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学 会 抄 録

第267回日本泌尿器科学会東海地方会

(2015年 3月 8日（日），於 KDX 桜通ビル 8F ホール)

腹腔鏡下（単孔＋1）尿管部分切除術を行った IgG4 関連尿管硬化

性疾患の 1例 :山田健司，田中勇太朗，廣瀬泰彦，小林隆宏，秋田英

俊，岡村武彦（安城更生） 30歳代，女性．右腰背部痛を主訴に近医

整形外科受診．MRI で腰椎ヘルニアとともに右水腎水尿管を指摘さ

れ，近医泌尿器科受診．CT，逆行性腎盂造影にて中部尿管に外側に

突出する 3 cm 大の腫瘤性病変を認めた．腎尿細胞診は陰性．精査加

療目的に当科紹介受診．右尿管腫瘍の診断のもと，腹腔鏡下

（TANKO＋1）尿管部分切除術施行した．左半側臥位で臍 4 cm 縦切

開し，腹腔に到達し LAPPROTECTOR を装着．5 mm EZ trocar を

EZ access に挿入し被覆．右下腹部に 5 mm XCEL trocar を追加し手術

を行った．術中迅速診断にて尿路上皮癌は否定されたため，端々吻合

術施行．手術時間は 3時間28分，出血は少量，術中合併症なし．病理

結果は IgG4 関連尿管硬化性疾患であった．術後の IgG4 は正常域．

現在，再発や他部位への新規病変なく現在経過観察中である．

巨大後腹膜脂肪肉腫の 1例 :伊藤正浩，日下 守，西野 将，竹中

政史，糠谷拓尚，深谷孝介，飴本剛之介，石瀬仁司，深見直彦，佐々

木ひと美，石川清仁，白木良一（藤田保衛大） 64歳 女性．左側腹

部痛と体重減少を自覚し近医受診．画像検査上，左後腹膜腔に巨大腫

瘤を指摘され当科紹介．MDCT，FDG-PET CT，MRI にて左腎背側

に上腹部から骨盤上縁に及ぶ 15×24×14 cm 大の腫瘤を認め，左腎

は腹側右側に，膵臓は腹側上方に，脾臓は背側に著明に圧排偏移され

ていた．術前に腫瘍流入血管の選択的動脈塞栓術を行った後，後腹膜

腫瘍摘除術，左腎，脾臓の合併切除を施行．手術時間は322分，摘出

重量は 3,600 g，総出血量は 860 ml．病理診断は高分化成分と脱分化

成分が混在し，多房性の空胞を有した脂肪芽細胞を認め，脱分化型脂

肪肉腫と診断した．術後 3カ月経過し再発は認めていない．脱分化型

脂肪肉腫は再発・転移の可能性が高く，予後不良とされている．外科

的切除が原則で，周囲組織も含めた en block 切除が望まれるが，完全

摘除率は15∼30％であり，分子標的薬を含めた新規治療法の確立が期

待される．

馬蹄腎に発生した腎カルチノイドの 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），渡

邊麗子，杉野 隆（同病理診断） 74歳，女性．2014年 7月に近医で

施行した腹部エコーで右腎の腫瘍を指摘され，精査を行った．CT で

は馬蹄腎の右半腎に発生した腎腫瘍が認められ，加療目的で当院に紹

