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学 会 抄 録

第272回日本泌尿器科学会東海地方会

(2016年 6月11日（土），於 KDX 桜通ビル)

副甲状腺癌の 1例 :石川智啓，加藤 隆，佐野優太，鶴田勝久，小

松智徳，木村 亨，辻 克和，絹川常郎（独立行政法人地域医療機能

推進機構中京） 65歳，女性．骨粗鬆症のスクリーニングで高 Ca 血

症を認め，追加検査で副甲状腺ホルモン高値，低リン血症，腎機能障

害を認め，副甲状腺機能亢進症疑いとして当院受診．自覚症状は倦怠

感のみで，頸部腫瘤は触知せず．採血では intact PTH 268 pg/ml，Ca

13.4 mg/dl，P 1.8 mg/dl，Cre 0.93 mg/dl．骨密度測定では軽度骨量

の低下あり．画像で甲状腺右葉下極に径 22 mm の境界明瞭な充実性

腫瘤あり，縦横比＝1．遠隔転移，リンパ節腫大なし．原発性副甲状

腺機能亢進症と診断し，右上下副甲状腺摘出術を施行．径 25 mm の

充実性腫瘍を摘出．重量 6.9 g．病理診断は副甲状腺癌．術後 1年経

過したが，intact PTH，血清 Ca，血清 P値は正常化し，局所再発，遠

隔転移を認めていない．

腹腔鏡下に摘除した巨大左副腎嚢胞の 1例 :加藤大貴，清家健作，

後藤高広，玉木正義，米田尚生（岐阜市民），横井繁明（岐阜大）

70歳，女性．左腰背部の鈍痛で近医を受診し，単純 CT にて巨大左腎

嚢胞の疑いで当院を紹介受診した．造影 CT の結果，左副腎嚢胞の診

断で 1 L 以上の穿刺ドレナージを施行し，後日，腹腔鏡下に左副腎嚢

胞を摘除した．

腎癌の気管転移に対して分子標的薬治療を施行した 1例 : 遠藤純

央，白谷裕巳，伊藤尊一郎（豊川市民） 症例は70歳，女性．2009年

に他院で根治的右腎摘除術を施行．病理は腎細胞癌，clear cell carci-

noma．2015年に気管腫瘍と縦隔リンパ節腫大を認めた．精査の待機

中に呼吸困難と気道閉塞を認め気管内挿管され搬送．気管腫瘍生検と

気管支ステントを留置されて呼吸困難は改善した．生検結果は腎癌の

気管転移であった．その後，転移性腎癌に対する治療目的に当科へ紹

介．PS は 0，MSKCC 分類は favorable，気管と縦隔リンパ節以外に

は転移を認めなかった．スニチニブ 37.5 mg/日， 2週投与 1週休薬

で治療開始．有害事象はグレード 1，気管腫瘍と縦隔リンパ節は縮

小．現在は 2投 2休で治療を継続している．

若年者に発症した嫌色素性腎細胞癌の 1例 :武田知樹，廣瀬泰彦，

成山泰道，中根明宏，窪田裕樹（愛知県厚生農業協同組合連合会海

南） 22歳，女性．主訴は右腰背部痛．近医にて超音波検査で右腎腫

瘤を指摘され，当科紹介となった．血液検査では，LDH 5,370 IU/l，

CRP 10.45 mg/dl と異常高値を認めた．CT，MRI 検査にて，右腎上

極に 12×11×11 cm 大の腫瘤を認めた．腫瘤は境界明瞭，内部不均

一であり，造影効果に乏しかった．右腎癌（cT2bN0M0）と診断し，

経腹的根治的右腎摘除術を施行した．摘出重量 1,180 g．腫瘤は灰色

を呈し，内部は広範に壊死していた．病理診断は嫌色素性腎細胞癌

（eosinophilic variant），Furman grade 2，pT2b であった．術後経過良好

であり，術前高値を示した LDH，CRP は速やかに正常化した．手術

から 1年経過した現在，再発を認めていない．若年者に発生した嫌色

素性腎細胞癌の 1例を経験したので報告した．

血液維持透析中に偶然発見された後腹膜悪性リンパ腫を合併した腎

細胞癌の 1 例 : 川瀬 真，石田貴史，加藤成一，増栄成泰，宇野雅

博，藤本佳則（大垣市民） 70歳，女性．慢性腎炎にて 5年前より血

液維持透析導入．定期CTにて偶然右腎癌を指摘され当科紹介．病期

診断目的の 18G-FDG-PET/CT にて，左後腹膜に集積する腫瘍を指摘

され，右腎癌および左後腹膜腫瘍に対してそれぞれ腹腔鏡下にて手術

を施行した．病理結果は腎細胞癌 pT1aN0M0（clear cell carcinoma），

後腹膜悪性リンパ腫（血管免疫芽球性T細胞リンパ腫）であった．術

後 CHOP 療法 6コース施行した．腎癌と悪性リンパ腫の重複発生率

は，悪性リンパ腫とその他の上皮性腫瘍との重複発生率に比べて有意

