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学 会 抄 録

第222回日本泌尿器科学会関西地方会

(2013年 2月23日（土），於 京都テルサ)

腎癌膵転移の 1例 :福井真二，中井 靖，松本吉弘，影林頼明，三

馬省二（県立奈良） 62歳，男性．57歳時に左腎細胞癌に対し後腹膜

鏡下左腎摘出術 (alveolar，clear cell，G2，INF β，pT2) を施行した．

術後，定期的な造影 CT により無治療経過観察を行ったが，転移・再

発なく経過した．術後 5年で施行した造影 CT で，膵頭部および膵体

部に造影効果の強い腫瘤陰影を認めた．他臓器に明らかな転移性腫瘍

は認めなかった．膵内分泌腫瘍も否定できず膵頭腫瘍核出術および膵

体尾部脾切除術を施行した．病理組織結果は腎細胞癌膵転移であっ

た．腎細胞癌術後 5年に，膵にのみ孤立性に転移した稀な 1例を経験

した．

腎癌腸腰筋転移再発の 1例 :前田浩志，大橋康人，羽間 稔（淀川

キリスト教），寺村一裕（同病理），重岡 靖（同化学療法内科） 68

歳，男性．慢性腎不全で人工透析中．66歳時，幽門側胃癌で幽門側胃

切除術施行．2008年，左腎腫瘤で当科初診，腎摘を勧めるも拒否．

2010年 1月27日，左後腹膜鏡下腎摘を施行．術中，嚢胞が rupture し

た．病理組織は，papillary renal cell carcinoma，pT1b であった．外来

経過観察していたが，2011年 5月，左腸腰筋に腫瘤出現．CT 下生検

の結果は，poorly differentiated carcinoma であった．臨床経過から考慮

して，腎癌の腸腰筋転移再発と診断． 2カ月後の CT では腫瘤は縮小

傾向．その後，テムシロリムス開始したが，全身掻痒の副作用あり，

8回投与で中止した．腫瘍はさらに縮小し現在では殆ど判別不能であ

る．腎癌骨格筋転移症例40例を集計分析した．

透析腎に ACD associated RCC を認めた 1 例 : 神野 雅，岡田桂

輔，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．1973年に慢性糸球

体腎炎発症し，1986年より慢性腎不全のため血液透析開始した．2008

年に ACDK 合併左腎腫瘍に対して腹腔鏡下左腎摘除術を施行し，病

理組織結果は clear cell renal cell carcinoma であった．同年 3月の MRI

で ACDK 合併右腎腫瘍を 2カ所で疑い，同年 8月に根治的開腹右腎

摘除術を施行した．病理組織結果は 3カ所にそれぞれ異なる 3型の腎

癌を認めたが，そのうちの 1つが ACD associated RCC であった．現

在外来にて経過観察中であるが，再発なく経過している．

肺転移に対するスニチニブの奏功期間中に脳転移が出現した腎癌の

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） 59歳，男性．左腎細胞癌肺転移 cT3bN0M1

に対して根治的腎摘除術を施行した．術後，肺転移に対してスニチニ

ブ投与を開始した．スニチニブ開始後 7カ月より肺転移は CR を維

持していたが，17カ月後に右片麻痺が出現した．頭部 MRI にて左前

頭葉に広範囲に浮腫を伴う約 3 cm 大の腫瘍を認め，転移性脳腫瘍と

診断した．開頭腫瘍摘出術を施行し，病理診断は腎癌脳転移であっ

た．転移性腎細胞癌では標的病変が CR を維持していても，他臓器

に新病変が出現する可能性があり，特に肺転移例では脳転移が出現す

る危険性が高いと報告されており，慎重にフォローアップするべきで

ある．

長期経過で診断に苦慮した腎癌傍大動脈リンパ節転移の 1例 :福井

彩子，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（京府立医大） 47歳，男性．左腎癌で 8年前

に後腹膜鏡下左腎摘除術施行 (clear cel renal cell carcinoma，

pT2cN0M0）．術後 5年目のフォローアップ CT で緩徐に増大する第

12胸椎左側，横隔膜脚背側の腫瘤を認めた．術後 6年目に後腹膜鏡下

腫瘍摘出術を試みたが摘出組織に腫瘍が含まれていなかった．その後

も腫瘤は徐々に増大したため，術後 8年目に第10胸椎切除下，胸膜外

腔アプローチによる腫瘤摘出術を施行した．病理診断で腎癌リンパ節

転移 (clear cel renal cell carcinoma) と診断された．腫瘍の doubling

time を計算したところ448日であった．術式を工夫することにより比

較的低侵襲に腫瘍を摘出することができた．術後 3カ月が経過し，

CT で再発を認めていない．

食道癌孤発腎転移の 1例 : 南 彰紀，香山侑弘，山﨑健史，田中

智章，仲谷達也（大阪市大） 81歳，男性．79歳時に食道癌に対して

亜全摘術施行，病理結果は扁平上皮癌 T3-4，N1M0 であった．術後

フォロー目的の CT で腹側に造影 CT で hypovascular，MRI で T1・

T2 とも低信号を示す腫瘍を認めた．局在部位から生検は困難であ

り，組織診断も兼ねて単孔式後腹膜鏡下左腎摘除術施行した．病理診

断では線維化あるいは硝子化した間質の中で異型細胞が索状の増殖を

認め食道癌腎転移と診断された．食道癌の血行性転移では一般に肝・

肺転移が多く，生存中に孤発で認める腎転移は稀である．本症例は孤

発腎転移を来たしたが術後 2カ月でも再発・転移所見を認めておら

ず，腎摘除が有効な治療であった．ただし，今後の厳重な経過フォ

ローと全身化学療法などが必要であると考える．

異時性に両側に発生した肺癌副腎転移の 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） 65歳，女

性．肺多形癌に対して2011年 6月右肺上葉切除術施行．術後経過観察

中，2011年12月 CT で右副腎腫大を指摘．2012年 1月 1日腹部膨満感

が出現， 5日入院．CT，採血で肺癌副腎転移，副腎出血と診断され

当科紹介．19日右副腎腫瘍摘除術を施行．腫瘍は周囲組織と強固に癒

着しており正常副腎が一部残った．病理組織検査で肺癌副腎転移と診

