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学 会 抄 録

第238回日本泌尿器科学会関西地方会

(2018年 5 月12日（土），於 大阪医科大学臨床第Ⅰ，Ⅱ講堂)

馬蹄腎に合併した腎細胞癌の 1例 : 原田雄基，小林達矢，大橋宗

洋，朴 英寿，岩田 健，宮下浩明（近江八幡市立総合医療セ） 52

歳，男性．腹部 CT にて偶発的に馬蹄腎および 10 mm の腎占拠性病

変を指摘され当科に紹介された．右腎下極峡部右寄りの腎細胞癌と診

断しサイズフォローを行ったが， 1 年 6 カ月で 18 mm まで増大した

ため外科的切除の方針とした．術前の CT では右腎動脈本幹に加え大

動脈から直接分岐する峡部への動脈の存在が示唆された．根治的治療

として開腹右腎部分切除術および峡部離断術を行った際，峡部への動

脈を処理し右腎動脈本幹は阻血し少量の出血で安全に手術が施行可能

であった．現在術後 4 カ月経過したが，再発を認めていない．病理組

織診断は淡明細胞型腎細胞癌であった．馬蹄腎に発生する腎細胞癌は

われわれが調べえた限りでは本邦87例目であるが，術前に動脈支配を

明らかにすることによって安全に腎部分切除術が可能であった．

左腎腫瘍破裂に対する腎摘除術後，早期に再発し死亡した 1例 :加

島秀泰，岡﨑祐樹，小熊一輔，黒木慶和，桝田周佳，播本幸司，西川

慶一郎，西本憲一（府中），原田博史（同病理），山田裕一，考橋賢

一，小田義直（九州大形態機能病理） 41歳，男性．左背部痛で近医

受診，腹骨盤単純 CT で左腎腫瘍破裂の疑いを指摘され当科紹介受

診．当院での腹骨盤造影 CT では左腎下極に径 11 cm 大の腫瘤を認

め，内部はほぼ血腫であった．まずは保存的に経過を見たが，徐々に

血腫増大，貧血増悪傾向あり，開腹左腎摘出術を施行した．術後経過

は良好で退院となったが，約 1 カ月後に再度左背部痛が出現し近医受

診．腹骨盤単純 CT で局所再発，腹膜播種の疑いを認め当科紹介，入

院となったが，緩和療法ののち死亡した．病理診断には難渋したが，

遺伝子検索まで施行した結果，Ewing 様肉腫の中でも undifferentiated

small round cell sarcoma associated with CIC-DUX4 fusion gene と診断さ

れた．

多発骨転移を契機に発見された小径腎癌の 1例 :高橋 輝，山田剛

司，高田一平，早川啓太，太田雄基，迫 智之，上野彰久，藤原敦

子，白石 匠，牛嶋 壮，本郷文弥，沖原宏冶，浮村 理（京府医

大） 61歳，男性．2017年 9 月に背部痛を主訴に近医受診．PET-CT

で原発巣不明の多発骨腫瘍を認めたため当院整形外科紹介受診．骨腫

瘍生検で原発巣として腎癌が疑われたため，当科紹介となった．腹部

dynamic CT で右腎に長径 13 mm 大の腫瘤を認めたため，診断的治療

目的に腎凍結療法を施行した．病理組織学的には腎原発の低分化癌

で，骨腫瘍生検時の組織像と類似していたため，臨床的に腎癌の骨転

移と診断した．凍結療法後，sunitinib による分子標的治療を開始し，

6 カ月間 SD で経過している．遠隔転移を認める小径腎癌の予後は不

良であることが多く，厳重な経過観察が必要であると考えられた．

腎細胞癌脳転移・肺転移に対してスニチニブ投与で約 3年間奏功し

ている 1症例 :梁 英敏，高橋昂祐，安藤 慎，結縁敬治，山下真寿

男（神鋼） 63歳，男性．特記すべき家族歴なし．肉眼的血尿を主訴

に前医受診．CT で右腎上極腫瘍を疑われ当科紹介受診．右腎上極に

6 cm大の腫瘍を認めたほか肺・同側副腎にも転移を疑う腫瘤を認め

た．腎細胞癌の診断で腹腔鏡下右腎摘除術施行．病理結果は clear cell

renal cell carcinoma，G3，INF，v1，ly0，ig，fc0，im0，rc-inf1，rp-

inf1，s-inf0，pT3aであった．術後スミフェロンにて治療開始し 2 年間

奏功していたが脳転移・新規肺転移が出現し摘出後全脳照射施行し

た．病理結果で腎細胞がんの脳転移であることが確認されスミフェロ

ンは終了となり，スーテント 25 mg を開始し以降は 3 年間SDで経過

している．

転移性腎細胞癌に対してニボルマブが著効した 1例 :濱田晃佑，玉

田 聡，松田博人，北 和晃，加藤 実，井口太郎，仲谷達也（大阪

市大） 61歳，男性．201X年 6 月，健診の胸部レントゲンで異常陰

影を指摘．精査にて転移性腎癌 cT1bN0M1（肺転移・胸膜転移・右

副腎転移）と診断され，当院紹介受診となった．腹腔鏡下左腎摘除，

右副腎摘除を施行した．腎機能低下があり，残存する肺病変に対し

て，ソラフェニブで治療を行った．ソラフェニブ治療開始 5 カ月時点

では SD を維持していたが， 8 カ月で病勢進行による急速な全身状態

の悪化で緊急入院．新規での大腸転移による高度貧血および胸膜転移

による右胸水貯留を認めた． 2次治療としてニボルマブ開始．投与開

始から 1 カ月で症状は著明に改善．右胸水は消失，転移巣も縮小し

PR となり，軽快退院となった．ニボルマブ投与開始後 8 カ月現在も

PS は 0 で，生存・PR を維持している．

ニボルマブ投与後に心嚢液貯留を来たした転移性腎細胞癌の 1例 :