に高いといわれているが，比較的稀であり，調べえた限りでは本邦の

報告例29例であった．その要因としてサイトカインの関与を指摘する

文献も見られている．今回，われわれは腎細胞癌と悪性リンパ腫を同

時に発症した 1例を経験したので，他の報告例との比較，文献的考察

を含めて報告する．

突発性膀胱タンポナーデの原因が，尿管カテーテル留置に伴う外腸

骨動脈―尿管瘻であった 1例 :景山拓海，曽我倫久人，小倉友二（愛

知県がんセ中央），近藤紳司（同婦人科） 55歳，女性．子宮頸癌術

後（広汎子宮全摘，両側付属器切除，腹膜播種摘出），右尿管膣瘻，

左尿管狭窄を発症し両側尿管カテーテル留置後11カ月が経過してい

た．骨盤内および腹部大動脈領域の放射線治療および化学療法施行後

に，突然の意識消失を伴う膀胱大量出血を来たし，間欠的な膀胱タン

ポナーデを繰り返した．膀胱鏡検査で膀胱粘膜に異常を認めず，CT

検査でも上部尿路に出血源を認めなかった．化学療法に伴う骨髄抑制

の回復を待って両側腎瘻造設を先行し腎機能を改善させた後，血管―

尿管瘻の有無を確認するため血管造影検査を施行した．右外腸骨動脈

に仮性動脈瘤を認め，膀胱タンポナーデの原因は右外腸骨動脈―尿管

瘻と診断した．右総腸骨∼外腸骨動脈へのステントグラフト挿入術お

よび右内腸骨動脈塞栓術を施行し，出血はコントロール可能であっ

た．長期間の尿管カテーテル留置中の血尿は，腸骨動脈―尿管瘻の形

成を念頭に入れる必要があると考えられた．

膀胱癌右外腸骨リンパ節転移に対し，ステント留置にて尿管動脈瘻

の発症を予防した 1例 : 杉山恭平，日柴喜公輔，室 悠介，仲島義

治，公平直樹，吉村耕治（静岡県立総合） 症例は67歳，男性．他院

にて膀胱癌に対し膀胱全摘除術，回腸導管造設術施行．術後 1年 3カ

月後に局所再発を認め両側尿管ステント留置．その 2カ月後には右外

腸骨リンパ節に転移を認めた．当院紹介前に各種化学療法施行するも

右外腸骨動脈リンパ節の転移巣が増大し，右外腸骨動脈と左右の尿管

を巻き込むような形となった．化学療法の効果は PD であり放射線療

法を考慮したが，その際に致命的な尿管動脈瘻を生じる可能性があ

り，右外腸骨動脈に対し予防的にステントグラフト留置術を施行する

方針となった．心臓血管外科に依頼し EVAR 施行．Endurant 10×

10×82 mm を右外腸骨動脈と尿管ステントが交差する部分を中心に

留置し，放射線療法施行．その後多発肝転移などを来たし EVAR 後

1年 1カ月のちに永眠したが，その間尿管動脈瘻の発症は認めなかっ

た．

眼窩，傍脊柱起立筋と空間的同時多発を来たした尿管サルコイドー

シスの 1例 :村松知昭，副田雄也，水野秀紀，岡本典子，木村恭祐，

青田泰博（独立行政法人国立病院機構名古屋医療セ），岡村菊夫（東

名古屋） 症例は73歳，男性．視野障害を自覚し他院受診．眼窩内腫

瘤を指摘され生検目的に当院眼科受診．生検で類上皮細胞と判明，結

核感染，サルコイドーシス疑いとなり膠原病内科で精査となった．肺

門部リンパ節腫脹，造影 CT にて傍脊柱起立筋，そして右腎盂拡張，

尿管壁に造影効果を認め診断目的に整形外科，当科紹介受診．整形外

科にて局所麻酔下で筋生検，当科で尿管鏡生検，尿管ステント留置術

を施行した．組織診にて傍脊柱起立筋は正常筋組織のみであったが，

尿管は眼窩と同様の病理結果となった．結核感染は否定されたためサ

ルコイドーシスの診断でプレドニゾロン内服開始となった．導入後傍

脊柱起立筋は触診上著しく改善した．尿管ステント抜去後，DIP に

て依然腎盂尿管の拡張は残存している．尿管サルコイドーシスは比較

的稀な疾患であり，20例程度の報告しかない．診断に関しては除外項

目が重要となるので，積極的な組織診が必要であると考えられた．

小児尿管嵌頓結石の 1例 :杉野輝明，海野 怜，飯田啓太郎，内木

拓，浜本周造，安藤亮介，岡田淳志，戸澤啓一，林 祐太郎，安井孝

周（名古屋市大） 2歳 4カ月，女児．主訴は肉眼的血尿．超音波検

査にて右水腎症があり，腹部 CT にて 8 mm 大の右尿管結石を認め

た．一期的に腎瘻造設と TUL を行い，結石を摘出した．術後に尿管

狭窄は認めていない．
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尿膜管に発生した悪性黒色腫の 1例 :渡邉弘充，西川昌友，倉橋俊

