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A 34-year-old woman underwent total hysterectomy for management of uterine leiomyoma. At the

same time, a paraurethral tumor (2 cm in size) was diagnosed based on magnetic resonance imaging (MRI).

However, the patient was not treated for the tumor considering its small size. Eight years later, the patient

was referred to our institution with a chief complaint of urethral bleeding. Computed tomography revealed

a paraurethral mass at the same location, which was 13 cm in size. A percutaneous needle biopsy was

performed and the tumor was diagnosed as leiomyoma. Tumor extirpation was performed and

immunohistochemical analysis of the specimen demonstrated positive estrogen and progesterone receptors.

Recurrence was not observed on MRI taken 6 months after the surgery. Paraurethral leiomyoma is rare,

but relatively common in young women.

(Hinyokika Kiyo 67 : 339-342, 2021 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_67_7_339)
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緒 言

尿道周囲に発生する非上皮性腫瘍は一般的に傍尿道

腫瘍と総称されるが，比較的稀な疾患とされており，

その中でも平滑筋腫は女性のうち1,000人に 1人の頻

度と報告されている1,2)．

今回われわれは，腫瘍の増大に伴う自覚症状の出現

により再度診断され，経腹膜的腫瘍摘除術を施行し

た，われわれの調べえる限り本邦最大の女性傍尿道平

滑筋腫の 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．

症 例

患 者 : 42歳，女性．

主 訴 : 尿道出血．

家族歴 : 特記すべき事項なし．

既往歴 : X-8年，腹腔鏡下子宮全摘除術．

現病歴 : X-8年，子宮筋腫手術前の骨盤部 MRI 検

査にて，T2 強調像で尿道右側に，子宮筋腫とは信号

強度の異なる，やや高信号の表面平滑な長径約 2 cm

の腫瘍を認めた．画像上，傍尿道平滑筋腫が疑われた

が，腫瘍径が小さく無症状であったため，無治療経過

観察の方針となった（Fig. 1a，b）．しかし，その後定

期フォローから脱落した．子宮全摘術の 8年後，下腹

部痛と尿道からの出血を主訴にX年 3月前医受診．腹

部 CT にて骨盤腔内に長径約 13 cm の腫瘍を指摘さ

れ，精査加療目的に当科紹介となった．

初診時現症 : 身長 145.8 cm，体重 47.2 kg，血圧

126/82 mmHg，脈拍73/分，整．腹部は軟で，体表リ

ンパ節は触知しなかったが，双手診にて，骨盤部に表

面平滑で可動性を有する腫瘍を触知した．外陰部には

視診上，異常所見は認めなかった．排尿および蓄尿に
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Fig. 1. Pelvic MRI (T2-weighted imaging) taken before total hysterectomy (a, b) and 8 years after
total hysterectomy before tumor extirpation (c, d) (arrows). (a, b) MRI shows a
paraurethral tumor, 2 cm in size (a : axial image, b : sagittal image). (c, d) MRI shows a
paraurethral tumor (13 cm in size) compressing the bladder to the left side (c : axial image,
d : sagittal image).
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Fig. 2. A macroscopic image demonstrating an off-
white solid mass, 15×13×12 cm in size.

関する自覚症状はなく，残尿も認めなかった．

初診時検査所見 : 末梢血液一般検査，血液生化学検

査に異常を認めなかった．腫瘍マーカーは，carcino-

embryonic antigen 0.9 ng/ml（基準値 ＜5.0 ng/ml），

carbohydrate antigen 19-9 3.0 U/ml（基準値 ＜37.0 U/

ml），carbohydrate antigen 125 8.5 U/ml（基準値＜35

U/ml）と異常値を認めなかった．尿定性検査および

尿沈渣では，赤血球 1∼4/HPF，白血球 10∼19/HPF

と無症候性膿尿を認めるのみであった．

膀胱鏡検査 : 尿道と腫瘍との関係を確認するために

膀胱鏡検査を試みたが，尿道狭窄が強く，膀胱鏡を挿

入することは不可能であった．

画像検査 : 骨盤部 MRI 検査では T2 強調画像で，

内部不均一な長径約 13 cm の境界明瞭な腫瘍を認め，

膀胱を左側に圧排していた（Fig. 1c，d）．

腫瘤生検 : X年 7月，経腹的超音波ガイド下針生検

を施行した．病理診断は平滑筋腫であり，悪性所見は

認めなかった．そのため，可能であれば腫瘍のみを摘

除し，周囲臓器は温存する方針とし，X年 9月全身麻

酔下に手術を施行した．

手術所見 : 下腹部正中切開にて，手術を施行した．

腫瘍は，膀胱，右尿管，膣と強固に癒着しており，ま

た尿道右側の一部とは境界が不明瞭であった．膀胱，

尿管，膣は剥離しえたものの，尿道との剥離は困難で

泌尿紀要 67巻 7号 2021年340



泌62,08,0◆-3

Fig. 3. A microscopic image of hematoxylin and
eosin staining showing a spindle cell con-
figuration of the tumor cells.
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Fig. 4. Microscopic images of immunohistochemical staining demonstrating estrogen receptor (a) and
progesterone receptor (b) positive tumor cells (arrows).

