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学 会 抄 録

第227回日本泌尿器科学会関西地方会

(2014年 9月20日（土），於 滋賀医科大学)

腎癌術後10年目に舌転移を来たした 1 例 : 王 聡，武田 健，芝

政弘，高山仁志（市立堺），小倉孝文（同歯科口腔外科），棟方 哲

（同病理） 71歳，女性．2004年に左腎癌に対し根治的腎摘除術を施

行，病理組織学的診断は淡明細胞癌，pT1bN0M0．2013年12月定期的

評価の CT で左肺門部に 25 mm のリンパ節転移，両肺野に小結節影，

肺転移の疑い．転移巣に対し当科でスニチニブ投与予定であった．

2014年 1月に舌尖部に腫瘤を自覚し，当院歯科口腔外科を受診．左側

舌尖部に約 10 mm 大の弾性，硬，境界不明瞭な腫瘤を認め，同科で

腫瘤切除が施行された．病理組織学的所見では舌筋層組織の中に，血

管の増生とともに淡明な細胞の胞巣状増生を認め，腎淡明細胞癌の舌

転移と診断．切除断端は陰性であった．同年 1月より当科でスニチニ

ブ 37.5 mg/日投与を開始， 5サイクル目投与後評価の CT で PR の

判定．現在も投与を継続中である．

術前に無症候性肺塞栓症を指摘された腎細胞癌の 1例 :西岡 遵，

田中幹人，楠田雄司，山道 深，中野雄造，山田裕二（県立尼崎）

61歳，男性．肉眼的血尿にて前医受診．CT にて左腎腫瘍を指摘され

紹介．腹部造影 CT で左腎下極に 10 cm 大の早期濃染を伴う腫瘤と

左腎静脈内に腫瘍栓を認めた．また胸部 CT にて右肺下葉枝本幹に塞

栓を認めた．肺血流シンチグラフィでは同血管の支配領域に一致して

血流低下を認めた．左腎癌 cT3aN0， 無症候性肺塞栓症の診断．IVC

フィルターは留置せず，術前抗凝固療法のみを施行後，開腹左腎摘，

腎静脈内腫瘍栓摘除術を施行．病理結果は clear cell carcinoma，G2 で

あった．現在術後半年が経過しているが，再発転移なく経過良好であ

る．抗凝固療法も継続しているが出血の合併症を認めていない．一方

で肺塞栓は画像上僅かに縮小傾向を認めるものの残存している．

腎細胞癌術後遅発性肺転移を来たした 1例 :金光博樹，上田 崇，

佐久間 純，大石正勝，山田恭弘，藤原敦子，内藤泰行，納谷佳男，

本郷文弥，沖原宏冶，三木恒治（京府医大） 66歳，男性．38歳時右

腎腫瘍に対して右腎摘除術施行，病理結果は pT3bN0M0，clear cell，

G2＞G1．14年間再発なく経過していたがその後はロストフォローと

なっていた．65歳時検診で CT 施行．左下葉に結節影を指摘され，当

院呼吸器外科にて精査．CT 画像では左肺 S10 内側，下行大動脈に近

接する径 20 mm 大の腫瘤を認めた．2014年 1月当院にて胸腔鏡下左

肺部分切除術施行．病理組織所見では腎癌，淡明細胞型の転移として

矛盾しない所見で腎癌肺転移と診断．2014年 3月に当院泌尿器科に紹

介．画像検査所見では明らかな転移巣を認めなかった．単発転移，さ

らに転移巣が完全に切除されていることから画像フォローとした．腎

癌術後のサーベイランス期間に関して統一した見解はないが生涯に

渡ってのフォローアップが必要と考えられた．

腎実質に浸潤した高分化型脂肪肉腫の 1例 :西澤恒二，後藤裕文，

大西裕之（滋賀県立成人病セ），石戸谷 哲（大津日赤） 66歳，女

性． 5年前，右腎より突出する脂肪成分からなる 35 mm の腫瘤を指

摘され初診した．MRI では分葉状構造や隔壁はめだたず，脂肪腫と

診断され経過観察されていた． 4年経過して 52 mm 大に増大したた

め超音波ガイド下針生検を施行，脂肪細胞は大小不同で軽度の核異型

が見られ MDM2 染色陽性で，高分化型脂肪肉腫の可能性を指摘され

た．右腎・腫瘍合併摘除術施行，腫瘍は高分化型脂肪肉腫で，腎実質

に虫食い状に浸潤していた．高分化脂肪肉腫は脂肪腫と形態は似るも

のの，隣接臓器に浸潤性に増大しうる点で異なる．また，MDM2 染

色陽性が鑑別点となる．臨床経過や画像所見から高分化型脂肪肉腫が

疑われる場合は，針生検を行い診断できる可能性があると考えられ

た．

自然破裂にて発見された類上皮型腎血管筋脂肪腫の 1例 : 吉田康

幸，高田 剛，古賀 実，菅尾英木（箕面市立），中道伊津子（同病

理），湊 のり子（住友） 66歳，女性．2013年12月中旬，右腰背部に

急激な痛みあり，軽減するも持続するため近医泌尿器科を受診したと

ころ，右腎腫瘤を指摘され当科紹介．CT にて胆嚢炎を伴う胆石と右

腎内部に血腫を伴う 8×7 cm 大の腫瘍を認め，2014年 1月上旬，右

腎動脈塞栓術後に根治的右腎摘除術と胆嚢摘除術を施行した．組織診

は類上皮型腎血管筋脂肪腫であった．術後胸部 CT にて左肺上葉と下

葉に腫瘍を認め，左肺上 区域切除および左 S10 部分切除術を行った．

おのおの組織診は原発性肺癌と硬化性血管腫で，類上皮型腎血管筋脂

肪腫の転移はなかった．術後 8カ月の現在，明らかな転移再発は認め

ていない．

限局性前立腺癌粒子線治療後，PSA 再燃なく孤立性肺転移を来た

した 1 例 : 坂本茉莉子，原 琢人，近藤 有，松原重治，小川隆義

（姫路日赤） 69歳，男性．PSA 6.3 ng/ml と高値指摘され当科紹介

受診となり，2010年 9 月に経直腸的前立腺生検を施行．前立腺癌

cT2bN0M0 highest GS 3＋4 の診断にて同年12月より粒子線治療を施

行．以後 PSA 再燃なく経過していたが，2013年 4月膵腫瘤精査目的

の CT にて多発肺結節影を認めた．膵癌肺転移を第一に疑い，原発巣

精査目的に同年 5月胸腔鏡下肺生検を施行したところ，病理組織診断

結果は前立腺癌肺転移であった．膵腫瘤についてはその後精査にて

IPMN の診断に至った．同年 6月より MAB 療法を開始し，以後 PSA

0.01 ng/ml まで漸減し，現在も低値を維持，肺転移巣も経時的に縮

小傾向を認めている．

尿道転移を認めた去勢抵抗性前立腺癌の 1例 : 鄭 裕午，和田晃

典，前田航規，城 文泰，永澤誠之，水流輝彦，小林憲市，瀧本啓

