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学 会 抄 録

第233回日本泌尿器科学会関西地方会

(2016年 9月24日（土），於 ヴィアーレ大阪)

MIBG シンチにて集積を認めた嫌色素性腎癌の 1例 :齋藤友充子，

林 一誠，森 優，伊達成基（長浜市立湖北），本郷文弥（京府医

大），向所賢一（滋賀医大），黒田直人（高知赤十字） 69歳，男性．

検診で左腎腫瘍，右副腎腺腫を指摘され，当科紹介となった．術前の

MIBG シンチで右副腎腺腫には集積を認めず，左腎腫瘍に集積あり．

腹腔鏡下腎部分切除術施行後，MIBG シンチで左腎の集積は消失．病

理は嫌色素性腎癌，oncocytic variant であった．嫌色素性腎癌は腎細

胞癌の 5％を占める稀な組織型であり，一般に予後良好だが，術前診

断は困難である．123I-MIBG シンチにて強い集積を示した嫌色素性腎

癌について数例報告があり，その機序として嫌色素性腎癌では

Cl−/HCO3
− 交換輸送体である pendrin が過剰発現し，I の取り込み

を行うとされている．淡明細胞癌では集積を認めないことから，嫌色

素性腎癌の術前補助診断として 123I を用いたシンチグラフィーが有

用と思われた．

腎限局性サルコイドーシスの 1例 : 白石祐介，坂本茉莉子，桑原

元，村蒔基次，山道 深，山田裕二（県立尼崎総合医療セ） 38歳，

女性．家族歴，既往歴ともに特記すべき事項なし． 2年前に健診の血

液検査にて Cre 1.84 mg/dl と腎機能障害を指摘されたが放置してい

た．再度健診の血液検査にて Cre 2.46 mg/dl と腎機能悪化を指摘さ

れ，当院腎臓内科受診． CT にて左腎に 4 cm 大，右腎に 2 cm 大の

腎腫瘤を認め当科紹介となった．FDG-PET 検査にて同腫瘤に FDG

の異常集積を認めた．多発腎癌の疑いにて，左腎針生検施行．病理結

果は肉芽腫性間質性腎炎であった．血清リゾチーム高値（18.7 μg/

ml），血清可溶性 IL-2 受容体高値（1,218 U/ml），FDG-PET におけ

る著明な集積所見からサルコイドーシスと診断した．腫瘤形成性かつ

腎限局性のサルコイドーシスは非常に稀な疾患で CT や MRI の画像

所見で悪性リンパ腫や転移性腎腫瘍との鑑別は困難である．ステロイ

ド治療が有効であるとの報告例があり，プレドニゾロン内服治療開始

した．

腎後性腎不全26例の検討 : 稲葉洋子（神戸掖済会） ［目的］腎後

性腎不全の経験例から，臨床的特徴を知る．［方法］26例の腎後性腎

不全の原因疾患，患者背景，治療経過などについて検討した．［結果］

良性疾患に起因する腎後性腎不全は14例であった．初期治療は全例に

尿道カテーテル設置を行ったが，最終的には自己導尿 3例，尿道カ

テーテル 6例，前立腺手術 2例，投薬のみ 2例，腎瘻 1例であり，透

析導入に至った症例 4例中 3例は糖尿病性神経因性膀胱であった．悪

性腫瘍に起因する腎後性腎不全は12例で，看取りが選択された 3例を

除く 9例に対して，ステント留置 6例，腎瘻造設術 1例，前立腺癌ホ

ルモン療法 2例が行われた．前立腺癌以外は全例，癌死した．ステン

ト留置期間は平均282日であった．［考察］不要な透析導入を回避する

ためにも，腎後性腎不全に対して適切な尿路ドレナージ方法や，その

適否を検討することは重要と考えられる．

腎由来の Perivascular epithelioid cell tumor（PEComa）の 1例 :

