，男性．

28歳時，右精巣腫瘍にて高位精巣摘除術後，約 5年間でフォロー終了

となっていた．40歳頃から左精巣腫大に気づいていたが受診せず，

2010年 7月多量の胸水と左精巣腫大を認め当科紹介受診となった．全

身検索で両肺野と右胸膜に転移を認め，腫瘍マーカーはHCG ≦0.4，

AFP 1,721，LDH 574 であった．左高位精巣摘除にて yolk sac tumor，

cT2N0M1，stage IIIc と診断．胸腔ドレーンを留置の上 VIP 療法開始

したところ細菌性胸膜炎を発症．抗菌剤治療に抵抗を示し，胸腔ドレ

ナージ術を追加．好中球減少に対しては G-CSF に加え顆粒球輸血を

行うなど集学的治療で一命をとりとめた．

交通外傷により左精巣上体損傷を来たした 1例 :米田 傑，金城孝

則，種田建史，竹澤健太郎，野村広徳，鄭 則秀，高田晋吾，松宮清

美（大阪警察) 24歳，男性．2011年 5月バイクによる交通外傷にて

当院救命救急科に緊急入院となった．入院後徐々に左陰嚢腫脹および

疼痛の増悪を認め，翌日当科紹介となった．精査にて精巣損傷も否定

できなかったため試験開腹術を施行した．結果は左精巣上体損傷で

あった．鈍的陰嚢外傷は比較的よく遭遇する疾患で，時には精巣破裂

といった重度の損傷を来たす事がある．しかし，鈍的外傷による精巣

上体損傷に関する報告はこれまでほとんどない．今回われわれは，交

通外傷による精巣損傷を伴わない左精巣上体単独破裂の症例を経験し

たので若干の文献的考察を加えて報告した．

精索脂肪肉腫の 1例 :坂野恵里，田原秀男（耳原総合) 65歳，男

性．既往歴は糖尿病，慢性C型肝炎．右鼠径部有痛性腫瘤にて2011年

7月当科受診．右鼠径部に圧痛のある小鶏卵大の腫瘤触知．エコーで

は内部不均一の境界明瞭な腫瘤を認めた．MRI にて T1WI にて低信

号，T2WI にて高信号の腫瘤を認め，また腫瘤の外側に T1WI，

T2WI ともに高信号域が連続していた．大網を内容物とする鼠径ヘル

ニアを合併した精液瘤を疑い手術施行．手術時にヘルニアは認めず腫

瘤のみ摘出．病理組織の結果は myxoid liposarcoma であり，切除断端

陽性であったため，後日高位精巣摘除術を施行．前回腫瘤摘除部に腫

瘍細胞の残存を認めたが，切除断端は陰性であった．鼠径部腫瘤の鑑

別に精索脂肪肉腫を考慮する必要があり，術中に腫瘍性病変を認めた

場合は迅速病理診断を行うことで一期的な手術が可能であったと考え

る．

PSA 高値と PET-CT 異常を契機に発見された前立腺結核の 1例 :

岡 泰彦，酒井 豊（加古川西市民），岡村明治，坂井田紀子（同病

理) 55歳，男性．濾胞性リンパ腫精査中，PET-CT にて前立腺辺縁

域にびまん性の異常集積を指摘．PSA : 10.17 ng/ml と高値．前立腺

MRI にて明らかな腫瘤性病変はなく，慢性前立腺炎の像であった．

経直腸的前立腺針生検でラングハンス型巨細胞を伴った類上皮性肉芽

種を認めた．ツ反強陽性，クオンティフェロン Tb 抗原強陽性で総合

的に前立腺結核と診断．結核診療ガイドラインに準じた標準的抗結核

療法 (RFP＋INH＋PZA＋EB の 4 種併用で 2 カ月，さらに RFP＋

INH の 2種併用で 4カ月）を施行した．治療終了後の再生検で，肉

芽種の線維化による治療効果を確認した．前立腺結核は近年きわめて

稀な疾患であるが，生検後粟粒結核に進展した重症例の報告もあり，

念頭に置いておく必要がある．

前立腺囊胞性腺腫と鑑別困難であった STUMP の 1例 :岩村浩志，

住吉崇幸，堤 尚史，岡村基弘，光森健二，西村一男（大阪赤十字），

住吉真治（京都大病理) 51歳，男性． 3年前に排尿困難，腹部膨満

感で前医受診．PSA 1.63 ng/ml，右精嚢拡張の診断を受けるも放置．

症状悪化したため受診．MRI で骨盤内に出血を伴う多房性囊胞を指

摘，膀胱，両側精嚢，尿道は左方に圧排されていた．術前診断は第一

に STUMP，充実性成分が多いため可能性として低いものの前立腺囊

胞性腺腫が考えられた．2011年 9月16日腫瘍および前立腺全摘除術を

施行した．腫瘍は前立腺右葉と連続していた．摘出標本 428 g，16×

8.5 cm，手術時間 4 時間47分，出血 11,800 ml．間質成分は degene-

rative atypia を認めるが，核分裂像や壊死を認めず STUMP の診断で

あった．術後 4カ月経過するが再発を認めていない．

精嚢腺癌と鑑別を要した前立腺癌精嚢浸潤の 1例 :伊丹祥隆，永井

康晴，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) 70歳，男性．2011年

4月に肉眼的血尿が見られ近医受診．CT，膀胱鏡で異常なく，尿細

胞診は class III であった． 5月初旬から血精液症を認め， 8月のMRI

で右精嚢部に 3.6×3.0 cm 大の嚢胞性病変を認め， 9月に当科紹介．
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PSA は 1.83 ng/ml であった．10月に経会陰式前立腺針生検，右精嚢