太，吉田哲也，影山 進，上仁数義，岡本圭生，成田充弘，河内明宏

（滋賀医大） 73歳，男性．PSA 9.96 ng/ml，前立腺癌被膜外浸潤，

腸骨リンパ節転移を認め，CAB 療法開始． 6カ月後 PSA 上昇を認め

AWS 確認，さらに PSA 上昇，排尿困難増悪を認め，姑息的に

TURP，放射線外照射施行．一時的に排尿困難の改善を認めるもの

の，尿道に硬結に触知するようになり，再び排尿困難著明となった．

膀胱瘻造設，尿道ブジー施行され当科紹介．尿道粘膜生検・海綿体生

検を行い，扁平上皮化生を伴う carinoma を検出し，PSA 少数陽性，

サイトケラチン 7少数陽性，androgen receptor 陽性から前立腺癌尿道

転移と診断した．

根治的前立腺全摘除術 8年後，肺にのみ転移を認めた 1例 :池内亮

介，船田 哲，吉田 徹，清川岳彦（京都市立） 75歳，男性．66歳

時，前立腺癌 pT2aN0M0，iPSA＝9.71 ng/ml，GS : 4＋4＝8 に対して

根治的前立腺全摘除術，69歳時，左腎癌 pT1aN0M0 に対して腹腔鏡

下左腎摘除術が施行された．両肺に緩徐に増大する多発結節影を認

め，代表結節を外科的切除し，前立腺癌肺転移と診断した．その他転

移巣はなく，孤発性肺転移であった．根治的外科的治療後に孤発性肺

転移を認めた症例のうち，文献上詳細の分かった 8例についてまとめ

た．孤発性肺転移は比較的術後晩期に起こっていること，術前のリス

ク評価では高リスク群ばかりではないこと，単発の孤発性肺転移であ

れば転移巣の切除のみでコントロールしうることが分かった．自験例

では現在，多発肺病変が残存しており，PSA 値と画像所見をもとに

厳重経過観察している．

初診時 DIC・腫瘍崩壊症候群を併発した前立腺癌骨転移の 1例 :

板東由加里，山野志真，山野 潤，山尾 裕，中村一郎（神戸市医セ

西市民） 61歳，男性．発熱・無尿で当院緊急入院．急性期 DIC ス

コア 8点，尿酸値 21.9 mg/ml，Cr 6.39 mg/dl，PSA 728 ng/ml，単純

CT で多発骨転移認め，前立腺癌 stage D2・DIC・腫瘍崩壊症候群と

診断，入院 1病日からデガレリクス・トロンボモジュリン製剤・ラス

ブリカーゼ投与開始．15病日には乏尿期を離脱，46病日に経直腸前立

腺生検施行し adenocarcinoma，GS 4＋5 の病理診断を得て56病日に退

院した．治療開始 9カ月を経た現在，PSA 1.405 ng/ml で再燃兆候な

く経過している．初診時に DIC・腫瘍崩壊症候群を併発した前立腺

癌骨転移は稀で迅速に集学的治療を開始することが重要であると考え
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られた．

排尿困難を契機に診断された前立腺原発悪性リンパ腫の 1例 :植村

俊彦，伊藤克弘，上戸 賢，加藤敬司，植月祐次，川西博晃，奥村和

弘（天理よろづ相談所） 71歳，男性．中等症の前立腺肥大症に対し

て経尿道的前立腺切除術を施行した．病理検査で前立腺導管上皮へ B

細胞性リンパ球の浸潤を認め，lymphoepithelial lesion の所見と判断

し，MALT リンパ腫と診断．全身 CT 検査でリンパ節の腫大なく，

PET で他部位に取り込みがないことから前立腺原発と考えられた．

MALT リンパ腫は，慢性的な抗原の暴露により発生した低悪性度 B

細胞性リンパ腫であり，抗原除去後の watch and wait が治療の基本で

ある．また，治療後に無症状であれば watch and wait でも予後に影響

しない．本症例においては，TURP 施行により慢性前立腺炎の原因

となりうる排尿困難および残尿は消失した．診断後 5カ月間経過する

も，症状なく経過観察中である．

骨盤内に発生した Solitary fibrous tumor（SFT）の 1 例 : 関井洋

輔，福原慎一郎，永原 啓，木内 寛，宮川 康，野々村祝夫（大阪

大） 46歳，男性．家族歴，既往歴に特記事項なし．2014年 3月，単

純 CT で偶発的に骨盤内に径 6 cm の腫瘤性病変を指摘され，当院へ

精査加療目的で紹介．来院時現症，検査所見でも特記事項認めず．画

像所見は MRI で T1 強調像，T2 強調像ともに低信号，PET-CT で低

集積であった．CT ガイド下に針生検を施行．病理組織学的所見は

HE 染色で patternless pattern を呈し，核異型・核分裂像を伴わず，免

疫組織染色で CD34 陽性，デスミン陰性，αSMA 陰性であり良性の

solitary fibrous tumor（SFT）と診断した．2014年 6月に骨盤内腫瘍摘

除術を施行した．摘除標本は 67.7 g，生検と同様，病理診断は SFT

であった．術後 3カ月再発，転移を認めていない．骨盤内に発生した

SFT は稀であり，われわれが調べえた本邦報告例について検討を行

い，術前生検の有用性について若干の文献的考察を加えて報告した．

左精嚢癌の 1例 :西本光寿，橋本 潔，加藤良成，井口正典（市立

貝塚），山﨑 大（同病理） 51歳，男性．主訴は肉眼的血尿と血精

液症． 1カ月前から無症候性肉眼的血尿が出現．血精液症も認め当院

受診．排尿障害なく，既往歴・家族歴はなかった．尿・血液検査は異

常を認めず，尿細胞診は class 1，直腸診は左葉の突出を認めた．

MRI・CT で左精嚢に 35 mm 大の嚢胞性腫瘍を認め，経会陰的生検

を施行した．生検病理診断は adenocarcinoma，clear cell type であり，

免疫組織化学的に CA125 陽性で精嚢癌が強く疑われた．根治治療目

的に2014年 2月10日，恥骨後式前立腺全摘術に準じて前立腺・精嚢を

en bloc に摘除し，所属リンパ節郭清を施行した．摘除標本病理診断

は，生検病理診断と同一で精嚢原発に矛盾せず，精嚢周囲への浸潤は

なく，精嚢癌と診断した．リンパ節転移は認めなかった．術後補助療

法を施行せず 6カ月経過し，再発・転移を認めない．検索しうる限り

本邦35例目である．

遺伝性平滑筋腫症―腎細胞癌症候群に片側副腎腫瘍を認めた 1例 :