宮下雅亜，横田智弘，中西弘之（公立南丹），岩田 健（近江八幡市

立総合医療セ） 65歳，男性．右上腹部違和感にて受診．単純 CT で

右腎に 13 cm の充実性腫瘤指摘．腹部造影 CT で同腫瘍内に造影効

果を認めた．腎細胞癌の診断で開腹右腎摘除術を施行．病理診断は

perivascular epithelioid cell tumor（PEComa）であった．PEComa は血

管周囲に多分化能を有する類上皮細胞が増殖し形成する間葉系の腫瘍

であり，腎では AML が該当する．近年転移・再発など悪性所見を示

す AML の 1亜型が報告されており，類上皮型腎血管筋脂肪腫と呼ば

れる．悪性度の指標について，一定した見解はなく，今後も検討が必

要である．

晩期再発を認めた腎細胞癌の 2例 : 大原義和，加藤 実，山崎健

史，井口太郎，玉田 聡，仲谷達也（大阪市大） 45歳，女性．当院

で腎淡明細胞癌に対して右腎摘後18年目．左下腹部痛を主訴に近医救

急受診され，単純 CT で膵腫瘍を認めた．腎細胞癌膵転移疑いで開腹

膵体尾部切除施行．70歳，男性．他院で腎淡明細胞癌に対して右腎摘

後19年目．単純 CT にて 1年前から増大する横行結腸腫瘤を認めた．

横行結腸粘膜下腫瘍に対して開腹横行結腸部分切除施行．摘出標本の

病理結果はいずれも clear cell carcinoma であった．腎細胞癌は長期潜

伏の素質を持ち，晩期再発は約1割を占め一般的である．晩期再発部

位として膵は一般的であるが，大腸は比較的稀である．いずれも孤発

性であれば外科的切除を考慮すべきであり，本症例も外科的切除後再

発・転移なく生存が得られている．

腎癌術後に同側陰嚢腫大を認めた 1例 :樋上健介，柴崎 昇，赤尾

利弥（音羽），上田政克（京都大） 59歳，男性．既往に気管支喘息．

主訴は左陰嚢腫大と鈍重感． 2 年前に偶発的に指摘された左腎癌

cT1bN0M0 に対し後腹膜鏡下左腎摘術施行し，病理では淡明細胞癌，

腫瘍断端および血管侵襲は陰性であった． 7カ月前の画像検査にて肺

転移および腎下極レベルの左腸腰筋腹側に局所再発を認め腎癌再発と

診断し，IFN 治療を開始されている．画像評価では局所再発部を起始

部とした左精索静脈瘤および肺転移の増悪を認めた．症状緩和目的に

左高位精巣摘除術を施行したところ，病理にて左精索内に孤立性の腎

癌由来癌細胞を確認したため，腎癌精索転移と診断した．アキシチニ

ブを開始し，現在はエベロリムスにて加療中．腎癌精索転移の報告は

少数であり，転移経路といった観点より文献的考察を加え報告する．

腰椎―腹腔シャント留置患者が後腹膜鏡下根治的右腎摘除術後に意

識障害を来たした 1例 :田中 亮，冨山栄輔，山中和明，中川勝弘，

岸川英史，西村憲二（県立西宮），関井洋輔（堺市立医療セ） 83歳，

男性．特発性正常圧水頭症に対して L-P シャント留置後の患者．他

院にて施行した腹部 CT にて右腎癌を指摘され，当院紹介受診した．

腹部 CT にて右腎に 35 mm 大の充実性腫瘤を認め，右腎癌

cT1aN0M0 に対し後腹膜鏡下根治的右腎摘除術を行った．術中腹膜

損傷を認め，術後意識障害を認めた．頭部 CT にて軽度脳室拡大を認

め，気腹圧よる L-P シャント不全と考えられた．頭部挙上にて意識

レベルの改善を認め，経過良好にて退院した．L-P シャント留置患者

が後腹膜鏡下根治的右腎摘除術後に意識障害を来たした 1例を経験し

た．L-P シャント留置患者に対する後腹膜鏡下手術における合併症に

ついての報告は少なく，若干の文献的考察を加えて報告する．

パゾパニブによる甲状腺中毒症を呈した転移性腎細胞癌の 1例 :栗

林宗平，高尾徹也，奥田洋平，川村正隆，中野剛佑，岸本 望，竹澤

健太郎，蔦原宏一，谷川 剛，山口誓司（大阪急性期医療セ），渡邉

裕尭，馬屋原 豊（同糖尿病内分泌内科） 68歳，女性．2013年右腎

癌 cT2aN0M0 に対し開腹根治的右腎摘術施行．病理結果は，

pT2aN0M0 であった．2015年12月仙骨転移出現し，パゾパニブ 600

mg にて治療開始．開始 1 カ月後，肝機能異常，甲状腺中毒認めら

れ，緊急入院．第11病日，発作心房細動発症し，血液検査にて TSH

低値（0.0414 μU/ml），FT3，FT4 高値認められた（FT3 : 27.85 pg/

ml（基準値 : 1.71∼3.71 pg/ml），FT4 : 2.58 ng/ml（基準値 : 0.70∼

1.48 ng/dl））．甲状腺クリーゼが生じる可能性を考慮し，ヒドロコル

チゾン，ヨウ化カリウム，β ブロッカーにて加療を開始．改善認めら

れ，第20病日退院となった．

生体腎移植術後にタクロリムスによると思われる薬剤性膵炎を発症

し，シクロスポリンに変更する事で軽快した 1例 :佐野貴紀，小田晃

廉，横山直己，小川悟史，石村武志，中野雄造，藤澤正人（神戸大），

原 重雄（同病理診断科），西 愼一（同腎臓内科） 40歳，男性A

型．血液型 B型の母親をドナーとする生体腎移植施行した．術直後よ

り軽度膵アミラーゼの高値を認めていたが腹部症状は認めず経過観察

とした．術後 8日目に膵アミラーゼ 453 IU/l まで上昇したため腹部

単純 CT を施行したが，膵臓は軽度腫大認めるのみであった．被疑薬

タクロリムス（Tac）の薬剤性膵炎を第一に考え急性膵炎に準じた加

泌尿紀要 63 : 339-345，2017年 339



療を行うこととしたが，まずは免疫抑制剤を変更せず，絶食・中心静

脈栄養を開始した．しかし膵アミラーゼの改善を認めず Tac をシク

ロスポリンに変更，以降膵アミラーゼは低下した．術後22日目に流動

食より経口摂取再開し，術後61日目に退院となった．

下大静脈腫瘍塞栓を伴った腎血管筋脂肪腫の 1例 :吉永光宏，深江

彰太，上戸 賢，稲垣裕介，佐藤元孝，中山治郎，三宅 修（豊中）

46歳，女性．側腹部痛を主訴に近医を受診し，腹部エコーで右腎腫瘤

を認めたため当院紹介受診となった．腹部造影 CT では右腎上極に脂

肪濃度の混在する 6 cm 大の腫瘍を認め，右腎静脈から下大静脈にか

けて腫瘍塞栓を認め，周囲には高吸収域を認めた．エコーでは高エ

コーの腫瘍を認め，腫瘍塞栓は可動性を有していた．以上より下大静

脈腫瘍塞栓を伴う右腎血管筋脂肪腫と診断，疼痛の原因は腫瘍出血と

判断した．開腹根治的右腎摘除術，腫瘍塞栓摘除術を施行，病理組織

学的には腫瘍は血管，筋，脂肪組織からなり，腫瘍塞栓も同様の組織

像であった．悪性所見は認めず，腎血管筋脂肪腫の診断であった．腎

血管筋脂肪腫は良性腫瘍であるが，稀に腫瘍塞栓を伴うことがあり，

その場合は外科的治療が推奨される．

肉眼的血尿を契機に診断に至った類上皮型腎血管筋脂肪腫の 1例 :

