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第268回日本泌尿器科学会東海地方会

(2015年 6月13日（土），於 KDX 桜通ビル 8F ホール)

高 Ca 血症性クリーゼを来たした原発性副甲状腺機能亢進症の 1

例 :武田知樹，浜本周造，海野 怜，岩月正一郎，濱川 隆，岡田淳

志，窪田泰江，戸澤啓一，佐々木昌一，安井孝周，郡 健二郎（名古

屋市大） 77歳，男性．腰椎すべり症の精査中，CT で右尿管結石を

指摘され当科紹介となった．初診時，PS4 と全身状態不良であり，血

液検査で腎機能障害を認め，補正 Ca 11.8 mg/dl，intact PTH 555

pg/ml と高値であった．頸部 CT で食道右側に 22×16×20 mm の境

界明瞭な腫瘤を同定し，99mTc-MIBI シンチグラフィでは CT で指摘

される病変と一致する部位に集積を認めた．以上より原発性副甲状腺

機能亢進症と診断したが，年齢，全身状態から手術不能と判断し，シ

ナカルセト内服を開始した．一時的な治療効果を認めたが，誤嚥性肺

炎を契機に高 Ca 血症性クリーゼを来たした．集学的治療によって全

身状態が改善した後，副甲状腺摘除術をした．病理診断は副甲状腺腫

であった．原発性副甲状腺機能亢進症の治療において，現時点で副甲

状腺摘除術を凌駕するものはない．シナカルセト導入後の患者におい

ても，併存症の改善状況に応じて常に手術を考慮すべきであると考え

た．

腹腔鏡下に摘除した大動静脈間 Paraganglioma の 1例 :佐野優太，

辻 克和，石川智啓，加藤 隆，鶴田勝久，小松智徳，木村 亨，絹

川常郎（独立行政法人地域医療機能推進機構中京），服部良平（名古

屋第一赤十字） ［症例］63歳，女性．2014年 9 月より，血圧 180/-

mmHg，動悸，発汗あり．10月の健診の腹部超音波検査にて肝臓に接

する腫瘤指摘あり．採血検査で，VMA 21.7 ng/ml，蓄尿検査でアド

レナリン 208 ug/day，メタネフリン Cr 補正値 2,770 ng/mg/cr，VMA

11.5 mg/day と高値．MIBG シンチにて，腫瘤に一致して集積あり．

造影 CT にて，大動静脈間にあり肝に接する 47×34 mm，内部に造

影不良域散見される腫瘤あり．Paraganglioma と診断．2015年 2月，

腹腔鏡下右後腹膜腫瘍摘除術施行．右副腎合併切除．手術時間 : 6時

間38分，腹腔鏡時間 : 5時間56分，出血量 : 250 ml．腎静脈の頭側で

下大静脈をテーピングし，牽引することで腫瘍との剥離を安全にでき

た．術中は収縮期血圧は 50∼200 mmHg と変動があった．術後経過

良好で 7日目で退院．尿中カテコラミンは正常値へと低下．［結語］

大動静脈間にあり，肝に癒着した paraganglioma を腹腔鏡下で安全に

摘出することができた 1例を報告した．

両側副腎転移を合併切除した腎細胞癌の 1例 : 杉野輝明，野崎哲

史，成山泰道，矢内良昌，窪田裕樹（愛知厚生連海南） 症例は73

歳，男性．他院内科において腰部脊柱管狭窄症の精査目的に施行され

た MRI にて左腎の巨大腫瘤を認めたため，当院紹介受診となった．

既往歴には高血圧症，糖尿病があった．初診時現症としては特記すべ

き異常を認めず，内分泌学的所見として血中 ACTH の軽度上昇を認

めた．造影 CT にて左腎上極に長径 10.5 cm の腫瘤を認め，左副腎

に 8.0 cm 大の腫瘤，右副腎には 6.0 cm 大の腫瘤を認めた．また，

頭部 MRI にて左側脳室近傍に腫瘤を認めた．以上より，左腎細胞癌

両側副腎転移脳転移（cT4N0M1）と診断し，左腎摘除術および両側

副腎摘除術を施行した．摘出した 3臓器すべてに clear cell type の腫瘍

細胞を認め，すべての組織は同一の組成を呈し，肉眼的所見からも腎

原発の両側副腎転移と考えられた．病理学的診断は renal cell carci-

noma，G2＞G1，clear cell subtype，INFb，v1，RM0，pT2bN0M1 で

あった．術後 6カ月現在，局所再発や脳転移巣の増大・増加傾向なく

生存している．

巨大腎血管筋脂肪腫に対して腎部分切除を施行した 1 例 : 斎木

寛，新坂秀男，中村昌史，松嵜理登，山下 亮，庭川 要（静岡県立

静岡がんセ） 53歳，女性．子宮筋腫に対する経過観察中の CT で後

腹膜腫瘍を指摘され当院紹介受診．CT・MRI で長径 27 cm の境界明

瞭な腫瘍を認めた．腎実質の途絶，beak sign を認めたことから腎由

来の腫瘍であると考えた．また腫瘍の構成成分は脂肪が主体であるこ

と，腎から直接血管が腫瘍内に入り込むといった所見から腎血管筋脂

肪腫と診断した．巨大腎血管筋脂肪腫の診断のもと2013年 5月 9日に

