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学 会 抄 録

第226回日本泌尿器科学会関西地方会

(2015年 5月24日（土），於 大阪医科大学医学部)

BEP 療法中に大量の喀血を認め Chorio carcinoma syndrome と考

えられた 1例 :山口泰広，吉井貴彦，山中邦人（明石市民） 症例は

39歳，男性．腰痛を主訴に受診され，胸腹部 CT および陰嚢超音波検

査より左精巣腫瘍，後腹膜リンパ節転移，多発肺転移と診断した．高

位精巣摘除術を施行，BEP 療法開始 4日目に大量の喀血を認めた．

原発巣はセミノーマ成分のみであったが，合胞性栄養膜細胞は認めず

HCG 異常高値であり，本症例は chorio carcinoma syndrome と考えら

れた．原発巣に絨毛癌成分を認めない場合もあり HCG 異常高値の場

合は chorio carcinoma syndrome に注意する必要があると考えられた．

腎細胞癌術後，下垂体転移，膀胱転移を認めた 1例 :豊田信吾，沖

貴士，辻 秀憲，江左篤宣（NTT 大阪），安富正悟（近畿大） 75

歳，男性．主訴は無症候性肉眼的血尿．2006年左腎細胞癌に対して腹

腔鏡下左腎摘除術施行（clear cell carcinoma，G2，pT1bN0M0）．2010

年転移性下垂体腫瘍に対して Hardy 手術施行． 2012年 8月縦隔リン

パ節腫大を認め INF 療法を開始するも著明な副作用により中止．

2013年 9月無症候性肉眼的血尿を認め当科受診．膀胱鏡にて腫瘍径が

約 10 mm，膀胱頸部，後壁，右側壁，左側壁に有茎性非乳頭型腫瘍

を認め TUR-BT 施行した．病理診断は clear cell carcinoma であり腎細

胞癌術後 6年10カ月での膀胱転移と診断．2013年12月 CT にて右腎腫

瘤出現，縦隔リンパ節増大を認めアキシチニブ投与開始．現在下垂体

および膀胱内再発認めず．

対側腎再発に対して体外腎部分切除および自家腎移植を施行した腎

癌の 1例 :尾張拓也，米田龍生，岩本崇史，三宅牧人，井上剛志，鳥

本一匡，青木勝也，田中宣道，吉田克法，藤本清秀 (奈良医大），原

本順規，近藤秀明（高井） 68歳，男性．2001年に右腎癌（cT1aN0M0）

に対して右腎摘除術を施行．2013年に右肺下葉（径 1 cm）および対

側腎（径 4 cm）に再発．腎腫瘍の静脈内浸潤が疑われ体内での腎部

分切除術は困難と判断し，体外腎部分切除術および自家腎移植術を施

行．術後計 5回の血液透析を行い，10日目に離脱．腎機能の推移は，

術前 eGFR 49.1 ml/min/1.73 m2，術後 3カ月において 40.6 ml/min/

1.73 m2．単腎患者において，体内での部分切除が困難な腎細胞癌に

対して腎摘出後の体外部分切除術および自家腎移植術は安全な腫瘍切

除および腎機能温存が期待される方法と考えられる．

完全内臓逆位を伴った左腎盂癌・肝細胞癌に対して腹腔鏡下手術を

施行した 1 例 : 任 起弘，岡村太裕，清水保臣，行松 直，壁井和

也，町田裕一，山崎健史，桑原伸介，内田潤次，仲谷達也（大阪市

大） 78歳，男性．無症候性肉眼的血尿を主訴に近医受診．腹部エ

コー検査にて左腎の形態異常を指摘されたため，当科紹介受診．造影

CT 検査で完全内臓逆位，左腎盂癌，肝腫瘍と診断．血管奇形や走行

異常はなかった．肝腫瘍は生検し，病理結果は肝細胞癌であった．完

全内臓逆位例における重複癌に対して，一期的に腹腔鏡下手術を行っ

た．病理結果は invasive urothelial carcinoma，high grade，INFa，pT3，

ly1，v0 であった．内臓逆位の症例では心血管や消化器の奇形を伴う

ことがあるが，術前の合併奇形の評価，解剖の鏡面構造をイメージす

ることで安全に腹腔鏡下手術を施行できると考えられた．

腎周囲に発生した炎症型脂肪肉腫の 1例 :谷口 歩，谷川 剛，大

草卓也，岩西利親，松崎恭介，中川勝弘，蔦原宏一，今村亮一，山口

誓司（大阪急性期医療セ），島津宏樹，伏見博彰（同病理） 65歳，

男性．2013年 7月に CT で長径 75 mm の左腎腫瘤を指摘され当科紹

介．術前の MRI では明らかな脂肪成分を認めず，後腹膜悪性腫瘍の

診断であった．同年10月，経腹的腫瘍摘除術および左腎合併摘除を施

行．組織型は炎症型脂肪肉腫であった．追加治療を施行せず 7カ月経

過しているが，再発の兆候を認めていない．本症例は高分化型脂肪肉