伊藤拓也，芝 政宏，関井洋輔，武田 健，高山仁志（堺総合医療

セ），棟方 哲（同病理診断） 31歳，男性．無症候性肉眼的血尿に

て当科を受診．CT 検査で左腎静脈内腫瘍塞栓を伴う 3.0×3.6 cm の

左腎腫瘍を指摘され，腎癌 cT3aN0M0 と診断，後腹膜鏡下根治的左

腎摘除術を施行した．病理組織所見では，核異型を有する好酸性異型

細胞や類上皮細胞が増殖しており，脂肪成分は欠如していた．また免

疫染色では，間葉系マーカーである α-SMA とメラノサイト系マー

カーである HMB45 のいずれもが陽性であった．以上より類上皮型腎

血管筋脂肪腫の診断に至った．当症例においては，術後 9カ月局所再

発や遠隔転移は認めず経過しているが，局所再発や遠隔転移を来たし

た報告も散見されることから，今後も注意深い経過観察が必要であ

る．

水腎症として経過観察されていた腎動静脈瘻の 1例 :山本与毅，桑

原伸介，岩井友明，田中智章，鞍作克之，内田潤次，仲谷達也（大阪

市大），寒川悦次（同放射線科） 45歳，男性．数年前より健診での

超音波検査にて水腎症を指摘されていたが，精査されていなかった．

2014年12月に他院で実施された造影 CT にて左腎動静脈瘻を指摘され

当科紹介となった．無症候であることから経過観察方針となったが，

1年後の造影 CT において静脈径の増大を認めたため治療方針となっ

た．2016年 3月，当院放射線科による血管内治療の結果，動静脈瘻は

消失し，術後の造影 CT においても腎静脈径の改善を認めた．

集学的治療を行った結節性硬化症に伴う巨大な腎血管筋脂肪腫の 1

例 : 尾﨑慎司，本郷文弥，矢野公大，宮崎慎也，鈴木 啓，岩田敦

子，金沢元洪，牛嶋 壮，内藤泰行，鴨井和実，沖原宏治，浮村 理

（京府医大） 41歳，女性．26歳時に結節性硬化症に伴う両側腎血管

筋脂肪腫（以下 AML）を指摘され，33歳時に右腎摘除術を施行．今

回左腎摘除術目的に当院紹介となった．超巨大腫瘤のため手術に先行

し everolimus 10 mg/day の投与を開始．計 3年 5カ月の everolimus 投

与を施行したが，腫瘍の縮小効果を認めなくなり腎動脈塞栓術，左腎

摘除術を施行．摘出腎は最大径 38 cm，重量 3.2 kg であった．本症例

では血管・筋成分の縮小を認めたが，脂肪成分・腫瘍全体に関しては

認めなかった．AML における everolimus の本邦での長期投与の報告

は調べえた限り初めてであり，今回若干の文献的考察を加えて報告す

る．

脳死肝腎同時移植により救命しえた生体肝移植後グラフト肝不全・

腎不全の 1例 :高田秀明，小林 恭，伊藤克弘，久保田聖史，曲渕敏

博，澤田篤郎，赤松秀輔，根来宏光，寺田直樹，山﨑俊成，井上貴

博，神波大己，小川 修（京都大），宮田仁美，海道利実（同臓器移

植医療部） 50歳代，男性．11年前にC型肝硬変に対し生体肝移植

術．肝炎再燃に伴う移植肝不全および CNI 腎症・肝腎症候群による

末期腎不全に対して脳死肝腎同時移植を施行．大量の輸血と 3度の再

開腹止血術を要したが，術後55日目に CHDF 離脱し272日目に退院と

なった．術後 2年半，肝・腎機能を含め経過良好である．肝腎同時移

植患者は血液透析を行っている肝単独移植患者に比べて予後が良いと

され，移植腎に対する拒絶反応も起こりにくいとされている．周術期

には肝機能低下に伴う出血傾向に留意が必要であると考えられた．

透析患者のベリニ管癌肺転移に対しテムシロリムスを投与した 1例

: 赤羽瑞穂，中嶋正和，坂元宏匡，青山輝義（関西電力），河合 潤

（同病理診断科），橋村孝幸（JR 西健セ） 62歳，男性．15年の透析

歴あり．発熱と EPO 抵抗性貧血精査で紹介となり，右腎腫瘍，多発

肺腫瘍，腎門部リンパ節腫大に対して開腹腎摘除術を施行した．病理

診断はベリ二管癌であった．テムシロリムス投与を開始し，腫瘍の増

大は緩徐であった．感染症による休薬期間に腫瘍は急速増大し，再開

後には縮小がみられた．透析患者に発生したベリ二管癌に対してテム

シロリムスを使用した報告は本症例が 1例目である．転移性ベリニ管

癌の治療は GC 療法が一般的であるが，用量調整などの点から分子

標的薬のテムシロリムスを選択した．経過より腫瘍の急速な増大を抑

制していたと思われる．透析症例のベリニ管癌には，テムシロリムス

は治療選択肢の 1つとなりうる．

巨大水腎症を呈した巨細胞型腎盂尿管癌の 1例 :若宮崇人，児玉芳

季，松村永秀（紀南） 78歳，女性．肉眼的血尿を主訴に当科受診

し，左尿管結石に伴う巨大水腎症および多発腎盂癌 cT3N0M0 と診断

した．経腹膜アプローチで腎尿管全摘除術施行．拡張した腎盂腎杯が

展開の妨げになったため術中に腎瘻を造設し内容液を一部回収した

が，赤褐色で計 8,600 ml に及んだ．腎盂癌は非常に稀な組織型であ

る巨細胞型尿路上皮癌であり，結石介在部にも尿管癌を認めた．巨大

水腎症は腎盂容量が 1,000 ml 以上，拡張腎盂が腹部正中を超えるも

のと定義されているが，これに腎盂尿管癌を合併することは珍しい．

術前診断が困難であるため，進行癌として見つかることが多い．術式

は腎摘出術が多く，腎尿管全摘除術は 3割にしか施行されていない．

無症状の水腎症で画像上異常を認めない場合でも手術療法や定期フォ

ローを考慮すべきである．

肝副腎遺残に発生した ACTH 非依存性大結節性副腎過形成

（AIMAH）の 1例 : 宮井晴加，岩橋悠矢，出口龍良，樋口雅俊，梅本

秀俊，井口孝司，山下真平，西澤 哲，吉川和朗，射場昭典，柑本康

夫，原 勲（和医大），割栢健史，村田晋一（同病理診断科） 57歳，

女性．クッシング症候群の精査目的に受診．内分泌検査から副腎性

Cushing 症候群と診断．CT で肝に陥入する 43×57 mm の腫瘍性病変

を認め，肝 adrenal rest tumor（HART）が疑われた．また，左副腎に

も 15 mm 大の結節を認めた．両側機能性腫瘍であり，内分泌学的に

AIMAH と診断．肝切除も含めた右副腎摘除を予定した．腫瘍と肝の

境界の剥離は困難であり，肝亜区域切除により右副腎腫瘍を摘出し

た．病理所見は AIMAH と矛盾せず，悪性所見も認めなかった．病理

学的検討より右副腎腫瘍は HART であると判断した．本邦では機能

性の HART の報告は最初であり，さらに AIMAH と重複していた珍

しい症例であった．

尿管静脈塞栓術により血尿の消失を得た尿管静脈瘤の 1例 :川村正

隆，奥田洋平，栗林宗平，岸本 望，竹澤健太郎，蔦原宏一，谷川

剛，高尾徹也，山口誓司（大阪急性期医療セ），杉原英治，川本誠一

（同画診科） 75歳，男性．主訴は無症候性肉眼的血尿． 2週間血尿

が持続したため当科受診．膀胱鏡検査で左尿管口からの血尿を認め

た．CT 上，上部尿路腫瘍は認めず，左尿管周囲に拡張・蛇行した静

脈瘤を指摘．尿管鏡下にレーザー止血術を行ったが血尿は持続．尿管

静脈瘤が血尿の原因と考えられ，貧血の進行も認められたため，左尿

管静脈塞栓術を施行する方針とした．左腎静脈造影で静脈瘤は腎静脈

へと流入しており，左総腸骨静脈と交通していた．立位の造影では腎

静脈の末梢側に流入する新たな静脈瘤を認めた．周囲血管も含めて静

脈瘤に対してコイル塞栓を行ったところ，血尿は消失した．現在術後

1年が経過し，血尿はなく，貧血は改善，腎機能は正常に保たれてい

る．

直腸癌前立腺浸潤に対し腹腔鏡下前立腺全摘術を施行し尿禁制を得

た 1例 :高森 一，提箸隆一郎，植村俊彦，河野有香，加藤敬司，川

西博晃，奥村和弘（天理よろづ） 58歳，男性． 3年前に当院外科に

て直腸癌に対し腹腔鏡下低位前方切除術を施行．右臀部痛，血便を訴

え，精査したところ，直腸癌局所再発，前立腺浸潤を認め，当科紹

介．遠隔転移は認めず，浸潤は前立腺内にとどまっていたため，腹腔

鏡下直腸切断術，前立腺全摘術を施行．術後，膀胱尿道吻合不全を生

じたが保存的治療で改善し，術後 2カ月後に pad free で残尿なく排尿
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できるようになった．

LH-RH アナログ 3カ月製剤による去勢域維持が困難であった前立

腺癌の 1例 :洪 陽子，河嶋厚成，氏家 剛，永原 啓，藤田和利，

植村元秀，木内 寛，今村亮一，宮川 康，野々村祝夫（大阪大）

76歳，男性．PSA 高値（191.10 ng/ml）を指摘され当科紹介．前立腺

生検を行い Gleason score 4＋5 の adenocarcinoma を検出した．前立腺

癌 cT3aN0M1b と診断し，アンドロゲン除去療法を開始．LH-RH ア

ナログ 3カ月製剤による治療中に PSA 値の上昇を認めた．血清テス

トステロン値を測定したところ去勢域を逸脱していた． 1カ月製剤へ

の変更により血清テストステロン値は去勢域内まで低下し，PSA 値

も低下，アンドロゲン除去療法を継続しえた．LH-RH アナログの有

効性のモニタリングおよび PSA 値上昇時における CRPC への進展確

認のため，血清テストステロン値測定は重要である．

BCG 膀胱内注入療法施行中に Reiter 症候群を呈し，Methotrexate

投与を要した 1例 :池内亮介，砂田拓郎，吉川武志，吉田 徹，清川

岳彦（京都市立），梶田洋一郎（梶田クリニック） 58歳，男性．

2015年12月，膀胱癌 pT1 with CIS に対して BCG 膀胱内注入療法を施

行中，発熱，眼球結膜の充血，全身の関節痛を認めた．臨床経過よ

り，BCG 膀胱内注入療法に伴う Reiter 症候群と診断した．治療とし

て NSAIDs，ステロイド，抗結核薬イソニアジドの内服を開始した

が，症状の改善に乏しかった．抗リウマチ薬 methotrexate の内服を追

加したところ，奏功し，症状の改善を認めた．2016年 9月現在，関節

炎に関して，疼痛や腫脹は軽快しており，良好な経過を辿っている．

膀胱癌に関しても，再発なく経過している．

広範囲の筋膜と陰嚢内容の切除を必要としたフルニエ壊疽の 1例 :