腫瘍血管への TAE を施行し，翌日10日に開腹腎部分切除術を施行し

た．摘出標本は重量 2.3 kg，割面は脂肪成分と筋組織から構成されて

おり，被膜を有していた．病理組織診断では腎血管筋脂肪腫と診断し

た．文献的に検索した限りでは，腎部分切除を施行した腎血管筋脂肪

腫では最大級の大きさである．若干の文献的考察を加えて報告する．

腸重積を来たした腎細胞癌小腸転移の 1例 :野崎哲史，杉野輝明，

成山泰道，矢内良昌，窪田裕樹（愛知県厚生農業協同組合連合会海

南） ［症例］53歳，女性．［主訴］腹痛，嘔気［現病歴］2009年，右

腎癌に対して右腎摘除術施行．病理は，淡明細胞癌，T3bN0M1 だっ

た．術後肺転移に対して IFNα，分子標的薬を使用していた．2014年

8月から腹痛と粘血便を自覚．上部消化管・大腸内視鏡検査を施行さ

れたが異常は指摘されなかった．10月，腹痛の頻度が徐々に増加し，

嘔気を認めるようになり受診．［CT 所見］小腸腫瘍を疑う粘膜肥厚

と腸重積を疑うターゲットサインを認めた．［経過］小腸腫瘍に伴う

腸重積と診断し，外科にて小腸部分切除術施行．切除標本では腫瘤型

腫瘍が認められた．病理所見より淡明細胞癌の小腸転移と診断した．

［転帰］多発脳転移，右膝転移が出現したものの，パゾパニブを使用

し SD を維持している．［考察］本症例も含め過去の報告の大部分が

肺転移を認めている．肺転移を有する患者に消化器症状が出現した場

合，小腸転移を念頭においた検索が必要である．

膵 IgG4 関連疾患に併発した左腎癌の 1 例 : 小林隆宏，田中勇太

朗，小林大地，廣瀬泰彦，秋田英俊，岡村武彦（安城更生） ［症例］

77歳，男性．閉塞性黄疸精査目的に当院内科受診，CT で膵頭部腫

瘤＋左腎腫瘍および左腎腫瘍から膵に伸びる繊維性組織を認めた．

MRI では膵癌疑いもしくは腫瘤形成性膵炎疑いおよび左腎癌と診断，

ERCP で減黄後，膵全摘除術＋左腎摘除術を施行した．腎周囲は強固

に癒着しており，結腸間膜も合併切除，腎周囲の線維性組織は膵と連

続しており，腎と膵臓は一塊で摘出した．［病理］膵臓は炎症性偽腫

瘍を認め，IgG4/IgG 陽性細胞比率 ; 50∼60％，IgG4 陽性形質細胞

30∼40/HPF であった．［胆管］硬化性胆管炎の像を示し，IgG4/IgG

陽性細胞比率 ; 50∼60％ IgG4 陽性形質細胞 30∼40/HPF であった．

［腎臓］Clear cell carcinoma G1＞G2 INFα であった．若干の文献的考

察を加えて報告を行った．

後腹膜腔に発生した Inflammatory pseudotumor の 1 例 : 高井

学，秋田和利，亀山紘司，近藤啓美，高木公暁，堀江憲吾，菊地美

奈，加藤 卓，水谷晃輔，清家健作，土屋朋大，安田 満，横井繁

明，仲野正博，出口 隆（岐阜大附属），宮崎龍彦（同病理） 16歳，

女性．CT 検査で腎下極の尾側に後腹膜腫瘍を指摘．血中カテコラミ

ン値や IgG4，sIL2 などの免疫学的検査は正常範囲内であったが，

MRI 検査および FDG-PET 検査でリンパ節病変が疑われたため，腹

腔鏡下後腹膜腫瘍摘除術施行．病理組織診は広義の炎症性偽腫瘍で

あった．術後 1年半が経過するが再発は認めていない．炎症性偽腫瘍

は筋線維芽細胞や繊維芽細胞の特徴を示す紡錘型細胞の増殖と，炎症

細胞の浸潤が著明な病変であり肺を中心に全身で発生する．炎症性偽

腫瘍は総称的な概念で炎症性筋線維芽細胞性腫瘍（IMT），感染ない

し炎症の修復機転における腫瘤形成，活動性感染による炎症性偽腫

瘍，EBV 関連炎症性偽腫瘍様濾胞樹状細胞性腫瘍，上記のいずれと

も断定できない炎症性偽腫瘍が含まれている．このため真の腫瘍であ

る IMT の鑑別が重要となってくる．後腹膜に発生した炎症性偽腫瘍

につき若干の文献的考察を加え報告する．

選択的腎動脈塞栓術にて止血するも， 4年後に再出血した右腎動静

脈瘻の 1例 :梶川圭史，吉澤孝彦，金尾健人，森永慎吾，村松洋行，

小林郁生，西川源也，加藤義晴，渡邊將人，全並賢二，中村小源太，

住友 誠（愛知医大） 58歳，女性．右腰背部痛と肉眼的血尿を主訴

に当科受診．造影 CT で，右腎杯内の高吸収域とその周囲の異常血管

像から，右腎動静脈瘻からの出血と診断し血管造影を行った．右腎動

脈の血管造影では，nidus と呼ばれる異常血管網を認め，複数の流入

血管を認めた．右腎動静脈瘻の cirsoid type と診断し，主な流入血管

である上極枝からの末梢血管を選択し NBCA で塞栓した．その後，

肉眼的血尿は消失したが， 4年後に再度肉眼的血尿を認めた．血管造

影では初回に塞栓した同部位に nidus を認め，中極枝を中心とした流
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入血管を複数認めた．残存していた流入動脈からの側副血行路形成や