腫の一亜型であるにもかかわらず，画像診断困難であったため，

MRI所見の記載がある炎症型脂肪肉腫の報告 7 例について検討を

行った．脂肪性腫瘤内の非脂肪成分という共通した所見を示す症例を

3例認めたが，自験例を含む 2例ではこれに合致せず，特異的所見を

明らかにすることはできなかった．

心房内腫瘍塞栓子を認めた右腎癌の 1例 :大島純平，藤田和利，角

田洋一，永原 啓，木内 寛，植村元秀，奥見雅由，中井康友，高尾

徹也，宮川 康，辻村 晃（大阪大），西 宏之，甲斐沼盂（同心臓

血管外科），野々村祝夫（大阪大） 64歳，男性．主訴は肉眼的血尿．

造影 CT で右腎細胞癌，下大静脈腫瘍塞栓を認め，cT3bN0M0 の診

断にて，根治的腎摘除術を予定した．手術予定 2日前に施行した心エ

コー，造影 CT で心房内腫瘤を偶然認め，緊急で心房内腫瘤摘除術を

行った． 3週間後，根治的腎摘除術および下大静脈腫瘍塞栓摘除術を

行った．病理組織はいずれも clear cell renal cell carcinoma で，下大静

脈腫瘍塞栓の先端が遊離し，心房内へ流入したものと考えられた．術

後 6カ月の現在，明らかな再発を認めず経過している．

腎癌との鑑別が困難であった後腹膜脂肪肉腫の 1例 :井上裕太，齋

藤友充子，福井彩子，竹内一郎，平山きふ，稲垣哲典，中ノ内恒如，

三神一哉（京都第一日赤） 68歳，女性．下腹部腫瘤触知にて当科紹

介．CT にて右骨盤腎下極に腫瘍を認めた．腫瘍は 1 年前には認め

ず，辺縁は強く造影され内部は壊死・出血しており明らかな脂肪成分

を認めなかった．悪性度の高い腎癌と診断し開腹右腎摘除術を施行，

病理診断は脱分化型脂肪肉腫であった．腎実質との境界は不明瞭で

あったが腎周囲脂肪織由来と考えられた．Gerota 筋膜含め十分切除

したが，顕微鏡的に高分化型脂肪肉腫が一部残存した．術後 6カ月経

過し明かな再発は認めていない．後腹膜脂肪肉腫の約35％は腎周囲に

発生するが，腎実質への浸潤は6.7％と稀である．本症例では内部に

脂肪成分を含まず腎実質に浸潤しており，腎癌との鑑別はきわめて困

難であった．

後腎性腺腫の 1例 :長富俊孝，古川順也，石村武志，村蒔基次，三

宅秀明，田中一志，藤澤正人（神戸大），友野絢子（同病理） 41歳，

女性．婦人科疾患に対しての CT にて漸増性にわずかに造影される

36 mm 大の左腎腫瘍を偶然指摘され当科紹介．精査にて乳頭状腎細

胞癌を疑い，開腹左腎部分切除術を施行した．摘出標本は周囲との境

界明瞭な黄白色充実性腫瘍であり，HE 染色では好塩基性の小型腫瘍

細胞の乳頭状―腺房状増殖を認め，核異型は伴わず，悪性所見は認め

なかった．免疫染色にて WT1 陽性，および CD57 陽性であり，後腎

性腺腫と診断した．後腎性腺腫は胎児期の尿細管に類似する稀な腎良

性腫瘍であり，術前に腎細胞癌との鑑別は困難である．また，病理学

的には乳頭状腎細胞癌や腎芽腫との鑑別が問題となる．術前に典型的

な悪性所見を欠く場合は，本疾患の可能性を考える必要があると思わ

れた．

集学的治療により長期生存中の若年性転移性腎細胞癌の 1例 :高村

俊哉，大石正勝，中村晃和，山田恭弘，上田 崇，中西弘之，納谷佳

男，本郷文弥，沖原宏治，三木恒治（京都府立医大） 24歳，女性．

9 歳時に他院で左腎摘除術施行．病理は renal cell carcinoma，clear

cell，G2，pT2bN0M0 であった．17歳時に多発肺転移出現し，鏡視下

肺部分切除術施行．その後も肺転移巣に対しサイトカイン療法および

可能な限り外科的切除繰り返し，RFA も行った．21歳時に分子標的

薬導入．23歳時には右卵巣転移出現．肺門部リンパ節，骨転移出現し

ているが，現在分子標的薬にて病勢はコントロールできている．転移

性症例については分子標的療法や転移巣切除など組み合わせた集学的

治療が重要である．また，今回稀な腎細胞癌の卵巣転移を経験した．

若年女性発症の腎細胞癌では卵巣転移出現の可能性も考慮し厳重な経

過観察が必要である．

腎癌術後肺転移に対して Sunitinib を投与し完全奏功，内服中止後

1年間維持している 1例 :横山直己，原田健一，村蒔基次，石村武

志，田中一志，三宅秀明，藤澤正人（神戸大） 症例 : 42歳，女性．
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CT で右腎に腫瘍指摘され当院紹介受診．腎癌（cT2bN0M0）の診断

