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学 会 抄 録

第234回日本泌尿器科学会関西地方会

(2017年 1 月28日（土），於 京都府立医科大学)

急速に増大を来たした副腎原発 MTX 関連リンパ増殖性疾患の 1

例 : 森 泰宏，中野翔平，岡田能幸，長濱寛二，野々村光生（京都

桂） 76歳，男性．関節リウマチにてメトトレキサート内服中．CT

検査にて左副腎偶発腫瘍を指摘．その後の CT 検査にて右副腎腫瘍も

出現，急速に増大した．採血検査では内分泌検査も含め著明な異常は

指摘しえなかった．腹腔鏡下左副腎摘除術施行し，病理所見にて

polymorphic B lymhporoliferation を認め，副腎原発 MTX 関連リンパ増

殖性疾患と診断．メトトレキサート内服中止にて右副腎腫瘍は速やか

に消退，寛解状態に至った．

左副腎褐色細胞腫に左腎癌を合併したMEN type II の 1例 :多賀英

人，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），中村高秋（同代謝内分泌内科） 69歳，女性．甲状腺髄様癌

術後の経過観察中，動悸，発汗症状が出現し，PET-CT にて両側副腎

腫瘍を指摘され当科紹介受診となった．右副腎褐色細胞腫と診断し右

副腎摘除術を施行した．RET 遺伝子変異の検索により，exon11 のコ

ドン634のミスセンス変異を認め，MEN type IIa と診断した．その後

の CT にて左腎腫瘍を認め，徐々に増大傾向となったために MRI を

施行，腎細胞癌が疑われた．また左副腎腫瘍は MIBG シンチで異常

集積を認めたため後腹膜鏡下左腎および左副腎摘除術を施行，病理結

果は腎細胞癌，副腎褐色細胞腫であった．

副腎腫瘍と鑑別困難であった気管支原性嚢胞の 1例 :山野志真，西

岡 遵，八尾昭久，原口貴裕，井上隆朗（兵庫県立がんセ） 58歳，

男性．近医 CT で偶発的に 2.4 cm の左副腎部腫瘤を指摘．その後増

大傾向（2016年 2 月 : 3.2 cm）あり当科紹介．CT，MRI より出血，

石灰化を伴う左副腎腺腫と診断．悪性の可能性を否定しきれず2016年

4 月腹腔鏡下左腎摘除術施行．左副腎と境界明瞭な嚢胞性病変を認

め，嚢胞壁ないしその周囲に繊毛円柱上皮，軟骨，腺組織を認め後腹

膜気管支原性嚢胞と診断した．術後半年で明らかな再発を認めず．気

管支原性嚢胞は胎生期の呼吸器原基の異常胚芽が異所性組織に迷入し

て形成される．後腹膜での発生は稀であるが，横隔膜が形成される胎

生 7 週までに後腹膜へ迷入することで起こり，左側に多い．出血や蛋

白濃度，炎症などの影響で多彩な画像上所見を呈すること，また稀な

がら悪性例も散見されることなどから，積極的な手術の適応となる疾

患と考えられた．

自然消失を来たした腎動静脈奇形の 1例 :村上彰悟，木下秀文，駒

井資弘，三島崇生，島田誠治，小糸悠也，谷口久哲，吉田健志，矢西

正明，安田鐘樹，渡邉仁人，杉 素彦，松田公志（関西医大） 42

歳，女性．幼少期より顕微鏡的血尿を指摘．2013年に膀胱炎症状で近

医泌尿器科を受診．血尿の精査目的にて造影 CT を施行し腎動静脈奇

形を指摘され加療目的に当科受診となった．既往に外傷，生検歴，心

不全の既往なし．当科初診時の尿検査にて顕微鏡的血尿が見られた．

2014年再診時の造影 CT では大きさに変化なし．無症状のため経過観

察の方針となった．2016年受診時には顕微鏡的血尿の改善みられ，造

影 CT にて腎動静脈奇形の自然消失が見られた．後天性腎動静脈奇形

で腎生検が誘因となるようなものは自然消失が期待されるが，先天性

腎動静脈奇形の自然消失はきわめて稀である．原因は解明されていな

いが，出血，血腫による圧迫や血流動態の変化による血栓形成促進が

考えられる．

右腎動静脈瘻，左 T2 腎癌に対して保存的 IVR にて腎機能が保持さ

れた 1例 :大嶋浩一，新開康弘，嶋谷公宏，長澤誠司，山田祐介，東

郷容和，鈴木 透，呉 秀賢，兼松明弘，野島道生，山本新吾（兵庫

医大），山門亨一郎（同放射線科），造住誠孝，廣田誠一（同病院病理

部） 70歳代，男性．主訴 :肉眼的血尿と右側腹部痛．CT にて右腎

動静脈瘻と左 T2 腎腫瘍．右腎動静脈瘻に動脈塞栓術，左腎腫瘍にラ

ジオ波焼灼術を施行し，透析導入を回避することができ，現在まで腫

瘍再発なく経過している．

CT ガイド下経皮的ドレナージにて腎を温存しえた気腫性腎盂腎炎

の 1例 :遠藤貴人，大場健史，丸山 聡，田中宏和（加古川医療セ）

73歳，女性．既往歴に糖尿病あり．2016年 2 月に発熱，左腰背部痛を

主訴に近医を受診し気腫性腎盂腎炎の診断で治療されるも同年 4 月に

再燃し当院転院となる．転院時の CT では左腎にガス産生を伴う膿瘍

の多発形成を認め，近医治療時と比較して増大傾向であった．全身状

態は安定しており，膿瘍に対し CT ガイド下で経皮的に計 2 本ドレー

ンを留置し，抗菌薬治療を継続．膿培養からは E. coli が検出された．

治療経過は良好で，留置後14日目にドレーンを抜去し抗菌薬は計 8 週

間投与．以後再燃なく経過し，CT では膿瘍の完全消失を認めてい

る．

子宮からの腹腔内出血を契機として診断に至った結節性硬化症の 1

例 : 谷口 歩，角田洋一，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） 54歳，女性． 3 週間持続する