史（聖隷三方原） 症例は63歳，男性．前立腺肥大で通院中近医にて

膀胱に近接する直径 5 cm 大の腫瘤を指摘され紹介．小腸内視鏡にて

小腸内腔に腫瘍性病変は認めないものの，各種画像評価にて膀胱との

連続性を認めず，GIST や神経原生腫瘍などの小腸粘膜下腫瘍の診断

となった．明らかな遠隔転移はなく，2014年 8月14日に腹腔鏡下腫瘍

摘出術施行．術中所見にて正中臍索に一致して黒色の腫瘤を認め，尿

膜管腫瘍の所見であった．腫瘍周囲には黒色の結節を複数認めた．腫

瘍本体を全摘，また周囲結節を可能な範囲で切除した．病理結果は明

細胞肉腫で悪性黒色腫，腹膜播種の診断であった．抗 PD-1 抗体によ

る化学療法を検討し他院紹介．患者との相談の結果経過厳重観察と

なった．術後約 2年の現在まで再発なく経過している．

内鼠径ヘルニアを合併した陰嚢脱分化型脂肪肉腫の 1例 : 山田健

司，海野奈央子，金本一洋，橋本良博，岩瀬 豊（豊田厚生） 42

歳，男性．右陰嚢腫大で受診．陰嚢内容はグレープフルーツ大．

MRI，CT で右鼠径ヘルニア，それに伴う炎症性腫瘍の診断で外科に

て手術施行．内鼠径ヘルニア，鼠径陰嚢内巨大腫瘍の所見．鼠径部の

腫瘍は摘除しメッシュ法でヘルニア門閉鎖．病理結果は脂肪腫．後日

右陰嚢内腫瘍摘除依頼あり．陰嚢内腫瘍，高位精巣摘除術施行．病理

結果は脱分化型脂肪肉腫であった．

膀胱に発生した炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の 1例 :惠谷俊紀，最上

徹（三重県厚生農業協同組合連合会菰野厚生） 52歳，男性．無症候

性肉眼的血尿を主訴に受診した．既往歴は慢性関節リウマチ，家族歴

には特記すべき点を認めなかった．膀胱鏡で頂部に 3 cm 大の広基性

非乳頭型腫瘍を認めた．CT では明らかな遠隔転移を認めず，MRI

では膀胱頂部に筋層浸潤を伴う膀胱腫瘍を認めた．cT3N0M0 の膀胱

腫瘍の疑いで TURBT を施行した．HE 染色では紡錘形細胞からなる

腫瘍で，炎症性細胞の浸潤を伴っていた．免疫染色の結果とあわせ，

炎症性筋線維芽細胞性腫瘍と診断した．追加治療として，膀胱部分切

除術を施行した．膀胱部分切除術の摘出標本においても炎症性筋線維

芽細胞性腫瘍の診断が一致し，切除断端は陰性であった．追加治療は

施行せず，現在外来で経過観察中であるが，術後 3年に至り，明らか

な再発を認めていない．

尿閉を来たした前立腺の血管炎の 1例 :伊藤 博，初瀬勝朗，大藪

真理子（一宮市立市民），河合 隆（河合クリニック） 35歳，男性．

2009年 5月に血尿，尿閉を来たす．CT で前立腺部から膀胱に突出す

る腫瘤があり，その他横行結腸に 5 cm の腫瘤，脾臓に 4 cm の石灰

化を伴う腫瘤がみられた． 5月20日 TUR を施行，病理では腫瘍性病

変か否かも不明瞭であった．同年 6月 4日開腹手術を施行，膀胱前立

腺部の腫瘤は膀胱高位切開にて可及的に切除，迅速病理で悪性所見が

なく前立腺や膀胱の全摘出は行わなかった．横行結腸の腫瘍と脾臓を

摘出した．その時の病理結果では横行結腸部の GIST，脾臓への転移

が疑われた．以上から転移を来たした GIST としてイマチニブの内服

を行った．2015年 2月に尿閉となり再度TURを施行した．その後改

めて病理組織を検討した結果，膀胱前立腺部の腫瘤は血管炎の所見で

腫瘍病変でなく，脾臓は sclerosing angiomatoid nodular transformation of

the spleen（SANT）と考えられた．現在排尿症状は軽快しおり，内科

的検索でも全身の血管炎を疑う所見はなく経過観察している．

多発リンパ節転移を伴う女子尿道憩室癌の治療経験 :神田裕佳，袴

田康宏，杉浦皓太，今井 伸，米田達明（聖隷浜松） 46歳 女性．

2014年 2月 左背部痛を主訴に近医受診．エコーで左水腎症を指摘さ

れ， 3月当科紹介．CT で鼠径部，傍大動脈，骨盤内に多発リンパ節

腫脹を認め，左尿管が傍大動脈リンパ節に巻き込まれる形で水腎・水

尿管症を呈していた．MRI で尿道憩室内に 16 mm 大の腫瘍を認めた

が，膀胱鏡では尿道・膀胱内に異常なく位置を特定できなかったた

め，経膣的に超音波ガイド下針生検を行った．尿細胞診は陰性．各種

腫瘍マーカー（CEA，AFP，CA19-9，CA125，sIL-2r，SCC）は正常

値．鼠径リンパ節開放生検と尿道憩室腫瘍の病理組織像は一致（浸潤

性の低分化癌，腺癌あるいは腺への分化傾向を示す尿路上皮癌）し，

尿道憩室癌 多発リンパ節転移として，化学療法を施行した．2014年

5月より GEM＋CDDP 療法 7コース施行．当初 2コースでは PR を

得られたが， 7コース施行後に原発巣増大のため尿閉となり TS-1＋

CDDP へ移行．その後，病勢進行し，初診から 1年 8カ月後に死亡

した．

排尿困難を来たした処女膜閉鎖症の 1例 :藤井泰普，太田裕也，池

上要介，丸山哲史（名古屋市立東部医療セ） 症例は12歳，女児．排

尿困難にて当院受診．超音波検査にて膀胱緊満と子宮腫大あり．CT

検査では膣の拡張と子宮の頭側偏位を認め，処女膜閉鎖症と診断．同

日，産婦人科にて輪状切除術施行．術後，排尿困難は消失．

カバジタキセルが長期間奏功している去勢抵抗性前立腺癌の 1例 :

