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第205回日本泌尿器科学会関西地方会

（2009年12月 6日（土），於 NTT コミュニティプラザ大阪）

皮膚転移を契機として受診した淡明細胞癌の 1例 :小村和正，小山

耕平，伊夫貴直和，稲元輝生，東 治人，勝岡洋治（大阪医大） 腎

細胞癌の皮膚転移は文献上の報告はわずかで稀有な病態である．われ

われは，無症候性肉眼的血尿を来たして発見された68歳，男性の転移

性皮膚淡明細胞癌の症例を提示する．腹部 CT 上，左腎の内側縁後方

に沿って浸潤性に発育する腫瘤を認めた．胸部 CT では右側胸部に転

移性皮膚腫瘍を認めた．皮膚腫瘍の経皮ニードルバイオプシーでは淡

明細胞癌を認め，患者は IL-2 療法を施行された．しかしながら，腎

腫瘍，皮膚腫瘍ともに増大し続け，患者の全身状態は悪化し，死亡し

た．

頭部腫瘤を契機に発見された腎細胞癌頭蓋骨転移の 1例 : 瀧本啓

太，富田圭司，金 哲將（公立甲賀），杉江伸夫（同皮膚科），田中敏

樹（同脳神経外科） 61歳，男性．2008年 5月，左頭頂部に弾性軟の

無痛性腫瘤を自覚し皮膚科初診．頭皮，頭髪には異常なし．頭部

MRI 検査上，65×70 mm の充実性腫瘍で皮下から硬膜まで頭蓋骨を

貫通していた．腹部 CT 上，右腎に 72×60 mm の腫瘍を認め当科紹

介．頭蓋骨以外への転移は認めず右腎細胞癌 T2N0M1 (OSS) と診

断．同年 7月後腹膜鏡下根治的右腎摘除術を施行．淡明細胞癌，G2

＞G3，pT2 であった．同年 8月頭蓋骨転移切除術施行．腫瘍は骨膜

を越えず帽状腱膜への浸潤も認めなかった．硬膜とごく一部に癒着を

認めた．組織学的に淡明細胞癌骨転移と診断．同年 9月多発肺転移出

現．IFNα による免疫療法を開始し， 2カ月後の胸部レントゲン上は

PR である．

右房内腫瘍塞栓を伴った右腎癌の 1例 :吉行一馬，三浦徹也，山田

裕二，濱見 學（県立尼崎） 63歳，男性．2008年 2月，嘔気にて近

医受診．超音波・CT 検査で右腎腫瘍および右房に到達する腫瘍を認

め，当科紹介．精査にて，右腎癌，cT3cN0M0 と診断，同年 3 月12

日，体外循環併用にて根治的右腎摘除術，腫瘍塞栓摘除術を施行．

SVC・IVC 脱血，上行大動脈送血にて体外循環を施行．右腎と腫瘍

塞栓を一塊に摘出．一部に IVC 壁との癒着を認め， IVC 壁合併切

除．術後は問題なく経過し，術後15日目に退院．病理結果は顆粒細胞

癌で，一部に淡明細胞癌を認めた．IVC 壁への直接浸潤は認めな

かった．術後，アジュバントとしてIFNα療法を施行したが， 6カ月

後に縦隔および腹腔内に多発転移を認めた．現在 sorafenib にて加療

中である．右房内腫瘍塞栓を伴った腎癌の術式については低体温循環

停止を含め，さらに検討を必要とする．

腎細胞癌術後に対側副腎転移を認めた 1例 :呉 偉俊，野村広徳，

大町哲史，伊藤哲二（ベルランド総合），坂本 亘（大阪総合医療

セ），松村健太郎，仲谷達也（大阪市大） 76歳，男性．既往歴 : 高

血圧，高脂血症，高尿酸血症．主訴 :右副腎腫瘍精査．臨床経過 :

