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学 会 抄 録

第66日本泌尿器科学会中部総会

(2016年10月27日（木)∼30日（日），於 四日市市文化会館・四日市都ホテル)

前立腺癌に対する放射線治療の予後予測因子としての GP score の

有用性 : 景山拓海，曽我倫久人，小倉友二（愛知県がんセ中央），富

田夏夫，古平 毅（同放射線治療部） ［目的］前立腺癌の放射線治

療の予後予測因子として，グリソンスコア（GS）と初診時 PSA 値の

積（以下 GP score）の有用性を検討した．［方法］前立腺癌に対して

当院で強度変調放射線治療（IMRT）を施行した391例を対象とした．

GP score と PSA 無再発期間との関係を評価し，D’Amico 分類と比較

した．［結果］GP score を（∼100，100∼300，300∼ : 低，中，高）

の 3 群に分類したとき，各群の再発率に有意な差があった（p＝

0.001）．PSA 再発率は，D’Amico 高リスク群に比べて GP score 高リ

スク群の方が高い傾向があった（p＝0.081）．［考察］ 2つの因子で

構成される GP score は，IMRT 後の PSA 再発を予測する因子として

有用である可能性が示唆された．

前立腺癌放射線療法後の放射線性腸炎に対す高気圧酸素治療

（HBO）12症例の使用経験 : 今泉健太郎，半田亞希，中島晶子，稲本

宗，藤田和彦（順天堂大静岡），堀江重郎（順天堂大） ［目的］前立

腺癌の根治療法の 1つとして放射線療法が行われている．しかし，合

併症として放射線性腸炎が生じ加療が必要な症例も認められる．［方

法］2011年 7月∼2016年 6月の間に HBO を開始した12症例を対象と

した．年齢は65∼83歳，放射線終了から HBO 開始までの期間は

225∼2,122日であった．2 atm 100％ O2 吸入，80分/回にて10回を 1

コースとし施行した．HBO は 1∼ 4回施行した．［結果］ 1症例で

鼓膜内血腫の AE を認め中止となったが他の症例は完遂可能であっ

た．評価可能な10症例中 8症例で症状の改善を認め有効率80％であっ

た．［考察］HBO は侵襲度が低いが有効率が高く，放射線性腸炎に

対する加療の選択肢の 1つとして有用であると考えられた．

前立腺癌小線源療法後のテストステロン，LH の推移に関する検

討 : 杉野善雄，鈴木一生，鈴木良輔，赤羽瑞穂，福永有伸，河野有

香，松本敬優，松岡崇志，増田憲彦，白石裕介，矢野敏史，井上幸

治，岡田卓也，川喜田睦司（神戸市立医療セ中央市民） ［目的］前

立腺癌小線源療法後のトータルテストステロン（TT），LH の推移を

検討．［方法］2007年 7月から2015年 2月までにホルモン療法なしで

密封小線源療法を施行した前立腺癌患者のうち，TT 値を計測してい

た30例を解析．平均年齢68.5±7.42歳，治療前 PSA 平均 7.49±2.88

ng/ml，前立腺体積平均 27.5±6.51 ml．リスク分類は D’Amico high

risk 3例，intermediate risk 9例，low risk 18例．［成績］TT は，術前

4.10±1.29 ng/ml，24カ月後 5.86±1.62 ng/ml で有意に上昇を認め

た（p＜0.001）．LH は術前平均 4.19±2.6 U/l，24カ月後 6.73±3.19

U/l で有意な上昇を認めた（p＝0.037）．［結論］TT，LH 共に術後

24カ月の時点で有意に術前より上昇していた．

当院における前立腺癌密封小線源療法後の治療成績 :友澤周平，引

地 克，吉澤篤彦，河合昭浩，伊藤正浩，彦坂和信，竹中政史，深谷

孝介，深見直彦，佐々木ひと美，石川清仁，日下 守，白木良一（藤

田保衛大） ［目的］当院の前立腺密封小線源療法の治療成績を報告

する．［対象・方法］2006年 7月から2013年12月までに密封小線源療

法を施行した634例．年齢，iPSA，Gleason score（GS），臨床病期，リ

スク分類（D Amico），外照射施行の有無，PSA 非再発率，合併症を

検討項目とした．［結果］3，5，7年 PSA 非再発率はそれぞれ97.4，

94.6，85.8％であった．術後合併症は尿閉31例．放射線性直腸炎25例

に認め，high risk 群は low risk，intermediate risk 群と比較して放射線

性直腸炎合併が有意に多かった（P＝0.0172，0.0034）．［結論］限局

性前立腺癌に対する密封小線源療法は有用であると考えられた．

当科における Linked seed 法を用いた前立腺密封線源治療の初期経

験 :山本与毅，濱田晃佑，森本和也，田中智章，鞍作克之，仲谷達也

（大阪市大） ［目的］当院では2015年 9月より限局性前立腺癌に対す

る密封線源治療において linked seed 法を導入し，今回初期経験を報告

する．［対象・方法］当院にて実施された密封小線源治療152例の内，

loose seed 法138例，linked seed 法14例の患者背景・線量分布に関して

検討を行った．［結果］患者背景は 2 群間に有意差はなく，

V100/D90 では有意差を認めなかった．直腸/尿道線量は linked seed

群において低値であり，脱落線源は認めなかった．［考察］Linked

seed 法は従来の loose seed 法に比べて，線量分布を低下させることな

く脱落線源を少なくする可能性が示唆された．

再燃前立腺癌に対するタキソテール療法にて副腎皮質機能低下を来

たした症例からの考察 :大岡均至（独立行政法人国立病院機構神戸医

療セ） ［目的］再燃 D2 前立腺癌に対し，タキソテール療法

（DOC）を施行し，二次性副腎皮質機能低下症を来たした 2症例につ

き考察する．［症例提示］症例 1 :MAB 後の DOC にて副腎機能低下

（ 7 コース）．DOC 直後のコルチゾール 1.7（開始前 14.5），ACTH

3.5（前 24.5），症例 2 :MAB 後の DOC にて副腎機能低下（10コー

ス）．DOC 直後のコルチゾール 2.5（前 16.4）μg/ml，ACTH 1.0

（前 21.3）pg/ml．［結論と考察］DOC での二次性副腎皮質機能低下

症の報告はない．治療前・中の副腎皮質機能モニターや適切な補充療

法の確立が急務と思われる．

去勢抵抗性前立腺癌に対しカバジタキセルを投与した 2例 :萩原暢

久，多賀英人，安食 淳，山田剛司，岩田 健，宮下浩明（近江八幡

医療セ） 去勢抵抗性前立腺癌に対しカバジタキセルを投与した 2例

を報告する．症例 1，75歳，膀胱浸潤，多発リンパ節転移．ドセタキ

セル，エンザルタミド投与後．導入時 PSA 13.16 ng/ml．25 mg/m2

で 1 コース，20 mg/m2 で 3 コース，15 mg/m2 で 4 コース施行， 2

コース目よりペグフィルグラスチム併用．最大 PSA 低下率93％，血

尿の改善認めるも好中球減少症により 8コースで投与中止した．症例

2，62歳，傍大動脈リンパ節転移，腸骨転移．ドセタキセル，エンザ

ルタミド投与後．導入時 PSA : 93.35 ng/ml．25 mg/m2，ペグフィル

グラスチム併用で 4コース行い最大 PSA 低下率35％，現在も継続中．

Docetaxel の関与を強く疑う虚血性腸炎・敗血症を来たした前立腺

癌の 1例 : 荒瀬栄樹
1
，松浦 浩

1
，栃木宏水

1,2，堀 靖英
1,3（1三重

県立総合医療セ，2小山田記念温泉，3亀山腎・泌尿器科クリニック）

60歳代，男性．膀胱タンポナーデにて当科紹介．初診時 PSA は 141，

膀胱頸部腫瘤生検にて前立腺癌（中分化型腺癌），T4N1M0 と診断．

CAB を 開始するも，およそ 1年で原発巣および骨盤内リンパ節転移

の増大を認めた．Docetaxel を用いた抗癌剤化学療法を開始数日後に

高熱，下痢，嘔吐が出現し，対症療法を行うもショックへ移行．諸検

査にて虚血性腸炎，MRSA 腸炎による敗血症と診断．非好中球減少

期で抗菌剤非投与時に発症したことから，docetaxel の関与を強く

疑った．非常に稀であるが，副作用に虚血性腸炎が報告されており，

今後も注意を要すると思われた．

名古屋大学泌尿器科におけるジェブタナの使用経験 :加藤真史，山

本晃之，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，吉野 能，山本徳則，後藤百万（名古屋大）

［目的］Post-DOC（タキソテール）として使用可能な CBZ（カバジタ

キセル）の当院での治療成績をまとめた．［方法］症例は11例，年齢

の中央値は 68歳（63∼73）．投与直前の PSA は中央値 161（9∼

2,371）ng/ml，PSA doubling time は全例 6カ月以下であった（0.6∼6

M）．GS5 を含んでいたのは 6例あり，DOC の投与 cycle は中央値 10

（3∼22）．CRPC 治療として DOC 以外に 1∼ 4剤が使用されていた

（Abi，Enz，Dex，治験など）．［成績］CBZ 投与 cycle は中央値 7

（1∼18）で，PSA 50％ reduction は 6 例55％に認められた．AE とし

て発熱性好中球減少症は 4例に認められたが全例抗生剤で対処可能で

あった．［結論］CBZ 投与は時期の判断が肝要と考えられた．
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当院における去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの初期使

用経験 :辻村 剛，堀井沙也佳，波多野浩士，中井康友，中山雅志，

垣本健一，西村和郎（大阪府立成人病セ） ［目的］去勢抵抗性前立

腺癌（CRPC）に対するカバジタキセル（CBZ）の使用症例について

臨床的検討を行う．［対象・方法］CRPC に対して CBZ を投与した

11症例．CBZ は 20 mg/m2 で開始し，副作用により投与量を増減し

た．全例初回から持続型 G-CSF 製剤を投与した．［結果］CBZ 開始

時の年齢中央値67歳（57∼78），ECOG PS は全例 1 以下，PSA の中

央値は 8.60 ng/ml （0.98∼1,232）．G3 以上の副作用を10例に認め

た．好中球数減少は 4例，そのうち発熱性好中球減少症 2例であっ

た．現在 7例で投与継続中であり，PSA が50％以上低下した症例は

2例であった．［結語］全例持続型 G-CSF 製剤を投与しているにも関

わらず， 2例（18.2％）で発熱性好中球減少症を発症した．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）後の尿失禁におけ

る画像的検討 : 山道 岳，木内 寛，上田倫央，惣田哲次，氏家

剛，阿部豊文，永原 啓，福原慎一郎，藤田和利，植村元秀，今村亮

一，宮川 康，野々村祝夫（大阪大） ［目的］RALP 後の尿失禁は

患者の QOL に大きく関与する．今回われわれは画像検査を用いて術

後の尿禁制に影響する解剖学的因子を検討した．［方法］2014年 4

月∼2015年11月までに RALP を施行し術後 6カ月目の EPIC がとられ

ている71例を対象とし，術前の骨盤部 MRI 画像において術後尿失禁

と関係する因子を検討した．MRI の矢状断面像で恥骨下縁から直腸

までの最短距離を恥骨直腸間距離と定めた．［結果］年齢は51∼76歳

（中央値67歳），術前の膜様部尿道長は 4.9∼24.8 mm（中央値 13.2

mm），恥骨直腸間距離は 14.5∼37.5 mm（中央値 24.8 mm）であっ

た．［考察］恥骨直腸間距離は RALP 後の尿禁制における新たな予測

因子である可能性が示唆された．

腹腔鏡下前立腺全摘除術後の短期と長期尿禁制を規定する因子の統

計学的解析 : 稲元輝生，伊夫貴直和，高原 健，小林大介，市橋

淳，谷口俊理，堤 岳之，辻野拓也，松永知久，吉川勇希，齋藤賢

吉，内本泰三，反田直希，東 治人（大阪医大） 術後 1・3・6・12

M のタイムポイントでのパッドフリーの達成率をロボット補助下/腹

腔鏡での前立腺全摘除術を施行された512例で解析した．RALP が

31.9％，LRP が68.1％となっていた．ピアソン積率相関係数を用い

て各時点での禁制達成と年齢・BMI・PSA・治療様式・出血・手術時

間・D’Amico・Primary Gleason・Gleason sumとの相関を調査した．

1・3 M の早期禁制には手術様式が影響を与えることが判明した

（p＝ 0. 049，0. 022，respectively）．PSA・手術時間・D’Amico・Pri-

mary Gleason・Gleason sum が有意相関を示さない一方，出血量は 4

つのタイムポイントで術後禁制に負の相関を示すことが判明した

（p＝0.029，0.046，0.041，0.008，respectively）．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術症例の術後排尿状態の検討 :

石田健一郎，高橋義人，小鷹博人，秋田和利，川瀬紘太，藤本祥太，

山田 徹，谷口光宏（岐阜県総合医療セ） ［目的］RALP 症例の術

後排尿状態についての後方視的検討．［対象・方法］術後 1 年以上

フォローできた RALP 151症例．神経非温存群（NS−）69例，神経温

存群（NS＋）82例に分け比較検討した．また NS− とミニマム創内

視鏡下前立腺全摘除術（以下 MIES-RP）45例についても比較検討し

た．［結果］NS− と NS＋ の比較では術後排尿状態には差はなく，

pad free rate も有意差はなかった．NS− と MIES-RP との比較でも

pad free rate に有意差を認めなかった．［結語］術後尿禁制において

は，神経温存の有無に差はなく，NS− と MIES-RP においても差は

なかった．

当院における人工尿道括約筋埋込術の検討 :松川宜久，舟橋康人，

石田昇平，馬嶋 剛，藤田高史，加藤真史，吉野 能，山本徳則，後

藤百万（名古屋大） ［目的］当施設で施行した人工尿道括約筋埋め

込み手術の治療成績と安全性について検討した．［対象］2011年 8月

以降，人工尿道括約筋（AMS800）の埋め込み手術を施行した35例を

対象にした．平均年齢70.6歳，平均一日尿失禁量 723 g，原因疾患は

前立腺癌根治手術後31例，前立腺肥大症手術後 3例，骨盤骨折（尿道

断裂）後 1例であった．術前の平均最大尿道閉鎖圧は，31 cmH2O と

低下していた．［成績］平均手術時間72分． 2例でデバイス感染を認

め，抜去術を施行． 1例でコントロールポンプの位置修正を行った．

術後平均一日尿失禁量は 10 g であった．［結論］重症男性尿失禁に対

する人工尿道括約筋埋め込み術は有用な治療法であると考えられた．

前立腺手術後の男性腹圧性尿失禁に対する脂肪由来幹細胞を用いた

再生治療の長期成績 :後藤百万，山本徳則，松川宜久，舟橋康人（名

古屋大） ［目的］前立腺術後尿失禁に対する自己皮下脂肪由来幹細

胞傍尿道注入治療の長期成績の検討．［方法］14例に腹部皮下脂肪か

ら幹細胞を分離濃縮後 2種類の細胞溶液を準備し（1 ml の幹細胞溶

液と自己脂肪 20 g・幹細胞 4 ml 混和液），経尿道的内視鏡下に各液を

外尿道括約筋と膜様部尿道粘膜下に注入した．［成績］平均観察期間

38カ月．11例で尿失禁は経時的に改善， 1日失禁量が平均 290 から

149 g へ減少， 1例で失禁が完全消失した．全例最大尿道閉鎖圧と機

能的尿道長が増加，経直腸超音波検査で注入部血流が経時的に増加し

た．2016年 9月から多施設共同医師主導治験実施中である．［考察］

尿道括約筋不全による腹圧性尿失禁に対する再生治療として有用であ

る．

無阻血といえども腎機能は低下する―ソフト凝固無阻血無縫合腎部

分切除術の治療成績― : 野原隆弘，坂本次郎，武澤雄太，中嶋一史，

飯島将司，重原一慶，成本一隆，泉 浩二，角野佳史，北川育秀，小

中弘之，溝上 敦（金沢大），上野 悟（JCHO 金沢） ［緒言］当

科におけるソフト凝固を用いたミニマム創無阻血腎部分切除術の治療

成績を報告する．［方法］前向き観察研究に同意が得られた計19例に

ついて，術前・術後 7日目の採血・レノグラムから患側・健側それぞ

れの推算 GFR（split eGFR）を算出し，分腎機能の変化を比較検討し

た．［結果］術前後の split eGFR は，患側で平均28.5％低下，健側は

平均8.2％上昇した．Nephrometry score 8点以上の症例では，患側腎

機能の低下がより顕著であった．［結論］無阻血腎部分切除を可能に

するソフト凝固であるが，腫瘍切除によるネフロン喪失のみで説明で

きないほどに患側腎機能が低下することが示唆され，本術式の適応に

ついて再考する必要があると思われた．

術中エコーを使用しない 3次元内視鏡を用いた腹腔鏡下腎部分切除

術 :滝内秀和，福井浩二（西宮市立中央），鞍田裕之，西田高大，北

川 修（同中央放射線部） ［目的］術中エコーを使用せず，術前

CT より作製した 3次元再構成画像で腫瘍切除線を設定し，腫瘍完全

切除の可否を検討した．［方法］対象は2009∼2015年に 3次元内視鏡

下に腹腔鏡下腎部分切除術を行った 6名の腎腫瘍症例．術前 3次元再

構成画像上で腫瘍切除ラインを設定した．術中エコーを使用せず， 3

次元内視鏡下に術前に設定した線上を切開し腫瘍摘出を行った．温阻

血時間などの術中パラメータや術前後 Cre 値の変化，摘出病理結果

につき文献的考察を行った．［成績］平均温阻血時間28.5分，平均出

血量 129 ml で，全例断端陰性の淡明腎細胞癌であり，術前後 Cre 値

は変化なし．［結論］腎部分切除術での 3次元再構成画像上腫瘍切除

線設定は可能である．

愛媛県立中央病院における腹腔鏡下腎部分切除術の臨床的検討 :冨

田諒太郎，瀬戸公介，辻岡卓也，飯尾浩之，西村謙一，篠森健介，藤

方史朗，谷本修二，岡本賢二郎，山師 定，菅 政治（愛媛県立中

央） ［目的］当院における腹腔鏡下腎部分切除術の臨床的検討を行

うことを目的とした．［方法］2008年 1月から2016年 5月までに当院

で腹腔鏡下腎部分切除術を施行した105例のデータを解析した．［結

果］それぞれ中央値で年齢67歳，観察期間30カ月，腫瘍径 23 mm，

手術時間259分，阻血時間32分，出血量 80 ml であった．輸血を11例

に要し，grade 3 の合併症を 6例に認めたが，grade 4 以上の合併症は

認めなかった．開腹手術や根治的腎摘除術への移行は認めなかった．

断端は全例で陰性であった．術後転移再発を 3例に認めた．［考察］

当院における腹腔鏡下腎部分切除術は，合併症率，再発率などにおい

て諸家の報告と遜色ない良好な結果であった．

岐阜県総合医療セにおける小径腎実質腫瘍に対する腹腔鏡下腎部分

切除術の臨床的検討 :小鷹博人，高橋義人，谷口光宏，山田 徹，石

田健一郎，藤本祥太，川瀬紘太（岐阜県総合医療セ） ［目的］小径

腎実質腫瘍に対して腎部分切除が標準的治療となっている．当院で施

行している腹腔鏡下腎部分切除（LPN）とロボット支援下腎部分切除

術（RAPN）に対する臨床的検討を行った．［方法］2009年 7 月∼

2016年 6月の期間に当院で施行した LPN 63例，RAPN 33例を対象と

し，手術時間，阻血時間，出血量，術後合併症に関して後ろ向き調査

を行った．［結果］手術時間（分）は LPN 255.9±55，RAPN 264.5±
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50.9 で有意差を認めなかった．阻血時間（分）は LPN 38.2±22.8，