介受診となった．CT 上，右腎に長径 5.1 cm の腫瘍性病変を認め，

dynamic study では実質相をピークとする遷延性の造影効果を示し，

乳頭状腎細胞癌・嫌色素腎細胞癌が考えられ，下大静脈外側・正中仙

骨領域にリンパ節の腫大を認めた．右腎癌（cT1bN0M1）の診断のも

と2014年11月に開腹右半腎摘除術・リンパ節廓清術を施行した．峡部

離断は電気メスで鋭的に切離し，切離面を縫合し止血した．摘出標本

での腫瘍の最大径は 5.3 cm，割面は白色で分葉状の部分も見られ，

壊死は伴わず均一な割面であった．組織学的診断では右半腎に発生し

た腎カルチノイドであった．馬蹄腎に発生した腎カルチノイドは稀で

あるので報告する．

術後の転移巣に対し重粒子線治療などを繰り返した進行腎癌の 1

例 :伊藤 博，河合 隆，初瀬勝朗（一宮市立一宮市民） 44歳，男

性．2006年 1月左腎癌にて腎摘出，腸骨転移あり，術後 αIFN を投与

するも腸骨転移巣が増大し，2007年 7月他院にて重粒子線治療を施行

（57.6 Gy）．その後数年にわたり，右副腎，傍椎体，右鎖骨下リンパ

節，縦隔，精嚢へ重粒子線を照射．その他に胸部，大腿部に出現した

転移巣には摘出術を施行．分子標的薬を勧めたが了解されず，2014年

6月副鼻腔から頭蓋底に転移巣が出現，これにも重粒子線治療を希望

し照射．10月からはアキシチニブの内服を開始したが，頭痛があり継

続困難で，その後全身状態の悪化や放射線肺臓炎などを併発して11月

に死亡した．

腎炎症性偽腫瘍の 1例 :平林崇樹，森 文，井上 聡，高井 峻，

松尾かずな，石田昇平，鈴木都史郎，舟橋康人，藤田高史，佐々直

人，松川宜久，加藤真史，吉野 能，山本徳則，後藤百万（名古屋

大） 63歳，男性． 2型糖尿病に対して内服治療中，急激に血糖コン

トロールが悪化．インスリン自己注射を開始した．その際のスクリー

ニング目的の腹部 CT で 3 cm 大の腎腫瘤を指摘された．腎癌と診断

され，手術目的で当院紹介．CT にてびまん性の膵腫大，血中 IgG4

高値（454 mg/dl）を認め 1型自己免疫性膵炎と診断．左腎腫瘤は針

生検による組織診も検討．生検の risk，benefit，小径腎細胞癌 30 mm

としての治療の早急性，IgG4 関連疾患の偽腫瘍の可能性を検討した．

その結果 IgG4 関連疾患としてステロイド治療を開始． 2カ月後の

CT にて腎腫瘤は消失した．当症例では自己免疫性膵炎に合併した炎

症性偽腫瘍の可能性を疑いステロイド治療を先行し侵襲性の高い処置

を回避できたが，IgG4 関連疾患において安易な診断的治療は危険で

あり，治療前の病理組織採取は常に検討する必要がある．採取困難の

症例に対する診断的治療を検討した．

Birt-Hogg-Dubé 症候群の 1例 : 村松知昭，水野秀紀，副田雄也，

木村恭祐，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），伊藤裕一（ゆうクリニック） 67歳，