2004年 2月，血尿で当科を紹介受診，左腎中-下極に径 9 cm 大腫瘍

を認め，左腎摘除術施行，病理診断は RCC，clear cell subtype，G1，

pT3aN0M0 であった．2007年 4月画像上右副腎増大，内分泌検査上

異常なく，MRI の T1-強調像 : out phase では in phase に比べて有意

の信号低下なし．転移性副腎腫瘍の疑いで，腹腔鏡下右副腎摘出術を

施行した．病理診断は metastasis of renal cell carcinoma，clear cell

subtype，G2 であった．

精嚢転移を来たした腎癌の 1例 :松崎恭介，鯉田容平，福田聡子，

小森和彦，原田泰規，東田 章，安永 豊，岡 聖次（国立大阪医療

セ），岩佐葉子（同病理） 70歳，男性．2004年 4月 左腎癌に対し根

治的腎摘除術施行．術後 3年目の腹部 CT で右精嚢腫大を指摘．MRI

で右精嚢腫瘍と診断された．PSA は正常値であり，血液検査上も異

常所見なし．針生検による精査では前立腺は異常なく，右精嚢より

clear cell carcinoma に類似した組織所見を認めた．左腎癌の精嚢転移

と診断し，2008年 9月両側精嚢摘除術を施行した．摘出標本の病理像

も原発巣と同様の clear cell carcinoma を示していた．術後多発性の肺

転移に対して IFN-α 治療を継続しているが，術後 3カ月現在生存中

である．

左腎癌摘除術後，大腸転移を認めた 1例 :堀越幹人，駒井資弘，福

井勝也，乾 秀和，川喜多繁誠，杉 素彦，室田卓之（関西医大滝

井），四方伸明（同病理） 65歳，女性．CT 検査で肺転移を伴う左

腎腫瘍を指摘され当院紹介．2008年 2月左腎腫瘍 (cT4N0M1) に対し

て腎摘除術施行．病理診断は顆粒細胞癌．同年 5月 CT 検査で下行結

腸に径 12 cm の腫瘤を認め左半結腸切除術施行．病理診断は腎癌の

大腸転移であった．

転移巣切除により寛解が得られた腎癌の 1例 : 柴崎 昇，千菊敦

士，後藤崇之，澤田篤郎，石戸谷哲，奥村和弘（天理よろづ） 64

歳，男性．1999年他院にて左腎癌と診断され左腎摘除術を施行され

た．2006年左肺転移，左副腎転移および局所再発を指摘され，当院紹

介受診．左副腎および局所再発腫瘤切除術，左肺区域切除術を施行し

た．術後 2年間再発していない．腎癌転移症例では，単発，腎摘後再

発までの期間が 1年以上，肺・副腎・局所再発例では，完全切除によ

り比較的良好な予後が期待できると言われている．本症例において

も，単発ではないものの肺，副腎，局所再発の病変を切除することに

より寛解が得られたと考えられる．

ソラフェニブ術前投与が奏功した腎細胞癌の 1例 :木下竜弥，木内

利郎，波多野浩士，小林正雄，高田 剛，井上 均，原 恒男（市立

池田），野々村祝夫（大阪大） 81歳，女性．前医にて左腎腫瘍を指

摘され当科受診．精査の結果，左腎癌 cT3bN2M1 と診断した．腹部

CT で左腎上極に 7.2×6.6 cm 大の腫瘍と，腎動・静脈を取り囲む腎

門部リンパ節腫大を認め，腫瘍の切除は困難と判断した．OIF 500万

単位週2回を開始，その後ソラフェニブ800mg/day投与開始した．高

血圧，膵酵素の上昇，手足症候群を認め，day 16 に休薬．Day 25 に

400 mg/day に減量し再開するも，day 30 に肝機能障害のため中止し

た．その後左腎腫瘍は72％の縮小，腎門部リンパ節は84％の縮小，肺

転移は78％の縮小を認め，day 93 に根治的左腎摘除術，腎門部リン

パ節郭清術を施行．腫瘍の大部分は壊死し，腎門部リンパ節では

viableな腫瘍細胞を認めなかった．Clear cell carcinoma，INF α

pT3bpN2 と診断した．術後経過観察のみとするも， 6カ月間転移再

発を認めない．

特異な病理組織像を呈した嚢胞由来腎癌の 1例 :南方良仁，佐々木

有美子，金川紘司，倉本朋未，森 喬史，藤井令央奈，松村永秀，新

谷寧世，柑本康夫，稲垣 武，原 勲（和歌山医大） 32歳，男性．

前医で右腎嚢胞の診断の元，嚢胞穿刺術施行．以後経過観察されてい

たが途中受診せず．2007年11月微熱を主訴に前医受診後，精査加療目

的で当科紹介受診．画像検査にて嚢胞壁より発生した腎癌＋肝浸潤＋

同リンパ節転移と診断し経腹膜的右腎摘出術＋肝部分切除術＋リンパ

節郭清術を行った．病理組織学的診断は，Renal cell carcinoma，

unclassified，G2＞G3，INFβ，v (＋），pT4N2M0 (clear cell ca の成分

を伴った Bellini 管癌）であった．術後補助療法として GC 療法を 4

クール施行した後，INF-α×3回/週を継続投与している．術後10カ月

現在再発の徴候を認めていない．

成人型 Wilms’ tumor の 1 例 : 杉本公一，橋本 潔，江左篤宣

（NTT 大阪） 66歳，男性．2008年 2月，胃癌術前検査で CT 上右腎

に SOL を認めたために精査加療目的にて当院泌尿器科紹介受診とな

る．造影 CT では右腎中部に境界明瞭，内部不均一な直径約 4 cm 大

の腫瘍を認め，また腎臓超音波では境界明瞭，内部エコー不均一，中

心に入り込む拍動性の Doppler signal を認める腫瘍を認めた．腎癌の

診断のもと，後腹腔鏡下根治的腎摘出術施行．病理組織学所見は管腔

形成を示す腫瘍細胞が圧倒的に多く存在し，一部に blastema 細胞を

含んだ上皮細胞優勢パターンの成人型 Wilms’ 腫瘍 stage I であった．

術後補助化学療法は施行せず，術後 8カ月経過現在再発は認めない．

十二指腸と瘻孔を形成した感染性腎嚢胞の 1例 :奥野優人，津村功

志，松下 経，松原重治，山中邦人，川端 岳（関西労災） 82歳，

女性．主訴は不明熱．感染性腎嚢胞として治療するもコントロール不

良のため，経皮的嚢胞穿刺造影を行ったところ十二指腸と瘻孔を形成
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していた．経皮的ドレナージなどの保存的治療にて治癒した．

