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第453回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2016年 9月10日（土），於 金沢都ホテル)

結石性腎盂腎炎に併発した感染性腎嚢胞の 1例 :内藤伶奈人，加藤

浩章，西野昭夫（小松市民） 症例は39歳，女性．2015年末より繰り

返す尿路感染症の精査目的に当科受診．結石性腎盂腎炎に対し抗菌薬

加療を継続するも解熱しないため施行した腹部造影 CT 検査で，感染

性腎嚢胞を認めたため，腎嚢胞穿刺術を施行し解熱が得られた．感染

性腎嚢胞はこれまで本邦で121例報告されているが，特徴的な症状に

乏しく診断に苦慮することも多い．診断には腹部エコー検査や腹部

CT が有用とされ，治療は経皮的ドレナージ術が一般的とされる．結

石性腎盂腎炎患者で，ステント留置・抗菌薬加療でも感染がコント

ロールできない場合は，本疾患も鑑別の 1つと考える必要があると思

われた．

腎摘除術後に耐糖能が改善した腎癌の 1例 : 高島三洋，上野 悟

（JCHO 金沢），山秋直人（同内科），湊 宏（金沢医大臨床病理）

症例は64歳，男性．近医にて糖尿病に対し内服薬による加療を受けて

おり，HbA1c は 6％以下とコントロールは良好であった．2015年 1

月より急激な血糖値の上昇を認め，CT にて精査したところ左腎癌が

認められ，10月27日当科紹介初診となった．初診時 HbA1c は11.0％

とさらに上昇していたため，術前に強化インスリン療法が導入され，

血糖値は安定した．11月26日経腹的根治的左腎摘除術が施行された．

病理結果は淡明細胞型腎細胞癌で，悪性度は G3 主体であった．

pT2aN0M0．臨床病期Ⅱと診断された．手術後は血糖値が低下し，術

後 9日目にはインスリン中止，以後内服薬のみの加療となり，現在外

来にて経過観察中である．

診断に苦慮した腎細胞癌の 1例 :菊島卓也，柴森康介，飯田裕朗，

伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，北村 寛（富山大），中嶋隆彦，井

村穣二（同病理診断学），長嶋洋治（東京女子医大病理診断科） 症

例，40歳代，男性．2016年 4月，左腎腫瘤の精査のため当科紹介受

診．腹部 CT で左腎下極に早期濃染される 8 cm の腫瘍と腎門部・縦

隔リンパ節腫大を認め，左腎細胞癌（cT2aN1M1）と診断．根治的左

腎摘除術，腎茎部・傍大動脈リンパ節郭清を施行．病理結果は好酸性

の広い核小体明瞭な大型核を有する高異型度の多変形細胞がシート状

に増殖し，尿路上皮癌と診断．転移巣の病理確認と surgical CR を目

的に左縦隔リンパ節摘出術を施行．リンパ節も同様の所見で，免疫染

色を行い，PAX8 陽性，GATA3 陰性，AMACR 陽性，TFE3 一部弱

陽性で腎細胞癌分類不能型の診断となった．腎細胞癌病理学的分類と

免疫染色を文献的考察加え報告する．

先天性副腎皮質過形成に対する女児外陰部形成術―陰核形成術，膣

形成術，陰唇形成術― :松山聡子，松井 太，大草卓也，矢澤浩治，

松本富美（大阪府立母子保健総合医療セ） 0歳，女児．在胎38週 5

日，正常経膣分娩にて出生．性別判定困難にて，日齢 0に近医より搬

送された．陰茎様構造物を認め，陰嚢部に 1 穴開口していた．17-

0HP 高値で，染色体は 46XX，FISH-Y 陰性であり，先天性副腎皮質

過形成の女児と診断した．陰核長は 2.5 cm で Prader 分類は 4度で

あった．尿道と膣の合流部は外尿道括約筋部であった． 1歳時に女児

外陰部形成術を施行した．膣形成は partial urogenital sinus mobilization

（PUM）法にて施行した．術後の内視鏡検査にて，尿道狭窄，膣狭窄

および尿道膣ろうは認めず，正常女児の外陰部に近い外観が得られ

た．膣形成術での PUM 法は有用な術式であると考える．

集学的治療が奏功した進行性尿路上皮癌の 1例 :福田理恵，重原一

慶，神島泰樹，浦田聡子，飯島将司，野原隆弘，泉 浩二，成本一

隆，北川育秀，角野佳史，小中弘之，溝上 敦（金沢大） 66歳，男

性．肉眼的血尿，左下腿浮腫，食欲不振を認め前医受診，CT にて

11×11×18 cm の腎腫瘍，多発リンパ節転移（左腎門部，傍大動脈，

後横隔膜脚，左後腹膜），肝転移を認めたため，当科紹介となった．

エコーガイド下生検を施行したところ，左腎盂癌 T4N2M1 と診断さ

れた．GC 療法を 5コース施行した後，開腹左腎尿管摘除術を施行し

た．術後 GC 療法を 2コース，GEM＋CBDCA を 1コース施行中で

あるが，現在は病勢の進行なく17カ月の生存が得られている．転移を

有する進行性尿路上皮癌は予後不良であり，OS の中央値は8.5∼15

カ月と報告されている．本症例は比較的長期生存例であり，文献的考

察を加えて報告する．

子宮内膜症を合併した尿管上皮内癌の 1例 :田中伸樹，松田陽介，

小林久人，品川友親，多賀峰克，青木芳隆，伊藤秀明，横山 修（福

井大） ［症例］46歳，女性．［主訴］右側腹部痛．［現病歴］右側腹

部痛のため前医受診され，CT 検査にて右水腎症・水尿管，右尿管下

端の軟部影を認めた．逆行性尿管造影にて下部尿管に狭窄があり，右

尿管癌の疑いにて精査加療目的に当科紹介となった．［臨床経過］右

尿管癌との鑑別のため尿管鏡検査を行ったところ，尿細胞診は class II

であったが，尿管狭窄部の組織診では尿路上皮癌との診断であった．

以上より右尿管癌の診断にて右腎尿管全摘除術を施行した．摘出標本

の組織診は尿管子宮内膜症に尿管上皮内癌の合併を認めた．［考察］

生殖可能年齢の女性での尿管狭窄の原因として尿管子宮内膜症を鑑別

に挙げる必要がある．また，尿管子宮内膜症に尿管上皮内癌を合併し

た報告はなく国内初の報告であった．

BCG 膀胱内注入療法後に発症した両側結核性精巣上体炎の 1例 :