RAPN 24. 8± 11. 2，出血量（ml）は LPN 134. 2± 214. 2，RAPN

63.8±111.6 と有意差を認めた．術後合併症は LPN 3例，RAPN 0

例であった．［考察］RAPN は阻血時間と出血量に有意差をもって少

なかった．

ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除（RAPN）の初期経験 : 山崎健

史，大年太陽，加藤 実，岩井友明，桑原伸介，井口太郎，玉田

聡，内田潤次，仲谷達也（大阪市大） cT1 の腎腫瘍に対する腎部分

切除術において腹腔鏡手術では阻血時間が一般的に長くなる傾向にあ

り，諸外国ではロボット支援手術が積極的に行われている．当院で施

行した RAPN 初期10例の経験および自施設の腹腔鏡下腎部分切除術

（LPN）との周術期成績を比較検討し報告する．［成績］右腎 4例，左

腎 6 例に対して全例経腹膜法で施行．腫瘍径は 2.5 cm（1.8∼6），

RENAL score は 6.5（4∼10）であった．手術時間221.5分（152∼

368），出血量 65 ml（10∼200），阻血時間15分（ 5∼36）と LPN と比

較し遜色ない結果であった．［結語］当院において RAPN は安全に導

入され，今後は high complexity tumor における手術成績向上が期待出

来る．

術前エベロリムスが有効であった下大静脈腫瘍栓を伴う腎細胞癌の

1例 :平林裕樹，永山 洵，松井宏考，佐野友康，鈴木省治，加藤久

美子，鈴木弘一，服部良平（名古屋第一赤十字） ［症例］71歳，男

性．肝下縁までの下大静脈腫瘍栓を伴う右腎細胞癌に対して手術を予

定するも， 2週間で腫瘍栓が右房まで進展したため手術中止，パゾパ

ニブ 800 mg を開始したが腫瘍栓増大のため 3 カ月で投与を中止し

た．エベロリムス 10 mg に変更したところ 2カ月で腫瘍栓は肝静脈

下方まで退縮した．感染症合併のため 3カ月休薬したが癌進行は認め

なかった．エベロリムスを 3週間再投与すると腫瘍栓はさらに退縮，

右腎摘除および腫瘍栓摘除術を施行した．病理は淡明細胞癌であり，

腫瘍の半分以上が壊死していた．［結語］急速に進展するもエベロリ

ムス投与により手術可能となった下大静脈腫瘍栓を伴う腎細胞癌の 1

例を経験した．貴重な症例と考え報告する．

転移性腎細胞癌に対する分子標的薬の逐次療法後に IFN-α が著効

した 1例 :羽阪友宏，上川禎則，田中尚夫，西川徳彰，北本興市郎，

浅井利大，石井啓一，金 卓，坂本 亘，杉本俊門（大阪市立総合医

療セ） ［目的］転移性腎細胞癌に対する分子標的薬の逐次療法後に

IFN-α を投与したところ，著効した症例を経験したので報告する．

［方法］症例は47歳，男性．根治的腎摘除術にて clear cell carinoma，

pT2aN0M1（肺）．術後，sunitinib から開始し，axitinib，everolimus，

pazopanib と逐次療法を行うも PD（肺転移巣の増大，胸膜・骨・リ

ンパ節転移）となったため，IFN-α を投与した．［結果］IFN-α 導入

後，PR（肺結節影わずかに残すのみ）と著効した．投与 6カ月目，

新規病変なし．［考察］分子標的薬の逐次療法後でも IFN-α が奏効す

る可能性がある．

当院における転移性腎細胞癌に対するパゾパニブの使用経験 :山口

朝臣，上平 修，村木厚紀，平林毅樹，守屋嘉恵，深津顕俊，吉川羊

子，松浦 治（小牧市民），平林裕樹（名古屋第一赤十字） ［目的］

当院における転移性腎細胞癌に対するパゾパニブの使用経験につき報

告する．［対象］2014年 4月から2016年 5月までに当院にてパゾパニ

ブを使用した23例．パゾパニブ開始時の年齢の中央値は70歳（42∼86

歳），MSKCC risk 分類は favorable 6 例，intermediate 12例，poor 5

例，組織型は淡明型が21例，非淡明型が 2例．治療時期は 1st line が

13例，2nd line 以降は10例であった．［結果］ 観察期間の中央値は394

日，投与期間の中央値は344日，観察期間中の死亡 7例，総合最良効

果は CR 1例，PR 3例，SD 9例，PD 7例，NE 3例，無増悪生存

期間の中央値は253日であった．

当院における進行性腎細胞癌に対する Pazopanib の使用経験 :廣

瀬泰彦，武田知樹，成山泰道，中根明宏，窪田裕樹（JA 愛知厚生連

海南） ［目的］進行性腎細胞癌に対する pazopanib の投与症例に対

して，その有効性を検討した．［方法］当院にて2015年 1月∼2016年

5月の間に pazopanib 投与を開始した 9症例を対象とした．年齢中央

値は，68（54∼77）歳であった．病理結果は 7例が淡明細胞癌， 2例

は不明であった．逐次治療として 1次治療が 3例， 2次治療が 1例，

4次治療以上が 5例であった．有害事象，無増悪生存期間を評価し

た．［結果］Grade 3 の有害事象は 4例でみられた．無増悪生存期間

の中央値は，35（ 5∼50）週間であった． 4次治療以降の 5例は，い

ずれも一時的には SD 以上を示し，長期投与できる症例もみられた．

［考察］Pazopanib は進行性腎細胞癌に対する治療として有効と考え

られた．

悪性腫瘍による壁外性尿管閉塞に対して尿管ステントとしてバード

インレイステントトライパック○Rを用いた患者の臨床的検討 : 松浦

浩，荒瀬栄樹（三重県立総合医療セ），堀 靖英（亀山腎泌尿器科ク

リニック），栃木宏水（小山田記念温泉） ［目的］悪性腫瘍の進展に

よる壁外性尿管閉塞（以下 MUO）に対し，症状緩和や腎機能改善を

目的に尿管ステントとしてバードインレイステントトライパック○Rを

用いた患者の臨床的検討を行った．［対象］38例52尿管（男性18例26

尿管，女性20例26尿管，平均年齢65.0歳）を対象とした．［結果］ス

テント留置後平均観察期間は159日で，52尿管中 8尿管（15.4％）に

てステント不全を認め， 4尿管が抜去可能であった．また，膀胱浸潤

がステント不全の予測因子となった．［考察］MUO 症例においては，

特に高度の水腎症を伴う症例ではステント不全の可能性をも踏まえ，

尿管ステント留置の適応を考慮すべきと思われる．

当院における金属尿管ステントの使用経験 :河田 啓，永井真吾，

久保田恵章（トヨタ記念） 金属尿管ステントは従来の尿管ステント

と比較して耐圧性が高く，最大で12カ月間留置することが可能である

ため，ステント交換の頻度を減らすことが期待されている．当院では

2015年 2月から2016年 6月までに外因性尿管狭窄患者13人20尿管に対

して金属尿管ステントを使用した．患者背景は男性 5例，女性 8例．

観察期間の平均値は170日．尿管狭窄の原疾患は泌尿器癌や婦人科癌，

消化器癌，後腹膜線維症などで，腎機能悪化や尿路感染のために腎瘻

造設術あるいは従来の尿管ステントに変更しなければならなかったの

は 3人の患者 5尿管に認めた．今回，われわれは金属ステントを使用

したこれらの症例について臨床的検討を行った．

メタリックステントの治療成績 :浅川純平，清水保臣，二宮典子，

井口太郎，玉田 聡，仲谷達也（大阪市立大） 当院でのメタリック

ステントの治療成績を報告する．管外性尿管狭窄に対し従来は尿管ス

テントや腎瘻で対応していたが2014年12月からより高い耐圧性を有す

るメタリックステントが発売され当院でも2015年より導入している．

現在当院において，2016年 6月の時点で症例は19例，ステント開存，

閉塞の 2群に分け，メタリックステントの適応，不適応に関して文献

的考察を踏まえ検討する．

TVM 手術後の尿管狭窄修復術の経験 :奥村敬子，金田淑枝，武田

宗万，中野洋二郎（公立陶生） 症例 ; 73歳，女性．Stage 3 の膀胱

瘤子宮脱に対し A-TVM 手術＋会陰形成施行．左第二穿刺前に左尿管

を触知．穿刺後インジゴの流出を確認し，その後にアームの調整を

行った．術後 1日目エコーで左水腎あり，Cr の軽度上昇あり．逆行

性尿路造影行うが狭窄ありガイドワイヤーも通過せず，メッシュアー

ムによる尿管狭窄と診断．術後 2カ月で左腎瘻造設＋左 TVM アーム

切断．術後 1年で D-J カテーテル抜去．現在軽度の水腎があるが，POP

の再発は認めていない．TVM 手術による尿管狭窄は 1％以下の稀な

合併症とされるが，やむを得ず狭窄を起こした場合，迅速かつ最善に

修復することが重要と考え，私見ではあるが治療フローを提示する．

医原性尿管損傷の臨床的検討 :藤原真希，宗田 武，大饗政嗣，白

石裕介，金丸洋史，岡田卓也（公益財団法人田附興風会医学研究所北

野） ［目的］当院における医原性尿管損傷を検討．［対象］2010年 3

月∼2015年 2月に医原性尿管損傷を来たした 8例．［結果］原疾患は

子宮癌 6例，子宮腺筋症 2例．術式は開腹 4例，腹腔鏡下 4例．すべ

て下部尿管．術中に完全断裂と判明した 2例は尿管端々吻合．術後に

判明した契機は発熱 2例，腹痛 3例，水腎 2例（重複あり）．RP 施

行．完全断裂 1例は術後22日に膀胱尿管新吻合．完全狭窄 1例は術後

33日に腎瘻造設し術後76日に膀胱尿管新吻合．部分断裂はステントの

み．ステント留置は尿管端々吻合で 3，9カ月．膀胱尿管新吻合で 2

カ月．ステントのみで 4∼18カ月（中央値12カ月）．［結語］部分断裂

に対して長期間のステント留置で改善を得た．

京都大学附属病院における回腸代用尿管症例の検討 :赤松秀輔，澤

田篤郎，根来宏光，小林 恭，寺田直樹，山崎俊成，井上貴博，神波
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大己，小川 修（京都大） 当科において施行した回腸代用尿管症例

8例について検討した．男性 3例，女性 5例，平均年齢は56.4歳，観

察期間の中央値は19カ月であった．患側は右 4例，左 3例，両側が 1

例であった．原疾患は尿路以外の悪性腫瘍浸潤による尿管狭窄が 2

例，良性の尿管狭窄が 2例，他科での術中尿管損傷が 2例，膀胱全摘

術後の回腸導管尿管吻合部狭窄，新膀胱尿管吻合部狭窄が各 1例で

あった．平均手術時間は385分，平均出血量は 636 ml，術後の平均入

院日数は31日間であった．本術式は単純な尿管狭窄や損傷症例だけで

なく，回腸導管や新膀胱における吻合部尿管狭窄においても有用であ

り，長期予後が見込める状況では積極的に考慮しうる選択肢と考えら

れた．

筋層浸潤性膀胱癌に対して GC 動注療法が奏功した 1例 :長澤誠司

（宝塚市立），兼松明弘，大嶋浩一，新開康弘，嶋谷公宏，山田祐介，

橋本貴彦，東郷容和，鈴木 透，呉 秀賢，野島道生，山本新吾（兵

庫医大） 75歳，男性．肉眼的血尿にて受診，精査により膀胱癌

cT3N0M0 と診断した．既往歴として心筋梗塞後の重度心不全（EF

45％）があり，循環器内科より膀胱全摘や大量輸液は不可とされた．

心不全のため MVAC 動注療法は適応とならず，CDDP 片側動注＋放

射線併用療法を行うも治療対側に腫瘍再発を認め，TURBT にて浸潤

性膀胱癌の再発と診断．心機能を考慮して動注化学療法を主体とした

膀胱温存療法の中で，輸液量を抑えたGC 動注化学療法を施行した．

両側内腸骨動脈にリザーバーカテーテルを留置し GC 動注を 6コー

ス施行．再発病変に対して画像的 CR を得た．効果判定の TURBT

を予定していたが，CR 後 9カ月目に心不全の悪化と肺炎にて他因死

された．

進行性尿路上皮癌に対する GEM/CDDP（GC）療法と GEM/

CBDCA（GCa）療法の治療成績 :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）

［目的］進行性尿路上皮癌に対する GEM/CDDP（GC）療法と GEM/

CBDCA（GCa）療法の治療成績を比較検討した．［対象と方法］進行

性尿路上皮癌に対して施行された GC 療法20例と GCa 療法10例で男

性23例，女性 7例．年齢は51∼81歳（中央値66.1歳）で腎盂癌 8例，

尿管癌 9例，膀胱癌13例だった．転移巣は肺，肝，骨，腸腰筋，脳，

リンパ節に認めた．GC 療法は平均2.6回，GCa 療法は平均3.0回施

行した．［結果］GC 療法は CR 4例，PR 4例，奏効率40％で GCa

療法は CR 1例，PR 2例，奏効率30％．副作用に関しては好中球減

少，血小板減少を認めたが重篤なものは認めなかった．

GC 療法抵抗性尿路上皮癌に対する Gemcitabine-Docetaxel-Carbo-

platin（GDC）療法の検討 : 深津顕俊，上平 修，村木厚紀，平林毅

樹，山口朝臣，守屋嘉恵，吉川羊子，松浦 治（小牧市民） ［目的］

GC 療法抵抗性尿路上皮癌に対する gemcitabine-docetaxel-carboplatin

（GDC）療法の有効性と安全性について検討した．［対象と方法］

2009年 2月から2015年 8月までの間に進行性尿路上皮癌に対して GC

療法を施行した226例中，抵抗性を示し second line として GDC 療法

を施行した40例（男性32例・女性 8例）を対象とした．［結果］GDC

療法を全138コース，中央値 3コース（ 1∼12）施行した．CR を認

めなかったが，PR を17例（42.5％）に認めた．全生存期間の中央値

は7.4カ月（ 1年全生存率39.9％）であった．Grade 3 以上の有害事

象を33例（82.5％）に認めた．

進行性尿路上皮癌に対する Paclitaxel を使用した二次化学療法の検

討 :待鳥亜沙子，辻田次郎，安達拓未，筒井顕郎，原野正彦（JCHO

九州） ［目的］尿路上皮癌に対する二次化学療法は確立されておら

ず，今回，paclitaxel 併用療法の有効性と安全性について検討した．

［対象と方法］2015年 6月から本年 6月までの間に尿路上皮癌に対す

る second line として paclitaxel を使用した 8症例（腎盂癌 2例，尿管

癌 3例，膀胱癌 3例）を対象とした．男性 3例，女性 5例，年齢68.5

（55∼78）歳，手術時転移症例が 3例，術後再発症例が 5例であった．

［結果］投与期間は 3（ 1 ∼11）カ月，治療効果は PR 2 例，SD 1

例，PD 3例，未評価 2例であった．G3 以上の有害事象は好中球減

少が 3例，血小板減少が 2例であった．［考察］尿路上皮癌に対する

second line としての paclitaxel 併用療法は安全な治療法の 1つと考え

られた．

尿路上皮癌に対する 3次全身化学療法としての M-VAC 療法の検

討 : 杉山貴之
1
，松下雄登

1
，谷島崇史

1,2，細川真吾
1
，鈴木孝尚

1
，松

本力哉
1,2，本山大輔

1
，大塚篤史

1
，古瀬 洋

1
，三宅秀明

1
，大園誠一

郎
1（1浜松医大，2中東遠総合医療セ） ［目的］尿路上皮癌に対する

3次療法 M-VAC 療法の治療成績につき，後方視的検討を行った．

［対象］2011年 1月から2016年 3月までの間に，当院にて進行尿路上

皮癌 3次治療として M-VAC 療法を行った11例（男 7例，女 4例）．

上部尿路癌 4例・膀胱癌 7例．開始時の平均年齢62.9歳（47∼74歳）．

主な転移部位は肝 6例・リンパ節 5例・肺 4例・骨 2例（重複有り）．

［結果］主治医判定での近接効果で SD が 5例．しかしながら平均施

行サイクルは2.0サイクル（ 1 ∼ 6 サイクル）であり， 4 例が M-

VAC 療法開始後 6カ月以内に癌死であった．［考察］有効例も存在す

るが， 3次療法としての M-VAC 療法の適応は限られた症例のみであ

ると思われた．

高齢で重大な合併症のある筋層浸潤性膀胱癌患者に対する保存的治

療 :西澤恒二，後藤裕文，大西裕之（滋賀県立成人病セ），石戸谷 哲

（大津赤十字），牛田 博（JCHO 滋賀） ［目的］高齢で重大な基礎

疾患のある筋層浸潤性膀胱癌患者に対し，姑息的に経尿道的膀胱切除

術と放射線治療を行い，その効果を検討した．［方法］対象は2010年

1月∼2016年 3月に T2 以上 N0M0 の膀胱癌と診断され，80歳以上で

重大な基礎疾患があり膀胱全摘が困難な症例．経尿道的に腫瘍浸潤部

を可能な限り深く切除し念入りに焼灼，放射線照射も追加した．両群

で予後を比較検討した．［結果］本治療群は 6症例，経過観察群は11

症例．年齢中央値は各86.4，85.6歳．本治療群は観察期間中央値16月

で100％生存していたが，経過観察群は同19月で 9％のみの生存だっ

た．［結論］本治療群では膀胱癌の進行が遅かった．

当院における膀胱全摘除術の臨床的検討 :白石祐介，坂本茉莉子，

桑原 元，村蒔基次，山道 深，山田裕二（兵庫県立尼崎総合医療

セ） ［目的］当院において膀胱癌に対して施行した膀胱全摘除術の

臨床的検討を行った．［方法］2006年 4月から2015年12月までの間に

当院で施行した膀胱全摘除術115例を対象に，無再発率，全生存率お

よび疾患特異的生存率を後方視的に検討した．［成績］平均観察期間

は39.1カ月であった．病理学的病期は pT0/pTis/pTa/pT1/pT2/pT3/

pT4 がそれぞれ15.7，13.9，2.6，7.8，20，26.6および13％で，

pN0/pN1/pN2 はそれぞれ80.6，13および6.4％であった． 5年無再

発率，全生存率および疾患特異的生存率は，それぞれ62.8，71.7およ

び78.5％であった．［結論］当院における膀胱全摘除術の治療成績は，

諸家と比較して遜色がないと考えられた．

当院における腹腔鏡下膀胱全摘除術の初期経験 : 杉野友亮，舛井

覚，芝原拓児，大西毅尚（伊勢赤十字） ［目的］当院での腹腔鏡下

膀胱全摘除術（LRC）の導入初期経験について報告する．［方法］

2014年 3月から2016年 6月までに LRC を施行した 8例を対象とし，

2012年 4月以降の開腹膀胱全摘除術（ORC）14例の手術成績と比較

検討する．［結果］LRC 群と ORC 群の患者背景に有意差はなし．平

均手術時間は LRC 386分（189∼553分），ORC 329分（164∼554分）．

LRC 群の膀胱摘出までの時間は211分（121∼277分）．術後入院期間

は LRC 29日（19∼46日），ORC 38日（ 6 ∼70日）．術中出血量

（LRC 120 ml，ORC 953 ml ; p＜0.01）と輸血量（LRC 0 ml，ORC

253 ml ; p＜0.05）において LRC が ORC より優れていることが示さ

れた．術後合併症に差はなかった．［考察］LRC は ORC と比較して

低侵襲であると言える．今後は制癌性に関しても検証を進めていきた

い．

当院における根治的膀胱全摘除術の臨床的検討 :川瀬紘太，高橋義

人，小鷹博人，藤本祥太，石田健一郎，山田 徹，谷口光宏（岐阜県

総合医療セ） ［目的］当院にて施行された根治的膀胱全摘除術65件

の臨床的検討を行った．［方法］筋層浸潤性膀胱癌または高悪性度膀

胱癌に対して，2007年 1月から2016年 4月までに施行した ORC 48

例，LRC 14例，RARC 3例の治療成績を検討した．［結果］手術時間

中央値は ORC 426分，LRC 477分，RARC 802分．出血量中央値は

ORC 1,485 ml，LRC 203.5 ml，RARC 350 ml．自己血を含む輸血量

中央値は ORC 1,200 ml，LRC 700 ml，RARC 800 ml．術後合併症と

して，尿性敗血症を ORC 6例，LRC 3例，RARC 1例，創部感染

症を ORC 6例で認めた．［考察］LRC・RARC は ORC と比較する

と手術時間は長いが，出血量や輸血量は少なかった．また短期間の検
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討ではあるが，制癌率においても劣らないと考えられた．

