
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

学会抄録 第220回日本泌尿器科学
会関西地方会(2012年9月8日(土), 於
薬業年金会館)

学会抄録 第220回日本泌尿器科学会関西地方会(2012年9月8日(土), 於薬
業年金会館). 泌尿器科紀要 2013, 59(9): 631-636

2013-09

http://hdl.handle.net/2433/179118

許諾条件により本文は2014-10-01に公開



第220回日本泌尿器科学会関西地方会

（2012年 9月 8日（土），於 薬業年金会館）

下大静脈原発と考えられた後腹膜平滑筋肉腫の 1例 :飯田孝太，鳥

本一匡，平山暁秀，大西健太，辰巳佳弘，橋村正哉，穴井 智，田中

宣道，藤本清秀（奈良医大），多林伸起（同心臓血管外科），島田啓司

（同病理），夏目 修（宇陀市立） 68歳，女性．前医で腹痛精査目的

の CT で下大静脈に接する後腹膜腫瘍を指摘され，当科へ紹介．腫瘍

は一部下大静脈に連続していたため，静脈壁を合併切除．術中迅速病

理検査で肉腫と診断，下大静脈の追加切除（術中病理診断で断端陰性

を確認）および右腎合併切除を施行．術後病理診断は平滑筋肉腫．本

邦では1979年以来，自験例を合わせて111例が報告されている．平均

年齢は58.4歳で，男女比は 1対 9で女性に多い．治療は外科的切除が

第 1選択．海外の報告では，診断後生存期間は 2年未満であることが

多い．本症例は，術後 7カ月現在，再発は認められていない．

後腹膜腔に発生した Castleman 病の 1例 : 高安健太，地崎竜介，

中川雅之，井上貴博，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大枚

方），植村芳子（同病理） 32歳，女性．2012年 3 月，CT で左副腎

領域に 60 mm 大の後腹膜腫瘍指摘され受診．血液検査では腫瘍マー

カー，膠原病マーカー，副腎ホルモン，IL-2r 含め異常所見なし．診

断の一助として針生検を施行，結果はリンパ増殖性疾患であった．鑑

別診断として，○1 悪性リンパ腫，○2 Castleman 病がある．FDG-PET

が鑑別に有用であるとの報告があり，PET-CT を施行した．腫瘤の

SUVmax は 3.1 と淡く均一な集積を認め，castleman 病の所見に合致

した．診断，治療のため腹腔鏡下左後腹膜腫瘍摘除術を施行，病理結

果は典型的な castleman 病であった．FDG-PET が悪性リンパ腫と

castleman 病の鑑別に有用であった 1例を経験した．

後腹膜に発生した巨大神経鞘腫の 1例 :原 琢人，三浦徹也，酒井

伊織，結縁敬治，山下真寿夫（神鋼），伊藤智雄（神戸大病理） 74

歳，女性．近医で排尿時違和感精査中にエコーで右腎中央部に 13 cm

大の嚢胞性腫瘍を指摘された．画像上嚢胞性腎癌など考えられ，根治

的腎摘除術施行．病理結果は神経鞘腫で悪性所見は認めなかった．

肺転移巣は長期間縮小を維持しているなかで脳転移が出現した腎癌

の 1例 :横山直己，宮崎 彰，寺川智章，田中浩之，井上隆朗（兵庫

がんセ） 66歳，男性．2009年11月に根治的左腎摘除術施行．病理は

淡明細胞癌，pT1bであった．2010年 2月肺転移出現し IFN と IL-2 の

併用療法開始． 6カ月でCRを得た． 1年間サイトカイン療法継続し，

2011年 7月に終了．2012年 5月10日肺転移再発し IFN 療法を再開．

5月26日意識障害出現．脳出血の診断で緊急血腫除去術を施行．腎癌

脳転移からの出血と判明した．腎癌脳転移は中枢神経症状が出た段階

で脳精査を行うことが一般的である．しかし脳転移に対する早期治療

の有用性から，Remon らは腎癌術後にルーチンで脳転移検索を行う

必要はないが，遠隔転移出現時・増悪時に脳転移検索を検討するべき

であるとしている．本症例でも肺転移再発時に脳転移検索を検討すべ

きであった．

腎癌胃転移の 1例 :立花大和，田中尚夫，山越恭雄，江崎和芳，川

中俊明（石切生喜），壁井和也，香山侑弘，北本興市郎，玉田 聡，

仲谷達也（大阪市大） 症例は62歳，男性．2010年，高 CRP 血症，

高 Ca 血症を指摘され，当科受診．両側腎癌，肺，骨，脳転移と診断

し，脳転移に対して，放射線療法施行，原発巣に対しては右腎部分切

除術，左腎摘除術施行．poor risk 群であったため，テムシロリムスよ

り投与開始するも PD，スニチニブを投与するも PD であったため，

エベロリムス投与開始．投与中に著明な貧血を認めたため，上部消化

管内視鏡を施行したところ，腎癌胃転移と診断．貧血コントロール目

的に胃部分切除施行し，その後貧血の進行は認めなかったが，診断か

ら22カ月で全身状態の悪化に伴い，死亡した．

精巣転移を来たした腎細胞癌の 1例 :田口 功，桑原 元，奥野優

人，山尾 裕，岡本雅之，川端 岳（関西労災） 2010年 2月に右腎

腫瘍および胆石に対して，右腎部分切除術および胆嚢摘除術を施行．

病理診断は RCC，clear cell carcinoma，G1，pT1a，NX，v-，surgical

margin- であった．術後追加療法は施行せず．2012年 2月施行の定期

フォローの腹部 CT にて，右精巣実質内に 15 mm 大の腫瘤を認めた．

MRI では，T1 強調像で低信号，T2 強調像で高信号を呈した．右精

巣腫瘍の診断の元，右高位精巣摘除術を施行した．なお，腰椎麻酔下

の触診でも右精巣に腫瘤を触知しなかった．病変は右精巣内に形成さ

れた充実性腫瘤で，割面は淡黄色から黄色調を呈した．病理組織診断

は clear cell carcinoma であり，腎細胞癌からの精巣転移と診断され

た．その後，現在に至るまで再発転移は認めていない．

小径乳頭状腎癌 type 1 の 1例 : 武長真保，伊丹祥隆，篠原雅岳，

細川幸成，林 美樹（多根総合），藤本清秀（奈良医大） 61歳，男

性．検診の腹部エコーで右腎に径 2 cm 大の腎腫瘍を指摘され当科を

紹介受診．受診時造影 CT では内部に軽度の造影効果を示し，遅延を

認めた．出血性腎嚢胞を疑い，経過観察とした． 3カ月後の腹部エ

コーでは嚢胞性変化を認め，MRI では嚢胞性腎細胞癌を疑われた．