小林大介，市橋 淳，谷口俊理，堤 岳之，辻野拓也，松永知久，吉

川勇希，高井朋聡，齋藤賢吉，内本泰三，反田直希，高原 健，平野

一，稲元輝生，能見勇人，東 治人（大阪医大腎泌尿器外科） Ⅱ型

糖尿病を有する42歳，男性．陰部の悪臭を伴う壊死に気づくも，引き

こもりのために数週間放置していたが，疼痛の増強，創部の自壊，排

膿認めたため救急外来受診．視診上も会陰部，陰嚢部の壊死著明であ

り，CT で会陰部から両側陰嚢の筋膜まで及ぶガス壊疽認め緊急手

術．泌尿器科単独で会陰部掻爬術施行し筋膜まで切除，陰嚢は陰茎根

部で切離．術後 5日目に消化器外科協力のもと人工肛門造設術施行，

術後55日目には形成外科協力のもと創部閉鎖行い，術後良好に経過．

術後105日目には退院となった．

精巣を温存しえた精巣区域梗塞の 1例 :船田 哲，寒野 徹，岡田

崇，東 義人，山田 仁（医仁会武田総合） 49歳，男性．左陰嚢痛

を主訴に当院受診．エコーにて左精巣上極に低エコー域を認め，カ

ラードップラーエコーにて血流は認めず，辺縁は血流が増加してい

た．造影 MRI にて同部位は造影されず，辺縁はリング状に造影され

た．腫瘍マーカーは各種陰性であった．左精巣区域梗塞と診断し，経

過観察の方針とした．エコー，腫瘍マーカーにてフォローし，病変は

縮小傾向で，腫瘍マーカーの上昇も認めなかった．精巣区域梗塞はこ

れまで本邦で16例の報告がある．ほとんどの症例で精巣腫瘍が否定で

きず，精巣摘除が行われてきた．近年，エコー，MRI での鑑別が可

能となり精巣を温存可能であるとの報告も散見される．腫瘍の可能性

も考慮し，引き続きエコー，腫瘍マーカーのフォローを行う．

同一副腎にアルドステロン産生腺腫と褐色細胞腫を認めた 1例 :前

田光毅，千葉公嗣，古川順也，原田健一，日向信之，石村武志，中野

雄造，藤沢正人（神戸大） 42歳，女性．生来健康．38歳で高血圧を

指摘されたが放置．42歳で子宮腺筋症を指摘，画像検査で左副腎に 2

つの独立した腺腫を指摘された．アルドステロンレニン比の上昇，立

位フロセミド負荷試験陽性，アドステロールシンチ陽性から，頭側の

腺腫はアルドステロン産生腺腫（APA），塩酸蓄尿検査でカテコラミ

ンの上昇，MIBG シンチ陽性から，尾側の腺腫は褐色細胞腫（PC）

と診断．左副腎の APA と PC の合併に対して腹腔鏡下左副腎摘除術

を施行．病理組織は APA と PC の合併でいずれも悪性所見を認めな

かった．APA と PC の合併は12例報告があり， 3例は術前に PC の合

併診断に至らず，うち 1例では術中に高血圧発作を認めていた．術前

に PC の除外を行うことが重要と考える．

副腎平滑筋肉腫の 1 例 : 谷口 歩，氏家 剛，藤田和利，木内

寛，植村元秀，今村亮一，宮川 康，野々村祝夫（大阪大） 61歳，

男性．腹痛を主訴に近医受診．精査で径 7 cm 大の左副腎腫瘤を指摘

され当院へ紹介された．内分泌検査では異常を認めなかった．腫瘤は

造影 CT にて内部不均一に造影され辺縁不整であった．MRI では T1

強調像で低信号，T2 強調像で一部高信号を示し，PET で強い FDG

集積を認めた．左副腎皮質癌 cT2N0M0 と診断し，開腹左副腎摘除術

を施行した．病理組織学的検査では副腎皮質癌や悪性黒色腫は否定的

であり，αSMA や desmin といった平滑筋系のマーカーで染色される

ことから，副腎平滑筋肉腫と診断した．追加治療は施行せず術後12カ

月経過しているが，再発の兆候を認めていない．副腎平滑筋肉腫は比

較的稀な疾患であり，若干の文献的考察を加えて報告する．

MTX 関連リンパ増殖性疾患と診断された両側副腎偶発腫瘍の 1

例 :北風宏明，松下 慎，岡田紘一，湊 のり子，森 直樹，吉岡俊

昭（住友） 76歳，男性．2011年から関節リウマチ（RA）に対して

メトトレキサート（MTX）投与中，CT 検査で両側副腎腫瘍（右副

腎 7 cm，左副腎 1.5 cm）を認めたため2016年 2月に紹介受診．内分

泌検査・画像検査では確定診断に至らず CT ガイド下針生検を施行し

た．病理診断は diffuse large B cell lymphoma，in situ hybridization で

EBER 陽性であり病歴と併せて MTX 関連リンパ増殖性疾患と診断し

た．MTX 中止後，腫瘍は著明に縮小した．MTX 内服中の RA 患者

の本疾患年間発生率は0.06％と報告されている．発生部位はリンパ節

外病変が約半数を占めるが，副腎原発の報告は本症例で 3例目であ

り，稀な症例を経験したので報告する．

診断に難渋した後腹膜血管筋脂肪腫の 1例 :野井 拡，林 裕次郎，

野間雅倫，井上 均，原 恒男（市立池田） 61歳，女性．右腰背部

痛にて受診した近医で施行された CT で左腎周囲の脂肪に富む腫瘤を

認め当科紹介となった．腹部超音波検査・造影 CT 検査では左腎周囲

腔に長径 17 cm に及ぶ脂肪に富む腫瘤を認めた．MRI 検査では T1・

T2 強調画像ともに腫瘤内部で高信号，脂肪抑制下では低信号であっ

た．脂肪肉腫の可能性を否定しえず左腎周囲腫瘍摘除，腎合併摘除を

施行し，その病理組織診断は血管筋脂肪腫（AML）であった．腎周

囲腔の脂肪に富む大きな占拠性病変として，主に AML と脂肪肉腫と

が挙げられる．CT にて血管拡張・腎実質の陥凹などの特徴があると

言われている．しかし，術前に画像診断のみで脂肪肉腫を完全に除外

することは困難である．

脂肪肉腫との鑑別が困難であった後腹膜海綿状血管腫の 1例 :藤本

幸太，大島純平，片山欽三，鄭 則秀，原田泰規，西村健作（大阪医

療セ） 77歳，女性．嘔気を主訴に近医受診．CT で後腹膜腫瘍を指

摘．徐々に増大したため当科紹介となった．CT では左腎外側に 38

mm 大の充実性腫瘤を認め，腎周囲の脂肪織濃度上昇も伴っていた．

MRI，PET-CT で精査した結果，後腹膜脂肪肉腫と診断．後腹膜腫瘍

切除術および左腎合併切除術を施行した．病理組織像は，赤血球を入

れる海綿状・網状の管腔様構造物の増生を認めており，管腔を形成す

る細胞に異型性はみられなかった．免疫組織検査も施行した結果，後

腹膜海綿状血管腫と診断した．後腹膜に発生する腫瘍は脂肪肉腫が最

も多く，血管腫は稀である．本疾患は特徴的な画像所見がなく，術前

に診断することは困難とされている．自験例は本邦29例目であった．

椎間孔への浸潤が疑われた後腹膜脂肪肉腫の 1例 :脇田直人，大西

篤史，山野 潤，岡本雅之，中村一郎（神戸医療セ西市民） 71歳，

女性．2013年 5月，胃癌術後の CT にて脂肪肉腫疑う後腹膜腫瘍認め

たため当科紹介．椎間孔への浸潤が疑われ，術前補助化学療法施行後

に後腹膜腫瘍摘出術の方針となった．術前補助化学療法として AI 療

法 4コース施行し，治療効果判定は PR であったため2014年 1月に腫

瘍摘出術を施行した．術後一時的に下肢の痺れを認めたが，現在まで

再発なく経過している．後腹膜脂肪肉腫に対する治療法は外科的切除

が第一選択であるが術後の高い局所再発率が問題となっている．薬物

治療に関しても奏効率は低く有用性は確立していないが，今回の症例

のように術前化学療法により根治性を高めて予後改善を期待しうる可

能性が示唆された．今後分子標的薬などの新規薬剤も含めてさらなる

薬物治療における使用経験の蓄積が必要と考える．

後腹膜に嚢胞性病変を呈した IgG4 関連疾患の 1例 :辻村 剛，堀

井沙也佳，波多野浩士，中井康友，中山雅志，垣本健一，西村和郎
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（大阪成人病セ） 52歳，男性．2012年 9 月，CT にて後腹膜に径 5

cm の嚢胞性病変を認めたが，PET-CT では集積なく，良性腫瘍と判

断し経過観察となった．その後徐々に増大し，径 10 cm となった．

PET-CT にて嚢胞壁に集積を認め，悪性腫瘍を否定できず，2016年 2

月に摘出術施行．摘出標本は嚢胞壁にリンパ球の浸潤と線維化を認

め，免疫染色にて，IgG4 陽性細胞を多数認め，IgG4 関連疾患と診断

した．後腹膜の IgG4 関連疾患は後腹膜線維症の形態を示すことが多

く，後腹膜に嚢胞性病変を呈した IgG4 関連疾患はわれわれが調べえ

た限り，本邦 1例目であった．

左腎合併切除を要した，後腹膜腔に発生した成熟型奇形腫の 1例 :