不正性器出血と腹痛を主訴に受診．腹部 CT にて子宮体部からの腹腔

内出血を認めた．既往歴として25歳時に両側腎血管筋脂肪腫に対して

両側腎部分切除術を施行し，43歳時に肺リンパ脈管筋腫症を指摘され

ており，CT では同所見も指摘された．CT 撮影後に出血性ショック

となり，緊急単純子宮全摘術を施行．摘除標本の病理組織学的診断は

子宮の血管周囲類上皮細胞腫瘍であった．結節性硬化症（TSC）との

診断に至り，全身評価を施行したところ，TSC に特徴的な皮膚およ

び頭蓋内病変を複数認め，エベロリムス投与を開始した．TSC は多

臓器に病変を呈する疾患であり，腎以外からの出血を来たす危険性に

注意を要すると考えられた．若干の文献的考察を加えて報告する．

新膀胱増設術後に生じた尿管結石に対し ESWL で完全砕石しえた

2 例 : 佐藤克哉，三浦徹也，吉行一馬，結縁敬治，山下真寿男（神

鋼） 膀胱癌に対して膀胱全摘除術，新膀胱増設術を施行した後に生

じた尿管結石に対して ESWL を行い，完全砕石し得た69歳男性と66

歳女性の 2 症例を経験した．

下剤の長期乱用により発生した酸性尿酸アンモニウム結石の 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

（星丘医療セ） 54歳，女性．治療抵抗性膀胱炎の精査目的で当科紹

介．画像検索で右腎サンゴ状結石と診断．術前の血液検査において著

明な低カリウム血症を認めたため，詳細な問診を行ったところ患者は

15年以上，市販の刺激性下剤を常用していることが判明．経尿道的尿

管砕石術を 4 回施行し，結石成分に酸性尿酸アンモニウムを認めた．

近年，本邦において若年女性の酸性尿酸アンモニウム結石が報告され

ており，下剤乱用を含む食行動異常が原因とされている．その発症機

序として下剤乱用による脱水，アルドステロンの上昇，カリウム喪失

が関連していると考えられている．本症例おいて結石治療後，外来

フォローにて下剤乱用を是正するよう指導．以後現在まで 6カ月間，

結石の再発を認めていない．

尿管原発 Adenocarcinoma の 1例 :本田俊一朗，邵 仁哲，田原秀

一，中村雄一（京都第二日赤），石田博万，乾 将吾（京府医） 69

歳，男性．他科 CT で右水腎症を指摘され紹介．各種検査の結果，右

尿管癌の診断に至った．後腹膜鏡下腎尿管全摘除術を施行，病理組織

診は尿管原発 adenocarcinoma．粘膜固有層を中心に腺癌の増生を認め

た．pT3，脈管浸潤，断端陽性疑いで術後補助化学療法として weekly

paclitaxel を 2 コース施行．CT および RP で対側尿管にも腫瘍を認め

た．組織型は不明であったが，手術療法は選択せず尿路上皮癌にも腺

癌にも効果が期待できる GC 療法に変更，合計 6 コース施行したが

肝転移の増大，増加がみられ PD と診断した．化学療法のレジメンを

結腸癌に準じて TS-1＋ロイコボリンに変更して治療を継続する予定

である．
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ステロイド療法が著効した特発性限局性尿管炎の 1例 :今中岳洋，

岡 利樹，山中庸平，金城孝則，吉岡 厳，髙田晋吾（大阪警察），

安岡弘直（同病理診断科） 36歳，男性．家族歴，既往歴に特記すべ

き事項なし．左腰背部痛を主訴に当科受診．CT で左水腎症および尿

管壁の肥厚と狭窄を認めた．DJ カテーテル留置後も水腎症改善得ら

れず，尿管生検を施行．リンパ球や形質細胞浸潤を主体とした炎症を

示唆する所見を認め，特発性限局性尿管炎と診断した．ステロイド

30 mg より投与開始し， 3 週間で 5 mg ごとに減量していき，約半年

間 5 mg を維持量として投与継続した．投与後36週で尿管狭窄所見は

消失し，症状も改善．現在再発なく経過している．

経過観察にて早期に発見しえた 45,X/46,XY 男性に発生した精巣

腫瘍の 1例 : 久保田聖史，寺田直樹，伊藤克弘，高田秀明，曲渕敏

博，澤田篤郎，赤松秀輔，根来宏光，小林 恭，山崎俊成，井上貴

博，小川 修（京都大） 20歳代，男性．現病歴 : 3 歳時の右停留精

巣・尿道下裂に対し，精巣固定術，尿道形成術を施行．両側精巣生検

で悪性所見なし．染色体検査で 45,X/46,XY を指摘された．17歳

時 :精巣生検を考慮され当科初診．外性器は男性型．精巣は陰嚢内に

位置し，腫瘤触知せず．腫瘍マーカー異常なし，テストステロンを含

む性ホルモン値は正常．超音波検査で腫瘤を認めなかった．予防的精

巣摘除，精巣生検を行わず，半年に 1 回の経過観察を行う方針とし

た．24歳時に超音波検査で右精巣に占拠性病変を確認．MRI で右精

巣に 10 mm 大結節あり．左精巣に異常なし．CT で転移を認めず，

腫瘍マーカーは異常なし．右精巣腫瘍を否定できず，右高位精巣摘除

術＋左精巣生検を施行した．病理は，左精巣に悪性腫瘍を認めず，右

精巣にセミノーマと奇形腫の混在を認め，pT1 の診断であった．

OAB の治療経過中に骨盤内の巨大腫瘍として発見された Nodal

marginal zone lymphoma の 1例 :市橋 淳，谷口俊理，堤 岳之，

小林大介，辻野拓也，松永知久，吉川勇希，高井朋聡，斎藤賢吉，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） 83歳，男性．OAB として薬剤投与を受けていた