保存的に改善しえた尿漏を伴う IIIb 型腎外傷の 1例 : 伊狩 亮，

佐野太一，和田晃典，益田良賢，前澤卓也，吉田哲也，牛田 博，影

山進，上仁数義，成田充弘，岡本圭生，吉貴達寛，岡田裕作（滋賀医

大） 19歳，男性．仕事中に 2 m の高さより転落し受傷．左側腹部

痛と肉眼的血尿を主訴に来院し，造影 CT にて左腎下極で腎実質の離

断を認め，左腎外傷 IIIb 型 H2U0（日本外傷学会腎損傷分類）と診

断．バイタルサイン安定しており保存的に治療開始．受傷 7日目に尿

溢流出現認め，発熱持続し，抗生剤にても改善せず，受傷 9日目に尿

管ステントを留置．その後解熱し，尿溢流も減少した．受傷後 6カ月

目の造影 CT では血腫や尿溢流認めず，腎損傷も治癒しており，腎機

能障害なども認めていない．最近の文献では尿溢流を認めても保存的

加療が可能であるとされており，本症例においても持続する尿溢流を

認めたが，尿管ステント留置より軽快を認めた．

維持透析中に発見された左腎動静脈瘻の 1例 :米田 傑，北井俊

大，真殿佳吾，谷川 剛，矢澤浩治，細見昌弘，山口誓司（大阪急性

期医療セ），川本誠一（同放射線） 症例は，36歳の男性．慢性腎炎

からの腎不全のため，近医にて維持透析中，スクリーニング検査にて

偶然左腎動静脈瘻を指摘され，その後 3年経過観察をされていた．し

かし，今年から長径が 27 mm 台から 49 mm へと急な増大を認めたた

め，精査加療目的にて当科紹介となった．当院での精査にても左腎動

静脈瘻と診断し，コイル塞栓術を施行した．術後，特に合併症など認

めず，経過良好にて術後 7日目に軽快退院となった． 6カ月経過した

現在明らかな再発所見を認めていない．腎動静脈瘻の原因として外傷

などの既往はなく，11年前に施行された腎生検が疑われた．

腎移植術後，TUR-P を必要とした高齢者レシピエントの 1例 :西

川徳彰，岩井友明，加藤 実，内田潤次，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪

市大），杢 昌治，谷本義明，岩井謙仁（和泉市立） 65歳，男性．

1999年 3 月，慢性腎不全（原疾患不明）にて，透析導入．2007年 5

月，同種生体腎移植術施行．第 9病日より尿閉となり，エコー上，移

植腎の腎盂は拡張を認めた．尿道鏡上，BPH，BNC と診断．投薬加

療にて軽快せず TUR-P 施行．術後，自排尿良好であり，エコー上も

残尿なし．高齢者レシピエントに対し，腎移植後早期に TUR-P を安

全に施行しえた．今後レシピエントの高齢化に伴い，移植後早期に

TUR-P を要する症例が増加すると予想される．内科的治療に抵抗性

である場合は，早期に積極的な外科的治療を考慮すべきと考えられ

た．

抗 GBM 抗体腎炎発症後15年経過の後に生体腎移植術を施行した

1例 :西岡 伯，小池浩之，能勢和宏，秋山隆弘（近畿大堺），坂口

美佳，長谷川廣文（同腎・透析内科），岩本一郎（岩本診療所） 症

例は34歳の女性で，19歳時急速進行性糸球体腎炎を疑われ，前院に入

院となった．腎生検で糸球体に細胞性半月体形成を認め，抗 GBM 抗

体が 3,280 U で肺出血を認めず，抗 GBM 抗体腎炎と診断された．ス

テロイド療法，二重膜濾過法を併用し2カ月でHDから離脱した．そ

の後腎機能は緩徐に低下し，2008年 3月に当院で夫を donor とする，

pre-emptive 生体腎移植を施行した．術前の抗 GBM 抗体は陰性で，

移植後は急性拒絶反応や合併症なく血清 Cr 値は 0.9 mg/dl で退院と

なった．抗 GBM 抗体腎炎に初期治療が奏効した症例は少なく，一旦

血液透析を離脱し15年もの長期間経過観察の後に，腎移植が成功した

稀な症例である．

気腫性腎盂腎炎の 1例 : 福原 恒，中野雄造，三宅秀明，田中一

志，武中 篤，藤澤正人（神戸大），宮崎治郎（神戸掖済会） 50歳，

女性．糖尿病の治療中．左腰痛，発熱にて近医受診し，CT にて左気

腫性腎盂腎炎と診断され当科紹介となり同日入院．入院時収縮期血圧

69と血圧低下を認めていた．検査所見では Cre 2.01 と腎機能低下を

認め，CRP 26.8 と炎症反応は著明に上昇しており，また血糖値

567・HbA1c 9.8％と糖尿病のコントロールも不良であった．抗菌薬

と昇圧剤による保存的治療を施行したが，翌朝には血圧低下・血小板

減少を来たし，CT にてガス像は明らかに悪化していたため，左腎摘

除術を緊急に施行した．摘出腎は通常より柔らかくもろかった．組織

学的には炎症細胞浸潤・膿瘍形成を示し，壊死部分が大部分であっ

た．術後は血小板も上昇し DIC は数日で離脱し，CT にて膿瘍形成

なども認めず，全身状態良好で退院した．

IgG4 関連硬化性疾患であった後腹膜線維症の 1例 :湊 のり子，

向井雅俊，福原慎一郎，植田知博，平井利明，中山治郎，高山仁志，

辻畑正雄，西村和郎，野々村祝夫，奥山明彦（大阪大） 71歳，男

性．2003年 2月に右尿管腫瘍の術前診断で右腎尿管全摘除術施行．病

理結果は，形質細胞・リンパ球浸潤・著明な線維化を伴う炎症性組織

であった．2006年11月に左腎門部に腫瘤性病変出現し，腫瘤切除術施

行したが，病理結果は前回同様であった．2008年 9月に膵酵素の上昇

と IgG・IgG4 の上昇を認め，精査の結果，IgG4 関連自己免疫性膵炎

と診断．後腹膜の炎症性組織は IgG4 関連硬化性疾患の病変としての

後腹膜線維症と考えられた．現在，ステロイド治療を開始し経過観察

中である．IgG4 関連硬化性疾患は現在その概念が確立されつつある

全身性の疾患であり，今後の症例の蓄積と検討が求められている．

排便管理にフレキシシールTMが有用であった外陰部壊死性筋膜炎

の 1例 :大関孝之，林 泰司，南 高文，辻 秀憲，植村天受（近畿

大），齋藤允孝（済生会富田林），花井 禎（恒進會） 症例は67歳，

男性．基礎疾患に糖尿病，脳梗塞．原因不明の外陰部壊死性筋膜炎を

契機に敗血症を生じ他院より紹介．入院後，全身管理とともに下腹部

から右鼠径，陰嚢，肛門周囲にかけて壊死組織の広範なデブリードメ

ントを施行．局所感染はコントロールされ，皮弁形成のための栄養状

態の改善が求められた．食物経口摂取による排便量増加は創傷治癒阻

害を招くことが予想されストーマ造設を検討したが，全身状態不良な

どでストーマ造設は見送られた．便による創部汚染予防としてフレキ

シシールTMを使用した．食物経口摂取開始し排便量増加を認めたが

肛門周囲創部汚染なく創部は感染せずに閉鎖された．フレキシシー

ルTMは約 3週間で抜去できた．その後，保存的加療にて創部治癒を

得た．

7年間放置された尿管ステントに対して Silk loop technique が有

用であった TUL の 1例 :奥田英伸，山中幹基，加藤稚佳子，木村俊

夫，竹山政美（大阪中央） 48歳，男性．両側尿管結石に対して2001

年に TUL と ESWL を施行した際に両側尿管ステントを留置した．左

尿管ステントを抜去した後通院を自己中断した．2008年 3月頃より右

腰痛と数回熱発を認めたため当科受診．精査にて全周性に結石形成し

た右尿管ステントと右尿管結石を認めた．右腎瘻造設術施行後に silk

loop technique assisted TUL を施行した．腎盂内のピッグテイルに付着

した結石に有効ですべての尿管結石を処理し，尿管ステントを抜去で

きた．その後残石はすべて排石し，経過良好である．腎盂内の結石形

成を伴う症例では，ステント抜去に難渋し，様々な処置が必要となる

が，この方法は簡便で非常に有用な方法である．

結節性病変を腎に認めたサルコイドーシスの 1例 :中嶋正和，高尾

典恭，七里泰正（大津市民） 50歳，男性．主訴は半年間で増大を自

覚した無痛性腹壁皮下腫瘤．CT 上，両腎と両下肢筋肉にも皮下と同

様の多発性腫瘤を認めた．両側肺門リンパ節腫脹なく，血清 ACE 値

正常なるも，血清リゾチーム値上昇，ツベルクリン反応陰性，Ga シ

ンチ陽性で，サルコイドーシスが疑われた．組織診断目的で腹壁皮下

腫瘤切除術を施行．病理学的にもサルコイドーシスと診断された．腎

サルコイドーシスで pseudotumor タイプはきわめて稀で，これまでの

報告例は 8例であった．サルコイドーシスの70％は自然寛解するが，

皮下腫瘤の急速な増大傾向と，腎病変が腎実質内に浸潤を伴う進行性

病変であることより，ステロイド治療を開始した．各腫瘍サイズは 1

カ月で著明に縮小し，ステロイドテーパリング，中止後も現在まで増

悪は認めていない．

水腎症による腰痛を契機に発見された免疫細胞性尿管アミロイドー

シスの 1例 :宮崎 有，神波大己，上田 匡，後藤裕文，住吉崇幸，

土橋一成，白石裕介，清水洋祐，井上貴博，大久保和俊，渡部 淳，

吉村耕治，兼松明弘，中村英二郎，西山博之，賀本敏行，小川 修

（京都大） 78歳，女性．主訴は急激な腰痛．右水腎症を認め，画像

診断にて腎盂尿管移行部の悪性腫瘍を疑い腎尿管全摘施行．病理診断

は AL アミロイドーシス．全身検索を行い骨髄生検にて原発性マクロ

グロブリン血症と判明した．血液疾患に伴う AL アミロイドーシスは

免疫細胞性アミロイドーシスと呼ばれる予後不良で稀な疾患で，全身

の諸臓器にアミロイドの沈着とそれに関連した複数の全身症状を伴う

ことが一般的である．本症例は尿管局所以外の症状は認めず予後良好

な限局性アミロイドーシスの病態を呈していたが，実際は免疫細胞性

アミロイドーシスであり，注意深い経過観察が必要と考えられた．
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精巣に発生した若年型顆粒膜細胞腫の 1例 :楠本浩貴，線崎博哉，

