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学 会 抄 録

第224回日本泌尿器科学会関西地方会

(2013年 9月21日（土），於 神戸大学医学部附属病院内)

肺癌腎周囲転移の 1 例 : 澤崎晴武，千菊敦士，今村正明，高橋

毅，小倉啓司（大津赤十字） 65歳，男性．右腰部痛，発熱を主訴に

受診．腹部 CT にて右腎盂外溢流様所見を認めた．逆行性腎盂造影で

は造影剤の溢流を認めず，尿培養，尿細胞診も陰性であった．尿管ス

テント留置，抗生剤にて加療したが改善なく，13病日，腹部 CT 施

行．右腎周囲腔に軟部腫瘤影を認め，腎門部リンパ節，肝門部リンパ

節，両側副腎も腫大していた．胸部 CT では多発肺腫瘤を認めた．原

発不明癌，多発肺転移，リンパ節転移，両側副腎転移が疑われた．肺

腫瘤生検にて原発性腺癌を認めたが，副腎生検は異常を認めなかっ

た．右腎周囲腫瘤生検を予定したが，全身状態の急激な悪化から心肺

停止となり死亡した．病理解剖を施行．右肺腺癌が一部脱分化し，右

腎周囲，リンパ節，副腎に転移し，腹腔内では広汎に播種していた．

直接死因は肺動脈血栓症であった．

腎癌膵転移の 2例 :飯田孝太，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 : 61歳，男性．左

腎癌術後 6年で血清アミラーゼ高値を認め，膵体尾部仮性膵嚢胞の疑

いで膵尾部切除術施行．その 2年後，CT で膵頭部腫瘤を指摘され，

膵頭十二指腸切除術施行．病理組織結果はいずれも clear cell carci-

noma であった．その 1年後に肝転移を認め，現在 axitinib 投与中で

ある．症例 2 : 70歳，女性．左腎癌術後14年，CT で膵体部に膵転移

が疑われ膵体尾部切除術施行．病理組織結果は clear cell carcinoma で

あった．その 2カ月後に肺転移を認めたが，現在無治療経過観察中で

ある．腎癌膵転移は腎摘除後，10年以上経過してから発症することも

あり，長期間の注意深い経過観察が必要である．

腎癌術後18年目に膵転移を来たした 1例 :行松 直，金丸知寛，井

口太郎，玉田 聡，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市大） 42歳，女性．

24歳時に右腎癌に対し右腎摘出術を施行 (pT2aN0M0，G1，clear cell

carcinoma）．2013年に左下腹部痛を主訴に他院を受診．左尿管結石，

左水腎症の診断であったが，造影 CT で膵体尾部に約 8 cm の早期濃

染する腫瘤が認められた．膵体尾部切除術を施行し，病理診断は

clear cell carcinoma であった．現在外来で経過観察中であるが，再

発・転移を認めていない．腎癌膵転移は出現までに10年以上かかるこ

とが多い．大半は自覚症状がなく偶発的に画像検査で発見されている

ことから10年以上の長期フォローアップが必要である．腎癌膵転移に

対しては積極的な切除が推奨される．

Rhabdoid feature を呈した腎細胞癌の 1例 : 板東由加里，長富俊

孝，山野 潤，山尾 裕，中村一郎（神戸医療セ） 65歳，女性．

CT で肺結節影・腎腫瘍を指摘された．2013年 4月左腎摘除術を施行

し病理診断は renal cell carcinoma，clear cell subtype，with rhabdoid

features であった．肺針生検の標本にも rhabdoid feature を認めた．腎

細胞癌術後多発性肺転移，MSKCC リスク分類 intermediate risk の診

断で sunitinib 内服を開始し SD の範疇ながら肺転移巣縮小を認めた

が， 2カ月で PD となり内服を中止した．引き続き axitinib 内服を開

始し SD の治療効果を得た．rhabdoid feature を呈する腎細胞癌は予後

不良とされるが，自験例含め分子標的薬の治療成績は 3例しか報告が

なく今後症例の集積が重要と考えられる．

腎癌に対して腎部分切除施行21年後に乳房内転移を来たした 1例 :