深江彰太，蔦原宏一，奥田洋平，田中 亮，吉永光宏，伊藤拓也，竹

澤健太郎，川村憲彦，谷川 剛，高尾徹也，山口誓司（大阪急性期医

療セ） 72歳，女性．左腎細胞癌，リンパ節転移に対して左腎摘除術

＋リンパ節郭清術（Papillary RCC，pT3aN2M1）を施行した．術後化

学療法としてスニチニブ→テムシロリムス→パゾパニブを投与した

が，PDとなったためニボルマブを導入した．投与 5コース後に胸部

不快感や食思不振を主訴に緊急入院した．CT で心嚢液貯留像を認め

たため，入院 2 日目に心嚢穿刺術を施行した．心嚢液は 450 ml で滲

出性であり，血球成分が主体で異型細胞は認めなかった．穿刺後に症

状は改善し入院 8 日目に退院となった．退院 2週間後でも心嚢液貯留

は認めていない．投与中は SD であったが，ニボルマブを中止しアキ

シチニブに変更した．心嚢液は性状・血液検査からニボルマブによる

irAE と考えられる．

右腎合併切除を要した後腹膜脂肪肉腫の 1例 : 辻村 剛，山本顕

生，山道 岳，中田 渡，辻本裕一，任 幹夫，辻畑正雄（大阪労

災） 44歳，女性．下腹部痛を主訴に受診．CT，MRI で右後腹膜腔

に 20 cm 大の腫瘤を認め，右腎と接していた．開腹腫瘍切除術施行

し，右腎と腫瘍被膜の境界が不明瞭であり右腎も合併切除した．病理

結果は，分化型脂肪肉腫と粘液型脂肪肉腫が混在しており，2002年の

WHO 分類では混合型脂肪肉腫，2013年改訂の WHO 分類では，分

類不能脂肪肉腫の診断であった．複数の組織型で構成される脂肪肉腫

は非常に稀であり，本邦23例目であった．23例のうち，18例において

周囲臓器合併切除が施行されていた．後腹膜脂肪肉腫の術前画像にて

周囲臓器合併切除の必要性を正確に予測することは困難であると考え

られた．

腹腔鏡鏡下半腎摘除術後に射精障害を発症した馬蹄腎の 1例 :橋村

正哉，大山信雄（奈良県西和医療セ） 27歳，男性．右腰背部痛と腎

機能低下を主訴に紹介受診．CT で馬蹄腎に伴う右水腎症を認め腎実

質は菲薄化していた．利尿レノグラムでも右水腎は無機能性であり，

馬蹄腎に伴う症候性の右水腎症および右無機能腎であると診断．腹腔

鏡下右半腎摘除術を施行し疼痛は消失したが，射精障害が出現．射精

感・オーガズムはあるが射出精液はなく，自慰後の尿中から多量の精

子を認めたことから逆行性射精と診断．術中に腹部大動脈前面が剥離

されたことによる上下腹神経叢の損傷が原因と思われた．アモキサピ

ンの服用を開始したところ術前と同等の射出精液が得られた．

副腎海綿状血管腫の 1例 :山野志真，酒井 豊，岡 泰彦（加古川

中央市民），坂井田紀子，岡村明治（同病理科），石川雄一（同内科），

山中邦人（明石市立市民） 45歳，男性．当院人間ドックの CT で偶

然右副腎腫瘍を指摘され，当科紹介．精査にて内分泌非活性，また造

影 CT で右副腎に，内部が不均一に造影される径 3.5 cm の腫瘤を認

めた．腹腔鏡下右副腎摘除術を施行したところ，副腎間質に著明な浮

腫と出血，また髄質に異型性を伴わない毛細血管の海面状増殖を認

め，海綿状血管腫と診断した．術後 1 年 4 カ月の時点で明らかな再発

を認めていない．副腎血管腫は間質を発生母地とする内分泌非活性腫

瘍で，造影 CT では辺縁部の早期造影効果と中心部の経時的造影効果

が特徴的である．このため褐色細胞腫や副腎癌との鑑別を要する．過

去には悪性血管腫や出血・破裂に至った報告もあり，外科的切除が望
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ましい疾患と考えられた．