山際健司（紀南） 2歳，男児．2008年 8月左精巣腫大を主訴に近医

小児科受診．精巣腫瘍を疑われたため当院紹介受診．血液検査では精

巣腫瘍マーカーは正常範囲内であったが，触診で左精巣は弾性硬で小

指頭大に腫大．超音波検査では約 2 cm の低エコー領域を認めたた

め，精巣腫瘍を否定できず，試験切開施行．術中病理診断で異型細胞

との診断で，確定診断えられなかったため高位精巣摘除術施行．病理

診断は，若年型顆粒膜細胞腫であった．精巣発生の若年型顆粒膜細胞

腫の報告は本邦では自験例が 4例目であった．術後 4カ月経過してい

るが，再発認めていない．

成人の尿道上裂に発生した尿道癌の 1例 :神農雅秀，内藤泰行，新

納摩子，浮村 理，水谷陽一，河内明宏，三木恒治（京都府立医大），

井上 亘（井上医院） 35歳，男性．尿道上裂・尿道部の発赤を認め

たため当院紹介受診．一部乳頭状腫瘤を認めたため腫瘍生検を施行．

尿路上皮癌を検出したため内視鏡下あるいは直視下に腫瘍切除術を施

行，周囲組織も広範に切除した．病理組織診断にて腫瘍の粘膜外浸潤

は認めず，周囲組織に癌細胞は検出しなかった．現在，再発・転移な

く外来経過観察中である．尿道癌は非常に稀な疾患であるが深達度と

発生部位が予後に大きく関わっており，その違いにより治療方針が大

きく異なる．本症例は前部尿道に発生し，粘膜外浸潤を認めなかった

ため腫瘍切除術を選択したが，尿道上裂を伴った若年発症であるため

慎重なフォローアップを行っていく予定である．

腹腔鏡下腎部分切除術を施行し，病理診断が良性疾患であった 5

例 : 出口隆司，石井啓一，坂本 亘，舟尾清昭，浅井利大，葉山琢

磨，上川禎則，金 卓，杉本俊門（大阪総合医療セ），岩井謙仁（和

泉市立） 当院で術前腎癌が疑われ，腹腔鏡下腎部分切除術を施行し

た26例中 5例（19％）は良性疾患であった．内訳は○1 ○2 ○3 AML 3例

（60％），○4 オンコサトーマ 1 例（20％），○5 腎嚢胞 1 例（20％）で

あった．○1 44歳，男性，皮髄相より造影され，MRI においても脂肪

を認めない 18 mm 大の左腎腫瘤．○2 74歳，女性，22 mm 大の右腎腫

瘤．○3 35歳，女性，18 mm 大の左腎腫瘤．○4 84歳，男性，皮髄相よ

り濃染し，腎実質相で washout する 16 mm 大の左腎腫瘤．○5 61歳，

女性，腎実質相にて淡く造影される 15 mm 大の左腎腫瘤．良性疾患

の占める割合，内訳は従来報告されている開腹下の腎部分切除術と比

較してほぼ同等であった．特に AML 3例は CT，MRI の画像で脂肪

成分を捉えることが非常に困難な症例であった．

左腎癌術後に発症した肺血栓塞栓症の 1例 :桑田真臣，細川幸成，

熊本廣実，林 美樹 （多根総合），藤本清秀，平尾佳彦（奈良医大）

症例は65歳，女性．左腎腫瘍を指摘され，当科紹介．腹部 CT にて，

左腎下極に長径 8 cm の腫瘍性病変を認めた．左腎細胞癌の疑いに

て，全身麻酔下に後腹膜鏡下左腎摘除術施行．術後歩行開始直後に，

胸痛，意識消失発作生じ，緊急検査にて，肺動脈血栓塞栓症を診断

し，抗凝固療法と線溶療法を開始した．呼吸状態は改善を認めたが，

抗凝固療法・線溶療法開始後，左腎摘除部位に長径 150 mm に及ぶ後

腹膜血腫を生じ，出血性ショックとなり MAP 計20単位・FFP 計 5単

位の輸血を要した．周術期肺血栓塞栓症は致死的になりうる病態であ

り，周術期管理において，予防，診断，治療とその有害事象について

の熟知は重要である．若干の文献的考察を含めて報告する．

複雑な病態を呈した OAB の 1治療例 :加藤 実，玉田 聡，井口

太郎，田中智章，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市大） 70歳，女性． 1

日25回程度の頻尿，膀胱部痛を主訴に近医受診．抗生剤で軽快せず当

科紹介受診．尿所見，尿細胞診，DIP で異常を認めず，OAB として

抗コリン剤を投与したが改善しなかった．IC を疑い，膀胱水圧拡張

術および高気圧酸素療法を施行．膀胱部痛は消失したが， 1カ月後に

排尿回数が 1日25回程度まで増加したため tolterodine を投与したが改

善がえられず，病態の把握のため urodynamicsstudy を施行．DHIC と

診断し，抗コリン剤の投与を中止し urapidil を開始したところ，残尿

は消失し夜間頻尿は 8回から 5回まで減少した．さらに imidafenacin

を追加したところ夜間排尿回数は 1∼ 2回となり，以後症状は安定し

ている．

骨盤内 Solitary fibrous tumor (SFT) の 2例 : 千菊敦士，後藤崇

之，澤田篤郎，柴崎 昇，石戸谷 哲，奥村和弘（天理よろづ） 症

例 1は28歳，男性．主訴は下腹部痛．膀胱上部に径 16 cm の腫瘍を

同定した．画像診断では周囲への浸潤は認めず下腹部正中切開で腫瘍

のみを摘出し病理結果は SFT であった．術後 8カ月間再発なし．症

例 2は68歳，男性．主訴は尿閉．膀胱後部に径 13 cm の腫瘍を認め

画像診断では前立腺への浸潤が疑われた．当初，骨盤内臓器合併切除

を検討したが，経直腸生検にて SFT が疑われたため，臓器温存を念

頭に置き，下腹部正中切開にて腫瘍のみを摘出した．仙骨との癒着が

著名であったが，骨盤内臓器は温存可能であった．術後 7カ月間再発

を認めていない．SFT は紡錘形細胞が膠原線維束に隔てられて増殖

した軟部腫瘍であり，悪性度は intermediate に分類される． 2症例と

も骨盤内発生ではあるものの症例 2は特に深部に存在しており，同部

位の腫瘍に対しては骨盤内臓器合併切除の報告も散見される．生検に

て SFT の診断をえられたことで，臓器温存が可能であったと考えら

れた．

腹部外傷を契機に診断された副腎褐色細胞腫の 1例 :林 拓自，任

幹夫，山本致之，嘉元章人，氏家 剛，西村健作，三好 進（大阪労

災），川野 潔（同病理） 35歳，男性．既往歴は特になし．2008年

4月野球の試合中に他選手との接触にて腹部を打撲し，右側腹部痛が

持続するため他院に救急搬送．造影 CT にて径 3 cm の右副腎腫瘍か

らの出血を疑われた．内分泌学的検査にて褐色細胞腫を疑われ， 5月

に当科受診．保存的加療後に手術を施行予定とした．受傷 2カ月後に

再度内分泌学的検査・MIBG シンチを施行し，右副腎褐色細胞腫と診

断． 3週間 α ブロッカーを内服し，腹腔鏡下右副腎摘除術を施行．

血腫の存在した部位は瘢痕様であった．術後の血圧などは安定してお

り，カテコラミンの補充は必要とせず，術後 7日目の血中カテコラミ

ン値は正常化していた．病理組織所見では，副腎被膜内で増殖する典

型的な褐色細胞腫であった．術後 5カ月間，再発の徴候などは認めて

いない．

副腎原発悪性リンパ腫の 1例 :坂野恵里，山本 豊，梶川博司（泉

大津市立），高井恵美（同血液内科） 49歳，男性．既往歴に糖尿病

あり．2008年 7月中旬より 38°C 台の発熱出現．近医にて解熱剤，抗

生剤を処方されていたが改善認めず．同年 8月の腹部 CT，エコーに

て両側副腎腫大を認め当科紹介．CT，MRI に右 12×8 cm，左 12×5

cm 大の比較的境界明瞭な腫瘤を認め，PET-CT では副腎以外に取り

込みを認めなかった．可溶性 IL-2 レセプターは 14,000 U/ml と著明

高値．軽度の副腎不全を認めた．R-CHOP 開始し腫瘍は縮小傾向で

あり，自家末梢血幹細胞移植予定である．副腎原発悪性リンパ腫と診

断，左副腎開腹生検施行．病理組織診断は Diffuse large B-cell

lymphoma (CD20 陽性）であった．

腹腔鏡下生検によって診断された悪性リンパ腫の 1例 :樋口喜英，