男性．反復性気胸があり，蜂窩織炎にて入院した際に腹部 CT にて右

腎腫瘤指摘され，右腎摘出術を施行．希少な組織型の腎癌が多発して

いたことと既往から Birt-Hogg-Dubé 症候群を疑い遺伝子解析により

診断した．

前立腺癌治療中ビスフォスフォネート関連顎骨壊死（BRONJ）を

併発した 1例 :金田淑枝，武田宗万，成田英生，中野洋二郎（公立陶

生），松尾一成，高井 峻，井上 聡（名古屋大） 症例は83歳．既

往歴にパーキンソン病，他院にて前立腺がんステージ D2 診断後温熱

療法と化学療法実施．骨転移に対してゾレドロン酸対応．BRONJ 発

生して当院治療にて転院．右上顎骨髄炎，慢性硬化性右下顎骨髄炎に

て現在も改善，再燃を繰り返し治療中である．前立腺癌にビスフォス

フォネート関連顎骨壊死（BRONJ）の難治例を報告するとともに当

院の BRONJ 症例の総括と取り組み，若干の文献的考察とともに報告

する予定である．

術前診断が困難であった後腹膜脂肪肉腫の 1例 :吉川昌希，長谷川

嘉弘，杉野友亮，西川晃平，矢崎順二，吉尾裕子，神田英輝，金井優

博，有馬公伸，杉村芳樹（三重大），林 昭伸，内田克典，白石泰三

（同病理） 74歳，女性．乳がん術後経過観察中の CT で急速に増大

する右副腎腫瘍を指摘され当科受診．術前カテコラミン 3分画が高値

であった．開腹下右副腎摘除術を行った結果，病理診断は脱分化型脂

肪肉腫であった．脂肪肉腫の石灰化・骨化は比較的稀で，脱分化型に

多い．他にも脱分化型脂肪肉腫の特徴的な画像所見が報告されてい

る．本邦での脂肪肉腫の石灰化の報告は自検例含め24例であった．本

症例は他施設報告例に比べ腫瘍サイズは小さく，典型的画像所見も認

められなかったことが，術前診断困難であった要因と考えられるが，

脂肪肉腫において石灰化を有するとの認識をもっていれば，腎・周囲

組織を含めた en block な切除も可能であったと思われる．

IgG4 関連後腹膜腫瘍に脂肪肉腫を合併した 1 例 : 高井 峻，森

文，井上 聡，松尾かずな，平林崇樹，鈴木都史郎，石田昇平，舟橋

康人，藤田高史，佐々直人，松川宜久，加藤真史，吉野 能，山本徳

則，後藤百万（名古屋大） 症例は63歳，男性．2007年11月，右副腎

腫瘍に対して他科にて腹腔鏡下右副腎摘除術を施行，線維腫の診断で

経過観察となった．2008年11月，検診にて右腎背側の腫瘤指摘，当科

へ紹介受診となった．CT にて右腎周囲に造影効果不良の腫瘤を認め

たが，術前にも同様の所見が見られ， 1年の経過で増大なく，経過観

察となった．腫瘤は徐々に増大し，初回手術のポート部皮下にも腫瘤

が見られたため，2012年 3月，皮下腫瘤の開放生検を行った．病理所
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見は悪性像見られず，初回病理と合わせて再染色した所，IgG4 関連