経過中に腹部膨満感を主訴に近医受診．下腹部に片手大の腫瘤を触知

した．採血では可溶性 IL-2 レセプターのみ高値であり，CT にて骨

盤内に 16 cm 大腫瘍を認めた．解放生検施行し病理診断は CD20 陽

性の low grade の B-cell lymphoma で nodal marginal zone lymphoma．R-

CHOP 6 コースと RB 4 コースを施行．著効し経過中に排尿症状も

改善した．治療開始から 1 年経過し近接効果で PR を維持している．

術後腹膜播種に対する GC 療法が奏功した膀胱癌 Plasmacytoid

variant の 1例 :深江彰太，吉永光宏，上戸 賢，稲垣裕介，佐藤元

孝，中山治郎，三宅 修，清原久和（市立豊中） 51歳，男性．尿意

切迫感・残尿感を主訴に近医を受診した．膀胱鏡検査や画像検査で粘

膜不整や全周性の壁肥厚を認めたため，当院で TURBT を施行した．

診断は浸潤性尿路上皮癌 plasmacytoid variant（pT2 以上 N0M0）で

あった．GC 療法 2 コース施行後に膀胱全摘除術・回腸導管造設術を

施行した．摘出標本は病理学的 CR であった．術後 6カ月で腸閉塞

を発症し，保存的加療でも症状の改善を認めないため腸閉塞解除術お

よび回腸人工肛門造設術を施行した．腹膜播種による消化管の狭窄と

診断した．GC 療法を 2 コース施行し，内視鏡検査や CT で著明に狭

窄部の改善を認めた．14カ月経過した現在，GC 療法を施行中で，再

発は認めていない．

眼症状を呈した去勢抵抗性前立腺癌の 2例 :尾張拓也，清水卓斗，

大塚憲司，細川幸成，林 美樹（多根総合），藤本清秀（奈良医大）

症例 1 : 63歳，男性．PSA 282.82 ng/ml，cT3aN1M1b，GS 5＋4＝9

の進行性前立腺癌に対し CAB 療法を開始． 1 年 8カ月後に去勢抵抗

性前立腺癌となり，経過中に左眼瞼下垂が出現．MRI で左海綿静脈

洞・斜台に腫瘍を認め，頭蓋骨転移に伴う動眼神経麻痺と診断し，

3D-CRT 37.5 Gy/15 Fr の照射を行い，神経症状は改善．症例 2 : 80

歳，男性．他院にて PSA 10.3 ng/ml，cT2aN0M0，GS 4＋4＝8 の限

局性前立腺癌に対し EBRT 施行．照射後，CAB 療法が継続される

も，PSA 上昇（12.72 ng/ml）を認め，当科紹介．当科紹介時の骨シ

ンチでは多発骨転移（頭蓋骨，顔面骨，椎体骨）を認めた．CRPC

と診断し，ドセタキセル 3 コースを施行するも，経過中に左方視時の

複視が出現．MRI では左海綿静脈洞・メッケル洞に腫瘍を認め，頭

蓋骨転移に伴う左外転神経麻痺と診断．3D-CRT 37.5 Gy/15 Fr の照

射を行い，左眼球の外転障害は軽度残存するも，複視症状は改善し

た．

抗 PD-1 抗体（ニボルマブ）投与中に発症した無菌性膀胱炎の 2

例 : 嶋谷公宏，善本哲郎，土井 裕（明和），園田 隆（同腫瘍内

科），兼松明弘（兵庫医大） 50歳代と60歳代，男性．肺癌に対して

長期のニボルマブ投与後より頻尿と排尿時痛が出現し当科紹介．膿尿

を認めたが尿培養陰性で抗菌薬は無効であった．ニボルマブ投与で症

状，膿尿は増悪，休薬で軽快したことより，抗 PD-1 抗体関連の無菌

性膀胱炎と考えられた． 1例は ADL 低下を来たす強い排尿時痛のた

めプレドニン 1 mg/kg の内服， 1例はニボルマブ休薬にて症状，膿

尿は軽快した．

前立腺癌密封小線源療法による尿道周囲出血に対して TAE を要し

た 1例 :田口元博，山田祐介，大嶋浩一，新開康弘，中西裕佳子，橋

本貴彦，東郷容和，鈴木 透，呉 秀賢，兼松明弘，野島道生，山本

新吾（兵庫医大），加古泰一，山門享一郎，廣田省三（同放射線）

68歳，男性．前立腺癌 cT2aN0M0 に対して密封小線源療法を施行．

手術当日の夜間に陰嚢腫脹とショックバイタルを認め，緊急 CT を施

行したところ，前立腺部尿道周囲の出血を認めた．圧迫止血を試み，

一度は止血を得られたが， 5 日後に圧迫解除したところ，さらに貧血

の進行を認めた．CT にて前立腺部尿道周囲の再出血と診断し，選択

的動脈造影にて両側内陰部動脈の分枝からの出血が確認されたため，

同時に動脈塞栓術を施行した．前立腺生検後の重篤な出血については

数例の報告が見られるが，小線源療法後に動脈塞栓術を必要した出血

の報告例は自験例が初めてである．

腎癌を疑い腎部分切除を施行した若年女性の Epithelioid AML の 1

例 : 乾 将吾，矢野公大，本郷文弥，鴨井和実，宮﨑慎也，辻本雅

史，朴 英寿 ，鈴木 啓，岩田敦子，金沢元洪，牛嶋 壮，沖原宏

冶，浮村 理（京府立医大） 27歳，女性．右側腹部痛を主訴に近医

受診．右腎腫瘍を指摘され当科紹介．血液検査所見では軽度炎症反応

の上昇を認めるのみであった．超音波検査および造影 CT 検査にて右

腎細胞癌，cT1bN0M0 との診断で，ロボット支援腹腔鏡下右腎部分

切除術を施行した．病理組織像では脂肪細胞は認めず，軽度異型の類

円形核からなる類上皮細胞の増生を認めた．免疫染色所見でメラニン

形成マーカーである HMB45 および melanA が陽性，平滑筋マーカー

である SMA が陽性であった．腎細胞癌で陽性となることが多い上皮

性マーカーがいずれも陰性であり，類上皮型腎血管筋脂肪腫との診断

を得た．

術前にパゾパニブを投与した下大静脈腫瘍塞栓を伴う右腎癌の 1

例 : 前田光毅，寺川智章，古川順也，重村克巳，原田健一，日向信

之，石村武志，中野雄造，藤澤正人（神戸大） 69歳，女性．転倒時

の腰椎 MRI で偶然に右腎腫瘍を指摘．精査の胸腹部 CT で早期濃

染・wash out を示す 70 mm 大の右腎腫瘍，横隔膜直上レベルまでの

腫瘍塞栓，多発肺転移を認め，右腎癌（cT3cN0M1），MSKCC 分類

では intermediate risk と診断．パゾパニブ内服で加療を開始し，腫瘍

塞栓は腎静脈 2 cm 以下までと著明に縮小した．根治的右腎摘除術，

下大静脈腫瘍塞栓摘除術を施行し，病理結果は淡明細胞癌 pT3b だっ

た．周術期・術後経過は問題なく経過し，術後 3カ月経過したが内服

継続にて新規病変の出現なく経過している．下大静脈腫瘍塞栓を認め

る症例では，周術期合併症を高率に認めることが知られており，術前

分子標的薬治療の意義について考察する．

選択的 TAE に SPECT-CT を用いた機能的腎マッピングが有用で

あった両側腎血管筋脂肪腫の 1例 :山道 岳，阿部豊文，石津谷 祐，

藤田和利，木内 寛，今村亮一，宮川 康，野々村祝夫（大阪大），

小野祐介，東原大樹，大須賀慶悟（同放射線） 22歳，女性．幼少期

に結節性硬化症と診断され，他院泌尿器科で両側腎血管筋脂肪腫を経

過観察されていた．腹部 CT で新たに多発性腎動脈瘤を指摘，腎動脈

塞栓術（TAE）を検討されたが腎機能低下が懸念されたため当科紹

介．左右 6カ所の 5 mm 以上の動脈瘤すべてに TAE を行う方針とし

たが，造影 CT では正常腎皮質が不明瞭で TAE に伴う腎機能への影

響が予測できなかった．そこで SPECT-CT（99mTc-DMSA）と造影

CT の融合画像を作成（機能的腎マッピング），正常腎皮質と動脈瘤

の位置関係が明瞭となり腎機能障害を伴わず TAE を施行することが

できた．
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骨形成を伴ったベリニ管癌の 1例 :梅本秀俊，岩橋悠矢，出口龍