転移性副腎腫瘍との鑑別が困難であった副腎腺腫の 1例 :谷 優，

阿部豊文，福原慎一郎，藤田和利，木内 寛，植村元秀，今村亮一，

野々村祝夫（大阪大） 66歳，男性．検診で便潜血を指摘され当院紹

介となった．上部および下部消化管内視鏡による生検で胃癌・直腸癌

と診断された．転移検索目的の CT で肺腫瘤と 15 mm 大の左副腎腫

瘤を指摘され，気管支鏡下生検で肺腫瘤は腺癌と診断された．また，

PETCT で左副腎腫瘤に一致して FDG 異常集積（SUVmax 26.1）を

認めた．胃癌と大腸癌と肺癌の同時性三重複癌に対してそれぞれ根治

的外科療法を施行した．左副腎腫瘤は経過観察していたが， 1 年後の

CT で副腎腫瘤が 18 mm 大に増大し弧発性転移性副腎腫瘍と診断し

腹腔鏡下左副腎摘除術を施行した．病理学的組織診断は副腎皮質腺腫

であった．同時性三重複癌に対する術後 5 年間再発なく経過してい

る．

小腸 GIST 術後の副腎腫大に対し副腎摘除術を施行し DLBCL で

あった 1 例 : 金城友紘，河嶋厚成，福原慎一郎，藤田和利，木内

寛，植村元秀，今村亮一，野々村祝夫（大阪大） 75歳，男性．2015

年，小腸腫瘍に対し腹腔鏡下小腸切除術施行し病理診断は GIST

（KIT exon11 変異）であった．術後18カ月目の CT にて，20 mm 大の

右副腎腫瘤を認め GIST の右副腎転移と診断しイマチニブを投与する

も， 3 カ月後の CT で 37 mm 大まで増大し，PETCT で強い PET 集

積を認めていた．組織診断および局所治療目的に当科紹介受診とな

り，精査の結果イマチニブ耐性 GIST と副腎原発悪性腫瘍が鑑別とし

て挙げられ，後腹膜鏡下右副腎摘除術を施行．病理診断はびまん性大

細胞型 B細胞リンパ腫（DLBCL）であった．術後 1 カ月目の PETCT

で全身に PET 集積を認め，DLBCL の全身転移の診断で R-CHOP 療

法を施行． 6コース施行し完全奏効を得て経過している．

妊娠高血圧を契機に褐色細胞腫と診断された Mixed cortico-

medullary tumor（MCMT）の 1 例 : 金 長鉉，岡田桂輔，古川順

也，重村克巳，原田健一，石村武志，松下 経，日向信之，中野雄

造，藤澤正人（神戸大） 31歳，女性．妊娠高血圧症候群・躁状態の

ため当院産婦人科入院中であったが，異常高血圧症のため妊娠29週 6

日で緊急帝王切開術となった．産後も高血圧が持続するため当科紹

介．内分泌学的検査・画像検査より褐色細胞腫の診断となり，腹腔鏡

下右副腎摘出術施行．摘出標本の病理所見は，HE 染色で褐色細胞腫

と皮質腺腫の混在を認め，免疫染色（chromogranin A/CYP17）にお

いても褐色細胞腫と皮質腺腫の混在が示され MCMT の診断となっ

た．術後速やかに高血圧・躁状態は改善．術後 3 カ月の段階のフォ

ローでは再発は認めていない．

腎癌腎門部リンパ節転移との鑑別が困難であった異所性副腎の 1

例 : 山﨑友莉，小崎成昭，吉田啓介，鈴木友理，小田和哉，沖中勇

輝，富田圭司，村井亮介，水流輝彦，吉田哲也，影山 進，上仁数

義，成田充弘，河内明宏（滋賀医大） 56歳，男性．造影 CT で右腎

中央に早期濃染する 19 mm の腫瘍を，右腎門部に軽度濃染のある 18

mm の腫瘍を認めた．右腎癌腎門部リンパ節転移が疑われ，腹腔鏡下

で腎門部腫瘍を採取し迅速病理診断に提出したところ，副腎組織との

結果であった．腎中央腫瘍はロボット支援腎部分切除を行った．永久

病理診断では腎腫瘍は clear cell carcinoma，腎門部腫瘍は副腎組織で

あり腎門部異所性副腎と診断した．異所性副腎は副腎周囲または性腺

組織の下降経路に沿って発見されることが多い．腎門部異所性リンパ

節で腎細胞癌に併発した報告はない．症候性でない異所性副腎の場

合，造影 CT で類似した CT 値変化を示した．CT 値の比較が診断の

一助となる可能性がある．

精巣脂肪肉腫を発症し，摘出後再発なく二次生体腎移植を行った 1

例 : 加納陽祐，藤原裕也，市橋 淳，小林大介，堤 岳之，谷口俊

理，大北恭平，林 和賢，小村和正，伊夫貴直和，平野 一，稲元輝

生，瀬川直樹，東 治人（大阪医大），鈴木俊明，金原裕則（かねは

らクリニック） 60歳，男性．移植後12年目に移植腎機能が低下，今

回二次移植を希望して当院紹介．ドナーは当時82歳の実父．マージナ

ルドナーであったが，腎機能は良好であり，合併症は高血圧のみ．他

にドナーはなく，本人の強い意思がありドナー適応と判断した．レシ

ピエントは一次移植後 9 年目に精巣脂肪肉腫を摘出したが，肉腫に関

しての明確な disease free 期間は明確に定められておらず，病理組織

は高分化型精巣原発の脂肪肉腫で，免疫抑制剤内服下での 3 年間再発

なく経過していたため適応と判断．腎移植患者の一般人口に対する

SIR（標準化罹患率）は 2 ∼ 3 とされており，免疫抑制剤のうち，