疾患の診断となった．引き続き無治療で経過観察を行っていたが，

2013年頃から腫瘍の増大が速くなり，悪性腫瘍の否定ができず，2014

年 7月，右半結腸，右腎，腹壁合併後腹膜腫瘍摘出術を施行した．摘

出腫瘍は 3,232 g，病理診断は脱分化型脂肪肉腫であった． 8カ月無

再発で経過観察中である．IgG4 関連疾患と脂肪肉腫の合併例は調べ

うる限り本症例が初めての報告である．

移植腎に発生した腎癌の 1例 :竹中政史，日下 守，西野 将，伊

藤正浩，糠谷拓尚，深谷孝介，飴本剛之介，石瀬仁司，深見直彦，

佐々木ひと美，石川清仁，白木良一，星長清隆（藤田保衛大），會田

直弘，大野慎一郎，伊藤泰平，剣持 敬（同臓器移植） 症例は48

歳，男性． 1型糖尿病により約 1年の透析歴あり，66歳の父をドナー

とする生体膵腎同時移植術を施行．移植後 5年目，移植腎背側の嚢胞

性腫瘤を腹部超音波で指摘され経過観察．移植後 8年目に腫瘍の急激

な増大が認められ紹介．造影 CT で移植腎背側，腎茎部近傍に 29×

27×24 mm の造影効果のある腫瘤性病変を指摘．cT1a，N0，M0，

Bosniak 分類 3，RENAL score 9点の移植腎腎癌と診断し，Ex vivo 移

植腎部分切除術と自家腎移植術を施行．温阻血時間 1分56秒，摘出腫

瘍は 13 g．病理結果は clear cell carcinoma，pT1a，G1，ly0，v0，

surgical margin は陰性．血流再開早期から尿の流出を確認し，術後透

析を施行することなく 2週間で退院．術後 6カ月，再発なく良好な腎

機能を維持（s-Cr 2.0 mg/dl）．

黒色人種，若年性の前立腺導管癌の 1例 :小林郁生，吉澤孝彦，村

松洋行，森永慎吾，梶川圭史，西川源也，加藤義晴，渡邊將人，全並

賢二，金尾健人，中村小源太，住友 誠（愛知医大） 44歳，ナイ

ジェリア出身黒人男性．PSA 29.2 ng/ml にて前医で前立腺生検施行

されるも悪性所見を認めず．CT，MRI にて前立腺癌，骨盤内リンパ

節転移を疑われ当院紹介．CT ガイド下右閉鎖リンパ節生検では悪性

像は認めず．再度前立腺生検を施行し，右 5 / 6カ所から前立腺導管

癌を認めた．右精嚢浸潤も認めたため cT3bN1M0 の診断にて MAB

療法を開始した．PSA は速やかに低下し，右閉鎖リンパ節も縮小傾

向であった．前立腺癌は黒人発生が多く予後も黒人で不良とされてい

る．原因は明らかではないがなんらかの遺伝的要因が考えられる．ま

た前立腺癌の stage IV では若年発症者が予後が悪いと国内外で報告さ

れている．前立腺導管癌は比較的稀な前立腺癌であり一般に予後が不

良とされているが症例数が少なく人種ごとの詳細な検討はなされてい

ない．報告では導管癌における人種間での発生率や予後には差がない

とされている．本症例は導管癌，黒人，若年であり予後は不良と考え

られる．

膀胱 Inflammatory myofibroblastic tumor の 1例 :高木公暁，高井

学，河田 啓，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），

酒々井夏子，宮崎龍彦（岐阜大医学部附属病理），石原 哲，亀井信

吾（木沢記念） 26歳，女性．肉眼的血尿，排尿時痛を主訴に前医を

受診．膀胱鏡検査で膀胱頂部に乳頭状腫瘍を認めた．MRI 検査では

膀胱頂部に筋層浸潤を伴う分葉状腫瘍を認め，粘液基質の含有も疑わ

れた．貧血を伴う血尿が持続しており，組織診断目的に経尿道的膀胱

腫瘍切除術および凝固止血術を施行した．病理診断では腫大した核を

持つ紡錘形腫瘍細胞がびまん性に増殖し，AE1/AE3（＋），vimentin

（＋），Ki67 陽性率40％を示し，sarcomatoid variant urothelial carcinoma

を疑う所見であった．肉腫様変化を伴う悪性度の高い腫瘍として膀胱

全摘除術および回腸導管造設術を施行した．摘除標本の病理組織診断