荘子万可，鳥山清二郎，本郷文弥，中村雄一，野村武史，上田 崇，

大石正勝，中村晃和，鴨井和実，沖原宏治，河内明宏，三木恒治（京

府立医大） 71歳，女性．左腎癌 T1aN0M0 に対して開腹腎部分切除

術を施行され，淡明細胞癌であった．その後再発，転移を認めなかっ

たが，21年後に左乳房腫瘤を指摘された．乳房腫瘤の組織は CD10

陽性の淡明細胞癌であり，21年前の腎癌の乳腺転移と診断された．腎

癌の 5年以上の経過での遅発性再発に関連する要素として，原発巣治

療時の腫瘍径，ステージ，組織型が報告されている．腎癌の転移先と

しては，肺，骨，局所の順に頻度が高く，乳房への転移は非常に稀で

あり，本邦での報告例は 5例に留まる．腎癌の転移巣に対する治療と

しては，PS が良好であり，転移巣が切除可能であれば，外科的切除

を行うことが予後を改善するとされている．腎癌術後のサーベイラン

ス期間に関しては統一見解はないが，遅発性再発の頻度が高いことか

ら，可能な限りの長期的なフォローアップが必要と考えられる．

腎臓摘出術を余儀なくされた気腫性腎盂腎炎の 1例 :児島 彬，真

殿佳吾，辻本裕一，細見昌弘，木内利明（済生会千里），谷口善彦，

林 靖之，甲斐達郎（千里救急救命セ） 54歳，女性．主訴は右腰背

部痛．2013年 4月25日，右腰腹部痛が出現し，近医受診．疼痛悪化し

たため，28日独歩で当院救急外来受診となった．尿検査では血膿尿を

認め，血液検査では白血球 6,100/μl，血小板4.5万/μl，CRP 36.861

mg/dl，Cr 3.0 mg/dl であり，重症尿路感染による DIC，急性腎不全

を認めた．また，血糖値 456 mg/dl，HbA1c 14.3％と未治療の糖尿病

があった．腹部 CT では明らかな結石などは認めなかったが，右腎内

から被膜下に及ぶ気腫性変化を認め，気腫性腎盂腎炎と診断 (Huang

分類 class 3A)．ドレナージの適応はなく，後腹膜的に緊急腎摘出術と

なり，救命しえた．

ポピドンヨード腎盂内注入凝固療法により乳糜尿の改善を認めた 4

例 :石田貴樹，角井健太，楠田雄司，山道 深，中野雄造，山田裕二

（県立尼崎） 症例 1 : 65歳，男性，長崎出身．症例 2 : 78歳，男性，

沖縄出身．症例 3 : 68歳，女性，幼少期に奄美．症例 4 : 68歳，男性，

幼少期に奄美．いずれの症例も乳糜尿を主訴に受診．膀胱鏡検査にて

乳糜尿を認め，ポピドンヨード腎盂内注入凝固療法を施行した． 4症

例ともに，治療直後より乳糜尿は速やかに改善し，以後再燃していな

い．乳糜尿の原因として最も多いのはフィラリア症であるが，フィラ

リアが駆虫された晩期においても乳糜尿はしばしば観察される．ポピ

ドンヨードを用いた腎盂内注入凝固療法では，従来から用いられてい

る硝酸銀と同等の効果があり，かつ副作用が少ないとの報告されてお

り，本症例においても有害事象なく良好な治療成績であった．

腎軟結石に対し PNL を施行した 1例 : 井上裕太，福井彩子，竹内

一郎，稲垣哲典，中ノ内恒如，三神一哉（京都第一日赤），篠田康夫，

北村浩二（済生会京都） 79歳，男性．前医で膀胱軟結石に対し内視

鏡手術後，左結石性腎盂腎炎に対し尿管ステントを留置された．その

後左腎軟結石が珊瑚状に急速増大し当科紹介となった．CT で左腎盂

に充満する低吸収域を認め，膀胱での所見に矛盾しないため，軟結石

と診断した．PNL にて完全砕石した．病理組織で石灰化を伴う菌塊

と診断され，組織培養ではモルガネラ菌が検出された．現在再発を認

めていない．腎軟結石は有機物を主成分とする稀な結石であり，成因

はまだ不明である．感染症，蛋白尿，腎機能低下，女性などがリスク

因子として指摘されている．治療は腎摘除術や腎盂切石術などが施行

されていたが，近年 PNL が主流である．完全砕石後の再発率はきわ

めて少ないため，積極的手術が望ましいと考える．

尿路感染による高アンモニア血症により意識障害を来たした 1例 :

武山祐士，北 和晃，松村健太郎，呉 偉俊，大町哲史（ベルランド

総合） 90歳，女性．神経因性膀胱により数年前から間欠的自己導尿

を行っていたが，倦怠感と意識レベル低下を認め当院救急搬送され

た．意識レベルは JCSII-20．尿検査で強アルカリを示し，細菌尿を認

めた．またバルーン挿入にて 600 ml の混濁尿を認めた．頭部 CT で

は異常なく，血中アンモニア値は 324 μg/dl と高値を示した．重度の

肝機能低下は認めず，肝炎ウイルスも陰性であった．抗生剤の点滴を

行い，第 2病日より意識レベルは改善，第 4病日にはアンモニア値は

正常化し，意識も清明となった．尿培養でウレアーゼ産生菌である

Anaerococcus prevotii が検出され，ウレアーゼ産生菌が原因の閉塞性尿

路感染による高アンモニア血症と考えられた．検索しえた限り本症例

で認めた菌による高アンモニア血症は本邦 1例目であった．
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肉腫様変化を伴った腎Mucinous tubular and spindle cell carcinoma