断された．その後， 3月左副腎腫大を指摘され左副腎摘除術施行，10

月右副腎の再腫大を認め右副腎摘除術を施行．両者ともに肺癌副腎転

移であった．2013年 1月 NED で経過している．転移性副腎腫瘍の診

断では超音波内視鏡下穿刺針生検が正確性，安全性を兼ね備えた検査

であるとの報告がある．また肺癌孤立性副腎転移は副腎摘除により予

後の延長が期待されるとの報告がある．

腎部分切除を施行し得た巨大腎血管筋脂肪腫の 1例 :西岡 遵，鈴

木光太郎，桃園宏之，近藤 有，楠田雄司，山田裕二（県立尼崎），

三浦徹也（神鋼），濱見 学（浜見泌尿器科医院） 59歳，女性．心

窩部不快感を主訴に前医受診．腹部超音波検査にて腎腫瘍を認めたた

め，当科紹介．CT にて右腎に 14 cm 大の多量の脂肪成分を含む腫瘤

を認め，腎血管筋脂肪腫が疑われた．巨大腫瘍であったが，腎外発育

型で，正常腎との隣接部が少なかったため，腎保存手術の適応がある

と考えられた．術前 TAE 施行の翌日，右腎部分切除術を施行した．

手術時間は 4時間36分，阻血時間は31分，出血量は 1,744 ml，摘出

標本重量は 817 g であった．病理組織診は HMB45 陽性，aSMA 陽性

であり，腎血管筋脂肪腫の診断であった．術後 9カ月経過した現在

も，再発や腎機能低下を認めず経過良好である．

腎細胞癌との鑑別が困難であった Angiosarcoma の 1 例 : 岩西利

親，谷川 剛，岸本 望，松崎恭介，中川勝弘，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）

54歳，男性．右背部痛を主訴に近医受診し，CT で右腎癌，肺，肝，

脾転移を認め当科紹介．貧血の急速な進行のため，緊急入院．右腎，

脾臓摘出術を施行．病理結果は angiosarcoma であった．腫瘍出血の

ため術後15日目に死亡．皮膚病変を欠く renal angiosarcoma は腎細胞

癌との鑑別が非常に困難であり，腎細胞癌として治療されることが多

い．皮膚病変を欠くことから診断が遅れ非常に予後不良であることが

多い．

経皮的に治療した感染性腎杯憩室の 1例 : 松ヶ角 透，石田博万，

松原弘樹，伊藤吉三（京都第二赤十字） 26歳，女性．家族歴・既往

歴に特記事項なし．左腰背部痛を主訴に前医受診し，感染性腎嚢胞と

して当院紹介受診．抗菌薬投与にて一旦炎症は軽快したが再燃したた

め嚢胞穿刺を行い，300 ml の排膿を認めた．培養結果は Klebsiella

pneumoniae であった．嚢胞内から連日約 100 ml の排液を認めるため

嚢胞造影術を行い感染性腎杯憩室と診断．開脚腹臥位にて 8 Fr 腎瘻
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部から細径尿管鏡で膀胱内を観察し，憩室口を確認した．ガイドワイ

ヤーを憩室口に挿入し経皮的に拡張した．現在に至るまで感染の再発

を認めていない．

感染を契機に発見された腎杯憩室の 1例 :橋村正哉，青木勝也，大

西健太，田中宣道，平山暁秀，藤本清秀（奈良医大），熊本廣実，吉

井将人（国保中央），吉川 聡（阪奈中央） 24歳，女性．2012年 7

月に発熱，右背部痛で他院受診し，直径約 7 cm の右感染性腎嚢胞の

診断で緊急に経皮的ドレナージを施行．嚢胞造影にて嚢胞は上腎杯と

の交通を認め腎杯憩室が疑われた．感染軽快後，根治術希望にて当科

紹介受診となり，腹腔鏡補助下腎杯憩室切除術を施行した．病理検査

で嚢胞壁内腔は移行上皮で覆われており，「腎杯憩室」の確定診断を

得た．術後 6日目の逆行性腎盂造影で腎杯憩室や，上腎杯との交通部

の消失を認めた．術後 2カ月が経過するも腰痛や発熱の再現は認めて

いない．腎杯憩室は腎実質内の移行上皮で覆われた腔で，腎杯との交

通部から流入した尿を内腔に貯留したものである．近年，内視鏡的ま

たは腹腔鏡的な治療例が報告されている．

左腎損傷に対し保存的治療中に腎周囲膿瘍を来たした 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） 67歳，男性．左腎損傷の診断にて当院受診．来院時意識清明，

バイタルサイン安定．左側腹部に圧痛を認めた．血液検査で炎症反応

の上昇，腎機能障害および貧血を認め，尿検査では潜血 3＋，白血球

反応陰性．来院時の CT で左腎周囲に血腫を認め，腎茎部血管の損傷

はなく，日本外傷学会 (JAST) 2008腎損傷分類の IIIa と診断し，保存

的加療とした．入院後高熱が出現し，CRP が上昇したため，抗菌薬

の投与を開始したが，改善を認めず，入院10日目に再検した CT では

血腫内にガス像を認め，腎周囲膿瘍と診断した．翌日開腹手術を施

行．腎周囲には膿と凝血塊が多量に貯留し，腎下極が完全に断裂して

おり，左腎摘除術を施行．術後診断は JASTIIIb であった．なお術前

血液培養および術中膿培養から E. coli が検出された．術後速やかに

熱型が改善し， 1週間後に炎症反応も陰転化した．

血液型 A型亜型のレシピエントに対し， A型ドナーから脱感作療法

後に生体腎移植を施行した 1例 :上田倫央，岸川英史，秋山幸太朗，

吉田康幸，平井利明，西村憲二，市川靖二（県立西宮） 65歳，男

性．A型の妻をドナーとした生体腎移植目的で当科紹介．術前検査で

レシピエントはA型亜型であることが判明した．レシピエントが血液

型亜型である報告例はこれまでになかったが，抗A抗体価は IgM 4

倍，IgG 2倍と低値ながらも陽性であり，ABO 不適合移植に準じて

術前脱感作療法を施行した．ただし，リツキサンは 100 mg 単回投与

とし，二重濾過血漿交換法 (DFPP) と血漿交換法 (PE) は施行せず，

従来の ABO 不適合移植と比べ，軽度の脱感作療法で生体腎移植を施

行した．術後の抗A抗体価は低値で推移し，拒絶反応は認めず，経過

は良好である．

原発性アルドステロン症に併発したサブクリニカルクッシング症候

群が症候性に移行した 1例 :稲垣裕介，植村元秀，中田 渡，中井康

友，高山仁志，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） 42歳，女性．治療中の高血圧症が2007年に