は inflammatory myofibroblastic tumor（IMT）であった．IMT はWHO

分類で中間悪性腫瘍とされており，完全切除後も約25％の再発，約 2

％の遠隔転移が報告されている．画像検査所見からは尿膜管癌も疑わ

れたが，術前診断，治療方針に悩んだ症例であり，さらなる文献的考

察を加えて報告する．

尿管結石が原因となった腸腰筋膿瘍の 2例 :飯田孝太，冨岡厚志，

丸山良夫，雄谷剛士（松阪中央総合） 症例 1は44歳，女性．嘔気，

左腰背部腫脹を主訴に当院救急搬送．諸検査より左結石関連腎盂腎

炎，腸腰筋膿瘍，胸膜炎，腹膜炎，麻痺性イレウスと診断．同日，緊

急で尿管ステント留置，切開排膿ドレナージを施行した．症例 2は91

歳，女性．発熱を主訴に当院救急搬送．CT で右結石関連腎盂腎炎，

腸腰筋膿瘍と診断．尿管ステント留置，エコーガイド下に膿瘍ドレ

ナージを施行した．腸腰筋膿瘍は発見が遅れると致命的となる疾患で

あり，続発性では致死率は18.9％にも上ると報告され，抗菌薬投与・

ドレナージによる治療が行われる．本症例は 2 例とも重症尿路感染症

に合併した腸腰筋膿瘍であったが，速やかに尿路・膿瘍部のドレナー

ジを施行することにより救命しえた．

肉芽腫性精巣上体炎の 1例 :岩月正一郎，岡田淳志，海野 怜，安

藤亮介，水野健太郎，梅本幸裕，河合憲康，戸澤啓一，佐々木昌一，

林 祐太郎，安井孝周，郡 健二郎（名古屋市大） 60歳，男性．主訴

は左陰嚢内容の腫大．既往歴にうつ病がある．理学所見上，発熱はな

く，表在リンパ節を触知しなかった．左陰嚢内容は鶏卵大に腫大し，

圧痛は軽度であったが発赤はなかった．WBC 10,200/μl，CRP 1.64

mg/dl と軽度の炎症反応の亢進を認めたが，精巣腫瘍マーカーは陰性

であった．また検尿・尿培養に異常はなかった．超音波検査では左精

巣実質に異常影はなく，精巣上体に多房性の低エコー域を認めた．

CT および MRI 検査では左精巣上体が不均一に造影された．また左

傍大動脈リンパ節に 20 mm 大の腫大を認めた．左精巣上体腫瘍，後

腹膜リンパ節転移も否定できなかったため，高位精巣摘除術を施行し

た．病理組織検査では，精巣上体および精巣に線維化と炎症細胞の浸

潤を認め，発性肉芽腫性精巣上体炎と診断した．手術 4，12週後に後

腹膜リンパ節の経過観察目的に CT を施行したが，腫大リンパ節は

徐々に縮小傾向である．

腰椎ヘルニア術後に膀胱破裂を発症した 1例 :奥田奈央子，小岩

哲，浜本周造，神谷浩行，橋本良博，岩瀬 豊（豊田厚生） 19歳，

女性．腰椎ヘルニア手術後経過観察中，腹痛，発熱を主訴に当院受

診．採血にて炎症反応高値，腎機能の悪化を認めた．膀胱造影，CT

にて造影剤の腹腔内漏出があり，膀胱破裂および腹膜炎と診断した．

酸性尿酸アンモニウム結石の 1例 : 長濱寛二，高田秀明，仲島義

治，吉村耕治，西尾恭規（静岡県立総合） 38歳，女性．主訴は血

尿，蛋白尿．精査で左腎にX線陰性の 3 cm 大の結石を認めた．f-

TUL で完全除去可能であった．結石の成分は稀な酸性尿酸アンモニ

ウム結石であり，緩下剤内服が原因と考えられた．

Diamond-Blackfan 症候群の女児に対して腹腔鏡下腎摘除術を施行

した 1例 :松井宏考，服部良平，鈴木晶貴，山本茂樹，鈴木弘一（名

古屋第一赤十字），鈴木省治，加藤久美子（同女性泌尿器科），近藤玲

美，金子健一朗（同小児外科） 8カ月，女児．出生時から貧血，好

中球減少が持続しており，Diamond-Blackfan 症候群，特発性好中球減

少症と診断されていた．左多嚢胞性異形成腎を合併しており，そこに

感染を繰り返していた．ステロイド治療や骨髄移植を予定していた

が，感染源の除去が必要だった．そこで，感染予防目的で腹腔鏡下腎

摘除術を施行．切開創が目立たないようにするため，Four-Triangular-

Skin-Flap 法を適用して臍に E・Z access を挿入．そこからトロッカー

を 2本挿入．体腔容積が相対的に小さい小児では腸管が視野を妨げる

ため，視野確保に 30°硬性内視鏡を使用し，助手が腸を正中方向に圧