の 1例 :中野翔平，若林智生，森 泰宏，河瀬紀夫，岡 裕也，野々

村光生（京都桂） 38歳，男性．胸部レントゲン異常陰影精査中に

PET-CT で右腎に異常集積像認め当科紹介．造影 CT では造影効果の

乏しい 5 cm 大の多結節性病変，MRI では T2 強調像で低信号の多結

節性充実性病変を認めた．PET-CT では右腎の他に右肺門部，胸椎，

左副腎，骨盤骨にも集積亢進あり．腎生検施行するも組織型は不明の

ため，2012年11月に腹腔鏡下根治的右腎摘出術を施行．病理組織では

核異型度の低い紡錘形の細胞が管状に配列しており，間質粘液もみら

れ，また一部肉腫様変化もみられたため，mucinous tubular and spindle

cell carcinoma，high grade と診断．術後スニチニブで加療するも PD

となり，エベロリムスに変更．その後 3カ月の時点で SD であり現在

治療継続中である．

アキシチニブにより癌性胸水のコントロールが可能であった腎癌の

1例 :石津谷 祐，林 裕次郎，武田 健，山口唯一郎，新井康之，中

山雅志，垣本健一，西村和郎（大阪成人病セ） 39歳，女性．左腎癌

cT3aN1M1（多発肺転移）に対し，2011年 7月，左腎摘除術を施行．

病理組織診断は papillary renal cell carcinoma，type 2，G3，INFβ，

pT3a．インターフェロン α，エベロリムス，ソラフェニブ，スニチ

ニブによるシークエンシャル治療中，癌性胸膜炎による胸水貯留を認

めた．胸腔ドレナージ，胸膜癒着術を行ったが，胸水の再貯留を認め

た．2013年 1月，アキシチニブを開始し，胸水は著明に減少した．ア

キシチニブ投与中に脳転移，骨転移など新規病変を認めたが，アキシ

チニブを中止すると，胸水は著明に増加した．アキシチニブの再開に

より胸水は減少した．

腎部分切除術術後の漏斗部狭窄による難治性尿瘻に対して選択的腎

動脈塞栓術が有効であった 1例 :山本哲平，木下秀文，池田純一，滝

澤奈恵，三島崇生，矢西正明，乾 秀和，地崎竜介，中川雅之，杉

素彦，松田公志（関西医大枚方） 71歳，男性．近医のエコーにて偶

然左腎腫瘍を指摘され当院に手術目的で紹介．CT にて左腎中極背側

に 40 mm の早期濃染する腫瘍を認め，左腎癌 cT1a，N0，M0 と診

断．腹腔鏡下左腎部分切除術を施行した．術中止血困難にて開腹術に

移行した．病理は淡明細胞癌であった．術後に尿瘻が継続し，尿管ス

テントを留置するも改善を認めなかった．CT，造影検査にて腎杯縫

合に起因する漏斗部狭窄が尿瘻の原因と診断．経尿道的に漏斗部狭窄

拡張術を試みたが狭窄が強く拡張を断念，選択的左腎動脈塞栓術を施

行した．左腎動脈は腹側枝，背側上枝，背側下枝の 3本に分枝してお

り，背側上枝，下枝の 2本を塞栓した．術後尿瘻は改善し，左腎機能

の残存も確認できた．

偽性尿管瘤の 1例 :山下寛人，上仁数義，広田竜一，城 文泰，鄭

裕午，藤原 遼，小林憲市，水流輝彦，瀧本啓太，吉田哲也，影山

進，成田充弘，岡本圭生，荒木勇雄，河内明宏（滋賀医大） 4歳，

女児． 4歳を過ぎても尿失禁が軽快しないため精査加療目的で当科紹

介．超音波検査で左腎は描出されず，膀胱内に突出した嚢胞性病変を

認めた．排尿時膀胱造影検査では膀胱内に陰影欠損を認め，MRI 検

査では膀胱内に突出する嚢胞性腫瘤を認めた．膀胱鏡検査では膀胱内

に突出する腫瘤を認めたが，明らかな尿管瘤はなく，左尿管口は認め

なかった．膣造影検査にて左異所性尿管が造影され，偽性尿管瘤と診

断した．後腹膜鏡下左腎尿管摘除術を施行した．術後より尿失禁は消

失し，膀胱内の嚢胞性病変は縮小した．

膀胱部分切除により治療しえた Inflammatory myofibroblastic tu-

mor の 1例 : 金子正大，内藤泰行，安食 淳，辻 恵介，藤原敦子，

岩田 健，納谷佳男，沖原宏治，三木恒治（京府立医大） 13歳，男

児．肉眼的血尿を主訴に受診し MRI 検査で膀胱頂部に筋層浸潤を伴

う 4 cm 大乳頭状腫瘤を認めた．HE 染色で紡錘形細胞増生，炎症細

胞浸潤，免疫染色で ALK，α-SMA，HHF-35 陽性，desmin 陰性を認

め inflammatory myofibroblastic tumor (IMT) と診断した．IMT は

WHO の分類では良悪性中間的腫瘍で，外科的切除を基本とする．術

前の COX-2 阻害薬とステロイド投与で腫瘍の著明な縮小を認め，膀

胱部分切除術を施行した．病理結果は IMT であり，術後10カ月再発

を認めない．IMT と診断された場合，COX-2 阻害薬とステロイドで

腫瘍縮小後の切除が有効と考える．

回腸導管造設術後の上部尿路 CIS に対して BCG 潅流療法が奏功し

た 1 例 : 林 拓自，山中庸平，金城孝則，片山欽三，嘉元章人，森

直樹，吉岡俊昭（住友） 63歳，男性．前立腺浸潤を伴う膀胱癌に対

して，膀胱全摘，回腸導管造設術を施行．その後は CT・尿細胞診に

て明らかな再発を認めていなかったが，術後 3年目に回腸導管尿の細

胞診が陽性となった．両側分腎尿を採取すると左分腎尿の細胞診が陽

性であり，左上部尿路 CIS と診断．軟性膀胱鏡を用いて左尿管に SJ

カテーテルを留置し，BCG 日本株 81 mg を生食 100 ml に溶解して 1

時間かけて注入する BCG 潅流療法を週 1回行い，計 6回施行．38°C

前後の発熱以外に合併症を認めなかった．その後 6カ月間尿細胞診は

陰性化し，CT にて明らかな再発を認めていない．潅流療法施行中に

回腸導管の蠕動運動によって尿管カテーテルが自然抜去し，再留置を

要したが，腎盂バルーンカテーテルを被せることで留置継続が可能で

あった．

難治性の回腸導管出血に対して経皮的塞栓術が奏効した 1例 :松下

慎，洪 陽子，王 聡，岡田宜之，氏家 剛，任 幹夫，辻畑正雄

（大阪労災），木村 廉，前田宗宏，岸本陽督（同放射線） 症例は70

歳，男性．既往に頸髄損傷，アルコール性肝硬変がある．導尿時の意

識消失発作を頻回に認めたため，2002年に回腸導管造設術を施行し

た．2007年，回腸導管からの出血を認め，頻度は徐々に増加した．

2013年 2月，回腸導管からの出血によりショック状態となり入院し

た．入院後も出血を繰り返し，頻回の輸血を必要とした．腹部 CT 検

査で回腸導管部の静脈瘤を指摘された．回腸導管静脈瘤に対して経皮

的静脈瘤塞栓術を施行した．術後 5カ月が経過したが，回腸導管出血

は認めていない．回腸導管静脈瘤出血は輸血を要するほどの出血を繰

り返すことが多く，QOL を大きく損なう．回腸導管静脈瘤に対する

経皮的塞栓術は低侵襲で長期の止血効果が期待できる有用な治療法と

考えられた．

尿膜管癌術後の多発肺転移に対し，集学的治療を施し長期病勢維持

を得た 1例 :金丸知寛，岡村太祐，行松 直，井口太郎，玉田 聡，

川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市大） 症例は68歳，男性． 4年前に他院

で尿膜管癌に対して尿膜管摘出術および膀胱部分切除術施行．多発肺

転移，前縦隔転移を来たし，治療目的で当科紹介．S-1＋CDDP 療法

および FORFIRI＋bevacizumab 療法を施行，長期に渡り SD を維持し

た．化学療法開始からの無増悪生存期間15カ月，生存期間は23カ月で

あった．尿膜管癌は非常に稀な疾患で，その化学療法も確立されたも

のはない．組織学的に大腸癌の腺癌と類似しており，大腸癌に準じた

化学療法の報告が散見されている．本症例も大腸癌の標準的化学療法

である FOLFIRI＋bevacizumab 療法が，尿膜管癌に対して効果を示し

た．

停留精巣から発生し広範な腹壁浸潤を認めたセミノーマの 1例 :水

野 桂，杉野善雄，根来宏光，小林 恭，寺田直樹，山﨑俊成，松井

喜之，井上貴博，神波大己，吉村耕治，小川 修（京都大） 症例は

33歳，男性．両側停留精巣固定術の既往あり．2012年 6月より左鼠径

部腫脹を認め，小児頭大まで増大したため同年12月に当科を受診．

LDH と hCG-β は高値を示し AFP は正常であった．造影 CT にて左

精巣腫瘍と腫瘍の広範な腹壁浸潤，55 mm 大の左外腸骨リンパ節転

移を認めた．術前化学療法施行の方針とし，生検にてセミノーマ

(stage IIB) と診断．BEP 療法 3コース＋EP 療法 1コース施行後に残

存腫瘍摘除術を行った．左鼠径部の腹壁が大きく欠損したため，有茎

前外側大腿皮弁にて再建．病理所見は瘢痕組織のみで，術後 5カ月経

過し再発認めず．停留精巣固定術の際の精索剥離や精巣鞘膜切開によ

り，精巣腫瘍が腹壁へ浸潤する非典型的な経路ができたものと考えら

れた．

精巣嚢胞として経過観察した小児両側精巣嚢胞状成熟奇形腫の 1

例 : 花咲 毅，兼松明弘，嶋谷公宏，中西裕佳子，東郷容和，鈴木

透，樋口喜英，呉 秀賢，野島道生，山本新吾（兵庫医大），造住誠

孝，廣田誠一（同病院病理） 1歳 0カ月男児，右陰嚢水瘤と両側精

巣内腫瘤病変を認め当院紹介．エコー・MRI 上充実性成分認めず

AFP 陰性で，精巣嚢胞として経過観察． 4カ月後のエコー・MRI で

両側精巣嚢胞周囲に充実性成分が出現したため両側精巣腫瘤核出術を

施行．病理結果はともに cystic mature teratoma であった．小児精巣腫

瘍は AFP 陰性の良性腫瘍が約70％を占め，その中でも，奇形腫は最

多である．また，小児精巣内に発生する嚢胞性腫瘍はほとんどが良性
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である．以上より，AFP 陰性の小児精巣嚢胞性病変は経過観察が必