梁 英敏，重村克巳，石村武志，村蒔基次，田中一志，三宅秀明，藤

澤正人（神戸大） 45歳，男性．健康診断で三尖弁腫瘍を指摘され当

院心臓血管外科を受信．精査目的の CT で偶然 5 cm 大の左副腎腫瘍

と両側多発腎嚢胞に加え 6 mm 大の右腎腫瘍を発見され当科紹介受

診．精査の結果左副腎に関しては subclinical cushing 症候群と診断さ

れた．既往に多発平滑筋腫もあり，遺伝子検査を施行したところ FH

遺伝子欠失 c737delT を同定し，遺伝性平滑筋腫症-腎細胞癌症候群と

診断された．右腎腫瘍は小径であることから厳重に経過観察する方針

とし，左副腎腫瘍に対し腹腔鏡下副腎摘除術を施行した．病理では

Weiss criteria で悪性を疑う基準を満たさず，adrenal cortical adenoma

と診断された．術後内分泌検査を施行しコルチゾールの自律分泌が消

失していることを確認し，右腎腫瘍は厳重にフォローしているが CT

上明らかな径や造影効果の変化を認めず経過している．

血小板減少を伴った腎細胞癌の 1例 :中野剛佑，吉永光宏，中澤成

晃，中川勝弘，岸川英史，西村憲二（県立西宮） 73歳，男性．主訴

は肉眼的血尿，全身倦怠感．CT で内部不均一に造影される 8 cm 大

の右腎腫瘍と多数の後腹膜リンパ節腫大を認め，右腎細胞癌

（cT2aN2M0）と診断．血液検査では血小板減少（1.6万/μl）を認め，

ITP を疑い免疫グロブリン療法，血小板輸血を行うも改善しなかっ

た．ITP 治療による血小板改善は困難であり，腫瘍による二次性免疫

性血小板減少症（ITP-like syndrome）と考え，血小板輸血を行いなが

ら開腹右腎摘除術，後腹膜リンパ節廓清を施行．病理結果は clear cell

carcinoma であった．血小板数は術後速やかに改善を認めた．二次性

免疫性血小板減少症は発癌を契機に自己免疫性に血小板減少を引き起

こすもので，腎癌に伴った報告は本邦では自験例が初である．

転移性腎細胞癌に対し分子標的治療に局所療法を併用した 1例 :多

賀英人，中西弘之，針貝俊治，大石正勝，中村晃和，本郷文弥，鴨井

和実，沖原宏治，三木恒治（京府医大） 75歳，女性．1999年に結腸

癌術前 CT にて右腎腫瘍を指摘され当院にて鏡視下右腎摘除術施行，

clear cell renal cell carcinoma，G2＞1，pT1a と診断した．その後再発

なく経過していたが，2011年に腹痛にて他院入院，CT にて腸閉塞所

見とともに孤発性肝腫瘤および左腎腫瘤を指摘され当科再紹介．まず

肝腫瘤に対し生検およびラジオ波焼灼術施行，病理診断にて腎癌肝転

移と診断，その後肝転移は再発なく経過．腎腫瘤は手術困難であり

sunitinib 開始，12カ月投与行うも PD．Axitinib へと変更するも PD で

あったために凍結療法を施行した．凍結療法施行後 1年で mRECIST :

CR，明らかな転移再発なく無治療経過観察中である．腎癌の転移再

発巣に対しては本症例のように局所療法が有用な場合もあると考えら

れる．

腎癌骨転移による Stauffer 症候群を呈した 1例 : 上戸 賢，植村

俊彦，伊藤克弘，加藤敬司，植月祐次，川西博晃，奥村和弘（天理よ

ろづ） 64歳，男性．腎癌の既往．炎症反応高値，胆道系酵素上昇に

て緊急入院．CT，MRI，肝生検施行するも原因不明．FDG-PET に

て骨集積を認め，骨生検施行．腎癌再発による Stauffer 症候群と診断

した．スニチニブにて加療開始後，胆道系酵素，炎症反応ともに改善

を認めた．しかし 1カ月後に腫瘍崩壊症候群にて永眠された．

心停止下献腎移植術後に血栓性微小血管障害を発症した 1例 : 林

裕次郎，永原 啓，角田洋一，阿部豊文，福原慎一郎，藤田和利，植

村元秀，木内 寛，今村亮一，市丸直嗣，野々村祝夫（大阪大） 57

歳，女性．慢性糸球体腎炎に伴う末期腎不全に対して心停止下献腎移

植術（温阻血時間は 5分）を施行．免疫抑制薬はタクロリムス，エベ

ロリムス，プレドニゾロン，ミコフェノール酸モフェチルを使用し

た．術後 3日目から尿量が低下し，また，急激な血小板減少，破砕赤

血球を伴った溶血性貧血が出現したため血栓性微小血管障害（TMA）

と診断．TMA の原因となりうるタクロリムスを中止，抗体関連型拒

絶反応（AMR）の関与も疑い，血漿交換，リツキシマブ投与を施行．

病態は改善し，腎機能を温存することができた．移植腎生検では，傍

尿細管毛細血管への C4d の沈着は認めなかったが，多核白血球の浸

潤を認め，TMA の原因として AMR の関与も疑われた．

甲状腺転移の診断に苦慮し，びまん性骨転移を認めた膀胱癌の 1

例 : 西野安紀，安田宗生，坂野恵里，田原秀男（耳原総合），木野茂

生（同病理），岩本卓也（同放射線） 58歳，男性．無症候性肉眼的

血尿を主訴に受診．膀胱癌 cT3N0M0，甲状腺腫瘍を認めた．膀胱癌

の治療を優先とし，膀胱全摘術の術前療法として GC 療法 3コース

施行後，CR となったため手術を拒否され経過観察としていた．その

後，再発を認めたため追加療法として BCG にて加療中，甲状腺腫瘍

が増大．甲状腺部分切除をした結果，低分化濾胞腺癌との診断であっ

た．しかし治療開始 2年後，腰痛が出現し MRI，骨シンチにてびま

ん性骨転移が判明．改めて膀胱腫瘍，甲状腺腫瘍，骨髄を免疫染色し

た結果，すべて同様の染色パターンを示し，膀胱癌からの甲状腺転

移，びまん性骨転移と診断した．膀胱癌の甲状腺転移症例はきわめて

稀であり，若干の文献的考察を加えて報告する．

転移性尿道腫瘍の 1例 :松村直紀，杉本公一，林 泰司，西岡 伯

（近大堺），落合 健，前倉俊治（同病理診断） 66歳，女性．既往歴

は子宮頸癌，胃癌．胃癌術後に対して当院外科で経過観察中，術後 7

年経過した時点で会陰部不快感と尿道出血を認め当科受診となる．外

尿道口 6時側に 1 cm 大の平滑軟の腫瘤を触知した．易出血性である

事や徐々に増大を認めた事より尿道カルンクルと考え尿道腫瘍切除術

を施行した．病理組織学的所見により腺癌と診断され，追加免疫染色

にて胃癌の尿道転移と診断された．PET より結腸，肺，リンパ節の

多発転移を認め，ゼローダとシスプラチン併用の化学療法を施行し，

現在 2コース終了時点で SD を保っている．女性の転移性尿道腫瘍は

われわれの調べえた限り本邦 7例目であり，胃癌の報告は初めてで
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あった．転移経路はリンパ逆行性転移によるものと考察された．自験