排しながら手術を進めた．また，小児の腸壁は薄いため，energy

divice を頻回に冷却しながら使用した．手術時間は 2時間20分で術後

の合併症はなかった．術後にステロイド治療開始し，好中球は回復す

るも貧血が改善されなかったため，同胞間骨髄移植し貧血も改善され

た．

クリゾチニブ投与中に発症した Complex cyst と腎膿瘍の鑑別に苦

慮した 1症例 : 西川武友，米村重則，稲見亜紀，櫻井正樹（松阪市

民），畑地 治（同呼吸器セ） 両側肺腺癌に対して，crizotinib の投

与を受けている患者に発熱，腰背部痛が出現．当初腎膿瘍と診断し，

治療を行ったが，最終的に crizotinib の副作用である complex cyst と

診断するに至った．

IgG4 関連疾患による尿管炎が疑われステロイド治療が著効した 1

例 :早川将平，石黒幸一（総合青山） 症例は70歳，女性．CT で左

水腎症を指摘され受診．CT，MRI で左中部尿管壁の肥厚を認めた．

RP で左中部尿管に約 2 cm の欠損像を認め，細胞診は疑陽性であっ

た．尿路悪性腫瘍を疑い尿管鏡下生検を施行したが，腫瘍は認めず病

理も非特異的な慢性炎症の所見であった．血中 IgG4 317 mg/dl と高

値であり，免疫染色では IgG4 陽性細胞は少数のみであったが診断基

準により疑診断とし左尿管ステント留置とステロイド治療を行った．
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治療開始後，血中 IgG4 の低下と画像上著明な改善を認め，12週目に

尿管カテーテルを抜去した．14週でステロイド内服を中止し，以後再

発は認めていない．IgG4 関連疾患は原因不明の全身性慢性炎症疾患

で，尿管に限局して発見されることは比較的稀で尿管腫瘍との鑑別に

難渋する．尿管鏡下生検で診断がつかない場合は，本症も鑑別に挙げ

血中 IgG4 の測定や免疫染色の追加などが重要であると考えられた．

血精液症で診断された精嚢腺嚢胞の 1例 :加藤大貴，近藤啓美，後

藤高広，玉木正義，米田尚生（岐阜市民），波多野紘一（波多野泌尿

器科皮ふ科医院） 血精液を自覚したため，半年後に受診した．感染

症検査，PSA，膀胱鏡で異常を認めず，腹部超音波，腹部 CT，MRI

で膀胱背側に 6 cm 大の嚢胞性病変を認めた．精管造影で右精管と交

通を認め，尿路と交通を認めず，嚢胞の穿刺吸引液内に精子を認めた

ことから，右精嚢腺嚢胞と診断した．後日，経尿道的手術で前立腺部

尿道より開窓し，嚢胞は縮小した．嚢胞の再貯留，症状出現時には追

加治療が考慮される．

広範囲壊疽を呈したフルニエ壊疽の 1例 :森永慎吾，加藤義晴，全

並賢二，村松洋行，梶川圭史，小林郁生，西川源也，吉澤孝彦，渡邊

將人，金尾健人，中村小源太，住友 誠（愛知医大） 75歳，男性．

既往に糖尿病あり．DIC のため当院内科入院中，陰部腫脹を認め当

科紹介．精査にてフルニエ壊疽と診断し，デブリードマンを施行し

た．術中痔瘻の穿孔を認め，人工肛門造設術とシートン法を施行し

た．

重篤な尿路出血を来たした後天性第10因子欠乏症の 1例 : 藤本祥

太，土屋邦洋，石田健一郎，山田 徹，谷口光宏，高橋義人（岐阜県

総合医療セ） ［目的］発熱と肝障害で入院し，経過中に重篤な尿路

出血を来たした後天性第10因子欠乏症の 1 例を経験したので報告す

る．［症例］64歳，女性．発熱を主訴に受診，肝機能障害で入院と

なった．経過中に大量尿路出血による出血性ショックを来たし，凝血

塊による両側上部尿路通過障害による急性腎後性腎不全となり尿管ス

テント留置施行した．精査にて後天性第10因子欠乏症と診断され，ス

テロイド投与，第10因子製剤投与による治療が開始された．原疾患治

療に伴い尿路出血は改善した．［考察］原因不明の尿路出血を診た際

には，原疾患としての凝固因子欠乏症も鑑別として考える必要があ

る．
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