Bosiniak 分類 category 4 の嚢胞性腎腫瘍と診断し，右腎部分切除術を

施行した．摘除標本は内部に出血を伴う嚢胞内に境界明瞭な腫瘍を認

めた．病理結果は乳頭状腎細胞癌，type 1，pT1a であった．現在，術

後 7カ月であるが経過良好である．乳頭状腎細胞癌は組織学的に type

1，2 に分類され，type 2 は一般に予後不良とされる．脂肪成分の少

ない良性腫瘍の腎血管脂肪腫との鑑別が重要であるが，小径腫瘍の場

合鑑別が困難なことがある．

脾腎静脈シャントを伴う腎癌に対して腹腔鏡下腎摘除術を行った 1

例 : 本田俊一朗，本郷文弥，木村泰典，塩田晃司，堀田俊介，上田

崇，藤原敦子，内藤泰行，邵 仁哲，河内明宏，三木恒治（京府医

大） 症例は87歳，男性．近医で施行された腹部エコーで左腎腫瘍を

指摘され，手術目的に当院を紹介受診された．腹部造影 CT で左腎細

胞癌 cT1bN0M0 と診断した．また術前の腹部造影 CT で脾腎静脈

シャントが指摘された．シャントについては結紮切断しても循環動態

に影響はなく臨床上問題はないと考えた．血管走行の確認がしやすい

腹腔鏡下左腎摘除術を施行した．まずシャント血管を処理したのち定

型的な左腎摘除術を問題なく施行しえた．腎摘除術を行うにあたり，

今回のような稀な静脈奇形を認める症例があるので，術前造影 CT 所

見は詳細に検討をしておく必要があると考えられた．

単純性腎嚢胞との鑑別が困難であった乳頭状腎細胞癌の 1例 :灰谷

崇夫，佐野剛視，瀧本啓太，七里泰正（大津市民） 55歳，男性．主

訴は左背部痛．CT で左腎に 17 cm 大の単房性嚢胞を認め，経皮的嚢

胞穿刺術を施行．内溶液が術中に血性化したため硬化療法を施行せ

ず，ピッグテイルカテーテル留置とした．術後 8時間で 950 ml の血

性排液，CT で嚢胞内出血が疑われ TAE で止血．術後 3カ月で術前

のサイズに再貯留，TAE 不十分と考え，嚢胞切除術を施行．病理結

果は乳頭状腎細胞癌，切離断端陽性であったため，残腎摘除術を施

行．腎実質に 4.5 cm 大の乳頭状腎細胞癌 type 2 を認めた．本例と文

献的考察をあわせ，大きな単純性嚢胞で乳頭状腎細胞癌を疑う所見と

して，○1血性内溶液，○2穿刺術後に短期間で再貯留，○3嚢胞内結節の

出現を考えた．

腎部分切除術後，同側腎周囲脂肪組織に再発した腎細胞癌の 1例 :

林 裕次郎，宮後直樹，武田 健，山口唯一郎，中山雅志，新井康之，

垣本健一，西村和郎（大阪成人病セ），冨田裕彦（同病理） 58歳，

男性．2010年 9月，健診の腹部エコーにて右腎腫瘤を指摘．同年10月

に腎悪性腫瘍 (cT1aN0M0) の診断で内視鏡補助下小切開創腎部分切

除術を施行．病理診断は clear cell，pT1a，G2＞G1，INFα，v（−），

切除断端陰性であった．経過観察中2012年 2月，腹部造影 CT にて手

術部位の腎周囲脂肪組織に腫瘍再発が認められ，同年 3月経腰的腫瘍

切除術を施行した．術中，腫瘍の腎実質への肉眼的浸潤は認められず

腫瘍と周囲脂肪組織のみを切除した．病理診断は clear cell，G2＞G1

で腎細胞癌の再発が強く疑われた．術後 6カ月で再発なく経過してい

る．

スーテント投与により腎不全，肝不全を来たした 2例 :熱田 雄，

後藤裕文，高尾典恭，瀧 洋二，竹内秀雄（公立豊岡） 症例 1 : 86

泌尿紀要 59 : 631-636，2013年 631



歳，男性．右腎細胞癌 (cT1bN0M1) に対してスーテント 25 mg を投

与開始した．27日後に，腎不全が出現し一時的に血液透析導入となっ

た．内服中止にて腎機能は自然軽快した．症例 2 : 72歳，男性．左腎

細胞癌 (cT3bN0M1) に対して腎摘出後，スーテント 50 mg を開始し

た． 3週投与後，血小板減少，鼻出血，口内炎などの有害事象が出現

したため休薬した．その後，肝不全が出現し対症療法にて自然軽快し

た． 2症例とも内服中止することによって自然軽快を得たが，文献的

には重篤な症例や死亡例の報告もあるので注意が必要である．

腎癌との鑑別が困難であった黄色肉芽腫性腎盂腎炎の 1 例 : 王

聡，福田聡子，小森和彦，井上 均，西村健作，原 恒男（市立池

田），大橋寛嗣（同病理） 73歳，男性．発熱，体重減少を主訴に内

科受診．CT で肝と右腎の間に腫瘤性病変を指摘され，当科入院．採

血にて軽度の肝機能異常，WBC 8,760/μl，CRP 10.5 mg/dl，各種腫

瘍マーカーは基準値内．尿検査で白血球反応陰性，血液，尿培養もす

べて陰性であった．CT で長径 85 mm 大の辺縁が造影される腫瘤性

病変を認め，MRI T2 強調像で内部は高信号で肝腎との境界は不鮮明

であった．悪性腫瘍の可能性を否定できず，手術を施行．腫瘤は周囲

臓器との癒着が強固で途中に黄白色の混濁した膿が流出したが，腎お

よび肝 S6/5 亜区域合併切除を遂行しえた．割面は黄色の部分を有

し，組織学的には泡沫細胞の集簇を多数認め，黄色肉芽腫性腎盂腎炎

と診断した．なお悪性所見は認めず，術中膿培養で Streptococcusmilleri

group を検出した．

右腎外傷に対し腎摘除術を行った 1例 :福井彩子，木村 天，竹内

一郎，森 優，稲垣哲典，中ノ内恒如，三神一哉（京都第一赤十字），

納谷佳男（京府医大） 18歳，男性．自転車乗車中に転倒し，ガード

レールで右側腹部を強打．その後右側腹部痛が持続し，近医での CT

で右腎外傷認め，精査加療目的に当院へ救急搬送．来院時，右側腹部

の圧痛と肉眼的血尿を認めた．CT で右腎は中部で離断し，腎周囲腔

に大量の血腫が充満し，後腹膜腔にも一部広がっていた．腎動脈の分

枝からの造影剤の extravasation も認めた．血圧が安定していたため，

まずは保存的に加療を行ったが，翌日の CT で血性腹水の出現と，超

遅延相で腎周囲腔に多量の造影剤の漏出を認めた．日本外傷学会腎外

傷分類の IIIb 型 H2，U1 と診断し，血圧は安定していたが，腎中部

の離断に高度の尿漏を伴っていたため開腹右腎摘除術を施行した．術

後13日目に退院となった．

生体腎移植後 5年目に抗体関連型拒絶反応と診断された 1例 :岩西

利親，今村亮一，岸本 望，松崎恭介，中川勝弘，谷川 剛，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）

