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第436回日本泌尿器科学会北陸地方会

（2012年 6月 9日（土），於 ホテル金沢）

副腎骨髄脂肪腫の 1 例 : 中井 暖，近沢逸平，森田展代，菅 幸

大，森山 学，宮澤克人，田中達朗，鈴木孝治（金沢医大），佐藤勝

明（同病院病理） 68歳，女性．主訴は腰痛． 5年前より左内分泌非

活性型副腎腫瘍として経過観察されていた．腫瘍径に変化はないが自

覚症状もあり手術目的で紹介となる．左副腎領域に直径 10 cm 大の

脂肪成分主体の腫瘍を認め，経腰的副腎摘出術を施行した．弾性軟，

246 g，10.5×7.5×4.5 cm の，病理学的に脂肪細胞と骨髄系細胞が

混在した腫瘍を摘出し，副腎骨髄脂肪腫と診断した．副腎骨髄脂肪腫

は非機能性良性腫瘍とされ，発生機序として副腎皮質細胞の化生説が

有力とされている．画像上は境界明瞭，脂肪成分主体で，出血，石灰

化により一部，不均質な病変として認める．副腎骨髄脂肪腫は比較的

稀な疾患で副腎偶発腫瘍の約 2％である．近年画像診断の発達により

無症状で偶然発見される症例が増加傾向にある．

無阻血下に後腹膜鏡下腎部分切除術を施行した腎被膜腫瘍の 1例 :