術前化学療法における Dose-dence MVAC の自験例についての検

討 :副田雄也，鈴木知秀，水野秀紀，岡本典子，木村恭祐，青田泰博

（国立病院機構名古屋医療セ），岡村菊夫（東名古屋） 固形癌に対し

化学療法の抗腫瘍効果は dose-intensity に依存しており，dose-intensity

を増すためには dose-escalation よりも dose-dense が有用であることは

理解されている．近年 PEG 化された持続型 GCSF 製剤の登場に伴

い，他がん腫でも dose-dense による抗腫瘍効果を狙ったレジメンが選

択されてきている．当院でも dose-dence MVAC 療法による 4例の術

前化学療法を行ってきた．全例男性，腎盂尿管がん，膀胱がん各 2

例，年齢の中央値は73.5歳，施行コースは 3，白血球の nadir は

6,200/μl であった．発熱性好中球減少症は発症しなかった． 2例が

手術終了し，ともに cT2 から pTis，T1 と down staging を認めた．そ

の後の経過や有害事象などを含めて報告する．

当科で経験したマトリックス結石 5症例の検討 :池端良紀，小笠原

卓音，加藤隆一，宮尾則臣（市立室蘭総合） ［背景と目的］マト

リックス結石は石灰化結石よりミネラルの割合が低く，尿路結石全体

の 1％程度に認められる稀な結石である．われわれが経験した症例に

ついて検討した．［対象］2010年 1月から2016年 6月までに当科で尿

路結石症に対する手術治療を受け，内視鏡所見でマトリックス結石と

診断された 5例．［結果］ 5例中 1例が男性， 4例が女性であり，全

例が腎結石であった． 4例が経尿道的結石砕石術（TUL）， 1例が経

皮的腎結石砕石術（PNL）で治療された．Stone free となるまでの治

療施行回数は 3例が 1回， 1例が 2回， 1例が 3回であった．全例が

手術治療前に有熱性尿路感染症の既往があった．［結語］マトリック

ス結石の 5症例の治療経過につき検討した．

TUL 術後有熱性尿路感染症の発生状況と予防への取り組み : 大森

千尋，飯田孝太，直井牧人，仲川嘉紀（大和高田市立），堀 俊太

（市立奈良），森澤洋介，望月裕司（国保中央），吉川元清（近畿大奈

良），谷 満（たに泌尿器科クリニック） ［目的］当科における

TUL 術後有熱性尿路感染症（fUTI）の発生状況と発症危険因子を検

討し，さらに術前抗生剤投与による予防効果について検討した．［方

法］2011年 1月∼2015年10月に当科で TUL 手術を実施した304例．

fUTI は38度以上の発熱と炎症反応上昇と定義．［結果］手術時間と術

後 fUTI 発症の間に有意な関連はなく，短時間の手術でも重症敗血症

を発症した症例もみられた．術前腎盂腎炎，術前尿管ステント留置，

手術時間が術後 fUTI 発症の危険因子であった．これらの因子を 1つ

でももつ際，術前抗生剤投与で術後 fUTI は減少できる．［考察］術

後 fUTI の発症リスクが高い症例では，予防的術前抗生剤投与は有用

である可能性が示唆された．

当院における尿管結石の治療成績の比較 : 前之園良一，松永知久，

右梅貴信（愛仁会高槻） ［目的］2015年 6月に軟性尿管鏡を導入し

た．この 1年間の尿管結石の治療成績を比較検討した．［方法］2015

年 6月から2016年 6月までの期間で当科受診した患者を対象とした．

10 mm 前後もしくは自排石が困難の患者に f-TUL と ESWL を提示し

た．f-TUL 症例では術後に D-J ステント 6 Fr 26 cm を留置した． 1週

間後にステント抜去し画像で評価した．ESWL 症例では術後 7∼10

日後に画像で評価した．［結果］f-TUL は破砕良好な症例が多数だが，

中には切石術へ変更した例など認めた．ESWL ではおおむね初回で

破砕し，大きな合併症はなかった．［考察］f-TUL では直接破砕で良

好な破砕が得られる分合併症も ESWL に比べて比較的多いように見

受けられた．引き続き検証する．

長期介在尿管結石症例の尿管鏡所見とその術前予測因子の検討 :大

筆光夫，四柳智嗣，池田大助（厚生連高岡） ［目的］長期介在尿管

結石症例の尿管鏡所見とその術前予測因子を検討する．［方法］尿管

鏡にて尿管内腔を確認した長期介在尿管結石症例計44例を対象とし，

術前臨床因子，尿管鏡所見を検討した．［成績］平均年齢は65.8歳，

左26例・右18例であった．平均結石体積は 287.5 mm3 であった．尿

管鏡所見は正常19例，嵌頓結石症例が20例，全体的な尿管内腔狭小症

例が 4例，両方みられた症例が 1例であった．嵌頓結石症例群と非嵌

頓結石症例群の 2群について比較検討したところ嵌頓結石症例群で有

意な上部尿管径拡張（平均 10.0 mm vs 8.8 mm，P＜0.05）がみられ

た他には有意差はなかった．［結論］尿管鏡所見の術前予測は困難と

考えられた．

嵌頓結石を予測する術前因子の検討 :杉野輝明
1
，浜本周造

1
，海野

怜
1
，海野奈央子

2
，山田健司

2
，安藤亮介

1
，岡田淳志

1
，戸澤啓一

1
，

橋本良博
1,2，岩瀬 豊

2
，郡 健二郎

1
，安井孝周

1（1名古屋市大，2愛

知厚生連豊田厚生） ［背景］嵌頓結石では，介在部尿管の変化によ

り治療が難渋すると報告されている．今回，術前に嵌頓結石を予測す

る因子について検討した．［対象と方法］当院および関連施設におい

て2013年から2015年までに TUL を行った上部尿管結石患者118例を

対象とした．術前画像因子は腹部超音波での水腎 grade と，CT での

結石介在部の所見（壁肥厚，CT 値）とし，術中の尿管鏡所見（浮

腫，結石固着，尿管屈曲）との関連を調べた．［結果］術前の水腎が

grade 3 以上，尿管壁の肥厚を認めた症例では，術中に結石介在部の

浮腫と結石固着を認めた．［結論］術前画像因子から嵌頓結石を予測

することが可能であった．

オルト―トルイジンによると思われる職業性膀胱癌の検討 :福島正

人，横山 修，伊藤秀明，青木芳隆，山内寛喜，多賀峰克，岡田昌

裕，関 雅也，稲村 聡，品川友親，堤内真実，糸賀明子，小林久

人，田中伸樹（福井大） 芳香族アミンによる職業性膀胱癌は原因物

質の使用規制などで今後終息を迎えるだろうと言われてきた．しかし

2014年，福井県にて芳香族アミンの一種であるオルト―トルイジンが

原因と疑われる膀胱癌が複数例確認された．厚生労働省は2016年 3月

にこの物質が原因で膀胱癌が発症したと推定するとした調査結果を発

表した．2016年 6月現在，福井県内で 7人の職業性膀胱癌患者が確認

されている．オルト―トルイジンは芳香族アミンの一種であり，染料

を作成するのに有用な物質であるが，国際がん研究機関ではグループ

1（人に対して発がん性がある）に分類されている．過去の職業性膀

胱癌の歴史とその発生と予防について文献的考察を加えた．

腎尿管全摘除術を施行した腎盂・尿管癌における膀胱内再発の臨床

的検討 :洪 陽子，永原 啓，河嶋厚成，氏家 剛，藤田和利，植村

元秀，木内 寛，今村亮一，宮川 康，野々村祝夫（大阪大） ［目

的］腎盂・尿管癌における腎尿管全摘除術後膀胱内再発について検討

した．［方法］2006年 1月から2016年 4月まで腎尿管全摘除術を施行

した腎盂・尿管癌で，膀胱癌の既往および手術時に転移がある症例を

除いた74例（男性54例，女性20例，年齢中央値69歳）を対象とし，膀

胱内再発について後視的に検討した．［結果］術後膀胱内再発は35例，

2年膀胱内非再発生存率は57％であった．臨床病理学的因子について

同時期に加療した原発性膀胱癌と比較したが，有意な因子は認めな

かった．

pTa 膀胱癌内視鏡切除後の再発リスク因子 :古野剛史，三浦克紀，

河津隆文，飴田 要，関 晴夫，南谷正水，谷口光太郎，松野 正

（北海道泌尿器科記念） ［目的］pTa 膀胱癌の再発リスクを検討．

［方法］2005∼2011年に経尿道的膀胱腫瘍切除を施行され病理が尿路

上皮癌 pTa のものを対象とした．リスク因子をコックス比例ハザー

ドモデルで検討した．［結果］351例（男268，女83 ;年齢71.4歳）で

悪性度は G1 192例，G2 156例，G3 3例．観察期間 70∼5,390日にお

いて195例に再発を認めた．先行する腎盂尿管癌，多発腫瘍，膀胱頸

部腫瘍，高齢（70歳以上）が有意なリスク因子だった．術後膀胱注入

療法はハザード比 0.4 まで再発リスクを軽減した．［考察］先行する

腎盂尿管癌，多発腫瘍，頸部腫瘍，高齢が有意なリスク因子であり，

リスク症例については積極的な術後膀胱注入療法が望ましいと考えら

れた．

当院における膀胱癌 pT1 症例の治療に関する検討 : 高田秀明，小

林 恭，澤田篤郎，赤松秀輔，根来宏光，寺田直樹，山崎俊成，井上

貴博，神波大己，小川 修（京都大） ［目的］膀胱癌 pT1 症例の当

院での治療について検討する．［方法］2007年 1月から2016年 5月ま

での間に TURBt で pT1 と診断された90例について検討した．［結果］

年齢は中央値73歳．2nd TUR を施行したものが71例，施行していな

いものが19例であった．2nd TUR で悪性所見なしが41例，Ta もしく

は Tis 病変残存が20例，T1 以上の病変残存が10例であった．［結論］

初回 TURBt で pT1 と診断された場合でも様々な理由で 2nd TUR が

施行できていない症例が存在した．
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当院における 2nd TURBT の検討 : 齋木 寛，金尾健人，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，中村小源太，住友 誠（愛知医大），都築豊徳（同病理） ［目

的］当院における 2nd TURBT について検討した．［対象と方法］

2013年 3月∼2016年 4月にかけて 2nd TURBT を施行した12例を対象

とし，患者の臨床背景，2nd TURBT 時における腫瘍の残存，

upstaging について後ろ向きに検討した．［結果］年齢の中央値は72歳

（46∼87），全例が男性であった．1st TURBT の病理学的な診断は全

例，pT1 high grade であった．1st TURBT から 2nd TURBT を施行す

るまでの期間の中央値は49日（36∼63）であった．2nd TURBT で腫

瘍の残存があったものは12例中 3例であったが upstaging した症例は

認めなかった．［結語］本検討では upstaging した症例はなかったが，

残存腫瘍を少なからず認めたため，2nd TURBT の有用性が示唆され

た．

BCG 膀胱内注入療法による注入時間の違いによる完遂率の検討 :

岡村武彦，永井 隆，田中勇太朗，小林大地，小林隆宏，秋田英俊

（安城更生），安井孝周（名古屋市大） 当院では BCG 注入後 1時間

排尿が基本である．一方，BCG 低用量注入の多施設共同研究に携わ

り，対象者は 2時間での排尿を行ってきた．今回，BCG 膀胱内注入

後の時間の違いに着目し，副作用・完遂率の比較検討を行った．2006

年11月から10年間で，80 mg（A群）23例，40 mg（ B群） 8 例が研

究登録され，注入後 2時間排尿を行った．同期間に 80 mg（C）群76

例，40 mg（D群）68例，計144例 1 時間保持症例があり， 4 群の計

175人を対象とした．完遂率はおのおの A群 : B群 : C群 : D群＝

20/23（87.0％) : 8/8（100％) : 71/76（93.4％) : 60/68（88.2％）

で，保持時間の優位な差は認められず，逆に低用量 1時間でも10％以

上の症例で完遂できない症例が存在し，注入時間による違いは認めな

かった．

献腎移植後に可逆性白質脳症症候群（PRES）と考えられた 1例 :