32歳，女性．2007年 3月，IgA 腎症による末期腎不全に対して血液透

析導入． 7月，母親をドナーとして血液型適合生体腎移植を施行．術

後近医で経過観察中，2010年 9月頃から徐々に腎機能の悪化，蛋白尿

の増悪を認め，当科紹介．Flow PRA，donor specific antibody，移植腎

生検より抗体関連型拒絶反応と診断された．その後，血漿交換，リツ

キシマブ投与行い，腎機能は改善を認めた．

緊急手術により救命しえた Pheochromocytoma multisystem crisis

の 1例 :楠本浩貴，花野雄一，西澤 哲，浦 邦委，児玉芳季，吉川

和朗，康 根浩，松村永秀，柑本康夫，原 勲（和歌山医大） 52

歳，男性．頭痛と嘔気を主訴に救急受診．受診時から意識はやや不明

瞭であったが，その後ショック状態となり ICU 入室し，人工呼吸管

理および血液透析を行った．当初は重症感染症の可能性を考え抗生剤

投与など薬物治療を行ったが治療に反応せず．CT で右副腎は 4.7 cm

に腫大し，血中カテコラミン異常高値，MIBG シンチでは右副腎に集

積があったことから PMC と診断し，第 8病日に腹腔鏡下副腎摘除術

を施行した．術後30日目に血液透析を離脱した．

両側多発腎腫瘍を契機に見つかった Birt-Hogg-Dube 症候群の 1

例 : 神野 雅，江夏徳寿，村蒔基次，竹田 雅，三宅秀明，田中一

志，藤澤正人（神戸大），川上 史，伊藤智雄（同病理診断） 55歳，

男性．既往歴，家族歴は特記事項なし．左腹部腫瘤で近医受診．精査

にて左腎腫瘤を認め加療目的で当院紹介．CT・MRI で両側に多発す

る腎腫瘍を認めた．遠隔転移はなし．右腎部分切除術ならびに根治的

左腎摘除術を施行．病理診断は oncocytic chromophobe hybrid carci-

noma であった．胸部単純 CT で肺嚢胞を認めた．また顔面・後耳

介・後頸部に丘疹を認めた．以上より Birt-Hogg-Dube 症候群の可能

性が示唆されたため，FLCN 遺伝子解析を実施し Exon13 の nt2037-

2040 に 4塩基の欠失を認め確定診断に至った．現在は 3カ月に 1回

の CT フォローで再発なく経過している．

尿管皮膚瘻術後に発生した尿管動脈瘻に対し血管内ステントグラフ

トを用いて治療した 1例 : 村井亮介，窪田成寿，金 哲将（公立甲

賀），井本勝治，坂本 力（同放射線） 78歳，男性．2009年 9月，

膀胱癌に対し膀胱全摘除術，尿管皮膚瘻造設術を施行．術後 9日目に

傍ストマヘルニアによるイレウスを発症し，修復術を施行した．以

降，両側尿管に 8 Fr 尿管ステントを留置し， 1カ月ごとに定期交換

を行っていた．2012年 3月，尿管ステント定期交換のため尿管ステン

トを抜去した際に，左尿管から拍動性の出血を認めた．造影 CT 上，

左尿管総腸骨動脈瘻が疑われた．動脈造影検査で左総腸骨動脈から左

尿管への造影剤の流出を確認し，左総腸骨動脈に血管内ステントグラ

フトを留置して止血した．2012年 8月現在，尿管ステント定期交換に

て経過観察中である．

膀胱全摘・回腸導管造設・腹壁瘢痕ヘルニア根治術後にメッシュ感

染を発症し小腸瘻を形成した 1例 :上戸 賢，砂田拓郎，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） 57歳，男

性．膀胱癌に対し膀胱全摘・回腸導管造設術施行後，傍ストーマヘル

ニアを発症しメッシュを用いた根治術を施行．皮膚の発赤で当科受

診．皮下膿瘍の診断にて抗生剤加療するも再度炎症の増悪認め瘻孔造

影による単純 CT にて小腸瘻・メッシュ感染を認めた．メッシュ除去

術・回腸切除術・瘻孔切除術を施行し，術後軽快認めた．本症例の病

態生理としてはメッシュの脱落による小腸穿孔が原因であると考えら

れた．メッシュによる修復術には Sugarbaker 法と Keyhole 法の 2法

ある．本症例の経過を考えると回腸導管傍ストマヘルニアにおいても

Sugarbaker 法が推奨されるのではないかと思われる．

バルーン塞栓選択的膀胱動脈抗癌剤注入 (BOAI : VP16＋CDDP) に

よって CR を誘導された浸潤性 (T3≧) 膀胱小細胞癌の 1例 :南 幸

一郎，光野絢子，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） 75歳，男性．2009年に前立腺

癌にて前立腺全摘除術施行．2011年血尿を主訴に受診された．膀胱鏡

にて腫瘍を認めたため，TUR-Bt 施行．病理結果は，免疫染色にて

NSE 染色・synaptophysin 染色・chromogranin 染色陽性であり，膀胱

小細胞癌の診断に至った．術後 3カ月，膀胱鏡にて再発認め MRI 上

T3 以上の診断であった．膀胱全摘除術が考慮されたが，骨盤壁にま

で到達している可能性が高かったため neoadjuvant として BOAI 施

行． 3カ月後の効果判定 TUR-Bt で CR と判明．初診から 1年半を経

た現在，再発なく膀胱温存を維持できている．

MVAC 療法が著効した膀胱腺癌の 1例 :萩原暢久，岩田 健，納

谷佳男，中村晃和，鴨井和実，沖原宏治，本田俊一朗，乾 将吾，加

藤峰之，三木恒治（京府医大），三神一哉（京都第一赤十字） 73歳，

男性．盗汗を主訴に前医受診し，CEA，CA19-9 高値，多発性リンパ

節腫大を認め，当院血液内科に紹介．悪性リンパ腫もしくは原発不明

癌のリンパ節転移が疑われたが，確定診断に至らず，開腹リンパ節生

検を施行，転移性上皮性腫瘍，低分化腺癌の疑いと診断された．検尿

で異常なく排尿症状も認めなかったが，原発巣検索目的に泌尿器科紹

介となり，尿細胞診 class V，膀胱鏡，MRI で浸潤性膀胱癌と診断し

た．組織診断目的で TUR-Bt を施行し，膀胱原発腺癌印環細胞亜型，

多発性リンパ節転移 (T3bN0M1) と診断し化学療法を行う方針とし

たが，ガイドライン上推奨されるレジメンはなく，MVAC 療法を 6

コース施行し，腫大リンパ節は縮小率65％，膀胱鏡で腫瘍消失，尿細

胞診陰性化，CEA，CA19-9 も正常化した．18カ月経過観察し，膀胱

内に再発なく，転移巣の増悪も認めていない．

膀胱タンポナーデを契機に発見された後天性凝固第Ⅴ因子インヒビ

ターの 1例 :土橋一成，上山祐樹，牧野雄樹，清水洋祐，金丸聰淳，

伊藤哲之（西神戸医療セ），田中康博，高蓋寿朗（同血液内科） 79

歳，男性．膀胱タンポナーデにて当科受診．CT 上右腎盂内血腫を認

めたが，経尿道的膀胱内血腫除去術の際，左尿管口から血尿を認め

た．凝固検査において，PT 68秒，APTT 185秒と著明な延長を認め

た．第Ⅴ因子活性は 1％未満と低下し，他の凝固因子活性は正常で

あった．正常血漿との mixing test において PT，APTT は補正されな

かった．以上より，後天性凝固第Ⅴ因子インヒビターによる凝固障害
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を背景に，両腎出血，膀胱タンポナーデを生じたと診断した．治療は