例の転移性尿道腫瘍は尿道カルンクルと類似しており，外見から鑑別

するのは非常に困難であった．

前立腺癌による播種性骨髄癌腫症の 1例 :若宮崇人，倉本朋未，山

際健司，稲垣 武（紀南） 58歳，男性．前立腺癌による尿閉に起因

した膀胱破裂で緊急入院．保存的加療による治癒後，精査で前立腺癌

cT4N1M0 と診断した．MAB 療法開始するも約 2年後治療抵抗性と

なった．動悸を主訴に緊急受診され著明な貧血進行，DIC を認め，

翌日に脳出血で死亡．剖検により骨髄を含む多臓器に転移を認め，播

種性骨髄癌腫症と診断した．本疾患の頻度は稀であり，主訴として出

血傾向，疼痛が多く，泌尿器科的な主訴で来院することが少ない予後

不良な疾患である．自験例では施行できなかったが，報告例の集計よ

りゾレドロン酸の投与が予後を改善している例が多く，デノスマブを

含めた bone targeted therapy が本疾患の発生を予防し，予後の改善に

つながる可能性があると考えられる．

孤立性脳転移を来たした前立腺癌の 1例 :濱田彬弘，平山和秀，増

井仁彦，七里泰正（大津市民） 58歳，男性．頻尿を主訴に当科を受

診し，PSA 高値を指摘．精査の結果，前立腺癌 cT2cN0M0 の診断．

半年間の CAB 療法の後，局所 IMRT を施行するも早期 PSA 再発を

認め，頭部 CT，MRI で右前頭葉に転移性脳腫瘍の疑いを指摘．開頭

脳腫瘍摘出術を施行し，病理は前立腺癌脳転移の診断であった．術後

残存病変が疑われたことから局所に IMRT を施行．現在 PSA は感度

以下まで低下し再発を認めていない．本症例のような孤立性脳転移の

場合，骨盤静脈叢，Batson 静脈叢を経由して直接脳へ転移した可能

性が考えられる．前立腺癌孤立性脳転移に限ると，局所療法が奏功し

た場合は予後良好な可能性があり，本症例も良好な経過が得られてい

る．再発時の治療としては局所放射線治療に加えて，血液脳関門を通

過する新規薬剤の投与を検討予定である．

カルボプラチン（CBDCA）・パクリタキセル（PTX）投与にて長期

寛解が得られている内分泌療法（ADT）不応性前立腺癌の 1例 :砂田

拓郎，小林 恭，樋上健介，高島 靖，河野有香，後藤修平，柴崎

昇，岡田能幸，根来宏光，寺田直樹，山﨑俊成，松井喜之，井上貴

博，神波大己，小川 修（京都大） 60歳代，男性．2004年 7月，排

尿困難を主訴に前医を受診したことを契機に PSA 5.4 ng/ml，GS 4＋

4＝8，cT1cN0M0 の前立腺癌と診断され，手術を勧められるも通院

を自己中断し放置していた． 2005年 3月，排尿困難が増悪，肛門痛

も出現したため当科を受診，前立腺癌 cT3bN0M1b（胸椎・仙腸関

節・坐骨）と診断した．CAB を開始したところ PSA は低下し原発巣

は縮小したが，左坐骨病変は増大し CEA/ALP は上昇した．一部病変

が ADT 不応性になったと判断し，CBDCA/PTX を導入，同時に左

坐骨病変に 30 Gy の放射線照射を行った．その結果，左坐骨病変は

縮小し各種マーカーも低下したため，CBDCA/PTX 18コース施行後

の2009年より投与を中止した．2010年より CAB も中止しているが

2014年現在まで 4年の長期寛解を維持している．

前立腺生検で診断した IgG4 関連疾患の 1 例 : 井口孝司，小池宏

幸，山下真平，楠本浩貴，吉川和朗，児玉芳季，松村永秀，柑本康

夫，原 勲（和歌山医大） 77歳，男性．前医での肝細胞癌治療後の

フォロー CT で，右腎盂癌が疑われ当科紹介．尿細胞診，RP 所見か

ら腎盂癌は否定的であった．追加の PET/CT で涙腺，肺門部リンパ

節，腎門部腫瘤，前立腺に集積を認め，IgG4 関連疾患が疑われた．

血中IgG4 は 1,990 mg/dl と異常高値であった．また，PSA も 8.6 ng/

ml と高値であったため，前立腺生検を施行したところ，前立腺癌と

IgG4 関連疾患の診断基準を満たす病理所見が得られた．前立腺癌は

ホルモン療法を施行し，IgG4 関連疾患は無症候性であったため，無

治療経過観察とした．半年後の CT で，腎門部腫瘤のみ消失を認めた

が，理由は不明である．IgG4 関連疾患の診断には病理学的組織所見

が必要だが，われわれは PET/CT を施行することでより低侵襲な部

位からの組織採取が可能になると考えた．

全摘術10年後に精巣転移を来した前立腺導管癌の 1例 :水野 桂，

今村正明，石戸谷 哲，小倉啓司（大津日赤） 80歳，男性．2003年

に前立腺癌で全摘術の既往あり．2013年 7月に左陰嚢腫大を主訴に当

科を受診した．左陰嚢内に鶏卵大の腫瘤を触知し，血液検査上，PSA

25.1 ng/ml と高値を認めた．胚細胞腫瘍マーカーや sIL-2R は正常で

あった．エコーにて左陰嚢内に多房性嚢胞状腫瘤と多血性充実性腫瘤

を認めた．組織診断と前立腺癌治療を目的として，左高位精巣摘除術

および右単純精巣摘除術を施行した．左精巣の病理所見は10年前の前

立腺全摘病理標本と同様の導管癌の所見で，前立腺導管癌の左精巣転

移と診断した．前立腺導管癌は精管を経由して精巣網に転移し，精巣

網の嚢胞状拡張を来たすことがあるとされており，本症例においても

経精管転移が転移経路と考えられた．

集学的治療が奏効した骨盤線維形成性小円形細胞腫瘍の 1例 :岩西

利親，石津谷 祐，山口唯一郎，中井康友，中山雅志，垣本健一，西

村和郎（大阪成人病セ），屋木敏也（同臨床腫瘍） 25歳，男性．排

尿障害，右腰痛を主訴に近医を受診し，CT で骨盤内に 11 cm 大の腫

瘍，多発リンパ節転移を認め当科紹介となった．腫瘍生検，遺伝子検

査で線維形成性小円形細胞腫瘍と診断． 5剤併用の大量化学療法であ

る P6 プロトコールを導入し，効果を確認後に腫瘍減量手術を施行．

化学療法完遂後に残存腫瘍の増大を認めたため，放射線療法を行い，

再燃部位の縮小を認めた．化学療法，手術，放射線療法の集学的治療

を行うこと，90％以上の腫瘍減量手術を行うことは予後を改善すると

いわれており，集学的治療を行い腫瘍減量手術の時期を逃さないこと

が重要であると考えられた．

画像検査にて両側精巣腫瘍が疑われた左精巣 Seminoma の 1例 :