CNI や AZA は悪性腫瘍発生のリスクを上昇させると報告されてい

る．腎移植を行うことで免疫抑制剤の内服は不可避であり，移植患者

の予後をさらに延長するためにも免疫抑制剤の適正なコントロール，

早期発見・治療介入が重要であり，患者背景に基づいたスクリーニン

グ検査が重要となってくる．

BCG 注入療法後に感染性動脈瘤をはじめとする播種性 BCG 感染を

生じた膀胱癌の 1例 :金子昌里南，宮崎慎也，尾﨑慎司，石田博万，

中ノ内恒如，三神一哉（京都第一日赤），石村奈々，薗村和宏（同腎

臓内科），高羽夏樹（明治国際医療大） 68歳，男性．膀胱癌 high

grade，pT1N0M0 に対し，BCG 注入療法を施行． 1 年後に腎機能障

害と左総腸骨動脈周囲の軟部陰影を認めた．悪性リンパ腫疑いとして

精査中に同動脈瘤破裂を発症し人工血管置換術を行った．肉芽腫を伴

う動脈瘤との病理組織学的所見であった．BCG 注入療法の既往が

あったことより，播種性 BCG 感染による動脈瘤と診断．他に腎臓・

骨髄・皮下にも PET-CT の集積を認め，各集積部位の生検から類上

皮肉芽腫を検出した．腎機能障害は肉芽腫性間質性腎炎によるものと

考えられた．RFP，INH，EB による抗結核薬治療後は集積軽減を認

め，播種性 BCG 感染の評価において PET-CT が有用である可能性が

示唆された．

自然破裂を契機に発見された結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に

対しエベロリムスが奏功した 1例 :多賀英人，高村俊哉，長野優太，

蒲田勇介，松田旭央，平野宗治郎，鳴川 司，鈴木 啓，金沢元洪，

内藤泰行，本郷文弥，沖原宏治，浮村 理（京府医大） 32歳，女

性．左背部痛と嘔気を主訴に前医受診．CT にて左腎血管筋脂肪腫

（AML）の自然破裂を認め，経動脈塞栓術を施行後に当科紹介となっ

た．当院で精査したところ，肺リンパ脈管筋腫症，大脳皮質結節を認

め，結節性硬化症と診断した．エベロリムス 10 mg/日を開始し，左

腎 AML は縮小傾向，再出血を認めず経過している．

異所性同時性に見つかった右副腎褐色細胞腫とパラガングリオーマ

の 1例 :上宮健太郎，仁田有次郎，岡村太裕，岩田裕之（市立伊丹）

42歳，男性．下腹部違和感・鈍痛の精査目的に撮影した CT にて右副

腎腫大（12 mm），後腹膜膀胱左側に腫瘤（20 mm）を認めた．膀胱

左側の腫瘍を膀胱鏡にて確認した所，膀胱外の腫瘍であった．123I-

MIBG シンチグラフィーにて共に集積を認め，尿中カテコラミンも高

値であることから右副腎褐色細胞腫・膀胱外パラガングリオーマと診

断し，外科的摘除を行った．カテコラミン形質は褐色細胞腫がエピネ

フリン型・パラガングリオーマがノルエピネフリン型とおのおの異な

り，GAPP 分類ではいずれも高分化型であり，SDHB 変異は陰性であ

ることなどを踏まえ，転移性病変ではなく異所性同時性に発生した腫

瘍であったと考えた．現在術後 1 年再発は認めていない．

精巣腫瘍が疑われたアンドロゲン不応症候群の 1例 :岩橋悠矢，宮

井晴加，上野 駿，上田祐子，井口孝司，若宮崇人，山下真平，西澤

哲，射場昭典，柑本康夫，原 勲（和歌山医大），岩橋吉史（同病理

診断科） 15歳，女性．原発性無月経を主訴に近医を受診し，完全型

アンドロゲン不応症候群と診断．停留精巣腫瘍の可能性を考慮して測

定した hCG が 9.4 mIU/ml と高値であったため，当科紹介．思春期

前であったが，精巣腫瘍の可能性を否定できなかったため腹腔鏡下両

側性腺摘除術を施行し術後エストロゲン補充療法を開始．病理結果は

Sertoli-Leydig hamartoma であった．術後 hCG は低下傾向を示したが

陰性化せず，術後 7週目より hCG は上昇傾向を認めた．hCG 上昇の

原因について精査を行ったが，明らかな原因は同定できず，今後は新

規病変の出現がないか慎重なフォローが必要と考えられた．

腎原発の Ewing 肉腫ファミリー腫瘍（Ewing Sarcoma Family

Tumor : ESFT）の 1例 :鈴木一生，牧田哲幸，鈴木良輔，久保田聖

史，土肥洋一郎，杉野善雄，井上幸治，川喜田睦司（神戸医療セ中央

市民），前田紘奈，今井幸弘（同病理診断科） 45歳，女性．右側腹

部痛を主訴に来院，画像検査にて右腎腫瘤を指摘．単胞性嚢胞内に造

影効果を伴う充実性腫瘤あり．転移所見なし．限局性嚢胞性腎細胞癌

としてロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術を施行．病理組織学検査に

て切除断端は陰性，HE 染色で N/C 比が高く，核異型が強く，ロ
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ゼット配列を示し，CD99 染色で陽性，FISH 解析で 22q12（EWSR1）