FFP を投与したところ，数日で肉眼的血尿は消失し，凝固障害も改善

した．本邦では，後天性凝固第Ⅴ因子インヒビターによる血尿は本症

例が14例目であり，膀胱タンポナーデを呈したのは 2例目であった．

嚥下魚骨による虫垂炎穿孔を契機として発症した膀胱周囲膿瘍の 1

例 :山下真平，森 喬史，上門康成（和歌山労災） 59歳，女性．下

腹部痛と発熱を主訴に当科受診．嚥下魚骨による虫垂炎穿孔から膀胱

周囲膿瘍を発症したものと診断．画像および内視鏡所見，術中所見か

ら膀胱との瘻孔形成はないと判断し，膀胱部分切除は行わず膿瘍切除

および虫垂切除術を施行．切除標本内に嚥下魚骨が確認された．病理

診断は虫垂周囲膿瘍を伴う壊疽性虫垂炎で，変性した膀胱平滑筋組織

が含まれていた．術後経過良好で，合併症なく治癒した．虫垂炎を契

機とした膀胱周囲膿瘍および虫垂膀胱瘻は自験例を含め39例の本邦報

告例があり，治療方法としては瘻孔の有無に関わらず膀胱部分切除を

含む外科的切除を施行されているのが一般的である．しかし，術前検

査を十分に行い，悪性疾患や瘻孔の存在が否定的である場合は本例の

ように膀胱部分切除をせずに治療可能であると考えられる．

化学療法施行中，心肺停止に至るも治療を継続しえた転移性女子尿

道癌の 1例 :中澤成晃，植村元秀，松崎恭介，吉田栄宏，高尾徹也，

辻村 晃，野々村祝夫（大阪大） 68歳，女性．排尿困難を主訴に近

医を受診．その後尿閉となり尿道カテーテルを留置．前医での膀胱鏡

検査では異常なし．精査加療目的で当院紹介受診．婦人科の内診で膣

壁前壁の硬化を認め，膣生検で urothelial carcinoma を認めた．CT，

MRI 検査により尿道周囲腫瘤，多発リンパ節腫大，多発肺腫瘤，左

卵巣腫大を認めた．経尿道的尿道生検でも urothelial carcinoma を認

め，尿道原発尿路上皮癌と診断し，GC 療法を開始した． 2コース 6

日目の朝に突然気分不良を訴え心肺停止となる．心肺蘇生を行い，挿

管し経皮的心肺補助装置を導入した．精査 CT 検査にて右膝窩静脈血

栓による急性肺塞栓症と診断し，抗凝固療法を開始し下大静脈留置

フィルターを留置した．その後病態は改善し， 2コース途中であった

が腫瘍が縮小していたため GC 療法の再開を希望． 4コース終了時

点で腫瘍は著明に縮小し，自排尿が可能となった．

集学的治療により良好に経過している前立腺癌肉腫の 1例 :松岡崇

志，杉野善雄，中村健治，上山裕樹，松田 歩，村上 薫，寺田直

樹，山崎俊成，松井喜之，清水洋祐，今村正明，大久保和俊，神波大

己，吉村耕治，小川 修（京都大） 症例は58歳，男性．排尿障害と

PSA 高値 (38.0 ng/ ml) で受診．直腸診で表面平滑，弾性硬の腫瘤を

触れ，TRUS では辺縁不整，低エコー域を認めた．前立腺生検で

Gleason score 4＋5＝9 の腺癌と肉腫の混在を認め病理診断は carcino-

sarcoma であった．画像所見として直腸浸潤，両側リンパ節転移，右

坐骨転移を認め前立腺癌肉腫 cT4N1M1b と診断した．腺癌の治療と

して CAB を行い，肉腫の治療として骨盤内臓全摘，骨盤リンパ節郭

清，回腸導管および人工肛門造設術，恥骨転移を含めた骨盤部放射線

療法施行．術後 4年半再発なく経過している．

腫瘍核出術を施行した精巣奇形腫の 1例 :馬塲雅人，富田圭司，藤

原 遼，山下寛人，水流輝彦，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） 25

歳，男性．主訴は左陰嚢痛．小学生の頃から左右の精巣の大きさや形

状の違いを自覚していた．2011年 1月当科受診し，触診で左陰嚢に有

痛性の表面平滑な硬い腫瘤を認めた．精巣腫瘍マーカーは正常．超音

波断層検査や造影 MRI では多嚢胞性病変で，内部に出血や充実性の

結節病変を認めた．以上より，良性腫瘍を疑い，腫瘍核出術を施行

し，術中迅速病理診断で悪性であれば，高位精巣摘除術に移行するこ

ととした．冷阻血し，腫瘍を核出した．術中迅速病理診断は成熟奇形

腫で，悪性所見がないことより，精巣を温存した．全割病理診断は単

一型成熟奇形腫であった．術後 1年 4カ月，再発を認めていない．成

人においても，小児期発症と考えられる奇形腫に対しては温存手術も

考慮できる．

視力障害を契機に発見された前立腺癌の 1例 :二宮典子，岩田裕

之，伊藤哲也，森川洋二（市立伊丹） 70歳，男性．倦怠感と左眼視

力低下を主訴に受診．採血では汎血球減少を認めた．全身 CT 検査で

左眼窩腫瘍・多発骨転移・副腎腫大・傍大動脈および総腸骨動脈リン

パ節腫大・前立腺腫大を認めた．DRE で前立腺は石様硬であった．

PSA 値は 6,250.8 ng/ ml．cT4N1M1c の前立腺癌（前立腺生検で

mod adenocarcinoma，Gleason score 8) と診断し，MAB 療法を開始し

た．10日目には右眼と同じレベルまで左視力は回復し， 1年後の現在

も症状の再燃を認めていない．前立腺癌の眼窩転移による視力低下は

非常に稀であるが，治療が遅れると失明し，回復不可能である報告も

認める．MAB 治療を速やかに開始することが肝要であると考えられ

た．

前立腺小細胞癌と腺癌の混合癌に対し全身抗癌化学療法と MAB 療

法を併用した 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），白瀬智之（同病理） 65歳，男性．PSA，NSE