要であるが，充実成分が出現したとしても奇形腫など良性疾患である

ために精巣温存手術が可能と考えられる．

集学的治療によって長期生存を達成している後腹膜平滑筋肉腫の 1

例 :内本泰三，前之園良一，斎藤賢吉，高井朋聡，反田直希，光野絢

子，南 幸一郎，上原博史，小村和正，高原 健，稲元輝生，能見勇

人，木山 賢，東 治人（大阪医大） 63歳，女性．2008年腹痛主訴

に近医受診．CT 検査で左腎上極に 10 cm の内部壊死を伴う後腹膜腫

瘍を認め，当科紹介．腫瘍との癒着を認めたので左腎臓・脾臓・膵尾

部合併摘除．病理組織は副腎平滑筋肉腫．術後 MAID 療法 2クール

施行．術後 1年にリンパ節転移，術後 3年に小腸転移・脊柱筋転移認

め摘除．術後 4年，心筋転移認め GEM/DOC 療法 4クール追加．心

筋転移増大・膵頭部転移を認めた．外科的治療困難と考え，現在は分

子標的薬 pazopanib 導入中．

Extrapleural solitary fibrous tumor に合併した Doege-Potter syn-

drome の 1例 :西岡 遵，千葉公嗣，村蒔基次，石村武志，田中一

志，三宅秀明，藤澤正人（神戸大），原 重雄（同病理診断） 77歳，

男性．骨盤内腫瘍の精査目的に紹介．CT にて骨盤内に 11 cm 大の巨

大腫瘤，外腸骨静脈進展，恥骨浸潤，多発肺転移を認めた．経直腸的

針生検を施行．CD34 (＋），desmin (＋) であり，extrapleural solitary

fibrous tumor の診断．経過中深夜の低血糖遷延を認め，SFT に伴う

nonislet-cell tumor hypoglycemia (Doege-Potter syndrome) と考えられ，

夜間ブドウ糖液点滴や経口摂取を行った．原疾患に対しては AI 療法

や pazopanib 施行するも副作用のため不耐と判断，BSC に移行．

局在診断に苦慮した SDHD 遺伝子変異を有するパラガングリオー

マの 1例 :惣田哲次，角田洋一，中澤成晃，奥見雅由，木内 寛，高

尾徹也，�村 晃，野々村祝夫（大阪大），北村哲宏，大月道夫（同

内分泌内科） 47歳，女性．左頸部腫瘤の精査中，尿中カテコールア

ミン高値および CT・MRI にて後腹膜腫瘤を認めた．パラガングリー

マを疑い MIBG シンチグラフィ施行するも集積なし．PET-CT では

頸部腫瘤および後腹膜腫瘤ともに集積あり．高用量 MIBG にてシン

チグラフィ施行すると後腹膜腫瘤のみに集積を認めた．後腹膜腫瘤に

機能的局在があると判断し，後腹膜腔鏡下腫瘍摘出術施行した．病理

組織はパラガングリオーマであった．術後，尿中カテコールアミンは

正常化した．SDH 遺伝子検査を行ったところ，SDHD 遺伝子の欠失

を認めた．

CEA 高値を契機に診断された右尿管癌の 1例 : 小林裕也，香山侑

弘，伊藤嘉啓，金丸知寛，園田哲平，青山真人，中村敬弘，伊藤哲二

（宝生会 PL） 63歳，男性．既往歴 2型 DM．主訴は残尿感．ドッグ

で CEA 異常高値と右水腎症を認め当科紹介．当初他臓器癌との重複

癌を疑い，消化管内視鏡を施行したが異常所見なし．そこで CEA 産

生尿路上皮癌を疑い，2012年10月に組織診断のため TUR-生検施行．

UC G3 で，病理診断，画像上，CEA 産生性右尿管癌，骨盤内リンパ

節転移 (T3N2M0 stage IV) であると診断．11月に GC 療法を施行．

GC 療法 3コースで CEA は正常化し，腫瘍，リンパ節の縮小あり．

2013年 2 月右腎尿管全摘術＋リンパ節廓清施行．病理は UC＞

ACpT1，ly0，v0，u-rt0，RM0，N2 であった．術後経過は，GC 1

コース施行し， 4月に 2コース目を施行予定であったが，好中球減少

症を発症しケモ休薬．

腹部腫瘤で発見された尿管扁平上皮癌の 1例 : 金宮健翁，木下竜

弥，吉岡 巌，鄭 則秀，原田泰規，岡 聖次（国立大阪医療セ），

森永友紀子，眞能正幸（同臨床検査），山口唯一郎（大阪成人病セ）

64歳，男性．腹部腫瘤，排尿困難にて当科受診．CT で約 10 cm の骨

盤内腫瘤，左水腎症を認めた．CT 冠状断では下部尿管は拡張してお

り，腫瘍は下部尿管の走行に一致していた．MRI では腫瘍の S状結

腸の浸潤が疑われたため大腸内視鏡検査施行した．腫瘍性病変は認め

ず， S状結腸に瘻孔部位を認めた．腫瘤は総腸骨動静脈を巻き込み腫

瘍摘除は不可能と判断，開腹生検術施行し，病理組織診断は扁平上皮

癌であった．術後 5日目に腫瘍出血による S状結腸瘻孔からの大量下

血を来たし，出血性ショックにより死亡した．剖検では左尿管を断裂

するように腫瘍が存在しており，腫瘍は S状結腸，外腸骨動静脈を巻

き込んでおり，腫瘍存在部位から，左尿管原発扁平上皮癌と診断し

た．

尿管ステントにて整復し得た右尿管坐骨孔ヘルニアの 1例 :鯉田容

平，吉田康幸，野間雅倫，小森和彦，小野 豊，中森 繁（東大阪総