良，宮井晴加，井口孝司，若宮崇人，山下真平，吉川和朗，射場昭

典，柑本康夫，原 勲（和歌山医大） 67歳，男性．発熱，体重減少

を主訴に近医受診．CT にて石灰化を伴う左腎腫瘍を認め，左腎癌

cT3aN1M0 と診断し，開腹根治的左腎摘出術施行．摘出腎は肉眼的

に著明な骨組織を認め，病理上高異型度の腫瘍細胞，その周囲に骨形

成像を認めたが，壊死巣は認めなかった．骨形成を伴ったベリニ管癌

と診断した．術後急速に遠隔転移が出現し術後50日目に癌死に至っ

た．骨形成を伴う腎癌は予後良好であるという報告が多いが，骨形成

の機序により異なる 2群の可能性が示唆された．腫瘍細胞の組織誘導

効果により，間質組織が骨芽細胞に分化し，骨形成を来たした腎癌で

は，急速に進行する可能性も考え，注意深い観察が必要である．

腹腔鏡下腎尿管全摘除術を行った異所性尿管を伴う右低形成腎の 1

例 : 冨山栄輔，中澤成晃，田中 亮，山中和明，中川勝弘，岸川英

史，西村憲二（県立西宮） 20歳，女性．主訴は尿失禁．幼少期より

尿失禁が持続していたが，尿漏れパッドを使用し泌尿器科受診はして

いなかった．2015年10月膀胱炎で近医泌尿器科を受診した際にエコー

で右腎が描出されず右萎縮腎が疑われ，2016年 1 月精査加療目的に当

科紹介となった．造影CTで下大静脈前面に 3 cm 大の萎縮した右腎を

認め，MRI で右尿管と膣との連続性が確認された．膀胱鏡で膀胱内

に右尿管口を認めず，膣右側壁に尿管口を確認し，膣開口異所性尿管

を伴う右低形成腎と診断した．腹腔鏡下右腎尿管全摘除術を行い，尿

失禁は消失した．なお，術後遺残尿管炎の可能性を考慮し尿管は膣流

入部まで摘除した．内性器や膀胱を損傷することなく子宮動脈の温存

も可能であった．

膀胱悪性紡錘形細胞腫瘍の 1例 : 速水悠太郎，河 源，原田二郎

（済生会野江），渋谷信介（同病理） 91歳，女性．主訴は頻尿． 1カ

月前から頻尿を訴え近医を受診．MRI 撮影した所，巨大膀胱内腫瘍

を認め当院紹介となった．膀胱鏡にて表面白色の巨大腫瘍を認めた．

尿細胞診は正常であった．MRI にて右側壁に茎部を有する巨大なポ

リープ状の腫瘍を認めていた．手術は TURis システムを使用した．

茎部を確認できたためそこを切除し腫瘍を離断．モーセレーターにて

回収を試みたが腫瘍は弾性に富んでおり回収は困難であったため細分

化し回収した．結果病理所見は壊死組織と紡錘形細胞のみを認めた．

各種免疫染色も行ったが p53 が一部陽性を示すのみでその他は陰性

であった．尿路上皮由来か判別困難であり膀胱悪性紡錘型細胞腫瘍の

診断となったが sarcomatoid variant が疑われた．

膀胱のリンパ腫様型／形質細胞様型尿路上皮癌の 1例 :中川翔太，

窪田成寿，西田将成，沖中勇輝，富田圭司，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） 72

歳，男性．肉眼的血尿にて前医を受診．膀胱鏡で非乳頭状腫瘍を指摘

され，TURBT を施行．UC，high grade，G2，pT2 と診断され，手術

目的で当科紹介．初診時に直腸浸潤，後腹膜リンパ節転移を認めてお

り GC 療法を 4 コース施行．治療効果は PR であり，骨盤内臓器全摘

術を施行した．病理診断は UC，lymphoma-like/plasmacytoid variant，

ypT4，N2 であった．画像上明らかな再発なく経過したが，第56病日

より血小板低下，ALP 上昇を認め，骨髄穿刺にて骨髄転移と診断．

患者は第84病日に死亡した．本亜型は比較的稀であり，きわめて予後

不良とされる．若干の文献的考察を加え報告した．

膀胱原発印環細胞癌に対して TS-1＋CDDP 療法が有効であった 1

例 :北風宏明，松下 慎，岡田紘一，湊 のり子，森 直樹，吉岡俊

昭（一般財団法人住友） 66歳，男性．約 3カ月前から頻尿と下腹部

違和感を自覚したため2015年 7 月に当科を受診した．膀胱鏡で左側

壁∼前壁に隆起性病変を認めたため経尿道的切除を施行した．病理結

果は印環細胞癌であり精査の結果膀胱原発印環細胞癌，cT3N0M0 と

診断し膀胱全摘術の方針とした．しかし骨盤壁との癒着が強く膀胱全

摘は断念，両側尿管皮膚瘻を造設した．右骨盤壁の生検で癌の浸潤を

認めたため pT4N0M0 と診断した．術後，2015年 8 月から TS-1＋シ

スプラチン（CDDP）による化学療法を12コース，16カ月間施行し

た．投与開始後，腫瘍マーカーは 8カ月間低下傾向にあったが， 8カ

月以降は経時的な上昇を認めた．CT・MRI では膀胱内腫瘍の増大や

遠隔転移・リンパ節転移を疑う所見を認めなかったため，画像上は16

カ月間 SD であった．化学療法施行中に大きな副作用は認めず，2017

年 1 月現時点では明らかな再発なく経過している．今回われわれは

pT4N0M0 の膀胱原発印環細胞癌に対して TS-1＋シスプラチン

（CDDP）療法が有効であった 1例を経験した．T4 症例に対する化学

療法に関しての考察を加えて報告する．

胃癌の転移との鑑別が困難であった膀胱腺癌の 1例 :清水卓斗，尾

張拓也，溝渕信一郎，大塚憲司，細川幸成，林 美樹（多根総合），

藤本清秀（奈良医大） 53歳，男性．無症候性肉眼的血尿を主訴に

2009年 5 月に前医受診．尿細胞診で class III と指摘され， 8 月当科紹

介受診．膀胱鏡で後三角部に腫瘍認め，TURBT 施行．病理結果は腺

癌，T2 であった．局在部位から尿膜管癌は否定的．転移性膀胱腫瘍

の可能性考え，各種検査施行し，胃癌が判明．原発性膀胱腺癌または

胃癌の膀胱転移と考えられたが，免疫染色の結果から原発性と診断し

た．根治的膀胱全摘＋回腸導管造設術施行．胃癌に対しては ESD 後