高値から，精査で前立腺小細胞癌と腺癌の混合癌・全身骨転移と診

断．MAB に全身化学療法併用し治療したところ，PSA と NSE が独

立して推移．NSE 上昇には化学療法を変更し，PSA 上昇には 2次ホ

ルモン療法を施行していたが治療20カ月目で多発肝転移が出現したた

め緩和ケアへと移行し現在療養中である．前立腺に生じる小細胞癌の

一部は腺癌を同時に認め，そのほとんどが小細胞癌の悪化により死の

転帰をたどる．本患者は治療の経過中に腰痛が出現し，化学療法によ

り NSE は低下したが PSA は上昇し腰痛症状も悪化を認めた．このこ

とから，前立腺小細胞癌と腺癌の混合癌に対しては，それぞれ別の腫

瘍としてとらえ治療を行うことが望ましいと示唆された．

前立腺扁平上皮癌の 1例 :桃園宏之，山野志真，鈴木光太郎，近藤

有，楠田雄司，山田裕二，濱見 學（県立尼崎），山道 深（県立塚

口） 72歳，男性．家族歴は特記事項なし．既往歴は前立腺癌

(cT3aN1M1) で内分泌療法中．主訴は外科的 castration 施行の 2カ月

後に便秘と黒色便を主訴に受診．直腸診で弾性硬，超鵞卵大で左下腹

部に圧痛あり．反跳痛なし．造影 CT で前立腺癌の増悪，直腸浸潤と

診断し前立腺の再生検施行．病理組織診断で細胞間橋を伴う癌細胞の

シート状の増殖を認め，また34ベータ E12 と p63 陽性であり，扁平

上皮癌の診断．放射線 (50Gy) 併用の CDDP＋5 FU の抗癌化学療法

開始．治療開始後から腫瘍マーカである SCC は低下傾向を認め， 6

コース終了後には正常範囲内となっており，造影 CT でも腫瘍の縮小

を認めている．以上，前立腺扁平上皮癌の 1例を経験した．

尿閉を契機に診断された前立腺横紋筋肉腫の 1例 :平山幸良，牧野

哲也，羽阪友宏，北本興市郎，浅井利大，石井啓一，上川禎則，金

卓，坂本 亘，杉本俊門（大阪市立医療セ） 33歳，男性．尿閉で前

医受診．前立腺肥大症の診断で約 1年間自己導尿行うが，カテーテル

挿入困難となった．MRI 検査で前立腺から膀胱頸部にかけて浸潤す

る最大径 65 mm の腫瘤を認めた．TUR 施行され病理診断は肉腫疑

い，治療目的に当院紹介受診された．直腸診で前立腺は著明に腫大，

弾性硬，表面は平滑で整，PSA は 2.2 ng/ml．画像上遠隔転移を疑う

所見は認めず，膀胱前立腺全摘除術，回腸導管造設術施行した．病理

結果は胎児性横紋筋肉腫であった．術後放射線治療を骨盤内に計 60

Gy 行ったが，術後 4カ月目の CT で多発肺転移出現．現在術後 5カ

月目，化学療法 (VAC 療法）施行中である．

特異な画像および病理所見を示した STUMP の 1例 :香山侑弘，鎌

田良子，井口太郎，玉田 聡，鞍作克之，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪

市大），朴 英哲（ぼく泌尿器科クリニック），木山 賢（城山），白

石泰三（三重大・病理） 71歳，男性．排尿障害を主訴に近医を受

診．PSA 上昇を認め MRI 施行．前立腺左背側に直径 3.5 cm の境

界明瞭な病変認め，生検にて PIN と診断された．経過観察も増大傾

向認め，当院紹介受診．悪性の可能性も考慮し，前立腺全摘術施行．

全摘標本中に腫瘤内粘液の産生を認めたため診断に苦慮したものの，

異型の目立たない前立腺上皮と間質細胞の増生を認め，STUMP の診

断に至った．プロゲステロン受容体陽性であることもこの結果と矛盾

していない．STUMP は間質肉腫への悪性転化の報告もあるため厳重

な経過観察が必要と考えられるが，現在明らかな再発転移を認めてい

ない．

原発性精嚢癌の 1 例 : 金城孝則，野々村大地，山本致之，米田

傑，野村広徳，鄭 則秀，高田晋吾，松宮清美（大阪警察），赤松大

樹（同外科），辻本正彦（同病理） 症例は78歳，男性．主訴は尿閉．

既往に23歳時肺結核腫，58歳時に胆石にて胆嚢摘除，77歳時に高血圧

を認める．2011年 6月尿閉にて当院救急外来受診． 数日後，発熱に

て受診し腎盂腎炎とともに直腸癌前立腺浸潤，またその肝転移の可能
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性を指摘．翌月下血にて当院救急外来受診，貧血を認めたため緊急入