齋藤允孝，大森直美，桑原 賢，安富正悟，大関孝之，本郷祥子，杉

本公一，清水信貴，南 高文，野澤昌弘，能勢和宏，吉村一宏，植村

天受（近畿大） ［症例］症例は68歳，男性，身長 169 cm，体重 54.8

kg．慢性糸球体腎炎にて28年間血液透析を行っていた．2016年 3月献

腎移植術施行．免疫抑制剤は TACER，MMF，プレドニゾロン，バ

シリキシマブを使用．［経過］導入免疫抑制剤は TACER 8 mg，MMF

1,500 mg，プレドニゾロン 50 mg．TACER，C0 高値にて漸減する

も，POD9 一時的痙攣発作，眼球上転認め，タクロリムス脳症と考え

られた．TACER 中止し CyA に変更し s-CRE 3∼ 4台で推移してい

る．［結果］CYP3A5 : ＊3/＊3 でありタクロリムスが原因の PRES

と考えられた．［結語］タクロリムストラフが異常値の場合積極的に

CYP3A5 を測定する必要があると考えられた．

献腎移植後早期に TUR-P を施行した 1 例 : 大西美貴子，米田龍

生，清水卓斗，大西健太，武長真保，中井 靖，三宅牧人，井上剛

志，穴井 智，鳥本一匡，青木勝也，田中宣道，吉田克法，藤本清秀

（奈良県立医大） ［症例］56歳，男性．血液透析歴18年 7カ月に当院

で献腎移植施行し透析を離脱．術後尿道カテーテル抜去後排尿障害，

前立腺炎を生じ，PFS で BOO4 の診断となり，尿道カテーテル留置

の状態で退院．移植後 5カ月目に TUR-P を施行し，尿道カテーテル

抜去後排尿問題なく，前立腺炎も発症しないことを確認の上退院と

なった．［考察・まとめ］本邦ではドナー不足から献腎移植の待機期

間が長くなっている．透析導入前の排尿が問題なくても待機中に

BPH が進行している可能性がある．腎移植後の排尿障害は，免疫抑

制下の感染の risk になるのみならず，移植腎機能低下にもつながりえ

るため，BPH の可能性のある症例では術後の排尿障害が重要と思わ

れる．

当院における腎移植後副甲状腺摘除術症例の検討 : 小松智徳，辻

克和，石川智啓，加藤 隆，佐野優太，鶴田勝久，木村 亨，絹川常

郎（JCHO 中京），服部行紀（同病理診断科） ［目的と方法］腎移

植後も HPT が遷延し副甲状腺摘出術（PTx）が必要になる症例が存

在する．今回われわれは2008年以降当院で行われた腎移植後 PTx 症

例についてその術式や術後経過について検討した．［結果］症例は男

性 2例，女性 6例，献腎移植 6例で生体腎移植が 2例であった．PTx

時の平均年齢は49.5歳，平均透析期間は17.2年，腎移植から PTx ま

での平均期間は11.6カ月であった．術式は全例で全摘＋自家移植を標

準としたが， 2例で 4腺摘除に至らず自家移植を施行しなかった．周

術期合併症に重篤なものは認めず，PTx 後平均52.8カ月の経過で全

例 iPTH，Ca は正常範囲内である．［考察］移植後 HPT は長期透析

後の移植患者に多く見られ，PTx は有効な治療であった．

移植後 IgA 腎症再発に対する扁桃腺摘出・ステロイドパルス併用

療法の治療成績 :土屋朋大，堀江憲吾，竹内慎一，中井千愛，秋田和

利，高井 学，亀山紘司，山田佳輝，中根慶太，水谷晃輔，安田

満，横井繁明，仲野正博，出口 隆（岐阜大） ［緒言］移植後 IgA

腎症再発に対して，われわれは扁桃腺摘出・ステロイドパルス併用療

法で治療を行っており，その治療効果について検討した．［対象］腎

移植後に病理学的かつ臨床的に IgA 腎症再発を来たし，扁桃腺摘出・

ステロイドパルス併用療法を施行した 7例を対象とした．［結果］男

性 5例，女性 2例，再発診断時の年齢は平均33.0歳，血清クレアチン

値は中央値 1.43 mg/dl であった．扁桃腺摘出・ステロイドパルス併

用療法が奏功し，蛋白尿の消失を認めたものが 6例，治療に抵抗性で

あったものが 1例であった．［結論］移植後 IgA 腎症再発例に対する

治療として，早期に扁桃腺摘出・ステロイドパルス併用療法を行うこ

とが有効である可能性が考えられた．

当科における糖尿病性腎症に対する生体腎移植術の治療成績 :谷口

歩，今村亮一，中澤成晃，角田洋一，阿部豊文，野々村祝夫（大阪

大），市丸直嗣，高原史郎（同先端移植基盤医療学） ［目的］腎移植

患者において，術前から糖尿病を合併している場合，高率に術後心血

管合併症を併発することが知られている．当科における術前糖尿病合

併症例での腎移植成績を検討した．［対象と方法］2000年以降に大阪

大学医学部附属病院で生体腎移植術を施行した症例のうち，原疾患が

2型糖尿病である27例について術後成績を含めた各パラメーターの検

討を行った．［結果］移植時年齢の中央値は53歳（29∼63歳）．性別は

男性21例，女性 6例． 5年生存率は96.3％， 5年生着率は88.9％で

あった．心血管系合併症を認めたものは 4 例（15.4％）であった．

［結語］糖尿病合併腎移植症例であっても，非合併症例に比し遜色の

ない良好な成績であった．

脳死下膵腎同時移植前後の膀胱機能の検討 :河合昭浩，佐々木ひと

美，竹中政史，深見直彦，日下 守，白木良一（藤田保衛大），會田

直弘，伊藤泰平，剣持 敬（同臓器移植科） 膵腎同時移植は 1型糖

尿病による慢性腎不全に対する根治的治療である．膀胱機能により術

後の合併症を引き起こす可能性があるため，術前，術後の膀胱機能の

評価が重要となる．当院で施行した脳死下膵腎同時移植症例39例のう

ち，術前評価として膀胱内圧測定を施行した16例，術後 1年目に尿流

測定を施行した 7例について検討した．［結果］術前評価したすべて

の症例で腎機能が改善した．膀胱内圧測定では FDV 96.3 ml ，MDV

222.5 ml，排尿筋圧 48.4 cmH20 であった．術後 1年目の尿流測定で

は Qmax 19 ml/s，排尿量は 425.1 ml であった．［結語］移植前の患

者は廃用性萎縮膀胱や低コンプライアンス膀胱ではあるが，移植後の

経過とともに最大膀胱容量の増加を認めた．

熊咬傷による尿道断裂の 1例 :渡部明彦，柴森康介，飯田裕朗，伊

藤崇敏，藤内靖喜，北村 寛（富山大） ［症例］40歳代，男性．［既

往歴］気管支喘息，心房細動．［現病歴］会社同僚と登山し下山中に，

突然現れた熊に同僚とともに襲われ陰部を咬まれたため当院に救急搬

送された．［経過］両側陰嚢部に裂傷が認められ出血しており，排尿

しようとしたところ裂傷部から尿が排出された．同日緊急手術を施

行．尿道造影にてリークがあり経皮的膀胱瘻を造設した．振子部尿道

は完全断裂していたため端々吻合，左陰茎海綿体は不完全断裂してい

たため止血して白膜を修復した．術後 2週で尿道カテーテル，膀胱瘻

カテーテルを抜去した．術後 3カ月経過にても排尿状態は良好であっ

た．若干の文献的考察を加えて報告する．

鼠径ヘルニア修復術後メッシュが膀胱内に迷入した 1 例 : 船田

哲，寒野 徹，西山隆一，岡田 崇，東 義人，山田 仁（医仁会武

田総合），大塚一雄，北岡昭宏（同外科） ［背景］鼠径ヘルニア修復

術には，メッシュを用いた tension-free 法が推奨されている．術後合

併症として，膀胱内にメッシュが迷入することはきわめて稀である．

［症例］85歳，男性．血尿，発熱を主訴に当科紹介．60歳代で右鼠径

ヘルニア修復術を施行．CT，膀胱鏡にて膀胱内にメッシュが迷入し

たと診断し腹腔鏡下に膀胱部分切除術，メッシュ除去術を施行．術後

泌尿紀要 63巻 7号 2017年284



翌日から飲水，食事を再開し，術後 6日目に膀胱留置カテーテルを抜

去，術後11日目に退院．［考察］腹腔鏡下に切除を行った報告はこれ

までにないが，安全に施行でき術後早期回復が可能であった．［結語］

鼠径ヘルニア修復術後，膀胱内にメッシュが迷入し，腹腔鏡下に切除

を行った症例を経験した．

女性全周性尿道憩室に対して経尿道的および小切開経膣的到達によ

るソフト凝固焼灼術が奏功した 2例 : 川村研二（恵寿総合） ［はじ

めに］全周性尿道憩室に対しソフト凝固焼灼が奏功した 2例を報告す

る．［症例］症例 1 : 40歳代，主訴 :排尿痛，尿閉．臨床経過 :憩室

感染で経膣的に 1 cm の切開で排膿ドレナージ． 3 週間後に経尿道

的，経膣的にソフト凝固で電気凝固．憩室壁に悪性所見なし．尿道カ

テーテルを 2週間留置．術後10カ月経過，尿道憩室は消失，尿失禁な

し．症例 2 : 60歳代，主訴 : 尿閉．臨床経過 :経膣超音波下にソフト

凝固による経尿道的電気凝固術を 2回施行，憩室壁に悪性所見なし．

尿道カテーテルを 4週間留置，術後 4カ月経過，尿道憩室は消失，尿

失禁なし．［結語］経尿道的および小切開経膣的ソフト凝固による焼

灼術は全周性尿道憩室に対する有効な手術方法である．

巨大膀胱憩室 5症例に対する経腹経膀胱的憩室切除術の検討 :伊丹

祥隆，市川和樹，溝渕真一郎，中浜智則，松本吉弘，百瀬 均

（JCHO 星ヶ丘医療セ） ［目的］巨大膀胱憩室 5 例に対する術式，

下部尿路機能障害に対する治療，経過について検討した．［方法］対

象は2008年 4月から2016年 3月までの 5例．全例男性，基礎疾患は

BPH 2 例，BNC 2 例であった．憩室の長径は中央値で 8. 0 cm

（6.4∼10.8），部位は後壁 2例，右尿管口外側 2例，頂部 1例．術式

は経腹経膀胱的に施行し，憩室を膀胱内に翻転し，憩室中央に切開を

入れ憩室外の癒着を外し切離した．［結果］手術時間の中央値は201分

（142∼265），出血量は 135 ml（30∼577）．術後合併症は認めず，CG

で憩室は全例で消失． 4例に対して後日 TURP か TURBN を施行し

自排尿改善した．［考察］経腹経膀胱的憩室切除術は巨大膀胱憩室に

対して安全かつ有効な術式と考えられた．

根治的前立腺全摘除術後に発症した直腸尿道瘻に対し，経肛門的修

復術が奏功した 1例 :牧野友幸，三輪聰太郎，越田 潔（国立病院機

構金沢医療セ） 症例は70歳，男性．術前 PSA 7.0 ng/ml，グリソン

スコア 3＋3 の前立腺癌に対し，開腹下根治的前立腺全摘除術を施行

した．術中直腸損傷は気付かなかったが，術後12日目に水様性便失禁

が出現し膀胱尿道造影で直腸尿道瘻と診断した．尿道カテーテル留置

と人工肛門造設により瘻孔は著名に縮小したため自然閉鎖を期待した

が治癒に至らなかった．根治術後 8カ月目に経肛門的瘻孔閉鎖術と両

側シングル J 尿管ステント留置術を施行した．瘻孔閉鎖を確認後，瘻

孔閉鎖術後 5カ月目に人工肛門を閉鎖しその後再発を認めていない．

前立腺全摘後の直腸尿路瘻は難治性合併症だが，われわれは今回の経

験からその原因や対策，治療法について若干の文献的考察を加えて報

告する．

当院における経直腸的前立腺生検の検討 :近沢逸平，井上慎也，中

澤佑介，中井 暖，森田展代，橘 宏典，田中達朗，宮澤克人（金沢

医大），石井健夫（浅ノ川総合），菅 幸大（石川県済生会金沢）

［目的］当院で施行した経直腸的前立腺生検術につき，癌検出率，合

併症などを明らかにする．［対象］2002年から2015年まで，治療効果

判定のため施行された27件を除外した1,521件を対象とした．［方法］

年齢，PSA 値，前立腺推定容積，再生検，生検コア数，合併症につ

き後ろ向きに検討を行った．［結果］癌陽性は633例（41.6％）であっ

た．癌陽性群および陰性群の比較をすると，年齢，DRE 陽性例，再

生検例，PSA 値，PSAD，生検コア数に有意な差を認めた．合併症は

発熱 8例（0.53％），直腸出血 1例（0.07％）であった．［考察］諸家

の報告と比べ癌陽性率はほぼ同等であり，合併症は少なかった．

経会陰的前立腺生検前 MRI の有用性についての検討 : 小澤雅史，

高橋麻奈（東葛），下 正宗（同病理診断科） ［目的］経会陰的前立

腺生検前 MRI と生検結果について比較検討する．［対象と方法］

2014年 4月∼2016年 5月に PSA 4∼20 ng/ml で MRI 施行後に経会陰

的系統的14カ所生検＋生検前 MRI に基づく標的生検を施行した65例

を対象とした．［結果］年齢中央値は72歳，PSA 中央値は 7.48 ng/ml

であった．MRI 使用前（2010年 4月∼2014年 3月）と比較して癌検

出率が49.0％から73.8％に上昇した．T2 強調画像＋拡散強調画像で

異常所見に基づく標的生検陽性率は69.7％であった．［結語］経会陰

前立腺生検前 MRI は癌検出率向上と系統的生検部位の絞り込みに有

用である可能性が示唆された．

前立腺 MRI-US fusion target 生検の初期成績 :梶原進也，金井優

博，渡辺麻里，関戸 翔，東 真一郎，加藤 学，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） ［目的］

前立腺生検における MRI-US fusion target 生検の有用性を検討した．

［方法］当院で2015年 6月から2016年 5月までに PSA 高値を認め，

MRI で癌が示唆された13症例に対し経会陰的 target 生検を施行し従

来の生検法と比較検討した．［結果］13症例中 9例で前立腺癌が検出

され，うち 8例は標的部位から癌が検出された．Target 生検の 1コ

ア当たりの癌の検出率は従来の生検法に比べ有意（P＝0.037）に高

かった．［考察］MRI で癌局在が疑われる部分に対して target 生検を

行うことで高い癌検出率が得られた．Target 生検は飽和生検と比較

し生検コア数が少なくすみ，良好な成績が得られる可能性が示唆され

た．

前立腺生検へのロボット支援検査装置 : 坂口 強（坂口泌尿器科ク

リニック），瀧内秀和（西宮市立中央） ［目的］前立腺生検時，超音

波と MRI 画像を一致させ，生検部位を決める必要がある．［方法］

MRI 画像を回転させ，超音波画像の軸に一致させる．コンピュータ

からロボットに位置情報を送る．超音波プローブをセットしたロボッ

トが少しずつ動き，その時の超音波画像をキャプチャし，また，回転

した MRI も同時に画面に表示する．ドップラーエコー画像を得る時

は心電図に同期させる．［結果］ロボットを使用することにより，正

確な位置情報が得られ，超音波と MRI の画像を一致させることがで

きた．［考察］MRI 画像を超音波画像上に重畳表示し，さらにロボッ

トを用いることで標的組織を正確に採取できる可能性が向上するもの

と期待される．

ダヴィンチ Xi を使用した，RARP 導入初期の経験 :ミニマム創手

術との比較 : 曽我倫久人，景山拓海，小倉友二（愛知県がんセ中央）

［目的］当院では，2015年10月にダヴィンチ Xi を導入し，ロボット

支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RARP）を開始した．RARP の初期経

験と，従来のミニマム創手術（MIES）との比較を報告する．［方法］

2011年11月∼2015年 8月の MIES 107例と，2015年10月からの RARP

28例を比較した．［結果］MIES と比較して，RARP では，有意な手

術時間の延長，摂食開始の遅延，輸液期間の延長が存在し，出血量の

低下，鎮痛剤使用量の低下，吻合部不全の出現率の低下，カテーテル

留置期間の短縮，術後入院期間の短縮が確認された．その他の合併症

の頻度に有意な差は存在しなかった．［結語］RARP は導入初期にお

いても，有意な出血量の低下，術後入院期間の短縮が確認された．

当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）の初

期経験 :森田展代，井上慎也，中澤佑介，中井 暖，橘 宏典，近沢

逸平，田中達朗，宮澤克人（金沢医大） ［目的］2015年10月より開

始した RALP の初期経験について報告する．［方法］2015年10月∼

2016年 6月までの20例を対象とし，患者背景・手術成績を検討した．

［結果］平均年齢68歳，PSA 8.659 ng/ml，Gleason score 6 : 5例，7 :

12例，8 : 2例であった．D’Amico のリスク分類は low 2 例，inter-

mediate 10例，high 8 例であった． 6 例に腹部の手術既往， 1 例は

TUR-P 施行後であった．手術時間353分，コンソール時間271分，出

血量 234 ml，切除断端陽性は 2例（側方）に認めた．合併症はイレ

ウスが 2例，尿道膀胱吻合不全を 1例に認めた．［考察］RALP は安

全に施行できる手術方法であると考える．今後，次世代へと技術や知

識を継承していく事も重要である．

当院での RALP における工夫点 : 藤本卓也，嶋津裕樹，奥野優人，

楠田雄司，田口 功，川端 岳（関西労災），松本怜子（同麻酔科）

当院では2014年11月よりロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（以下

RALP）を開始し，現在まで約100例の症例を経験している．今まで

の経験上何点かの工夫を行い良好な結果を得ている．1．体位は一般

的に25∼30度の頭低位で行われているが，腹腔アプローチでは20度

で，後腹膜アプローチでは10度で施行している．2．後腹膜アプロー

チでは助手用ポートをエアシールポートの 1本のみとして，そこから

同時に 2本の鉗子類を入れて操作している．3．膀胱頸部離断後に精

管と精嚢を一塊のまま露出することで剥離操作が容易になり，その後
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の 3rd アームによる同部牽引が容易となっている．これらの工夫点に

つき動画を交えて報告する．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術の初期経験と切除断端陽性症例

の検討 :安達拓未，辻田次郎，待鳥亜沙子，筒井顕郎，原野正彦（地

域医療機能推進機構九州） 当院における前立腺癌に対するロボット

支援腹腔鏡下前立腺全摘術の初期経験について報告する．2015年 8

月∼2016年 6月までの64例を対象とした．年齢中央値71歳，BMI 中

央値 23.75，診断時 PSA 中央値 8.62 ng/ml，臨床病期は T1c/T2a/

T2b/T2c/T3a 41例/14例/ 5例/ 3例/ 1例であった．手術時間中央値

218分，コンソール時間中央値 162.5分，膀胱尿道吻合時間中央値 13

分，出血量中央値 100 g であった．到達法は経腹膜/経後腹膜56例/ 8

例，神経温存は18例，リンパ節郭清は26例であった．切除断端陽性

（RM1）は13例で認め，ホルモン療法なし，pT3 以上が RM1 の有意

な因子で，それ以外は有意な因子ではなかった．今後症例を追加して

検討する予定である．

ロボット支援根治的前立腺摘除術の切除断端陽性部位における

Gleason score が予後に及ぼす影響 :金尾健人，梶川圭史，小林郁生，

森永慎吾，村松洋行，斎木 寛，西川源也，加藤義晴，渡邊將人，中

村小源太，住友 誠（愛知医大），都築豊徳（同病理部） ［目的］ロ

ボット支援根治的前立腺摘除術（RARP）の切除断端陽性部位におけ

る Gleason score（GS）が予後に及ぼす影響を明らかにする．［方法］

当施設で RARP を施行した307例を対象とした．PSA 再発の予測因子

としての断端陽性部位における GS の有用性を，標本中の最も高い

GS や最大病変の GS と比較した．［結果］切除断端陽性であった症

例は68例であり，断端 GS が最高もしくは最大 GS ではない症例は10

例認めた．Cox 比例ハザードモデルで比較すると，断端 GS を用いた

モデルの concordance index が最も高かった．［結論］切除断端陽性例

においては，その部位の GS が，標本中の最も高い GS や最大病変の

GS よりも有用な予後予測因子である可能性が示唆された．

当院での RALP における拡大リンパ節郭清の治療成績 : 伊夫貴直

和，東 治人（大阪医大），上原博史，内本晋也（野崎徳洲会），児島

彬（済生会中津） ［背景］高リスク前立腺癌に対しての拡大リンパ

節郭清は近年積極的に行われている．［方法］拡大リンパ節郭清を

行った20例と閉鎖リンパ節のみの58例の患者背景，周術期成績，手術

結果，PSA 値の推移および術後尿パッド枚数などの比較検討を行っ

た．［結果］閉鎖リンパ節および拡大リンパ節郭清施行群において年

齢は平均68.7，69.7歳，術前 PSA 値は平均 11.1，15.1 ng/ml．コン

ソール時間は平均184.6，198.8分，出血量は 122.1，107.5 ml と両群

間で差はなく，摘出リンパ節数は，平均4.5，17.3個でリンパ節転移

は 0，3例，PSA 再発は 7，2例で認めた．［結論］当院において拡

大リンパ節郭清は安全に施行でき，今後さらなる症例の蓄積が必要と

考えられた．

転移性前立腺癌に対する Degarelix を用いたアンドロゲン除去療

法 : 中井 靖，田中宣道，藤本清秀（奈良県立医大），望月裕司，松

村善昭，福井真二，大山信雄，細川幸成，初鹿野俊輔，松本吉弘，星

山文明，山田 篤，原本順規（奈良泌尿器腫瘍研究グループ） ［目

的］転移性前立腺癌患者に対して degarelix を用いたアンドロゲン除

去療法における治療成績について検討する．［対象と方法］2012年12

月∼2015年12月に，奈良県立医科大学関連施設13施設において，転移

性前立腺癌患者に対してアンドロゲン除去療法として degarelix を初

回から投与した患者93例を対象とした．［結果］観察期間中央値14カ

月（範囲 2 ∼38カ月），平均 PSA 非再発生存期間は18.5カ月であっ

た．中止理由として，刺入部疼痛 6例，間欠療法への移行 2例，LH-

RH アゴニストへの変更 9例，病勢の進行13例，転院が 6例であっ

た．［結語］転移性前立腺癌に対する degarelix を用いたアンドロゲン

除去療法の治療成績を示した．

塩酸デガレリクスの注射部痛に対するへパリン類似物質の緩和効

果 : 永江浩史，前堀直美（ながえ前立腺ケアクリニック） ［目的］

塩酸デガレリクス（D）の注射部痛に対するヘパリン類似物質（H）

の緩和効果を検討した．［対象と方法］D 投与後の注射部痛を訴える

前立腺癌患者19例（78.8±6.9歳，D 投与期間15.6カ月）．D 投与時

に注射部周囲（径 10 cm）に H 約 1 g を疼痛消失まで 1日 2回塗布

し，疼痛緩和効果を検討した．［結果］D 注射部痛は，最大 VAS :