に残胃全摘が施行された．病理結果は共に残存腫瘍を認めなかった．

術後 7 年が経過した現在，再発は認めていない．

膀胱刺激症状で発見された虫垂炎による膀胱周囲膿瘍の 1例 :岩田

臣弘，家村友輔，福井真二，影林頼明，三馬省二（奈良県総合医療

セ） 69歳，男性．201X年 9 月，膀胱刺激症状を主訴に当科を受診

した．尿検査・超音波検査は異常なく，慢性前立腺炎を疑い薬物療法

を行ったが，症状の改善なく経過した．原因精査の膀胱鏡で，膀胱頂

部壁外から圧排する隆起性病変を認めた．造影 CT・造影 MRI で，

虫垂炎による膀胱周囲膿瘍が疑われたため，手術目的に入院した．外

科と合同で虫垂切除・膀胱部分切除を行った．術後経過は問題なく退

院した．膀胱周囲膿瘍は主訴が膀胱刺激症状であることが多く，膀胱

炎として長期的に対応されることが多いため診断が困難である．難治

性の膀胱刺激症状の場合は，膀胱外病変の精査も考慮すべきである．

診断に苦慮した膀胱頂部腫瘍の 1例 :宮下雅亜，横田智弘，中西弘

之（公立南丹） 74歳，男性．主訴は肉眼的血尿．膀胱鏡にて膀胱頂

部に腫瘍を認め，MRI では膀胱頂部の壁肥厚と直腸前面の腫瘤を認

めた．以上より尿膜管癌 stage IIID の診断で膀胱頂部腫瘍を TUR．

病理診断は腺癌で尿膜管癌として矛盾しないとの見解であったが，全

身検索のため PET-CT を施行したところ胃に異常集積あり，上部消

化管内視鏡検査で進行胃癌を認めた．組織所見も膀胱の組織と一致し

たため最終診断は胃癌の膀胱転移であった．続発性膀胱腫瘍は主に隣

接臓器からの浸潤によるものが多いとされるが，遠隔臓器からの転移

性膀胱腫瘍も稀ではあるが報告されている．なかでも胃癌からの転移

は比較的頻度が高く，膀胱頂部に好発するとされている．膀胱頂部の

非典型的腫瘍や腺癌で，かつ周囲臓器からの浸潤を認めない場合は胃

癌からの転移を念頭におき精査をすすめることが重要と考えられた．

BCG 膀胱内注入療法後に Reiter 症候群を発症した 1 例 : 迫 智

之，中村晃和，稲葉光彦，竹内一郎，福井彩子，藤戸 章（大阪府済

生会吹田） 76歳，女性．尿潜血精査目的で近医より当院紹介受診．

右側壁に単発の広基性の膀胱腫瘍を認め，TURBt 施行．病理結果は

pTa および CIS であり，BCG 膀胱内注入療法を施行．開始後より膿

尿および頻尿認めたため，抗菌剤投与を開始した．BCG 注入療法終

了後 1 週目に両肩および右膝関節痛が出現し受診．NSAIDs 内服開始

するも徐々に症状増悪していき歩行困難や結膜炎症状の併発も認め，

血液検査では CRP 11.9 mg/dl，WBC 11,000/μl と炎症反応の著明な

上昇を認めた．古典的三主徴を認め，Reiter 症候群と診断した．

NSAIDs 定期内服および点眼，右膝関節腔内注射（ヒアルロン酸ナト

リウム）を行った．両肩関節痛および結膜炎症状は軽快したが，右膝

関節痛は改善が乏しかったため，PSL 20 mg 内服追加したところ症状

は寛解した．

診断後急速に進行した扁平上皮化生を伴った尿路上皮癌の 1例 :大

西美貴子，星山文明，田中雅博（大阪回生） 65歳，男性．2015年 9

月右下腹部痛を主訴に当院救急受診し，右尿管結石症と診断．同月

TUL 施行し，外来にて経過観察していた．2016年 4 月排尿痛， 5 月

排便困難出現し，腹部 CT で前立腺を原発とする腫瘍を認め，肝転

移・骨転移・リンパ節転移が疑われた．PSA は 0.8 ng/ml と正常値．

前立腺生検で扁平上皮癌と診断．生検時の尿道膀胱鏡で前立腺部尿道

から膀胱三角部にかけて乳頭状変化を認め，膀胱後壁にも孤立した乳

頭状腫瘍認めた．尿細胞診では扁平上皮癌と尿路上皮癌が混在してい

たため，確定診断目的に経尿道腫瘍切除術追加し，扁平上皮化生を

伴った尿路上皮癌と診断した．Weekly TC 療法（paclitaxel 60 mg/m2，

第234回日本泌尿器科学会関西地方会 137



carboplatin AUC2 on day 1，8，15）を 2 コース施行も画像上 PD，全

身状態も急速に悪化し化学療法継続困難となり，診断後 4カ月で癌死

した．

初診時に尿管転移を認めた前立腺癌の 1例 :赤羽瑞穂，坂元宏匡，

中嶋正和，青山輝義（関西電力） 76歳，男性．PSA 高値（40.7 ng/

ml）で当院紹介．CT で左優位の両側水腎症，尿管腫瘍，左骨盤から

傍大動脈リンパ節腫大，MRI で前立腺癌膀胱浸潤，骨転移を認めた．

生検で前立腺癌と診断し，内分泌療法を開始した．逆行性尿路造影で

左尿管全長に及ぶ飛び石状造影欠損と右下部尿管狭窄を認め，尿細胞

診より尿路上皮癌が疑われた．前立腺癌と尿管癌の術前診断で左腎尿

管全摘を施行した．組織診では尿管，リンパ節共に PSA 染色陽性の

腺癌であり，前立腺癌尿管転移，リンパ節転移と診断した．前立腺癌

尿管転移は稀である．前立腺癌と尿管腫瘍の併存例では原発性尿管癌

の鑑別が重要だが，粘膜下にある転移性腫瘍の術前組織診断は困難で

あり諸家の報告でも自験例と同様に腎尿管全摘が63％に施行されてい

た．

転移性去勢抵抗性前立腺癌に対してアビラテロン治療中に劇症肝炎

を生じた 1例 :松村直紀，橋本 士，田原秀男（耳原総合） 74歳，

男性．主訴は PSA 高値．2012年10月前医にて前立腺癌 cT4N0M1c

（initial PSA 880 ng/ml，GS : 4＋3＝7）に対し MAB 療法開始となっ

た．2014年 4 月去勢抵抗性前立腺癌と診断．エストラムスチンやデキ

サメタゾン加療も PSA 上昇し当院紹介となった．肝機能異常なくア

ビラテロン酢酸エステル（AA）1,000 mg/日を開始した．内服32日目

に全身倦怠感，肝性脳症Ⅰ度，肝機能異常を認めた．ステロイドパル