和田晃典，前田航規，城 文泰，鄭 裕午，永澤誠之，小林憲市，水

流輝彦，瀧本啓太，吉田哲也，上仁数義，影山 進，岡本圭生，成田

充弘，河内明宏（滋賀医大） 症例は41歳，男性．主訴は左陰嚢腫

大．2014年 4月より左陰嚢内容の腫大，硬結を自覚． 5月初旬より増

大を認め，近医受診．陰嚢超音波検査にて両側精巣に hypoechoic

lesion を認め，両側精巣腫瘍疑いにて当院紹介．左精巣は鶏卵大に触

知し石様硬，右精巣は触診上は異常を認めなかった．陰嚢超音波検査

にて左精巣に 3 cm 大，右精巣に 6 mm 大の hypoechoic lesion を認め

た．左精巣腫瘍に対し，高位精巣摘除術を施行し，seminoma と診断．

右精巣腫瘍に対し部分切除術を施行し，病理検査の結果は fibrosis で

あった．両側精巣腫瘍に対する治療につき若干の文献的考察を踏まえ

考察する．

AFP が陰性化せずに Desperation surgery を行った Seminoma の骨

盤内再発の 1例 :島田誠治，乾 秀和，中本喬大，速水悠太郎，松崎

和炯，吉田 崇，高安健太，滝澤奈恵，三島崇生，吉田健志，増田朋

子，矢西正明，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大枚方） 40

歳，男性，2006年左精巣腫瘍にて高位精巣摘除術施行．病理結果は

seminoma，白膜浸潤あり．pT2N0M0 にて経過観察．2013年左下肢腫

脹主訴に受診．骨盤部 CT にて腫瘍認め当科紹介．AFP 高値認め

nonseminoma と診断し化学療法施行．AFP 減少認めるも腫瘍は増大．

Growing teratomaと診断．AFP 陽性認めるも手術施行．病理結果は，

mature teratoma．腫瘤摘除にて腫瘍マーカーは陰性化を認め術後再発

を認めていない．骨盤内のみに再発することは稀．また slow leak に

よる腫瘍マーカー陽性の遅延が報告されている．これらを文献的考察

加えて報告する．

陰嚢水腫を契機に診断された節外性 NK/T 細胞リンパ腫，鼻型の

1 例 : 伊狩 亮，牛田 博（JCHO 滋賀），三宅 瞳（同眼科），堀

澤健介（同歯科） 61歳，男性．左陰嚢腫大にて初診，両側陰嚢水腫

と診断．陰嚢内容液の穿刺を行うがすぐに再貯留を認めたため，両側

陰嚢水腫根治術を施行．左精巣には軽度炎症所見を認めたが悪性所見

は認めなかった．術後左陰嚢内膿瘍を発症し，切開ドレナージ術を施

行．しかし膿瘍改善後も徐々に両側精巣腫大を認めた．さらに左上顎

の歯肉に腫瘍性病変，右眼のぶどう膜炎が認められた．両側高位精巣

摘除術および歯肉腫瘍生検，右眼前房水細胞診を施行した．いずれの

組織も免疫染色により節外性 NK/T 細胞リンパ腫，鼻型と診断，他

院血液内科にて化学療法が開始され現在加療中である．

後腹膜腔に発生した黄色肉芽腫を伴う Chronic expanding hema-

toma の 1例 : 久保田聖史，寒野 徹，西山隆一，岡田 崇，東 義

人，山田 仁（医仁会武田） Chronic expanding hematoma（CEH）

は，長い月日をかけ徐々に増大する血腫と定義されているが，後腹膜

腔に発症する例は稀である．今回われわれは後腹膜に発症し，被膜に

黄色肉芽腫を伴う CEH を経験したため報告する．症例は72歳，男

性．既往に真性多血症と， 3年前に急性左腎被膜下出血にて入院歴あ
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り．経過観察中に CT と MRI にて左後腹膜腔の残存血腫の拡大と腫