拡張による nidus の再開通と診断し，すべての流入血管を NBCA で

塞栓した．その後，肉眼的血尿は認めていない．腎動静脈瘻に対して

NBCA による塞栓後に再出血した症例はわれわれが調べえた限りで

はなく，若干の文献的考察を含め報告する．

腎細胞癌に対して分子標的薬治療後に腎摘除術を施行した 1例 :井

上 聡，佐々直人，森 文，坂元史稔，松尾かずな，石田昇平，舟橋

康人，藤田高史，松川宜久，加藤真史，吉野 能，山本徳則，後藤百

万（名古屋大） 78歳，女性．肉眼的血尿を主訴に当科受診．造影

CT にて右腎に直径 56 mm の腫瘍を認め，下大静脈に腫瘍塞栓を認

めた．腫瘍栓は右房内まで到達していた．臨床病期は cT3cN0M0 で

あった．高齢であること，根治切除のために開胸，開心が必要となる

ため非常に侵襲が大きい手術となること，周術期合併症の危険が高い

ことが問題点として考えられた．アキシチニブによるプレサージカル

療法を行った．アキシチニブを 10 mg/day で37日間投与した．Grade

3 以上の副作用を認めなかった．腫瘍栓は肝静脈下まで縮小した．根

治的右腎摘除術，下大静脈腫瘍塞栓摘除術を施行した．開心，開胸，

血管バイパス術は不要となり，肝静脈合流部尾側でテーピングして腫

瘍栓を摘除した．病理は clear cell renal cell carcinoma，grade 2，pT3b

であった．術後 1年11カ月の時点で再発を認めていない．

3rd line 化学療法を施行した転移性尿路上皮癌の 1例 :飯田啓太

郎，内木 拓，永井 隆，惠谷俊紀，安藤亮介，水野健太郎，梅本幸

裕，河合憲康，林 祐太郎，安井孝周，郡 健二郎（名古屋市大） 73

歳，男性．62歳時，膀胱癌に対し TURBT を施行し，術後通院を自

己中断．頻尿を主訴に当科受診．精査の結果，右腎盂癌 cT3N2M0 と

診断．GC 療法を 4クール施行後抵抗性となり，2nd line 化学療法と

して gemcitabine＋ docetaxel 療法を 3 クール施行．PD となり

pemetrexed 単剤療法を 3クール施行．治療開始から 1年 9カ月後癌

死した． 死後，頸部リンパ節の組織診を施行し，病理結果は高異型

度尿路上皮癌であった．転移性尿路上皮癌に対する pemetrexed 単剤

療法は，重篤な副作用が少なく，gemcitabine，cisplatin，docetaxel と

は作用機序が異なる点を踏まえ 3rd line 化学療法として導入したが，

奏功せず不適であった．

膀胱 Inflammatory myofibroblastic tumor の 1例 :加藤 学，金井

優博，加藤桃子，梶原進也，吉川昌希，西川晃平，矢崎順二，吉尾裕

子，長谷川嘉弘，神田英輝，有馬公伸，杉村芳樹（三重大），福留寿

生，内田克典，白石泰三（同病理） ［症例］患者17歳，女性．［主

訴］下腹部痛・肉眼的血尿，画像検査にて膀胱タンポナーデの所見を

呈し，膀胱内に腫瘍を認めたため，腎泌尿器外科にて緊急精査加療開

始となった．腫瘍は造影 MRI にて強く増強された．腫瘍からの出血

が継続しており経尿道的血腫除去，止血，生検術を施行した．免疫染

色にて ALK/p80，CKAE1/AE3，αSMA，CK-CAM5.2，p53 が陽性