山田祐介，上田康生，鈴木 透，邱 君，丸山琢雄，近藤宣幸，野島

道生，山本新吾，島 博基（兵庫医大） 73歳，女性．2007年10月食

欲低下あり近医受診，腹部 CT にて左副腎腫瘍を疑われ当科紹介．周

囲組織への浸潤を認めており早期診断目的に同年11月に CT ガイド下

生検を施行．しかし確定診断に至らなかったため，腹腔鏡下生検にて

腫瘍組織を採取した．リンパ球様細胞がびまん性に増殖しており，腫

瘍細胞はB細胞マーカー陽性で diffuse large B-cell lymphoma と診断さ

れた．リツキシマブ併用 THP-COP 療法施行し現在寛解状態である．

根治手術摘除が困難と思われる症例では，CT ガイド下針生検などの

低侵襲な方法による組織採取を速やかに行うことが必要ある．しかし

組織量が不十分で病理診断が困難な場合，腹腔鏡下生検は安全性と侵

襲性の面から有用であると思われた．

後腹膜鏡下手術にて摘出した後腹膜リンパ管腫の 1例 :金光俊行，

斉藤 純，佐藤元孝，森 直樹，関井謙一郎，吉岡俊昭，板谷宏彬

（住友），中塚伸一（同病理） 70歳，男性．右腎癌術後の経過観察

中，2004年 6月に造影 CT で左腎門部に長径 12 mm の嚢胞性腫瘤を

認めた．他臓器への圧迫や自覚症状を認めなかったため様子を見てい

たが，2006年に 22 mm，2008年には 45 mm と徐々に分葉状変化を呈

し増大したため左後腹膜腫瘍の診断にて手術目的に2008年 7月に入院

となった．後腹膜鏡下手術にて腫瘍を摘除した．病理所見にて嚢胞状

に拡張した管腔を認め，扁平な一層の上皮細胞で覆われていたことか

ら後腹膜リンパ管腫と診断した．成人後腹膜リンパ管腫に対して体腔

鏡下腫瘍摘除術は本症例が 7例目であった．術後 4カ月経過するも特

に再発は認められていない．
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後腹膜 Müller 管嚢胞の 1例 :鯉田容平，松崎恭介，福田聡子，小

森和彦，原田泰規，東田 章，安永 豊，岡 聖次（国立大阪医療

セ），岩佐葉子（同病理） 35歳，女性．2008年 6月頃から嘔気，腹

部不快感が出現し近医受診．腹部 CT にて右腎尾側に腫瘤指摘され，

腎嚢胞疑いにて同年 7月当科紹介受診となった．腹部 MRI では腫瘤

内部は均一，T1 強調画像で低信号，T2 強調画像で高信号を呈して

いた．画像所見では腎由来ではなく後腹膜由来と考えられ後腹膜嚢胞

性腫瘤と診断した．2008年 8月腫瘤摘出術施行．腫瘤は後腹膜腔に存

在し，腎との連続性はなく，薄い被膜に被われた 5 cm 大の嚢胞性腫

瘤であった．病理組織結果では嚢胞壁は線毛を有する立方上皮に覆わ

れた子宮頸管腺類似の組織像を示し，Müller 管由来の嚢胞と診断さ

れた．

副腎腫瘍との鑑別が困難であった後腹膜神経鞘腫の 1例 : 岡田桂

輔，倉橋俊史，三宅秀明，田中一志，武中 篤，藤澤正人（神戸大）

64歳，男性．既往歴に喉頭癌あり．2006年 6月腹部 CT で左副腎に

35×45 mm 大の境界明瞭な内部に石灰化を伴う腫瘍を偶発的に指摘

され， 7月当科初診となった．内分泌学的精査にて非機能性副腎腫瘍

と診断したが，悪性も否定できず鏡視下手術施行となった．腫瘍と正

常副腎との境界明瞭で，副腎を温存し腫瘍摘除のみ施行した．手術時

間 2時間32分，出血少量．病理は神経鞘腫であった．神経鞘腫が後腹

膜腔に発生することは非常に稀であり，画像的な特徴を欠くことか

ら，副腎近傍に発生した神経鞘腫は，術前に副腎原発の腫瘍と診断さ

れる場合も少なくない．神経鞘腫は，ほとんどが良性で予後は良好で

あるが，ごく稀に悪性も認めるので，腫瘍摘除のみ施行し副腎を温存

する際には，十分な注意を払う必要がある．

後腹膜脂肪肉腫の 1例 :竹澤健太郎，吉田栄宏，新井康之，小野

豊，垣本健一，目黒則男，宇佐美道之（大阪成人病セ） 52歳，男

性．主訴は腹痛，腹部膨満．精査にて後腹膜に長径 25 cm の腫瘤を

認め，後腹膜腫瘍摘出術を施行した．腫瘍と周囲との癒着のため手術

は難航，特に IVC との間に高度の癒着を認め，IVC 壁を合併切除し

ゴアテックスパッチで再建した．病理組織所見では，大部分が MFH

様の高異型度多形細胞肉腫で，一部に高分化脂肪肉腫に相当する部位

を伴うことから，脱分化脂肪肉腫と診断された．術後12カ月現在，局

所再発を認めるが経過観察としている．近年，以前は MFH と診断さ

れていた様な後腹膜腫瘍の多くが脱分化脂肪肉腫と診断されるように

なった．その病理組織学的特徴や臨床像につき文献的考察を加え報告

する．

胎児期から経過観察された尿管嚢胞状拡張の 1例 :後藤裕文，兼松

明弘，住吉崇幸，土橋一成，宮崎 有，白石裕介，清水洋祐，井上貴

博，大久保和俊，渡部 淳，神波大己，吉村耕治，中村英二郎，西山

博之，賀本敏行，小川 修（京都大） 新生児，男児．主訴は腹部腫

瘤．胎児エコーと MRI で腹部に直径 8 cm の嚢胞を指摘され，在胎

39週 3 日に巨大児 (4,648 g) で出生した．出生後 MRI，DMSA ス

キャンと VCUG にて右尿管嚢胞状拡張および両側 VUR と診断．利

尿レノグラム施行にて嚢胞は閉塞機転ではなく，待機的に経過観察し

ていた． 1歳 1カ月時に尿管嚢胞切除，尿管端々吻合施行し，同時に

両側精巣固定術を施行した．尿管嚢胞状拡張はきわめて稀な巨大尿管

症の一亜型で，胎児期に指摘され術前診断されたのは本例が第 1例目

である．本例は低血糖，両側停留精巣，マイクロペニス，右虹彩部分

欠損，片側腎肥大，発達遅延などを認め11番染色体の異常の関与が考

えられた．

巨大水腎症に発生した腎盂癌の 1例 :乾 秀和，杉 素彦，室田卓

之（関西医大滝井），土井 浩（土井クリニック） 症例は64歳，男

性．2008年 6月肉眼的血尿を主訴に近医受診，超音波検査にて左巨大

水腎症指摘，尿細胞診 class III，尿中 NMP22 120以上 U/ml (＜12）．

翌日脳梗塞にて入院，その後精査目的に当科紹介となる．触診で左上

腹部に 18×8 cm 大の弾性軟な腫瘤触知，血膿尿認め尿管ステント留

置，術前細胞診 class III，CT，MRI にて腹部正中を越える巨大水腎

症認めるも明らかな腫瘍性病変は指摘しえなかった． 8月経腹的腎尿

管全摘術施行，摘出標本では腎盂内に多発腫瘍，腎盂尿管移行部狭窄

認めた．病理組織診断は Urotherial carcinoma，pT3，G2＞G3，INFα

≫β，lt-u1 であり pT3N0M0，stage III と診断，術後補助化学療法 M-

VAC 2クール施行．術後膀胱内再発にて経尿道的手術施行した．

ポート再発を認めたサンゴ状結石に合併した腎盂腫瘍の 1例 :山本

致之，氏家 剛，林 拓自，嘉元章人，任 幹夫，西村健作，三好

進（大阪労災） 72歳，女性．2008年 3月より右腰背部痛が出現し，

近医にて腎結石を指摘され当科受診．IVP，CT にて右さんご状結石

を認め，右逆行性腎盂造影にて腎盂に陰影欠損を認め腫瘍の存在は否

定できなかった． 4月下旬より発熱，右腰背部痛の増強を認め，感染

症コントロール不良のため， 5月後腹膜鏡下腎摘除術を施行．術中に

腎盂腫瘍の合併を確認し，下部尿管の切除を追加した．病理組織診は

UC，G2＞G3，pT1，v (−），ly (−），INFβ で，他に転移巣を認め

なかったので，追加治療は施行せず退院となった．術後 2カ月目より

右腰背部痛が出現し，術後 3カ月の腹部 CT にて右後腹膜腔に 9×7

cm 大，また腫瘍を摘出した下腹部切開創に 3×2 cm 大の腫瘍の再発

を認めた．

腎盂癌術後 9年目に腰椎転移を認めた 1例 :齋藤允孝，畑中祐二，

今西正昭（済生会富田林） 55歳，男性．1998年，左腎盂癌 (cT1N0M0)