瘤被膜の腸腰筋や腸骨筋への拡大を認めた．悪性疾患による出血の可

能性を否定出来ないため，腫瘤の外科的完全摘出を計画した．しか

し，腫瘤被膜は腸腰筋内に強固に癒着進展しており完全摘出は困難で

あった上に，術後に腸腰筋の創部から再出血を来たした．組織所見で

は，血腫被膜に慢性炎症を伴う繊維組織と泡沫細胞や巨細胞を伴う異

物肉芽腫を含んでいた．悪性所見は認められず，病理所見から黄色肉

芽腫を伴う CEH と診断した．

後腹膜原発孤立性線維性腫瘍の 1例 :今中岳洋，山本致之，辻村

剛，堀井沙也佳，野々村大地，野村広徳，吉岡 巌，高田晋吾（大阪

警察），安岡弘直，辻本正彦（同病理） 55歳，男性．検診で腹部に

腫瘤性病変を指摘され当科受診．造影 CT で右後腹膜腔に 14 cm 大

の腫瘤を認めた．腫瘤により下大静脈は腹側に，右尿管は外側に，右

腎は頭側に圧排され，水腎症を呈していた．腫瘍は一部大動脈の背側

への進展を認めた．神経原性腫瘍もしくは肉腫の診断で後腹膜腫瘍摘

出術，右腎摘出術を施行．腫瘍と下大静脈の癒着を認めるも剥離可能

であった．下大静脈の一時遮断を行うことなく腫瘍を一塊に摘出しえ

た．病理組織所見では，類円形∼短紡錐形核を有する細胞および硝子

化を伴う膠原線維が混在，不規則に増生し，一部で壊死が認められ，

免疫組織染色では，CD34，bcl-2，MIC-2 陽性．孤立性線維性腫瘍の

診断であった．術後16日で退院した．

IgG4 高値を伴う後腹膜線維症の 1例 : 田中幹人，西岡 遵，楠田

雄司，山道 深，中野雄造，山田裕二（県立尼崎） 77歳，男性．腰

痛と食欲不振あり，近医 CT で傍大動脈リンパ節腫大と左水腎症を認

めた．臨床的に IgG4 高値を伴う後腹膜線維症と診断し，尿管ステン

ト留置のうえステロイド療法を開始した．IgG4 の低下と共に病変が

縮小し，尿管ステント不要の状態を維持している．IgG4 関連疾患の

疾患概念は全身におよび，泌尿器科領域に留まらない病変検索が肝要

である．治療はステロイド療法が主体であるが，用量や投与期間に関

して統一された見解はなく，本症例のごとく緩徐に減量した症例の報

告は見られない．また，確定診断に必須とされている病理学的検索

も，過度に高侵襲である場合があり，診断的ステロイド療法は有用で

ある可能性があると思われる．

Bowen 病を契機に見つかった尿道扁平上皮癌の 1例 :平山幸良，

井口圭子，任起 弘，金丸知寛，鞍作克之，仲谷達也（大阪市大）

症例は70歳，男性．亀頭部糜爛，左鼠径リンパ節腫脹で紹介受診．

CT で左鼠径部に 3 cm のリンパ節腫大を認め，PET では左鼠径部以

外に有意な集積を認めず．亀頭部，左鼠径リンパ節生検施行し，それ

ぞれ Bowen 病（上皮内癌），扁平上皮癌リンパ節転移であった．

Bowen 病の尿道への浸潤を疑い尿道鏡施行，舟状窩に腫瘍認め，生

検結果は扁平上皮癌であった．Bowen 病の尿道浸潤，リンパ節転移

が疑われた．放射線化学療法（CDDP＋5-FU，鼠径，骨盤部に計 45

Gy）施行後，両側鼠径・腸骨リンパ節廓清，尿道摘除術，膀胱瘻造

設術施行．病理結果は no viable tumor cells．現在術後 3カ月，再発な

く経過観察中である．

女性傍尿道平滑筋腫の 1例 :大西健太，伊丹祥隆，篠原雅岳，細川

幸成，林 美樹（多根総合），飯田孝太，藤本清秀（奈良県立医大）

44歳，女性．小児期より尿線の乱れを自覚していた．特に月経前に排

尿障害の増悪を認めていた．2013年 3月の子宮癌検診で尿道口右側の

発赤を指摘され，近医受診したところ，膿瘍が疑われ穿刺されたが排

液は認めず．同院での説明に不信感を抱き，同年 4月に当科受診と

なった．外診では外尿道口を圧排するように尿道 6∼ 9時方向に 1

cm 大の平滑で可動性良好な腫瘤を認めた．MRI では筋肉と等信号の

境界明瞭な腫瘤を認め，傍尿道平滑筋腫を疑い，経膣的に腫瘍切除術

を施行した．病理検査では傍尿道平滑筋腫に矛盾しない像であり，ま

たエストロゲンとプロゲステロンレセプターの免疫染色でそれぞれ陽

性・弱陽性を示した．術後，排尿障害は改善し，尿道膣瘻や排尿困難

などの術後合併症は認めず，腫瘍の再発なく経過している．

組織学的診断に苦慮した陰茎腫瘍の 1例 :桑原 元，阪本祐一，前

田浩志（淀川キリスト教），上田佳世，寺村一裕（同病理） 81歳，

男性．既往に大腸癌，膀胱癌があり，それぞれ2002年 9月，2005年 5

月に根治術を施行．その後再発なし．今回亀頭に暗赤色丘疹があり出

血を認めたため血管拡張性肉芽腫の疑いで当院形成外科にて組織生検

を実施した．結果，小細胞型神経内分泌癌が疑われた．組織型から転

移性陰茎癌が疑われたが腫瘍マーカーは陰性，画像からも原発巣は不

明であった．2014年 3月，転移性陰茎癌の診断で陰茎全摘除術を施行

した．病理組織診断の結果，尿路上皮様異型組織に加え一部に異型腺

管，小型異型細胞を認めた．数種の免疫染色を行ったが既往にある膀

胱癌，大腸癌の免疫染色のパターンと一致せず，また根治術から 5年

以上経過していることを考慮すると，きわめて稀ではあるが複数の組

織型を持つ原発性陰茎癌と診断した．

超音波カラードプラ法が診断に有用であった外傷性非虚血性持続勃

起症 :田口 真，井上貴昭，林 知行，西田晃久，川端和史，川喜多

繁誠，六車光英，室田卓之（関西医大滝井），米虫 敦（同放射線）

30歳，男性．2014年 5月歩行中に歩道のポールに陰茎根部を強打．翌

日の起床時より勃起が持続． 1週間様子を見たが改善ないため近医受

診し，持続勃起症の疑いで受傷後11日目に当院紹介受診．初診時陰茎

は勃起状態であり皮下血腫認めるも疼痛なし．陰茎海綿体内血液ガス

分析は動脈血パターン．超音波にて陰茎根部の打撲部にシャントを疑

う部位を確認し，同部位をカラードプラ法にて観察すると陰茎海綿体

内に乱流を確認．以上より外傷性非虚血性持続勃起症と診断．治療は

血管塞栓術を行った．術後持続勃起は改善したが ED を認めた．しか

し術後 1カ月後には ED は改善し，現在再発なく経過している．

水分摂取と尿アルカリ化により結石溶解したシスチン尿症の 1例 :

岩本崇史，米田龍生，尾張拓也，堀 俊太，森澤洋介，桑田真臣，三

宅牧人，穴井 智，鳥本一匡，青木勝也，田中宣道，吉田克法，藤本

清秀（奈良県立医大） 40歳，男性．シスチン尿症で加療中であった

がダブル J カテーテル交換を 5年間放置，右側腹部痛と発熱で受診し

た．腹部 CT にて，右腎盂内に 55 mm 大の珊瑚状結石および膀胱内

に 50 mm 大の球状結石がカテーテルを取り巻くように認められた．

1日 4 L の水分摂取と重曹による溶解療法を開始， 4カ月後には結石

溶解しており後にカテーテル交換が可能であった．シスチン尿症の管

理としては溶解療法，水分負荷，食事療法があり，溶解療法では至適

pH を維持し 1日 4∼5 L の大量摂取による尿量確保，治療の継続が

重要である．外科治療の困難例に対して，溶解療法は治療の選択肢の

1つになる．

巨大尿管結石に対して右腎尿管全摘術を施行した 1例 :安食 淳，

加藤峰之，林 一誠，牛嶋 壮，宮下浩明（近江八幡市立総合医療

セ） 76歳，男性．2007年より右尿管結石（63×42 mm）を指摘され

ていたが．無症状かつレノグラムで右腎は無機能腎であり治療対象と

はしなかった．2013年 2月に右結石性腎盂腎炎に対し保存的治療を行

い軽快するも，2013年 3月に 39°C の発熱で来院，腎盂腎炎再発とし

て当科入院となった．CT では，左水腎症と左腎皮質の菲薄化を認め

た．全身状態改善後に腹腔鏡下右腎尿管全摘術を施行，63×40 mm

大，重量 40 g の結石を摘出した．結石成分分析ではリン酸カルシウ

ム単独結石だった．組織学的所見では結石局在部の線維性肥厚を認め

た．本症例では明らかな原因疾患を特定できず，無症状のため緩徐に

結石が成長したと考えられた．巨大尿管結石に対しては腎尿管全摘除

術も治療の選択肢の 1つとなりうる．

両側サンゴ状シスチン結石に対して TUL assisted PNL が有用で

あった 1 例 :齋藤友充子，井上裕太，堀田俊介，平山きふ，竹内一

郎，稲垣哲典，中ノ内恒如，三神一哉（京第一日赤） 67歳，女性．

C型肝炎治療中に腎機能障害を指摘され受診．腹部 CT で SSA が右

側 720 mm2，左側 1,200 mm2，CT 値約 700 のサンゴ状結石と診断．

まず，右側に PNL，TUL assisted PNL（TAP）を二期的に施行．結石

分析はシスチン結石で，術後よりクエン酸K・クエン酸Na水和物の内

服を開始．左側も同様に PNL，TAP を施行．術後 CT で残石はなく，

腎機能も改善を認めた．SSA・CT 値からも PNL の良好な適応と考え

られた．右側の PNL では結石が硬く，砕石困難であったが，薬剤療

法後の左側では砕石は比較的容易であった．TAP によりすべての腎

杯にアプローチ可能となり，両側とも 2回の手術で完全砕石を得た．

集学的治療により救命しえた，気腫性腎盂腎炎の 1例 :友岡文優，

福井真二，中井 靖，影林頼明，三馬省二（奈良県総合医療セ） 64

歳，女性．HbA1c が10％台と管理不良の糖尿病があった．発熱，左

側腹部痛で近医を受診し，CT で気腫性腎盂腎炎を疑われ，同日当科

に紹介された．造影 CT で，左腎は腫大し腎実質および腎周囲腔に正
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中線を越える不整なガス貯留を認め，気腫性腎盂腎炎と診断した．左