山本顕生，朝倉寿久，中野剛佑，岡田宜之，中田 渡，任 幹夫，辻

畑正雄（大阪労災） 37歳，女性．家族歴，既往歴に特記事項なし．

腹痛を主訴に近医内科受診．腹部超音波検査にて 10 cm 大の腹部腫

瘤を認め，卵巣腫瘍が疑われたため当院産婦人科を紹介受診．精査の

腹部 CT にて婦人科臓器に異常なく，左後腹膜腔に石灰化を伴う

φ14×10 cm 大の腫瘍を認めたため治療目的に当科紹介受診．腹部

CT，MRI 検査上，腫瘍は石灰化や嚢胞を伴う脂肪成分を主体とした

像を呈し，左腎静脈を高度に圧排していた．後腹膜原発奇形腫の臨床

診断に対して，腫瘍摘除術を施行．術中，腫瘍と腎静脈との癒着が強

く剥離困難であったために左腎合併切除術を施行し，左腎と腫瘍とが

腎静脈でつながった状態で一塊として完全摘除しえた．病理結果は成

熟型奇形腫であり，腫瘍被膜と腎静脈とは線維性に癒着していた．

尿閉により高アンモニア血症を生じた 1例 :清水卓斗，尾張拓也，

大塚憲司，松下千枝，細川幸成，林 美樹（多根総合），藤本清秀

（奈良医大） 88歳，男性．意識障害と嘔吐を主訴に当院神経内科に

入院．腹部 CT にて膀胱壁の拡張と肥厚を指摘され，当科紹介受診．

入院時血液検査にて血中アンモニアは 299 μg/dl と高値．諸検査にて

高アンモニア血症以外に意識障害の原因は認められなかった．高アン

モニア血症の原因となるような肝障害や門脈体循環シャントはなかっ

たが，尿道カテーテル留置後翌日に意識レベルが改善し，血中アンモ

ニア濃度も正常範囲内まで低下．尿一般細菌培養検査からはウレアー

ゼ産生能を持つ Clostridium 属と Bacteroides ureolyticus が同定され，経

過からウレアーゼ産生菌による閉塞性尿路感染により高アンモニア血

症を来たしたと診断．排尿障害を基礎疾患に持つ患者の原因不明の意

識障害の一因に本症が考えられる．

男性尿道に発生した血管平滑筋腫の 1例 :伊狩 亮，益田良賢，長

船 崇（宇治徳洲会） 70歳，男性．無症候性肉眼的血尿を主訴に当

科受診．膀胱鏡検査にて括約筋近傍に表面平滑な腫瘍を認めた．

MRI では尿道背側に一部括約筋と接する形で T2 高信号の被膜明瞭

な径 2 cm の腫瘍を認めた．悪性腫瘍も否定できず，経会陰的に尿道

腫瘍切除術施行．腫瘍と尿道との間に明確な剥離面がなく剥離が困難

であった．病理組織検査では血管平滑筋腫，静脈型の診断であった．

血管平滑筋腫は血管平滑筋由来の良性腫瘍であり，大部分は四肢末梢

の皮膚・皮下に発生し深部例は稀である．尿道発生の血管平滑筋腫

は，自験例を含めてこれまでに 5例の報告がなされている．治療の基

本は外科的切除だが，良性腫瘍であり再発は稀であるため，術前に診

断をつけることが出来れば経過観察も選択肢になると考えられる．

陰茎プロステーシスを抜去した 1例 :種田建史，松岡庸洋，宇田尚

史，上阪裕香，関井謙一郎（大阪中央） 63歳，男性．直腸癌手術の

既往あり．1983年，直腸癌術後の勃起不全に対して陰茎プロステーシ

ス移植術を施行．加齢とともに陰茎が縮小し，プロステーシス先端が

亀頭と接触して疼痛を認めるようになったため，2015年12月抜去目的

に当科紹介受診となった．プロステーシスが亀頭からほぼ露出してい

る状態であったが，亀頭部切開からほぼ抵抗なく抜去可能であった．

勃起不全の治療方針は，併存疾患への対処とカウンセリング・教育を

行い，まず薬物治療を開始する．保存的治療が無効の場合は外科的治

療を検討する．陰茎プロステーシス移植術は，術後にプロステーシス

露出，機械故障，感染症などの合併症を認めた場合，多くは交換か抜

去が必要となる問題点はあるが，性交可能率や患者満足度は高いとい

う報告が多く，外科的治療として有用であると考えられた．

尿道憩室原発の尿道 Clear cell adenocarcinoma の 2例 :奥田洋平，

栗林宗平，山道 岳，川村正隆，岸本 望，竹澤健太郎，谷川 剛，

蔦原宏一，高尾徹也，山口誓司（大阪急性期総合医療セ），島津宏樹，

伏見博彰（同病理） 症例 1は79歳，女性．頻尿を主訴に受診．尿道

憩室内腫瘍に対し，前方骨盤内臓全摘除術を施行．Clear cell adeno-

carcinoma（pT1N0M0）と診断．術後11カ月経過したが再発は認めて

いない．症例 2は79歳，女性．主訴は尿失禁．症例 1と同様に尿道憩

室腫瘍を認めたため，骨盤内臓全摘除術を施行した．Clear cell adeno-

carcinoma（pT2aN0M0）と診断した．術後10カ月経過で再発は認め

ていない．女性尿道憩室原発 clear cell adenocarcinoma は本邦でこれま

で 9例報告されている．多くの症例では尿道癌の治療に準じて前方骨

盤内臓器全摘術を行うことで，予後は良好であった．

前立腺全摘除術後の感染性リンパ嚢腫から Septic pulmonary

emboli を生じた 1例 : 中本喬大，吉田健志，村上彰悟，田口 真，

小糸悠也，谷口久哲，三島崇生，矢西正明，駒井資弘，安田鐘樹，杉

素彦，木下秀文，松田公志（関西医大） 58歳，男性．前立腺癌に対

しロボット補助下前立腺全摘術および拡大リンパ節郭清を施行．術後

に生じた右閉鎖領域の感染性リンパ嚢腫は，塩酸バンコマイシン

（VCM）にて軽快した．しかし退院後に，左下肢の疼痛と浮腫を主訴

に受診．左閉鎖領域の感染性リンパ嚢腫および左大腿静脈塞栓症を認

めた．加療中，留置した下大静脈フィルターの交換に伴い敗血症性肺

塞栓症を発症し弛張熱を認めた．VCM は効果不良であり，ダプトマ

イシンへ変更した． 6週間の投与継続後軽快した．ロボット補助下前

立腺癌手術の普及に伴い拡大リンパ節郭清術の施行機会も増えてお

り，術後リンパ嚢腫症例は増加すると考える．リンパ嚢腫から生じう

る合併症を把握し治療にあたる必要がある．

精巣鞘膜に発生した悪性中皮腫の 1例 :楊 東益，樋口喜英，川口

理作（千船） 66歳，男性． 1カ月前より急速に増大する有痛性右陰

嚢腫大を主訴に当院受診．アスベスト曝露歴なし．腫瘍マーカーは

βhCG 150 ng/nl と高値を示しており，CT/MRI にて精巣水瘤合併右

精巣腫瘍の臨床診断で高位精巣摘除術を施行．腫瘍と皮下の癒着が著

しく脱転が困難であったため皮切を右陰嚢まで延長し，皮膚を一部合

併切除した． 病理は spindle cell の増生を認め， 免疫組織学的に

calretinin/CK（AE1/AE3）が陽性を示しており肉腫型悪性中皮腫の診

断であった．術後追加療法を希望されず経過観察していたが，術後 3

カ月で腹膜再発を来たし，同月に永眠された．精巣水瘤合併や皮下と

の癒着が強固な陰嚢内腫瘍を認める場合は悪性中皮腫を疑う必要があ

ると考えられた．

精巣原発粘液癌の 1 例 :多賀英人，安食 淳，萩原暢久，山田剛

司，岩田 健，宮下浩明（近江八幡市立総合医療セ） 68歳，男性．

無痛性左陰嚢腫大，左下腹部痛を主訴に近医受診，CT にて左精巣腫

瘍が疑われ当科初診．精巣腫瘍マーカーはすべて正常範囲内であった

が，CEA，CA19-9 の上昇を認めた．超音波検査，MRI では精巣の多

房性嚢胞性腫瘤を認め，CT では多数のリンパ節腫大，肺結節，腹腔

内結節を認めた．以上より左精巣悪性腫瘍の多発転移と診断し，高位

精巣摘除術を施行した．病理所見では精巣実質周囲に粘液成分を認

め，免疫染色では MUC2，MUC5A 陽性であり，胃腸管上皮細胞様

の特徴を有する精巣原発粘液癌と診断した．化学療法は胃癌に準じて

TS-1，シスプラチン併用療法を施行した．化学療法施行後，腫瘍

マーカーは低下，画像上も SD を維持しており，一定の治療効果を得

ている．

完全完解後 5年で精巣腫瘍再発を来たした性腺外胚細胞腫瘍の 1

例 :迫 智之，中村晃和，竹内一郎，藤戸 章（済生会吹田），浮村

理（京府医大） 36歳，男性．2010年10月，左腰痛および発熱を主訴

に当院受診し，血液検査で腎機能障害および炎症反応上昇を認め緊急

入院．腹部 CT 検査で傍大動脈周囲の後腹膜腫瘤および左水腎症と外

腸骨リンパ節転移を認め，血液検査で AFP 優位の腫瘍マーカーの上

昇を認めた．精巣 MRI で明らかな腫瘍なく，頸胸部 CT で左鎖骨上

窩リンパ節転移を認め，性腺外胚細胞腫瘍の診断の元，化学療法，後

腹膜リンパ節廓清術施行．壊死組織のみであった．術後 5年，左精巣

の腫脹を訴え，精巣エコー，MRI で左精巣腫瘍を疑う所見を認め高

位精巣摘除術施行．組織型はセミノーマであった．精巣腫瘍再発は比

較的長期間経過した後に発生する傾向があり，治療寛解後も注意して

いく必要があると考えられた．

精巣捻転の 1例 :梁 英敏，神野 雅，近藤 有，松原重治，小川

隆義（姫路赤十字） 19歳，男性． 2日前よりの左陰嚢痛を主訴に前
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医受診．精巣腫大・圧痛を認め当科紹介受診．精巣・精索血流は保た