院となった．輸血にて経過観察行ったが，頻回の下血認め，出血コン

トロールが難しかったため，第26病日に直腸癌前立腺膀胱浸潤の臨床

診断のもとに骨盤内臓全摘術・回腸導管造設術施行．病理診断は pri-

mary seminal vesicle adenocarcinoma，invasion to rectum，prostate and

bladder であった．精嚢癌肝転移に対して術後化学療法をすすめたが，

本人が拒否されたため BSC の方針となり，術後108日目に癌死した．

原発性精嚢癌は非常に稀とされており，予後は一般的に不良である

が，その治療法は確立されていない．

ドナー腎採取術中に副腎褐色細胞腫が疑われた 1例 :南 彰紀，村

尾昌輝，大年太陽，北本興市郎，町田裕一，桑原伸介，玉田 聡，内

田潤次，仲谷達也（大阪市大） 57歳，女性．既往歴としては突発性

難聴のみ．家族歴としては実弟が常染色体優性多発性嚢胞腎であり，

そのドナーとして腎提供希望を主訴に入院となった．ドナー術前検査

では，特記すべき異常所見なく腹部造影 CT で副腎腫大や異所性の腫

瘍性病変を認めなかった．また自覚症状としても頭痛や発汗などの症

状はなかった．予定通りに用手補助腹腔鏡下左腎採取術開始したとこ

ろ，術中操作による左副腎圧迫で収縮期血圧 220 mmHg まで著明な

血圧上昇を認めたため左副腎摘出術を追加した．摘出した副腎は肉眼

的には明らかな腫大や腫瘍性病変を認めなかった．組織学的には一部

に淡好酸性の胞体を有する腫瘍細胞が胞巣状配列に増殖する像を認

め，褐色細胞腫と診断された．以降は血圧安定し退院，外来通院され

ている．

副腎オンコサイトーマの 1例 :小熊一輔，黒木慶和，桝田周佳，播

本幸司，西本憲一，西川慶一郎（府中） 44歳，女性．2010年11月に

発熱と悪寒を主訴に近医受診．エコーにて左副腎に長径 13 cm の巨

大腫瘍を認め当院紹介受診となり，当院で精査施行した．画像上，副

腎の腫瘍は周囲への浸潤は疑われず．採血上，ホルモン動態には異常

を認めなかった．感染コントロールの後，開腹にて副腎腫瘍摘出術を

施行した．術中も副腎より腎，膵など周辺臓器への浸潤は認められ

ず，比較的容易に剥離可能であった．病理診断は，adrenocortical

oncocytoma に一部悪性所見を認めた．術後画像検査にて follow して

いるが，現時点で再発は認めていない．悪性所見を伴う adrenocorti-

cal oncocytoma は稀な疾患であり，症例報告はまだ少ない．若干の文

献的考察を加えてこれを報告する．

副腎 Lymphangioma の 1例 :種田建史，木下竜弥，吉岡 巌，原

田泰規，安永 豊，岡 聖次（国立大阪医療セ），児玉良典（同病

理） 60歳，男性．2012年 1月，健診で顕微鏡的血尿を指摘され当科

受診．CT で左副腎腫瘍を指摘され，腫瘍径が 38 mm で辺縁も不整

であったため手術の方針とし，腹腔鏡下左副腎摘除術を施行．病理診

断は lymphangioma であった．Lymphangioma はリンパ管の拡張や増

殖によって発生する良性腫瘍であり，成因は発生段階におけるリンパ

管の合流異常や外傷・炎症などによるリンパ流の閉塞・鬱滞と考えら

れている．一方，副腎 lymphangioma は副腎嚢腫の 1つに分類されて

おり，Foster によると内皮性のうちリンパ管腫性にあたる．本邦では

自験例を含め30例の報告がある．診断に関しては画像所見が重要であ

り，鑑別の要点は造影効果を認めないこと，多胞性の嚢胞性腫瘍であ

ること，嚢胞壁が 3 mm 以下であることなどが挙げられ，これらが合

致しており無症状の症例に対しては経過観察も可能と考えられた．

腹膜中皮腫を合併した症候性副腎嚢胞の 1例 :増田安政，岡島英二

郎（市立奈良） 61歳，女性．アスベスト工場近くでの居住歴があ

る．2009年，右腰背部痛を主訴に受診．感染性肝嚢胞と診断され，保

存的治療で改善．2012年 4月，同症状で当院を受診．腹部 CT で肝下

面に 92 mm 大の嚢胞を認め，右腎嚢胞を疑われ当科紹介．症候性副

腎嚢胞と診断し，NSAID，オピオイドで疼痛管理後，待機的に嚢胞

切除術を施行．術中，腹膜に多発性の結節あり，術中迅速で悪性な

し．術後，右腰背部痛は速やかに改善した．病理組織診の結果，嚢胞

は内皮性嚢胞，結節は中皮腫であった．腹膜中皮腫は他院腫瘍内科で

精査加療中である．副腎嚢胞は，ほとんどが良性であり，穿刺排液し

経過観察すべきとの報告もあるが，悪性が疑われる場合，摘除すべき

とされる．腹膜中皮腫を合併した副腎嚢胞の稀な 1例を報告した．

浸潤性尿路上皮癌肉腫様型と診断された腎盂癌の 1例 :森澤洋介，

豊島優多，高田 聡，藤本 健，大山信雄，百瀬 均（星ヶ丘厚生年

金） 68歳，男性．食欲低下・体重減少を主訴に当院内科受診．上

部・下部消化管内視鏡検査で異常所見なく，腹部造影 CT で右腎腫瘍

を指摘されたため当科紹介．右腎癌左副腎転移 cT3aN2M1（ベリニ管

癌の疑い）と診断し，右腎摘除術を施行した．病理診断結果は浸潤性

尿路上皮癌肉腫様型であった．追加治療として化学療法が施行された

が，術後 9カ月で死亡した．上部尿路原発で肉腫様組織と上皮性組織

を同時に有する腫瘍はこれまで癌肉腫，肉腫様癌などとして数例の報

告がされてきたが，きわめて稀であり予後不良な疾患である．2011年

に腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約が出版されて以来，上部尿路原発で

肉腫成分を含む尿路上皮癌として本邦初の報告であり，文献的考察を

加えて報告する．

腎尿管全摘術後に難治性膵炎を発症した腎盂癌の 1例 :長井 潤，

近藤宣幸（市立川西） 64歳，女性．主訴は肉眼的血尿．右上腎杯に

乳頭状腫瘍を認めた．病理診断は尿路上皮癌 G2＞G3 であり，CT で

腎門部および傍大動脈リンパ節腫大を認め cT1N2M0 と診断．化学療

法が奏功したため，2011年11月22日右腎尿管全摘術を施行した．術中

出血により輸血を要した．術後に DIC を発症し，重症急性膵炎や下

大静脈血栓などを続発した．CT で膵臓に造影不染域を認め壊死性膵

炎と診断された．抗生物質，免疫グロブリン製剤，トロンボモジュリ

ン，ナファモスタット，下大静脈フィルター装着などの一連の治療に

より2012年 3月15日（術後104日目）に軽快退院した．今回の術後膵

炎の原因は，主として血管内脱水による膵血流障害と考えられた．臨

床診断は術後膵炎，病理組織診断は尿路上皮癌である．

尿管癌との鑑別が困難であった IgG4 関連疾患の 1例 :松下 慎，

岡田宜之，川村憲彦，氏家 剛，任 幹夫，辻畑正雄（大阪労災）

症例は82歳，男性．肉眼的血尿出現し，近医受診．尿細胞診陽性で，

腹部 CT で膀胱左側壁と左下部尿管壁の肥厚，膀胱鏡で膀胱粘膜の発

赤を認め，尿路腫瘍を疑われたため当院紹介受診．2011年10月，経尿

道的手術施行．膀胱発赤部は悪性所見認めず．逆行性尿路造影で左下

部尿管の全周性狭窄を認め，左分腎尿細胞診陽性であった．12月左尿

管腫瘍の診断で後腹膜鏡下左腎尿管摘除術施行．摘除標本の病理診断

は IgG4 関連硬化性病変であった．IgG4 関連疾患は2001年に定義さ

れた疾患概念で，IgG4 陽性形質細胞の浸潤と組織の繊維化により，

全身諸臓器の腫大や結節・肥厚性病変を認める疾患である．上部尿路

周囲発生の IgG4 関連疾患は本邦で本症例を含め11例報告されてお

り，中でも尿細胞診陽性例は本症例のみであり，若干の文献的考察を

加え報告した．

ESWL 後に著明な肝機能悪化を伴った敗血症の 1例 :奥田康登，梅

川 徹，栗田 孝（新明会神原） 44歳，女性．2011年12月26日，直