腎上極および下極に 2本の経皮的ドレーンを留置し，エンドトキシン

吸着療法を併用した全身管理を行った．全身状態は改善し，16日目に

下極ドレーン，25日目に上極ドレーンを抜去し，29日目に抗生剤投与

を終了し退院となった．退院後 8カ月間再発を認めていない．早期の

集学的治療により救命しえた．

肺扁平上皮癌，腎盂癌術後に多発肺転移を認め原発の診断に苦慮し

た 1例 :井口圭子，清水泰臣，西原千香子，井口太郎，玉田 聡，仲

谷達也（大阪市大），桑江優子（同病理） 79歳，男性．肺癌（squa-

mous cell carcinoma，pT2N2M0）．術後 8 年，左腎盂癌（invasive uro-

thelial carcinoma with squamous differentiation，G3，pT3）．術後 5年経

過時の胸部 CT で多発肺結節，縦隔リンパ節腫大を認めた．縦隔リン

パ節生検では扁平上皮化生を伴う尿路上皮癌が疑われた．左腎盂癌再

発と診断し carboplatin，gemcitabine 投与するも呼吸機能が悪化し死

亡した．剖検では多発肺腫瘍，縦隔リンパ節転移，縦隔リンパ節食道

浸潤を認めたが他臓器転移，原発巣をみとめなかった．肺腫瘍，リン

パ節は大部分が壊死と角化であり尿路上皮癌の有無は不明であった

が，化学療法の効果があったことが示唆された．

胃癌から尿管転移を来たした 1例 :大塚憲司，直井牧人，谷 満，

吉田宏二郎，仲川嘉紀（大和高田）， 森澤洋介（奈良医大），堤 雅

弘（大和高田病理診断） 65歳，男性．主訴は右水腎症の精査．2014

年 3月に当院外科で進行胃癌と診断され，同時に右水腎症を指摘され

たため，当科に紹介となる．造影 CT で右尿管癌を認め，胃全摘出術

と同時に右腎尿管全摘除術を施行した．病理検査では胃，尿管ともに

類円形小型異型細胞がみられ，特殊染色で CK7 陽性，CK20 陰性，

高分子ケラチン陰性であった．以上の所見から胃癌による転移性尿管

腫瘍と診断した．手術後，胃癌に対して化学療法を施行されたが，奏

功せず手術から 5カ月後に死亡した．転移性尿管腫瘍は比較的稀な疾

患であり，1909年に Stow が初めて報告している．今回，われわれは

進行胃癌による転移性尿管腫瘍の 1例を経験したので，若干の文献的

考察を加えて報告する．

Gerota 筋膜ヘルニアの 1例 :辻野拓也，前之園良一，松永知久，

吉川勇希，高井朋聡，齋藤賢吉，内本泰三，反田直希，南 幸一郎，

高原 健，平野 一，稲元輝生，能見勇人，木山 賢，東 治人（大

阪医大） 68歳，女性．主訴は背部の無痛性，鶏卵大腫瘤．画像診断

の結果 Gerota 筋膜のヘルニア（上腰ヘルニア）であった．外科的に

ヘルニア孔を閉鎖した．腎位を取ることでヘルニア内容物の処理は不

要であった．術後ヘルニアの再発は認めていない．

膀胱原発カルチノイドの 1例 :上田倫央，新井浩樹，本多正人（近

畿中央），吉田恭太郎（同病理） 83歳，男性．前立腺癌に対し，内

分泌療法施行中の2009年 1月に無症候性肉眼的血尿が出現．膀胱鏡で

左尿管口外側に 5 mm 大の非乳頭状広基性腫瘍を認め TURBT を施行

した．尿細胞診は陰性であった．病理組織所見は，表層はびらん状の

移行上皮に覆われており，その直下に索状，あるいは胞巣状に配列す

る腫瘍細胞を認め，核は小型類円形で異型は乏しかった．細胞質は豊

富で好酸性であった．免疫染色では chromogranin A，cynaptophysin，

CD56，NSE が陽性で，Ki67 染色では陽性率が 2％以下であり，膀

胱カルチノイドと診断した．カルチノイド症候群は認めなかった．術

後 5年経過した現在まで，再発転移は認めていない．

膀胱に発生した Inflammatory myofibroblastic tumor の 1例 :武山

祐士，松村健太郎，呉 偉俊，大町哲史（ベルランド総合），吉村道

子（同病理），都築豊徳（名古屋第二赤十字病理） 55歳，女性．

201X年 4月に腹部膨満感を主訴に近医を受診．MRI にて膀胱腫瘍が

疑われ当科紹介となった．血液検査で明らかな異常所見を認めず，尿

潜血も認めなかった．尿細胞診は class II であった．MRIでは膀胱内

に T1，T2 強調像で低信号，拡散強調像で高信号の腫瘍を認め，腫瘍

内部に一部 T2 強調像で高信号も認めた．膀胱鏡では頂部に 2.5 cm

の広基性非乳頭状腫瘍を認め，TUR-BTを施行した．病理組織は炎症

細胞の浸潤と紡錘形細胞の増殖を認め，免疫染色で ALK 陽性を示

し，IMT と診断した．残存腫瘍に対し，後日膀胱部分切除術を行っ

た．IMT は肉腫と誤診され膀胱全摘や化学療法を施行されることも

あり，肉腫が疑われた際には本疾患との鑑別が重要と考えた．

尿膜管癌術後に孤立性骨転移を認めた 1例 :岡村泰義，石田貴樹，

奥野優人，田口 功，岡本雅之，川端 岳（関西労災） 69歳，男

性．尿膜管癌に対し，膀胱部分切除および骨盤内リンパ節郭清術施

行．病理組織学的にリンパ節転移を認めたため補助化学療法を施行し

た．TS1，CDDP によるレジメンを 2コース施行した．化学療法終了

半年後，局所再発を認めずに上腕骨転移が出現，転移巣切除後に放射

線治療を行った．その後は明らかな再発転移を認めていない．

BCG 膀胱内注入療法中に発症した肉芽腫性肝炎の 1例 :曽我英雄，

安井宣雄（県立淡路），堀口英久（徳島大人体病理） 76歳，男性．

浸潤性膀胱癌にて放射線併用動注化学療法を施行した． 3カ月後に膀

胱内再発を認めたため，TUR-Bt が施行された．pT1，G2＞G3 にて

BCG 膀胱内注入療法を開始した． 1コース終了後の評価にて pT1，

G2＞G3 を指摘された．患者自身が根治的手術を希望されなかったた

め BCG 膀胱内注入療法 2コース目を開始した． 2コース目開始 2週

間後に 39°C の発熱，および肝機能障害を生じた．抗菌剤投与にて症

状の軽快を認めないため，経皮的肝生検術を施行された．病理組織診

断にて肉芽腫性肝炎の診断を得たため INH，RFP，EB の三剤併用で

の抗結核療法が開始された．治療開始とともに肝機能異常の改善，お

よび，解熱傾向を認めた．その後， 6カ月間の抗結核療法が行われ

た．膀胱内には局所再発を生じていないが，画像所見にて遠隔リンパ

節転移を認めたため，現在，抗癌化学療法施行中である．

膀胱内異物の 1例 :長澤誠司，兼松明弘，嶋谷公宏，山田祐介，橋

本貴彦，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） 69歳，男性．既往歴は15年前に尿道異物摘出．半