大筆光夫，四柳智嗣，池田大助（厚生連高岡），向 宗徳（同病理）

症例は78歳，男性．58歳時に前立腺肥大症に対して TUR-P を施行し

ている．また68，71歳時の 2回膀胱癌に対して TUR-Bt を施行してい

る．膀胱上皮内癌に対して BCG 膀胱内注入療法を施行した． 4回目

の注入後に右精巣上体の腫大が出現した．LVFX，INH 内服による加

療を行うも症状は改善せず，さらに 2カ月後に左精巣上体の腫大も出

現した．BCG 膀胱内注入後の両側結核性精巣上体炎と診断し，両側

精巣上体摘出術および両側精巣部分切除術を施行した．病理学的に精

巣上体に乾酪壊死，類上皮細胞，ラングハンス巨細胞を確認した．術

後 INH，RFP による抗結核療法を 3カ月間施行する予定である．術

後 2カ月目の現在あきらかな BCG 感染症再発の徴候を認めていな

い．

BCG 膀胱内注入療法中に結核性前立腺膿瘍を来たした 1例 : 加藤

佑樹，大江秀樹，武田匡史，山本秀和（福井県済生会） 72歳，男

性．膀胱癌上皮内癌への経尿道的膀胱腫瘍切除術後に対し

BACILLUS CALMETTE-GUERIN（BCG）膀胱内注入療法（40 mg，

8回）を施行計画したが， 4回目投与後に排尿困難の悪化を認め，骨

盤部 MRI 検査で前立腺右葉に膿瘍を疑う所見を認めた．経尿道的ア

プローチで膿瘍ドレナージを行い，膿尿の抗酸菌培養にて結核菌群を

検出し，結核菌 PCR 陽性であったことより BCG 膀胱内注入療法に

起因した結核性前立腺膿瘍と診断した．イソニアジド・リファンピシ

ン・ピラジナミド・エタンブトールの 2カ月投与およびイソニアジ

ド・リファンピシンの 6カ月間投与により膿尿も消失した．術後 5カ

月経過現在，膿瘍の再発はなく，膀胱癌の再発や前立腺部尿道の異常

所見も認めていない．

思春期に発症した一過性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の 1

例 :長澤丞志，長坂康弘（富山赤十字），高田裕之（同内科），萩中隆

弘（射水市民） 症例は16歳，男性．約半年前からの身体能力の低

下，体重減少，性欲の低下を主訴に当院内科受診．性腺ホルモン値の

低下があり当科へ紹介された．身長173 cm，体重58 kg，陰委なし．

第二次性徴はほぼ問題なく終了しているかに見えたが，精巣容積は左

右とも約 4 ml と小さかった．LH 0.29 mIU/ml，FSH 1.42 mIU/ml，

テストステロン 0.1 ng/ml， その他のホルモン値は正常．精液検査は

無精子．頭部 MRI 検査では明らかな異常認めず．LH-RH 負荷試験

は正常反応．HCG 負荷も正常反応．原因は不明だが，LH-RH 負荷

試験を行った後頃より，性腺ホルモン値は自然回復し始め，臨床的に

も集中力，筋力，性欲とも自然回復した．LH-RH 負荷試験の約 3カ

月後に造精能が回復，半年後に精子数3,380万/ml，運動率40％まで

改善がみられた．若干の文献的考察を加え報告する．

リングで陰茎および陰嚢を絞扼させた 2例 :小川宜彦，八重樫 洋，

高野晃暢，中川朋美，宮城 徹，中嶋孝夫（石川県立中央） 症例 1

は59歳，男性．陰茎根部に内径 3.5 cm の金属製リングを 4つ装着．
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肉眼的に壊死像は認めず．用手的抜去は困難で，サージエアトーム