増悪．頭痛や体重増加も認めたため精査を施行．腹部 CT や各種負荷

試験および副腎静脈血サンプリングを施行し，右副腎腺腫による原発

性アルドステロン症およびサブクリニカルクッシング症候群と診断し

た．外来で経過観察を行っていたが2012年に急激な体重増加を認めた

ため再度精査を施行．診断は2007年と同様であったが，著明な体重増

加に加えて 1 mg デキサメサゾン抑制試験で自律性分泌の増悪を認め

たため，腹腔鏡下右副腎摘除術を施行した．病理組織結果は副腎腺腫

で，術後 2カ月が経過した現在，体重は減少傾向にある．

低血糖発作を契機に発見された大分子量 IGF-II 産生腎腫瘍の 1

例 :山本致之，金城孝則，野々村大地，米田 傑，野村広徳，鄭 則

秀，高田晋吾，松宮清美（大阪警察），城光寺 龍，辻本正彦（同病

理），竹澤健太郎（大阪大） 29歳，男性．主訴は低血糖発作．現病

歴は2011年 9月，意識消失発作が出現，原因は低血糖発作であった．

前医腹部 CT にて 18 cm 大の右腎腫瘍を認め，当科紹介受診．血液

検査にて，Cペプチド，成長ホルモン，ソマトメジンCの軽度低値を

認めた．腎悪性腫瘍と診断し，根治的右腎摘除術を施行．病理組織所

見より nephroblastoma-blastemal predominat type，stage II と診断，術後

補助療法は施行せず，経過観察の方針とした．術後，低血糖発作は消

失．ウェスタンブロッティングにて，術前の患者血清から big-IGF-II

を認め，NICTH (non-islet-cell tumor hypoglycemia) と診断．術後の患

者血清では，big-IGF-II は消失．術後16カ月目で再発を認めていな

い．

鑑別診断困難な転移を有する腎腫瘍の 2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）

症例 1 : 60歳，男性．右腰背部痛で受診し，単純 CT で右腎癌・肝転

移を指摘され紹介受診した．腎盂尿細胞診は陰性で，造影 CT で造影

効果不良の浸潤性右腎腫瘍・多発リンパ節転移・多発肝転移・右副腎

腫瘍・右腎静脈腫瘍塞栓を認めた．T3N2M1 の腎細胞癌と診断し分

子標的薬投与の予定であったが，突然死した．症例 2 : 66歳，男性．

肉眼的血尿で受診した．膀胱鏡では右尿管口周囲に papillary change

を認めた．自然尿は陰性で逆行性右腎盂造影では defect を認めたが，

腎盂尿細胞診は陰性であった．造影 CT では遅延する造影効果のある

腎腫瘍を認め，腎細胞癌，尿路上皮癌が疑われた．CT ガイド下生検

で urotheral carcinoma，high grade G3 との診断で，GC 療法施行する

も投与後 2カ月後に癌死．分子標的薬は術前補助療法として使用が広

まっているが，画像上非典型例の場合，生検での病理診断が必要であ

る．

AML との鑑別が困難であった腎癌の 1例 : 井口孝司，康根 浩，

楠本浩貴，西澤 哲，吉川和朗，児玉芳季，松村永秀，柑本康夫，原

勲（和歌山医大） 79歳，女性．CT にて 6 cm 大の左腎偶発腫瘍お

よび右肺結節を指摘され，当科受診．脂肪成分を多く含む腫瘍であっ

たため AML と診断．肺結節影については腫瘍マーカーが陰性で，呼

吸器外科で炎症性腫瘤と判断されたため，経過観察となった．しかし

3カ月後の CT で肺結節影の増大を認め，呼吸器外科で VATS を施

行．病理結果は metastatic RCC であり，後日腹腔鏡下左腎摘除術を

施行．原発巣の病理結果は clear cell carcinoma であった．脂肪成分を

含む腎腫瘍のうち，RCC との鑑別が困難な minimal fat AML は広く

知られているが，自験例のように AML との鑑別が困難な fat-

containing RCC も稀ではあるが存在するため，注意が必要と考えられ

た．

腎盂内血腫から敗血症性ショックを引き起こした腎 MEST (mixed

epithelial and stromal tumor) の 1例 : 上山裕樹，今村正明，中村健

治，松岡崇志，松田 歩，村上 薫，小林 恭，寺田直樹，杉野善

雄，山崎俊成，松井喜之，大久保和俊，神波大己，吉村耕治，小川

修（京都大） 56歳，女性．左腎結石にて外来経過観察中に肉眼的血

尿を認め受診．超音波検査にて膀胱内に充満する血腫を認め緊急入

院．単純 CT で左腎盂内血腫を認めたが，膀胱鏡では血腫のみで出血

点を認めなかったため，上部尿路からの出血と判断．その後腎盂腎炎

による敗血症性ショックを発症．左シングル J カテーテル留置にて一

旦改善も，突然再出血からシングル J カテーテルが閉塞し，再度敗血

症性ショックとなった．画像上出血の原因は不明であったが，救命を

優先し緊急左腎摘出術を施行．病理検査にて MEST を認め，出血の

原因と考えられた．

下大静脈平滑筋肉腫の 1例 :楊 東益，田岡利宜也，花咲 毅，中

西裕佳子，白石裕介，東郷容和，鈴木 透，樋口喜英，兼松明弘，野

島道生，山本新吾（兵庫医大），浅野泰包（同肝胆膵外科），造住誠

孝，廣田誠一（同病理） 37歳，女性．健診にて腹部腫瘤を指摘され

当科紹介受診．右上腹部に無痛性非可動性腫瘤触知．腫瘍マーカーは

すべて陰性．CT にて肝下面から総腸骨分岐部までにわたる下大静脈

内腫瘍を認めた．腫瘍は下大静脈を完全に閉塞しており，MRI にて

T1 強調画像で筋肉と等信号であり，T2 造影にて側副血行路が認め

られた．下大静脈腫瘍の診断にて右腎摘除および下大静脈・腫瘍を一

塊に切除．病理組織は下大静脈原発平滑筋肉腫と診断され，腫瘍径は

11.6×5.5×4.7 cm であった．下大静脈は再建せず，合術後 3カ月で

再発なく経過している．本邦では143例の下大静脈平滑筋肉腫の報告

があり，下大静脈の非再建率は31％であった．

後腹膜線維症と鑑別が困難であった悪性リンパ腫の 1例 :仁田有次

郎，鞍作克之，前田 覚，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） ［症例］56歳，女性．［主訴］

左水腎症指摘．現病歴 :定期エコー検診にて左水腎症指摘．造影 CT
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にて傍大動脈に淡く造影効果を受ける軟部腫瘤あり．また腎盂の拡張