径 6 mm の左尿管結石に対して外来 ESWL 施行．砕石状態は良好で

術後も問題なく帰宅したが，帰宅後発熱，嘔吐，左腰背部痛を認めた

ため，同日入院．採血にて WBC 16,810（好中球92％，リンパ球

2％，単球 2％，好酸球 0％，好塩基球 0％），Plt 11.2，GOT 988，

GPT 781，LDH 732，T-Bil 1. 8，CRP 8. 30，PT-INR 1. 50，APTT

40.5 であった．腹部 CT にて肝腫大を認めた．薬剤性または敗血症

による急性肝不全の診断にてシプロキサンの点滴と肝庇護剤の投与，

D-J カテーテル留置にて炎症所見および肝障害も改善した．採血にて

好酸球がなく好中球の増加や CRP の上昇，左腰背部痛を認めた事に

より，薬剤性肝障害ではなく，敗血症による肝障害が考えられた．

シスチン結石付着により尿管ステント抜去困難となった 2例 :中西

裕佳子，花咲 毅，楊 東益，白石裕介，東郷容和，田岡利宜也，鈴

木 透，樋口喜英，兼松明弘，野島道生，山本新吾（兵庫医大），橋

本貴彦，土井 裕（明和） 症例 1 : 23歳，男性，右腎シスチン結

石．症例 2 : 62歳，男性，左尿管シスチン結石．いずれの症例も，

ESWL 施行目的にて尿管ステント留置するも抜去困難となり，当科

紹介．ESWL，TUL，切石術を施行し，完全排石を得た．ESWL 施行

前の習慣的な尿管ステント留置は推奨されておらず，その適応，留置

期間については必要最小限に留めるべきであると考える．また，結石

付着により尿管ステント抜去困難に陥った際，ESWL が奏功しない

症例では，躊躇なく，より確実な内視鏡手術，さらには開腹手術に移

行すべきであると考えられた．

後腹膜鏡下尿管切石術を施行した 1例 :岸本 望，岩西利親，中川

勝弘，谷川 剛，藤田和利，今村亮一，細見昌弘， 山口誓司（大阪
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急性期医療セ） 40歳，男性．2007年に近医にて左尿管結石 (18.5×

10，5.6×5.5 mm) に対し ESWL を 2回，TUL も施行されたが砕石

できず経過観察となっていた．左水腎症増悪，腎機能悪化認め切石術

希望で2011年 6月当院紹介受診．左尿管結石に対して後腹膜鏡下尿管

切石術を施行した．術後の KUB では残石なく，超音波検査にて水腎

症の改善を認めた．結石分析ではシュウ酸カルシウムが98％以上で

あった．ESWL，TUL で難治性の結石 (large stone，impacted stone，

hard stone) に対して本術式は安全で有効な尿路結石の治療法として

選択肢の 1つとなりえる．

膀胱に発生した GIST の 1例 :石田貴樹，今井聡士，山野 潤，中

野雄造，中村一郎（神戸市医療セ西市民） 32歳，女性．血尿，排尿

時痛を主訴に当院受診．膀胱鏡にて膀胱内に突出する隆起性病変を認

め，MRI を施行したところ膀胱壁外に突出する 3.5 cm 大の境界明瞭

な腫瘍を認め，画像上，腫瘍と腸管との間に連続性を認めなかった．

膀胱粘膜下腫瘍を疑い TUR-Bt 施行した結果，病理組織診断にて c-

kit，CD34 ともに陽性を示すことから，GIST と診断された．本症例

は GIST のリスク分類で低リスク群に分類されることから，膀胱原発

GIST の診断のもと，根治的治療目的に膀胱部分切除術を施行した．

術後 6カ月が経過するも再発を認めていない．膀胱原発の GIST は非

常に稀であり，調べうる限りでは本邦 2例目であり，海外を含めても

5例目であった．

限局性膀胱アミロイドーシスの 1例 :長富俊孝，山口泰広，松原重

治，小川隆義 （姫路赤十字） 87歳，女性．2010年 1月より肉眼的

血尿を自覚し近医受診．2011年 1月他院にて経尿道的膀胱粘膜生検施

行され悪性所見は認めなかった．2012年 3月，肉眼的血尿再発し当科

紹介．入院時検査所見にて尿蛋白および血膿尿を認め，細胞診は

class II，血算・生化学には特記すべき異常を認めなかった．膀胱鏡で

は後壁から右側壁部を中心に膀胱粘膜の石灰化を認め，MRI で右側

壁を中心に拡散強調像で粘膜面を沿う様に高信号部分を認め膀胱腫瘍

も疑われたため，2012年 4月経尿道的膀胱粘膜生検を施行，病理結果

はアミロイドーシスであった．術後精査で AA 蛋白の前駆物質である

SAA の上昇を認め続発性アミロイドーシスと考え，活動性のある慢

性炎症疾患は同定できなかったものの血尿コントロールに DMSO

(ODT) 療法開始したところ著効し，現在まで肉眼的血尿の再発を認

めていない．

神経原性腫瘍が疑われ，診断に苦慮した骨盤内悪性リンパ腫の 1

例 : 惣田哲次，奥見雅由，宮川 康，辻村 晃，野々村祝夫（大阪

大），中 紀文（同整形外科） 70歳，男性．既往歴に馬尾神経腫瘍

および神経線維腫Ⅰ型の疑いあり．叔父 2人にも神経線維腫Ⅰ型の疑

いあり．頻尿を主訴に精査を行っていたところ，画像検査にて膀胱を

左側から圧排する 10 cm 大の骨盤内腫瘤を認めた．PET-CT にて

FDG の集積を認め，CT ガイド下生検を行うも壊死組織のみ．既往

歴や画像所見から神経原性腫瘍の診断の下，腫瘍摘出術施行．術中迅

速病理診断では肉腫の疑いであり，根治切除術を施行することとなっ

た．病理組織診断はびまん性大細胞型B細胞リンパ腫であった．術

後，頻尿は改善し，現在，R-CHOP 療法を施行中である．

肉眼的血尿を契機に発見された骨盤内動静脈奇形の 1例 :鈴木光太

郎，桃園宏之，近藤 有，楠田雄司，山田裕二，濱見 學（県立尼

崎），野瀬隆一郎，松井 隆，守殿貞夫（神戸赤十字），三田裕樹，森

岳樹，杉本幸司（同放射線） 70歳，男性．肉眼的血尿にて2008年に

当科初診となり精査を行ったが異常は認めず．一旦は軽快していた

が，再度出現したため2011年10月に再受診．外傷歴や骨盤内臓器の手

術歴はなかった．膀胱鏡で前立腺部尿道の充血，膀胱壁の血管怒張を

認めた．造影 3D-CT で右内腸骨動静脈領域に異常血管の増生を認

め，骨盤内動静脈奇形と診断した．治療として経動脈塞栓術を 2回に

分けて行い，その後 8カ月で肉眼的血尿の再発は認めず．骨盤内動静

脈奇形は非常に稀な病態であり，症状も様々である．侵襲性のある検

査や手術の前には除外しておく必要があると考えられた．

救済 GEM/CBDCA 療法にて腫瘍マーカーが陰性化した難治性精巣

腫瘍の 1例 :清末晶子，古川順也，村蒔基次，竹田 雅，三宅秀明，

田中一志，藤澤正人（神戸大），神澤真紀，伊藤智雄（同病理） 33

歳，男性．主訴は左陰嚢内容の腫大．精巣腫瘍の診断にて左高位精巣

摘除術を施行され化学療法導入目的で紹介受診．画像所見では，多発

脳転移，肺転移，肝転移，骨転移，リンパ節転移を認めた．病理組織

診断は choriocarcinoma を含む非セミノーマ，IGCCC 分類で poor

prognosis であった．BEP 療法 2 コース，TIP 療法 5 コース，CPT-

11/CDGP 療法 3コース，MEA 療法を施行したが HCG-β のみ陰性化

せず，また，重篤な有害事象により継続は困難であった．さらなる救

済療法として，GEM/CBDCA 療法を導入したところ HCG-β は陰性

化した．現在も腫瘍マーカーは陰性化を継続，転移の増大なく経過し

ている．

Ovarian epithelial type of the testis 術後 3年目で再発した 1例 :西

本光寿，山本 豊，菊池 尭，小林泰之，清水信貴，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） 61歳，男性．主訴は左無痛性陰嚢内容腫大． 9年前から主訴自