5.4±2.0→4.3±2.1，有痛期間（日） : 4.9±2.4→3.9±2.2，Nsaids

服薬回数 : 4.0±4.2→2.5±3.8と H 塗布前後で有意に軽減した．有

効判定例（最大 VAS 減≧25％ or 有痛期間短縮≧ 1日 or 鎮痛薬30％

以上減）は84.2％（16/19）で，全有効例が継続を希望した．［考察］

塩酸デガレリクスの注射部痛に対してヘパリン類似物質塗布は有効で

ある．

去勢抵抗性獲得後の早期におけるアビラテロン使用は予後を改善す

る :内木 拓，飯田啓太郎，安藤亮介，惠谷俊紀，河合憲康，戸澤啓

一，安井孝周（名古屋市大），永井 隆，秋田英俊，岡村武彦（JA 愛

知厚生連安城更生） ［目的］CRPC に対してアビラテロンが承認さ

れ，2014年より使用可能となった．しかし既存薬剤がある中で，どの

ような順序で使用するべきかについては定まっていない．そこで，使

用症例を後方視的に解析・検証した．［対象と方法］対象は名古屋市

立大学と関連施設において，アビラテロンを使用した CRPC 患者104

例．CRPC 診断後 1st line，2nd line で使用した症例を early 群（ E

群），それ以降に使用した症例を deferred 群（D群）とし検討した．

［結果］ E群およびD群は，年齢やステージに有意差を認めなかった．

E群はD群より PSA レスポンスおよび PFS が良好であった．［考察・

結論］アビラテロンは早い段階で使用することで良好な予後を得られ

る事が示唆された．

去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミド療法の検討 : 大関孝

之，大森直美，桑原 賢，安富正悟，本郷祥子，齋藤允孝，杉本公

一，清水信貴，南 高文，野澤昌弘，能勢和宏，吉村一宏，植村天受

（近畿大） ［目的］去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミド療法

を後方視的に調査検討した．［対象と方法］2014年 3月から2016年 3

月まで集計可能な51例を分析・検討した．160 mg を通常量上限とし

た．［結果］投与群の年齢中央値74（50∼93）歳，エンザルタミド投

与前 PSA 中央値 23.1（0.005∼971）ng/ml であった．RDI の平均は

92.9％であった．非再発生存率の中央値6.4カ月で35例（71.4％）に

PSA 奏功を認めた．［結語］エンザルタミド療法導入により多くの症

例で PSA 奏功を認めた．有害事象は疲労・倦怠感，食欲不振が高頻

度であった．低用量からの薬剤開始症例が増加傾向にあり，症例の蓄

積のうえ，有用性を検討するべきと考えられる．2016年 9月まで追加

調査し報告する．

当院 CRPC 病勢進行群におけるエストラムスチンの使用が新規ホ

ルモン剤の効果へ及ぼす影響の検討 : 山田浩史，服部恭介，大橋朋

悦，石田 亮，錦見俊徳，横井圭介，小林弘明（名古屋第二赤十字）

2014年10月∼2016年 2月の間に CRPC となった40例（全例化学療法

未施行）．内訳はエンザルタミド使用群25例中エストラムスチン使用

例は 9例，アビラテロン使用群15例中エストラムスチン使用は 3例．

エンザルタミド使用群の病勢進行は 7例．うちエストラムスチン使用

例は 3例．アビラテロン使用例の病勢進行は 9例．うちエストラムス

チン使用例は 3例だった．エンザルタミド使用例のエストラムスチン

使用例と未使用例間の病勢進行までの平均期間は5.3カ月と6.4カ月で

有意差はなかった（p＝0.6560）．アビラテロン使用例のエストラム

スチン使用例と未使用例間の病勢進行までの期間は2.3カ月と7.29カ

月で有意差はなかった（p＝0.1025）．以上，考察検討する．

前立腺癌が疑われる PSA 高値の BPH に対して，診断的治療をかね

て TURP を行った症例の検討 :豊田信吾，森 康範，加藤良成，井

口正典（市立貝塚），山崎 大（同病理診断部），奥田康登（奥田泌尿

器科） ［目的］日常診療において閉塞症状が強いにも関わらず PSA

高値のため PSA follow せざるを得ない症例が多い．当科では MRI，

生検などで癌が否定された症例には，診断と治療をかねて積極的に

TURP を行っている．切除重量，術後の PSA の推移，病理診断につ

いて検討した．［方法］2011∼2016年の 5年間に術前 PSA 高値で前立

腺癌疑いであった BPH 75例に TURP を施行し検討を行った．［結果］

切除標本から前立腺癌が検出されたのは 4例（5.3％），術後 PSA 値

が基準値以下に下がったのは70例（93.3％），PSA 低下量/前立腺切

除量で求めた density は中央値 0.22（0.06∼0.74）であった．［考察］

今後も症例を重ねて検討していく予定である．

経尿道的前立腺切除術（TURP）における TUR 症候群のリスク因

子に関する検討 :広田竜一，藤原 遼，細田光洋，金 哲將（公立甲

賀） ［目的］TURP の合併症である TUR 症候群のリスク因子につ
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いて検討した．［方法］2012年 1月から2015年12月までに当院で行わ

れた TURP 231症例を対象とした．術後 1 時間後に採血で Na 値が

130 未満であるものを TUR 症候群陽性であると定義した． 4 例に

TUR 症候群を認めた．年齢，切除時間，切除重量，前立腺体積，切

除鏡の潅流の有無，膀胱容量，潅流液の種類について検討した．［結

果］TUR 症候群を示した 4 例すべてがウロマチックを使用してい

た． 4例中 2例に静脈洞の開放が術中に確認できた．その他は有意な

差を認めなかった．［考察］TUR 症候群のリスク回避には，生食法

による TURP が有用な可能性が示唆された．

TURP の前処置としての経尿道的前立腺剥離術 : 川村研二（恵寿総

合） ［はじめに］経尿道的前立腺剥離術では，1．血流供給血管の遮

断，2．外科的被膜が確認ができる．完全剥離を目指さない剥離

TURP について検討した．［対象と方法］104例を対象とし，体積は

平均 54.2 cc，内腺体積は平均 25.6（4.0∼112）cc であった．［結果］

切除重量は 25.5 g（3∼98.5 g），手術時間は平均52分（15∼162分），

剥離時間は平均 8分（ 1∼35分），剥離時間20分以下は104例中101例

（97.1％）であった．術前から排尿可能であった65例中64例で術後 2

日目以内の尿道カテーテル抜去が可能であった．［結語］剥離により

TURP の手技が容易になり，安全・確実な手術が可能となった．

HOLEP 患者に対する術前膀胱鏡評価の有用性 : 伊藤克弘，根来宏

光，久保田聖史，高田秀明，曲渕敏博，澤田篤郎，赤松秀輔，小林

恭，寺田直樹，山崎俊成，井上貴博，神波大己，小川 修（京都大）

［目的］HOLEP 術前の膀胱鏡による前立腺形態評価から治療効果を

予測する．［方法］2006年 1月∼2016年 1月に京大病院で HOLEP を

施行した120例を対象とした．前立腺形態を A : 平坦，B : 中葉突出，

C :片側側葉突出，D :両側側葉突出，E :側葉＋中葉突出の 5群に

分け，IPSS，QOL score，Qmax の改善率について比較検討した．［結

果］術前の各因子に有意差を認めなかった．IPSS と QOL score の変

化は有意ではないものの B群と E群でやや良好であり，Qmax の変化

は A : 9.7，B : 23.2，C : 10.9，D : 11.2，E : 10.0 ml/s（p＝0.03）

で B群で有意に改善していた．［考察］膀胱鏡での観察においては中

葉肥大（ B， E群）があることが手術成績と相関している傾向があっ

た．

当院における HoLEP の導入初期成績についての検討―TUEB と比

較して― : 中山治郎，深江彰太，吉永光宏，上戸 賢，稲垣裕介，佐

藤元孝，三宅 修，清原久和（市立豊中） ［目的・方法］前立腺肥

大症に対して当院で施行した HoLEP 63例を集計し，TUEB 69例と比

較した．［結果］手術時間は平均179 vs 139分（HoLEP vs TUEB）で

HoLEP 群で有意に長かった．切除重量は 33 vs 43 g（以下同），Hb 低

下値は 1.5 vs 1.7 g/dl で有意差は認めなかったが，輸血を要したのは

TUEB 群の 2例のみであった．被膜穿孔は 3 vs 6例，術後尿失禁は

6 vs 10例，尿道狭窄は 0 vs 5例であった．術前後で最大尿流量 7.6

→20.7 vs 8.9→18.9 ml/sec，残尿 169→49 vs 154→47 ml，IPSS 排尿ス

コア12.4→1.2 vs 9.2→1.4，蓄尿スコア8.9→4.4 vs 6.3→4.1と改善し

両群間に有意差はなかった．［結論］HoLEP は安全性，有効性におい

て TUEB と同等以上の成績であった．

前立腺体積と DHT など性ホルモンの関係についての検討 :温井雅

紀（ぬくい泌尿器科医院），高田 仁（高田クリニック），中川修一

（中川クリニック） ［目的］前立腺体積（PV）と血清性ホルモンと

の関係を検討した．［方法］2015年 4月∼2016年 8月の間の外来通院

患者170例で経腹的超音波による PV と血清テストステロン（T），

E2，DHEAS，DHT を測定した．前立腺癌，ホルモン値に影響があ

りそうな状態の方は除外した．統計処理は SPSS によるピアソンの相

関係数を用いた．［結果］平均は年齢72.2，PV 41.2 であった．全例

検討で PV は E2 と正の相関を示したが，一部低 T かつ高体積例を除

くと，PV は T，E2，DHT とも相関を示した．また T＜4，PV＞40

の27例では，PV は E2 と正の，DHEAS と負の相関を示した．［考

察］T，E2，DHT は前立腺の増殖に促進的に影響を与えていると考

えられるが，DHEAS は抑制的に働いている可能性が考えられた．

α1 遮断薬とデュタステリド併用療法中の前立腺肥大症患者に対し

てデュタステリド中断が排尿に与える影響 : 岩本陽一，加藤雅史（三

重中央医療セ） ［目的］α1 遮断薬とデュタステリド併用療法中の前

立腺肥大症患者に対するデュタステリド中断が患者に与える影響を検

討した．［対象］α1 遮断薬とデュタステリド併用療法中の前立腺肥大

症患者32例．デュタステリド中止前，中止 3カ月の国際前立腺症状ス

コア，過活動膀胱スコア，QOL スコア，最大尿流率，残尿量を評価

した．［結果］総国際前立腺症状スコア（中央値）は 12，10（中止

前，中止 3カ月），総過活動膀胱スコアは 5，5，QOL スコアは 3，

3，最大尿流率（ml/s）は 8，8，残尿量（ml）は 23，29 であり，そ

れぞれ有意な変化を認めなかった．［結語］α1 遮断薬とデュタステリ

ド併用療法中のデュタステリド中断は短期的に，排尿症状や満足度に

変化を認めなかった．

前立腺肥大症に対するタダラフィル投与初期の検討 :加藤敬司，高

森 一，提箸隆一郎，植村俊彦，河野有香，植月祐次，川西博晃，奥

村和弘（天理よろづ相談所） ［目的］タダラフィル投与初期の症状

改善や副作用などを検討する．［方法］対象は2014年から2016年まで，

当院でタダラフィルを投与された32例とする．α ブロッカー効果不十

分症例に対してタダラフィルへの変更を行った．全例 α ブロッカー

投与前に IPSS，QOL index を測定しタダラィル投与後も再調査を

行った．［結果］年齢中央値72歳，投与期間中央値は12カ月先行薬は

ハルナール 8例，フリバス 4例，ユリーフ15例，アボルブ 5例であっ

た．IPSS の改善ないし，症状改善を認めた症例は10例であった．副

作用は頭痛 1 例，顔面浮腫 1 例のみであった．［考察］症状改善が

10/32例で認められ，また副作用も軽度のみであり安全に投与継続で

きる可能性が示唆される．

α1 遮断薬抵抗性前立腺肥大症に対するタダラフィルの長期効果 :

後藤大輔
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，高島健
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3（1平尾，2たかしま泌尿器科，3奈良県立医大） ［目

的］α1 遮断薬抵抗性前立腺肥大症に対するタダラフィルへの変更後

の長期効果を評価する．［対象と方法］α1 遮断薬治療を 4週間以上受

けたが，IPSS 8点以上または QOL 3点以上の26例（68.4±8.2歳，

前立腺体積 28.2±11.2 ml）．［結果］IPSS は12週より低下し（15.9±

4.9 vs 12.4±6.6，p＝0.01），48週まで持続（15.9±4.9 vs 11.6±4.6，

p＝0.02）．QOL は 4 週より低下し（4.4±1.0 vs 3.5±1.2，p＝

0.0014），48週まで持続（4.4±1.0 vs 2.8±1.1，p＝0.003）．OABSS

は 4週より低下し（6.0±2.9 vs 4.3±2.5，p＝0.0041），48週まで持

続（6.0±2.9 vs 4.4±2.2，p＝0.0255）．［結語］タダラフィルへの変

更治療は長期間有効であった．

前立腺肥大症に伴う慢性前立腺炎におけるタダラフィルの症状緩和

効果 : 永江浩史，前堀直美（ながえ前立腺ケアクリニック） ［背景

と目的］BPH に伴う慢性前立腺炎におけるタダラフィルの症状緩和

効果を検討した．［対象と方法］慢性前立腺炎患者（NIH カテゴリー

3）のうち，タダラフィル投与で12週観察し得た13例．年齢64.0±

10.4歳（49∼86），PV 38.5±23.3 ml（18.6∼112）．NIH 慢性前立腺

炎症状スコア（NIH-CPSI）を追跡検討した．［結果］NIH-CPSI 総ス

コアは，投与前 20.6±5.0 から12週後 13.0±6.1 に有意に改善した

（p＜0.05， 2元配置 ANOVA）．タダラフィル投与前より同スコアが

25％以上または 6点以上減少した症例は各10例（76％）であった．有

害事象は軽微で重篤なものはなかった．［考察］BPH に伴う慢性前立

腺炎の症状緩和において，タダラフィルは有用である．

Male LUTS における慢性前立腺炎様症状の罹患状況 : NIH-CPSI を

用いた検討 : 矢田康文，小島宗門，吉田和彦（名古屋泌尿器科），早

瀬喜正（丸善クリニック） 下部尿路症状を有する高齢男性（male

LUTS）における慢性前立腺炎様症状（PLS）に対して慢性前立腺炎

症状 index（NIH-CPSI）を用いて検討した．対象は未治療 male LUTS

（50歳以上）のうち前立腺癌などを除く1,596例．会陰部痛 or 射精時

（後）痛/不快感があり，かつ痛みスコアが計 4点以上を PLS ありと

した．結果155例（9.7％）が PLS ありで，PLS 有無と各パラメータ

を比較すると，前立腺容積，IPSS および QOL スコアは PLS あり群

で有意に高値だった．ロジスティック解析では IPSS のうちの残尿感

と腹圧排尿が PLS の有意な危険因子だった．今回の検討から male

LUTS の約 1割が PLS を有していることが判明し，male LUTS の治

療戦略を講じるうえで重要な情報と思われた．

同側に 2個の副腎腺腫を認めた原発性アルドステロン症の 1例 :増

本弘史，宮本俊輔，丸山 聡，小深田義勝（JA 広島総合） ［緒言］

副腎腫瘍において同側に複数の微小腺腫を病理学的に認める症例は散
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見されるが，術前画像診断時に複数の腺腫を認めることは稀である．