で右腎摘除術を施行．病理は clear cell carcinoma，pT4 の診断．術後

2カ月で肺転移が出現，スニチニブ開始． 3コース終了時に CR．そ

の後14コース施行後，有害事象のため内服中止となったが， 1年間完

全奏功を維持している．Albiges らの報告によると転移性腎癌の約 2

％が TKI で CR に至るとされ，組織型は clear cell type，使用薬剤は

スニチニブがほとんどであった．分子標的薬治療で CR を得た場合，

治療を継続するかどうかで一定の見解はないが，腫瘍抑制効果や副作

用，経済的負担など勘案しながら方針を決定する必要がある．

膀胱右側嚢胞性病変を合併したHerly-Werner-Wunderlich 症候群の

1例 :反田直希，内本泰三，齋藤賢吉，高井朋聡，光野絢子，南 幸

一郎，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） 43歳，女性．主訴，既往歴に

特記事項なし．身体所見，血液検査で異常はなし．2013年 7月検診で

右腎欠損を指摘．CT，MRI で膀胱内右側に 25 mm 大の筋層内陥入

する嚢胞性病変を認めた．膀胱鏡にて右尿管口は認めず，三角部右側

に嚢胞様の隆起性病変を認めた．右腎無形成，双角子宮，右側膣閉鎖

があり，Herly Werner Wunderlich 症候群に膀胱内嚢胞性病変を合併し

たと考えられた．2014年 1月 TURBT を施行，三角部右側の隆起性

病変を切除，病理所見は異常を認めなかった．本症例では自覚症状は

なく， 3児の出産歴があるため，無治療での経過観察の方針とした．

VHL 病に合併した両側腎癌に対し分子標的薬治療を行った 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，辻 秀憲，野沢昌弘，吉村一宏，植村天受（近畿大） 58歳，

