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学 会 抄 録

第204回日本泌尿器科学会関西地方会

（2008年 9月27日（土），於 大阪・薬業年金会館）

腹腔鏡下に摘出しえた副腎骨髄脂肪腫の 1例 : 佐野太一，前澤卓

也，伊狩 亮，益田良賢，吉田哲也，影山 進，上仁数義，成田充

弘，吉貴達寛，岡田裕作（滋賀医大） 42歳，男性．2003年他院にて

軽度の肝機能障害のため受けた CT で，長径 90 mm の右副腎腫瘍を

偶然指摘された．2008年右側腹部の違和感が出現し，腫瘍の軽度増大

を認めたため当科紹介となった．MRI 上，脂肪成分主体の境界明瞭

なダンベル状の腫瘤を認め，副腎骨髄脂肪腫が考えられたが，腫瘍内

部が不均一であること，分葉状の形態を呈すること，増大傾向を認め

ることから，腹腔鏡下右副腎腫瘍摘除術施行した．腫瘍は肝背側に入

り込み，周囲との剥離に難渋した．肝三角靭帯を可及的に頭側に切離

し，肝を十分に内側に脱転することにより摘出が可能であった．手術

時間392分，出血量 300 ml，摘出重量 90 g．術後経過は良好で，術後

10日目に退院．病理組織診断は副腎骨髄脂肪腫であった．

結節性硬化症に合併した巨大両側腎血管筋脂肪腫の 1例 : 片山欽

三，林 哲也，蔦原宏一，松岡 徹，藤本宜正，小出卓生（大阪厚生

年金） 49歳，女性．他院で25歳時に結節性硬化症，32歳時に両側腎

血管筋脂肪腫 (AML) と診断された．44歳時に慢性腎不全にて血液透

析導入．2002年両側腎 AML にて当科紹介されたが，自覚症状なく経

過観察となった．2008年左側腹部痛にて当科再診．MRI で腸管を圧

排する巨大両側腎 AML と左腎 AML 内の出血像を認めた．腫瘍内出

血による疼痛と診断し，経胸経腰的アプローチにて左腎摘除術を施行

した．摘除標本は重量 3.2kg，割面は黄色・軟で，中心に出血を認め

た．病理組織学的所見は，脂肪・血管・平滑筋が混在する AML であ

り，正常腎実質はなく，悪性像も認めなかった．術後経過は良好で第

13病日に退院となった．巨大腎 AML の本邦報告例59例について若干

の文献的考察を加えて報告した．

T3b 腎癌と鑑別困難であった黄色肉芽腫性腎盂腎炎の 1例 : 出口

隆司，浅井利大，舟尾清昭，葉山琢磨，石井啓一，上川禎則，金

卓，坂本 亘，杉本俊門（大阪市立総合医療セ） 55歳，男性．主訴

は発熱，体重減少．CT にて右腎に腫瘤を指摘され，当科受診．

WBC 13,610/mm3，CRP 13.15 mg/dl，膿尿を認めた．造影 CT にて

右腎全体に及ぶ hypovascular な腫瘍および下大静脈に腫瘍塞栓，多発

性肺結節陰影が認められた．以上から T3b 腎細胞癌を疑い，血栓溶

解療法（へパリン15,000単位/日）と下大静脈フィルターを留置し，

右腎摘除術および腫瘍塞栓摘除術を施行．病理診断は放線菌感染によ

る黄色肉芽腫性腎盂腎炎であった．臨床症状，画像から，T3b 腎細

胞癌が疑われたが，病理組織学的に悪性所見は認められなかった．腎

腫瘍性病変において，悪性腫瘍以外で腫瘍塞栓を来たした症例は，調

べえた限りでは本例が本邦第 1例目である．

巨大腎 AVF の 1例 : 平原直樹，邵 仁哲，藤原敦子，金沢元洪，

三神一哉，浮村 理，高羽夏樹，三木恒治（京都府立医大） 58歳，

女性．健康診断での腹部超音波，CT にて左腎動静脈奇形指摘され当

院紹介となった．血尿，高血圧などの症状認めず，腎外傷の既往も認

めなかった．IVR にて治療困難と判断し，左腎摘出術施行した．

右水腎症を合併した右腎動脈瘤の 1例 :米田 傑，中澤成晃，真殿

佳吾，谷川 剛，矢澤浩治，細見昌弘，山口誓司（大阪府立急性期総

合医療セ） 64歳，女性．約30年前に腎破裂（詳細不明）にて左腎摘

徐術を施行されていた．健診にて軽度の腎機能障害を指摘され，精査

目的にて2007年11月近医を受診．精査にて右腎動脈瘤および動脈瘤の

圧迫による右水腎症と診断．手術目的にて当科紹介受診．2008年 1月

右腎摘除術，右腎動脈瘤切除術，体外血管再建術および自家腎移植術

を施行した．右腎動脈瘤は右腎動脈の第一分岐部にあり，外腸骨動脈

へ端側吻合した．術後，水腎症は著名に改善し，腎機能は温存しえ

た．水腎症合併動脈瘤の報告は少なく，若干の文献的考察を踏まえて

報告する．

巨大水腎症を伴った馬蹄腎に対する後腹膜鏡下腎摘除術 : 福本