児玉浩一，高瀬育和，元井 勇（富山市民），斉藤勝彦（同病理）

症例は56歳，女性．他疾患検索のための CT 検査で左腎腫瘤を偶然指

摘された．CT 上，腫瘍は 16×13 mm 大，左腎中部・外側から突出

するレンズ状で，均一に造影された．MRI では，T1 および T2 強調

画像ともに低信号を呈した．後腹膜鏡下腎部分切除術を施行した．腎

動脈を血管テープにて保持した後，腫瘍を無阻血下に切除した．術中

出血は 10 ml，術後腎機能は術前と変化はなかった．病理検査では腎

被膜由来の脂肪成分を欠く血管筋脂肪腫の結果で，切除断端は陰性で

あった．腎部分切除術において，温阻血時間は術後腎機能に関わる重

要な因子の 1つである．辺縁に存在し，表面に突出した小さい腎腫瘍

に対しては，無阻血下の腎部分切除術も治療の選択肢の 1つとして考

慮に入れるべきと思われた．

腎由来平滑筋肉腫の 2 例 : 門本 卓，前田雄司，杉本和宏，溝上

敦，高 栄哲，並木幹夫（金沢大），上木 修，南 秀朗，川口光平

（公立能登総合） 症例 1 : 44歳，女性．左季肋部腫瘤を自覚し近医

で巨大腫瘍を指摘され当科紹介．造影 CT では左腎に不均一な造影効

果を伴う長径 16 cm の巨大な腫瘍を認め，MRI でも腫瘍内部の信号

強度は不均一であった．FDG-PET で腫瘍内部の最大 SUV は3.0で

あった．悪性度の低い軟部組織腫瘍が考えられ，腫瘍および左腎摘除

術を施行した．病理結果は平滑筋腫であった．症例 2 : 59歳，女性．

右腹部腫瘤を触知し精査したところ，症例 1と同様，CT およびMRI

にて内部不均一な長径 18 cm の右後腹膜腫瘍を認めた．FDG-PET の

最大 SUV は5.9であり悪性の可能性が示唆された．腫瘍切除術を施

行し，病理結果で平滑筋肉腫が確認された．稀な疾患であるが，画像

上，良悪性の区別は困難であったが，FDG-PET の所見は参考となる

可能性が示唆された．

類上皮型腎血管筋脂肪腫 (EAML) の 2例 : 金田真実，伊藤秀明，

渡邉 望，楠川直也，岡田昌裕，多賀峰克，黒川哲之，石田泰一，秋

野裕信，横山 修（福井大），堀江直世，大越忠和，今村好章（同病

理） 症例 1は62歳，女性．偶発腎腫瘍．左腎細胞癌 T1aN0M0 の診

断で腹腔鏡下左腎部分切除術を施行．摘出標本の H-E 染色では紡錘

形細胞と類上皮細胞が混在し，細胞異型は軽度．免疫染色では HMB-

45 陽性，Melan-A 陽性，SMA 陽性であり EAML と診断された．症

例 2は35歳，女性．右背部痛を主訴に受診．右腎細胞癌 T1aN0M0 の

診断で腹腔鏡下右腎摘除術を施行．摘出標本の H-E 染色では類上皮

細胞が大部分を占め，細胞異型は高度．症例 1 と同様，HMB-45 陽

性，Melan-A 陽性，SMA 陽性であり EAML と診断された．類上皮型

腎血管筋脂肪腫は術前診断が困難であり，免疫染色が確定診断につな

がる．悪性の経過を辿る例が報告されており，悪性腫瘍と捉えて腎細

胞癌と同様の経過観察が必要である．

HoLEP 術直後に両下腿コンパートメント症候群を発症した 1例 :