女性．19歳時に褐色細胞腫，27歳時に小脳血管芽腫，右網膜血管芽腫

に対して手術施行，53歳時に再発した小脳血管芽腫に対してガンマナ

イフを施行されている．10年前より両側腎嚢胞，膵嚢胞を指摘され近

医で経過観察されていた．患者本人の精査希望があり，当院紹介受診

となった．造影 CT で早期相にて濃染される両側腎腫瘍，膵腫瘍を認

めた．右腎門部の腫瘍は摘除困難と考え，左腎摘除術，膵全摘除術を

行った．腎は淡明細胞癌，膵は漿液性嚢胞腺腫と診断された．術後，

右腎門部の腫瘍に対してスニチニブを使用し良好な経過を辿ってい

る．右腎門部の腫瘍縮小後，腎機能温存目的に右腎部分切除術を予定

している．

両側腎腫瘍を契機に診断された BHD 症候群の 1例 :小池宏幸，井

口孝司，若宮崇人，山下真平，射場昭典，吉川和朗，松村永秀，柑本

康夫，原 勲（和歌山県立医大） 68歳，女性．近医で左腎腫瘍を指

摘され当科受診．CT 検査で両側腎腫瘍，肺嚢胞および顔面皮膚小丘

疹を認めたため BHD 症候群が疑われた．遺伝子検査によって BHD

症候群と診断した．二期的に両側腎部分切除術施行．摘除組織は

hybrid oncocytic chromophobe tumor（HOCT）であった．術後 3カ月

の現在，再発なく経過している．両側あるいは多発腎腫瘍の場合に

は，稀な疾患ではあるが BHD 症候群も念頭におき，診療をすすめる

必要があると思われた．

多発リンパ節転移を伴って発見された小径腎腫瘍の 1例 :城 文

泰，瀧本啓太，鄭 裕午，小林憲市，水流輝彦，吉田哲也，影山

進，上仁数義，成田充弘，岡本圭生，河内明宏（滋賀医大） 64歳，

男性．2012年11月，前医で造影 CT にて最大径 40 mm の多発後腹膜

リンパ節腫大を指摘．直径 18 mm の左腎腫瘍も認めたが，造影 CT

で AML が疑われ，PET-CT でもリンパ節には集積を認めたのに対し

て腎腫瘍には集積を認めず原発巣ではないと判断された．腫瘍マー

カーと消化管精査では原発巣不明で，リンパ節生検が施行され転移性

腺癌と診断されたが免疫染色でも原発巣特定できず．この時点で腎

MRI 施行され腎悪性腫瘍を否定できず2013年 1月当院紹介．後腹膜

鏡下腎部分切除術とリンパ節生検を施行．淡明細胞癌の一部に好酸性

腫瘍細胞成分を含み，これがリンパ節と一致したため小径腎癌のリン

パ節転移と確定診断でき，スニチニブを開始した．

前立腺癌放射線治療後に生じた膀胱血管肉腫の 1例 :伊藤克弘，上

戸 賢，砂田拓郎，加藤敬司，植月祐次，川西博晃，奥村和弘（天理

よろづ） 86歳，男性．11年前に前立腺癌に対し IMRT 計 70 Gy の

治療歴がある． 3日前からの肉眼的血尿を主訴に当科を受診．膀胱鏡

にて右側壁に結節性の腫瘍を認め，TURBT を施行した．切除組織は

血管内皮細胞の著明な増殖を認めており，免疫染色にて CD31，34

が陽性であったことから膀胱血管肉腫と診断した．筋層浸潤は認め

ず，断端は陰性であった．術後 1カ月での胸腹部造影 CT，膀胱鏡検

査で再発，転移所見を認めないことから追加治療は行わず，術後10カ

月の現在まで無再発経過観察中である．放射線誘発膀胱血管肉腫は国

内外含め 5例が報告されているにすぎない稀な腫瘍であるが，悪性度

が高く放射線治療の晩期合併症として重要である．

経膀胱的アプローチにより摘除した精嚢 Cystadenoma の 1例 : 高

安健太（済生会野江，関西医大枚方），原田二郎，河 源（済生会野

江），大田秀一 (同消化器外科），桜井孝規（同病理，京都大病理診

断） 精嚢原発の腫瘤性病変はきわめて稀である．その中では精嚢原

発 cystadenoma の報告が最も多く，海外を含めて17例報告されてい

る．われわれは70歳，男性で下腹部痛と頻尿主訴とした精嚢原発

cystadenoma の症例を経験した．直腸診では前立腺右側に硬く突出し

た腫瘤を触れ，また MRI では精嚢右側から連続する 15 cm 大の多房

性嚢胞性腫瘤を認めた．経直腸腫瘤針生検を施行し，良性の結果を得

た．外科的切除の方針となったが，膀胱側面の血管や神経の損傷のリ

スクが少なく，精嚢を直視下に見ることができる，開腹下経膀胱的ア

プローチにて腫瘤切除術を施行した．病理結果は精嚢原発 cystade-

noma であった．精嚢原発 cystadenoma の疫学，診断および治療方針，

手術方法について報告する．

開腹組織生検により診断しえた悪性リンパ腫の 1例 :川村正隆，中

澤成晃，上田倫央，平井利明，岸川英史，西村憲二（兵庫県立西宮）

73歳，男性．2013年 9月右側腹部痛が出現し近医を受診．超音波検査

にて右水腎症を認め，当院紹介受診．来院時の腹部 CT 画像にて右水

腎症，腹部に多発する腫大リンパ節を認めた．入院時には発熱，血小

板の減少，腎機能の悪化を認め，腫大リンパ節は短期間で急速に増大

していた．逆行性尿路造影検査では両側尿管は高度に狭窄していた．

尿管カテーテルを留置したが症状の改善はなく，全身状態はさらに悪

化した．確定診断のため，開腹組織生検を行い，びまん性大細胞型 B

細胞リンパ腫（DLBCL）と診断した．治療としてステロイドの先行

投与を行ったところ，全身状態は改善傾向を認め，その後全身化学療

法として R-COP 療法を開始した． 2コースの化学療法を施行し，退

院後の PET-CT 検査では完全寛解に近い状態が得られている．

精巣腫瘍と前縦隔腫瘍を同時に認め治療方針決定に苦慮した 1例 :

松本敬優，寺田直樹，福井智洋，武田将司，根来宏光，小林 恭，杉

野善雄，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） 48歳，男性．2005年に大腸癌手術の既往あり．2014年

6月左陰嚢腫大を自覚され受診．高位精巣摘除術を施行し，セミノー

マ，pT1 の診断．PET-CT にて前縦隔に有意な取り込みのある 2.5

cm 大の孤発腫瘤を認め，胸腺転移と診断．BEP 4 コースを行い，

1.4 cm に縮小を認めるも 1カ月で再増大を認めたため，追加化学療

法を施行．TIP 2コース終了後，1.5 cm まで縮小を認めたが，縮小

効果が悪いため，残存腫瘍摘除術を施行．病理結果は胸腺癌の診断．

前縦隔に追加放射線照射を行い， 6カ月経過後再発を認めていない．

エストロゲン高値を示した副腎皮質癌の 1例 : 永原 啓，小林泰

之，木内 寛，奥見雅由，辻村 晃，野々村祝夫（大阪大），小幡佳

也，北村哲弘，大月道夫（同内分泌代謝内科） 70歳，女性．主訴は

不正出血．2012年 4月頃から不正出血を認め，2013年11月当院内科紹

介受診．血液検査でテストステロン，DHEA-S，エストラジオール高

値，CT で左副腎腫瘤を認めた．PET-CT では左副腎腫瘤に FDG 高

集積を認め左副腎癌が疑われ，腹腔鏡下左副腎摘除術を施行．病理診

断では Ki-67 陽性細胞を認め，Weiss の基準を 4項目満たし，副腎皮

質癌と診断．術後，エストラジオール，DHEA-S，テストステロンは

低下し，不正出血は消失．術後 3カ月が経過する現在も再発は認めて

いない．腫瘍組織の一部をエストラジオール産生に必要な代謝酵素で

ある 17 βHSD，アロマターゼによる免疫組織染色を行った結果，17

βHSD は陽性，アロマターゼは陰性という結果であった．

縦隔原発胚細胞腫瘍治療後多発肺転移再発に対し，救済化学療法お

よび Desperation surgery を行い長期寛解を得た 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） 25歳，男性．縦隔原発胚細胞腫瘍，多発肺

転移に対し，VIP 療法 4サイクル，TIP 療法 6サイクルを行い，縦隔

腫瘍，肺転移は縮小し，血清 HCG は正常化した．縦隔腫瘍摘除術を
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行い，viable tumor を認めなかった．術後 1カ月で肺に新病変が出現