と腎盂周囲に軟部腫瘤認め，この軟部腫瘤は腎盂周囲から下部尿管周

囲にかけて全周性に認めた．全身の表在リンパ節を触知せず．IgG4

6.1 mg/dl と正常範囲内，sIL-2R 720 U/ml と軽度高値であった．後

腹膜線維症を疑ったが悪性リンパ腫否定できず，後腹膜鏡下にそれぞ

れ組織のサンプリングを行った．病理組織検査の結果，腎盂周囲およ

び傍大動脈の軟部腫瘤はどちらも濾胞性リンパ腫と診断．当院血液内

科に紹介．CHOP-R 4コース施行し，CR が得られた．

静脈内腫瘍塞栓を伴う腎血管腫の 2例 :板東由加里，村蒔基次，山

口耕平，古川順也，竹田 雅，三宅秀明，田中一志，藤澤正人（神戸

大），中井登紀子，神澤真紀，原 重雄，伊藤智雄（同病理診断）

36歳，女性．2011年 1月，下大静脈内腫瘍塞栓を伴う偶発左腎腫瘍に

対し，左腎摘除術・下大静脈内腫瘍塞栓摘除術を施行した．62歳，男

性．2012年 9月，左腎静脈内腫瘍塞栓を伴う偶発左腎腫瘍に対し，左

腎摘除術・左腎静脈内腫瘍塞栓摘除術を施行した．病理組織診はいず

れも capillary hemangioma であった．腎血管腫は腎細胞癌との鑑別が

困難で，良性であるにも関わらず腎摘除術を施行されている症例が多

い．われわれが経験した 2症例には腎血管腫に特徴的な画像検査所見

を認めたが，静脈内腫瘍塞栓を伴う非常に珍しい症例であったため腎

温存は困難であり，いずれも腎摘除術を施行するに至った．

精巣奇形腫に合併した抗 NMDA 受容体脳炎の 1例 : 鈴木光太郎，

西岡 遵，桃園宏之，近藤 有，楠田雄司，山田裕二（県立尼崎），

石原佳菜子（同神経内科），濱見 學（浜見泌尿器科医院） 24歳，

男性．発熱，頭痛を主訴に2012年 7月に受診．無菌性髄膜炎の診断で

治療を開始し，髄膜炎症状は改善したが，統合失調症様の精神症状が

出現．頭部 MRI では右側頭葉中心に異常信号域を認めた．傍腫瘍性

辺縁系脳炎を念頭に全身検索を施行し，右精巣奇形腫が疑われた．精

巣腫瘍の腫瘍マーカーはいずれも陰性．右高位精巣摘除術を施行し，

病理結果は成熟奇形腫．血清および髄液中の抗 NMDA 受容体抗体が

陽性であり，抗 NMDA 受容体脳炎と診断．その後 1カ月半の経過に

て，精神症状は消失した．抗 NMDA 受容体脳炎は主に卵巣奇形腫に

随伴する傍腫瘍性脳炎であり，精巣奇形腫の合併例は非常に稀ではあ

る．腫瘍切除例は比較的予後が良いとされる．

集学的治療を行った小児精巣卵黄嚢腫瘍 IIIC の 1例 :永澤誠之，

上仁数義，花田英紀，吉田哲也，影山 進，成田充弘，岡本圭生，荒

木勇雄，岡田裕作（滋賀医大），久保田良浩（同小児外科），上羽智

子，多賀 崇，太田 茂（同小児科） 2歳 9カ月，男児．左陰嚢腫

大を認め，当科受診．全身に色素沈着認め，左陰嚢は腫大し，緊満．

MRI で左陰嚢内に内部不均一な腫瘤性病変，腹水貯留を認め，AFP

は 1,225 ng/ml と上昇を認めた．左高位精巣摘除術施行し，卵黄嚢腫

瘍と診断．造影 CT にて後腹膜リンパ節，L4 椎体，ダグラス窩，坐

骨孔に転移を認めた．EP 療法 4コース施行し，AFP は正常化も後腹

膜リンパ節転移は残存した．後腹膜リンパ節郭清を施行し，viable cell

認めず．L4 椎体転移の残存認め，追加化学療法，自家末梢血幹細胞

移植を施行し，大きな合併症なく幹細胞は生着した．治療後， 2年11

カ月経過も再発を認めていない．

PET 検査の評価に苦慮した後腹膜原発セミノーマの 1例 :加藤峰

之，中村晃和，塩田晃司，堀田俊介，上田 崇，内藤泰行，納谷佳

男，鴨井和実，河内明宏，三木恒治（京府立医大） 49歳，男性．主

訴 :腹痛．後腹膜腫瘍を指摘され，CT ガイド下生検施行．後腹膜原

発セミノーマに対し BEP 療法にて PR．経過観察となったが，腫瘍が

増大し当科紹介．TIN，IrN，TGP 療法を施行．各レジメン間に

PET-CT を施行．PET 陰性化せず増大傾向となり，RPLND へ踏み

切った．病理結果は壊死組織のみであった．今回 PET 偽陽性が続い

た原因は，○1 FDG uptake の flare up 現象，○2 マクロファージによる

uptake 亢進が可能性として挙げられる．化学療法後 6週間空けると

偽陽性率が下がる報告がある．本症例を教訓として PET の活用法を

提案したい．化学療法後 3週で CT 評価．CT で SD ならば，さらに

3週後に PET を施行．PET 陽性であれば化学療法を再開．陰性であ

れば RPLND を施行．CT で増大あれば化学療法を再開とする．

若年成人（39歳）に発症した膀胱癌の 1例 :窪田成寿，村井亮介，

金 哲將（公立甲賀） 39歳，男性．検診で尿潜血を指摘され2012年

4月に当科初診．尿定性，尿沈渣で明らかな異常を認めず尿細胞診は

陰性であった．スクリーニングで施行した膀胱充満時の経腹超音波検

査で膀胱三角部左側に径 3 cm 大の有茎性乳頭状腫瘍を認めた．

TURBT を施行し UC，low grade (G1＞G2），pTa と診断し，膀胱内

注入療法を施行した．術後 9カ月，再発を認めていない．若年者の場

合血尿を主訴としても，十分な検索がされないまま経過観察され診断

が遅れる傾向にある．若年性膀胱癌の形態的特徴として単発性，有茎

性乳頭状腫瘍の割合が多く，スクリーニングとして膀胱充満時の経腹

超音波検査が診断に有用である．血尿を主訴とする若年患者に対して

積極的に施行すべき検査であると考えられる．

膀胱憩室内腫瘍に対し膀胱部分切除術を施行した 3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） 症例 1 : 80歳，男性．排尿困難で受診し，尿細胞診 : Ⅴ． 左

側壁の憩室内に 3 mm 大の BT に対し TURBT を施行（病理 : UC，

G2，pTa＜）．後日，膀胱部分切除術を施行 (病理 : UC，G2，pT2b)

および CDDP 併用 RT を施行．その後 2度の再発に対し TURBT 施

行．症例 2 : 68歳，男性．左側壁憩室内の 5 mm 大の BT に対し

TURBT を施行（病理 : UC，G2，pTa＜）．後日，膀胱部分切除術を

施行（病理 : UC，G2，pTa，pTis）．その後10カ月再発なし．症例

3 : 73歳，男性．顕微鏡的血尿の精査で指摘された右側壁の憩室内腫

瘍と右尿管口外側の CIS 様変化に対し TURBT 施行（病理 : UC，G2

＞1，pTa，pTis）．その後 BCG 6回施行．その後，MRI で再発を指

摘され，膀胱部分切除術（病理 : UC，G2，pT3a) および CDDP 併

用 RT 施行．その後 2度の再発に対し TURBT 施行．上記 3例につ

いて若干の文献的考察を加えて報告した．

尿膜管癌・多発肺転移に対し CDDP＋TS-1 療法を施行した 1例 :

吉田康幸，上田倫央，平井利明，岸川英史，西村憲二，市川靖二（県

立西宮），山中和明（大阪大） 尿膜管癌は稀な疾患であり，進行例

に対する標準的な化学療法は確立されていない．今回進行性尿膜管癌

に対して CDDP＋TS-1 療法を施行した 1例を，若干の文献的考察を

加えて報告する．67歳，女性．2010年 6月より間欠的に血尿を認め，

後に下腹部痛も出現．2011年 5月，近医膀胱鏡にて膀胱頂部に腫瘍を

認め当科紹介．CT にて臍部∼膀胱頂部にかけて 5 cm の腫瘍を認め，

また両肺に多発肺転移を認めた．また CEA : 7.0，CA19-9 : 180 と腫

瘍マーカーの上昇を認めた．TUR-Bt の病理結果は腺癌であり，尿膜

管癌・多発肺転移と診断し，臍尿膜管全摘および膀胱部分切除術を施

行 した．術後，転移巣に対して CDDP＋TS-1 療法を施行し，約 1年

間 SD を維持した．その後腫瘍増大，腫瘍マーカー上昇を認めたた

め，現在 GC 療法を施行中である．

間欠自己導尿を施行中発生した膀胱扁平上皮癌による膀胱回腸瘻の

1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 : 72歳，女性．他院にて糖尿病ベースの神経因性膀胱で約