永井 隆，秋田英俊，田中勇太朗，小林大地，小林隆宏，岡村武彦

（安城更生） 患者は53歳，男性．主訴は排尿困難．近医で PSA 58.9

ng/ml と高値を指摘され，当科を紹介受診．精査で，前立腺癌

cT3aN0M0，Gleason score 5＋3 の診断．CAB 療法開始し，PSA 再燃

に対して放射線療法およびアンドロゲン交替療法を施行．治療開始よ

り67カ月で，ドセタキセルを導入し，23コース施行．その後の PSA

再上昇し，エンザルタミドを 3カ月使用するも，再燃．95カ月時点

で，カバジタキセル導入．開始時 PSA は 49.3 ng/ml．17コース施行

後，PSA は 19.5 ng/ml と著明な PSA 再上昇を認めていない．当院で

は 1コースを 4週間とし，17.5 mg/m2 と長い間隔かつ低い用量で施

行している．当院での施行例 8例と国内第 1相試験を比較すると，

PSA が50％以上低下した症例は 8例中 2例で，国内第 1層相試験と

比較し，若干低い割合であった．副作用は血液学的毒性，非血液学的

毒性とも低い傾向にあった．本症例では，低用量，間隔の長い投与に

より，治療効果を維持しつつ，継続が可能であった．

Stromal tumor of uncertain malignant potential（STUMP）の 1

例 : 服部恭介，小林弘明，大橋朋悦，石田 亮，錦見俊徳，山田浩

史，横井圭介（名古屋第二赤十字） 症例は37歳，男性．排尿困難感

にて近医受診．前立腺は長径 8 cm であり，PSA は 88.9 ng/ml と高

値であった．組織診断のため前立腺生検，TUR-P および経会陰的生

検を施行したが，平滑筋腫瘍の疑いがあるものの，病理学的には評価

困難な像であった．画像上前立腺の腫大と PSA の上昇（135.3 ng/

ml）を認めたため，手術目的に当院紹介受診となった．術前 MRI で

は前立腺に 84×76×82 mm の腫瘤性病変を認めた．内部は充実性成

分と背側には嚢胞性病変を認めた．当院受診 2カ月後，前立腺全摘術

を施行した．前立腺背側で直腸との癒着が非常に強く，直腸損傷した

ため回腸瘻造設術も合わせて施行した．病理診断の結果は stromal

tumor of uncertain malignant potential（STUMP）であった．STUMP は

稀な疾患であり，本邦では報告例は少ない．基本的には良性であるが

悪性転化も報告されており，慎重な経過観察が必要である．本症例で

は術後 7カ月現在悪性転化，再発は認めていない．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術 6カ月後に感染性リンパ嚢腫