亮，大年太陽，小林憲市，藤田昌弘，新井康之，高田晋吾，松宮清美

（大阪警察），辻本裕一（済生会千里），藤岡秀樹（野崎徳洲会) ［症

例］30歳，女性．腹部圧迫感を主訴に受診．水腎症を伴う馬蹄腎およ

び左無機能腎と診断．除痛目的に後腹膜鏡下左腎摘除術を施行した．

［手術］尿管ステントを挿入して腎盂内容液を排出し，経後腹膜的到

達法にて施行．Gerota 筋膜を切開．腎被膜沿いに剥離し，腎門部に

到達．計 4対の動静脈を処理した．峡部は腎実質が被薄化している部

分をメッチェンにて切開．断端を電気メスにて凝固止血し，腎臓を摘

出した．［考察］この手術のポイントは到達経路，栄養血管の処理，

峡部の処理である．特に栄養血管の処理において，術前に詳細な画像

評価を行い，丁寧な操作を心がけることでこの手術は十分に安全かつ

低侵襲に行うことが可能だと考えられた．

自然破裂を契機に発見された透析患者両側腎癌の 1例 :後藤崇之，

千菊敦士，澤田篤郎，柴崎 昇，石戸谷哲，奥村和弘（天理よろづ相

談所） 50歳，男性．維持透析中．他院入院中に US で偶然右腎腫瘍

が疑われ，CT で右透析腎癌と診断．翌日に突然の左腰背部痛があり

CT で左腎自然破裂と診断され近医救命センターで腎動脈塞栓術施

行．後日，当院紹介受診し，開腹両側腎摘術施行．病理では両側の多

発嚢胞内に clear cell carcinoma の増生を認め，ACDK (Acquired cystic

disease of kidney) 合併両側腎細胞癌，G2，V0，pT1a と診断．左腎破

裂も腫瘍増生に伴う出血が疑われた．腎自然破裂に対しては，原因検

索を行い悪性腫瘍が否定出来ない時は，腎摘除が必要と思われた．特

に，透析患者の腎自然破裂では，ACDK 合併腎細胞癌の可能性もあ

り腎摘除術も考慮すべきである．

左腎癌術後に発症した上腸間膜動脈症候群の 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）

65歳，男性．肺癌術後の経過中に指摘された径 3 cm 大の左腎腫瘍に

対し，2007年 9月腹腔鏡下根治的左腎摘除術を施行した．病理組織は

clear cell carcinoma，G2，pT1a であった．術後 8日目に退院となるも

同日に嘔吐出現し，術後10日目に緊急入院．CT，上部消化管造影に

て上腸間膜動脈と大動脈に挟まれた十二指腸水平部の狭小化が認めら

れたため，上腸間膜動脈症候群と診断した．絶食，胃管挿入と中心静

脈栄養にて治療を開始した．術後34日目に経口摂取可能となり，44日

目に退院となった．腎癌の術後イレウスの鑑別疾患の 1つに本症を考

慮する必要があると思われた．

腎癌脊椎転移に対して集学的治療を行った 1例 :伊藤将彰，赤松秀

輔，高橋 彰，小倉啓司（大津赤十字） 59歳，男性．左腎細胞癌に

対して2004年10月後腹膜鏡下腎摘除術を施行後，多発骨転移を来たし

IFNα・5′-DFUR・放射線などを行っていた．数日前より両下肢不全

麻痺を自覚し2008年 5月 1日入院となった．MRI にて Th7・8 に脊

椎転移と脊髄圧迫を認め，麻痺の原因と診断された．放射線照射は施

行済みでかつ出血のリスクにて手術が困難と診断されたため sorafenib

投与・塞栓術さらにラジオ波焼灼術 (RFA) を施行した．上記処置に

て転移巣は著明に縮小し下肢機能が自力歩行可能になるまで回復し

た．腎細胞癌脊椎転移は放射線効果も乏しく手術に伴う出血のリスク

も高い．塞栓術・RFA は放射線科医による治療であるが比較的手技

も簡単で合併症の頻度も少なく，同様の症例に対して検討すべき治療

法の 1つと考えられる．

右腎癌摘除術後， 8年後に左卵巣・子宮転移を認めた 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（関西医大附属滝井），圦 貴，四方伸明（同病理），溝上友美（同

産婦人科），松田公志（関西医大附属枚方） 58歳，女性．2000年 8

月右腎癌 (cT2N0M0) に対して根治的右腎摘除術施行．定期観察中

2008年 3月 CT 検査にて左卵巣腫瘍・子宮筋腫を認め，産婦人科にて

手術施行．病理診断は clear cell carcinoma，腎癌の左卵巣・子宮転移
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であった．