ツー○Rで切断を試みたが器具が破損したため，ニッパーで各リング 2

カ所を切断．症例 2は36歳，男性．陰茎根部に金属製リングを 1つ装

着．肉眼的に壊死像は認めず．用手的抜去は困難で，リングカッター

で切断を試みたが時間がかかったため，歯科のセパレーティングディ

スクで 2カ所を切断． 2例とも抜去後の経過は良好だった．Bhat の

陰茎絞扼症の重症度分類に基づいた解除法を選択することが，絞扼物

除去の簡易化や安全性の向上に貢献すると考えられた．

当院における尿膜管膿瘍の臨床的検討 : 島田貴史，加納 洋，島

崇，川口昌平，瀬戸 親（富山県立），中島秀明，山崎 徹，岡田安

弘（同小児外科） 尿膜管膿瘍は比較的稀な疾患でガイドラインも存

在しないため，主治医によって治療方針が異なるのが現状である．そ

こで，当院で尿膜管膿瘍と診断された35症例（泌尿器科23例，小児外

科12例）について検討した．初診時平均年齢は19.1歳で男性21例，女

性14例と男性で多かった．主訴は臍部からの排膿や腹部痛が多く，起

因菌では嫌気性菌の割合が高かった．保存的加療で改善した後，当科

では経過観察とするが，小児外科では原則手術を施行するのが相違点

だった．また，当科で経験した症例について，若干の文献的考察を加

えて報告する．

当院における浸潤性膀胱癌に対する動注化学療法の検討 :橘 宏

典，井上慎也，中澤佑介，中井 暖，森田展代，近沢逸平，田中達

朗，宮澤克人（金沢医大），北楯優隆（同放射線） ［目的］浸潤性膀

胱癌に対する動注化学療法の治療成績を検討した．［方法と対象］

2008年 1月から2016年 6月までに T2-T4N0M0 の浸潤性膀胱癌と診断

され動注化学療法を施行した26例で男性21例，女性 5例，年齢は50∼

86歳（中央値76.7歳），T2（ 7 例），T3（11例），T4（ 8 例）で組織

型は尿路上皮癌25例と尿路上皮癌＋扁平上皮癌が 1例だった．シスプ

ラチン 100 mg，アドリアマイシン 30 mg を基本量とし 1∼ 6回（平

均2.0回）動注し併用療法として放射線療法が 9例に行われた．［結

果］T2 は 7例とも CR，T3 は 4例で CR， 5例で PR，T4 は PR 2

例，PD 6例であった．CR 率42.3％，奏効率69.2％だった．動注後

問題となる有害事象は認めなかった．若干の文献的考察を加え報告す

る．

当科における腹腔鏡下膀胱全摘除術の臨床的検討 :一松啓介，上村

吉穂，江川雅之（市立砺波総合），林 典宏（高岡市民），酒井晨秀

（南砺市民） ［対象］2014年10月から2016年 7月の間に腹腔鏡下膀胱

全摘除術（LRC）を施行した23例を対象とした．［結果］年齢の中央

値は76歳，開腹移行を 2例に認めた．手術時間の中央値は469分，出

血の中央値は 500 ml であった．術中合併症は認めず，コンパートメ

ント症候群を 1例，イレウスによる再手術を 1例認めたが，周術期死

亡例は認めなかった．退院までの日数の中央値は27日であった．2010

年 1月から2015年 6月までに開腹膀胱全摘除術（ORC）を施行した

27例と比較すると，LRC 群では出血量，輸血症例，術後手術部位感

染が有意に少なく，術後退院までの日数も LRC 群において有意に短