を来たした 1例 :谷口友規，高橋義人，小鷹博人，川瀬紘太，藤本祥

太，石田健一郎，山田 徹，谷口光宏（岐阜県総合医療セ） 70歳

代，男性．ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術および骨盤内リンパ

節郭清術 6カ月後に，発熱，倦怠感を主訴に当院総合診療科受診．

CT で骨盤内嚢胞性病変，血液検査で炎症反応の高値を認めたため，

当科紹介．遅発性感染性リンパ嚢腫と診断し，超音波ガイド下に穿刺

吸引すると膿性排液を認めた． 4週間の抗生剤治療および経皮的ドレ

ナージ術によって症状の消失，炎症反応の改善を認め，画像上もリン

パ嚢腫は消失した．前立腺全摘除術施行 3カ月以後に感染性リンパ嚢

腫が発症した報告は少なく， 4報告 7例のみで起因菌としてはグラム

陽性球菌の報告が多い．本症例も穿刺排液から MSSA が同定されて

いる．以降外来経過観察しているが，再燃は認めていない．

精巣原発悪性リンパ腫の 1例 :村木厚紀，深津顕俊，平林毅樹，山

口朝臣，守屋嘉恵，吉川羊子，上平 修，松浦 治（小牧市民） 79

歳，男性．右陰嚢痛硬結で近医受診し， 2カ月後増大認め当科紹介．

右精巣腫瘍疑いで摘出術施行し，病理結果にて右精巣原発のびまん性

大細胞型 B細胞リンパ腫の診断で，血液内科にて R-CHOP 療法施行

中．

陰嚢血管腫の 1例 :高田英輝，岩月正一郎，伊藤恭典（名古屋市立

西部医療セ），佐藤慎哉（同病理診断科） 症例は42歳，男性． 4日

前より陰嚢の圧痛と腫脹を主訴に当院受診．受診時，触診にて陰嚢正

中に圧痛を伴う 5 cm 大の腫瘤を認め，採血検査では AFP，HCG-β，

LDH，Cre ともに正常値であった．MRI 検査では，陰嚢正中皮下に

腫瘤を認め，内部は小嚢胞集簇像，精巣との連続は認めず，T1W1 低

信号，T2W1 高信号，拡散強調画像で拡散の抑制を認めた．陰嚢皮下

泌尿紀要 63巻 3号 2017年126



腫瘍と診断し，陰嚢皮下腫瘍摘出術を施行した．病理組織検査では平

滑筋を豊富に伴った多数の血管腔の集簇を認め，拡張血管はいずれも

Elastica 染色で内弾性板は観察されず静脈性であった．また動静脈吻

合も認められないことから，陰嚢皮下静脈血管腫と診断した．以後，

約 4年 1カ月再発は認めていない．血管腫は血管組織からなる腫瘍性

の先天的組織奇形とされ，陰嚢に発生する血管腫は比較的稀で，若干

の文献的考察を加え報告する．

副腎 Lipomatous ganglioneuroma の 1例 :渡邊恭平，本山大輔，

秋 亮太，渡邉俊輔，松下雄登，田村啓多，杉山貴之，大塚篤史，古

瀬 洋，三宅秀明，大園誠一郎（浜松医大） 症例は52歳，女性．半

年前からの体重増加，倦怠感などを認め近医を受診．Cushing 症候群

が疑われ当科紹介．腹腔鏡下左副腎摘除術を施行し，病理結果は

lipomatous ganglioneuroma で本邦では稀な症例であると考えられた．

巨大嚢胞状構造を示した腎盂癌の 1例 : 山内裕士，吉野 能，森

文，山本晃之，坂元史稔，松尾かずな，馬嶋 剛，石田昇平，舟橋康

人，藤田高史，佐々直人，松川宜久，加藤真史，山本徳則，後藤百万

（名古屋大） 78歳，男性．2013年 5月に肉眼的血尿があり当科を受

診した．CT 画像で左腎に多房性嚢胞を認めるも，血尿の原因は指摘

できず経過観察とした．2014年 2月のフォロー中 CT 画像において左