今回われわれは，左副腎に 2個の腺腫を認めた原発性アルドステロン

症に対して，腹腔鏡下左副腎摘除術を施行した 1例を経験したので報

告する．［症例］67歳，女性．40歳時から高血圧にて加療中，低カリ

ウム血症を認めホルモン検査にて原発性アルドステロン症の診断．

CT 検査にて左副腎に 2個の腫瘤を指摘され当科紹介．腫瘍含めて左

副腎全摘を行い，病理学的診断はいずれも明細胞腺腫であった．［考

察］原発性アルドステロン症は微小腺腫も多く，複数腺腫の可能性を

考慮しながら加療を行う必要がある．

腎機能低下を契機として発見された後腹膜炎症性線維芽細胞腫瘍の

1例 :福田理恵，重原一慶，成本一隆，野原隆弘，泉 浩二，角野佳

史，北川育秀，小中弘之，溝上 敦（金沢大），池田博子（同病理

科） 44歳，男性．糖尿病・脳梗塞・心筋梗塞にて近医通院中，Cr

上昇を認め当科受診となった．CT にて左腎門部および右内外腸骨領

域に腫瘍性病変を認めた．PET-CT でも同部位に FDG の集積を認

め，悪性リンパ腫または脂肪肉腫などを疑い CT ガイド下生検を施行

したが診断には至らず，確定診断のために，下腹部正中切開にて開放

生検を施行した．腫瘍は線維状で後腹膜腔全体に広がっており，右内

外腸骨静脈を巻き込んでいた．病理所見では硝子様物質が沈着する線

維性間質を背景に形質細胞が侵潤し，免疫染色にて αSMA（＋）の

紡錘形細胞がびまん性に増殖しており，後腹膜炎症性線維芽細胞腫瘍

と診断された．本疾患は稀な疾患であり，治療経過を含めて報告す

る．

後腹膜平滑筋肉腫術後肝転移に対し集学的治療を行った 1例 :中村

雄一，田原秀一，乾 将吾，本田俊一朗，伊藤吉三，邵 仁哲（京都

第二赤十字），浮村 理（京都府立医大） 症例は69歳，女性．CT

で左腎門部腫瘤を指摘され当科紹介．造影 CT で造影効果に乏しく，

MRI で T1W1 で低信号 T2W1 で中間信号を示す 2.7×2.9×6.8 cm

大の境界明瞭な腫瘤を認めた．鏡視下後腹膜腫瘍摘出術を施行し，平

滑筋肉腫の診断となった．術後 2 年で肝 S8 領域へ遠隔転移したた

め，ADM＋IFO を 6 コース施行した．その後骨髄抑制のため pazo-

panib を導入．術後 3年で肝転移は SD であったものの左下部尿管近

傍に局所再発を認めたため，肝転移に対し RFA を施行後，後腹膜腫

瘍切除術を施行した．現在も pazopanib を継続し外来経過観察中であ

る．後腹膜平滑筋肉腫術後肝転移を呈し分子標的治療薬を含む集学的

治療を行った症例は稀であり，文献的考察を加えて報告する．

後腹膜鏡生検により診断しえた腎門部 IgG4 関連疾患の 1例 :家村

友輔，福井真二，松村善昭，影林頼明，三馬省二（奈良県総合医療

セ） ［症例］63歳，男性．高血圧で近医通院中に腎機能障害を認め

たために当院腎臓内科および当科に紹介された．CT で両側水腎症が

認められ，腎後性腎不全と考えられた．両側腎門部に腫瘤影が認めら

れ，血清 IgG4 が 1,170 mg/dl であったことから IgG4 関連疾患が疑

われた．両側 D-J カテーテルを留置の上，確定診断のために後腹膜鏡

下腎門部腫瘤生検を行った．病理組織診断は IgG4 関連疾患であっ

た．ステロイド療法により水腎症は改善し，カテーテルを抜去した．

［結語］経皮的生検が困難である腎門部腫瘤であったが，直視下の拡

大視野で安全に生検を施行しえた．診断が困難な後腹膜腫瘍性疾患に

おいては腹腔鏡下生検が安全かつ確実であると考えられた．

当院における副腎外傍神経節腫の 5例 :岡 利樹，今中岳洋，山中

庸平，金城孝則，野村広徳，吉岡 巌，高田晋吾（大阪警察） 副腎

外傍神経節腫は自律神経系の傍神経節組織から発生する神経内分泌腫

瘍のうち副腎外に発生したものと定義される．広義の褐色細胞腫の

10％にみられ，原発部位は大動脈周囲75％，膀胱部10％，胸腔10％，

頭頸部 3％，骨盤 2％と報告されている．今回，当院で経験した 5例

の副腎外傍神経節腫について若干の文献的考察を加えて報告する．内

訳は男性 2例，女性 3例，手術時の平均年齢は59歳．原発部位は，大

動脈周囲が 4例で膀胱が 1例，治療は全例で手術療法（開腹手術 3

例，腹腔鏡下手術 2例）が施行された．大動脈周囲原発例のうち 3例

は再発なく経過， 1例は肝転移を認めた．膀胱原発例では膀胱再発を

繰り返している．

骨盤内神経鞘腫に対する鏡視下手術の有用性についての検討 :大年

太陽，山崎健史，松田博人，浅川純平，桑原伸介，井口太郎，玉田

聡，仲谷達也（大阪市大） ［目的］骨盤内に発生した神経鞘腫に対

する鏡視下手術を 3例経験したため，その有用性について検討した．

［症例 1］69歳，男性．大腰筋内側と骨盤腔に腫瘍を認めた．術前に

左内腸骨動脈の分枝を塞栓し腹腔鏡下腫瘍摘出術を施行．術途中で体

位変換を行い，一期的に摘出した．［症例 2］65歳，男性．MRI にて

仙骨前面から骨盤外へ伸展する腫瘍を認めた．腹腔鏡下骨盤内アプ

ローチにて腫瘍を周囲から剥離し，骨盤外アプローチにて摘出した．

［症例 3］47歳，男性 仙骨前面の骨盤内腫瘍に対して腹腔鏡下摘出

術を施行した．［結語］鏡視下手術では切開創を最小限にできること，

拡大視野による神経の温存が可能となることが利点と考えられた．

腎部分切除を行った Multilocular cystic nephroma の 1例 :渡辺仁

人，小糸悠也，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大） 11カ

月，男児．胎児期の異常指摘なし．仙骨部陥凹を認め脳神経外科にて

MRI を施行され終糸肥厚を指摘，排尿機能精査のため当科を受診．

MRI には左腎に多房性嚢胞性変化が描出されており，腹部超音波検

査では左腎上極に直径 3 cm の多房性腫瘍を認めた．造影 CT では嚢

胞内の隔壁に造影効果やリンパ節腫大はなく，右腎も異常なし．

PET-CT では明らかな集積は認めず． 1歳 1カ月時に左腰部斜切開に

よる後腹膜的腎部分切除を施行．腎動静脈を遮断し冷却下に腎部分切

除を行い，阻血時間は26分，出血量は冷却水込みで 51 ml．術前後の

血清 Cr 値の変動なし．術後出血なく術後 5日目に退院．病理診断は

cystic nephroma．術後の超音波検査では残腎の血流は良好．

当院における重複腎盂尿管15例の検討 :市野 学（藤田保衛大坂文

種報徳会），佐々木ひと美，引地 克，竹中政史，深谷孝介，深見直

彦，日下 守，石川清仁，白木良一（藤田保衛大） ［はじめに］当

院で治療した重複腎盂尿管15例につき報告する［対象］1995年 1

月∼2016年 6月の間に重複腎盂尿管と診断された15例．初診時年齢は

出生直後∼21歳（平均3.2歳）．男児 4例，女児11例．発見の転機は尿

路感染 8例，胎児エコー 4例，その他 3例であった．合併する尿路奇

形は水腎水尿管 9例，腎低形成 6例，尿管瘤 5例，尿管異所開口 3

例，膀胱尿管逆流 3例であった．［治療・結果］治療として膀胱尿管

新吻合術 6例，経尿道的尿管瘤切開術 5例，半腎尿管摘出 3例（鏡視

下 2例，開腹 1例），鏡視下腎尿管摘出術 1例を行った．［考察］重複

腎盂尿管には複雑な尿路奇形の合併することがあり，病態に応じた治

療の選択が重要であると考えられた．

昼間尿失禁，夜尿症，尿路感染症における Dysfunctional voiding

の関与 :曲渕敏博，寺田直樹，伊藤克弘，久保田聖史，高田秀明，澤

田篤郎，赤松秀輔，小林 恭，山崎俊成，井上貴博，神波大己，小川

修（京都大） ［目的］小児の昼間尿失禁，夜尿症，尿路感染症患者

における，dysfunctional voiding の関与について検討．［方法］2012年

2月∼2016年 6月における 5∼20歳の外来患児の尿失禁，夜尿症，尿

路感染症患者について，dysfunctional voiding symptom score（DVSS）

を調査し，コントロール群と比較した．［結果］DVSS の中央値は昼

間尿失禁群 8.5（22例），夜尿症群 4.0（11例），尿路感染症群 2.5

（11例）であり，コントロール群 1.5（20例）と比較して高い傾向を

認めた．［結論］小児昼間尿失禁，夜尿症，尿路感染症における

dysfunctional voiding との関与が示唆された．

Nd-YAG レーザーを用いた陰茎亀頭部血管腫の治療経験 :沖中勇

輝，上仁数義，中川翔太，西田将成，窪田成寿，永澤誠之，富田圭

司，水流輝彦，花田英紀，吉田哲也，影山 進，成田充弘，河内明宏

（滋賀医大） 陰茎亀頭部血管腫に対し Nd-YAG レーザーを用いて治

療した 3例に関して報告する．［対象と方法］［症例 1］16歳，男児．

［症例 2］11歳，男児．［症例 3］23歳，男性．症例 1・2は埋没型，

症例 3は突出型の腫瘍であった．全身麻酔下（症例 3は脊椎麻酔下）

に Nd-YAG レーザー照射による治療を施行．症例 1は腫瘍の中央部

の 3 カ所に 20 W ， 2 秒で照射．術後瘢痕形成を認めたため，症例

2，3は照射部位を 5 mm 間隔とし，15 W， 1 秒（症例 2・3 : 8カ

所）とした．［結果］ 3例とも亀頭変形なく術後 1∼ 2カ月は潰瘍形

成を認めるが 3∼ 4カ月の時点では上皮化し治癒した．［結語］Nd-

YAG レーザーを用いた陰茎亀頭部血管腫の治療は埋没型，突出型と

も有効かつ美容面に優れている．

停留精巣におけるストレス応答因子―FOXO1，pCREB―の発現 :

守時良演，加藤大貴，水野健太郎，西尾英紀，梅本幸裕，林 祐太郎，

安井孝周（名古屋市大） ［目的］停留精巣の造精機能障害は，精子
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幹細胞の減少が原因とされている．しかしそのメカニズムは明らかで

ない．私たちはストレス応答因子が関与すると考え，その発現を検討

した．［方法］片側停留精巣のモデルラットを用い，生後 4，8，24

週において FOXO1 と pCREB で免疫染色を行った．［結果］停留精

巣では生後24週の時点で，精細管あたりの活性型 FOXO1 陽性の精

子幹細胞数が，対側の下降精巣より減少していた（p＜0.05）．

pCREB は対側より増加していた（p＜0.05）［考察］ストレス応答因

子 FOXO1 の発現低下が，停留精巣の精子幹細胞の減少に関与する

と考えられた．

内シャント造設術における術前血管可視化装置の有用性 : 福井真

二，家村友輔，松村善昭1，影林頼明，三馬省二（奈良県総合医療

セ） ［緒言］内シャント造設術における血管可視化装置（MillSuss○R，

Covidien 社製）を用いた前腕の動静脈の評価の有用性について検討し

た．［対象・方法］血液透析導入患者のうち，過去に内シャント造設

術を含めた上肢の血管手術歴がなく，術前に血管可視化装置を用いて

前腕の動静脈を評価した 6例を対象とした．［結果］ 6例の手術時年

齢は平均70歳であった．血管可視化装置で確認した橈骨動脈および橈

側皮静脈などの前腕の血管の形態は術中所見と一致しており，内シャ

ントの 1次開存率は100％であった．［結語］血管可視化装置を用いた

術前の血管の評価は，吻合予定部の血管や静脈の走行および連続性が

把握できることから，有用性が高いと考えられた．

矯正施設における人工透析の現況 : 古川智之（滋賀医大社会医学講

座法医学部門） 矯正施設での被収容者の健康の保持と疾病の治療

は，拘禁を行う国の責務である．矯正施設内での人工透析の現況を報

告する．2014年 9月現在矯正局医療管理室によれば，全国の矯正施設

での人工透析施設は11カ所で，保有台数は名古屋刑務所の17台を筆頭

に57台である．人工透析を行っているものは58名で，うち45名が施設

内，13名が外部医療機関へ通院している．2014年 1月の新聞報道で

は，刑事裁判で実刑判決が確定したにもかかわらず，人工透析治療で

外部の病院に通院するために収容所に収容されていない者が，130名

以上いるとのことである．警察などの監視下に置かれることなく日常

生活を営んでいる状況で外部医療機関の協力は必須である．

ERAS における静注用アセトアミノフェン定時投与の制吐効果 : 川

村研二（恵寿総合） ［はじめに］2012年から ERAS を450例実施し，

離床・歩行と飲水，常食開始などのアウトカム達成率は90％以上で

あったが，達成できない原因の多くは術後嘔吐であった．［対象と方

法］経尿道的手術29例，7 cm の切開長の開腹術 7例で，静注用アセ

トアミノフェンを定時投与し（手術終了15分前から術後 6時間ごと），

QoR-40J と嘔吐スコアで評価した．［結果］QoR-40J 総和は術後に悪

化したが，退院日には回復した（経尿道術前191→術後186→退院191，

開腹術前195→術後161→退院186）．嘔吐スコアに有意差を認めなかっ

た（経尿道術前 0→術後 2時間 0→術翌日 0，開腹術前 0→術後 2時

間0.4→術翌日0.1）．［結語］アセトアミノフェン定時投与は ERAS

において制吐効果を認めた．

憩室炎による S状結腸膀胱瘻に対し大腸内視鏡下に OTSC system

施行にて臨床的寛解を得た 1例 :長谷太郎，加納慎也，北野裕子，西

浦彰洋，佐竹 伸，松田 淳，熊田憲彦（地方独立行政法人市立吹田

市民） Over The Scope Clip（OTSC）sysytem は消化管出血，穿孔な

どに対する大腸内視鏡下全層縫合器である．今回われわれは憩室炎に

よる結腸膀胱瘻に対して上記 system 使用し臨床的寛解が得られた症

例を経験した．［方法］膀胱鏡下に瘻孔よりガイドワイヤー挿入し大

腸内視鏡にて責任憩室を確認．同部位を OTSC にて閉鎖する．提示

症例は術後自覚症状も改善し尿沈渣所見も正常化．以降経過観察中で

あるが症状の再発はみられていない．［考察］ S状結腸膀胱瘻に対す

る治療法は外科的手術を行うことが一般的であるがきわめて侵襲の大

きなものとなる．今回の症例で OTSC 施行にて寛解を得られたこと

もあり今後治療法の 1つとして検討する必要があると考えている．

当院における根治的膀胱全摘除術の周術期感染症発症頻度に関する

検討 :東郷容和，田口元博，新開康弘，大嶋浩一，中西裕佳子，山田

祐介，橋本貴彦，鈴木 透，呉 秀賢，兼松明弘，野島道生，山本新

吾（兵庫医大） ［目的］当院にて行われた根治的膀胱全摘除術の周

術期感染症発症頻度を明らかにし，感染阻止薬の投与法の妥当性につ

いて検討した．［対象と方法］2007年 7月∼2016年 5月までに行われ

た根治的膀胱全摘術患者91例を対象とし，周術期に発生した手術部位

感染（SSI），尿路感染（UTI），遠隔感染（RI）の発症頻度および感

染発症の危険因子について後向きに解析した．［結果］消化管利用あ

り69例中，SSI は13例，UTI は18例，RI は 5例であり，消化管利用

なし22例中，SSI は 1例，UTI は 3例，RI は 0例であった．［結論］

SSI，UTI，RI 発生率の他，周術期に使用した抗菌薬の種類や投与期

間および感染発症の危険因子を解析して報告する．

豊橋市民にて施行された根治的膀胱全摘術における，周術期感染症

の検討 :内藤祐志，河野 悠，庄 紀江，小嶋一平，寺島康浩，田中

篤史，長井辰哉（豊橋市民） ［目的］尿路変向を伴う膀胱全摘術後

における，周術期感染症の成因およびリスクについて検討を行う．

［方法］当院において，2015年 7月から2016年 6月までに，膀胱癌に

対し上述の手術を施行した患者22名を対象とした．［結果］ 8名に周

術期感染症が生じ，起因菌は E. faecium が最多であった．感染部位は

尿路が 6名で最多，うち 5名がステント抜去後の尿路感染症であっ

た．術前補助化学療法と，ステント抜去時の予防的抗菌薬無投与が，

周術期感染症のリスク因子であった．また術前補助化学療法は耐性菌

出現のリスク因子でもあった．［考察］周術期感染症の減少には，入

院期間の短縮や適切な抗菌薬使用が必要と思われた．

クリゾチニブ内服中の肺癌患者に生じた無菌性腎膿瘍の 1例 :村元

暁文，横川竜生，塚 晴俊，村中幸二（市立長浜），黒澤 学（同病

理部），高木順平（同呼吸器内科） ［症例］68歳，女性．［現病歴］

当院呼吸器内科で肺腺癌 stage IV の診断．2015年 5 月中旬より

crizotinib 内服開始． 7 月中旬 CRP 高値認め STFX 開始． 7 月下旬

CRP 高値持続にて造影 CT 撮影．両側腎膿瘍が疑われ当科紹介．［経

過］ 7月下旬 DRPM 開始．症状はないものの CRP の改善ないため

腫瘍性病変を疑い 7月末 DRPM 中止，単純 MRI 撮影で両側腎膿瘍

の診断．DRPM 再開． 8月上旬膿瘍穿刺．血性膿，膿培養陰性． 8

月中旬，CRP 改善を認めたが，造影 CT では腎膿瘍増大．Crizotinib

中止で経過観察となった．［考察］Crizotinib の副作用として，複雑性

腎嚢胞（無菌性腎膿瘍）が報告されている．これらを念頭に診断，治

療に当たる必要がある．

クリゾチニブ投与中に発症した Complex cyst の 1症例…マウス実

験を通して :西川武友，米村重則，畑地 治，櫻井正樹（松阪市民），

ガバザ エステバン（三重大） 症例は71歳，女性．20XX年 9 月25

日に両側肺腺癌と診断され，10月21日から crizotinib の治療を受けて

いた．翌年の 9月 8日の CT にて両側腎嚢胞出現するも無症状であっ

たため経過観察． 9月17日に38度の発熱と腰背部痛を認め，腎膿瘍疑

いで泌尿器科へ紹介．腎膿瘍の可能性が高いと判断し，超音波ガイド

下ドレナージを施行し，内容液はクリーム色，培養提出するも陰性．

抗生剤投与でも有意な改善は得られず，crizotinib の副作用である

complex cyst を考慮し休薬．発熱と腰背部痛は改善し，CT 上も改善

を認めた．［結語］Crizotinib による complex cyst の 1例を報告した．

Crizotinib による complex cyst 発症機序については不明であり今後の

研究成果が待たれる．

外来患者と長期入院患者における ESBL 産生菌の直腸内保有率と危

険因子 : 川村研二（恵寿総合） ［はじめに］外来と入院患者の直腸

内の ESBL 産生菌保有率と危険因子を検討した．［対象と方法］2015

年 6月から 8月までに恵寿総合病院において直腸培養を施行した，外

来通院患者が41例， 1カ月以上の入院患者36例を対象とした．直腸ス

ワブを ESBL スクリーニング寒天培地（極東製薬工業）で培養した．

［結果］外来患者では41例中 4例（9.8％）に ESBL 産生菌が検出され

たが，危険因子は同定できなかった．入院患者では36例中14例

（38.9％）に ESBL 産生菌が検出された．危険因子として，介護施設

への入所歴，長期臥床が同定された．［結語］コミュニティや院内感

染における ESBL 産生菌の広範な潜在的保有を考慮する必要がある．

当院における経会陰的前立腺生検の周術期感染予防に対するキノロ

ン系経口抗菌薬単回投与の有用性について :東郷容和，田口元博，新

開康弘，大嶋浩一，中西裕佳子，山田祐介，橋本貴彦，鈴木 透，呉

秀賢，兼松明弘，野島道生，山本新吾（兵庫医大） ［目的］当院に

おける経会陰的前立腺生検の周術期感染予防に対するキノロン系経口

抗菌薬単回投与の有用性について検討した．［対象と方法］2010年 1

月∼2015年12月までに行われた経会陰的前立腺生検患者849例を対象
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とし，検査前にキノロン系経口抗菌薬の単回投与を行い，検査後30日