れており急性精巣上体炎と判断され，抗生剤投与にて経過観察行う

が，翌日のエコーで精巣血流の消失を認め，精巣悪性腫瘍の可能性も

考慮し，緊急で高位精巣摘除術を施行．術中所見では精巣間膜の180

度捻転を認めており整復後も血流再開なく，そのまま高位精巣摘除術

となった．病理では精巣は壊死を来たしており，悪性所見を認めな

かった．術後 1月後対側精巣にも違和感あり，右精巣固定を行ったが

現時点で再発を認めていない．

精巣捻転症に対し健側を予防的固定したにも関わらず，再捻転を発

症した 1例 : 小林達矢，石田博万，内藤泰行，中尾美奈子，村下純

輝，福井彩子，鈴木 啓，金沢元洪，鴨井和実，沖原宏治，浮村 理

（京府医大） 16歳時に右精巣捻転症を来たし，左精巣の予防的固定

術を施行したにも関わらず，20歳時に予防的固定した左精巣が捻転．

外来にて用手的整復した後，再捻転の可能性が高いと判断し手術を

行った．左精巣は bell clapper 奇形になっており鞘膜内捻転を起こし

やすい状態であった．皮下と肉様膜の間にDartos pouch を作成し左精

巣を 4-0 バイクリルにて 3針固定．今後の予防的固定法については，

鞘膜を切り開き，bell clapper 奇形を認めた際には，患側の固定法と同

様に皮下と肉様膜の間にDartos pouch を作成し固定する方針とした．

腫瘍崩壊症候群を呈した精巣原発性悪性リンパ腫の 1例 :市川和

樹，溝渕真一郎，伊丹祥隆，中濱智則，松本吉弘，百瀬 均（星ヶ丘

医療セ），中村孝人（同呼吸器内科，総合内科） 75歳，男性．左陰

嚢内有痛性腫瘤で当科を初診．画像検索で左精巣から後腹膜へ連続す

る腫瘍性病変を認めた．単純精巣摘除術を施行し，病理組織診断はび

まん性大細胞型 B細胞リンパ腫であった．術後14日目に下腹部痛で再

入院．血液検査で高尿酸・リン・カリウム血症および腎不全を認め，

clinical TLS と診断．同日より，血液透析を開始し，悪性リンパ腫に

対してソルメドロールとリツキサンによる治療を開始した．治療開始

後，データの改善を認め，透析を離脱．入院10日目に他院血液内科に

転院となった．TLS は抗腫瘍療法後におこることが一般的である．

今回，われわれは化学療法導入前に clinical TLS を発症した精巣原発

性悪性リンパ腫の 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．

当初は精巣上体から連続する炎症性病変と考えた陰嚢 Squamous

cell carcinoma の 1例 :天野雄太，岡 利樹，今中岳洋，山中庸平，

金城孝則，野村広徳，吉岡 厳，高田晋吾（大阪警察） 70歳，男

性．左陰嚢の 15 cm 大の皮膚潰瘍を主訴に紹介受診．造影 MRI にて

左精巣上体の腫脹を認め，皮膚所見では良好な紅色肉芽を形成し，辺

縁は境界明瞭で隆起や膿疱を伴わなかったので，扁平上皮癌とは合致

せず，慢性炎症を考えた．左陰嚢内容摘除，陰嚢皮膚切除を施行．病

理検査にて陰嚢 SCC（精巣浸潤あり），左精巣上体炎と診断．SCC

は慢性炎症性病変などの先行病変の上に生じることが多い．また

SCC は二次的に感染を合併することも多い．本症例では慢性精巣上

体炎の皮膚への波及が先行していた可能性と，SCC が深部に浸潤し，

精巣上体炎を合併した可能性とが考えられる．術前診断では病変全体

を炎症病変と誤認した．

hCG 補充中止後も血清テストステロン値が正常を維持した先天性

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の 1例 :中川翔太，富田圭司，西

田将成，沖中勇輝，窪田成寿，水流輝彦，花田英紀，吉田哲也，影山

進，上仁数義，成田充弘，河内明宏（滋賀医大） 18歳，男性．二次

性徴の遅れにより性腺機能低下症が疑われ当科受診．精査，病歴から

中枢性の先天性性腺機能低下症と診断．HCG 治療経過中に身長増高

があり，HCG 治療を中断したところ，身長の増高は抑えられた一方

で，低下すると予想されたテストステロン値は正常範囲を維持した．

性腺機能低下症は永続的な病態で，生涯にわたる治療が必要と考えら

れてきたが，先天性性腺機能低下症の中に，治療を契機に内分泌機能

改善を認める症例の報告が増えている．先天性性腺機能低下症におい

て，機能改善例を想定し，治療後に二次性徴発来を認めた症例では治

療中断を考慮すべきであると考えられた．

右精巣腫瘍（髄外形質細胞腫）術後 3年目に左精巣転移を来たした

1例 :大森直美，桑原 賢，安富正悟，大関孝之，本郷祥子，齋藤允

孝，杉本公一，南 高文，能勢和宏，野澤昌弘，吉村一宏，植村天受

（近大付属） 58歳，男性．55歳時に，右精巣腫瘍に対して右高位精

巣摘除術を施行．病理学的診断は髄外形質細胞腫であった．その後，

再発転移なく経過していたが，術後 3年目に左精巣腫大，硬結を認

め，陰嚢エコーでモザイク状，PET-CT で集積を認めたことから，左

悪性精巣腫瘍と診断し，左高位精巣摘除術を施行した．病理学的検査

で同所見を認めたことから，髄外形質細胞腫の左精巣転移と診断し

た．本症例は，既往に多発性骨髄腫があり，完治して12年後に右精巣

に晩期再発を生じ，その後左精巣転移を来たした非常に稀な 1例であ

る．

外陰部 Aggressive angiomyxoma の 1例 :橋村正哉，大山信雄（奈

良県西和医療セ），山本広明（南奈良総合医療セ） 37歳，女性． 4

カ月前から増大傾向の外陰部腫瘤にて2015年12月に当科紹介受診．外

陰部に 4 cm 大の柔らかい腫瘤を認め，外尿道口は確認できない状態

であった．腫瘍生検施行にて悪性所見は認めなかった．後日，腫瘍切

除術を施行．病理組織学的には大小の血管とその周囲に紡錘形の細胞

の増生があり，粘液浮腫状の間質を有していた．免疫染色ではエスト

ロゲン・プロゲステロンレセプターが陽性であった．以上より

aggressive angiomyxoma と診断した．術後 6カ月経過するが明らかな

再発は認めていない．Aggressive angiomyxoma は骨盤腔，外陰，肛門

周囲に好発する稀な間葉系腫瘍で，再発率が高いため，十分な外科的

切除と慎重なフォローアップが必要である．

急性陰嚢症で発症した精巣横紋筋肉腫の 1例 : 豊田信吾，森 康

範，橋本 潔，加藤良成，井口正典（市立貝塚），山崎 大（同病

理） 39歳，男性．左陰嚢内容の腫大，疼痛を主訴に2014年 8月当科

受診．触診上左精巣は鶏卵大で弾性硬，エコー上モザイク像を示す腫

瘤を認めた．MRI 上不均一な低信号を示し，高位精巣摘除術施行．

病理診断は成熟奇形腫および胎児型横紋筋肉腫であった．術後 CT で

最大径 4 cm 大の多発性後腹膜リンパ節転移を認め，VAC 療法 2コー

ス施行し，NC であった．2015年 1月後腹膜リンパ節摘除術を施行し

たが，腫瘍と腎静脈の癒着が強く左腎摘除術も施行．病理診断は成熟

奇形腫のみであった．IRS（Intergroup Rhabdomyosarcoma Study）の

診断基準では group I，stage I と診断．精巣横紋筋肉腫は成熟奇形腫

の悪性転化と考えられた．

救急搬送患者に見る泌尿器科疾患 : 稲葉洋子（神戸掖済会），馬屋

原 拓（同麻酔科） ［目的］救急医療における泌尿器科医の役割につ

いて考える．［方法］2014年10月からの10カ月間で，演者が担当した

救急搬送入院94例の搬送契機，診断，患者背景などについて retro-

spective に検討した．［結果］搬送契機となった症状は，発熱（39

例）・意識レベル低下（10例）・呼吸困難（10例）の順に多かった ．

94例中25例（26.6％）が泌尿器科疾患で，尿路感染症17例，腎不全 8

例であった．発熱症例では35.9％が尿路感染症と急性肺炎の53.8％に

次いで多かった．［考察］発熱，意識レベル低下などの救急搬送症例

について，初期対応から泌尿器科医が参加することは救急診療の一助

となると思われる．

回腸新膀胱に自然穿孔を生じた 1例 :村上彰悟，田口 真，駒井資

弘，渡邉仁人，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大） 69歳，

男性．2007年に多発性膀胱癌にて TUR-Bt を他院で施行．以降再発を

繰り返し BCG 療法抵抗性のため，2013年に膀胱全摘術および回腸新

膀胱造設術を他院で施行．2016年 6月に腹痛にて当科外来受診．腹膜

炎症状あり CT にて回盲部の壁肥厚あるも炎症反応上昇なく初期の虫

垂炎と診断．抗菌薬にて保存的加療を行うも翌日の血液検査で炎症反

応の著明な上昇あり．虫垂炎，小腸閉塞による腹膜炎を疑い緊急試験

開腹術を施行．新膀胱導管部に 4 mm 大の穿孔あり 4針結紮縫合．術

後腹部症状，炎症反応の改善あり尿道バルーン抜去後に自己導尿指導

を行い問題なく行えることを確認し退院．穿孔の原因に不十分な排尿

管理による新膀胱の過伸展が挙げられ，術後の適切な排尿管理の指導

が必要と考えられた．

膀胱全摘除術施行後単発肺転移に対して外科的切除し長期生存を得

られた 1例 :桑原 元，白石祐介，山田裕二（県立尼崎総合医療セ）

73歳，男性．1996年 7月膀胱全摘除，回腸導管造設術施行．病理組織

診断は UC，G3，pT2．2008年 8月肉眼的血尿が出現．精査の結果右

腎盂癌と診断，同年12月経腰的右腎尿管全摘除術．病理組織診断で

UC≫SCC，G3，pT2 で断端陰性．2009年11月右下肺野に単発の肺転

移認め70％に減量し GC 4コース施行，CR を確認．しかし2010年 8
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月同部位に再発，同レジメンで 2コース追加し縮小を確認したが，化