10年間自己導尿フォローされていたが，頻回の水様性下痢が出現．カ

テーテル尿に糞便を認め，精査加療目的で当科紹介．CT，膀胱造影，

膀胱鏡，消化管内視鏡より膀胱回腸瘻と診断され，開腹手術を施行し

た．膀胱後壁から頂部に相当する部位で硬い可動性不良の腫瘤を触

れ，そこに約 10 cm 回腸が巻き込まれていた．また偶発的に他の回

腸壁に約 2 cm 大の腫瘍を認め，回腸部分切除術，膀胱全摘，尿管皮

膚瘻造設術を施行した．病理組織診断は膀胱扁平上皮癌，回腸転移で

あった．長期の自己導尿患者における膀胱癌の早期発見対策として定

期的な尿細胞診，膀胱鏡，生検を積極的に施行する必要があると考え

られた．

S状結腸癌による膀胱結腸瘻から尿道瘻孔を形成し陰嚢内膿瘍を認

めた 1例 :中澤成晃，奥見雅由，植村元秀，矢澤浩治，高山仁志，宮

川 康，辻村 晃，野々村祝夫（大阪大） 84歳，男性．主訴は血

尿．入院時は気尿，糞尿，排尿時痛を認めた．CT 検査で S状結腸膀

胱瘻と診断．膀胱鏡検査では後壁に瘻孔を確認．大腸内視鏡検査では

内腔狭小のため挿入が困難で生検では悪性所見を認めず．CA19-9 の

上昇のみが悪性を示唆する所見であった．入院11日目に両側陰嚢が急

速に腫大し，陰嚢内膿瘍を認めた．緊急両側陰嚢切開拝膿を行い，球

部尿道に瘻孔形成を認め，人工肛門造設術を施行した．その後 CA19-

9 の上昇を認め，全身状態が安定した入院43日目に S状結腸切除，膀

胱全摘，右腎摘を施行した．病理結果は adenocarcinoma of sigmoid

colon の膀胱浸潤であった．
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回腸を用いた膀胱拡大術24年後に腸管膀胱吻合部狭窄をきたした 1

例 :飯田剛嗣，井上貴昭，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） 76歳，女性．既往に子宮癌のため子

宮全摘，放射線治療の既往あり．その後，神経因性膀胱，両側水腎

症，膀胱尿管逆流症を認め当科受診．回腸を用いた膀胱拡大術を行っ

た．24年後に腸管膀胱吻合部狭窄を認め，経尿道的に拡張術を行っ

た．

内分泌療法中に胃転移が判明した前立腺癌の 1例 :出口隆司，西川

徳彰，岩井謙仁（和泉市立），加藤 実（大阪市大） 77歳，男性．

2008年胆管癌にて肝左葉切除術施行歴あり．2009年尿閉を主訴に受

診．PSA 36.9 ng/ml にて同年11月に前立腺生検施行．Gleason score

4＋4＝8，cT3bN0M1b（頸椎転移）前立腺癌と診断し，内分泌療法開

始．PSA は2010年 5月 0.03 まで低下．以後漸増，2011年 5月 1.16

に上昇．スクリーニング胃カメラにて前庭部に隆起性病変，中心潰瘍

形成を認めた．しかし胃生検で悪性所見認めず，フルタミドからビカ

ルタミドに変更． 8月 0.03 まで低下をえるも，再度漸増．2012年 5

月胃カメラにて再生検施行．粘膜下層に異型細胞の増殖を認め，

P504S 染色陽性，病理組織学的に前立腺癌胃転移と診断． 8月に 1.

26 まで上昇し，低用量女性ホルモン剤開始．生前に確定診断され，

その臨床経過を観察された前立腺癌胃転移例は稀であるため報告し

た．

陰茎転移を来たした前立腺癌の 1例 :森 康範，梶川博司（泉大津

市立），伊藤彰彦（同病理） 59歳，男性．2010年 4月前立腺癌と診

断 (gleason score 3＋3＝6，cT3N0M0，診断時 PSA 11.668 ng/ml）．診

断後 MAB 療法開始，2011年 2月14日より IMRT 開始．IMRT 施行

中の 3月陰茎腫瘤出現し当科受診．腫瘤切除術施行し前立腺癌の陰茎

転移と診断， 7月 4日よりドセタキセル投与開始．PSA 0.020 ng/ml

以下で経過するも陰茎根部に腫瘤増大したため2012年11月14日入院．

尿閉状態となり15日膀胱瘻造設術施行．陰茎痛増強，持続勃起認めた

ため26日陰茎全摘除術施行．陰茎腫瘤出現後 2年経過した現在生存中

であるが新たに転移性骨腫瘍を認め病状は進行している．前立腺癌の

陰茎転移症例は比較的稀であり予後不良のことが多い．

機器の進歩による ICG 蛍光法での描出能の改善 : 結縁敬治，原

琢人，三浦徹也，酒井伊織，山下真寿男（神鋼） 前立腺癌では拡大

郭清により転移陽性リンパ節の検出率が上昇することが報告されてい

るが，至適な郭清範囲についてはまだ定まっていない．体内に投与し

た ICG に赤外線をあてると蛍光を発することを利用してセンチネル

リンパ節を検索する方法は乳癌などで臨床応用されているが，泌尿器

科領域ではほとんど行われていない．当院では前立腺癌における術中

センチネルリンパ節検索に浜松ホトニクス社製の赤外観察カメラシス

テムを採用しているが，従来の機種では複雑な形態の骨盤内を観察す

るには感度や焦点距離の調節に限界があり詳細な観察が困難であっ

た．最新機器ではカメラの感度の向上，手術野照明や焦点距離調節機

能の追加などの機器の進歩により特にリンパ管の描出能が向上し，精

度の高い術中センチネルリンパ節検索ができるようになった．

経会陰的ドレナージを施行した前立腺膿瘍の 1例 :鄭 裕午，前田

康秀（京都南），後藤崇之，澤田篤郎（京都大） 65歳，男性．アル

コール性肝障害，胃全摘術後．発熱，全身倦怠感を主訴に救急搬入．

直腸診で前立腺炎が疑われた．血液検査で高度炎症反応，尿検査にて

膿尿，細菌尿を認めた．CT，MRI にて前立腺の多房性膿瘍と診断し

た．入院時，敗血症，DIC を伴っており，経尿道的前立腺開窓術は

侵襲が大きく困難と判断．入院翌日に局麻下に経会陰的ドレナージを

施行．エコーガイド下に 9 Fr ピッグテイルカテーテルを留置し，灰

褐色の膿汁 30 ml 排出．造影では多房性の膿瘍全体が造影された．

尿・血液・前立腺膿瘍液の培養はすべて大腸菌であった．排膿量は

徐々に減少し，処置後 6日目に抜去．感染の再発徴候なく経過．全身

状態不良な前立腺膿瘍症例ではより侵襲の少ない経会陰的ドレナージ

が治療の選択肢となりうると考えられた．

腹腔鏡下に摘出した Ganglioneuroma の 1 例 : 菊池 尭，西本光

寿，小林泰之，清水信貴，山本 豊，南 高文，林 泰司，野沢昌

弘，吉村一宏，石井徳味，植村天受（近畿大） 40歳，女性．2012年

5月の人間ドックで左副腎腫瘍を指摘され，当科紹介受診．造影 CT

にて左副腎に 8 cm 大の紡錘状腫瘤を認め，造影後早期相では造影に

乏しく後期相でやや不均一な軽度の造影を認めた．副腎皮質シンチで

右副腎に強い集積を認め，左はほとんど集積を認めなかった．PET-

CT で左副腎に中等度でやや不均一な FDG 集積亢進を示した．内分

泌検査はすべて正常．2012年 7月に腹腔鏡下左副腎摘出術を施行．病

理組織所見では好酸性の胞体を持つ紡錘形の細胞が柵状の形態を示し

流れるように配列し，これとともに好酸性の胞体および類円形核を持

つ ganglion 細胞が見られた．非腫瘍部の副腎組織は辺縁に押しやら

れ，一部紡錘形細胞に取り囲まれていた．紡錘形細胞は，免疫染色に

て S-100 に陽性像を示した．以上より，ganglioneuroma と診断され

た．

副腎血管腫の 1例 : 石津谷 祐，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） 59歳，男性．2007年に超音