術後29年目に再発を認めた腎癌膵転移の 1例 :西川徳彰，鞍作克

之，芝野伸太郎，森本和也，二宮典子，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市

立大），姜 宗憲（相原アベノ診療所） 78歳，男性．29年前，左腎

細胞癌に対し腎摘術施行．その後再発なし．腹部膨満感を主訴に近医

受診．臨床経過，腹部 CT 所見より腎癌膵転移を疑われ，当院紹介．

経皮的腫瘍生検施行，病理結果は clear cell carcinoma．IFN 治療を

行った．

CEA 産生腎盂癌の 1例 :種田倫之，堀井泰樹，東 義人（康生会

武田），内田潤二（済生会泉尾） 58歳，男性．2006年 4月肉眼的血

尿にて前医受診．右腎盂癌の診断下に右腎尿管全摘術を施行された．

2007年 7月労作時呼吸困難にて当院入院，CT スキャンにて胸骨，多

発性肝，腰椎，後腹膜リンパ節転移を認めた．CEA 134.5 ng/ml と高

値で，他に明らかな原発巣を認めず，原発標本の CEA 染色陽性で

あったことから，CEA 産生腎盂癌の多発性転移と診断した．まず

MEC 化学療法 2コースを施行したが PD，CEA 365.7 ng/ml となっ

たため，GEM，PTX 併用療法を 6コース施行， 3コース後までNC，

CEA 354.3 ng/ml であったが，以降 PD に転じ CEA 554.8 ng/ml まで

上昇した．その後 5′-DFUR 内服に変更し緩和療法中の2008年 5月に

自殺死亡した．尿路上皮癌における CEA の著増は予後不良を示唆

し，その増減は病勢を反映している可能性が高いと思われた．

腎実質全体が白色の腫瘍像を呈した下部尿管癌の 1例 :豊島優多，

穴井 智，田中宣道，藤本清秀，平尾佳彦（奈良県立医大） 77歳，

男性．尿潜血を主訴に他院にて右尿管癌 (cT1) と診断されるも 2年

間治療拒否．肉眼的血尿と右側腹部痛を自覚し当科受診．右腎尿管全

摘＋膀胱部分切除術施行．摘出腎割面は全体が白色の腫瘍像を呈して

いた．

MIBG シンチにて集積を認めた左副腎皮質癌の 1例 : 三浦徹也，

吉行一馬，山田裕二，濱見 学（県立尼崎） 80歳，女性．主訴は左

側腹部痛．CT にて 13 cm 大の左副腎腫瘍を認めた．MIBG シンチ陽

性であったが，内分泌学的には褐色細胞種は否定的であった．左副腎

腫瘍摘除術施行．病理結果は副腎皮質癌であった．

腹腔鏡下腎部分切除術後に腎動静脈瘻を来たした 1例 :金川鉱司，

西澤 哲，佐々木有見子，倉本朋未，森 喬史，射場昭典，藤井令央

奈，南方良仁，松村永秀，新谷寧世，柑本康夫，稲垣 武，原 勲

（和歌山県立医大） 71歳，男性．右腎腫瘍に対する腹腔鏡下腎部分

切除術後に肉眼的血尿が持続し保存的治療を行っていた．第29病日に

出血性ショックを来たし，CT および血管造影にて腎動静脈瘻を認め

たため，コイル塞栓術を施行した．

腎癌術後小腸転移の 1例 :二宮典子，玉田 聡，川嶋秀紀，仲谷達

也（大阪市立大） 44歳，男性．2005年 3月に健康診断で左腎腫瘤を

指摘，同年 5 月に左腎摘術施行した (clear cell carcinoma，G2，

pT3bN0M0）．術後免疫療法として週 3回の IFNα 600万単位を投与す

るも，2006年 9月にイレウス症状を認め，精査で小腸腫瘍，リンパ節

腫大，多発性肺腫瘍を指摘した．小腸内視鏡で腫瘍部生検を行い，

clear cell carcinoma であったため腎癌術後小腸転移と診断した．2006

年11月に週 5回の天然型 IFNα 500万単位投与へ変更したが，2007年

4月より Ht 14％の高度貧血と難治性イレウスのため腸管バイパス

術，人工肛門造設術を施行した．一時的に経口摂取可能なまでに回復

したが，全身状態の悪化を認め，バイパス術後第30病日に死亡した．

前 立 腺 STUMP (stromal tumor of uncertain malignant

potential) の 1例 : 川村憲彦，中井康友，小林岳彦，湊 のり子，角

田洋一，河嶋厚成，中山雅志，高尾徹也，高山仁志，辻畑正雄，西村

和郎，野々村祝夫，奥山明彦（大阪大），三馬省二（県立奈良） 64

歳，男性．1997年 8月 PSA 46 ng/ml にて近医受診．計 5度の前立腺

生検を施行されるも，前立腺癌を検出せず．また，前立腺生検後より

前立腺嚢胞が出現し，経皮的嚢胞穿刺を定期的に施行するも，嚢胞の

増大を認めるため， 2度の腹腔鏡下開窓術を施行．しかし，嚢胞は再

発・増大するため，2007年 9月当科受診．前立腺生検の標本を病理専

門医に依頼したところ，前立腺STUMPと診断されたため，2008年1

月前立腺全摘除術を施行．摘除標本の病理診断も前立腺 STUMP で

あった．術後 8カ月を経過したが，再発を 認めていない．

男性不妊を契機に発見された Leydig cell 腫瘍の 1例 :白石裕介，

西山博之，後藤裕文，住吉崇幸，土橋一成，宮崎 有，清水洋祐，井

上貴博，大久保和俊，渡部 淳，神波大己，吉村耕治，兼松明弘，中

村英二郎，賀本敏行，小川 修（京都大） 38歳，既婚男性． 1歳時

左精巣腫瘍にて高位摘除術，化学療法の既往あり．不妊症精査中に

行った超音波検査で右精巣に 10×7 mm の腫瘍を指摘．CT で他に転

移を認めず，腫瘍マーカーはすべて陰性．内分泌検査で LH，FSH の

軽度高値を認めた．術中迅速診断で悪性所見がないことを確認後，精

巣部分切除と正常部からの TESE を施行．病理診断は周囲に Leydig

cell hyperplasia を伴う Leydig cell 腫瘍．後日，顕微授精で妊娠に成功

した．術後 6カ月腫瘍の再発を認めていない．成人 Leydig cell 腫瘍の

2∼ 3割に不妊症を認め，本例は性腺機能低下に伴う LH の長期刺激

が hyperplasia および腫瘍を引き起こした可能性があると考えられた．

精巣腫瘍に対する化学療法後に 2次性急性骨髄性白血病を発症した

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） 25歳，男性．左陰嚢腫大を主訴に2003年10月当科初