腎の多房性嚢胞内に造影効果を伴う充実成分と壁在結節を認めた．経

過観察中の尿細胞診は連続して陰性を示していた．以上より左腎嚢胞

に発生した腎細胞癌を疑い，2014年 3月に根治的腎摘除術を施行し

た．病理結果は腎盂粘膜から発生した尿路上皮癌であり肉腫様変化を

伴い，腫瘍は腎実質浸潤を認める pT3N0 であった．術前診断とは異

なっており，術前診断に苦渋する症例であった．

Axitinib に よ り Posterior reversible encephalopathy syndrome

（PRES）を来たした 1例 :斎木 寛，中村小源太，森永慎吾，村松洋

行，小林郁生，梶川圭史，西川源也，加藤義晴，渡邊將人，全並賢

二，金尾健人，住友 誠（愛知医大） 61歳，女性．左腎癌（肺転

移）に対して腎摘除術を施行．Axitinib で加療中に嘔吐，痙攣発作が

出現した．頭部 MRI で後頭葉に淡い高信号域を認めたが，第 7病日

のMRI で高信号域は消失しており axitinib による PRES と診断した．

若年女性に発症した転座型腎細胞癌の 1例 :河合昭浩，深見直彦，

友澤周平，吉澤篤彦，伊藤正浩，彦坂和信，引地 克，竹中政史，深

谷孝介，佐々木ひと美，日下 守，石川清仁，白木良一（藤田保衛

大） 20歳，女性．腹部違和感を主訴に近医受診．CT で，20 cm 大

の右腎腫瘍と両側腎門部にリンパ節転移を認め，右腎摘出術，リンパ

節郭清術施行（pT1bN2M0）．病理診断では，転座型腎細胞癌である

可能性が疑われた．

軟骨肉腫の腎転移の 1例 :関戸 翔，金井優博，渡邊麻里，梶原進

也，東 真一郎，加藤 学，矢崎順二，西川晃平，長谷川嘉弘，吉尾

裕子，神田英輝，有馬公伸，杉村芳樹（三重大），林 昭伸，内田克

典（同病理部），加藤桃子（鈴鹿中央総合） 55歳，女性．右腎嚢胞

性病変の指摘，肉眼的血尿で当科初診．2000年に左肩原発骨腫瘍にて

腫瘍切除，軟骨肉腫の診断．2002∼2011年の間に両側多発肺転移にて

腫瘍切除または RFA を繰り返し施行．2012年より CT にて右腎上極

に嚢胞性病変が出現し，経時的な増大を認め2015年に当科を紹介受診

した．MRI では T1 強調画像で低信号，T2 強調画像で高信号，造影

MRI で壁の軽度肥厚とわずかな造影効果を認め，Bosniak 分類

category 2F に相当する嚢胞性病変であった．尿細胞診は疑陽性であ

り，逆行性腎盂造影で右上腎杯に腫瘍を疑う所見あり，腎盂腫瘍の可

能性を考慮し右腎尿管全摘出術を施行した．病理所見は軟骨肉腫で

あった．術後 1年，現在まで再発は認めていない．

下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎血管筋脂肪腫の 1例 :亀山紘司，仲野正

博，竹内慎一，中井千愛，秋田和利，高井 学，堀江憲吾，中根慶

太，水谷晃輔，横井繁明，出口 隆（岐阜大），宮崎龍彦（同病理

部），小林 覚（岐北厚生） 62歳，女性．右背部痛にて近医泌尿器

科受診．CT 検査で右腎に下大静脈腫瘍塞栓を伴う長径 115 mm 大の

脂肪成分に富む腫瘍を認め当院紹介受診．右腎摘除術および腫瘍塞栓

摘出術施行．病理結果は腎血管筋脂肪腫であった．

腹腔鏡下切除術を施行した小児膀胱憩室の 1例 :西尾英紀，水野健

太郎，野崎哲史，加藤大貴，濱川 隆，窪田泰江，梅本幸裕，河合憲

康，林 祐太郎，安井孝周（名古屋市大） 8歳，男児．発熱，肉眼