学療法による副作用，腎機能低下がありこれ以上の継続は困難と判

断．そのため2011年 1月右肺底区切除術施行．病理組織は転移性尿路

上皮癌で断端陰性，リンパ節転移も認めなかった．現在再発なく生

存．転移性尿路上皮癌の外科的切除は治療法の 1つとして考慮される

可能性がある．

抗リン脂質抗体症候群を合併した浸潤性膀胱癌に対して膀胱全摘除

術を施行した 1例 :佐藤克哉，三浦徹也，吉行一馬，結縁敬治，山下

真寿男（神鋼） 84歳，男性．浸潤性膀胱癌のため膀胱全摘除術の方

針となった．術前採血で APTT の延長があり，追加の精査で抗リン

脂質抗体症候群を疑ったため，術前にヘパリンを使用し膀胱全摘除術

に臨んだ．しかし術後 1時間で右足背動脈を触知不能となり，緊急血

管造影検査で前脛骨動脈，後脛骨動脈の閉塞を認めた．血栓回収を行

い血流の回復を得た．

膀胱小細胞癌の 1例 :尾張拓也，清水卓斗，大塚憲司，松下千枝，

細川幸成，林 美樹（多根総合），藤本清秀（奈良医大） 72歳，男

性．無症候性肉眼的血尿を認め，当科を受診．膀胱鏡では後壁に 3

cm 大の広基性非乳頭型腫瘍．尿細胞診は class V，小細胞癌に類似し

た細胞を認めた．NSE 14.6 ng/ml と上昇．MRI では壁外に進展する

腫瘍を認めるも，リンパ節転移や他臓器に転移を認めず，cT3bN0M0

の膀胱腫瘍と診断．組織診断目的の TURBT にて膀胱小細胞癌と診

断．膀胱全摘術を施行し，small cell carcinoma，pT3bN1．術後補助化

学療法として CDDP＋VP-16 を 3コース施行．しかし，術後 8カ月に

骨盤リンパ節腫大を認め，全骨盤に IMRT 54 Gy を照射．術後11カ月

に傍大動脈リンパ節腫大を認め IMRT 50 Gy を照射するも，リンパ節

転移は急速に進行し，術後23カ月目に癌死した．

BCG 膀胱注入療法中に膀胱自然破裂を来たした 1例 :金光俊行，

福本 亮，福井辰成，黒田昌男（日生） 77歳，男性．主な既往に

前立腺肥大と糖尿病．再発性膀胱癌に対し13回の TURBT 歴と 3

コースの BCG 膀胱注入歴あり．2016年 1月に BCG 膀胱注入（イム

ノブラダー 40 mg）を再開． 2回目の投与後に腹部膨満と無尿を発症

し受診．CT で膀胱壁に free air と膀胱周囲から腹腔内にかけて fluid

貯留を認め，膀胱腹腔内破裂と診断．発熱や腹膜刺激症状がなかった

ため膀胱カテーテル留置と抗生剤による保存的治療を選択．一旦は軽

快するも腹膜炎症状が悪化．抗結核薬投与にて症状は軽快し，膀胱造

影で破裂部の修復を確認しカテーテル離脱．BCG 投与中に発症した

膀胱自然破裂は非常に稀である．自然破裂の機序としては BCG 膀胱

注入による膀胱壁の脆弱化と前立腺肥大や神経因性膀胱による膀胱過

伸展の両方が関与していると思われた．

巨大膀胱 Inverted papilloma の 1例 :上宮健太郎，岡村太裕，仁田

有次郎，岩田裕之（伊丹），前田 覚（前田診療所），森川洋二（星晶

会あおい） 84歳，男性．2009年頻尿にて来院．前立腺中葉肥大によ

る症状として近医でフォローを受けていたが2015年肉眼的血尿を認め

当科紹介．膀胱鏡にて三角部に巨大な腫瘍性病変を認めた．大部分は

平滑な腫瘍であったが一部乳頭状の変化を認めた．MRI にて 50×

35×60 mm 大の腫瘤を認め cT1N0M0 の診断にて経尿道的悪性腫瘍

切除術．切除組織は内反性増殖を示し腫瘍表層を尿路上皮が被覆．細

胞異形も乏しいことから inverted papilloma と診断．以降外来にて膀

胱鏡でフォローを行っているが再発は認めていない．Inverted papil-

loma の報告例は長径 30 mm 程度までの報告例が大半を占め，本症例

のような 60 mm を超える報告は稀である．

膀胱 Spindle cell carcinoma の 1例 : 山本匠真，村尾昌輝，町田裕

一，上水流雅人，池本慎一（八尾市立） 47歳，女性．X年 3月に排

尿時痛，残尿感にて近医受診，抗菌薬内服にて経過観察されていた．

1カ月後に肉眼的血尿出現し当科受診．膀胱鏡，MRI にて膀胱頂部

に非乳頭型結節性腫瘍を認めたため，TUR-Bt，ランダム生検施行．

病理組織で肉腫様癌が疑われた．ランダム生検陰性であり尿路温存の

希望強かったため，膀胱部分切除術＋骨盤リンパ節郭清術施行．病理

結果は spindle cell carcinoma であった．郭清リンパ節に転移はなかっ

た．経過問題なく術後第 8日に退院とした．術後 3カ月目の膀胱鏡，

画像検査で転移，再発の所見はなかった．今後も慎重な経過観察が必

要と考える．

膀胱褐色細胞腫の 1例 :西川徳彰，羽阪友宏，田中尚夫，北本興市

郎，浅井利大，石井啓一，上川禎則，金 卓，坂本 亘，杉本俊門

（大阪市総合医療セ） 81歳，女性．左下肢蜂窩織炎，廃用症候群で

他院入院中，2014年12月，肉眼的血尿あり．CT，MRI で 2 cm 大の

膀胱腫瘍を指摘．2015年 1月，精査加療目的に当院紹介受診．2015年

2月，TURBT．膀胱頂部前壁寄りに粘膜下腫瘍を認めた．術中，手

術操作に伴い，一過性の血圧上昇を認めたが，手術操作停止，降圧剤

投与で血圧コントロールは可能であった．褐色細胞腫の可能性を考慮