診．CT で長径 90 mm の左傍大動脈リンパ節腫脹認め，腫瘍マー

カーはHCG-β 649.2 mIU/ml，AFP 40 ng/ml と高値．左高位精巣摘除

術施行（病理 : 胎児性癌）．術後 PEB 療法を 4クール施行．腫瘍マー

カー陰性化するも，左傍大動脈リンパ節腫脹は依然長径 40 mm であ

り，2004年 3月後腹膜リンパ節郭清術施行．病理で viable cell なし．

その後外来経過観察となり， 3年 5カ月完全寛解．2007年 8月の採血

で WBC 17,600/μl，Hb 8.3 g/dl，Plt 1万/μl と異常値を認め，緊急骨

髄生検施行．骨髄内に白血病細胞の浸潤認め，芽球46％，CD13・

CD33 陽性で，エトポシド治療後ということから，治療関連AMLと

診断．寛解導入療法，臍帯血移植施行するも，2008年 3月永眠．PEB

療法にて寛解後も厳重なフォローアップが必要と考えられた．

両側尿管腫瘍に対して自家腎移植により腎機能を温存しえた 1例 :

飯田剛嗣，河 源，原田二郎，三島崇生，渡邉仁人，日浦義仁，大口

尚基，木下秀文，松田公志（関西医大枚方），大江知里，坂井田紀子，

植村芳子（同病理） 74歳，男性．肉眼的血尿にて受診．CT にて右

腎実質菲薄化，右下部尿管腫瘍，左上部尿管腫瘍を認め cT1N0M0 と

診断．精査より高分化で限局性の尿管腫瘍と考えられたため，右腎は

腹腔鏡下腎尿管全摘除術施行．左腎は尿管部分切除術，自家腎移植施

行，術後に BCG 腎盂内注入を追加し，腎機能の温存が可能であっ

た．

精巣海綿状血管腫の 1例 :鄭 裕元，楠田雄司，岡本雅之，小川隆

義（姫路赤十字），藤澤真義（同病理），水野禄仁（水野クリニック）

77歳，男性．右陰嚢の不快感を主訴に近医受診．触診にて右陰嚢内に

硬結を認め，超音波検査で右精巣内に内部不均一な石灰化を伴う腫瘤

を認めたため，当科紹介となる．右精巣腫瘍の診断にて，右高位精巣

摘除術を施行した．摘出標本は 30×40×35 mm 大で，割面は暗赤色

で，出血を伴っていたが，腫瘍と周辺組織との境界は明瞭であった．

組織学的所見は，拡張した血管の集簇からなる病変で，内部には陳旧

化した血栓が生じており，梗塞壊死を認めていた．病理診断は左精巣

海綿状血管腫であった．精巣原発の血管腫は，国内外で45例の報告が

あり，本邦に限れば20例目であった．

成人の停留精巣に発見された精巣腫瘍の 1例 : 新納摩子，内藤泰

行，山田剛司，中村晃和，沖原宏治，水谷陽一，河内明宏，三木恒治

（京都府立医大） 21歳，男性．主訴は精巣の位置異常．2007年 9月

に近医にて精巣の位置異常を指摘され，同年11月に精査加療目的に当

科紹介受診．超音波検査で約 3㎝ の内部エコ均一である精巣を右鼠

径部に確認．血液検査データ上，明らかな異常所見なし．MRI 上，

内部は均一で明らかな悪性所見は認めず．2008年 3月に高位精巣摘除

術を施行．精巣は右鼠径管内に存在し，割面は正常であった．病理組

織学的診断は seminoma with intratubular malignant germ cells であり，

精粗細胞の不存在と精細管の萎縮を認めた．思春期以降の停留精巣に

は妊孕性は期待できず，また，悪性化の可能性も高いとの報告が多く

あり，十分なインフォームドコンセントのうえ摘出が望ましいと考え

る．

性腺外胚細胞腫治療12年後に精巣腫瘍の発生を認めた 1例 : 山田
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祐介，樋口喜英，上田康生，鈴木 透，邱 君，丸山琢雄，近藤宜