し，血清 HCG の上昇を認めた．救済化学療法として，GEM・L-

OHP，CPT-11・CDGP，TIP 療法を行ったが，血清 HCG は正常化

しなかった．肺転移は多数残存していたが，治療に反応して腫瘍径が

変化するものは 1 カ所のみであり，同病変に対し，desperation sur-

gery を行った．絨毛癌の残存を認めたが，術後，血清 HCG は正常化

し， 1年 8カ月寛解状態を維持している．

気腫性膀胱炎と急性巣状細菌性腎炎を合併した 1例 :山道 岳，中

川勝弘，大草卓也，谷口 歩，岩西利親，松崎恭介，蔦原宏一，谷川

剛，今村亮一，高尾徹也，山口誓司（大阪急性期医療セ） 96歳，女

性．既往歴は左乳癌と肺癌．2013年12月に下血精査で当院消化器内科

に入院．入院20日目頃から下腹部痛が出現し造影 CT を施行すると，

膀胱壁内に全周性の air を認め気腫性膀胱炎と診断．右腎に多発する

造影不良域と周囲脂肪織濃度の上昇も認め急性巣状細菌性腎炎の合併

と診断し当科に転科．尿道カテーテルを留置後セフトリアキソンで治

療を開始し炎症反応は改善した．血液培養は陰性だが尿培養から

Klebsiella pneumoniae が検出されケフレックスに抗生剤を変更し転科後

21日目に再度 CT を撮影．膀胱気腫像も右腎の造影不良域も改善して

おり尿道カテーテルを抜去し抗生剤を終了とし転院となった．

腹腔鏡手術を行った尿管ポリープを合併した腎盂尿管移行部狭窄症

の 1例 :石田貴樹，岡村泰義，奥野優人，田口 功，岡本雅之，川端

岳（関西労災），下垣博義（しもがき泌尿器科クリニック） 25歳，

女性．2003年から左側腹部痛を主訴に近医を受診され，手術を勧めら

れるも自覚症状乏しく経過観察されていたが，疼痛の増強を認め2011

年 4月に手術目的に当院紹介となる．CT にて左水腎症と尿管内に充

実する腫瘍を認め，RP にて尿管内に陰影欠損と尿管の完全閉塞を認

める．尿細胞診は陰性．腎レノグラムシンチグラフィーでは閉塞パ

ターンを示していた．尿管腫瘍診断目的に尿管鏡検査を施行したとこ

ろ，尿管ポリープと診断され，後腹膜鏡下尿管ポリープ切除術，腎盂

形成術を施行．摘出組織は長さ 6 cm の尿管ポリープで，病理組織学

的に fibroepithelial polyp と診断された．

術後腹壁再発をきたした尿管扁平上皮癌の 1例 :堀田俊介，問山大

輔（京府医大北部医療セ） 症例は78歳，男性．胃癌精査目的の CT

で右尿管腫瘍，右外腸骨リンパ節腫大を指摘され受診．尿管癌

（cT2N1M0）と診断し，gemcitabine＋cisplatin（GC）療法を 2 コース

行い PR となったため，右腎尿管全摘除術および後腹膜リンパ節郭清

術を施行．摘出組織の病理組織診は一部に角化を伴う低分化な扁平上

皮癌が大部分であったが，部分的に低分化な尿路上皮癌を疑う成分も

認め，pT2N0M0 と診断した．術後 4カ月，CT で左腹直筋直下に再

発を認め，再度 GC 療法を 1コース施行するも PD であった．経腹的腫

瘍針生検を施行したところ低分化な扁平上皮癌の組織像を認め，後腹

壁腫瘍切除術を施行．摘出検体の病理組織診は扁平上皮癌で，切除断端

は陰性であった．術後化学療法としてMVAC 療法を 2クール施行後，

UFT の内服を開始．術後 1年現在で明らかな再発なく経過している．

血管ステントグラフト留置にて止血しえた尿管外腸骨動脈瘻の 1

例 : 西岡 遵，角井健太，石田貴樹，楠田雄司，山道 深，中野雄

造，山田裕二（県立尼崎） 78歳，女性．主訴は突然の肉眼的血尿，

右下腹部痛．既往として子宮癌全摘術と放射線照射を約20年前に施行

されている．当院にて尿管ステント半抜去したところ血尿の噴出あ

り．尿管動脈瘻の疑いにて，逆行性腎盂尿管造影，腹部 CT を施行す

るも瘻孔の部位は同定できず．血管造影検査を追加するも新たな情報

は得られなかった．画像所見から尿管―外腸骨動脈瘻を想定し，外腸

骨動脈全長にわたりステントグラフトを留置した．術後尿管ステント

は抜去，右腎機能は廃絶していたため腎瘻は造設せず．現在，術後 4

カ月経過し，血尿再発やグラフト感染の兆候なく経過良好である．尿

管腸骨動脈瘻は比較的稀な疾患であるが，致死的であり，画像上診断

確定が難しいこともある．リスク因子を持つ患者の血尿では本疾患を

念頭に置くべきと思われた．また治療は血管内ステントグラフト留置

が低侵襲かつ有効であり，禁忌患者でなければ第一選択として考慮さ

れる．

左上部尿路上皮内癌に対し BCG 注入後に播種性 BCG 感染および

間質性肺炎を発症した 1例 :平山和秀，灰谷崇夫，増井仁彦，七里泰

正（大津市民），平沼 修（同呼吸器内科） 73歳，男性．主訴は左

上部尿路 BCG 注入療法目的．膀胱 CIS に対し2010年 BCG 膀胱内注

入療法後，再発なく経過観察していた．2012年尿細胞診が再度陽性

化，画像検査陰性，逆行性に採取した左腎盂尿細胞診 class V から左

上部尿路 CIS と診断．左腎盂尿管に留置した SJ カテーテル（7 Fr）

から BCG (日本株) 40 mg/生食 25 ml を 30 cm の高さで自然滴下し

た．約半量注入後に悪寒戦慄が出現，播種性 BCG 感染を考え治療を

開始した．その後経過良好であったが，投与後13日目に SpO2 の低下

を認め，画像所見から BCG による間質性肺炎と診断．ステロイドパ

ルス療法施行で画像所見も改善し経過良好となった．

膀胱全摘術後の新膀胱膣瘻に対し，Martius flap を用いて経膣的修

復術を行った 1例 :賀来泰大，酒井 豊，丸山 聡，田中宏和（加古

川医療セ） 73歳，女性．筋層浸潤性膀胱癌に対し，2013年 8月膀胱

全摘（子宮膣温存)＋回腸利用新膀胱造設術を施行（pT3a，pN1）し

た．術後15日目の膀胱造影で新膀胱から膣への造影剤の漏出を認め

た．多孔式バルンから腎盂バルンに変更し保存的に経過をみていたが

術後22日目膀胱造影でも改善を認めなかった．原因として何らかの手

術中の操作とバルンカテーテル接触による血行障害が考えられた．新

膀胱膣瘻の診断で術後25日目 Martius flap による新膀胱膣瘻閉鎖術を

施行し，膀胱造影で造影剤漏出の消失を認めた．術後補助化学療法

GC 2コース施行し現在再発なく経過し，排尿状態も良好である．

BCG 膀胱内注入療法後に進行性の肉芽腫性膀胱炎を来たした 1

例 : 松崎和炯，滝澤奈恵，池田純一，山本哲平，三島崇生，地崎竜

介，乾 秀和，中川雅之，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大

枚方） 83歳，男性．2007年膀胱腫瘍に対し TUR-BT 施行（病理 :