スや血漿交換を提示するも治療拒否されたため，内服中止と肝庇護薬

にて経過観察となった．中止 1 日目に脳症Ⅱ度， 2 日目に肝萎縮， 8

日目に永眠となった．肝機能障害は 2カ月以内に発現が多い．劇症肝

炎は 2例認め， 4∼ 6 週に発現していた．自験例において AA 内服前

にエコー検査で肝辺縁の不整を指摘されていた．肝機能や Child-Pugh

分類以外にエコー検査にて異常所見の有無を精査する必要がある．

HoLEP 術後に後天性血友病と診断された 1例 : 大西篤史，脇田直

人，山野 潤，岡本雅之，中村一郎（神戸市立医療セ西市民），安野

博彦（安野泌尿器科医院） 82歳，男性．鼠径ヘルニア術後出血の既

往あるが家族歴はなし．前立腺肥大症，排尿困難に対して，近医で尿

道留置カテーテルを挿入．その後，治療目的に当科紹介となった．当

科で HoLEP を施行したが，術後，難治性の膀胱タンポナーデを繰り

返し，経尿道的止血術を 3 回施行した．その後も改善認めず，凝固異

常を疑い，血液内科と連携し精査を行った結果，APTT 延長，PT 正

常，第Ⅷ因子活性低下，第Ⅷ因子抗体陽性が認められ，後天性血友病

と診断された．免疫抑制療法としてステロイドを導入後，速やかに血

尿は軽快した．今現在はステロイド中止しているが寛解を維持してお

り，自排尿も良好である．

ゴセレリン酢酸塩製剤皮下注射後に大きな腹壁内血腫を来たした前

立腺癌の 1 例 : 鳴川 司，細井信吾，増田健人（福知山市民） 79

歳，男性．前立腺癌に対するゴセレリン酢酸塩を投与後，進行する下

腹部痛にて救急受診．貧血および CT にて腹壁内に 5 cm 大の血腫を

認めた．超音波にて出血点と思われる部位を同定し，圧迫にて止血し

た．

自然破裂を契機に発見された後腹膜脂肪肉腫の 1例 :木枕 舞，林

哲也，山口唯一郎，藤本宜正（JCHO 大阪） 73歳，女性．既往歴

に弁膜症および高血圧があった．2013年弁膜症の術前の CT で後腹膜

腫瘍を指摘されていたが，その後未受診となっていた．2016年 2 月慢

性腎不全の透析導入目的で当院内科紹介受診し，CT で後腹膜腫瘍の

増大を指摘された．2016年 3 月右側腹部痛のため救急外来受診．CT

で後腹膜腫瘍からの出血と診断され，同日動脈塞栓術を施行し止血し

えた．腫瘍の鑑別診断として，出血を来たしたことから血管筋脂肪腫

が考えられたが，それ以外に増大傾向にあることから脂肪肉腫も考え

られたため，2016年 3 月開腹後腹膜腫瘍摘出術および右腎合併切除術

を施行した．病理組織診断は高文化型脂肪肉腫であった．術後 3 日目

に小脳出血を来たし保存加療を行ったが術後 6 日目に死亡された．

脂肪肉腫と鑑別が困難であった後腹膜骨髄脂肪腫の 1 例 : 岡本

麻，辻 恵介，堀内大介，堀田俊介，平岡健児，中ノ内恒如，三神一

哉（京都第一赤十字） 70歳，男性．主訴は右側腹部痛．CT にて右

腎門部に接して脂肪成分を疑う低信号と造影効果の低い軟部影が混在

した腫瘤を認めた．精査の結果，後腹膜脂肪肉腫，胃癌，胆石症，総

胆管結石症の術前診断に至った．腎周囲脂肪から発生した脂肪肉腫を

疑ったため，右腎を合併切除せざるを得ないと判断し，後腹膜腫瘍な

らびに右腎摘出術，胆摘，幽門側胃切除を施行．病理組織学的に，胃

は管状腺癌，後腹膜腫瘍は成熟した脂肪組織を主体とし，一部に造血

組織を認める骨髄脂肪腫で，後腹膜からの発生と考えられた．骨髄脂

肪腫は分化した脂肪細胞と造血組織から構成される非機能性良性腫瘍

である．副腎外の発生は稀であるが，鑑別診断として考慮すべきと考

えられた．

転移性陰茎癌の局所症状に対して動注化学療法併用放射線療法が有

用であった 1 例 : 中野剛佑，山本顕生，朝倉寿久，岡田宜之，中田

渡，任 幹夫，辻畑正雄（大阪労災），合田晴一，茶谷正史（同放射

線） 66歳，男性．陰茎腫脹，肉眼的血尿を認め当科受診．陰茎に圧

痛を伴わない腫脹を認め，両側鼠径部には触知できるリンパ節は認め

なかった．SCC の上昇を認め，MRI，CT で陰茎癌 cT3N0M0 と診断

した．陰茎全摘除術，会陰瘻造設術を施行したが，術後 2カ月で肺転

移，骨転移，右鼠径リンパ節転が出現したため，5 FU＋CDDP，TIP

療法を施行．肺転移は消失したが，肝転移が出現し，右鼠径リンパ節

は増大．右鼠径リンパ節腫大による疼痛が強く歩行ができない状態で

あったため，右鼠径リンパ節に対して動注化学療法併用放射線療法

（CDDP 50 mg/m2× 4 回，RT 50 Gy）を施行．疼痛は消失し自宅退院

が可能となった．

陰茎壊死に続発したフルニエ壊疽の 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）

36歳，男性．糖尿病，長期透析患者．胃潰瘍にて消化器内科入院中に

包皮の発赤腫脹，疼痛を認め当科初診．亀頭包皮炎と診断し，抗菌剤

治療を開始し包皮炎は改善するも，陰茎の疼痛は持続．初診から 2カ

月後に意識障害にて当院救急搬送．採血にて著明な炎症反応上昇，

CT にて陰茎周囲，陰嚢にガス壊疽を認め，同日緊急デブリードマン

施行．術中，陰茎壊死所見あり陰茎全摘除術を追加するも，敗血症，

多臓器不全にて同日死亡した．陰茎壊死に感染併発しフルニエ壊疽に

至ったものと考えられ，陰茎壊死の原因として臨床症状により calci-

phylaxis の関与が強く疑われた．Calciphylaxis は Ca 代謝異常による

小血管の石灰化を原因とする多発潰瘍を主病巣とする疾患であり，陰

茎痛を認める長期透析糖尿病患者において念頭に置くべき疾患である

と考えられる．

腹直筋後鞘から発生した骨盤内 Epidermal cyst 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）