し，術中カテコラミン採血を施行したところ，ノルアドレナリン上昇

（6.02 ng/ml）を認めたが，アドレナリンおよびドーパミンの上昇は

認めなかった．病理診断は膀胱褐色細胞腫であった．術後ノルアドレ

ナリン値も正常化した．膀胱粘膜下腫瘍においては褐色細胞腫の可能

性を念頭におく必要がある．

急速に進行し切除不能となった膀胱原発性横紋筋肉腫の 1例 :弓場

覚，岩西利親，鯉田容平，小林正雄，小森和彦，小野 豊（東大阪市

立総合） 79歳，男性．2016年 4月肉眼的血尿を主訴に当科を受診．

局所進行性膀胱癌（cT3bN0M0），下行結腸癌（cT3N0M0）と診断．

経尿道的膀胱腫瘍切除術施行後，膀胱全摘回腸導管造設術と左半結腸

切除術を同時施行予定となった．同年 6月に施行した経尿道的膀胱腫

瘍切除術標本での病理結果は肉腫疑いであった．その後，膀胱癌の急

速な増大による膀胱タンポナーデ，腎後性腎不全を来たし，両側腎瘻

増設術を施行．同月開腹手術を施行するも切除不能であり，翌月永眠

された．遺伝子検査に基づいた病理組織学的診断は胞巣型横紋筋肉腫

であった．上記症例を経験し，若干の文献的考察を加えて報告する．

前立腺小細胞癌の 1例 :大西美貴子，星山文明，田中雅博（大阪回

生） 62歳，男性．尿失禁を主訴に受診．PSA 高値（10.6 ng/ml）に

て生検を行い前立腺小細胞癌と診断．cT3bN1M0 stage D1（右外腸骨

リンパ節転移）．拡大前立腺全摘除術を施行し，術後エトポシド（100

mg/m2）＋シスプラチン（100 mg/m2）（PE）を 3 コース施行．術後

半年で PSA 上昇し，ホルモン療法を開始．術後 2年目で両側肺転移

認め，追加化学療法として PE 施行するも，画像上 PD．2nd line とし

てアムルビシン療法を施したが，効果を得らえず．その後もイリノテ

カン＋シスプラチン（IP）療法や PE 療法による化学療法と，ホルモ

ン療法併用も奏功せず，best supportive care の方針となる．前立腺小

細胞癌の確定診断後，約 4年で癌死．診断後約 4年と比較的長期間生

存しえた前立腺小細胞癌の 1例を経験した．

前立腺原発扁平上皮癌の 1例 :大西千洋，花咲 毅，長澤誠司，上

田康生，相原衣江，古倉浩次（宝塚市立），松尾祥平，造住誠孝，廣

田誠一（同中央検査室），高瀬直人（同腫瘍内科） 67歳，男性．主

訴は尿意切迫感と失禁．PSA 1.2 ng/ml，直腸診にて硬結，MRI にて

右 PZ に LIA．生検にて前立腺扁平上皮癌 T3aN0M0 と診断し，根治

的前立腺全摘術を施行．病理結果は，SCC，poorly differentiated type，

pT3b，EPE0，RM0，ly1，v1，pn0，sv1，n0．病理結果判明時の SCC

は 1.0 ng/ml．術後15カ月目に左鎖骨上下リンパ節，傍大動脈リンパ

節，右外腸骨周囲に多発リンパ節転移を認めたため，化学療法

（CDDP＋5-FU） 3クールを施行．術後27カ月 CR にて経過観察中．

本邦で，自験例は24例目となる．

診断に苦慮した Burnt-out metastatic prostate cancer の 1例 :横田

智弘，宮下雅亜，岩田 健，中西弘之（公立南丹） 78歳，男性．

TUR-Bt の病理結果は UC high grade（G2） pT1．術前 CT にて左総

腸骨∼閉鎖リンパ節の腫大を認めており，病理診断からは膀胱癌の転

移である可能性は低いと考えた．PET にて陽性部位はリンパ節のみ．

PSA 値は 2.66 ng/ml と正常値であったが，確定診断のため前立腺生

検およびリンパ節試験切除を実施．前立腺生検では GS6 前立腺癌

（腫瘍長 3 mm）が 1カ所からのみ検出，しかし試験切除を行った閉

鎖リンパ節組織の PSA 染色は強陽性であり，前立腺癌の転移と考え

た．治療としてリュープレロリン，ビカルタミドを用いて CAB 療法

を開始し， 3カ月後には PSA は 0.01 ng/ml 以下に低下し，CT 画像

にて転移リンパ節の著明な縮小を認めた．

MAB 治療中症状の増悪を来たした CEA 産生前立腺癌の 1例 :朝倉

寿久，山本顕生，任 幹夫，辻畑正雄（大阪労災） 68歳，男性．

iPSA : 119 にて前立腺生検施行し GS : 3＋4＝7 の前立腺癌の診断で

あった．cT2cN1M0，stage D1 に対し MAB 治療施行し14カ月後には
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PSA 感度以下まで低下するも， 5 年後に尿閉．PSA は感度以下で

あったが CEA : 109 と高値認め，CT にて多発肺転移，骨シンチにて

集積像認めた．PET-CT でも同部位に集積認め前立腺にも集積認め

た．再度，前立腺生検施行し免疫染色の結果 CEA 産生前立腺癌の診

断であった．ドセタキセル分割投与を 2コース施行し CEA は低下認

めたが，病勢進行し治療 4カ月後に永眠された．PSA 低値，CEA 高

値の去勢抵抗性前立腺癌は非常に稀であり自験例を含め16例を検索し

えた．現在，有効な治療法は確定しておらず，一般的な去勢抵抗性前

立腺癌に比べて予後不良であった．
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