野原隆弘，宮城 徹，瀬戸 親（富山県立中央），橋本二美男（同整

形外科） 60歳代，男性．2011年 6月，前立腺肥大症に対して経尿道

的レーザー前立腺核出術 (HoLEP) 施行．モーセレートに時間がかか

り，手術時間は 5時間10分であった．術直後より両下腿の強い疼痛が

出現し，腫脹，発赤，足背部の感覚障害を伴っており，コンパートメ

ント症候群と診断した．速やかに両下腿の筋膜切開を施行した．麻酔

覚醒から2.5時間後であった．術後，疼痛や腫脹は速やかに改善し，

術後 4カ月の時点でわずかな感覚障害を認めるのみとなった．コン

パートメント症候群は稀な疾患であるが，診断治療が遅れると重大な

後遺障害を残すことがあるため，特に長時間の砕石位手術においては

その予防と早期発見が肝要であると思われた．

精巣に発生した顆粒膜細胞腫の 1例 : 坂本次郎，上野 悟，溝上

敦，並木幹夫（金沢大），武澤雄太（金沢医療セ），北野星子（金沢大

病理） 症例は30歳，男性で2011年の夏季より右精巣の無痛性腫大を

自覚するも放置．徐々に増大するため2012年 1月に近医受診し右精巣

腫瘍を疑われ精査加療目的に当科紹介受診．超音波診断上，右正常な

精巣組織に接して内部に隔壁を認める 4 cm 大の腫瘤を認めた．CT・

MRI 上も右精巣腫瘍 (cT1N0M0) の診断で，同年 1月右高位精巣腫

瘍摘除術を施行．病理組織診断は成人型顆粒膜細胞腫であった．術後

4カ月経過するが画像上再発所見はなく，経過良好である．成人型顆

粒膜細胞腫は，ホルモン活性をきたすことがあり，また経過は緩徐だ

が長期経過後の再発例の報告もあるので本症例も長期間経過観察が必

要と思われる．

HCG が偽陽性を示した精巣腫瘍術後の 1 例 : 茂原明子，棚瀬和

弥，三輪吉司，青木芳隆，関 雅也，稲村 聡，横川竜生，高原典

子，大山伸幸，秋野裕信，横山 修（福井大），堀江直世，今村好章

（同病理） 症例は40歳，男性．T1N0M0S1 stage Is の精巣腫瘍に対し

て，右高位精巣摘除術を施行した．摘出標本は，teratoma，mature な

どの成分を含む non seminoma であった．AFP は術後10日で，HCG

は術後 3日で基準値以下となった．低テストステロン血症に対して，

ART 療法を開始したが，ご本人の希望により中止．その後，経過の

中で HCG が軽度上昇した．画像上，指摘できなかったものの，再発

は否定しきれないため，化学療法を検討した．しかし，低テストステ

ロン状態で，下垂体性 HCG が産生されるという報告があった．この

症例に対して，テストステロン補充を行ったところ，HCG は陰性化

した．われわれは，下垂体性 HCG により，腫瘍マーカーが偽陽性化

した 1例を経験したので報告する．

精巣膿瘍の 1例 : 土山克樹，岩﨑比良志，布施春樹（舞鶴共済），

今村好章（福井大病理） 55歳，男性．右陰嚢腫大，右陰嚢痛が 3週

間持続し他院 MRI にて右精索捻転が疑われたため当科に紹介となっ

た．右陰嚢は鶏卵大に腫大するも表面には炎症徴候なく，発熱も認め

なかった．血液検査では CRP 値の軽度上昇 (1.81 mg/dl) 以外には

異常はなく，検尿で膿尿は認めなかった．画像上は精索捻転とともに

精巣腫瘍も鑑別にあがった．発症からの経過が長く精巣の温存は不可

能と判断し高位精巣摘除術を施行したが，精巣内から膿汁の流出を認

め，病理組織学的にも精巣膿瘍の診断に至った．精巣膿瘍は稀な疾患

で，易感染性患者に多く，発熱や強い炎症所見が特徴とされるが，自

験例は易感染性をきたす基礎疾患はなく，炎症所見にも乏しいため，

精巣膿瘍としては稀な臨床経過と考えられた．

肉芽腫性精巣炎の 1例 : 旦尾嘉宏，飯田裕朗，伊藤崇敏，加藤知

規，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮

顕，布施秀樹（富山大） 症例は65歳，男性．肺癌，右側腋窩リンパ

節転移にて化学療法が施行されていた．PET にて右側腋窩リンパ節

以外に精巣への集積も認め，また左有痛性陰嚢腫脹症状も認めたた

め，当科紹介．症状緩和目的に左高位精巣摘除術を施行した．術前診

断は転移性両側精巣腫瘍であったが，病理組織学的診断は肉芽腫性精

巣炎であった．肉芽腫性精巣炎は本邦では文献上調べえるかぎり自験

例を含め25例の報告がある．発症機転は不明であり，特異的な検査所

見はない．術前ほぼ全例で精巣腫瘍もしくは精巣腫瘍疑いと診断さ

れ，全例で精巣摘除術が施行されている．

夜間頻尿，睡眠障害と血中副腎性アンドロゲン値の関連 : 三輪吉

司，関 雅也，大山伸幸，秋野裕信，横山 修（福井大） ［目的］
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血中 DHEAS 値の低下が夜間頻尿と睡眠障害の共通した原因因子の 1

つと予測し，中高年男性における睡眠障害の重症度と血中 DHEAS 値

との関連を調べた．［対象・方法］無作為に抽出した泌尿器科外来受

診患者148名を対象とした．年齢は43∼86歳，平均68.0±9.5歳であっ

た．睡眠障害を質問紙 (Aging Males’ Symptoms Scale より抜粋）で評

価し，血中DHEAS 値との相関をスピアマン順位相関で検定．［結果］

睡眠障害の重症度は血中 DHEAS 値と有意に正に相関した (r＝

0.256，p＝0.014）．年齢は血中 DHEAS 値と有意に負に相関したが

(r＝−0.617，p＜0.0001），睡眠障害の重症度とは相関しなかった．

当科におけるミラベグロンの使用経験 : 上村吉穂，手島太郎，一松

啓介，江川雅之（砺波総合） ［目的］実地臨床におけるミラベグロ

ンの有効性および安全性の検討．［対象と方法］2011年11月∼2012年

5月，当科でミラベグロン内服治療を行った過活動膀胱患者28例を前

向きに調査した．患者は閉経後女性のみとした．投与前，投与 2，4

週目に，問診，バイタルサイン，排尿アンケート (OABSS，IPSS，

QOL score），尿流測定で評価した．［結果］28例中22例がミラベグロ

ン治療を継続した．ミラベグロンは蓄尿症状および排尿に関する

QOL を有意に改善させた．排尿症状および機能の増悪は認められな

かった．バイタルサインに，有意な変化は認められなかった． 1例が

動悸のため内服治療を中止した．高度の便秘，高度の口渇は，それぞ

れ 1例ずつ認めた．［結語］ミラベグロンは，抗コリン薬で認められ

る便秘や口渇の副作用が少なく，有用な治療薬であると考えられた．

デュタステリド投与における全身的影響に関する臨床的検討 :八重

樫 洋，杉本和宏，前田雄司，角野佳史，小中弘之，溝上 敦，高

栄哲，並木幹夫（金沢大），重原一慶（石川県立中央） 2010年 6月

から2011年 4月までに当院および関連病院にて前立腺肥大症でデュタ

ステリド投与開始された72例に関し，全身への影響について臨床的検

討を行った．比較のため，以前当院で行われたアンドロゲン補充療法

(ART) のコントロール群165例，ART 施行群169例を採用し，投与前

値と投与後56週 (ART Study では52週）での値の変化量について解析

した．PSA 値，IPSS，IIEF-5 に有意差が認められ，糖，筋，脂質代

謝に関して有意差は認められないもののデュタステリド投与群で一定

の改善傾向が認められた．ART ほどの効果は得られないものの，

デュタステリド投与による全身的な付加価値が得られる可能性が示唆

された．
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