生検を施行した．嚢胞内は血性であり約 30 ml 排液を認め，穿刺排液

中の細胞診は陰性であった．病理結果は腺癌であったが，PSA，

PSAP による免疫染色は陰性であり，PSA 低値，また画像上右精嚢に

限局した腫瘍であり，原発性精嚢腺癌と臨床的に診断し，12月中旬に

前立腺精嚢摘出術を施行した．摘出標本の PSA，PSAP による免疫染

色は陽性であり前立腺癌の精嚢浸潤 (pT3b) と診断した．

LHRH アナログ製剤使用中に下垂体卒中をきたした前立腺癌の 1

例 :堀田俊介，平岡健児，稲葉光彦，藤戸 章（済生会吹田），平山

博（同脳外科），木下 学，押野 悟（大阪大脳外科），齋藤洋一（大

阪大産学連携本部脳神経制御外科学) 68歳，男性．PSA 8.45 ng/ml

で生検．精査で前立腺癌 cT2aN0M0 と診断．ビカルタミド 80 mg/日

開始より 7日後，ゴセレリン酢酸塩 10.8 mg を皮下注射した．注射

から帰宅した後より頭痛と視力の低下を自覚し， 5日後救急搬送され

た．頭部 MRI で下垂体卒中と診断し，経蝶骨洞的手術を行った．出

血を伴う壊死組織を認めたが，viable な腺腫は見られなかった．術後

視力障害は改善したが，汎下垂体機能低下が後遺した．前立腺癌に対

しては内分泌療法を中止し PSA 監視療法へと移行した．LHRH アナ

ログ製剤初回投与後には，頭痛，視覚障害など下垂体卒中の症状に留

意する必要があると考えられた．

前立腺を原発とする尿路上皮癌の 1例 :金川紘司，森山泰成，西川

徹，萩野惠三（りんくう総合医療セ) 76歳，男性．他院で膀胱上皮

内癌に対して BCG 膀胱内注入療法を行うも抵抗性を示したため，当

院で BOAI と膀胱全摘除術を施行．病理診断は前立腺を原発とする

尿路上皮癌であった．術後補助化学療法として MVAC 療法を実施，

現在外来にて通院加療中である．前立腺を原発とする尿路上皮癌は前

立腺腫瘍の約0.5∼ 5 ％と比較的稀な疾患であり，その予後は非常に

不良である．今回われわれは当施設での症例に関して，若干の文献的

考察を含めて報告する．

肉眼的血尿，前立腺生検後の皮下血腫を契機に診断された後天性血

友病の 1例 :木村博子，植垣正幸，青山輝義，橋村孝幸（関西電力），

三好隆史，永井謙一（同血液内科) 61歳，男性．肉眼的血尿，血塊

による尿閉を認め当科受診． 1日40本，41年間の喫煙歴があり，尿細

胞診，膀胱鏡，両側 RP を，PSA 4.33 ng/dl に対し前立腺生検を施行

した．いずれも悪性所見は認めなかったが，肉眼的血尿が持続し膀胱

持続還流を行った．さらに臀部，陰嚢に皮下血腫を認めたため，血液

内科学的精査を行った．APTT の延長を認め，血友病，von Willebrand

病，抗リン脂質抗体症候群が考えられた．第Ⅷ因子活性低下，第Ⅷ因

子インヒビター陽性，von Willebrand 因子およびループスアンチコア

グラントの存在の否定により後天性血友病と診断し，プレドニゾロ

ン，活性型第Ⅶ因子製剤投与での治療を行った．後天性血友病は稀な

疾患で診断が遅れやすく，致死的な臓器出血の可能性があるとされて

いるが，自験例では治療に反応し血尿は改善し，APTT の正常化，第

Ⅷ因子インヒビターの低下を認めている．

バソプレシンが著効したカテコラミン抵抗性尿路性器敗血症性

ショックの 3例 :西川昌友，今井聡志，山野 潤，阪本祐一，中村一

郎（神戸市医セ西市民) 敗血症（腎盂腎炎 2例，前立腺炎 1例）に

対しドレナージなど施行後，十分な補液・カテコラミン投与を行うも

ショックが遷延した 3症例に対して，バソプレシンを投与し速やかに

ショックを離脱し，救命しえた．
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