までに発生した有熱性合併症の頻度について後向きに解析した．［結

果］検査後の有熱性合併症は 3例（0.35％）であり，いずれも急性前

立腺炎であった．［結論］経会陰的前立腺生検の周術期感染予防薬は

キノロン系経口抗菌薬の単回投与で十分である．

当科における尿路感染症の尿培養結果についての検討 :中井正治，

朝日秀樹，小橋一功（加賀医療セ） ［目的］当科における入院を要

した尿路感染症に関して，その尿培養の結果を報告する．［方法］

2007∼2015年について検討した．［結果］2007，2011，2015年に尿路

感染症で入院となった症例はそれぞれ47，37，55例．起炎菌として

E. coli が最も多く，それぞれ19，18，24例であった．そのうち2007年

にはキノロン耐性菌が 5例，2011年は ESBL 産生菌 0例，キノロン耐

性菌が 7例であったが，2015年は ESBL 10例，キノロン耐性菌12例に

増加した．［結論］当科でも ESBL 産生菌，キノロン耐性菌が増加し

ている．同時に前立腺生検後の発熱症例の尿培養についても報告す

る．

神戸大学医学部附属病院泌尿器科における尿中分離菌・薬剤感受性

成績の年次推移 :中野雄造，重村克巳，古川順也，原田健一，日向信

之，石村武志，藤澤正人（神戸大） ［目的］神戸大学医学部附属病

院泌尿器科にて尿中より分離された細菌の分離頻度，抗菌薬感受性に

ついて2015年度を中心に検討した．［対象と方法］当科にて2011年か

ら2015年までに尿中より 104 cfu/ml 以上の菌数を示した尿中分離菌株

を対象とし，菌種別分離頻度，薬剤感受性率を調査し，特に大腸菌に

ついては，耐性菌の動向につき詳細に検討を加えた．［結果と考察］

菌種は，頻度順に E. coli，E. faecalis が分離されていた．また，ESBL

産生 E. coli（18％）は，減少傾向にあったが，LVFX に対する薬剤感

受性率（60％）が低下しており，適正使用について再検討する必要が

あると思われた．

Haemophilus influenzae 陽性尿道炎に対する抗菌化学療法 :出口

隆，籏崎恭子，竹内慎一，中井千愛，高井 学，近藤啓美，亀山紘

司，山田佳輝，中根慶太，水谷晃輔，土屋朋大，横井繁明，仲野正博

（岐阜大），伊藤 晋（あいクリニック） ［目的］Haemophilus influ-

enzae（HI）陽性尿道炎患者に対する抗菌化学療法の細菌学的効果を

検討した．［方法］HI 陽性尿道炎男性患者でガイドラインで推奨され

る尿道炎に対する治療薬にて治療を行った68例を対象とした．［結果］

Ceftriaxone，levofloxacin および sitafloxacin 投与症例で評価可能であっ

た全例で治療後 HI は消失した．Azithromycin 徐放剤投与例では34例

中29例（85.3％）で HI は消失した．［考察］HI 陽性尿道炎の治療と

してニューキノロン薬の投与が有用と考えられた．

当院で経験した腎盂癌小腸転移の 1例 :柏木佑太，山田 伸，鈴木

晶貴，勝野 暁（岡崎市民） 腎盂癌は尿路上皮癌の中では頻度の低

く，消化管への転移は稀である．症例は79歳，男性．2013年 7月に右

腎盂癌疑いで紹介受診．精査で右腎盂癌・リンパ節転移と診断．化学

療法（GC 療法）施行後，腫大したリンパ節消失したため，2013年12

月に右腎尿管全摘・リンパ節郭清（腎門部・傍大静脈・動静脈間）を

施行．術後病理にて化学療法著効しているがリンパ節内に癌の残存あ

り，術後化学療法（GP 療法）施行．2016年 1月腹痛あり救急外来受

診．癒着性イレウス疑いで入院．入院後消化器内科医の精査で小腸狭

窄あり，腹膜播種疑い．消化器外科にて狭窄部小腸切除施行．術後病

理で micropapillary variant．現在化学療法中．

膀胱原発 Follicular lymphoma の 1例 :八田原広大，増井仁彦，小

山梨恵，濱田彬弘，七里泰正（大津市民） 65歳，女性．腹部超音波

検査で膀胱腫瘍を指摘され当科紹介．膀胱鏡で膀胱頸部に粘膜下腫瘍

病変を認め，診断治療目的に TURBT を施行した．免疫組織化学的

染色により，CD20 陽性にて B cell 由来で濾胞中心が bcl-2 陽性な点

から follicular lymphoma（FL）と考えられた．TUR 後の骨髄穿刺も含

めた全身検索で他に病変を認めず，膀胱原発 FL と診断された．血液

内科に相談の結果，WHO 臨床分類の indolent lymphoma で一旦経過

観察のみとなったが，12カ月後に膀胱再発を認めた．TUR および全

身検索結果から局所再発と診断され，再発性 FL stage 1 に対して，膀

胱 39.6 Gy＋膀胱頸部 boost 5.4 Gy の放射線療法を施行し，放射線療

法後の 2nd TUR 標本で病理学的に CR を確認した．

未分化癌と考えられた巨大腎盂原発腫瘍の 1剖検例 :西田将成，永

澤誠之，窪田成寿，和田晃典，小林憲市，富田圭司，水流輝彦，花田

英紀，吉田哲也，影山 進，上仁数義，成田充弘，河内明宏，向所賢

一（滋賀医大） 57歳，男性．左陰嚢腫大にて前医受診．造影 CT に

て 24 cm の左腎盂腫瘍と傍大動脈リンパ節腫大，左鼠径リンパ節腫

大を指摘され，手術目的に当院紹介．入院後 CT で傍大動脈リンパ節

転移の増大を認め，根治的切除は困難と判断した．左鼠径リンパ節生

検を施行し，病理診断は未分化癌であった．腎盂原発の未分化癌が疑

われたため，GC 療法を開始するも翌日に突然の心停止となり，CPR

にて心肺蘇生した．CT で肺水腫を認め，ARDS の診断にて治療する

も低酸素状態を離脱できず，死亡した．病理解剖結果は，腫瘍の腸管

浸潤，穿孔による敗血症，ARDS であった．組織診断は signet ring cell

type adenocarcinoma への分化を伴う urothelial carcinoma であった．

類上皮型血管筋脂肪腫の 1 例 : 小野敦彦（JA 北海道帯広厚生）

症例は27歳，女性．2016年 4月頃より右上腹部の痛みと発熱があり，

CT にて右腎腫瘍を認め当科紹介となった．腹部 CT では右腎中極腹

側に単純でやや high で造影効果を示す 11 cm の充実性腫瘍を認めた．

エコー下に腫瘍生検を行ったところ，HMB45，vimentin，SMA が陽

性，AE1/AE3 は陰性であり，類上皮型血管筋脂肪腫と診断した．類

上皮型血管筋脂肪腫は，30∼50％の症例で悪性の経過をたどるため腎

摘除を行う方針とし，開腹腎摘出術を施行した．全摘標本では，病理

学的に成熟脂肪織も認められた．術後経過は良好で現在外来にて経過

をみている．類上皮型血管筋脂肪腫では，大きさが予後規定因子の 1

つであるとも言われており，本症例でも慎重な観察が必要となる．

診断に苦慮した乳癌尿管転移の 1例 :一松啓介，上村吉穂，江川雅

之（市立砺波総合），奥野のり子，寺畑信太郎（同病理診断科），森井

章裕，奥村昌央（黒部市民） 症例は60歳代，女性．2002年右乳癌，

2012年左乳癌の手術歴あり．2014年 7月腹部 CT にて左水腎症，尿管

周囲の毛羽立ちを認め前医紹介．PET では悪性所見を疑う集積なし，

逆行性腎盂造影では左尿管に狭窄像を認めた．当科紹介受診，左尿管

鏡では腫瘍性病変は認めず，後腹膜線維症としてプレドニゾロンの投

与を開始した．投与開始 2カ月目の CT で左水腎症の増悪，左尿管周

囲に軟部影を認めた．左腎瘻造設術を施行後，腹腔鏡下尿管周囲組織

生検を施行したが，悪性所見は認めなかった．2015年 4月に左腎尿管

摘除術を施行．病理診断は乳癌原発の左尿管および周囲への転移で

あった．術後フルベストラントの投与が施行され，現在明らかな再発

所見は認めていない．

膀胱原発印環細胞癌の 2例 :加藤桃子，鈴木竜一，金井優博，荒木

富雄（鈴鹿中央総合），西井正彦（伊勢赤十字） ［目的］当院で膀胱

原発印環細胞癌の 2例を経験したためこれを報告する．［症例 1］60

歳，男性．主訴は左側腹部痛．左尿管口から膀胱頸部に非乳頭状腫瘍

を認めた．膀胱原発印環細胞癌 cT4bN0M0 と診断し膀胱全摘出術，

術後補助化学療法（GC 療法，TS-1＋CDDP）を施行．術後18カ月で

死亡した．［症例 2］68歳，男性．主訴は肉眼的血尿．膀胱左側壁に

広基性乳頭状腫瘍を認めた．膀胱原発印環細胞癌 cT3bN0M0 と診断

し，術前化学療法（GC 療法），膀胱全摘出術を施行．術後23カ月で

多発骨転移が出現し GC 療法を開始した．［結果］これまでの報告と

同様に予後は不良であることが示唆された．国内外で症例が蓄積しつ

つあり自験例に文献的考察を加えて報告する．

フローサイトメトリーが診断に有用であった精巣原発悪性リンパ腫

の 2例 : 吉永敦史，矢嶋習吾，鎌田成芳（草加市立） ［背景］当院

の検査体制の制約から精巣摘除後，病理診断をえるまで 3∼ 4週間を

要する．有転移性精巣腫瘍において精巣摘除後速やかに化学療法を開

始したいが，特に高齢者の精巣腫瘍においては，胚細胞腫瘍と悪性リ

ンパ腫の鑑別が問題となる．今回フローサイトメトリーを用いて，精

巣摘除後数日以内この鑑別が可能となり，すみやかに化学療法に移行

できた症例を経験したので報告する．［症例］57および67歳の精巣腫

瘍症例に対して，精巣摘除後フローサイトメトリーを施行し，悪性リ

ンパ腫の診断を得た．［考察］フローサイトメトリーは検体提出後数

日以内で結果が判明するため，胚細胞腫瘍と悪性リンパ腫の鑑別には

有用であると思われた．

造精機能障害および精巣 Adrenal rest tumor を伴った先天性副腎皮

質過形成の 2例 :田中幹人，石田貴樹，角井健太，福田輝雄，岡田桂
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輔，江夏徳寿，千葉公嗣，松下 経，藤澤正人（神戸大） ［緒言］

先天性副腎皮質過形成（CAH）に精巣 adrenal rest tumor を伴った 2

例を報告する．［症例］41歳，男性．不妊症加療中に両側副腎腫大と

両側精巣に腫瘤を指摘．遺伝子検査で CAH と診断し，ステロイド補

充し精巣腫瘍縮小．IVF で妻が妊娠出産し得た．［症例］41歳，男性．

多血症加療中に両側副腎腫大を指摘し，精査の結果 CAH と診断．両

側精巣に腫瘤を認め無精子症であった．ステロイド補充し，低ゴナド

トロピン高テストステロン血症と多血症は改善した．精液所見や精巣

腫瘍はフォロー中である．［結語］造精機能障害患者の精巣に腫瘤を

認める場合，CAH に伴う精巣良性腫瘍の可能性に留意する必要があ

る．

精巣腫瘍17例の臨床的検討 :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） 2010年 4月から2016年 4月までの約 6年間

に当院において加療を行った精巣腫瘍17例に対して臨床的検討を行っ

た．胚細胞性腫瘍は12例（セミノーマ 9例，非セミノーマ 3例）であ

り，非胚細胞性腫瘍は悪性リンパ腫 5例であった．発症年齢は23∼83

歳であり，30歳代が最も多かった．臨床病期分類は，セミノーマ/非

セミノーマがおのおの，stage I : 4例/ 1 例，IS : 2例/ 1 例，IB : 0

例/ 1 例，II : 1例 / 0 例，IIIB : 2例 / 0 例，IGCC 分類は，good

prognosis : 9例/ 2例，intermediate prognosis : 0例/ 1例であった．胚

細胞性腫瘍では，非セミノーマ 3例に初回治療終了後 4カ月以内に再

発を認めたが後の治療によりいずれも CR が得られた．17例全例が

生存中である．

精巣鞘膜悪性中皮腫の 1例 :村尾昌輝，山本匠真，町田裕一，上水

流雅人，池本慎一（八尾市立） 症例は47歳，男性．右陰嚢内容物の

腫大を自覚したため当科を受診．精査により陰嚢水腫と精巣上体に連

続する腫瘍を認め，組織検査のため精巣上体腫瘍切除術を施行．術中

迅速病理検査で悪性所見が疑われたため術式を高位精巣摘除術に変更

した．永久標本の病理診断は malignant mesothelioma であった．画像

検査では他に転移巣は認められなかった．腫瘍マーカーと画像検査で

定期的にフォローしており現在再発なく経過している．

脳転移を伴う精嚢原発悪性リンパ腫が疑われた 1例 :小笠原卓音，

池端良紀，加藤隆一，宮尾則臣（市立室蘭総合） 精嚢の悪性リンパ

腫は，節外性リンパ腫の約0.06∼0.09％と非常に稀である．今回われ

われは精嚢原発が疑われた悪性リンパ腫の 1例を経験した．症例は80

歳，男性．脳腫瘍精査目的に当院脳神経外科入院中．CT で転移性脳

腫瘍，精嚢，後腹膜に腫瘤を認め，精査目的に当科紹介となった．直

腸診で前立腺は石様硬で，精嚢腫大を認めた．PSA 3.49 ng/ml，IL-2

6,630 U/ml であった．経直腸的前立腺，精嚢針生検を施行し，病理

組織学的検査の結果，悪性リンパ腫であった．全身状態が悪く，ベス

トサポーティブケアの方針とした．その後，急速に状態は悪化し，入

院24日目に死亡した．病理解剖の結果と文献的考察を含めて報告す

る．

後期高齢者に行った腹腔鏡下小切開前立腺全摘除術の治療成績に関

する検討 :高木康治，寺本咲子，荒木英盛，成島雅博，下地敏雄（名

鉄） ［目的］後期高齢者に行った前立腺全摘除術の治療成績につい

て検討した．［方法］2006年11月から2016年 1月までに当院で単一術

者が後期高齢者に行った腹腔鏡下小切開前立腺全摘除術24例を対象と

した．［結果］出血量，手術時間の中央値は 550 ml，265分．合併症

は直腸損傷 1例，吻合部リーク 1例，リンパ嚢腫 1例，創部感染 1

例，鼠径ヘルニア 2例．断端陽性 5例，PSA 再発 4例．尿禁制率は

術後 3カ月32％， 6カ月59％， 1年86％．［考察］腹腔鏡下小切開前

立腺全摘除術は後期高齢者にとっても安全で有効な術式であると考え

られた．しかし断端陽性率，PSA 再発，尿禁制の成績向上にはさら

なる検討を要す．

当科におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）の年

代別治療成績 :高原 健，稲元輝生，伊夫貴直和，辻野拓也，吉川勇

希，内本泰三，反田直希，上原博史，平野 一，能見勇人，東 治人

（大阪医大） ［目的］当院ならびに関連施設で2013年 9月から開始し

た手術支援ロボットによるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術

（RALP）を，患者年齢別に，（i）中年期群，（ii）前期高年期群，（iii）

中後期高年期群に大別し，検討した．［結果］平均手術時間は，（i）

群 : 258分，（ii）群 : 263分，（iii）群 : 244分，平均出血量は，（i）

群 : 394 ml，（ii）群 : 303 ml，（iii）群 : 211 ml と差を認めず，食事開

始時期，入院期間とも 3群間で有意差を認めなかった．また尿禁制に

関しても，術 3 カ月後の平均パッド枚数は，（i）群 : 2.2枚，（ii）

群 : 1.7枚，（iii）群 : 1.0枚と有意差を認めなかった．［結語］RALP

は高齢者においても特に問題なく施行できる術式であることが示され

た．

当科におけるロボット支援下前立腺全摘出術（RARP）の治療成

績 :神田英輝，杉村芳樹，渡辺麻里，関戸 翔，梶原進也，東 真一

郎，加藤 学，西川晃平，吉尾裕子，長谷川嘉弘，有馬公伸（三重

大） ［目的］当科における RARP の治療成績を報告する．［対象と

方法］2014年 2 月から2016年 6 月までに62例（平均年齢65歳，PSA

13.0 ng/ml）が 3人の術者により施行された．D’amico リスク分類で

は低/中/高リスクがそれぞれ 9 /22/31例であった．［結果］平均手術

時間297分，コンソール時間218分，出血量 187 ml．Grade 3 以上の合

併症は 2例（コンパートメント症候群，直腸損傷）に認めた．断端陽

性率は23％であった．術後 3カ月の PSA 陰性化率（＜0.01 ng/ml）

は87％，尿禁制率（0∼1 safety pad）は73％であった．［結語］RARP

は，安全・確実な手術が可能であり治療成績もおおむね良好であった

が，断端陽性率が高く，さらなる手技の向上が必要と考えられた．

腹腔鏡下およびロボット支援前立腺全摘除術における急性前立腺炎

の影響について :樋口雅俊，柑本康夫，岩橋悠矢，出口龍良，梅本秀

俊，井口孝司，山下真平，西澤 哲，吉川和朗，射場昭典，原 勲

（和歌山県立医大） ［目的］術前の急性前立腺炎が前立腺全摘除術の

アウトカムに及ぼす影響について検討した．［方法］2007年 7月から

2016年 5月までに当科で LRP または RARP を施行した503例につい

て，急性前立腺炎の既往の有無により手術時間，出血量，断端陽性

率，術中・術後合併症，尿禁制率を比較した．［成績］急性前立腺炎

の既往ありの18例と既往なしの485例でいずれのアウトカムにも有意

差はみられなかった．RARP においては，急性前立腺炎の既往あり

群で神経温存を企図しながら合併切除に変更された症例が有意に多

かった（50％ vs 2.9％，p＜0.01）．［結論］急性前立腺炎後であって

も安全な手術が可能であるが，神経温存は困難になる可能性が示唆さ

れた．

当院における前立腺全摘術後 PSA 再発に対する救済放射線療法の

治療成績 : 山田泰司，古澤 淳，黒松 功（名古屋セントラル）

［目的］当院における前立腺全摘術後 PSA 再発に対する救済放射線療

法の治療成績を検討した．［対象と方法］2009年11月∼2015年 2月ま

でに救済放射線療法が施行された32名を対象とした．［結果］照射合

併症は16例（50％）に認められたが，すべて grade 1 であり，重篤な

合併症は認めなかった．照射後の平均観察期間は46.4カ月で， 5年

PSA 非再発率は65.4％であった．単変量解析による有意な再発予測

因子は pT3a 以上 （P＝0.01）であり，多変量解析による有意な再発

予測因子は pT3a 以上（P＝0.01），PSA nadir が 0.2 以上（P＝0.002）

であった．［結語］前立腺全摘術後 PSA 再発に対する救済放射線療法

は安全に施行可能で，治療成績も比較的良好であった．

前立腺全摘除術後の PSA 再発に対する救済ホルモン療法の検討 :

中濱智則，市川和樹，溝渕真一郎，伊丹祥隆，松本吉弘，百瀬 均

（JCHO 星ヶ丘医療セ） ［目的］根治的前立腺摘除術（RPX）後の

PSA 再発（BCR）に対する救済ホルモン療法について検討した．［方

法］2002年 1月から2014年12月までに RPX を施行した416例中 BCR

に対し，救済ホルモン療法が単独で施行された88例を後方視的に検討

した．［結果］術後観察期間中央値は 90カ月（13∼156カ月），

D’Amico リスク分類で低リスク20例，中リスク19例，高リスク49例

であった．他治療への移行までの無増悪生存率は 5年96.3％，10年

79.0％，疾患特異的生存率は， 5年98.8％，10年91.7％であった．単

変量解析では，PSA-DT 6カ月未満が他治療への移行を予測する因子

として相関していた．［結語］PSA-DT 6カ月未満の症例は他治療も

考慮する必要があることが示唆された．

腹腔鏡下前立腺全摘除術における術後 PSA 再発の検証―多施設共

同研究― :加藤昌生
1,3，三田耕司

1,3，内藤美季
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立安佐市民，4呉医療セ） ［目的］腹腔鏡下前立腺全摘除術（LRP）

の術後 PSA 再発を検証する．［対象と方法］LRP 1,131例を対象とし

PSA 再発予測因子を検証した．［結果および結論］年齢70歳，観察期

間30.2カ月，術前 PSA 7.6 ng/ml，生検 GS 6≧ : 332例，7 : 460例，

≧8 : 342例，cT2≧ : 1,025例，cT3a : 88例，cT3b : 13例，cT4 : 4

例．摘出病理組織 GS 6≧ : 206例，7 : 530例，≧8 : 340例，pT2≧ :