78歳，女性．無症候性肉眼的血尿を主訴に近医受診．CT で骨盤内腫

瘤を指摘．精査加療目的に当科紹介となった．CT では骨盤右側から

正中にかけて 13 cm 大の充実性腫瘤を認めた．MRI では腫瘤は T1

強調で低信号，T2 強調で高信号，拡散強調像では著明な高信号を示

した．腹壁と一部境界が不明瞭であった．骨盤内腫瘍の診断で骨盤内

腫瘍摘除術を施行した．手術は腹膜，膀胱とは容易に剥離でき，腫瘍

は腹直筋後鞘と一部連続性を認めた．病理組織像は，嚢胞壁は細胞異

型のない重層扁平上皮で覆われ，その内部は角質で満たされていた．

皮膚付属器や毛髪なども含まれていなかった．以上より epidermal cyst

と診断した．骨盤内に発生する epidermal cyst は仙骨前面が最も多い．

それ以外は稀であり，腹壁に発生したのは自験例が本邦 1例目であっ

た．

AZM 耐性非クラミジア性非淋菌性尿道炎の 1 例 : 相馬隆人（相

馬） 30歳，男性．主訴は排尿時痛．検尿にて膿尿認め，commercial

sex worker との性的接触が10日ほど前にあった．STD による尿道炎と

診断．CTRX 1 g および AZM 2 g 単回投与を行うも症状軽快せず膿尿

残存．初診時の尿核酸検出法（TMA 法）では非クラミジア性非淋菌

性尿道炎であった．このため AZM 耐性非クラミジア性非淋菌性尿道

炎の診断のもと STFX 50 mg×2/日× 7 日間内服に変更し治癒を認め

た．AZM 耐性非クラミジア性非淋菌性尿道炎は， 2次治療として本

邦では尿路感染症に適応のある STFX 投与が有効であると考えられ

た．診断精度の向上のためには，非クラミジア性非淋菌性尿道炎に対

する原因微生物同定のための検査が早期に保険収載されることが必要

と思われた．
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神原病院における泌尿器科，時間外一次救急の集計 :岸本知己，宮