年前に尿道から金属製のキセルを自己挿入して抜けなくなったが放置

し，持続性尿失禁があり受診．KUB では 8 cm の異物を認め，膀胱

鏡では前立腺部尿道に異物が嵌り込み，全周性に結石が付着してい

た．造影 CT では造影剤の膀胱外 leak を認めなかった．経尿道的な

アプローチでは摘出困難と判断し膀胱高位切開術を施行した．膀胱鏡

の観察で異物周囲に結石の付着はあったが癒着はなく，膀胱鏡で膀胱

内に落とし込んだ．続いて膀胱高位切開術を施行．膀胱前腔に到達し

ウーンドリトラクターで術野を確保．バルーンカテーテルから生食

200 ml を注入すると膀胱は予想よりも尾側で膨らみ，慢性感染によ

る萎縮膀胱と考えた．膀胱を切開して異物を摘出し，生食で十分に洗

浄した．

精巣に発生した髄外性形質細胞腫の 1例 :脇田直人，古川順也，村

蒔基次，石村武志，三宅秀明，田中一志，藤澤正人（神戸大） 67

歳，男性．2013年10月頃から左精巣腫大自覚し，2014年 1月左精巣腫

瘍疑いにて当院当科紹介受診．MRIT2 強調像にて左陰嚢内に低信号

を示す 40 mm 大の腫瘤を認め，左精巣腫瘍（cT1N0M0S0，IA 期）

と診断．左高位精巣摘除術施行．摘出物では精巣全体に白色充実性の

腫瘍を認めた．病理組織所見にて形質細胞様の異型細胞がびまん性に

浸潤しており，免疫染色では CD138 陽性であった．後日，骨髄生検

を施行するも異常所見認めなかったため，精巣に発生した髄外性形質

細胞腫と診断．術後経過観察を継続も局所再発，骨髄病変の出現なく

経過している．精巣に発生した形質細胞腫は非常に稀な疾患であり，

骨髄腫を合併する可能性が高い．そのため診断後に骨髄生検による精

査や長期的な経過観察を行う必要がある．

ステロイドスルファターゼ欠損症に合併した停留精巣の 1例 :大草

卓也，山道 岳，谷口 歩，岸本 望，谷川 剛，高尾徹也，山口誓

司（大阪急性期医療セ） 5歳，男児．出生時より停留精巣を指摘さ

れていた．その後 0歳児にステロイドスルファターゼ欠損症と診断さ

れた．2014年 4月手術希望にて当科受診，両側の停留精巣を認めた．

同年 6月，両側の停留精巣に対して精巣固定術を施行した．ステロイ

ドスルファターゼ欠損症は別名伴性劣性魚鱗癬といわれX染色体上に

存在する，ステロイドスルファターゼ遺伝子の欠損にて生じる疾患で

ある．主な症状は皮膚の角化の亢進，鱗屑といった皮膚症状である

が，その約20％に停留精巣が生じるとされている．

陰嚢水腫を合併した外傷性精巣破裂の 1例 :山道 岳，蔦原宏一，

大草卓也，谷口 歩，岸本 望，谷川 剛，高尾徹也，山口誓司（大

阪急性期医療セ） 17歳，男性．野球の試合中に右陰嚢を打撲し腫脹

が出現した．陰嚢水腫の診断にて近医で陰嚢水腫穿刺を施行されるも

改善に乏しく受傷後 2カ月経過して当科紹介となった．超音波検査に
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て血腫や精巣損傷の所見を認めず外傷に続発した特発性陰嚢水腫と診

断し，陰嚢水腫根治術予定で手術を開始した．精巣漿膜を開けて観察

したところ，精巣白膜の断裂を認め精巣内容が一部脱出し精巣漿膜と

癒着していた．精巣内容物の白膜内への還納を試みたが不可能であっ

たため精巣組織を一部除去して白膜内に収納した．早期手術の必要性

から，血腫や精巣白膜の断裂が明らかでなくとも陰嚢外傷の既往のあ

る症例では精巣破裂を念頭に置いた積極的な検索が必要であると考え

られた．

急性陰嚢症から精巣摘出に至った小児アレルギー性紫斑病の 1例 :

山野志真，山野 潤，板東由加里，山尾 裕，中村一郎（神戸市医セ

西市民），江口純治（同小児科） 4歳，男児．アレルギー性紫斑病

にて入院中，ステロイドで軽快しない間欠的な下腹部痛，右陰嚢発赤

腫脹あり当科紹介．試験開腹にて精巣・精巣上体の黒色変性あり摘

出．組織は血管炎が主体で精索捻転は否定的であった．

陰嚢内原発の Malignant mesothelioma の 1例 :遠藤貴人，佐野貴

紀，三浦徹也，吉行一馬，結縁敬治，山下真寿男（神鋼） 73歳，男

性．前立腺肥大症にて当科通院中．数年前より右陰嚢内の腫瘤を自

覚．疼痛，発熱など特記すべき症状なく経過していたが，腫瘤の増大

傾向を認めた．アスベストの暴露歴や陰嚢の外傷歴はなし．右陰嚢内

に 2 cm の腫瘤を触知．圧痛，熱感などは認めなかった．MRI で右精

巣上体に腫瘍を認め， 5 年前の MRI と比較すると軽度増大してい

た．右精巣摘除術を施行．免疫染色では calretinin 陽性で，病理組織

診断はmalignant mesothelioma であった．術後に追加治療は施行せず，

経過観察中である．現在のところ再発，転移は認めていない．

陰嚢内脂肪肉腫の 1 例 : 山本与毅，豊島優多，松本吉弘，高田

聡，大山信雄，百瀬 均（星ヶ丘医療セ），藤本 健（岡波総合）

66歳，男性．2014年右陰嚢内腫瘤を自覚し近医受診．腹部 CT にて右

陰嚢内腫瘍を指摘され当科紹介受診．超音波検査，MRI では精巣腫

瘍は否定的であり陰嚢内脂肪腫もしくは高分化型脂肪肉腫が疑われ

た．組織診断目的で腫瘍摘出術を施行，病理結果は lipoma-like-lipo-

sarcoma（WHO 2013 分類）であり後日根治術として右高位精巣摘除

術および陰嚢内脂肪摘除を行った．画像上明らかな転移を疑う所見は

なく，術後補助療法，追加治療は施行しなかった．術後 4カ月時点で

再発や転移を認めない．陰嚢内脂肪肉腫は自験例を含め116例が報告

されている．低悪性度の腫瘍であるが，局所再発や転移の報告もされ

ており，長期的なフォローアップが必要である．
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