幸，野島道生，山本新吾，島 博基（兵庫医大），中井真由美，廣田

誠一（同病理） 症例は41歳，男性．1993年，後腹膜性腺外胚細胞腫

(embryonal carcinoma) に対し化学療法を施行．化学療法終了後左腸

骨領域に 5 cm 大の腫瘍が残存したが，増大傾向を認めず，経過観察

となった．2001年以降 lost follow．2006年左腰背部痛を認め，近医受

診．CT などの精査により，増大した骨盤内腫瘍による左水腎症と診

断された．また，この再診時に左精巣腫瘍を認めたため，骨盤内腫瘍

摘除術と同時に左高位精巣摘除を行った．骨盤内腫瘍は一部軽度異型

を伴った腺組織と軟骨組織からなり，slow growing teratoma と考えら

れた．左精巣腫瘍は seminoma であった．性腺腺外胚細胞腫治療後の

経過中に精巣に異常所見を認めなかったこと，性腺腺外胚細胞腫と精

巣腫瘍の組織型が異なっていることから，左精巣腫瘍は性腺外胚細胞

腫の経過中に新たに発症したものと考えられた．

急激な転帰を辿った傍精巣横紋筋肉腫の 1例 : 山本致之，西村健

作，林 拓自，嘉元章人，氏家 剛，任 幹夫，三好 進（大阪労

災） 71歳，男性．主訴は右陰嚢内容の腫大，疼痛にて，2007年10月

22日当科受診．右陰嚢は手拳大，弾性硬，境界不明瞭，圧痛なし．腹

部 CT で右精巣は 6.6×4.4 cm に腫大．精索さらには内精静脈に

沿って造影効果を認め，傍大静脈リンパ節の腫大も認めた．右精巣腫

瘍 (cT3N1M0) と診断し，高位精巣摘除術施行．病理組織診断

rhabdomyosarcoma (pleomorphic type）．残存腫瘍摘除術・リンパ節郭

清術を予定したが，術後 1カ月より強い右鼠径部痛・右側腹部痛が出

現．CT にて，下大静脈周囲のリンパ節の増大，胸水貯留，腫瘍の急

激な増大を認めた．手術は不可能と判断，化学療法を考慮するも，全

身状態の悪化を認め，術後56日目に死亡となった．

精索脂肪肉腫の 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59歳，男性．

2004年より左陰嚢水腫の診断にて，複数回穿刺吸引していた．2007年

6月陰嚢水腫切除術試行．術中，精巣上部から精索に沿って黄色の腫

瘤を認めた．軟部組織腫瘍と判断し，精索を温存しつつ腫瘤を摘除し

た．病理学的には高分化型脂肪肉腫であった．術後15カ月経過してい

るが再発は認めていない．自験例は，調べえた限りでは本邦報告107

例目であった．脂肪肉腫の予後は一般的に組織型が大きな因子と言わ

れ，自験例は比較的予後の良好な高分化型であった．脂肪肉腫に対す

る治療は腫瘍の摘除が第一選択であり，化学療法，放射線療法の効果

についてはまだ不明である．本邦では術後10年の再発の報告もあり，

長期間に渡る経過観察が必要である．

後腹膜脂肪肉腫の 1例 :倉本朋未，金川紘司，佐々木有見子，西澤

哲，森 喬史，射場昭典，南方良仁，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） 症例は50歳，女

性．検診のエコーで左上腹部に 15 cm 大の充実性腫瘤を指摘され

CT，MRI 施行し左後腹膜腫瘍疑いで当科紹介となった．CT，MRI

では脂肪成分を伴う内部不均一な腫瘍を認め，腫瘍は膵臓，脾臓，横

行・下行結腸，左腎を圧排していた．画像上後腹膜脂肪肉腫を疑い，

経腹膜的腫瘍摘出術を施行した．腫瘍と周囲臓器との境界は明瞭で腫

瘍のみを切除した．腫瘍最大径は 28 cm．摘出重量は 2.2 kg．病理学

的診断は高分化型脂肪肉腫であった．術後 4カ月現在再発なく経過観

察中である．今回，後腹膜脂肪肉腫の 1例を経験したので文献的考察

を加え報告する．

後腹膜巨大脂肪肉腫の 1例 :湊 のり子，山本圭介，高山仁志，芝

政宏，宮川 康，桃原実大，今村亮一，中山治郎，野々村祝夫，奥山

明彦（大阪大） 52歳，男性．2006年夏頃から右下腹部から鼠径部の

無痛性腫瘤を自覚するも放置．2006年12月，肝血管腫の経過観察中に

他院にて施行された腹部 CT で大腿にまで及ぶ巨大後腹膜腫瘍を指摘

され，当科紹介受診．造影CTでは腫瘤は脂肪と同程度の densityで，

内部や辺縁が不均一に造影されていた．後腹膜脂肪肉腫の診断で，腫

瘍切除術を施行．右骨盤腔から鼠径靭帯を超え大腿筋間までの腫瘍を

1塊として摘出した．腫瘍は 30×15 cm 大で割面は黄色であった．

病理組織では高分化脂肪細胞が増殖している像と異型脂肪芽球が見ら

れ高分化脂肪肉腫であった．その後追加治療は施行せず，術後 1年半

経過した現在，腫瘍の再発・転移を認めていない．本症例に当科にお

ける後腹膜脂肪肉腫 7例と，若干の文献的考察を加えて報告する．

後腹膜 Myxofirosarcoma の 1 例 : 武田 健，上原 満，鄭 則

秀，志水清紀，今津哲央，吉村一宏，清原久和（市立豊中），竹内

真，花田正人（同病理診断） 63歳，男性．主訴は右腰背部鈍痛と全

身倦怠感．CT で 21×14 cm 大の右後腹膜腫瘤を認め腫瘤摘出術を施

行した．摘出標本の重量は 2,900 g だった．右腎は腫瘍との剥離が困

難だったため合併切除した．病理診断は myxofibrosarcoma，high-

grade だった．術後 6カ月で左肺上葉に単発転移，術後11カ月で下大

静脈背側のリンパ節再発を認めたが，いずれも切除しえた．

Myxofibrosarcoma の再発リスク因子として腫瘍の大きさ・悪性度・発

生部位（四肢か深部か)・原発巣摘出後 1年以内の再発，アジュバン

ト療法（ドキソルビシンがベースの化学療法や放射線療法）の有無な

どが報告されている．本例は多数のリスク因子をもち，すでに遠隔転

移もあることから，化学療法を行う予定である．

BCG 膀胱内注入療法後に発生した Reiter 症候群の 1例 : 伊丹祥