UC，G2，pTa）．2008年膀胱粘膜発赤，尿細胞診陽性あり膀胱ランダ

ム生検施行（病理 : UC，G2，pTis）．膀胱上皮内癌に対し BCG 膀胱

内注入療法 8回施行．施行後，尿細胞診陰性であったが，膀胱内に壁

不整部位あり TUR 勧めたが拒否され経過見ていたところ，徐々に増

悪する隆起性病変を形成した．造影 MRI で造影効果あり，膀胱腫瘍

再発と診断し，2013年 TUR-BT 施行．病理は肉芽腫性膀胱炎との診

断であった．尿抗酸菌培養陽性，BCG による尿路結核と診断，抗結

核薬による治療を施行．現在，尿培養陰性，病変改善を認めている．

多発リンパ節転移を有する浸潤性膀胱癌に対し拡大郭清＋術後抗が

ん剤治療により CR を得た 1例 :遠藤貴人，三浦徹也，吉行一馬，結

縁敬治，山下真寿男（神鋼），山中 望（山中医院） 77歳，男性．

2007年 6月に肉眼的血尿を主訴に当科受診．膀胱左側壁に乳頭状広基

性腫瘍を認め，画像所見で浸潤癌が疑われた．リンパ節転移，遠隔転

移は認めず cT3N0M0 の診断で TUR-BT を施行．病理診断は

urothelial carcinoma，pT2 以上で，膀胱全摘除術となった．術中リン

パ節転移が疑われ，迅速診断で陽性であったが，術後抗がん剤治療を

前提に拡大郭清術と膀胱全摘除術，小腸利用新膀胱造設術（Studer

変法）を行った．郭清リンパ節33個中13個に転移を認めた．術後抗が

ん化学療法を行い， 6年間再発なく排尿状態も良好に経過している．

多発リンパ節転移を有する症例でも拡大リンパ節郭清と集学的治療に

て膀胱癌をコントロールできる可能性がある．

診断に苦慮した前立腺部再発尿路上皮癌の 1例 : 宮下雅亜，藤原

淳，増田健人 (福知山市民) 79歳，男性．前立腺癌治療中，膀胱癌

術後経過観察中に尿細胞診陽性持続．前立腺部尿道 cold cup biopsy を

含む膀胱ランダム生検，両側分腎尿細胞診，CT，MRI 施行も明らか

な悪性所見認めず．その後も尿細胞診陽性が続いたため再度膀胱鏡施

行したところ振子部尿道に乳頭状腫瘍認めたため TUR 施行．その

際，前立腺内部が空洞化しており，内部には充実性の腫瘍を認めた．

TUR 施行したところ urothelial carcinoma の診断であった．持続する

尿細胞診陽性例で膀胱や上部尿路異常を認めない場合，TUR 生検を

含めた前立腺の精査が重要であると考えられた．

前立腺癌を合併した黄色肉芽腫性前立腺炎の 1例 :山本致之，堀井

沙也佳，関井洋輔，野村大地，米田 傑，野村広徳，高田晋吾，松宮

清美（大阪警察），辻本正彦（同病理） 60歳，男性．主訴は頻尿．

現病歴は 2カ月前から頻尿が出現し当科受診．直腸診で前立腺は著明

腫大，波動状．PSA 2.2 ng/ml．腹部超音波検査にて，前立腺から連

続する低エコー領域を認めた．MRI にて前立腺左葉領域から発生す

る腫瘍を認め，腫瘍は直腸・骨盤底筋近傍まで進展していた．局所進

行性前立腺癌を疑い，経会陰的前立腺生検施行．病理組織所見では，

第226回日本泌尿器科学会関西地方会 307



異物型多核巨細胞と混在して，泡沫状細胞質を有する形質細胞を無数

に認め，これらは CD68 陽性を認め，黄色肉芽腫性前立腺炎と診断．

また GS 3＋3 の前立腺癌を数腺管認めた．前立腺癌は active surveil-

lance の方針とした．生検 6カ月後の MRI にて黄色肉芽腫性前立腺

炎は著明に縮小．生検後， 1年で PSA 上昇，黄色肉芽腫性前立腺炎

の再発を認めていない．

若年性前立腺癌の 2例 :行松 直，前田 覚，西原千香子，仁田有

次郎，山崎健史，鞍作克之，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市大） 症例

1 : 38歳，男性．PSA 6.6 ng/ml，前立腺癌（cT1cN0M0，病期 B0，

GS 3＋3）に対し，IMRT 施行．IMRT 終了 7カ月後から来院せず．

症例 2 : 43歳，男性．PSA 14.8 ng/ml，前立腺癌（cT1cN0M0，病期

B0，GS 4＋3）に対し，腹腔鏡下前立腺全摘除施行．術後 1年間，再

発・転移なし．若年者では PSA 測定の機会が少ないため，若年性前

立腺癌は発見時に進行癌であることが多い．若年性前立腺癌の早期発

見・早期治療のため，ハイリスク患者（前立腺癌の家族歴・排尿症状