合） 87歳，女性．2013年 1月右下腹部痛と発熱を主訴に当院救急外

来受診．膿尿があり，腹部超音波検査にて右水腎症を認めた．血液検

査では高度の炎症反応，腎機能悪化，凝固線溶系異常を認め急性腎盂

腎炎，敗血症，DIC の状態であった．さらに精査 CT にて右下部尿

管が坐骨孔から外側へ突出する所見を認め右尿管坐骨孔ヘルニアと診

断，泌尿器科コンサルトとなった．同日逆行性腎盂造影を行い坐骨孔

からループ状に突出した尿管を認めた．尿管ヘルニアは guide wiring

にて容易に整復され，尿管ステントを留置した．その後抗生剤，γ グ

ロブリン，リコモジュリンを投与にて全身状態は速やかに改善し退院

となった．現在尿管ステント定期交換を行っている．

長期尿管ステント留置により生じた右外腸骨動脈尿管瘻の 1例 :橋

本 士，豊田信吾，齋藤允孝，清水信貴，山本 豊，南 高文，林

泰司，� 秀憲，野沢昌弘，吉村一宏，石井徳味，植村天受（近畿

大） 75歳，女性．2002年10月，子宮体癌に対して広範子宮全摘術，

両側付属器切除術を施行．2007年10月，MRI で右外腸骨リンパ節に

再発転移を認め，全骨盤内照射 (66.4 Gy/36回）施行．2010年 9月，

造影 CT で右水腎症を認め，D-J ステントを挿入し，以降定期交換．

2012年10月初旬に急性腎盂腎炎にて近医で入院加療中に右側腹部痛，

右水腎の増悪を認め，当科紹介，右腎瘻造設を施行し不要となった

D-J ステント抜去の際外尿道口より鮮血の流出を認めた．造影 CT に

て仮性動脈瘤とその位置に右外腸骨動脈尿管瘻を疑う所見を認めた．

血管造影にて明らかな瘻孔を認めないが，仮性動脈瘤の位置にステン

トグラフトを挿入すると血尿消失．

BCG 膀胱内注入療法に伴う合併症の 2例 : 川村正隆，中澤成晃，

上田倫中，平井利明，岸川英史，西村憲二（県立西宮） 1例目は65

歳，男性．表在性膀胱癌に対する再発予防目的で BCG 膀胱内注入療

法を施行． 1年 8カ月後血清 PSA 値18.757と上昇認め，精査の骨盤

部 MRI にて前立腺に膿瘍形成を疑われ入院．経尿道的前立腺開窓術

を施行．膿培養にて抗酸菌 PCR 陽性であり，抗酸菌培養から結核菌

群が検出され結核性前立腺膿瘍と診断．抗結核薬として INH，RFP

6カ月投与継続中． 2例目は66歳，男性．表在性膀胱癌に対する再発

予防にて BCG 膀胱内注入療法を施行． 2週間後発熱，眼球結膜の充

血，多発関節痛認め入院．抗生剤加療を行うも発熱持続．造影 CT 検

査施行したところ，前立腺に低吸収域あり．エコーガイド下に穿刺す

るも液体成分の吸引はなし．整形外科に紹介したところ，反応性関節

炎が疑われ，結膜炎症状とあわせ Reiter 症候群と診断．NSAID 内服

投与にて解熱し，関節痛も改善認めた．

膀胱癌硬膜転移の 1例 :桃園宏之，横山直己，寺川智章，田中浩

之，井上隆朗（兵庫県立がんセ） 72歳，女性．家族歴，既往歴は特

記事項なし．現病歴は2012年 8月に近医で TUR-BT 施行 (UC，high

grade，≧pT2) 2012年 9月に当科で膀胱癌 (cT3bN0M0) に対し GC

3コース後，2013年 1月に膀胱子宮全摘，尿道抜去，尿管皮膚ろう

（広川法）pT0N0 で経過観察となっていた． 4月に頭痛を自覚し近医

受診も異常なし．症状改善せず精査加療目的で当科に入院．入院後の

MRI で硬膜転移を認め脳外科で生検施行したところ病理結果は膀胱

癌の硬膜転移であった．全脳照射も検討したが全身状態の急激な悪化

で BSC の方針となり，入院から14日後に癌死された．

膀胱神経内分泌癌の 1例 :清末晶子，三浦徹也，酒井伊織，結縁敬

治，山下真寿男（神鋼） 66歳，女性．2011年 6月血尿を主訴に前医

受診し TURBT 施行された．病理結果は UC，pT1，G2 であった．

BCG 膀胱内注入施行した直後に再発を認め2012年 2 月 TURBT 施

行．病理結果は UC，pT1 以上，G3 であり手術加療目的に当科紹介

受診．2012年 3 月 TURBT 施行．病理結果は neuroendocrine carci-

noma pT2 以上であった．TURBT 術後 1カ月，腫瘍は急速に増大，

子宮浸潤を疑う所見であった． 4月12日膀胱子宮尿道全摘除術を施

行，病理結果は neuroendocrine carcinoma，INFβ，pT4a，pN1，ly1，

v1，pRM1，u-rt0，u-lt0，ur0 であった．術後補助化学療法として

CDDP＋VP-16 を 2 コース施行し，術後14カ月再発なく経過してい

る．

膀胱 Plasmacytoid urothelial carcinoma の 1例 :大橋宗洋，加藤峰

之，林 一誠，鈴木 啓，宮下浩明（近江八幡市総合医療セ） 80
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歳，男性．2012年11月近医より肉眼的血尿精査目的に紹介．精査の結