であり，inflammatorymyofibroblastic tumor（IMT）が最も疑われた．

IMT は機能を温存した縮小切除後も一般的に良好な臨床経過をたど

ることが報告されているため，膀胱部分切除術を施行した．免疫染色

において，TUR 生検標本と同様の陽性所見を認め，腫瘍細胞におけ

る ALK/p80 発現を FISH 法で陽性細胞を確認した．本症例は

ALK/p80 も参考に慎重に組織型診断を行い，［結果］腫瘍の根治と膀

胱温存が可能であった．

膀胱全摘除術後に多臓器転移を来たした膀胱小細胞癌の 1例 :谷島

崇史，鈴木孝尚，大塚篤史，松下雄登，本山大輔，松本力哉，杉山貴

之，永田仁夫，古瀬 洋，大園誠一郎（浜松医大） 74歳，男性．血

尿・尿閉で入院．TURBT を施行し，病理組織診断は小細胞癌であっ

た．cT2bN0M0 の膀胱小細胞癌と診断し，膀胱全摘除術および回腸

導管造設術を施行した．病理組織診断は小細胞癌，pT3bN0 であっ

た．しかし術後，多発肝転移および骨転移が出現した．肺小細胞癌の

化学療法に準じ，VP-16 と CBDCA を併用した全身化学療法を 8コー

ス施行した．当初，肝転移の縮小を認め，PR の評価だった．しか

し，約 1カ月の休薬にて多発肝転移が増悪し，多発脳転移も出現し

た．最終的に術後 9カ月で癌死した．剖検の結果，小細胞癌以外の組

織型は認めず，膀胱小細胞癌の多発転移による多臓器不全の診断に

至った．膀胱小細胞癌の治療は手術，放射線治療などの局所治療のほ

か，肺小細胞癌の化学療法に準じた化学療法が推奨されている．近年

の報告では，術前補助化学療法を行うことで予後が延長した報告があ

るだけでなく，術後補助化学療法の有用性も示唆されている．

Extramedullary plasmacytoma を合併した前立腺癌の 1例 :彦坂和

信，深見直彦，河合昭浩，伊藤正浩，竹中政史，引地 克，深谷孝

介，飴本剛之介，佐々木ひと美，日下 守，石川清仁，白木良一（藤

田保衛大） 症例は71歳，男性．［既往歴］髄外性形質細胞腫（咽頭

および左鎖骨に放射線治療後）．［現病歴］尿閉で近医を受診．PSA

高値を認め前立腺針生検を施行．病理結果で髄外性形質細胞腫に合併

する前立腺癌を認め，当科紹介．直腸診 :結節触れず，弾性軟，表面

整．TRUS では内部は比較的均一な境界明瞭だが一部表面凹凸のあ

る前立腺を認めた．MRI では T2 強調画像で前立腺辺縁部に等から

低信号の 2 cm 大の腫瘤を認めた．PET-CT では前立腺内に不均一な

異常集積を認めた．前立腺針生検で右葉 0/3，左葉 2/3，GS : 4＋4

cT2bN0M0 の前立腺癌および病期 1A の髄外性形質細胞腫を認めた．

CAB 療法および前立腺を含む骨盤底部に 60 Gy の放射線外照射療法

を開始した．

骨盤内に発生した Aggressive angiomyxoma の 1例 :服部恭介，石

田 亮，大橋朋悦，山内裕士，錦見俊徳，山田浩史，横井圭介，小林

弘明（名古屋第二赤十字） 症例は71歳，男性．2014年10月，近医検

診 CT にて骨盤内左側，前立腺左葉背側に嚢胞構造を伴う直径 6.5×

3.7 cm の腫瘤を指摘され，精査目的にて当科受診となる．身体所見

に特記すべき異常なく，自覚症状はなかった．MRI では T1 強調画