あり）には若年者であっても積極的に PSA 測定・直腸診を行うこと

が重要である．

多房性嚢胞を伴った前立腺導管癌の 1例 :加藤峰之，安食 淳，林

一誠，牛嶋 壮，宮下浩明（近江八幡市立総合医療セ），鈴木 啓

（京都山城総合医療セ），大橋宗洋（京都府立医大） 64歳，男性．主

訴は排尿困難．CT で膀胱背側に多房性嚢胞を認め，PSA が 126 ng/

ml と高値であった．数日後突如排尿症状が改善したと受診され，CT

検査にて一部の嚢胞の消失と新たな腹水の出現を認めた．前立腺多房

性嚢胞の自然破裂と考えた．その後，前立腺生検施行し，前立腺導管

癌と診断．帆通常型前立腺癌に準じてホルモン療法（CAB）を開始

し PSA が 0.01 ng/ml まで低下し，現在も治療継続中である．前立腺

導管癌は前立腺癌全体の0.4∼0.8％を占める．過去には，類内膜腺癌

や乳頭状嚢胞腺癌などの病名で報告されてきたが，現在では免疫組織

学や超微細形態学的検討から前立腺導管由来と考えられている．治療

は前立腺癌に準じて施行されている．

Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy（PTTM）を発症し

た前立腺癌の 1例 :木下竜弥，金宮健翁，吉岡 厳，鄭 則秀，原田

泰規，岡 聖次（国立大阪医療セ），森 清（同病理） 81歳，男性．

肉眼的血尿にて2013年 4月当科初診．PSA 6.850 ng/ml を認めたため

前立腺 MRI を施行，前立腺癌，両側精嚢浸潤，膀胱浸潤が疑われ

た．2013年 7月前立腺針生検施行．Adenocarcinoma，GS 5＋4，膀胱

浸潤あり，cT4 と診断．同月より CAB を開始． 8月に PSA は 3.620

ng/ml に低下するも， 9 月には 25.420 ng/ml と急上昇を認めた．

2013年10月動悸，息切れにて循環器科受診．精査の結果，肺高血圧症

と診断．内科的治療を行うも，第 5 病日目に死亡．病理解剖で

PTTM と診断．PTTM は1990年にハーベイらによって提唱された疾

患で，担癌患者において急速に進行する低酸素血症と肺高血圧庄を呈

する疾患と言われている．われわれが調べた限りでは本邦で48例の報

告があり，前立腺癌によるものは自験例が初めてであった．

前立腺 STUMP（Stromal tumor of uncertain malignant potential）

の 1 例 : 溝渕真一郎，星山文明，田中雅博（大阪回生） 56歳，男

性．健診で PSA 高値，著明に腫大した前立腺腫瘍を認め当科受診．

生検標本では確定診断がつかず，MRI で 50 mm を超える巨大な腫瘍

であり，内部の変性も強く平滑筋肉腫を否定できないため，根治的前

立腺全摘除術を施行した．摘除標本では間質成分の過形成を認め，

Ki67 染色で陽性率 1％未満であり，前立腺 STUMP と診断した．前

立腺 STUMP は間質由来の稀な腫瘍であるが，TUR や radiation など

の姑息術を行った症例では頻回の再発例や，stromal sarcoma への悪性

転化をきたした例も報告されている．本症例では悪性疾患も否定でき

ないため，前立腺全摘除術を施行した．術後 6カ月経過した現在，再

発転移を認めていない．

精巣白膜嚢胞の 1例 :松村直紀，杉本公一，林 泰司，能勢和宏，

西岡 伯（近大堺），落合 健，前倉俊治（同病理診断） 74歳，男

性．前立腺肥大症にて当院内服加療中，2013年11月より右下腹部痛を

認めた．理学的所見は，右陰嚢内に精巣上体に接する形で，超拇指頭

大，弾性硬，平滑な有痛性の触知可能な腫瘤であった．血液検査では

LDH，AFP，β-HCG は基準値内であった．CT，MRI，陰嚢エコーに

て右陰嚢内に精巣白膜と連続した境界明瞭，内部均一な 43×30×25

mm の単房性嚢胞状腫瘤を認めた．悪性腫瘍の可能性も否定できず，

嚢胞摘出術施行．病理組織所見は，扁平上皮や腺毛を有する円柱上皮

を認め，嚢胞内容液は異型細胞や精子を認めないため，精巣白膜嚢胞

と診断した．術後経過は良好であり，右下腹部痛も改善した．現在再

発は認められていない．精巣白膜嚢胞は稀な疾患であり，本邦でも自

験例を含め30例に過ぎない．

精巣平滑筋腫の 1例 :森 康範，梶川博司（泉大津市立），榎木英

介（同病理） 64歳，男性． 6年前より右陰嚢内に小豆大の腫瘤認め