波検査で 4 cm 大の左副腎腫瘤を指摘され受診．内分泌学的検査で異

常を認めず，定期的に画像的評価を行う予定であったが受診していな

かった．2012年 6月，腹部膨満感を主訴に受診．CT で左副腎腫瘤は

12 cm 大に増大していた．MRI では腫瘍は T1 強調像で低信号，T2

強調像で不均一な高信号を示した．2007年当時と同様に内分泌非活性

であった．副腎癌を疑い，左副腎摘除術を行った．病理組織診断は血

管腫であった．副腎血管腫は副腎間質より発生する稀な副腎内分泌非

活性腫瘍であり，本邦における報告は自験例を含め57例であった．副

腎血管腫の画像所見の特徴は報告されているが，典型的所見を示さな

い場合も多く，内部に石灰化や壊死などの 2次性変化を来たしうる点

は副腎癌と共通であり，鑑別は容易ではないと考えられた．

副腎に発生した巨大 Ganglioneuroma の 1 例 : 原 琢人，三浦徹

也，酒井伊織，結縁敬治，山下真寿男（神鋼） 56歳，男性．人間

ドックで 10 cm 大の右後腹膜腫瘍を指摘．右副腎腫瘍の診断で，腹

腔鏡下右副腎摘除術を施行．病理結果は ganglioneuroma であった．

副腎癌との鑑別が困難であった後腹膜原発神経鞘腫の 1例 :本田俊

一朗，藤原敦子，乾 将吾，木村泰典，岩田 健，本郷文弥，邵 仁

哲，沖原宏治，河内明宏，三木恒治（京府立医大） 64歳，男性．高

血圧のため近医通院中にスクリーニング目的のエコーにて腹部腫瘤を

指摘，CT で副腎腫瘍が疑われ当院内科へ紹介受診．各種ホルモン検

査で内分泌非活性腫瘍と診断された．腫瘍径が 70 mm と大きく副腎

癌を否定できなかったため手術目的に当科紹介となった．腹腔鏡下右

副腎摘除術を施行，病理組織学的所見から後腹膜原発神経鞘腫と診断

された．後腹膜神経鞘腫は良性腫瘍であるが本症例のように悪性腫瘍

との鑑別が困難であり，外科的切除が選択されることが多い．本邦で

腹腔鏡下に切除された報告はわれわれが調べえた限り22例で，術中出

血量は 250 ml 以下と少量であったが，周囲臓器との癒着が強固で合

併切除した報告も少なくなく，手術に際しては十分な注意が必要であ

ると考えられた．

後腹膜 Bronchogenic cyst の 1例 :桑原 元，奥野優人，山尾 裕，

田口 功，岡本雅之，川端 岳（関西労災） 63歳，男性．健診の腹

部超音波検査で左副腎腫大を指摘され，当科紹介受診．血液生化学検

査，血中，尿中ホルモン検査から異常所見を認めなかった．また

CT，MRI 画像からは左横隔膜脚に接しほとんど造影されない 4 cm

大の腫瘍を認めた．以上の結果から左後腹膜腫瘍の診断で腹腔鏡下左

後腹膜腫瘍摘除術を施行した．腫瘍は多嚢胞性であり，内部に軟骨組

織を認めた．免疫染色の結果からも悪性所見を認めず，病理組織診断

は後腹膜 bronchogenic cyst であった．体腔鏡下に切除した後腹膜

bronchogenic cyst の報告例は当科の症例を含めて12例であり，きわめ

て稀な疾患である．少数であるが悪性化の報告もあり確定診断には外

科的切除が必要と考える．また近年その低侵襲性から体腔鏡下手術が

一般的である．

40代健常女性に生じた，短期間で急速に形成された完全珊瑚状結石

の 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） 47歳，女性．2011年 7月近医より頻尿・肉眼的血尿の精査

目的で紹介．CT 施行し，約 1年前は 3 mm の右腎結石だったものが

完全珊瑚状結石となっていた．これに対し f-TUL を施行．結石分析

はリン酸 MgNH4 主体の感染結石であった．追加治療として ESWL

2回，f-TUL を施行し stone free としえた．術後 1年以上，結石の再

発を認めていない．急速に増大した原因として，ウレアーゼ産生菌に

よる尿路感染の結果，腎結石を核とした二次性感染結石を生じ，珊瑚
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状を呈したものと思われる．結石治療ガイドライン上，珊瑚状結石に

対しては PNL が推奨されているが，f-TUL による珊瑚状結石の治療

成績も良好であるとの報告がされており，本症例のように感染結石の

場合，結石は脆く f-TUL を中核とした治療で対応しうる可能性が考

えられた．

Urinoma を契機に発見された腎盂癌の 1例 : 井上裕太，北森伴人

（舞鶴医療セ），米田公彦（公立南丹） 73歳，男性．左腰部痛を主訴

に他院受診し，単純 CT にて左腎腫大，左腎膿瘍を認め当科紹介とな

る．左腎膿瘍穿刺術を施行したところ穿刺液は尿性状であり，尿瘤

（以下，urinoma) と診断した．逆行性腎盂造影で左 PUJ に狭窄を認

め，尿管鏡下生検にて左腎盂癌と診断した．左腎尿管全摘除術および

傍大動脈リンパ節郭清を施行し，組織診断は invasive urothelial

carcinoma，pT4，pN3 であった．Urinoma は溢流した尿が被包化し

形成される．腫瘍性閉塞は通常緩徐に進行するため，urinoma を形成

することは稀である．本症例では腫瘍の増大が早く，急激な閉塞を来

たした可能性がある．また腫瘍が腎実質へびまん性に浸潤し，腎実質

が脆弱になっていたと推察され，urinoma 形成の一因と考えた．

腎尿管膀胱全摘除術後に発症した感染性心内膜炎の 1例 :池田純

一，滝澤奈恵，小糸悠也，高安健太，山本哲平，矢西正明，乾 秀

和，地崎竜介，駒井資弘，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） 78歳，男性．2007年前医で右腎尿管