覚も放置，近医受診し精巣腫瘍疑いにて当科初診．理学的所見は無痛

性左陰嚢内容腫大・弾性硬・表面不整・透光性あり．対側に異常所見

は認めず．既往歴に糖尿病と脂質異常症あり，家族歴は有さない．血

液検査所見は異常なし．精巣腫瘍が疑われ高位精巣摘除術を施行．病

理所見は前述であった．術後 3年目に CA125 が上昇，画像にて転移

を否定できず摘出術を施行．転移巣と診断し術後化学療法を施行．本

例の組織型は卵巣上皮性腫瘍に類似．発生機序は不明．稀な疾患のた

め明確な治療方針は定義されていない．高位精巣摘除術を施行，再

発・遠隔転移がある際は術後化学療法を施行する報告が散見される．

本邦での報告は検索しうる限り 2例目．

下腹部痛を主訴に発症した精巣梗塞の 1例 :伊丹祥隆，武長真保，

篠原雅岳，細川幸成，林 美樹（多根総合），藤本清秀（奈良医大）

48歳，男性．下腹部痛を主訴に近医受診．抗生剤・鎮痛剤処方される

も改善せず，翌日に左陰嚢部痛が出現したため当科受診．血液検査で

WBC 9,800/μ l，CRP3.83 mg/dl と軽度上昇を認めるも，精巣腫瘍

マーカーは正常範囲内であった．精巣エコーで左精巣下極に 20 mm

大の内部不均一な低エコー域を認め，造影 CT にて同部位にリング状

に濃染され，内部は造影不良な領域を認めた．経過の中で左陰嚢部痛

は徐々に改善したが，画像上精巣腫瘍も否定できず，発症 8日目に左

高位精巣摘除術を施行した．病理組織学的に出血性梗塞を認め精巣区

域梗塞と診断した．下腹部痛を主訴に受診した成人症例でも精巣区域

梗塞を起こしている可能性もあり，陰嚢内の観察は重要であると考え

られた．

高齢者に発症した精巣捻転の 1例 :萩野惠三，佐々木有見子，森山

泰成（りんくう総合医療セ） 症例は70歳，男性．主訴は左陰嚢内容

の疼痛と腫脹．急性精巣上体炎と診断し，抗生剤を投与するも改善せ

ず．再診時陰嚢皮膚の変色から精巣捻転を疑い，改めてパワードップ

ラーエコーと MRI を施行したところ，左精巣の血流障害と左精索の

ねじれが疑われた．緊急入院の上，左精巣摘除術を施行した．術中所

見では左精索が時計回りに270度捻転しており，病理診断は出血壊死

であった．文献的には精巣捻転は診断年齢が高くなるにつれて，精巣

救助率が低くなる傾向がみられた．また演者らが調べえた限りでは，

本症は海外で69歳の報告例がみられたのがこれまでの最高齢であっ

た．高齢者の有痛性陰嚢腫脹はそのほとんどが精巣上体炎であるが，

ごく稀に精巣捻転を発症することもあり，注意を要する．

転移性外陰部 Paget 病に対する集学的治療が奏効した 1例 :吉田

崇，井上貴昭，飯田剛嗣，増田朋子，西田晃久，川喜多繁誠，大口尚

基，室田卓之（関西医大滝井） 66歳，男性．2010年 7月頃より無痛

性右陰嚢腫脹を自覚し，腫瘤の増大と鼠径部表皮病変を認め近医を受

診．CEA 189.6 ng/ml と高値のため，内視鏡検査をするも悪性所見は

認めず，画像検査で陰嚢や鼠径部表皮，鼠径リンパ節・骨盤内リンパ

節の腫大を認め，当院紹介受診．皮膚生検では脈管浸潤を来たした

Paget’s cell を認め，画像上骨盤内リンパ節にも転移しており，転移性

浸潤型外陰部 Paget 病の診断となる．QOL 低下，本人の希望もあり

術後化学療法を考慮の上，会陰部腫瘍広範切除・両側鼠径・骨盤内リ

ンパ節郭清・植皮術を施行．化学療法はエビデンスのあるレジメはな

く，残存腫瘍に対しドセタキセルとシスプラチンを選択し 3コース施

行．結果，CEA は陰性化し，画像上 CR となった．

輪ゴムによる陰茎絞扼症の 1例 :関井洋輔，片山欽三，林 拓自，

嘉元章人，角田洋一，森 直樹，吉岡俊昭（住友） 68歳，男性．尿

漏れを改善しようと，自ら輪ゴムを亀頭に巻いた．その後，亀頭腫脹
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し，変色してきたため， 2日後の2012年 6月に当院へ緊急入院となっ

た．入院後も亀頭の黒色調は改善なく，第 2病日に 39°C の発熱，悪

寒，戦慄を認め，血圧 75 mmHg に低下．敗血症と考え，抗生剤を投

与するも全身状態の改善認めなかったため，第 2病日に陰茎部分切除

術施行．術後，全身状態の改善を認め，第 9病日に退院となった．病

理組織では陰茎亀頭は大部分が壊死していた．陰茎壊死および敗血症

をきたした輪ゴムによる陰茎絞扼症の 1例を経験したので若干の文献

的考察を加えて報告した．

直腸癌を伴う尿道海綿体膿瘍の 1例 :久保田聖史，西山隆一，寒野

徹，岡田 崇，山田 仁（医仁会武田） 72歳，男性．特記すべき既

往なし．大酒家．主訴は発熱，悪寒戦慄，血便．入院後の大腸内視鏡

で直腸癌を指摘．その後，肉眼的血尿，陰部腫脹を発症し，腹部 CT

で尿道海綿体に液体貯留とガス像認め，MRI では直腸壁内，尿道海

綿体に膿瘍を疑う液体貯留を認めたため，直腸からの膿瘍の浸潤を疑

い緊急手術となった．膀胱鏡で尿道粘膜は白色化壊死し，会陰部切開

すると膿様貯留液少量認め，尿道海綿体は黄褐色に変色し壊死してい

た．その後軽快し，直腸癌根治および感染巣除去のため，骨盤内蔵全

摘術を追加施行．病理では高分化型腺癌が直腸から前立腺に浸潤し，

直腸壁内には膿瘍形成を認めた．現在軽快し，近日退院予定である．

本例では直腸周囲と尿道海綿体にのみ膿瘍を認めた．尿道海綿体膿瘍

はわれわれの調べた限りでは報告がなく稀な症例であるため報告す

る．
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