的血尿を主訴に前医受診．抗菌薬治療後も尿路感染を反復し，超音波

検査で右下部尿管拡張を疑われたため当科紹介．膀胱憩室と診断し，

腹腔鏡下に憩室切除術を施行した．術後に膿尿は消失した．

BCG 膀胱内注入療法後の萎縮膀胱に対し膀胱全摘除術および代用

膀胱造設術を施行した 1例 :秋田和利，竹内慎一，中井千愛，高井

学，亀山絋司，近藤啓美，山田佳輝，土屋朋大，安田 満，横井繁

明，仲野正博，出口 隆（岐阜大），高木公暁（大雄会第一），清家健

作（岐阜市民） 症例は61歳，男性．排尿時痛・頻尿を主訴に近医を

受診．膀胱炎として治療されるも改善なく，当院紹介受診となった．

精査の結果，膀胱上皮内癌と診断し，BCG 膀胱内注入療法 8回施行

した（80 mg）．効果判定の膀胱ランダム生検にて再度 CIS と診断さ

れ，追加で BCG 治療を 8回施行した（80 mg）．その後より頻尿・排

尿時痛が出現し， 1回排尿量の減少を認めたため，萎縮膀胱と診断し

た．水圧拡張術を施行するも改善乏しく，膀胱全摘除術および代用膀

胱造設術を施行した．BCG 療法後に発症した萎縮膀胱の症例は本邦

22例であり，早期にステロイド剤を投与することにより萎縮膀胱が改

善し，膀胱全摘除術を回避できたとする報告も存在した．今回われわ

れは，BCG 療法後に発症した萎縮膀胱を経験したため，若干の文献

的考察を加え報告する．

膀胱全摘術後の尿道再発に対し，放射線併用化学療法が奏功した 1

例 : 西川晃平，関戸 翔，渡辺麻里，梶原進也，東 真一郎，加藤

学，矢崎順二，吉尾裕子，長谷川嘉弘，金井優博，神田英輝，有馬公

伸，杉村芳樹（三重大） 患者は81歳，男性．2005年 9月に膀胱癌に

対し前医にて膀胱全摘術・回腸導管造設術施行された．病理診断は

urothelial carcinoma，G2，pT1pN0 であった．この際，尿道全摘術は

施行されていなかった．2013年 3月に陰茎根部の疼痛を自覚し，CT，

MRI にて尿道海綿体に周囲に浸潤する腫瘍性病変を認めたため当科

紹介受診となった．膀胱全摘術後，局所浸潤性尿道再発と診断し，シ

スプラチン・ジェムシタビンによる抗癌化学療法（GC 療法）を 7

コース施行したが，最終的に腫瘍の増大と会陰への自壊を認めた．そ

こで GC 療法と会陰部・鼠径部への放射線照射（60 Gy）を併用した

ところ，腫瘍の消失を認めた．治療後約 2年を経過しているが明らか

な再発は認めていない．膀胱癌術後局所浸潤性尿道再発に対する，

GC 療法と局所放射線療法の併用は有効な治療法となりえると考えら

れた．

膀胱外再発を来たした膀胱上皮内癌の 1例 :本山大輔，松下雄登，

渡邉俊輔，渡邊恭平，秋 亮太，田村啓多，杉山貴之，大塚篤史，古

瀬 洋，三宅秀明，大園誠一郎（浜松医大） 47歳，男性．初発の膀

胱上皮内癌に対して BCG 維持膀注療法終了の17カ月後に腰痛が出

現．膀胱内に再発所見はなかったが頸部∼骨盤リンパ節・骨・肺に病

巣を認め，病理組織学的に尿路上皮癌の再発とされた．

TURBT および TURBT 後抗癌剤単回注入に関するクリティカルパ

ス改定についての検討 : 仲島義治，杉山恭平，日柴喜公輔，室 悠

介，公平直樹，吉村耕治，西尾恭規（静岡県立総合） ［目的］安全

かつ確実に TURBT 後の単回注入が実施でき，コスト上も妥当なク

リティカルパスの改定が可能かどうか検討した．［方法］パス改定に