領域の転座を認めて腎原発の Ewing 肉腫ファミリー腫瘍（Ewing

Sarcoma Family Tumor : ESFT）の診断となった．

骨盤内動静脈奇形（AVM）を有する限局性前立腺癌に対して経カ

テーテル動脈塞栓術（TAE）後に密封小線源治療を施行した 1例 :尾

張拓也，中井 靖，富澤 満，森澤洋介，三宅牧人，井上剛志，穴井

智，田中宣道，藤本清秀（奈良医大） 76歳，男性．健診で PSA

8.667 ng/ml を指摘．MRI で左辺縁域に異常信号を指摘．経直腸的前

立腺針生検にて前立腺癌，GS 3＋ 3＝ 6，右葉 0/6，左葉 2/6．

cT2aN0M0 の限局性前立腺癌と診断され，監視療法を希望．初回生

検 2 年後に PSA 11.52 ng/ml と上昇し，再生検施行．前立腺癌，GS

3＋4＝7，右葉 2/6，左葉 2/6 と診断．根治治療目的で当科紹介．造

影 CT にて右精嚢∼前立腺外側に 4 cm の nidus を有する AVM を認

めた．密封小線源治療の方針としたが，小線源治療穿刺時に AVM 破

裂のリスクあり，小線源治療前に TAE を施行．カラードップラーエ

コーで異常血管がないことを確認しながら安全に施行可能であった．

性腺外胚細胞腫の治療後に多発肝腫瘤が出現した 1例 :日紫喜公

輔，山﨑俊成，今井一登，奥野智也，池内亮介，福永有伸，後藤崇

之，澤田篤郎，根来宏光，赤松秀輔，齊藤亮一，小林 恭，井上貴

博，小川 修（京都大） 10歳代，男性．前縦隔原発胚細胞腫瘍（非

セミノーマ，cN1M1bS2，hCG 22,389 mIU/ml）と診断され，当科受

診．化学療法後に残存腫瘍摘除した．摘除腫瘍内に viable な腫瘍は認

めなかった．その後，hCG は陰性化していたが，術後18カ月目の造

影 MRI にて，多発肝腫瘤が出現．画像上は血管腫が疑われたが，○1

血管肉腫との鑑別の難しさ，○2胚細胞腫瘍や奇形腫の悪性転化の可能

性などを考慮し，最初に切除しやすい S5 の肝腫瘤を切除した．病理

結果は，海綿状血管腫であった．［結語］予後不良な非セミノーマ性

腺外胚細胞腫瘍への集学的治療後，腫瘍マーカー陰性のまま多発する

肝腫瘤を経験した．

腎を主病変とする神経内分泌腫瘍の 1例 :畑野翔太郎，髙田秀明，

土橋一成，西川信之，石戸谷 哲（大津赤十字），白瀬智之（同病理診

断科） 39歳，男性．既往歴・家族歴は特になし．関節痛・発熱・倦

怠感で紹介受診．造影 CT で右腎腫瘍および多発肝，肺，骨転移を指

摘．腎腫瘍の針生検で神経内分泌腫瘍（neuroendocrine tumor : NET）

G2 の診断．多発転移を認めていることや腫瘍増大が急速であること

から神経内分泌癌（neuroendocrine carcinoma : NEC）に準じてエトポ

シド・シスプラチンでの化学療法施行するも腫瘍増大し，症状も悪

化．消化管・膵 NET に準じて，外科的切除不可能な NET G2 として

エベロリムス・オクトレオチド併用で腫瘍の縮小を認め， 1 年以上維

持している．

尿閉を来たした Zinner 症候群に対し腹腔鏡下精嚢嚢胞摘除術を施

行した 1例 :上田祐子，上野 駿，岩橋悠矢，宮井晴加，井口孝司，

若宮崇人，山下真平，西澤 哲，射場昭典，柑本康夫，原 勲（和歌

山医大） 46歳，男性．不妊に対し TESE の既往あり．2017年 8 月

尿閉を主訴に当科紹介初診．CT では膀胱背側に 9 cm 大の嚢胞を認

め，右腎欠損と重複下大静脈を合併していた．TRUS 下に経会陰的

穿刺を行い，420 ml 嚢胞液を回収し MINO を注入した．内容液は精

子を多く含み精嚢嚢胞と診断し，同側腎無形成を合併する Zinner 症

候群と考えられた．術翌日に再腫大し CIC を要したため，後日腹腔

鏡下精嚢嚢胞摘除術を施行した．嚢胞はダグラス窩に容易に同定され

たが嚢胞は大きく周囲は癒着しており経会陰的に嚢胞を縮小させまた

嚢胞を切開し内腔を確認しながら可及的に切除した．術後 5 カ月現

在，嚢胞の再発や排尿障害なく経過している．

サイモグロブリンによる治療が奏功した抗体関連型拒絶反応の 1

例 : 田中 亮，蔦原宏一，深江彰太，吉永光宏，奥田洋平，伊藤拓

也，竹澤健太郎，川村憲彦，中川勝弘，谷川 剛，高尾徹也，山口誓

司（大阪急性期総合医療セ） 61歳，男性．末期腎不全に対して

ABO 適合生体腎移植を施行．腎移植後 5 年目に sCr の増悪，尿蛋白

の増加を認め当科入院．抗 HLA 抗体同定検査にて denovoDSA が認

められ，移植腎生検にて慢性活動性抗体関連型拒絶反応の診断となっ

た（Banff 分類 : t1，i1，g3，v0，ptc3，C4d1，ci0，ct0，cg2，mm2，

cv0，ah1，aah1）．ステロイドパルス，サイモグロブリン投与により，

sCr，尿蛋白は改善し，治療後 6 カ月目の移植腎生検にて病理学的所

見の改善を認めた（Banff 分類 : t1，i1，g2，v0，ptc3，C4d1，ci0，

ct0，cg1，mm3，cv0，ah1，aah2）．サイモグロブリンは T細胞障害