果，膀胱癌 (cT3bN0M0) の診断．TUR-Bt 施行し，膀胱 plasmacytoid

UC の診断．膀胱全摘＋両側尿管皮膚瘻造設術を施行し，pT3b，

RM0，pN0 であった．HE 染色でびまん性に好酸性細胞質を有する

核偏位異型細胞を認め形質細胞様であったが，CK (AE1/AE3) 陽性，

CD38 陰性であり plasmacytoid UCと診断．術後ドレーン排液より細

胞診 class V を検出．術後化学療法としてGC 療法を 2コース施行し，

2013年 9月現在画像上再発所見を認めていない．文献報告では化学療

法が著効した報告もあり積極的に化学療法を導入する意義があると思

われる．

治療に難渋した膀胱外傷の 1例 :若宮崇人，楠本浩貴，井口孝司，

小池宏幸，山下真平，西澤 哲，射場昭典，吉川和朗，児玉芳季，松

村永秀，柑本康夫，原 勲（和歌山医大) 72歳，女性．交通外傷に

よる骨盤骨折で救急搬送となった．肉眼的血尿の精査で腹膜外膀胱損

傷の診断となったが，後に敗血症性ショックとなり直腸損傷の合併が

判明したため緊急人工肛門造設術施行．膀胱損傷に対しては保存的加

療を行っていたが改善なく，その後膀胱修復術施行するも縫合不全と

なり，最終的に右尿管皮膚瘻，左尿管結紮による尿路変向を施行せざ

るを得なかった．今回は直腸損傷の診断が遅れたことで全身状態の悪

化，膀胱縫合不全を起こした．自験例のように直腸損傷合併例では保

存的治癒は難しく，腹膜外膀胱損傷でも修復術が適応となる場合は，

できるだけ早期の手術が望ましいと考えられる．

副腎腫瘍と鑑別が困難であった後腹膜奇形腫の 1例 :前之園良一，

齋藤賢吉，反田直希，内本泰三，高井朋聡，南 幸一郎，光野絢子，

小村和正，上原博史，高原 健，平野 一，稲元輝生，能見勇人，木

山 賢，東 治人（大阪医大） 後腹膜腫瘍の発症率は0.2∼0.8％と

稀な疾患であり，その中でも奇形腫の占める頻度は 6∼18％程度，成

人例はきわめて稀とされている．今回成人女性の後腹膜に発生した成

熟型奇形腫を経験したので報告する．43歳，女性．2012年10月頃背部

痛を認め近医受診．左腎上部に 10 cm 大の嚢腫を指摘され，精査加

療目的にて当科紹介．CT では脂肪織濃度を含む嚢胞と石灰化を認

め，T1WI・T2WI にて高信号を呈し脂肪抑制された．術前検査で副

腎の同定は出来ず副腎奇形腫として切除，hair ball・粥状成分で満た

されていた．病理検査では重層扁平上皮や角化成分・軟骨・気管支上

皮を認めたが副腎との連続性なく，後腹膜由来の成熟型奇形腫と診断

された．

診断に苦慮した左副腎部腫瘤の 1例 :鈴木光太郎，今井聡士，奥野

優人，田口 功，岡本雅之，川端 岳（関西労災） 32歳，男性．

2011年11月に前医で腹部腫瘤を指摘されていたが，単純性嚢胞の診断

で経過観察となっていた．2013年 1月に施行した CT において，腫瘤

径の増大を認めたため当院外科に紹介となったが，後腹膜臓器由来と

診断され，当科紹介となった．左副腎部に 11 cm 大の嚢胞性病変を

認め，副腎嚢胞の診断であったが，当科における造影 CT の再検によ

り，胃との連続性が疑われ，外科にて腫瘤摘除術が施行された．診断

は重複胃症であり，正常胃との交通はなかった．また重複胃には早期

胃癌の合併を認めた．重複胃症は消化管重複症の一種であり，胃癌の

合併は比較的稀である．後腹膜の嚢胞性病変の鑑別に本疾患を挙げる

必要があると考えられた．

腹腔鏡下摘除術で妊娠継続が可能であった右副腎褐色細胞腫の 1

例 : 平山和秀，灰谷崇夫，増井仁彦，七里泰正（大津市民），久保卓

郎（同産婦人科）， 石井通予（同内科），佐野剛視（京都大），瀧本啓

太（滋賀医大） 32歳，女性．主訴は動悸，全身倦怠感．妊娠初期よ

り高血圧，頻脈があり妊娠14週 1日に主訴にて当院受診．血中尿中カ

テコールアミン，メタネフリン，ノルメタネフリンの上昇を認め腹部

超音波にて右副腎に径 7 cm の境界明瞭，内部不均一の腫瘍を認め

た．腫瘍は MRI にて T1 強調像で低信号，T2 強調像で高信号を示し

嚢胞変性と拡張した栄養血管を認めた．妊娠合併右副腎褐色細胞腫の

診断にて待機的に妊娠16週 5日で腹腔鏡下右副腎摘除術を施行，妊娠

継続が可能であった．摘出標本は黄褐色調割面で一部出血を伴い組織

学的に zellballen 構造を認めクロモグラニンA染色陽性であり右副腎

褐色細胞腫と診断した．

褐色細胞腫を疑った特発性副腎出血の 1例 :岡田紘一，冨山栄輔，

木内利郎，向井雅俊，中山治郎，今津哲央，三宅 修，清原久和（市

立豊中） 症例は50歳，男性．既往歴に尿管結石，増悪する高血圧，

頭痛．左腰背部痛にて救急搬送中に血圧低下と一時的な意識消失を来

たした．CT で左後腹膜腔の血腫と副腎腫瘍を疑われた．輸液にて血

圧は回復，安定し α，β blocker を投与されたが，高血圧は持続した．

酸性蓄尿検査で異常高値を認めたが，再検査では低下傾向を示した．

各種画像検査では，副腎腫瘍を認めるが典型的な褐色細胞腫の所見を

得られず．副腎腫瘍が疑われ，血圧低下から回復後は高血圧が持続し

たことから，褐色細胞腫成分の残存を否定できず左副腎摘除術を施行

した．術中に急激な血圧変化は認めず，後腹膜腔は癒着を認め，副腎

と腎を一塊にして摘出した．病理組織所見では副腎皮質の内側に繊維

組織に被包された血腫を認め，副腎髄質組織，褐色細胞腫の成分はと

もに認めず，特発性副腎出血と診断した．特発性副腎出血は成人例と

して検索しえた中で本邦22例目であり，稀な疾患であると考えられ

る．

腹腔鏡下で摘除可能であった右副腎に隣接する巨大傍神経節腫の 1

例 : 遠藤貴人，重村克巳，日向信之，村蒔基次，石村武志，三宅秀

明，田中一志，藤澤正人（神戸大），森永友紀子（同病理） 66歳，

女性．無症候性の腹部腫瘤を指摘され当科受診．CT で右副腎に位置