隆，影林頼明，福井真二，鳥本一匡，三馬省二（県立奈良） 80歳，

男性．68歳時に前立腺癌に対して前立腺全摘術施行し，以後 LH-RH

療法中．78歳時に右腎盂癌，膀胱癌に対し，後腹膜鏡下右腎尿管完全

摘除術および TUR-Bt を施行した．2008年 3月に膀胱癌の再発を認

め，同年 3月に TUR-Bt を施行し，病理にて CIS が検出されたため，

4月より週 1回のイムシスト (81 mg) 膀胱内注入療法を開始した．

6回目注入後より発熱，結膜炎様症状，後頭部および両肩関節痛が出

現した．また入院後施行した HLA 検査では HLA-B40 が陽性であっ

た．BCG 注入後に多発関節炎，眼症状，尿道炎を併発しており，他

の疾患も否定的であったため Reiter 症候群を考え，INH と消炎鎮痛

剤の内服および抗菌剤点眼，ステロイド点眼治療を開始し，その後

徐々に諸症状は改善した．

進行性の膀胱憩室扁平上皮癌の 1例 :山口唯一郎，上阪裕香，古賀

実，菅尾英木（箕面市立），林 哲也（大阪厚生年金），中 祐次（な

かクリニック） 66歳，女性．2006年 8月に無症候性肉眼的血尿で受

診し，膀胱鏡で頂部の憩室内に solid な腫瘍があり，CT・MRI で 2

cm の壁外浸潤を伴う憩室腫瘍と診断．尿細胞診陽性で経尿道的生検

にて腫瘍は SCC で random biopsy はすべて陰性であり膀胱部分切除

術を施行．SCC＞ UC，G3＞G2，pT3aで，SCC 抗原は正常で転移は

認めず患者希望にて追加治療なしとしたが， 8カ月後に傍大動脈リン

パ節転移が出現．SCC 抗原は上昇しており，MVAC 療法 2コース施

行するも PD．CDDP 併用放射線療法 60 Gy を施行し転移巣は縮小し

SCC 抗原も低下した． 4カ月後には新病巣が出現しジェムシタビン

とネダプラチンによる GN 療法を 3 コース施行し再上昇していた

SCC 抗原も低下した．治療効果が乏しくなり副作用も強く GN 療法

続行不可能となり緩和医療に移行したが，SCC 抗原が病勢のモニタ

リングに有用であった．

膀胱原発印環細胞癌の 1例 :原田健一，源吉顕治（社保神戸中央）

75歳，女性．主訴は肉眼的血尿．膀胱頂部に約 1.5 cm の非乳頭状広

基性腫瘍を認め，TUR-BT にて印環細胞癌，pT2 以深であった．膀

胱原発印環細胞癌と診断し，膀胱部分切除術を施行した．術後 1年 6

カ月で再発転移を認めていない．

膀胱悪性褐色細胞腫の 1例 :小山耕平，伊夫貴直和，小村和正，稲

元輝生，右梅貴信，瀬川直樹，東 治人，勝岡洋治（大阪医大） 69

歳，女性．高血圧で内科受診，膀胱癌の疑いで泌尿器科紹介となっ

た．TUR-Bt 施行，malignant paraganglioma の診断であった．その後

受診せず，膀胱タンポナーデで再受診した．腫瘍は骨盤壁まで浸潤し

ており，CVD 療法を計26クール施行，PR であった．手術目的で紹

介となった．血中尿中のノルアドレナリン，ドーパミンは高値で，

MRI で膀胱腫瘍および壁外浸潤を認めたが，遠隔転移は認めなかっ

た．膀胱部分切除を行ったところ，褐色細胞腫であった．悪性褐色細

胞腫の診断は，遠隔転移の有無であるが，免疫染色である，MIB-

1/CD44 が有用であるとの報告がある．今回，MIB-1 陽性細胞は2％，

CD44 では細胞質が染色され，悪性の所見は認めず画像検査の結果と

一致するものであった．

尿閉を契機に発見された女子尿道腺癌の 1 例 : 林 拓自，氏家

剛，山本致之，嘉元章人，任 幹夫，西村健作，三好 進（大阪労

災） 67歳，女性．尿閉にて当科受診．MRI にて径 10 cm の骨盤内

腫瘤を認めた．経膣的腫瘍生検の結果は高分化型腺癌であった．尿道
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癌 cT3N0M0 と診断し，膀胱尿道全摘，回腸導管造設術を施行した．

若年性前立腺癌の 1例 :桑田真臣，細川幸成，熊本廣実，林 美樹

（多根総合），岡島英二郎，藤本清秀，平尾佳彦（奈良医大） 38歳，

男性．検診で PSA 5.70 ng/ml を指摘され，当科受診．直腸診上では

異常所見は認めなかった．前立腺針生検（12カ所），左葉外腺の 3カ

所から高分化型腺癌，Gleason 3＋3 が検出された．cT1cN0M0 の診断

で右側片側神経温存前立腺全摘除術施行．高分化型腺癌，Gleason 3

＋3，pT2a の診断であった．術後18カ月目まで再発を認めておらず

経過観察中である．また，術後 3カ月目より性交可能であった．後

日，患者の父も PSA 111.0 ng/ml を指摘され，前立腺針生検を施行し

低分化型腺癌，Gleason 4＋5 と診断され，家族歴を有していたことが

判明した．

若年性前立腺癌の 1例 : 高尾典恭，中嶋正和，七里泰正（大津市

民） 43歳，PSA 値10.4 ng/ml，14ヶ所生検で 1本陽性コア．42歳時

PSA 値 9.2 ng/ml での他院 6カ所生検は陰性．画像所見も含め，限局

性前立腺癌の診断にて後腹膜鏡下前立腺全摘除術（両側神経温存）を

施行した．

前立腺全摘術後の恥骨骨髄炎の 1例 :東郷容和，福井浩二，中尾

篤，古倉浩次（宝塚市立） 74歳，男性．近医より PSA が 9.5 ng/ml

のため精査・加療目的にて2007年 5月に当科紹介受診．Stage B2 の前

立腺癌にて2008年 1月に恥骨後式前立腺全摘術施行．術後 2日目に尿

道カテーテルの自己抜去．膀胱造影にて吻合部より尿漏出を認めたが

軽快し，術後14日目に尿道カテーテル抜去し退院．術後25日目に右下

肢痛出現し，疼痛増強を認め歩行困難となった．MRI にて右恥骨か

ら恥骨筋，内転筋に広がる炎症を認め，右恥骨骨髄炎と診断．長期抗

生剤投与にて，症状は自然軽快し歩行可能となった．現在，PSA 0.