像で低信号を呈し，T2強調画像では高信号の中に低信号が不均一に

混在し，内部に線状の索状構造物が認められた．PET では異常集積

を認めず，CT ガイド下生検では悪性像は認められなかった．腫瘍径

が大きく，悪性腫瘍の可能性を完全には否定できなかったため，2015

年 2月に下腹部正中切開にて腫瘍摘出術を施行した．手術所見では，

周囲臓器への癒着はなく，剥離は比較的容易であった．腫瘍は灰白

色∼淡褐色斑状のやや境界不明瞭な充実性腫瘤であった．病理診断の

結果 aggressive angiomyxoma と診断された．本症例のように男性に認

められるのは10％以下と言われている．術後日が浅いため，今後再発

がないかフォローしていく必要がある．

帝王切開後の膀胱子宮瘻に対して LH-RH アゴニストが奏功した 1

例 :永山 洵，加藤久美子，松井宏考，佐野友康，鈴木省治，山本茂

樹，鈴木弘一，服部良平（名古屋第一赤十字） ［症例］31歳，女性．

3回の帝王切開歴あり． 3度目の帝王切開の 1カ月後から排尿後の下

腹部痛・尿失禁を訴え近医受診．総合病院で超音波検査は正常，膀胱

鏡で後壁やや左側に瘻孔，膀胱尿道造影で子宮への漏出を認め，膀胱

子宮瘻の診断で当科に紹介された．月に 5，6回，月経前後に発作的

な下腹部痛が排尿後に起こり（約30分），尿意を伴わずに少量の尿失

禁を認めた．分娩後 1年で卒乳してから，月 1回の LH-RH アゴニス

トの投与を10カ月継続し，その間は無月経であった．投与開始から 5

カ月で疼痛発作は月に 1∼ 2回， 5分程度となり，尿失禁は消失し

た．症状軽快で投与終了してから 7年間の外来フォローで明らかな症

状はなく，フォローアップで施行した膀胱尿道造影で造影剤の子宮へ

の漏出を認めなかった．［考察］膀胱子宮瘻の治療の多くで外科的な

瘻孔閉鎖術が行われるが，本症例のように LH-RH アゴニストで作為

的に無月経を起こすことも 1つの選択肢である．

若年女性に発症した膀胱小細胞癌の 1例 :村木厚紀，山口朝臣，上

平 修，平林毅樹，平林裕樹，守屋嘉恵，深津顕俊，吉川羊子，松浦

治（小牧市民） 34歳，女性．膀胱タンポナーデで前医受診，膀胱癌

の診断で当科紹介．cT3N0M0，生検の結果小細胞癌であったため，

EP 術前化学療法，膀胱全摘除および代用膀胱造設術施行．病理上，

小細胞癌は消失し，UC，pT2aN0 であった．

尿膜管癌多発腹膜転移に対して TS-1/CDDP 療法を施行した 1例 :

河田 啓，永井真吾，久保田恵章（トヨタ記念），清家健作，水谷晃

輔，堀江憲吾（岐阜大） 66歳，男性．肉眼的血尿，排尿困難にて受

診．画像診断にて膀胱頂部から尿膜管にかけての腫瘤を認め，膀胱鏡

下に生検を行ったところ，腺癌であった．尿膜管癌と診断し，尿膜管

切除，膀胱部分切除術を施行した．腹膜浸潤を認め，Sheldon 病期分

類 IIIC と診断した．本人の希望もあり，術後は経過観察を行ってい

たが，術後 2年 2カ月後に多発腹膜転移を認めた．再発に対して，胃

癌のレジメンに準じて TS-1/CDDP 療法を計 9コース施行した．化学

療法は一定の効果を示していたものの，イレウス，肝転移増大を認
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め，術後 4年 8カ月後に死亡した．