にて左腎尿管全摘除術施行．病理学的診断は，UC，pT1，G2，INF

α，v (−) であった．術後 6年目の2004年まで再発，遠隔転移認めな

かったが，同年 9月に脳梗塞発症し，その後来院されなかった．術後

9年目の2007年に左下肢の痺れ，腰痛認め，MRI にて L1，L2 に骨

腫瘍を認め，左腎盂癌の骨転移を疑い，当院紹介受診となる．骨生検

施行した結果，病理学的診断は UC，G2 であった．左腎盂癌術後骨

転移と診断し，MVAC 3コース施行するも PD であった． 5年以上経

過して初回遠隔転移部位が骨であった早期腎盂癌の報告はない．本症

例は，stage I の腎盂癌術後 9年目に初回遠隔転移部位が腰椎であった

という点で珍しい．

Micropapillary pattern を有した尿管癌の 1例 : 安藤 慎，阪本

祐一，中村一郎（神戸市医療セ西市民） 77歳，男性．2007年 7月顕

微鏡的血尿認め，画像上左尿管腫瘍の疑いで当科紹介受診となる．

CT で左中部尿管に壁肥厚を認め，逆行性腎盂造影では 3 cm にわた

る尿管の狭窄像を呈し，尿管カテーテル尿で class V の結果であった．

左尿管癌の診断で，後腹膜鏡下左腎尿管全摘除術，リンパ節郭清術を

施行した．病理組織は粘膜下へ小乳頭状集塊の腫瘍の広範な浸潤

(micropapillary pattern) を認め，尿路上皮癌 G3，ly1，v0，lt-p0，lt-

u0，pT3pN2M0 であった．術後 MVAC 療法を 3コース施行し，経過

観察中である．尿路上皮癌 micropapillary variant は1994年 Amin らに

より最初に報告され，上部尿路では2000年 Oh らによって尿管癌で最

初に報告された．上部尿路癌の2.8∼3.2％に micropapillary variant が

みられるとされるが，本邦では自験例は最初の報告である．診断時す

でに粘膜下への浸潤やリンパ管侵襲が強くみられることが多く，予後

も不良である．

膀胱癌 Micropapillary variant の 3例 : 奥田康登，森 康範，加

藤良成，井口正典（市立貝塚），加藤 充，山崎 大（同病理） 症

例 1は60歳，男性．膀胱前壁に 1 cm の広基性腫瘍を認め TURBT 施

行．病理診断は UC micropapillary variant，G3，pT1．再発予防目的で

BCG 膀注施行．術後 8カ月において再発を認めず．症例 2は73歳，

男性．膀胱右側壁に 4 cm の広基性腫瘍を認め，TURBT 施行．UC

micropapillary variant，G3＞G2，pT1 で随伴性 CIS も見られ，BCG

膀注施行．術後 7カ月で再発を認めず．症例 3は75歳，女性．左側壁

に多発性乳頭状腫瘍を認め TURBT 施行．UC micropapillary variant，

G2＞G3，pT1 で随伴性 CIS と診断され，BCG 膀注施行．術後 6カ

月で，再発を認めず．表在性の膀胱癌micropapillary variant は，国内，

海外を含めて59例報告があり，TUR と BCG 膀注などの補助療法の

みでは再発進行例が高率に見られるので，high stage 症例に準じた厳

重な経過観察が必要である．

術後 8年目に発症した回腸導管出血の 1例 :真殿佳吾，北井俊大，

米田 傑，谷川 剛，矢澤浩治，細見昌弘，山口誓司（大阪急性期医

療セ），田中聡司，井上敦雄（同消化器内科），伊藤喜一郎（伊藤クリ

ニック） 78歳，女性．2000年 6月，膀胱癌に対して膀胱尿道全摘，

回腸導管造設術を施行し，その後，再発・転移なし．2008年 4月，凝

血塊を含む肉眼的血尿を認め，前医受診．止血剤投与にても改善を認

めず，当科紹介．Hb 7.6 g/dl と貧血を認め，緊急入院．造影 CT を

施行し，早期相で回腸導管粘膜に造影剤の溢流を認め，回腸導管出血

が疑われた．上部消化管内視鏡による回腸導管の観察を消化器内科に

て施行．回腸尿管吻合部のほぼ対側に出血点を認め，クリップ止血術
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により止血をえた．内視鏡所見から，dieulafoy 潰瘍からの出血と診