ていた．徐々に腫瘤増大，疼痛も認めるようになったため2013年12月

11日当科受診．腫瘍マーカーは β-HCG 0.12 ng/ml と若干高値，超音

波検査にて acoustic shadow を伴う直径 15 mm 大の腫瘤を認め，CT

では high density，MRI では T1，2 とも low intensity を示す腫瘤を認

めた．検査結果より右精巣腫瘍の診断にて2014年 1月 9日右高位精巣

摘除術施行．病理組織学的診断は平滑筋腫であった．精巣に原発した

平滑筋腫はきわめて稀な疾患であり自験例が本邦 3例目となる．悪性

腫瘍との鑑別は難しく，本邦，海外における大多数の症例において精

巣摘除術が施行されている．

両側同時性精巣悪性リンパ腫の 1例 :堀 俊太，山本与毅，豊島優

多，高田 聡，藤本 健，大山信雄，百瀬 均（星ヶ丘医療セ） 75

歳，男性．左陰嚢内腫瘤を自覚し当科受診．臨床所見，MRI，腫瘍

マーカーより両側精巣腫瘍，悪性リンパ腫疑いと診断．また FDG-

PET 検査では両側精巣のみに異常集積を認め，その他リンパ節，中

枢神経などに集積を認めず，精巣原発と考えた．両側高位精巣摘除術

を施行した．病理結果は両側精巣とも，悪性リンパ腫（diffuse large B-

cell lymphoma）であった．他院血液内科にて，術後化学療法として

R-CHOP 6 コースと，髄腔内投与 4 コースを施行した．その後，

PDG-PET 検査で異常集積を認めていない．

5％酢酸試験が局所再発部の同定に有用であった陰茎上皮内癌の 1

例 : 篠原雅岳，飯田孝太，伊丹祥隆，細川幸成，林 美樹（多根総

合），藤本清秀（奈良医大） 62歳，男性．包皮先端の硬結と翻転困

難，性交時の亀頭部からの出血を主訴に受診．陰茎擦過細胞診は

class V，squamous cell carcinoma が強く疑われた．CT，MRI で明らか

な転移，浸潤を認めず，包皮環状切除術，亀頭部腫瘍切除術を施行

し，陰茎扁平上皮癌 pTisN0M0，UICC 0期，Jackson stage I と診断し

た．術後，局所再発を疑う病変を認めたが，判然としないため 5％酢

酸試験を施行の上，腫瘍切除・レーザー焼灼術を施行した．現在，陰

茎温存で再発を認めず経過観察中である．

女子尿道憩室の 1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） 患者は50歳，女性．

10年前からの頻尿を主訴に受診．他院，泌尿器科，婦人科にて膀胱炎

の診断で，抗生剤投与が繰り返されていた．外診で膣前壁に圧痛を有

する腫瘤を触知し，MRI で尿道 5時方向に 27 mm 大の嚢胞性腫瘤を

認めた．尿道鏡で憩室口確認し，尿道造影検査で憩室が造影され，尿

道憩室と診断した．憩室内の悪性所見の確認のため，6 Fr 軟性尿管鏡

を使用し，憩室生検施行．病理結果は no malignancy であった．経膣

的憩室切除術を予定したが，検査後症状は消失したため追加治療は行

わず，経過観察となった．憩室内への尿管鏡挿入により，憩室口が拡

張されたことにより症状が消失したものと考えられた．

陰茎に発症した正中縫線嚢胞の 1例 :大橋宗洋，山田恭弘，内藤泰

行，藤原敦子，大石正勝，納谷佳男，鴨井和実，沖原宏治，三木恒治

（京都府立医大） 11歳，男児．主訴は陰茎部腫瘤． 4歳時より陰茎

部に腫瘤を自覚していたが，疼痛などの症状なく放置していた．11歳

時に精査加療を希望し当科紹介となった．包皮小帯から包皮縫線部に

3 cm 大の嚢胞性病変を認め正中縫線嚢胞と診断．疼痛や排尿障害は

認めなかったが，本人の希望にて切除術を施行した．嚢胞と尿道に明

らかな交通は認めず，嚢胞と包皮を一塊として摘出後，外見に配慮し

ながら包皮を縫合した．組織診断は median raphe cyst であった．嚢胞

壁は多層化した円柱/立方上皮細胞によって被覆されており，一部扁

平上皮や腺上皮細胞も認めた．正中縫線嚢胞の発生要因は男性性器発

生時の尿道溝閉鎖異常とされており，迷入する組織によって組織型が

異なる．本症例は 3種類の上皮が混在する混合型であった．穿刺のみ

では再発することが多いため，切除術が施行される．本症例では術後

3カ月時点で再発なく，美容上も良好な形態となっている．
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