全摘術施行．2009年 5月左腎盂癌・膀胱癌認めたため当院紹介受診．

左腎尿管膀胱全摘除術施行した．術後49日目に創部離解あり腹壁瘢痕

ヘルニア根治術施行．術後経過順調も術後 7日目から微熱出現，術後

9日目に白血球9,800，血小板6.6万，CRP 20と血液データ悪化認め

たため抗菌薬加療開始したが DIC に進展した．CT など施行するも

明らかな熱源認めず．DIC に対し加療開始しデータ改善傾向となる

も解熱しないため，心エコー施行したところ感染性心内膜炎を認め

た．抗菌薬点滴加療するも疣贅の退縮なく人工弁置換術施行．術後は

感染兆候軽快した．現在尿路上皮癌は再発なく経過．

長期尿管ステント留置中に生じた尿管外腸骨動脈瘻の 1例 :横田智

弘，山田恭弘，高羽夏樹，米田公彦（公立南丹），秋本和美（同放射

線），北森伴人（舞鶴医療セ），温井雅紀（ぬくい泌尿器科医院） 60

歳，女性． 7年前より直腸癌浸潤による右尿管狭窄に対して尿管ステ

ント留置中．肉眼的血尿と両側水腎症が出現したため緊急入院．膀胱

出血を疑い膀胱持続灌流を行ったところ，血尿は消失し，腎機能も改

善．しかし，肉眼的血尿と両側水腎症が再発したため，両側経皮的腎

瘻造設術を施行．22日後，右腎瘻より凝血塊を伴う多量の血液が流出

し，ショック状態となる．CT で右尿管外腸骨動脈瘻と診断し，右上

臀動脈コイル塞栓と右外腸骨動脈ステント留置を施行したところ，瘻

孔は閉鎖し，血尿は消失．尿管動脈瘻に対する血管内治療は，低侵襲

で有用な治療法と考えられた．

左尿管結石に対する TUL 施行後，左腎萎縮を認めた 1 例 : 高田

聡，森澤洋介，豊島優多，藤本 健，大山信雄，百瀬 均（星ヶ丘厚

生年金） 69歳，男性．2010年 9 月，左腰部痛を主訴に近医受診，

CT にて左尿管結石 (R3・9 mm) を指摘され当科受診，10月に TUL

を施行した．ダブル J カテーテル抜去後 1カ月の腎エコーで腎盂拡張

が持続していたため，腹部 CT を施行するも尿管内には残石は認め

ず，腎機能悪化や疼痛などの自覚症状もなく，定期的経過観察とな

る．2012年 7月，右腰部痛，肉眼的血尿を認め，当科再診．腹部 CT

では，右上部尿路には明らかな異常を認めず，左腎盂拡張，左萎縮腎

を認め，レノグラムでは左無機能型を示した．問題のない TUL 症例

でも，術後に尿管狭窄を来たす可能性があり，定期的な画像評価を行

い，尿管狭窄が疑われた場合は積極的な治療介入を検討すべきである

と考えられた．

尿管腔内を経て膀胱内腔へ進展した上行結腸癌の 1例 :西山隆一，

寒野 徹，岡田 崇，東 義人，山田 仁（医仁会武田総合） 69

歳，女性． 4年前，上行結腸癌で右半結腸切除． 3年前，局所再発，

右水腎症，腸閉塞で腸吻合術，以降 2年間化学療法を受けた．10カ月

前の PET-CT で再発所見なく，右水腎症も消失．今回， 3週間前か

らの発熱で当院受診．CTで右水腎症を認め局所再発再燃，閉塞性腎

盂腎炎の診断で，尿管ステント留置目的に膀胱鏡を行ったが，右尿管

口に非乳頭状 3 cm 大の膀胱腫瘍認め留置不可であった．CEA，

CA19-9 の上昇なく，尿細胞診 class 3 異型尿路上皮疑い，MRI では右

下部尿管腫瘍が膀胱内腔へ進展しており中部尿管に skip lesion も認

め，原発性尿管腫瘍が疑われた．経皮的右腎瘻造設行い，後日

TURBT，病理像は上行結腸癌と同一の腺管形成明瞭な高分化腺癌で

あった．続発性尿管腫瘍の尿管腔内増殖進展は非常に稀で，本例を含

め 9例の報告のみであった．

診断が困難であった胃癌による続発性後腹膜線維症の 1例 :後藤裕

文，熱田 雄，高尾典恭，瀧 洋二，竹内秀雄（公立豊岡） 79歳，

男性．左腰痛にて近医エコーで水腎症を指摘され当院受診．CT で両

側水腎症認め，RP にて両側尿管の内方偏位認め陰影欠損なく，後腹

膜線維症疑われた．上部下部消化管内視鏡検査にて悪性所見はなく，

血液検査にて各種腫瘍マーカー陰性であり，特発性後腹膜線維症の診

断にてステロイド治療を 1カ月間施行．CT にて水腎症改善なく軽度

腹水貯留出現し開腹手術施行したが，後腹膜尿管周囲は強固に癒着を

認め剥離術を断念した．腹腔内を開けると腹水貯留あり腸間膜に多数

の結節，腹膜播種を認め，病理診断は腺癌であった．胃内視鏡検査に

て胃癌と診断．現在化学療法 DTX＋TS-1， 6コース施行し生存．後

腹膜腔へ腫瘍浸潤し続発性後腹膜線維症を来たした場合は典型的な軟

部陰影所見を呈さないことがあり診断が困難であった．

右水腎症を契機とし診断に難渋した乳癌後腹膜転移の 1例 :平岡健

児，宮下雅亜，稲葉光彦，藤戸 章（済生会吹田），岩本伸二（同消

化器・乳腺外科） 51歳，女性．2011年 1月 5日，発熱と右腰部から

下腹部の痛みを訴えて受診．CT で右水腎症と右腎盂外尿溢流が認め

られた．右尿管癌を疑い，尿管生検を施行するも悪性所見を認めず．

消化器癌・婦人科癌も否定的であったため，特発性後腹膜線維症とし

てステロイド治療を開始した． 5月に再検した CT で左水腎症，後腹

膜リンパ節腫脹と共に，左乳腺に結節影が認められた．また，胃・直

腸・膀胱壁の肥厚も確認された．左乳房生検で浸潤性乳管癌（硬癌）

を検出，胃生検では乳癌胃転移として矛盾のない所見であった．左乳

癌後腹膜転移および腹膜播種と診断し，外科で化学療法を施行するも

2012年 1月 1日に死亡した．乳癌の後腹膜転移は稀であるが，原因不

明の水腎症を認めた際には，後腹膜転移をきたす悪性疾患として乳癌

も考慮に入れる必要がある．

精巣 Epidermoid cyst の 2例 :木内利郎，岡田紘一，向井雅俊，中

山治郎，今津哲央，目黒則男，清原久和（市立豊中），小野義春（お

の泌尿器科クリニック），亀岡 博（亀岡クリニック） 症例 1は12

歳，男児．2008年 5月頃より，右陰嚢内腫瘤を主訴に， 2010年 5月，

前医受診．超音波検査にて右精巣に辺縁がhigh，内部が low な径 1 cm

大の腫瘤を認め，右精巣腫瘍の疑いにて当科紹介され，高位精巣摘除

術施行．症例 2は26歳，男性．2012年 8月，左陰嚢内容痛を主訴に前

医受診．超音波検査にて径 2.5 cm 大の境界明瞭な低エコー腫瘤を認

め，左精巣腫瘍の疑いにて当科紹介．MRI にて TI 強調画像で低信

号，T2 強調画像で不均一高信号，造影にて内部および腫瘤辺縁が造

影されない腫瘤を認め，精巣嚢胞も疑われたが，超音波検査所見より

精巣腫瘍を否定できず，また疼痛のため患者希望もあり，高位精巣摘

除術施行．いずれも病理組織診断は精巣 epidermoid cyst であった．

造影 MRI が診断に有用であった精巣垂捻転の 1例 :髙田秀明，大

杉治之，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） 7歳，男児． 9日前から右陰嚢痛を認め， 3日前