断．その後，肉眼的血尿を認めていない．

化学放射線療法が奏効した原発性女子尿道癌の 1例 :八尾昭久，丸

山 聡，千葉公嗣，田中宏和（県立加古川），永田 均（永田泌尿器

科） 72歳，女性．主訴は尿閉．膣内診で硬い腫瘤をふれ，膀胱鏡検

査で膀胱腫瘍を認めたため精査加療目的で当院紹介となる．膀胱頸部

4時方向に非乳頭状広基性腫瘍を認め，腹部 CT，MRI で径 6 cm の

膀胱に浸潤する骨盤内腫瘤を認めた．経尿道的腫瘍生検を施行し病理

診断の結果は扁平上皮癌であった．画像診断で左鼠径部リンパ節の腫

大を認め，尿道癌 cT3N1M0 (UICC 6th ed) の診断のもと計 60 Gy の

放射線療法と 5-fluorouracil，cisplatin を組み合わせた化学放射線療法

を施行し寛解がえられた．治療終了後 6カ月を経過した現在，明らか

な再発，転移を認めていない．

外傷性尿道損傷の 2例 :横山昌平，岡田宜之，野間雅倫，塩塚洋

一，辻川浩三，中森 繁（東大阪市立総合） 症例 1 : 28歳，男性．

旅行先で尿道損傷受傷，膀胱瘻留置となり，2002年 3月に当科紹介受

診．精査にて前部尿道完全断裂と診断した． 1カ月後に経会陰的尿道

形成術施行も，術後尿道狭窄出現．経尿道的内尿道切開術施行も再狭

窄を繰り返し，尿道ステント留置となった．ステント留置 1年後に，

ステント内腔に肉芽組織が出現．以降， 1年ごとの肉芽切除，ステン

ト再留置を繰り返している．症例 2 :交通外傷による骨盤骨折にて前

医受診．尿道造影にて後部尿道部分断裂を認め，当科紹介受診となっ

た．前医にて受傷 9日目に骨盤修復術施行．術後，骨盤部膿瘍発症．

尿道造影，内視鏡検査にて前立腺部尿道12時方向に裂傷を認め，膿瘍

との交通を認めた．当科転院後，膿瘍の開放，洗浄，ドレナージを行

い，尿道造影にて溢流所見なく，保存的に治療可能であった．現在，

尿失禁は自制内で，性交渉可能である．

骨盤骨折を契機として発症した難治性骨盤内膿瘍の 1例 :秦 健一

郎，河 源，谷口久哲，三島崇生，矢西正明，増田朋子，杉 素彦，

川喜多繁誠，大口尚基，木下秀文，川喜田睦司，松田公志（関西医大

枚方），飯田寛之（同整形外科） 受傷時21歳，男性．交通外傷によ

る骨盤骨折に伴い尿道断裂．受傷当日膀胱瘻造設．その後内尿道切開

術施行し，尿道バルーン留置するも抜去にて尿の漏出・狭窄繰り返し

た．骨盤内膿瘍を繰り返し，回腸導管，ドレナージや骨セメントビー

ズ留置を行うも改善せず，膀胱前立腺全摘除術施行．その後尿道盲端

切除し現在膿瘍の再発を認めていない．

診断，治療に難渋したアレルギー性膀胱炎の 1例 :青木 大，川口

理作（千船） 16歳，女性．既往歴，アトピー性皮膚炎．2008年 5月

に排尿時痛が出現し近医を受診．膀胱炎の診断で抗生剤を処方され一

旦は軽快．しかし再発し，同医院受診．再度抗生剤を処方されるも症

状が改善しないため 6月に当院を受診．難治性膀胱炎のため入院とし

て精査加療を開始．各種画像検査では特に異常所見はなく，尿培養は

陰性．尿細胞診でも異常は確認できなかった．輸液と膀胱灌流で尿沈

渣と症状が改善した時点で一旦退院．しかし，その後再燃し再度入院

となった．今回は膀胱生検を施行．組織学的には慢性炎症所見ではあ

るが，一部好酸球浸潤を認め，アレルギー性膀胱炎と考えられる所見

であった．再度症状が軽快した時点で外来通院治療とし，現在は抗ア

レルギー剤のみの内服で経過観察中である．

膣内異物にて尿道膣瘻をきたした 1例 :小林憲市，大年太陽，藤田

昌弘，福本 亮，今村亮一，高田晋吾，松宮清美（大阪警察），西尾

幸浩（同産婦人科），新井康之（大阪成人病セ），藤岡秀樹（野崎徳州

会） 25歳，女性．膣内異物除去目的に当院産婦人科紹介．受診予定

日前日に尿閉を来たし，救急外来にて導尿を施行したところ，膣内よ

り尿流出およびカテーテルの脱出を認めた．摘出異物は，48×28 mm

プラスチック製のボトルキャップであった．膀胱鏡にて膀胱頸部遠位

側，尿道 6時方向に直径 8 mm の瘻孔を確認． 1カ月の経過観察でも

改善認めず，膣内異物による尿道膣瘻の診断にて，尿道膣瘻閉鎖術を

施行した．手術は尿道・膣壁下組織および膣壁の 3層縫合を行い，術

後13日目に VCUG 施行し Leak 認めなかった．尿道膣瘻は稀な疾患

で，その報告のほとんどが医原性であり，膣内異物による尿道膣瘻の

報告は本邦では初めてである．

前立腺 Small cell carcinoma の 1例 :足立浩幸，清水信貴，田原

秀男（耳原総合） 症例は77歳の男性．2008年 5月初旬より，食思不

振・排尿困難が出現し近医を受診．その際に測定した血清 PSA 値が

15.55 ng/ml と高値を示したため，当科に紹介受診となった．直腸指

診上は，鶏卵大に腫大した石様硬の腫瘤を触知した．以上より，前立

腺癌の疑いのもと，経会陰式前立腺針生検を施行した．その病理組織

診断の結果は，PSA 染色に陽性を示す領域と，神経内分泌マーカー

の一部の染色に陽性を示す領域が混在した，前立腺小細胞癌および腺

癌の混合癌であった．前立腺小細胞癌は，前立腺癌全体の0.2∼ 2％

の頻度で認められる，非常に稀な癌であり，まだ治療法が確立されて

いない予後不良な癌である．今後は，症例数を蓄積することによっ

て，早期に有効な治療法の確立が望まれる．

半年で急速に嚢胞の増大を認めた嚢胞形成性前立腺癌の 1例 :前田

康秀（京都南），山﨑俊成（京都大） 症例は81歳，男性．2008年 8

月尿閉にて来院．CT，MRI にて前立腺右背側に 5.5 cm，左背側に 4

cm 大の嚢胞状腫瘤を認めた． 2月小脳梗塞発症時の CT では前立腺

右背側に 3 cm 大の嚢胞を 1ヶ所認めるのみで，半年間で急速に増大

していた．PSA は 72.05 ng/ml．経直腸的前立腺生検および嚢胞穿刺

を施行し，病理は低分化型腺癌であった．嚢胞内容液は左右共に血性

で，細胞診は陰性．嚢胞形成を伴う前立腺癌 (T4N0M0) に対し，抗

アンドロゲン剤と LHRH アナログの併用療法を開始した． 2カ月後

PSA 3.34 ng/ml，嚢胞は 3 cm 大に縮小し，尿道カテーテルを抜去し，

自己排尿が可能となった．本症例では小脳梗塞後，抗血小板薬を内服

しており，嚢胞内出血が助長され，嚢胞増大の一因となったのかもし

れない．前立腺に嚢胞形成を認めた場合，前立腺癌を念頭におく必要

がある．

骨盤内巨大腫瘤を呈した前立腺癌の 1例 :鄭 裕元，楠田雄司，岡

本雅之，小川隆義（姫路赤十字） 64歳，男性．腹部膨満感・夜間頻

尿のため近医を受診し，PSA を測定 1,1079.1 ng/ml と異常高値のた

め当科紹介．CT では最大 12×9 cm の巨大な骨盤内および傍大動脈

リンパ節腫大・右水腎症を認めた．骨シンチでは明らかな骨転移は認

めなかった．前立腺生検の結果は 7/8低分化型腺癌 Gleason score 4＋

4 であり前立腺癌 (T4N1M1a : stage D2) と診断し MAB 療法を開始．

治療開始 4カ月で傍大動脈リンパ節は消失した．骨盤内にはリンパ節

腫大の残存を認めたため放射線療法を追加した．治療開始21カ月の現

在リンパ節は83％縮小し PR であり，PSA は 7カ月後より 0.2 ng/ml

以下を維持しており，再燃を認めていない．腹部から触知できるほど

の巨大化したリンパ節転移を呈した前立腺癌の報告は少なく，本邦31

例目の症例と思われた．

前立腺膿瘍の 2例 : 上阪裕香，山口唯一郎，古賀 実，菅尾英木

（箕面市立），黒田秀也（くろだクリニック） 症例 1は52歳，男性．

急性前立腺炎を繰り返し，精査目的の MRI で前立腺膿瘍と診断し

た．TUR-P 施行し，術後前立腺炎の再発なく排尿状態も良好となっ

ている．症例 2は59歳，男性．尿閉と発熱を主訴とし，急性前立腺炎

と診断し抗生剤投与を行った．全身状態改善後も排尿困難が継続し，

造影 CT と経直腸的エコーで前立腺膿瘍と診断した．TUR-P 施行し，

術後の排尿状態は良好となっている．病理所見は両者ともに炎症細胞

の浸潤と腺上皮の壊死・消失を認めた．また発熱時には PSA は高値

であったが，TUR-P 前には正常化し術後は 1 ng/ml 未満になってい

る．感染が落ち着いてから手術を施行しており合併症は認めなかっ

た．反復する急性前立腺炎や治療抵抗性の前立腺炎では，前立腺膿瘍

を念頭に入れて画像診断を行うことが重要である．

精巣上体乳頭状嚢胞腺腫の 1例 : 藤井令央奈，稲垣 武，柑本康

夫，新谷寧世，松村永秀，南方良仁，倉本朋未，西澤 哲，森 喬

史，原 勲（和歌山医大），宮本憲治（クリニック宮本） 57歳，男

性．既往歴に胃癌と膀胱癌．主訴は右陰嚢部無痛性腫瘤．腫瘤の増大

を認めたため，近医泌尿器科を受診．エコー上充実性で約 2 cm の腫

瘍を精巣上体頭部に認めたため，当科紹介受診となる．精巣上体腫瘍

の診断のもと2008年 7月，腫瘍切除術を施行した．腫瘍は周囲への浸

潤，癒着は認めず，容易に摘除できた．病理組織学的に乳頭状増生と

嚢腫状増生を認め，乳頭状嚢胞腺腫と診断した．自験例は本邦28例目

であった．精巣上体乳頭状嚢胞腺腫は良性の疾患であるが，von

Hippel-Lindau (VHL) 病を高率に合併する．そのため術後に検索を

行ったが，明らかな異常は認めず VHL 病の合併は否定的であった．

術後 5カ月たった現在再発を認めていない．
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性腺外胚細胞腫治療寛解 7年後に精巣腫瘍の発生を認めた 1例 :川