作用が主であるが， B細胞，NK 細胞，形質細胞の表面抗原に対する

抗体も含有しているとされている．抗体関連型拒絶反応に対するサイ

モグロブリンの有効性について文献的考察を加えて報告する．

腎盂に発生した炎症性筋繊維芽細胞性腫瘍の 1例 :松村直紀，西野

安紀，杉本公一，上島成也（大阪南医療セ） 69歳，男性．左側腹部

痛と肉眼的血尿にて紹介受診．造影 CT にて腎実質相から排出相ま

で，腎実質より弱い造影効果を示す 4 cm 大の腫瘤性病変を左腎盂に

認め，左腎盂腫瘍と診断．腹腔鏡下左腎尿管全摘術を行った．鑑別診

断として嫌色素性腎細胞癌，乳頭状腎細胞癌を考えた．肉眼的所見は

腎盂粘膜直下の腎髄質内に茶褐色の腫瘤を認め，HE 染色にて紡錘形

細胞の増殖像を認めた．免疫組織学染色にて vimentin 陽性，SMA 陽

性，desmin 陽性より腎盂に発生した炎症性筋繊維芽細胞性腫瘍

（IMT）の診断となった．腎盂に発生した IMT の報告例は自験例を

含め14例のみであり，年齢や性別，患側に特徴はなく，ほとんどが側

腹部痛や血尿を主訴としていた．すべての症例で再発を認めず経過し

ている．

腹腔鏡下に摘除しえた長径 6 cm の Paraganglioma の 1例 :安野恭

平，角井健太，松下 経，日向信之，藤澤正人（神戸大） 58歳，女

性．2012年 9 月に 30 mm 大の後腹膜腫瘍を指摘．緩徐に増大傾向を

示し，2017年時の MRI で 60 mm 大まで増大したため，当院内分泌内

科紹介．精査の結果，paraganglioma の診断で当科紹介．尿中ノルメ

タネフリン，24時間尿中メタネフリンが基準値 3倍以上と異常高値を

示し，CT および MRI では臓器転移，浸潤はなく，MIBG シンチで

も同部位に高度集積を認めた．手術は腹腔鏡下腹腔内アプローチ 4

ポートで行い，手術時間 3 時間 7 分，出血少量，検体重量 49 g で

あった．病理検体では胞巣状細胞が増殖し，クロモグラニンA陽性，

paraganglioma の診断として，矛盾はなかった．本邦で大血管周囲の

paraganglioma に対する腹腔鏡下手術例としては， 9 例の報告があっ

た．いずれも大血管損傷はなく，腹腔鏡下手術は有用であったと結論

付けられている．Paraganglioma に対する腹腔鏡下手術は低侵襲かつ

安全に行うことができるものと考えられた．

膀胱小細胞癌の 1例 : 大西美貴子，星山文明，田中雅博（大阪回

生） 71歳，男性．2017年12月肉眼的血尿を主訴に初診．尿道膀胱鏡

で膀胱憩室内腫瘍を認め，TURBT 予定していたところ急性尿閉とな

り，緊急入院となった．TURBT 施行し病理組織診断は small cell

carcinoma＞urothelial carcinoma，high grade，pT1．膀胱ランダム生検

や前立腺部尿道生検は腫瘍陰性．排尿時膀胱造影検査では小川の分類

grade 3 の膀胱変形を認め，自排尿困難であったため自己導尿指導し

退院した．2018年 2 月，膀胱全摘除術＋回腸利用新膀胱造設術を施

行．病理組織診断では腫瘍の残存を認めず，骨盤内リンパ節転移な

し．術後経過良好で術後42日目に退院した．現在術後 3 カ月が経過

し，再発転移なく生存している．追加治療として，今後術後化学療法

を予定している．

シスプラチン併用放射線治療が奏功したリンパ上皮腫様膀胱癌の 1

例 : 北風宏明，栗林宗平，大草卓也，岡田紘一，松岡庸洋，宮川

康，吉岡俊昭（住友） 76歳，男性．2017年 4 月，肉眼的血尿を自覚

し当科を受診．尿細胞診陽性であり，膀胱頸部に 20 mm 大の非乳頭

状腫瘍を認めたため TUR-BT を施行．病理結果はリンパ上皮腫様膀

胱癌（lymphoepithelioma-like carcinoma，以下 LELC），pure type で

あった．pT2N0M0 の膀胱癌と診断し CDDP 併用放射線療法を施行

した．2018年 5 月現在再発を認めていない．われわれの調べえた限り

では本邦報告の LELC は13例（自験例含）であった．深達度の内訳

は T1 : 1 例，T2 : 7 例，T3 : 4 例，T4 : 1 例であった．筋層浸潤性

膀胱癌に対する根治治療は膀胱全摘術が一般的には第一選択となる．

一方で pure type，predominant type LELC（pT2）では CDDP を用いた

化学療法や放射線療法に感受性が良く，本例のように膀胱温存が可能

であった例が多数報告されており，根治治療として有効である可能性

がある．

Nested variant of urothelial carcinoma の 1例 :佐野貴紀，中山慎

太郎，今井聡士，安福富彦，村蒔基次，山田裕二（尼崎総合医療セ）

26歳，男性．肉眼的血尿を主訴に受診．膀胱鏡にて乳頭状腫瘍を認
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め，TUR-BT を施行した．病理結果は nested variant of urothelial