に近医泌尿器科受診も疼痛改善せず当科受診．造影MRI 撮像にて右

精巣垂捻転と診断．症状持続するため精巣垂切除術を施行し，疼痛は

速やかに改善した．

BCG 膀胱内注入療法後に発症した結核性精巣炎の 1例 :藤原 遼，

水流輝彦，上仁数義，成田充弘，馬場雅人，山下寛人，富田圭司，吉

田哲也，影山 進，岡本圭生，荒木勇雄，岡田裕作（滋賀医大） 69

歳，男性．TUR-P の手術歴あり．左腎盂癌で腎尿管全摘術施行．膀

胱内再発に対して BCG (Tokyo 株 80 mg) 膀胱内注入療法施行． 1年

後にも再発あり，BCG (Connaugt 株 81 mg) 膀胱内注入療法開始．し

かし左精巣上体炎を発症したため 3回で終了．LVFX の内服で症状は

軽快． 8 カ月後に左無痛性陰嚢腫脹を主訴に当科受診．エコー，

MRI で精巣内に石灰化を伴う異常陰影を指摘され，左高位精巣摘除

術施行．病理結果は乾酪性壊死を伴う類上皮肉芽腫であり，診断はウ

シ型結核菌による結核性精巣上体炎ならびに精巣炎であった．術後は
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抗結核化学療法として INH，RFP の 2剤継続し，再発なく経過して

いる．BCG 膀胱内注入療法の晩期合併症に結核性精巣炎も念頭に置

くべきと考えられた．

両側精巣上体炎から不全型ベーチェット病と診断された 1例 :城

沙也佳，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），白山純美（同皮膚） 24歳，

男性．精巣痛・左肩痛を主訴に救急受診し，両側精巣上体炎の診断で

入院．同日より抗菌薬・抗炎症薬の投与を開始した．入院 4日目に右

腋窩に潰瘍性病変が出現し，皮膚科で結節性紅斑・毛嚢炎様皮疹を指

摘された．口腔内に多発アフタも出現しており，関節炎・精巣上体炎

と併せて，不全型ベーチェット病と診断された．現行の治療に追加し

てコルヒチンの内服を開始したところ，速やかに症状は改善し，中止

後も再発を認めていない．精巣上体炎を契機にベーチェット病と診断

される症例は稀であり，本邦の報告では自験例含めて 6件であった．

精巣上体原発と思われた悪性リンパ腫の 1例 :若林智生，岡 裕

也，森 泰宏，河瀬紀夫，野々村光生（京都桂） 症例は75歳，男

性．主訴は無痛性左陰嚢腫大．エコーで精巣上体炎を疑い加療を行う

も改善なく，MRI では結核性精巣上体炎も疑われたが悪性の可能性

もあり左高位精巣摘出術を施行．摘出標本では精巣上体尾部を中心に

精巣上体全体に白色充実性の腫瘍を認め，精巣実質内にも径 7 mm 大

の腫瘍を認めた．病理学的診断は CD20 が陽性で，びまん性大細胞

型 B細胞性リンパ腫であった．術後の全身精査で他に病変を認めず精

巣上体原発悪性リンパ腫，Ann Anbor 分類で stage IE と診断された．

現在血液内科で R-CHOP 6コース，MTX 髄腔内注入治療継続中で

あり，現在術後 7カ月目であるが再発は認められていない．精巣上体

原発の悪性リンパ腫は非常に稀で，本症例は国内外合わせて16例目の

報告例と思われる．

家族性大腸腺腫症に合併した陰嚢内デスモイド腫瘍の 1例 :河野

仁，住吉崇幸，前野 淳，岩村浩志，光森健二，西村一男（大阪赤十

字），堤 尚史（姫路医療セ） 46歳，男性．便鮮血を主訴に当院消

化器内科受診し，家族性大腸腺腫症・大腸癌の診断．全身精査の CT

で陰嚢内腫瘍あり当科紹介．右陰嚢内に精索，精巣と連続しない 10

cm 大腫瘍あり．陰嚢内腫瘍摘除術および結腸全摘術を施行．病理結

果はデスモイド腫瘍であった．術後 1年 2カ月再発を認めていない．

デスモイド腫瘍とは膠原繊維と線維芽細胞から構成される線維腫であ

るが，転移はないもの高率に局所再発を起こすことが特徴とされる．

外科的治療，放射線治療，内分泌療法などが用いられる．稀な腫瘍で

あるが，家族性大腸腺腫症の約10∼20％に合併するとされる．泌尿器

科領域での報告も散見され，家族性大腸腺腫症の既往がある場合はデ

スモイド腫瘍を鑑別する必要があると思われた．

精索神経線維種の 1 例 : 岸本 望，岩西利親，松崎恭介，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）

48歳，男性．2005年頃より左鼠径部腫瘤を自覚していたが，徐々に増

大するため前医を受診した．左精索腫瘍疑いにて手術目的に2009年 1

月当科紹介受診となった．MRI では左精索内に T1 強調像にて低信

号，T2 強調像にて辺縁が高信号，中心部がやや低信号を示した．左

精索腫瘍に対して腫瘍摘除術を施行した．腫瘍は周囲組織から容易に

剥離可能であり，腫瘤のみ摘除できた．病理組織診断は神経線維腫で

あった．全身検索で他部位に病変を認めず，von Recklinghausen 病を

示唆する所見も認めていない．

精索腫瘤を契機に発見された線維肉腫の 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） 45歳，男性．右精索腫瘤の精査目的に当科紹介受診．CT，

MRI で右精索に 45 mm 大，右外腸骨動脈前方に 55 mm 大の腫瘤を

認めた．画像上は悪性リンパ腫が第一に疑われ，平滑筋肉腫や脂肪肉

腫も鑑別に挙げられた．組織診断目的に高位精巣摘除術を施行．病理

結果は線維肉腫であり，断端陽性であった．後腹膜の残存腫瘍に対し

術後 6日目に後腹膜腫瘍摘除術を施行した．外腸骨静脈との癒着が強

く完全切除困難であり，可及的に摘除した．病理結果は線維肉腫で

あった．術後放射線療法 (54 Gy) を行い，その後 CT で局所再発を

認めたため ADM 単剤 (60 mg/m2) で化学療法 3コース施行した．軽

度腫瘍縮小を認めたが，悪液質のため，治療継続困難となり初診時よ

り 6カ月で死亡した．

鼠径ヘルニアに合併した膀胱ヘルニアの 1例 : 石田貴樹，今井聡

士，山野 潤，中野雄造，中村一郎（神戸市医セ西市民） 76歳，男

性．2012年 7月，当院外科にて腹腔鏡下左鼠径ヘルニア根治術を施

行．術後，尿閉となり当科紹介．膀胱造影で左陰嚢内に造影剤の流出

を，MRI にて陰嚢内で腹水が充満したヘルニア嚢に脱出する膀胱像

を認め，腹膜内型膀胱ヘルニアと診断した．同年 9月，開腹にて膀胱

ヘルニア根治術を施行．術後経過良好で自排尿回復しヘルニアの再発

を認めていない．本邦では膀胱ヘルニアの報告は比較的稀で，自験例

を含め98例あり，そのうち鼠径ヘルニアと合併したものは 7例で，脱

出した腹腔内容と膀胱に対して腹腔鏡下に根治術を施行した症例も含

まれる．鼠径ヘルニアの診断において膀胱ヘルニアの合併を念頭に置

き超音波検査などで膀胱ヘルニアの有無を確認し合併例では，一期的

に根治術を行うことが望ましいと考えられた．
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