012 ng/ml で外来通院中であるが疼痛再発なく経過観察中である．前

立腺全摘術後に恥骨骨髄炎を発症した症例はわれわれが調べえた限り

では本邦 8例目であった．

PSA 高値を呈した前立腺嚢胞の 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），島谷 昇（しまた

に泌尿器科） 56歳，男性．主訴は夜間頻尿．前立腺に径 14 mm の

嚢胞状病変を認め，PSA は 24.8 ng/ml であった．前立腺生検で悪性

像を認めず，経腹エコー下に穿刺・造影し，通常の TUR-P に準じ嚢

胞切除術を行った．

嚢胞形成をきたした前立腺癌の 1例 :安藤 慎，阪本祐一，中村一

郎（神戸市医療セ西市民） 60歳，男性．2005年12月便秘を主訴に当

院内科受診．CT にて前立腺に嚢胞状腫瘤指摘され当科受診した．

PSA 値 151 ng/ml，CT，MRI で前立腺に多房性嚢胞および充実性腫

瘤を認め，左閉鎖リンパ節の腫大も認めた．前立腺癌を疑い経直腸的

前立腺生検および嚢胞穿刺を施行し，中分化型腺癌，Gleason 3＋4，

嚢胞内溶液は血性，細胞診 class III であった．前立腺癌 (cT3N1M0，

stage D1) の診断で内分泌療法を開始し， 6カ月後前立腺全摘除術を

施行した．病理結果は低分化型腺癌，Gleason 3＋5，pT3apN1M0 で，

嚢胞は出血壊死による仮性嚢胞と考えられた．術後内分泌療法を施行

し，20カ月後に PSA 再発を認めた．嚢胞形成を伴う前立腺癌は稀で，

本邦では自験例を含め75例が報告されている．進行例の報告が多く，

前立腺嚢胞を認めた場合，前立腺癌も念頭に置いて診断を進めるべき

と考えられる．

前立腺導管癌の 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） 74歳，男性．前医

にて PSA 6.78 ng/ml を指摘，2007年11月当科紹介受診．同月経直腸

的前立腺針生検を施行，前立腺癌と診断．2008年 2月恥骨後式前立腺

全摘除術を施行，病理組織は前立腺導管癌であった．現在も再発，転

移を認めず．

前立腺粘液癌の 1例 :岡田宜之，横山昌平，野間雅倫，塩塚洋一，

辻川浩三，中森 繁（東大阪市立総合），山本 憲，玉井正光（同病

理） 症例は68歳，男性，2008年 1月無症候性肉眼的血尿を主訴に当

科を受診．直腸指診で軽度腫大，弾性硬であり嚢胞状腫瘤を触知し

た．PSA 18.06 ng/ml と高値認め，MRIT2 強調像にて前立腺外腺に

低信号域，隔壁を伴う嚢胞状腫瘤を認め，経直腸的前立腺針生検施行

した．病理結果は PSA 染色陽性の粘液を伴う腺癌であった．Clinical

stage T3aN0M0 であり，根治的前立腺全摘術施行した．術後病理組織

にて前立腺粘液癌（ムチン含有率80％，pT3aN0M0，Gleasonscore 4＋

4＝8) と診断された．術後経過は良好であり現在のところ再発は認め

ていない．

自然消退（消失？）した内分泌抵抗性再燃前立腺癌の 1例 :江左篤

宣，杉本公一，橋本 潔（NTT 大阪） 66歳，2001年11月（59歳時）

両上肢のしびれを主訴に当科受診．PSA 2,156 ng/ml，臨床病期

T4N0M1b の診断でゾラデックス・エストラサイトによる MAB 療法

開始し PSA 1.1 ng/ml まで低下したが，2003年 3月から再燃し，エス

トラサイト中止後の抗アンドロゲン除去症候群みられず，抗アンドロ

ゲン剤交替療法行うも無効，2004年12月 PSA 580.6 ng/ml に上昇．デ

キサメサゾンは効果があり PSA 値は20前後で推移していたところ，

2006年 4月から突然低下し，同年 8月0.1＞まで低下．骨シンチ上転

移巣の集積は消失．2007年 2月からゾラデックス LA を，2007年 4月

からデキサメサゾンを中止したが，2008年 9月現在 PSA 値は0.1＞で

ある．リポバスを2005年 2月から2007年 7月まで内服していた．

救済化学療法が有効であった前立腺癌肉腫の 1例 :福原 恒，村蒔

基次，三宅秀明，田中一志，武中 篤，藤澤正人（神戸大） 68歳，

男性．2006年 2月頻尿主訴に近医受診．前立腺肥大症の診断で他院に

て TUR-P を施行．病理結果は前立腺癌肉腫であり，2007年 5月加療

目的に当科紹介受診．初診時直腸診にて前立腺は石様硬に触れ，PSA

値は 2.05 ng/ml であった．MRI 所見にて前立腺に膀胱浸潤を伴う内

部不均一な mass を認めた．同年 6月膀胱尿道全摘除術，尿管皮膚造

設術施行．病理組織所見では前立腺癌肉腫であり，リンパ節転移認

め，その組織も癌肉腫であった．術後化学療法として AI 療法施行