carcinoma（NV-UC），pT2 であった．膀胱全摘，新膀胱造設術を施

行した．病理結果は NU-VC，pT2aN2 であった．術後補化学療法と

して GC 療法を 2コース施行した．現在術後 7 カ月再発を認めてい

ない．NU-VC は稀な疾患で，中年男性に多いとされるが，今回は26

歳と過去の報告では最も若年であった．治療に関しては抗癌剤および

放射線治療の有用性は定まっておらず，根治手術可能な症例において

は手術を先行している報告が多い．予後に関しては通常の膀胱癌と比

較して予後不良と報告されることも多いが，手術可能であった症例に

おいては同等であるとの報告もあり，本症例においても通常の膀胱癌

同様に経過観察していく方針としている．

Pembrolizumab が著効した尿路上皮癌肺転移の 1例 :福永博之，

松山直幹，松本 穣，田中一志，武市佳純（北播磨総合医療セ） 62

歳，男性．既往歴は十二指腸潰瘍，腰椎圧迫骨折，慢性副鼻腔炎で

あった．201X年 1 月に肉眼的血尿が出現したため，当科受診．初診

時に腹部 CT・膀胱鏡施行するも，明らかな血尿の原因は認めなかっ

た．201X年 7 月に腹部 MRI で右腎に腫瘤様陰影を認め，造影 CT で

は右腎に 54×35 mm の造影効果の乏しい hypovasucular な腫瘤を認め

た．術前診断としては腎盂癌，鑑別疾患として悪性リンパ腫の診断の

もと， 8 月に後腹膜鏡下右腎尿管全摘除術を施行した，病理診断は

UC，sessile nodular type，G2，high grade，pT3，ly2，v2，u-rt0，

RM0，pN2，invasive，p stage IV であった．201X年 9 月，多発性肺転

移・リンパ節転移・骨転移が認められ，GC 療法 4コース施行したが

PD となり，pembrolizumab を投与して著効した．

Virchow 転移を伴う進行性右腎盂癌に対して集学的治療により寛解

を得た 1例 :今井一登，井上貴博，奥野智也，日紫喜公輔，池内亮

介，福永有伸，後藤崇之，澤田篤郎，根来宏光，赤松秀輔，齊藤亮

一，小林 恭，山﨑俊成，小川 修（京都大） 70歳代，男性．200x

年，尿潜血陽性で当科受診．画像検査から左鎖骨上窩リンパ節と大血

管周囲リンパ節に複数の転移を伴う右腎盂癌（cT3N2M1）と診断し

た．化学療法（MEC 5コース，GT 2コース）により病変は画像上

原発巣と左鎖骨上窩リンパ節のみ残存．Surgical CR を目指し，右腎

尿管全摘，大血管周囲および左頸部リンパ節郭清を施行．原発巣は

ypT3，大動静脈間リンパ節に viable cells を認めたが，左鎖骨上窩リ

ンパ節は化学療法に伴う瘢痕のみであった．術後化学療法（GT 7

コース），膀胱内再発に対し TUR-BT および BCG 膀胱注入療法 6

コース施行し，術後10年再発なし．

後腹膜鏡下腎部分切除後，尿瘻から膿瘍を生じた 1例 :溝渕真一

郎，富澤 満，冨岡厚志，細川幸成，林 美樹（多根総合），清水卓

斗，藤本清秀（奈良医大） 34歳，男性．腹痛精査目的の腹部 CT で

右腎腫瘍を認め，当科受診．造影 CT で右腎癌 cT1aN0M0 と診断し，

後腹膜鏡下腎部分切除術を施行．術中，腎杯開放し修復を行った．術

後 3 日目に逆行性腎盂造影で尿溢流のない事を確認し，SJ カテーテ

ルを DJ カテーテルに交換．術後 5 日目に右下腹部痛が出現．CT で

液体貯留を認めたため，経皮的ドレナージを行った．排液のクレアチ

ニン値は 65.1 mg/dl と高値であり，尿瘻と診断．その後，尿瘻に膿

瘍を形成し，ドレーン抜去まで24日間を要した．腎杯が開放した症例

では尿瘻形成のリスクが高く，尿管ステントの種類選択や抜去時期を

慎重に検討すべきである．

気腫性腎盂腎炎の 1例 : 村下純輝，中尾美奈子，清水輝記，落合

厚（松下記念） 49歳，女性．201X年12月24日頃より，右腹部痛を

自覚されていたが，放置していた．12月26日，疼痛増強して来たため

近医を受診．著明な高血糖と，CT で右腎腫大および腎盂内の air を

認めたため，当院救急転送された．同日当院で撮影した CT では腎実

質内まで air の進展を認め，気腫性腎盂腎炎と診断した．同日尿管ス

テントを留置し，炎症反応は改善傾向であった．ステントが自然抜去

となり，再度炎症反応上昇，CT で膿瘍形成を認めた．経皮的にドレ

ナージチューブを留置したが発熱や炎症反応，CT での画像所見は改

善せず，開腹腎摘除術の方針となった．腎摘除術後は，発熱と炎症反

応は著明に改善され，術後22日目に退院となった．病理所見は

suppurative pyelonephritis であった．

尿管坐骨ヘルニアの 1例 :関井洋輔，冨山栄輔，武田 健，高山仁

志（堺市立総合医療セ） 73歳，女性．食思不振，嘔気を主訴に近医

を受診し点滴加療を受けるも改善なく， 1週間後発熱あり，その際腹

部超音波検査で左水腎症を指摘され，当科を紹介受診した．左肋骨脊

柱角の叩打痛および血液検査で炎症反応の著明な上昇を認め，CT で

左尿管坐骨ヘルニア，左水腎症を認めたため，左尿管坐骨ヘルニアに

よる腎盂腎炎と診断．尿管ステント留置によりヘルニアを解除し，抗

菌薬で加療し改善し退院した． 1 カ月後尿管ステントを抜去し，無治

療経過観察していたが， 1 年後，尿管坐骨ヘルニアは再発した．再度

尿管ステントを留置し，抗菌薬で加療し改善した．外科的治療を勧め

たが，希望されず尿管ステントの交換を継続していく予定である．わ

れわれが調べえた詳細が明らかな報告例と自験例を合わせた22例を含

め，文献的考察を加え報告する．

前立腺癌を含む 3重複癌の 2症例 : 野瀬隆一郎（野瀬），勝岡洋治

（熊谷総合） ［症例 1］73歳，男性．頻尿を主訴に受診．PSA高値を

指摘され前立腺生検を施行し前立腺癌（cT3bN0M0）の診断にてホル

モン療法および放射線療法を施行．治療開始後13カ月に PET/CT で

頸部リンパ腺腫大を認めた．上部消化器内視鏡検査で食道癌と胃癌が

同時に発見．頸部リンパ節も生検にて食道癌からの転移と診断され

た．肺にも転移を指摘され，食道癌に対し全身化学療法と放射線療法

が開始された．［症例 2］81歳，男性．右腎癌術後に胸椎骨と腸骨に

転移を認め，後方固定術と重粒子療法を施行したが同部位の疼痛が持

続．残存腫瘍の可能性があり分子標的治療開始も副作用にて中止．以

後は対症療法にて経過観察中に早期胃癌を認め内視鏡下切除術が施行

された．その後，PSA 高値，PET/CT でも前立腺に異常集積あり，

前立腺生検施行．前立腺癌（cT2aN0M0）と診断され，ホルモン療法

を開始した．

去勢抵抗性前立腺癌に対し DP 療法施行中に虫垂穿孔を来たし回盲

部切除を行った 1例 :仁科勇佑，植木秀登，角井健太，奥野優人，田

口 功，川端 岳（関西労災） 65歳，男性．去勢抵抗性前立腺癌に

対し DP 療法施行中． 4コース目開始後16日目に発熱，嘔吐と炎症上

昇を認め入院．感染性腸炎と診断し，抗菌薬と補液により，炎症は改

善し退院．退院14日後に， 5コース目を開始，開始後 7 日目に発熱に

て来院．好中球減少，CRP 上昇を認め再度入院となった．発熱のほ

か，臨床症状はなく，発熱性好中球減少症として広域抗菌薬を開始．

入院後に CRP 上昇の精査のため，CT を撮像，虫垂穿孔と膿瘍形成

を認めた．好中球減少のため，すぐに手術を行うことは難しく，抗菌

薬による保存的加療を開始．その後，白血球の上昇を認め，第14病日

に待機的に回盲部切除を行い，良好な経過を辿り，第20病日に退院し

た．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺・精嚢全摘除術（RALP）を施行した

精嚢原発 Mixed epithelial-stromal tumor（MEST）の 1 例 : 増尾有

紀，谷口久哲，佐藤五郎，松下 純，元木佑典，神尾絵里，島田誠

治，吉田 崇，大杉治之，井上貴昭，吉田健志，矢西正明，渡辺仁

人，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大），大江知里，宮坂知

佳，植村芳子（同臨床病理学） 52歳，男性，偶発的に 3 cm 大の精

嚢腫瘤を指摘された．針生検で spindle cell tumor の疑い，前立腺

STUMP も否定できず，精嚢腫瘤を含めた両側神経温存 RALP 施行．

手術は先にダグラス窩から腫瘍へアプローチし， 次に，レチウス腔

を展開し，前立腺と精嚢腫瘤・精嚢を一塊として摘出した． 病理結

果は精嚢原発 MEST であった．MEST は上皮成分と間質成分からな

る二相性の腫瘍であり，2016年 2 月に発刊された WHO 分類に新収

載された概念である．本症例では，間質の異型細胞密度増加は一部の

みで，核多形性は軽度，腫瘍壊死は欠如しており low grade と診断し

た．術後30カ月，再発は認めていない．

精巣上体炎から結節性多発動脈炎の診断となった 1例 :堀井沙也

佳，岩西利親，岸本 望，小林正雄，小野 豊（市立東大阪医療セ）

54歳，男性． 3 カ月以上持続する不明熱のため内科にて入院精査を

行った．当初は難治性腎盂腎炎として加療されていたが，経過中に右

精巣上体炎を発症し抗生剤を変更して加療を行うも改善なく，脱力や

皮疹などの症状も出現してきた．発症時期も含めて精巣上体炎は二次

性の可能性があり，難治性精巣上体炎の治療および全身疾患の精査目

的で精巣上体摘除術を施行．病理結果は中・小動脈のフィブリノイド

壊死性血管炎であった．結節性多発動脈炎の診断基準のうち主要症候

4項目と組織所見を満たしたため確定診断となった．プレドニン内服

開始したところ，速やかに解熱し CRP も低下した．
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精巣原発悪性リンパ腫の 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） 71歳，男性．痛みを伴わない右睾