おいて，1．抗癌剤のミキシングに関する安全面，2．院内の薬剤搬送

経路上のシステム面，3．術後薬剤注入の可否を判断後，ミキシング

指示から投与までの時間軸上の問題点，4． 3を含めたコスト上の問

題点，について検討した．これらの問題点について手術室，看護部，

薬剤部，医事課と調整を行った．［結果］2015年 1月から2016年 3月

までの間，71症例にクリティカルパスが適応された．膀注実施による

G3 以上の合併症は認めなかった．術後膀注の中止は16例であった．

中止理由としては，術中の膀胱穿孔疑いが 9例と半数以上を占めた．

膀注中止による抗癌剤破棄は 1例もなかった．［結論］各部署との調

整の結果，無菌調剤の上術後24時間以内の単回注入が安全かつ確実に

実施でき，コスト上も妥当なパスの改定が可能であった．

転移性尿路上皮癌に対する Gemcitabine を軸としたシークエンス

療法 : 内木 拓，河合憲康，飯田啓太郎，安藤亮介，岡田淳志，水野

健太郎，窪田泰江，梅本幸裕，戸澤啓一，安井孝周（名古屋市大），
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岡村武彦（JA 愛知厚生連安城更生） 転移性尿路上皮癌に対する全

身化学療法は，MVAC 療法や GC 療法など，白金製剤を中心とした

レジメンが標準的治療法として確立されている．しかし，それらの治

療後に PD と診断された場合の 2nd line 化学療法には，確立されたレ

ジメンがない．私たちは以前より，2nd line 化学療法としての gemci-

tabine-docetaxel（GD）療法の有用性を報告してきた．そこで今回，

GD 療法後に PD と診断された症例に 3rd line 化学療法として

gemcitabine-paclitaxel（GP）療法を行い，常に gemcitabine を併用した

化学療法を継続することによる，シークエンス療法の有用性を検証し

た．

浸潤性膀胱癌に対する手術治療の検討 : 松尾かずな，松川宜久，森

文，山内裕士，山本晃之，坂元史稔，馬嶋 剛，石田昇平，舟橋康

人，藤田高史，佐々直人，加藤真史，吉野 能，山本徳則，後藤百万

（名古屋大） 浸潤性膀胱癌に対する標準治療は膀胱全摘であるが，

近年，腹腔鏡手術に加え，ロボット支援下手術が多く行われるように

なった．当シンポでは，これらの手術の利点について，従来の開創手

術と比較して検討を行いたい．

ロボット支援下膀胱全摘除術（RARC) :深谷孝介，引地 克，竹

中政史，深見直彦，佐々木ひと美，日下 守，白木良一（藤田保衛

大） RARP の保険収載に伴いロボット導入施設が増加し，RARC

も増加することが予想される．当院では2011年 6月より現在までに18

例の RARC を施行しており，その経験について述べる．

当院のロボット支援膀胱全摘除術（RARC）における回腸導管造設

術 : 加藤義晴，金尾健人，村松洋行，森永慎吾，斉木 寛，小林郁

生，梶川圭史，西川源也，渡邊將人，中村小源太，住友 誠（愛知医

大） これまで当院では RARC を計 6例施行し，尿路変向術として

回腸導管造設術を 4 例（ECUD 2 例，ICUD 2 例）施行した．今回

RARC における回腸導管造設術について ICUD の 1例を中心に報告

する．
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