崎隆夫（神原） 神原病院は24時間365日泌尿器科救急を担当してい

る．2012年 1 月から2016年12月までの 5 年間の時間外救急受診患者を

集計した．年間受診患者数は2012年から順に730，691，652，832，

735件であった． 1 日あたりの件数では，日曜日3.60，月曜1.10，火

曜1.37，水曜1.02，木曜1.33，金曜1.22，土曜2.48，祝日5.54件で

あった．疾患別では，急性尿閉が最も多く，尿路結石を含む急性腹

症，急性膀胱炎の順となっていた．以下留置中のカテーテルトラブ

ル，急性陰嚢症，血尿，亀頭包皮炎，尿道炎，尿道外傷，前立腺炎，

嵌頓包茎，排尿困難，膀胱タンポナーデと続く．これら以外は稀で

あった．カテーテルトラブルや，肉眼的血尿は多数の紹介を受け，処

置しているが，大半が時間内なので今回の集計には反映されていな

い．

傍精巣胎児型横紋筋肉腫の 1例 : 明石泰典，畑中祐二，今西正昭

（大阪府済生会富田林） 19歳，男性．2016年 4 月近医より精巣腫瘍

疑いで当科紹介受診．既往歴，内服薬歴，家族歴なし．無痛性右陰嚢

内充実性腫瘤を認め，弾性硬∼石様硬鼠蹊部．腋窩，鎖骨上リンパ節

触知せず．CT では右陰嚢内に腫瘍性病変（54×37.7×70 mm）を認

める．胸部腹部に明らかな腫瘍性病変認めない．腫瘍マーカーなどは

すべて陰性．精巣腫瘍として高位精巣摘除術施行．正常な精巣とは別

に境界のはっきりした腫瘍を確認．腫瘍周囲に浸潤認めず．病理検査

では線維形成性小細胞腫瘍との鑑別に苦慮したが最終的に myogenin

が陽性となり胎児型横紋筋肉腫と診断．大学病院腫瘍内科へ集学的治

療の依頼の後 VAC 療法開始．術後 8カ月目の現在転移なく VAC 療

法継続中である．

陰嚢内血管肉腫の 1例 :堀田俊介，塩田晃司，針貝俊治，稲葉光彦

（松下記念），朴 将源（同腫瘍内科） 68歳，男性．左陰嚢腫大で受

診．採血上は炎症マーカー高値で精巣腫瘍マーカーは陰性であった．

MRI で精巣上体の腫大と精巣周囲組織の肥厚を認め，精巣上体炎の

診断で抗菌剤治療を開始したが改善なかったため左精巣摘除術を施

行．病理診断は血管肉腫であり，その後の PET-CT では傍大動脈リ

ンパ節，鼠径リンパ節に転移を認めた．一次治療としてドキソルビシ

ン，パクリタキセル，パゾパニブが検討されたが，患者本人から脱毛

を忌避し，就労を継続したい旨の希望があったため，パゾパニブ 800

mg/day で治療を開始した．開始 2カ月後の時点で治療効果は SD で

あった．血管肉腫は頭頸部に好発する軟部悪性腫瘍で， 5 年生存率

10∼24％と予後不良な疾患である．精巣周囲組織からの発生の報告は

本例以外に 1例のみであり，非常に稀な症例と考えられたため，報告

する．

陰嚢内 Mammary type myofibroblastoma の 1例 :金子正大，松ケ

角 透，谷口英史，大西 彰，乾 恵美，今田直樹（西陣），関 英夫

（桃仁会） 76歳，男性．尿閉を主訴に受診．高度前立腺肥大症の診

断．診察時右陰嚢内の精巣上方に 7 cm 大石様硬の無痛性腫瘤を認め

た．腫瘤は精巣，精索とは独立しており腫瘍切除術を施行．組織検査

では比較的多くの脂肪組織を伴う紡錘形細胞の増生を認め，核は卵円

形から短紡錘形で小型から中型，硝子化した膠原線維も認め，異型は

目立たない．免疫染色にてdesmin（＋），CD34（＋），MDM（−），

CDK4（−）．組織診断結果は mammary type myofibroblastoma．術後

5カ月時点で再発なし．Mammary type myofibroblastoma は稀な腫瘍

で無痛性の腫瘤として見つかることが多いが，特徴的な画像所見はな

く術前の診断は困難である．良性の腫瘍であり，切除マージンが陽性

であっても転移再発のリスクは低いが，稀に遅発性の再発を来たすこ

とがあり注意を要する．

経会陰的ドレナージにて改善した Zinner 症候群に伴う精嚢腺嚢胞

膿瘍の 1例 :栗林宗平，谷川 剛，奥田洋平，川村正隆，岸本 望，

竹澤健太郎，蔦原宏一，高尾徹也，山口誓司（大阪府立急性期・総合

医療セ） 26歳，男性．2016年発熱，右陰嚢腫大を自覚し当科受診．

右精巣上体炎と診断し緊急入院．抗菌剤加療を行うも解熱認められ

ず，第 4 病日 CT 検査施行したところ，右無形成腎，右精嚢腺嚢胞膿

瘍認められ，Zinner 症候群に伴う精嚢腺嚢胞膿瘍と診断した．膿瘍

腔 20 mm 程度と小さかったため，抗菌剤加療で改善すると考えた．

抗生剤加療により解熱得られ，炎症所見も改善認めたため第20病日経

口抗生剤へと変更したところ，再度炎症反応の悪化，発熱認められ

た．経静脈的抗生剤への変更，ドレナージ施行の方針とし，第30病日

経会陰的ドレナージ術施行した．ドレナージ施行後発熱，炎症所見の

改善認められ，第38病日退院となった．退院後 1 年再発なく経過して

いる．

傍精巣横紋筋肉腫の 1例 :大原義和，森本和也，鞍作克之，田中智

章，内田潤次，仲谷達也（大阪市大） 15歳，男性． 1カ月前からの

右陰嚢腫大を主訴に前医受診．腫瘍マーカーはすべて陰性，MRI で

右精巣に接する造影効果を有する内部不均一な 50 mm 大の腫瘍を認

め，高位精巣摘除術施行．摘出標本は胎児型傍精巣横紋筋肉腫であ

り，軽度の精巣上体浸潤を認め，他臓器転移は認めなかった．術後経

過は良好で，退院後追加治療のため他院紹介となった．横紋筋肉腫

は，小児期における最も発生頻度の高い非上皮性固形悪性腫瘍であ

り，小児悪性軟部腫瘍の約半数を占める．約70％は10歳未満に発症

し，人口100万人対2.9の罹患率であると報告される．約20％は尿路性

器原発であり，そのうち約90％は胎児型である．横紋筋肉腫診療ガイ

ドラインによると術後 VA 療法，VAC 療法などの化学療法を行う．

また IRS，SIOP から様々な予後に関連した因子が報告されており，

本症例は比較的予後良好と言える．

Leydig 細胞腫の 1例 :坂本茉莉子，白石祐介，桑原 元，村蒔基

次，山道 深，山田裕二（県立尼崎総合医療セ） 68歳，男性．緩徐

に進行する倦怠感・筋力低下・呼吸苦主訴に救急外来受診．呼吸筋疲

労に伴う 2型呼吸不全であったが，精査 CT にて左精巣腫瘍を指摘．

そのほか明らかな他臓器，リンパ節転移所見はなし．腫瘍マーカーは

陰性，LH/FSH は低値であった．術前神経伝導検査では軽度の脱髄

所見を認めた．傍腫瘍性神経症候群の可能性も考え早期に左高位精巣

摘除術を施行，病理組織診断結果は Leydig 細胞腫であった．NMDA

受容体抗体・Ma2 抗体は陰性であったが，運動ニューロン病の所見

を呈しており，今後 2 年以内に悪性腫瘍が発見された場合は傍腫瘍性

症候群の症候である可能性が高くなる．今回の病理学的検討では悪性

示唆する所見は乏しかったが，Leydig 細胞腫の悪性診断は組織学的

には判断困難な場合も多く，今後転移再発の有無を含め，注意深い経

過観察が必要と考える．

悪性精巣 Leydig 細胞腫の 1例 : 西岡 遵，山野志真，八尾昭久，

原口貴裕，井上隆朗（兵庫がんセ），梶本和義（同病理診断科） 40

歳，男性．有痛性陰囊腫大にて受診．MRI にて左精巣に 3 cm の境界

明瞭な腫瘤を認め，高位精巣摘除術を施行．病理結果は悪性 Leydig

細胞腫であった．

術前診断により精巣温存しえた精巣類表皮嚢胞の 1例 : 中尾美奈

子，石田博万，内藤泰行，小林達矢，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（京府立医大） 12

歳，男児．偶発的に左精巣に腫瘤を触知したため当科受診．精巣超音

波検査では左精巣頭側に境界明瞭で内部不均一な腫瘤を認めるも，

Doppler で血流の増生を認めず，精巣 MRI 検査では左精巣内に T2

low を示す被膜様構造を持つ腫瘤影を認めた．さらに精巣腫瘍マー

カーはいずれも陰性であった．精巣類表皮嚢胞と診断し，術中迅速病

理検査にて悪性腫瘍を否定，左精巣を温存し腫瘍のみを摘出した．本

邦で報告される精巣類表皮嚢胞の多くは精巣悪性腫瘍の術前診断のも

と精巣摘除術が行われている．特に若年者において本症が疑われる場

合，画像，腫瘍マーカーでの術前診断のみならず，術中迅速病理検査

を施行し，可能な限り腫瘍核出術を行い造精機能の温存に努めるべき

である．

組織型の異なった同時性両側精巣腫瘍の 1例 :上野彰久，松原弘樹

（京都山城総合医療セ），伊藤英晃（いとうクリニック），中村晃和

（大阪府済生会吹田） 46歳，男性．無痛性右精巣腫大を主訴に近医

を受診．両側精巣腫瘍が疑われ当科紹介受診．エコーおよび CT にて

両側精巣腫瘍が強く疑われ，また傍大動脈領域に 5 cm 以上のリンパ

節腫大所見を認めた．腫瘍マーカーはいずれも高値を認め，両側高位

精巣摘除術を施行．病理組織は右は embryonal carcinoma＞yolk sac

tumor，左は seminoma．Stage IIB，IGCCC : intermediate prognosis，全

身化学療法を施行．化学療法後腫瘍マーカーはいずれも正常化，CT

上では後腹膜リンパ節の著明な縮小を認めたが，腫瘍残存を認め後腹

膜リンパ節郭清術を施行．病理結果は一部から mature teratoma を認

めたのみで，viable cancer は認めず．現在再発なく経過，外来で定期

的にテストステロン補充を施行中．
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