あったため，尿道外側と腫瘍の間を鋭的に切離し，腫

瘍を摘出した．手術時間は321分，出血量は 1,430 ml

であった．

摘出標本 : 腫瘍の大きさは 15×13×12 cm，重量は

450 g であった．割面は灰白色で，出血，壊死，石灰

化を認めなかった（Fig. 2）．

病理組織学的所見 : HE 染色では，紡錘形細胞が束

状に増殖していた（Fig. 3）．切除断端は陰性であっ

た．免疫組織学的検査では，高分子型カルデスモン，

エストロゲンレセプター（ER）およびプロゲステロ

ンレセプター（PgR）は陽性を呈したものの， Ki-67

発現細胞は 1％程度であり（Fig. 4），積極的に悪性を

示唆する所見を認めなかった．以上より，病理学的診

断は平滑筋腫であった．

術後経過 : 術後経過は良好であり，術後12日目に退

院となった．術後の排尿状態は良好であり，また術後

6カ月目の MRI 検査にて再発を認めなかった．現在

も経過観察中であるが，特に異常を認めていない．

考 察

平滑筋腫は子宮に発症することはよく知られている

が，傍尿道平滑筋腫は比較的稀とされている1)．米国

からの報告では，泌尿器科を受診した女性のうち，傍

尿道腫瘤と診断された割合は約 4％であり，そのうち

尿道憩室（84％）が最も多く，次いで膣壁嚢胞（ 7

％），平滑筋腫（ 4％），スキーン腺嚢胞，膿瘍，尿道

脱，尿道カルンケル，悪性腫瘍なども認められ，その

診断は比較的困難とされている2,3)．一方腫瘍に限定

すると，平滑筋腫，線維筋腫，線維腫，血管腫などが

鑑別疾患として挙げられる4)．傍尿道平滑筋腫の発生

母地として未だ不明な点が多いが4)，Stutrecker らは

Muller 管や Wolf 管の遺残や，局所の血管平滑筋細胞

由来と推測している5)．

傍尿道平滑筋腫は男女ともに発症するが，女性のほ

うが圧倒的に多いとされている7)．好発年齢は40∼44

歳で8)，症状として性交痛，尿閉，血尿，排尿障害，

尿路感染症などを認める場合もあるが，無症状の場合

も多く8)，特に排尿障害に関しては腫瘍の大きさに比

例しないとされている10)．

画像所見では，超音波検査で内部が不均一な腫瘤と

して描出され，また MRI 検査では T1 強調像で低∼

等信号，T2 強調像では等∼高信号を呈する11)．本疾

患は平滑筋肉腫との鑑別が重要であったが，平滑筋肉

腫では T2 強調像で平滑筋腫よりも高信号を呈するこ

とが多く，また出血や壊死，周囲への浸潤を認めるこ

とが多いとされているため，画像所見から良性の可能

性が高いと判断した12)．

術前の生検に関しては，賛否の分かれるところと思

われる．悪性腫瘍の場合，生検により腫瘍の播種を引

き起こす可能性もあることから，その適応は慎重に考

慮すべきである．本症例では，おそらくは 8年前に指

摘された傍尿道腫瘍が増大したものと考えられたが，

悪性腫瘍の場合，膀胱や尿道を含めた周囲臓器を合併
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切除する必要があると考えたことから，術前に生検す

ることを選択した．

治療法は，外科的切除が第一選択とされているが，

腫瘍の部位や大きさによっては，その到達法を考慮す

る必要がある13)．これまでの報告では，経膣的，経

尿道的，経腹膜的到達法が報告されているが14)，本

邦報告例の多くは経膣的到達法で手術が施行されてお

り，本症例のように経腹膜的到達法で手術が施行され

た症例は少なかった10)．本到達法を選択した理由と

して，術前の生検で良性腫瘍と診断されていたため，

周囲臓器を合併切除することなく，できるだけ腫瘍の

みの摘除を行いたいと考えたこと，および周囲臓器と

の癒着が強固で剥離が困難であった場合，膀胱全摘除

術および尿路変向術も視野に入れて手術に臨んだこと

が挙げられる．

一方傍尿道平滑筋腫の特徴として，子宮筋腫と同様

ER および PgR が発現し，ホルモン依存性に腫瘍が

増大することが知られている1)．生検時にこれらの発

現を調べることで，内分泌治療などの保存的治療が選

択しえる可能性も示唆されているが2)，実際に内分泌

療法が選択された症例は，われわれの調べえた限りで

は認めなかった．本症例は生検で平滑筋腫と診断され

たものの，腫瘍径が 13 cm と非常に大きく，また下

腹部痛や血尿といった症状を認めたため手術療法を選

択した．経過観察中に腫瘍が増大傾向を示した場合

は，早期に外科的摘除術を検討すべきであるが，腫瘍

径が小さい場合は生検による病理診断で ER および

PgR の発現を認めた場合，内分泌療法を選択しえる

可能性もあるが2)，本症例のように腫瘍径の大きい症

例に関しては，手術療法を第一に考えるべきと思われ

た．

結 語

今回われわれは， 8年前に指摘されていたものの定

期フォローから脱落し，腫瘍の増大に伴う自覚症状の

出現により再度診断され，経腹膜的腫瘍摘除術を施行

した，われわれの調べえる限り本邦最大の女性傍尿道

平滑筋腫の 1例を経験したので，若干の文献的考察を

加えて報告した．
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