し，肝，下大静脈を圧排する 6 cm 大の腫瘤を認めた．内分泌学的検

査で血中，尿中カテコラミンの上昇，MIBG シンチで腫瘤に位置する

集積を認めたため，褐色細胞腫または傍神経節腫と診断．明らかな周

囲組織の浸潤，転移所見を認めず，腹腔鏡下副腎摘除術にて腫瘤摘出

とした．腫瘤は下大静脈を背側から圧排し，左側にまで及んでいた．

慎重な剥離操作を要したが，肝，大血管への浸潤はなく，鏡視下で摘

除可能であった．腫瘤径は 6.0×5.5×4.3 cm，免疫染色では chromo-

granin A 陽性であった．正常副腎との間に線維性組織を認め，病理診

断は傍神経節腫であった．

腹腔鏡手術で摘出した後腹膜 Ganglioneuroma の 1例 :田口 真，

吉田 崇，林 知行，井上貴昭，西田晃久，川喜多繁誠，大口尚基，

六車光英，室田卓之（関西医大滝井） 32歳，女性．28歳時に高血圧

を指摘され，近医にて降圧薬を内服開始．2013年 1月に動悸を認め，

不整脈精査時の造影 CTで，左副腎に 63×39 mm の腫瘍を認めた．

褐色細胞腫疑いで当科紹介受診．血圧高値以外身体所見，血液・生化

学検査，内分泌検査は異常なし．腹部エコーで 63×39 mm 大の内部

均一な低エコーで境界明瞭な腫瘍を認めた．造影 CT では内部均一な

低吸収で一部点状の石灰化があり，造影効果のない腫瘍を認めた．

PET-CT，MIBG シンチは陰性であった．以上よりホルモン非活性型

副腎腫瘍と診断した．治療は腹腔鏡腫瘍摘出術を行った．臨病理診断

は神経節細胞腫であった．

尿膜管癌との鑑別が困難であった虫垂癌の 1例 :西本光寿，橋本

潔，加藤良成，井口正典（市立貝塚），山崎 大（同病理） 54歳，

男性．主訴は排尿痛，粘液の排出．膀胱鏡で頂部に非乳頭状腫瘍，

CT で膀胱頭側に多房性嚢胞性腫瘍を認めた．膀胱生検で mucinous

adenocarcinoma の診断．膀胱・尿膜管・腸管・虫垂のいずれの原発

でも矛盾しない病理所見であった．大腸内視鏡では回盲部末端まで観

察可能であったが明らかな病変見られず，虫垂部細胞診も陰性であっ

た．原発巣の診断が不明のまま，腫瘍切除・膀胱全摘・回腸導管造設

術を施行した．病理診断は mucinous cystadenocarcinoma of appendix で

あった．補助化学療法を行い，術後11カ月，術前高値を示した CEA

を含め寛解状態を維持している．原発性虫垂癌・膀胱浸潤の報告は検

索しうる限り本邦34症例目であった．本症例は術前診断に苦慮したが

診断・治療に関して文献考察を加えて報告する．

血管塞栓術を施行した巨大腎動静脈瘻の 1例 : 後藤大輔，三宅牧

人，溝渕真一郎，鳥本一匡，穴井 智，辰巳佳弘，大塚憲司，武長真

保，藤本清秀（奈良医大），西尾福英之，田中利洋，穴井 洋，吉川

公彦（同放射線） 74歳，男性．高血圧の既往歴あり．1992年蛋白

尿，腎機能障害を認めたため腎生検を施行し良性腎硬化症の診断で

あった．その後2011年 2月腰痛のため他院で施行した CT で右腎動静

脈瘻と診断され，その後画像検査で動静脈瘻の増大を認めたため，

2012年12月に当科受診となった．MRI で T2 強調画像で主に low

intensity である右腎門部に拡張蛇行した管状構造を認め，腹部エコー

ではモザイク血流を認めた．血管造影検査で aneurysmal type の腎動

静脈瘻と診断し，放射線科とも相談の上，血管塞栓術を施行した．術

中，腎動静脈瘻破裂による出血性ショックを認め，一時的に人工呼吸
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器管理も行ったが，保存的治療により治療を完遂出来た．

腎移植後に腸骨動脈瘤をきたし移植腎血管再建となった 1例 :大草

卓也，今村亮一，谷口 歩，岩西利親，松崎恭介，中川勝弘，蔦原宏

一，谷川 剛，山口誓司（大阪急性期医療セ），金 啓和，山内 孝，

高野弘志（同心臓血管外科） 69歳，女性．46歳時に右腸骨窩に生体

腎移植術施行．右総腸骨動脈瘤，右内腸骨動脈瘤，左総腸骨動脈瘤を

認め，増大傾向を呈したため人工血管置換術，移植腎血管再建術を施

行した．術中冷却したリンゲル液を移植腎動脈に潅流行い腎保護とし

た．術後一時的に腎機能悪化を認めるも軽快し，退院後も腎機能低下

は認めなかった．腹部大動脈瘤に対する手術方法には開腹による血管

置換術，血管内治療が報告されており，開腹術時の阻血による腎機能

障害を予防するためシャント・バイパス術，ならびに冷却潅流による

腎保護が行われることが多い．本症例においても冷却したリンゲル液

を用いることで腎機能低下は認めなかった．

LOH 症候群を契機に発見された前立腺癌の 1例 : 中野剛佑，木内

寛，宮川 康，高尾徹也，�村 晃，野々村祝夫（大阪大） 53歳，

男性．2007年 3月に倦怠感と食思不振を主訴に来院．遊離テストステ

ロン低値 (6.5 pg/ml）， AMS score 53点と重度の LOH 症候群であり，

アンドロゲン補充療法 (ART) が必要と考えられた．同時に測定した

PSA は 8.7 ng/ml と高値を示し，MRI で左葉辺縁域に低信号を認め

た．前立腺生検で 1/10本から Gleason score 3＋3 の前立腺癌を認め

た．以上より LOH 症候群と前立腺癌 (cT2aN0M0) の合併と診断．

男性更年期症状に対する ART を考慮し，根治的前立腺全摘除術を施

行した．病理組織診断は pT2aN0．PSA 再発がないことを確認して，

術後 3 年目より ART を開始し，男性更年期症状は改善している．

ART 開始後 3年が経過する現在も PSA の上昇は認めていない．

前立腺 Stromal tumors of uncertain malignant potential (STUMP)