後，右肺転移・PSA 上昇を認めた．救済化学療法として GD 療法を

選択し，さらに腺癌成分への効果を期待してestramustin を併用するこ

とで，肺転移は消失し PSA も感度以下まで低下した．

精巣転移を来たした前立腺癌の 1例 : 真殿佳吾，米田 傑，谷川

剛，矢澤浩治，細見昌弘，山口誓司（大阪府立急性期総合医療セ）

76歳，男性．前立腺癌に対して MAB 療法中，右陰嚢内腫瘤を自覚

し，右精巣腫瘍の疑いのもと精巣摘除目的も兼ね，右高位精巣摘除術

と左精巣摘除術を施行した．右精巣は PSA 染色陽性であり，前立腺

癌の精巣転移と診断した．

前立腺癌のホルモン療法中に同一腎の腎細胞癌と腎盂癌を認めた 1

例 : 上阪裕香，山口唯一郎，古賀 実，菅尾英木（箕面市立） 79

歳，男性．2006年 6月肉眼的血尿のため他院受診し，PSA 8.76 ng/ml

で前立腺癌 (T2aN0M0，GS 3＋3) の診断でホルモン療法を開始され

た．転居に伴い2007年12月当科紹介受診．PSA は 0.1 ng/ml 以下に

なっていたが，間歇的に肉眼的血尿があり，CT にて右腎上極に 10

cm 大の腫瘍を認めた．また逆行性腎盂造影で右下腎杯粘膜の不整が

あり腎盂尿細胞診 class V で尿路上皮癌が疑われたことから，腎癌と

腎盂癌の合併と診断し，右腎尿管全摘術と前立腺癌の治療として両側

精巣摘除術を施行した．病理診断は腎腫瘍が papillary RCC，G2，

INFβ，pT2，腎盂腫瘍が UC，G2，INFα，pT2 であった．術後無治

療で経過観察しており転移再発を認めていない．同側・同時性の腎細

胞癌と腎盂癌の本邦報告例は40数例あるが，前立腺癌を合併した症例

の報告はなかった．

対側同時発生をみた右腎細胞癌，尿路移行上皮癌（左腎盂，膀胱）

の 1例 :惣田哲次，西村憲二，小林泰之，加藤大悟，徳川茂樹，岸川

英史，市川靖二（県立西宮） 63歳，男性．幼小時期に急性糸球体腎

炎の既往あり．2008年 3月中旬より肉眼的血尿を認め当科受診．腹部

造影 CT にて径 8 cm の右腎腫瘍，3 cm の左腎腫瘍，3 cm の脾腫瘤

を認め，また膀胱鏡にて乳頭状腫瘍を認めた．右腎細胞癌，脾転移疑

いの診断にて根治的右腎・脾臓摘出術施行．病理組織学的診断は腎 :

RCC，clear cell type，G1，INFα，pT2ly0v0で，脾臓 : no tumor であっ

た．膀胱腫瘍に対し TUR-Bt 施行，UC，G1，pTa であった．MRI

にて左腎腫瘍は腎盂腫瘍が疑われ，尿細胞診で疑陽性．腎盂癌の診断

にて左腎尿管膀胱全摘除術施行．組織は UC，G3，pT3ly1v2 であっ

た．腎癌と腎盂尿管癌の対側同時発生の報告は少なく，本邦15例目で

あった．
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子宮癌の動注化学療法後に発症した膀胱壊死の 1例 :土橋一成，吉

村耕治，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，兼松明弘，中村英二郎，西山博之，賀本敏行，小

川 修（京都大），小川まどか，八木治彦，小西郁生（同産婦人科）

62歳，女性．子宮頸癌に対して放射線化学療法の施行歴あり．局所再

発に対し動注化学療法 (CDDP 80 mg，THP-ADM 45 mg，MMC 20

mg) 施行の後，右鼠径部痛と頻尿が続き当科を紹介初診．CT 上膀胱

右側壁の菲薄化を認め，また膀胱鏡では同部位の白色の粘膜変化を認

めたことより膀胱壊死と診断．放射線治療の既往から手術困難と判断

し尿道カテーテル留置にて保存的に経過観察したが，原疾患の進行に

伴う両側水腎症の出現と直腸膣瘻発症を契機に，人工肛門造設と同時

に両側尿管皮膚瘻を造設した．動注化学療法に伴う膀胱壊死は本邦で

しか報告がなく自験例が 6例目であった．

膀胱盲腸瘻を経過観察中，外腸骨仮性動脈瘤の破裂を認めた 1例 :

佐野剛視，金丸聰淳，伊藤哲之，添田朝樹（西神戸医療セ），桑田陽

一郎（同放射線），増田憲彦，清川岳彦，川喜田睦司（神戸市立医療

セ中央市民） 60歳代，女性．子宮頸癌に対して手術および放射線照

射を施行後，膀胱膣瘻を形成．25年後に膀胱盲腸瘻を形成し，経過を

みていたところ，大量に下血．血管造影で外腸骨仮性動脈瘤を認め

た．

尿膜管癌が疑われた尿膜管膿瘍合併 S状結腸癌の 1例 :吉岡伸浩，

上島成也，国方聖司（近畿大奈良） 71歳，女性．血尿，臍からの排

膿など炎症症状にて精査した結果，生検組織が腺癌であり画像上も尿

膜管癌が疑われ手術施行したところ尿膜管膿瘍を合併した S状結腸癌

であった 1例を経験したので報告する．
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