かった．［結論］腹腔鏡の導入により，膀胱全摘除術を低侵襲に行う

ことができた．

前立腺がん検診内で施行された前立腺再生検の検討 :北川育秀，浦

田聡子，溝上 敦（金沢大），中嶋和喜，越田 潔，中嶋孝夫，宮崎

公臣，並木幹夫（金沢市医師会） ［目的］前立腺再生検を施行した

がん検診受診者について検討した．［対象］PSA 2.1∼10.0 ng/ml の

範囲で複数回の前立腺生検が施行された55∼75歳の男性178人につい

て，前立腺生検結果と初回前立腺生検時および最終生検時の PSA 値，

％ free PSA との関連について解析を行った．［結果］48人（27.0％）

が再生検で前立腺癌と診断された．再生検での癌診断を予測する因子

として初回生検時の ％ free PSA 12.0％以下，PSAV＞0.4 ng/ml/yr が

挙げられた．それぞれを 1 point としたところ，Gleason score 7 以上の

癌の 5 年累積診断率は 2 points 群で55.8％，1 point 群で14.8％，0

points 群で4.0％であり有意差が認められた．［結論］％ free PSA と

PSAV は再生検での簡易的な診断予測因子になりえる可能性が示唆さ

れた．

この 4年間に当院で行われた経会陰的尿道手術の臨床的検討 :石浦

嘉之，新倉 晋，浅利豊紀（富山労災），沢木 勝（魚津），増田 均

（がん研有明） ［目的］男性経会陰的尿道手術は専門医にとって必須

の術式ではあるが，機能再建目的の専門的な術式も含まれ，普及に偏

りがある．また本術式に着目した学会での討論は乏しい．［対象，方

法］2012年 8月からの 4年間に同一術者が行った 5症例．内訳は浸潤

性膀胱癌への膀胱尿道全摘出術症例が 3例，外傷性尿道完全断裂への

尿道端々吻合術が 1例，前立腺全摘除術後腹圧性尿失禁症例への人工

括約筋留置術が 1例．なお期間中膀胱全摘術は16例で，新膀胱作成が

10例，尿道非摘出での尿管皮膚瘻が 3例．［結果］全例術後経過は良

好で，癌症例は再発なく，機能再建術症例は機能回復を得た．［結語］

尿道摘除術回避例が漸増し，経験例数確保が課題．機能再建手術は施

設集約化が妥当．

当院における泌尿器科在宅診療症例の検討 :吉田浩士（吉田医院）

2001年 1年∼2016年 8月，当院では109例の在宅診療を行った．この

うち泌尿器科症例は77例（悪性腫瘍16，良性疾患61）．悪性腫瘍のう

ち前立腺癌が11例と大半を占めた．良性疾患では，腎瘻，膀胱瘻を含

むカテーテル管理（28例），排尿障害（22例）が多く，他科医からの

相談症例が29例，共同診療症例が31例であった．在宅看取りは全症例

中17例，うち泌尿器科悪性腫瘍は 6例で 5例はオピオイドを投与， 4

例は輸液を必要としなかった． 1例は独居だが自宅療養希望が強く，

訪問看護師，訪問薬剤師など多職種で連携をしながら在宅看取りを

行った．一方，在宅治療が困難となり病院で最期を迎えた泌尿器科悪

性腫瘍症例は 7例であった．泌尿器科領域における在宅医療の役割は

様々であり，病態や生活の背景を考慮しながら，他科医，多職種間で

連携をとり臨機応変に対応する必要があると思われた．
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