の 1 例 : 稲垣裕介，福田聡子，花房隆範，井上 均，西村健作，原

恒男（市立池田），大橋寛嗣（同病理診断） 77歳，男性．2010年 5

月，頻尿を主訴に受診．前立腺背側に腫瘤を認め，経直腸的腫瘍生検

にて悪性所見を認めず．2012年 5月，尿勢低下あり．MRI で前立腺

正中背側に多房性嚢胞性腫瘤を認めた．2010年に 25 mm であった腫

瘍径は 70 mm に増大していた．PSA は 1.5 ng/ml であった．前立腺

および腫瘍の再生検で前立腺肉腫が疑われた．充実性の部位に FDG-

PET で集積像を認めたため手術を施行，腫瘍を前立腺と一塊に摘出．

病理組織診断は前立腺 STUMP であった．本邦では自験例を含め19

例の報告があり， 3例で悪性への転化を認めている．術後11カ月を経

過した現在，再発転移を認めない．

術後 6 年目に巨大腫瘍として再発した前立腺孤立性線維性腫瘍

(Solitary fibrous tumor) の 1 例 : 森澤洋介，吉川元清，谷 満，吉

田宏二郎，仲川嘉紀（大和高田市立） 72歳，男性．前立腺腫瘍に対

して2006年 7月に前立腺全摘除術を施行した．病理診断結果は孤立性

線維性腫瘍 (solitary fibrous tumor ;以下 SFT) で悪性の成分を含んで

いた．術後定期的に CT にてフォローアップしていたが，術後 5年後

の CT で骨盤内に 1.5 cm 大の小結節を認めた．しかし再発の確定診

断には至らず，半年後のフォローアップを予定した．半年後の CT で

骨盤内に 10 cm 大の腫瘍を認め，再発と診断した．手術を試みたが，

癒着のため摘出困難であり，化学療法を施行も再発後 1年で死亡し

た．SFT は胸膜に好発する線維性間葉系腫瘍であるが，胸膜以外に

も発生し，前立腺原発の報告も複数ある．多くは良性腫瘍だが，悪性

の場合もあり，手術後長期間経過していても再発する可能性があるた

め慎重なフォローアップが必要である．

直腸癌からの転移性尿道腫瘍の 1例 :清水保臣，壁井和也，仁田有

次郎，山崎健史，田中智章，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市大） 67

歳，女性．63歳時に直腸癌に対して直腸切断術施行．不正性器出血を

主訴に近医受診し，尿道腫瘍疑われ当科受診．外尿道口から膣前壁ま

で連続する易出血性腫瘤を認めた．造影 CT で尿道周囲に造影効果う

ける軟部影を認め，両側鼠径リンパ節の腫大あり，MRI でも同部位

に T2WI 高信号，ADC 信号低下を呈する腫瘤を認めた．尿道癌

cT4N2M0 の診断にて 尿道摘除術，膣合併切除術を施行．病理診断は

tubular adenocarcinoma で，著明なリンパ管浸潤認めた．直腸癌から

の転移疑い，前医の病理標本と比較したところ組織形態が一致したた

め，直腸癌からの転移性尿道腫瘍との診断に至った．直腸癌からの転

移性尿道腫瘍は非常に稀で，本邦では自験例も含めてこれまで 5例報

告されている．若干の文献的考察を加えて報告した．

統合失調症患者に発生した巨大精巣腫瘍の 1例 :城 沙也佳，関井

洋輔，野々村大地，山本致之，米田 傑，野村広徳，高田晋吾，松宮

清美（大阪警察） 57歳，男性．統合失調症にて他院精神科通院中．

2012年 5月に右陰嚢腫大と腹部膨満を主訴に当科受診．血液検査では

ALP・LDH・HCG が高値で AFP は正常値であった．全身検索の結

果，右精巣腫瘍・多発リンパ節転移の診断となり，右高位精巣摘除術

を行った．病理結果はセミノーマであった．BEP 4コース施行し，

リンパ節転移は縮小，マーカーも正常化した．RPLND を勧めたが本

人が拒否したため PET-CT を施行し，明らかな集積を認めず，厳重

経過観察の方針とした．その後，統合失調症の増悪あり措置入院とな

り，肝転移の出現とリンパ節転移の再増大を認めたが，本人同意をえ

ることが困難なため無治療経過観察とした．

精巣に発症した卵巣上皮型腫瘍の 1例 :船田 哲，伊藤将彰，吉田

徹，清川岳彦（京都市立） 60歳，男性． 5年半前からゆっくり増大

した，小児頭大の右陰嚢腫瘤を主訴に受診した．CT で右陰嚢内に長

径 15 cm，隔壁に一部石灰化を伴う嚢胞性腫瘤を認めた．LDH，

hCG，AFP は正常値だが，CEA は 12 ng/ml であった．右高位精巣摘

除術を施行した．摘出標本は 14.5×5.0×12.0 cm，重量 1,253 g で

あった．肉眼的には単房性嚢胞で内部に粘液と黄白色の粥状物質を認

めた．病理診断は tumor of ovarian epihtelial types，mucinous borderline

tumor であった．術後追加治療は行わず，CEA は陰性化し再発なく

4年間経過している．

精巣腫瘍に対する化学療法後に二次性白血病を発症した 1例 :奥村

悦久，大饗政嗣，白石裕介，宗田 武，金丸洋史（北野），有馬靖佳

（同血液内科） 初診時27歳，男性．家族歴，既往歴に特記事項なし．

左陰嚢無痛性硬結を主訴に1999年 9月当科初診．左精巣腫瘍，腎門部

リンパ節転移 (5 cm) stage IIB の診断にて左高位精巣摘除術を施行．

病理結果はセミノーマ＋奇形腫であった．術後化学療法として

COMPE (CDDP，VCR，MTX，PEP，VP-16) 4 コース施行．後腹

膜リンパ節郭清を追加し，病理結果は成熟奇形種のみであった． 2年

7カ月後，血液検査で末梢血中に芽球を認めたため，骨髄穿刺を施

行．急性骨髄性白血病 (M2) の診断となり，血液内科にて導入化学

療法および地固め療法を計 4コース施行し，その後11年間精巣腫瘍，

白血病共に寛解を維持している．本症例の白血病発症にはトポイソメ

ラーゼⅡ阻害剤である VP-16 が関与していると考えられた．

脳原発悪性リンパ腫からの両側性精巣転移の 1例 :平山幸良，羽阪

友宏，北本興市郎，牧野哲也，浅井利大，石井啓一，上川禎則，金

卓，坂本 亘，杉本俊門（大阪市立総合医療セ） 52歳，男性．2013

年 4月に右陰嚢腫脹で当科受診された．2012年 8月より脳原発悪性リ

ンパ腫 (DLBCL) の診断で化学療法 (HD-MTX/AraC) 施行，2013年

3月 CR 確認された後，外来で経過観察中であった．触診で右精巣

から精巣上体に母指頭大の硬結，左精巣表面に複数の結節を認めた．

MRI 検査で両側精巣に T2 低信号の腫瘍性病変認め，PETCT 検査で

同部位に集積亢進を認めた．腫瘍マーカー (HCG，AFP，sIL2) の上

昇は認めず．両側高位精巣摘除術施行し，病理診断は悪性リンパ腫

(DLBCL) であった．脳原発悪性リンパ腫の同時性両側精巣転移と診

断．現在救済化学療法 (R-DeVIC) 施行中である．

Choriocarcinoma syndrome を来たした性腺外胚細胞腫瘍に対して

減量レジメンによる導入化学療法が奏効した 1例 :大島純平，植村元

秀，加藤大悟，永原 啓，木内 寛，�村 晃，野々村祝夫（大阪

大） 46歳，男性．主訴は血痰・呼吸苦．血清 hCG 324,100 mIU/

ml，精巣に異常所見を認めず，胸部レントゲンで多発肺腫瘍，腹部

CT で傍大動脈リンパ節腫大を認め多発肺転移を伴う性腺外原発の胚

細胞腫瘍と診断された．導入化学療法として VIP 療法を開始したが

2 日目に呼吸困難増悪．両肺に浸潤影を認め choriocarcinoma syn-

drome による ARDS と診断．支持療法を行い全身状態を改善させた．

BEP 療法の減量レジメンにて導入化学療法を再開．救済化学療法を

追加し腫瘍マーカーの陰性化を確認．後腹膜リンパ節郭清，左肺楔状

切除を行い完全寛解を得た．治療17カ月目の現在，明らかな再発も兆

候なく経過している．
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