RARP 後に深部静脈血栓症を合併した重複下大静脈の 1例 :河合昭

浩，飴本剛之介，伊藤正浩，彦坂和信，竹中政史，引地 克，深谷孝

介，深見直彦，佐々木ひと美，日下 守，石川清仁，白木良一（藤田

保衛大） 67歳，男性．検診で PSA 8.28 ng/ml と高値であり，前医

にて前立腺針生検施行．病理診断で，前立腺癌，GS 4＋4． RARP を

希望され当科紹介受診．造影 CT で重複下大静脈を認めた．MRI で

は，被膜外浸潤の所見はなくcT2bN0M0 で RARP 施行．術後 4日目

に，左下肢の腫脹，圧痛を認めた．D-dimer 220.1 μg/ml と上昇して

おり，深部静脈血栓症を疑い，造影 CT を施行．左腎静脈と同レベル

で分岐した直後の左下大静脈から膝窩まで広範囲に defect を認めた．

深部静脈血栓症の診断で，抗凝固療法を開始，術後 5日目に永久型

IVC フィルターを腎静脈上に留置した．術後12日目の造影 CT では，

血栓の悪化は認めず，術後31日目に退院．重複下大静脈に深部静脈血

栓症を合併した報告は散見されるが，その因果関係は明らかではな

い．しかしながら，重複下大静脈合併症例では，腹腔鏡手術におい

て，術後の血栓形成には注意すべきであり，術中，術後抗凝固療法を

考慮すべきと考えられた．

膀胱鏡検査を契機に発見した粘液型脂肪肉腫の 1例 :村松知昭，木

村恭祐，副田雄也，水野秀紀，岡本典子，青田泰博（独立行政法人国

立病院機構名古屋医療セ），岡村菊夫（東名古屋） 49歳，男性．

TUR-Bt 後の定期的な膀胱鏡検査にて右鼠径部の腫瘤に気づき，CT

と MRI にて脂肪肉腫を疑い，摘出術を施行した．結果は粘液型脂肪

肉腫であった．

精索に発生した悪性リンパ腫の 1例 :村松洋行，金尾健人，森永慎

吾，梶川圭史，小林郁生，西川源也，吉澤孝彦，加藤義晴，渡邊將

人，全並賢二，中村小源太，住友 誠（愛知医大） 81歳，男性．

2014年12月，他院にて脾腫瘤の精査中，右陰嚢腫脹を自覚し当科受

診．右精索に腫瘤を触知し，精査加療目的で当科入院となった．右精

索に造影 CT で濃染し，MRI-T2 強調画像で高信号を呈する 2.0 cm

大の腫瘤を認め，右高位精巣摘除術を施行した．病理組織学的診断は

diffuse large B-cell lymphoma であった．精索腫瘍85例の病理組織の検

討を行った報告では，良性腫瘍が78％と多く，悪性腫瘍では転移性腫

瘍が多いとされており，その中の精索悪性リンパ腫は原発と考えられ

た症例は本邦で13例であり，悪性リンパ腫の精索侵襲も稀である．予

後は 1年以内の死亡報告例が 4例あり，不良である．精索に発生した

悪性リンパ腫の 1例を経験し，若干の文献的考察を加えて報告した．

プリンスワンズによる膀胱異物の 1例 :宮田裕大，小谷俊一，木村

祐介，本多登代子（中部労災） 55歳，男性．特に既往症なく，勃

起・射精は正常．既婚，40歳で精管切断．もともと自作の陰茎ピアス

を装着していたが，ピアスホールが拡大していき漏孔を形成，排尿時

に尿線拡散するようになった．尿線拡散防止目的にプリンスワンズを

自作し装着，排尿していた．受診前日，洗浄しようとした際に誤って

陰茎内に迷入させ，その後からの排尿時痛と血尿を認めたため当科受

診した．Xp，CT などの画像検査と膀胱鏡検査より膀胱内に存在す

るプリンスワンズを認めた．入院翌日に膀胱高位切開にて異物摘出し

た．異物は 6×1 cm の中空鋼管であった．術後経過は良好であり，

CUG 施行しリークないこと確認してバルーンカテーテル抜去，排尿

障害もなく退院となった．
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