村憲彦，山本圭介，吉岡 厳，木内 寛，桃原実大，松岡庸洋，市丸

直嗣，野々村祝夫，奥山明彦（大阪大），木下竜弥（市立池田） 33

歳，男性．2000年 5月左頸部リンパ節腫脹を主訴に近医受診．左頸部

リンパ節生検にて seminoma と診断されたため，治療目的に当科紹介

受診となった．腫瘍マーカーは陰性であったが腹部 CT にて後腹膜リ

ンパ節腫脹を認め，また両側の精巣に異常を認めなかったため，後腹

膜原発性腺外胚細胞腫と診断された．BEP 療法 3コース・VeIP 療法

1コース施行後，2000年10月には CR を得て以後外来にて経過観察

されていたが，2008年 1月右陰嚢内容腫大を主訴に当科受診．右精巣

腫瘍の診断のもと，右高位精巣摘除術を施行した．組織診断は，精上

皮腫と卵黄嚢腫瘍の混合型胚細胞腫瘍であった．術後10カ月を経過し

た現在，明らかな再発を認めていない．

会陰部に原発した悪性リンパ腫の 1例 :山中和明，新井浩樹，室崎

伸和，本多正人（近畿中央） 72歳，男性．右陰嚢内腫瘤を主訴に

2008年 1月当科紹介受診．触診で会陰部に 15 mm 大の腫瘤を触知し，

単純 CT 施行するも腫瘤は指摘できず，造影 MRI を施行．陰茎根部

右後方に被膜が造影される T1/T2 で低信号の 3 cm 大の腫瘤を確認

した．会陰部を切開し腫瘤を摘出．病理組織診結果は，大型異型リン

パ球が密に増殖した CD20 陽性，CD3 陰性の Diffuse large B-cell

lymphoma (DLBCL) であった．ガリウムシンチ施行したが，異常集

積像を認めず，会陰部皮下結合組織に原発した DLBCL と診断した．

他院血液内科に転院となり，R-THPCOP 6コース施行後，IF-RT 追

加され，寛解を迎えている．

陰嚢に生じた単発性陰部平滑筋腫（変形平滑筋腫）の 1例 :清水信

貴，足立浩幸，田原秀男（耳原総合） 69歳，男性． 1年前より陰嚢

左側に腫瘤を自覚していたが，徐々に増大し，違和感を主訴に2008年

7月来院．28×20×18 mm 大の淡紅色隆起性腫瘤を認めた．表面平

滑，弾性硬，境界明瞭で下床との可動性は良好であった．陰嚢皮下組

織由来の良性腫瘍と診断し腫瘍基部で切断し皮膚とともに腫瘍を摘出

した．割面は白色状の結節状の腫瘍で α-SMA (＋），Desmin (＋），

Vimentin (＋），Keratin (−) 少数に核分裂像を認めたが P53 (−），

MIB-1 index ＜ 10％と良性の域を出ず，変形（異様）平滑筋腫

(bizarre leiomyoma) と診断した．術後 5カ月再発は認めていない．

陰茎に生じた表皮嚢胞の 1例 :上原 満，武田 健，鄭 則秀，志

水清紀，今津哲央，吉村一宏，清原久和（市立豊中） 症例は61歳，

男性．約20年前より，陰茎腹側部の腫瘤を自覚していたが放置してい

た．徐々に増大してきたため，2008年 6月当科初診，同年 7月陰茎腫

瘍の診断にて，陰茎腫瘍切除術を行った．腫瘤は可動性があり，比較

的容易に切除可能であった．腫瘤内部には黄褐色の角化物が充満して

おり，腫瘤壁には不整な部位は認められなかった．病理組織所見で

は，内部表面は角化しており，重層扁平上皮で覆われ，皮膚付属器を

欠き，表皮嚢胞と診断された．表皮嚢胞は，顔面や体幹部皮下，中枢

神経系に見られる．泌尿器科領域では陰嚢や会陰部に多く見られる

が，陰茎を原発とするものは稀といわれており，本邦報告例は自験例

を含めて15例目であった．

拍動性腫瘤として発見された陰嚢動静脈奇形の 1例 :初鹿野俊輔，

星山文明，藤本 健，小野隆征，大山信雄，百瀬 均（星ヶ丘厚生年

金），山田 薫（山田クリニック） 10歳，男児． 3∼ 4年前から右

陰嚢内腫瘤に気付くも放置していた．徐々に増大し，拍動・しびれ・

軽度疼痛を認めたため受診した．右陰嚢内に精巣とは別に 20 mm 大

の拍動性腫瘤が触知された．Doppler echo・MRI・CT-angiography よ

り，術前診断として動静脈奇形が考えられた．外科的切除を施行，精

巣精索からは独立していたが，皮膚とは癒着しており皮膚合併切除を

行う必要があった．病理組織診断は動静脈奇形であった．術後 6カ月

現在，再発なく経過中である．

骨盤外傷後の ED に対し右下腹壁動脈と右陰茎背動脈吻合による

血行再建術を施行した 1例 :石橋道男，青木勝也，初鹿野俊輔，穴井

智，岡島英二郎，米田龍生，田中宣道，平山暁秀，藤本清秀，吉田克

法，平尾佳彦（奈良医大），小畠靖宣，矢島弘嗣（同整形外科） 39

歳，男性．36歳時，コンテナ内で作業中に1.5トンの材木と壁に挟ま

れ受傷．左肋骨骨折，脾破裂，右仙腸関節脱臼骨折あり，救命のため

ソフトゼラチン，コイル塞栓にて脾動脈塞栓術，右内陰部動脈塞栓術

を受けたが止血できずヒストアクリルリピオドールによる永久塞栓を

受けた．術後から勃起時に硬さが低下し性交中に萎え持続できない動

脈性 ED の症状が出現した．シルデナフィル服用にても症状の改善は

なかった．39歳時，右下腹壁動脈と右陰茎背動脈近位側と端々吻合に

よる血行再建術を施行した．術後10カ月目であるが投薬も不要で満足

した性交が可能となっている．

早朝勃起時に発生した陰茎折症の 1例 :藤田昌弘，大年太陽，小林

憲市，福本 亮，今村亮一，高田晋吾，松宮清美（大阪警察），新井

康之（成人病セ），藤岡秀樹（野崎徳洲会） 20歳，男性．2008年 4

月，起床勃起時，鈍的外力により陰茎根部損傷した．陰茎の腫脹およ

び疼痛を認めるも， 3日間放置していた．近医にて陰茎折症と診断さ

れ，手術目的で当科紹介，緊急手術となった．陰茎根部に白膜損傷を

認め，縫合修復した．術後 3カ月後，後遺症はなく勃起状態良好で

あった．本症例は発症から 3日目に手術を行った症例である．保存的

治療を選択した場合は手術療法と比較して，術後後遺症は増加すると

いわれており，本症例のように発症から時間が経過していても手術を

選択すべきであると思われた 1例であった．
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