丸腫大にて受診．超音波検査にて右精巣に低エコーの結節性腫瘤を認

め，CT で陰嚢内に液貯留あり，右精巣は内部均一に比較的高濃度な

腫瘤を認め，体幹部に有意なリンパ節腫大所見認めなかった．右精巣

腫瘍に対し高位精巣摘除術施行，病理結果はびまん性大細胞型 B細胞

リンパ腫であった．血液内科に紹介，骨髄穿刺施行し，病期 IE と確

定し術後化学療法（R-CHOP）施行された．経過は良好である．精巣

原発悪性リンパ腫は精巣腫瘍の 5％と比較的稀な疾患であるが，当院

過去11年の統計では18％と割合は高かった．中枢神経，対側精巣再発

が多く予後不良のため髄注や対側精巣放射線療法が推奨される．本症

例もまだ再発所見はないが，慎重に経過観察し髄注や対側精巣放射線

療法を施行する必要があると考えられる．

精巣原発の Sertoli 細胞腫の 1例 :赤木直紀，橋本貴彦，貝塚洋平，

重坂光二，田口元博，大嶋浩一，中西裕佳子，山田祐介，鈴木 透，

呉 秀賢，兼松明弘，野島道生，山本新吾（兵庫医大），木村寧々，

造住誠孝，廣田誠一（同病院病理部） 36歳，男性．右精巣の違和感

と硬結で近医を受診．超音波検査で右精巣の腫瘤を指摘され当院紹介

受診．右精巣上部に圧痛のない硬結を触れ，超音波検査で右精巣上部

に境界明瞭で内部不均一，やや高輝度，血流豊富な 1×1 cm 大の腫

瘤を認めた．腫瘍マーカーはすべて陰性であった．CT では右精巣内

に不均一に造影効果のある腫瘤を認め，明らかな転移はなかった．

MRI では内部に出血を伴う内部不均一な 1×1 cm の腫瘤を認めた．

teratoma 疑いで高位精巣摘除術を施行．病理組織は Sertoli 細胞腫で

あった．現在，術後 1 年 1 カ月で再発・転移なく経過している．

尿瘻を伴う感染性腎嚢胞に対して腹腔鏡下腎嚢胞切除術を行い治癒

した 1例 :齋藤賢吉，西田 剛，松浦 健（松原徳洲会），大北恭平，

東 治人（大阪医大） 症例25歳，女性．血尿後の背部痛として受

診，抗生剤にて炎症反応改善が乏しく，背部痛が持続していた．CT

より感染性腎嚢胞を疑い嚢胞穿刺を行った結果，嚢胞感染と尿瘻が診

断された．尿管ステントによる腎盂内圧減少による，排液の減少を期

待したが排液は減少を認めず．排液量が 1,000 ml/day と多いことと，

本症例が若年女性であり，薬物注入による膿瘍癒着術は尿路に薬物が

侵入することによる今後の腎機能への影響もあることを考慮し，本人

家族への IC のうえ，腎嚢胞切除術および，尿瘻閉鎖術を行った．術

後症状は速やかに改善し退院となった．処置後腎機能の低下はなく，

術後 2 年となった現在も嚢胞の再発は認めていない．

陰茎 Verrucous carcinoma に対して， 陰茎部分切除術を施行した

1例 :中山慎太郎，佐野貴紀，遠藤貴人，今井聡士，安福富彦，村蒔

基次，山田裕二（尼崎総合医療セ） 85歳，男性．数年前から陰茎の

疼痛を自覚していたが放置していた． 1 年前から徐々に陰茎の腫瘤が

増大して来たため当科を受診した．身体診察で亀頭にカリフラワー状

腫瘍を認めた．鼠経リンパ節は蝕知しなかった．画像検査により遠隔

転移，リンパ節転移のないことを確認した．同腫瘍に対して生検を行

い，病理組織学所見から verrucous carcinoma と診断した．後日，陰茎

部分切除術を追加施行した．以降は外来で経過観察しているが，局所

再発およびリンパ節転移を認めずに経過している．Verrucous carci-

noma は陰茎癌のうち，およそ 7％を占めるが，リンパ節転移の頻度

は少なく予後は比較的良好である．治療方法は外用療法，レーザー療

法，手術療法が挙げられる．しかしながら本邦では verrucous carci-

noma のうち26％が扁平上皮癌を合併していたという報告，またレー

ザー療法により悪性腫瘍へ変性するという報告がなされている．それ

らを踏まえ，われわれは手術療法を選択すべきと考える．

尿道海綿体外へ露出した尿道異物の 1例 :吉田和裕，山中邦人，山

口泰広（明石市民） 56歳，男性．自慰目的で尿道より鎖を自己にて

挿入し，抜去できず尿道出血を来たしたため当院へ来院．尿道造影に

て，球部尿道でループした鎖と，同部位で造影剤尿道外溢流を認め

た．当日は膀胱瘻造設のみを行い，翌日に経会陰尿道切開にて尿道海

綿体外に露出した異物を摘出した．術後，尿道狭窄なく排尿状態は良

好である．尿道異物の摘出術としては，膀胱高位切開や尿道切開，経

尿道的摘出が行われるが，術式選択は異物の位置や形状などを考慮し

て選択すべきである．

外傷性動脈性持続勃起症に対して動脈塞栓術を施行した 1例 :神野

雅，上田 進，前田光毅，西川昌友，原口貴裕，小川隆義（姫路赤十

字） 43歳，男性．仕事中に会陰部打撲．翌日に無痛性の持続勃起を

認め前医受診．陰茎は比較的弾性軟で，不完全な勃起状態であった．

陰茎海綿体血液ガス分析で PH 7.41，PaO2 81.7 mmHg，PaCO2 34.7

mmHg と動脈血のパターンを示した．会陰部カラードプラ―エコー

では陰茎根部右側に動脈瘤様の異常血流を認めた．以上から非虚血性

持続勃起症と診断し経過観察とした．しかし 1 カ月以上経っても症状

改善ないため加療目的に当院紹介受診．当院放射線科で内陰部動脈造

影検査と選択的動脈塞栓術を施行．右内陰部動脈から分枝する陰茎海

綿体動脈でシャントを確認し少量のゼラチンスポンジを詰めた．術直

後より勃起は改善した．現在も当科でフォローしているが再発なく経

過している．
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