833例，pT3a : 192例，pT3b : 73例，pT4 : 5例，pN0 : 1,116例，

pN1 : 13例，PSM（＋) : 286例，PSM（−) : 833例． 5 年 PSA 非再

発率は73.5％．術前 PSA（≧10 ng/ml），cT，pT（≧T3）および pN

（＋），GS（≧GS8），PSM（＋）は術後 PSA 再発を予測する独立した

因子であった．

カバジタキセルの長期投与が可能であった去勢抵抗性前立腺癌の 1

例 : 曽我弘樹，和田晃典（公益財団法人豊郷），河内明宏（滋賀医

大） 症例は64歳，男性．2013年初旬に腰背部痛にて近医で治療．一

時軽快も疼痛増強を認め，同年 5月当院救急受診．尿管結石疑いにて

当科紹介．PSA 252.46 ng/ml と高値を認め，精査の結果，前立腺癌

（Gleason’s score 4＋5）stage D2 と診断した．同月より CAB 療法を開

始したが，およそ 5カ月後には CRPC となり，ドセタキセル，アビ

ラテロンによる治療を行うも抵抗性となった．2015年 6月よりカバジ

タキセルを導入し，15コース施行したが著明な副作用を認めず治療可

能であった．カバジタキセルの長期使用について若干の文献的考察を

加え報告する．

去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの初期治療経験 :谷島

崇史，松本力哉，蟹本雄右（掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合

医療セ） ［目的］当院での去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキ

セルの治療経験を報告する．［方法］当院で施行した 6例を対象とし，

治療成績について検討した．［結果］カバジタキセル開始時の PSA 値

（中央値）は 119 ng/ml．有害事象として，grade 4 以上の好中球減少

症が 4例．そのうち発熱性好中球減少症を 3例に認めた．前治療とし

て，ドセタキセル，エンザルタミド，アビラテロンの 3剤すべてが全

例に投与．サイクル数の中央値は10.5回． 5例で PSA 値の低下を認

めたが， 3例は癌死， 1例は病勢増悪にて中止，現在 2例がカバジタ

キセルを継続中．［考察］PSA 値が低下した症例は多かったが，半数

以上は病勢増悪のため中止した．今後，さらに症例を蓄積して検討す

る．

大阪市立大学医学部附属病院におけるカバジタキセルの初期使用経

験 : 加藤 実，玉田 聡，井口太郎，山崎健史，仲谷達也（大阪市

大） ［目的］当院においてカバジタキセル（CBZ）を投与された去

勢抵抗性前立腺がん患者14例について臨床的検討を行った．［方法］

CBZ 投与開始時の年齢中央値は71歳，PSA 中央値が 36.0 ng/ml，全

例に骨転移を認めた．［結果］CBZ 投与コース数中央値は 3，2コー

ス目以降に減量を要した患者は 7例であった．PSA の低下を 4例で

認めた．11例にペグフィルグラスチムを併用し，grade 3 以上の有害

事象を11例に認めた．発熱性好中球減少症は 6例に認めた．［結論］

副作用を適切にコントロールすることで外来でも安全に CBZ を投与

することができた． 6カ月以上の PSA 無増悪を 2例に認めたが，今

後感受性予測についての検討が必要である．

当院におけるカバジタキセルの使用経験 :秋 亮太，杉山貴之，渡

邉俊輔，渡邊恭平，松下雄登，田村啓多，本山大輔，大塚篤史，古瀬

洋，三宅秀明，大園誠一郎（浜松医大） 当科における去勢抵抗性前

立腺癌治療でのカバジタキセルの使用例につき検討する．対象は2014

年10月から2016年 3月までに当科においてカバジタキセルを使用した

9例．平均年齢68.4歳（57∼80歳）．ドセタキセル使用サイクルは平

均7.2回（ 2∼16回）．開始前 PSA は平均 763.2 ng/ml（61∼3,484）．

カバジタキセル使用サイクルは平均4.2回（ 1∼10回）． 3例は 7サイ

クル以上継続で，この 3例はカバジタキセル開始時の転移病変が骨・

後腹膜リンパ節であったのに対し， 3サイクルまでで中止となった 6

例中 4例では骨・リンパ節以外の転移を認めていた．

当院で施行した前立腺癌に対する強度変調放射線治療の短期中期治

療成績 : 今村哲也，堀内英輔（市立伊勢総合），二見友幸，笹岡政宏

（同放射線科） ［目的］今回当院で施行した前立腺癌に対する強度変

調放射線治療（IMRT）の短期と中期における治療成績を検討した．

［方法］2007年 6月から2014年 3月までに当院で IMRT を施行した94

例を対象とした．年齢は58∼79歳（中央値70.5歳），PSA 値は 4.15∼

198 ng/ml（中央値 13.0 ng/ml），限局癌53例，局所浸潤癌41例であっ

た．D’Amico のリスク分類で中，高リスク群に相当する症例は

IMRT の施行 4カ月以上前から内分泌療法を施行した．［結果］観察

期間は27∼104カ月（中央値60カ月）であり，照射線量は 70∼78 Gy，

PSA 再発は10例に認めた．［結論］限局性，局所浸潤性前立腺癌に対

する IMRT の短期と中期の治療成績は PSA 非再発 3，5年生存率が

それぞれ92.4，88.6％であり良好であった．

前立腺癌に対するデガレリクスを用いた内分泌併用放射線療法の治

療成績 :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） ［目的］当院におけるデガレリクスを用いた内分泌併

用放射線療法の治療成績について検討した．［方法］当院においてデ

ガレリクスを用いた内分泌併用放射線療法を施行された42例を対象と

し，後方視的に検討した．［結果］放射線療法は，強度変調放射線治

療（IMRT）施行例が32例，高線量率組織内照射（HDR）施行例が10

例であった．照射線量は，IMRT 群が 78 Gy/39 fr，HDR 群が 45.5

Gy/7 fr であった．内分泌療法は全例デガレリクスを用いた複合アン

ドロゲン遮断療法であった．観察期間中の PSA 再発，死亡は 1例も

認めなかった．［結語］当院におけるデガレリクスとビカルタミドを

用いた内分泌併用放射線療法の治療成績は良好であった．

前立腺癌に対する放射線外照射併用ヨウ素125密封小線源永久挿入

療法後，内痔核に対し硬化療法を受けた 2例 :亀山紘司，仲野正博，

竹内慎一，中井千愛，出口 隆（岐阜大），田中秀和，山口尊弘（同

放射線科），荒木寛司（岐阜大医学部附属光学医療診療部），大宝和博

（岐阜歯大付属村上記念放射線治療部） ［目的］ヨウ素125密封小線

源永久挿入療法（I-125 小線源療法）後に痔核硬化療法を受けた症例

を報告する．［対象と治療経過］症例 1 : 76歳．T2aN0M0 Gleason

score 3＋4．2007年 4 月放射線外照射併用 I-125 小線源療法施行．

2008年 2，3月近医で痔核硬化療法実施．2008年12月上旬，尿道直腸

瘻が発生し，膀胱瘻造設術，人工肛門造設術を行った．症例 2 : 70

歳．T2cN0M0 Gleason score 4＋3．2008年 2 月放射線外照射併用 I-

125 小線源療法施行．2009年 4，5月，近医で痔核硬化療法実施．硬

化療法部は潰瘍化した．高気圧酸素療法を実施し，潰瘍部は回復．

［結論］小線源療法後の痔核硬化療法は，直腸の重大な合併症の原因

となる可能性がある．

前立腺癌に対する放射線療法前に実施した大腸内視鏡検査の経験 :

仲野正博，亀山紘司，高井 学，横井繁明，出口 隆（岐阜大），田

中秀和，山口尊弘（同放射線科），荒木寛司（岐阜大学医学部附属光

学医療診療部），宇野裕巳（中濃厚生），大宝和博（岐阜歯大付属村上

記念放射線治療部） ［目的］前立腺癌に対する放射線療法実施前に

行った大腸内視鏡検査の結果を報告する．［対象・方法］2010年 4

月∼2016年 5月までの間に当院で放射線療法を予定した前立腺癌患者

のうち大腸内視鏡検査実施に同意した307例．［結果］平均年齢は67.9

歳（50∼83）．結腸・直腸ポリープを142例（46.3％）に認めた．ポ

リープ切除を行った117例中 8例に悪性腫瘍（癌，カルチノイド）を

認めた．内痔核を74例（24.1％）に認めた．［結論］前立腺癌に対す

る放射線治療後に直腸ポリープや痔核を治療する場合，対応に苦慮す

る可能性がある．放射線治療前に大腸および直腸の状態を確認する目

的での大腸内視鏡検査は積極的にすすめて良い検査であると考える．

I125 前立腺癌密封小線源永久挿入術における術中連結型線源と分

離型線源の比較 :青木高広，水野卓爾（磐田市立総合），今井美智子

（同放射線治療科），加藤大貴（名古屋市大），松本力哉（中東遠総合

医療セ） ［目的］前立腺癌密封小線源療法の連結型線源と分離型線

源の治療成績を比較検討した．［対象］2009年 7月∼2015年 6月に当

院で前立腺癌密封小線源療法を施行した非連結型72例，連結型52例を

対象とした．全群の年齢52∼83歳（中央値70），治療前 PSA 4.3∼

39.5 ng/ml（中央値 8.8），D’Amico リスク分類は低42例，中53例，

高29例，外照射を74例，内分泌療法を25例で併用した．［結果］PSA

再発は非連結型 3例，連結型 1例，局所再発は非連結型 1例，前立腺

癌関連死なし，非連結型で他因死 1例，また線源迷入・脱落が非連結

型で18例認めた．［考察］連結型になりさらに安全に施行可能となっ

た．
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集学的治療の一環として救済密封小線源療法を施行した去勢抵抗性

前立腺癌の 1例 :石田博万，沖原宏冶，鴨井和美，牛嶋 壮，金沢元

洪，内藤泰行，本郷文弥，浮村 理（京都府立医大） 71歳，男性．

局所限局性前立腺癌（T3bN0M0）に対し，陽子線治療（74 GyE/37

Fr）を施行．約 2年半後，PSA 再発を来たし，CAB 療法を行ったが，

去勢抵抗性前立腺癌となった．腹部 CT では転移巣を認めず，前立腺

MRI で左葉辺縁域に造影効果のある結節影を認めたため，MRI fusion

生検を実施． 8 カ所生検中，ターゲット領域を含む 6 カ所から

Gleason score 4＋4 の adenocarcinoma を認め，前立腺癌局所再発と判

断した．エンザルタミドへの薬剤変更を行い，PSA 値はいったん下

降したが，再上昇を来たしたため，救済密封小線源療法を施行した．

嚢胞性病変を随伴した前立腺癌の 1例 :西本光寿，沖 貴士，辻

秀憲，江左篤宣（NTT 西日本大阪），小嶋啓子（同病理科），豊田信

吾（市立貝塚） 72歳，男性，PSA 高値（769 ng/ml）で近医より紹

介．MRI 上，両側辺縁域に T2 強調画像で低信号，拡散強調画像で

高信号を示し，左精嚢浸潤も疑われた．また前立腺肛門側に連続する

110×98 mm 大の嚢胞性病変を認めた．経会陰的前立腺生検と嚢胞性

病変の生検および嚢胞穿刺にて内溶液を採取した．膀胱鏡では嚢胞に

よる膀胱頸部の挙上を認めたが，膀胱・尿道には明らかな腫瘍浸潤像

はなかった．病理診断は Glasson score 4＋3 の adenocarcinoma，嚢胞

穿刺液は血性，PSA 5,673 ng/ml であった．骨シンチで多発骨転移を

認め，cT3bN0M1b の診断で，CAB 療法開始した．同治療の 2 年継

続により，PSA ＜0.01 ng/ml に低下，嚢胞性病変は 24×47 mm 大ま

で著明に縮小した．

難治性前立腺炎を合併した前立腺癌の 1例 : 萩野惠三，藤井令央

奈，森山泰成，小池宏幸（地方独立行政法人りんくう総合医療セ）

症例は79歳，男性．2015年10月から急性前立腺炎により感染症内科に

3回入退院していた．感染コントロール目的で2016年 1月 TUR-P 施

行．病理診断は中分化型腺癌であった．その後も急性前立腺炎のコン

トロールに難渋したため2016年 4月に前立腺全摘除術施行した．既往

歴に糖尿病によるインスリン使用，間質性肺炎によるステロイド長期

投与，骨髄異形成症候群による汎血球減少症と手術に際して多くのリ

スクがあったが術後経過は良好で退院後も尿路感染症のコントロール

が可能となった．

市立奈良病院における Active surveillance : 岡島英二郎，堀 俊太

（市立奈良），桑田正臣（平尾），吉川元清（近畿大奈良） ［目的］当

科では低リスク前立腺癌に待機療法（AS）を積極的に適応してきた

のでその結果を検証．［対象］2009年 1月より2015年10月までに AS

を選択し 1年以上の経過観察をした37例．PSA ＞10 ng/ml は 7例，

GS 7（全例 primary pattern は 3）は14例．［方法］ 6カ月ごとの PSA

と 2年ごとの生検を基本に，病勢進行が疑われた場合に 3カ月間隔に

短縮もしくは再生検で確認．［結果］観察期間中10例で治療介入した

が，いずれも failure なく経過している．［結語］AS によりQOL を損

なわず，かつ治療のタイミングを失わない対応が可能であると考えら

れた．

当院における前立腺癌連携パスの現状と問題点について :光森健

二，飛田卓哉，中村健治，神田壮平，大久保和俊，高橋 毅，西村一

男（大阪赤十字） ［目的］当院の前立腺癌連携パスの現状を調査し，

問題点を考察した．［方法］パス導入後2015年度末までに適応された

90例に関して，調査を行った．［成績］連携先は63施設（うち泌尿器

科10施設，26例）であった．治療内容は，全摘術後が48例，内分泌治

療20例，放射線治療後が19例，その他 3例であった．調査時点での連

携中止は27例で，理由としては連携先に完全移行が12例，再発が 5

例，予約日受診なしが 5例，その他 5例であった．多くの連携先で指

導料は算定していなかった．［結論］パスにより連携元病院の負担は

軽減しているが，退院後 1カ月以内に計画策定が必要などで全摘後以

外は適応しにくいなど問題点も見られた．

限局性前立腺癌に対するビカルタミド単独療法の検討 :岡田卓也，

藤原真希，大饗政嗣，白石裕介，宗田 武，金丸洋史（北野） ［目

的］限局性前立腺癌に対するビカルタミド単独療法の有用性を検討し

た．［対象と方法］対象は41例．単独療法を選択した理由は高齢/PS

不良/低リスク/その他が，15/5/10/11例であった．投与は 80 mg 連

日で開始し有害事象のある症例では減量，中止とした．［結果］PSA

は中央値 9.7 ng/ml，D’Amico 分類では低/中/高リスクが 3 /23/15例

であった．女性化乳房などの有害事象は22例（54％）に見られ，14例

（34％）で投薬の減量，中止を要した．22.7カ月の観察期間中10例に

再燃がみられたが，追加の内分泌治療が奏効し癌死例は認めていな

い．［結語］ビカルタミド単独療法は限局性前立腺癌に対する治療オ

プションの 1つとなるが，有害事象が多いのが問題である．

前立腺癌内分泌療法施行症例におけるリュープリン○R PRO への変

さらに関する考察 :宇野雅博，川瀬 真，加藤大貴，石田貴史，加藤

成一，増栄成泰，藤本佳則（大垣市民） ［目的］2015年12月に24週

間持続のリュープリン○R PRO が発売され，患者の負担軽減と利便性

が期待されている．前立腺癌内分泌療法施行中，リュープリン○R PRO

に変更した症例に対して，患者背景の点から考察した．［方法］2015

年 2 月より 5 月までの 4 カ月間に，LHRH 製剤をリュープリン○R

PRO に変更した161例を対象とした．年齢，内分泌治療期間，stage

分類，変更前 PSA 値，通院間隔などを検討した．［結果］平均年齢

80. 0歳，stage B 123例，stage C 20例，stage D 18例，CAB 56例，

LHRH 単独105例であった．リュープリン○R PRO 投与後の通院間隔

は，約24週（約 6カ月）が61例（37.9％），約12週（約 3カ月）が94

例（58.4％），約 6週以下が 7例（3.7％）であった．

エンザルタミドによると思われる流涙増加・涙道閉塞の 1例 :吉田

康幸，安永 豊（大阪みなと中央） 症例は75歳，男性．2004年に前

立腺癌 cT2bN0M0（Gleason score 3＋4，iPSA 33.4）と診断．前立腺

全摘除術施行後，生化学的再発に対し内分泌療法を行うも抵抗性とな

り，ドセタキセル療法も副作用にて継続困難となったため，2014年 7

月からエンザルタミドを導入した．投与開始 9カ月頃より左眼の流涙

が出現．その後も改善なく2015年12月眼科紹介，左涙道閉塞と診断さ

れた．エンザルタミドの副作用を疑ったが，PSA 低下が認められて

いたため，患者と相談し服薬継続のうえ涙管チューブ留置を行った．

抗癌剤の涙道障害としては S-1 やドセタキセルによるものの報告が散

見されるが，今回エンザルタミドによると思われる涙道障害を経験し

たので報告する．

去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）患者に対するアビラテロンの初期治

療経験 :神野 雅，梁 英敏，近藤 有，松原重治，小川隆義（姫路

赤十字） ［目的］当院での CRPC 患者に対するアビラテロンの治療

経験を報告する．［対象・方法］2016年 5月までにアビラテロンを使

用した19症例について患者背景，治療効果，有害事象を検討する．

［結果］アビラテロン導入時の年齢中央値は76.0歳（67∼88），PSA

中央値は 72.11 ng/ml（6.06∼511.68），PSA が50％以上の低下を認

めたのは 6例（31.6％）でいずれもドセタキセル未投与症例であっ

た．Grade 3 以上の有害事象を認めたのは低カリウム血症 1 例

（5.3％）のみであった．［考察］アビラテロンは CRPC 患者に有効か

つ安全な治療法であった．

当院におけるエンザルタミド投与後アビラテロンの使用経験と治療

効果 : 河野 悠，内藤祐志，庄 紀江，寺島康浩，小嶋一平，田中篤

史，長井辰哉（豊橋市民） 2014年12月∼2016年 6月の期間に24例の

エンザルタミド投与歴のある去勢抵抗性前立腺癌に対してアビラテロ

ンを投与した．年齢中央値は76歳（59∼89），投与前 PSA 中央値は

16.5（0.017∼929）であった．16例に化学療法施行歴があり，エンザ

ルタミドの投与期間中央値は 5.0 m（0.5∼13）であった．14例に

PSA 低下をみとめ， 2例に50％以上の PSA 低下を認めた．PSA 奏功

期間中央値 2.8 m（1.0∼10），投与期間中央値は 3.1 m（0.8∼10）

であった． 9例に有害事象を認め，G3 以上の有害事象（肝障害，倦

怠感，高K血症）を 3例に認めた．

当院におけるアビラテロン，エンザルタミドの初期使用経験 :金原

弘幸，渕上靖史，小川和彦，柳川 眞（済生会松阪総合），森 脩

（済生会明和） ［目的］去勢抵抗性前立腺癌に対するアビラテロン，

エンザルタミドの使用経験を報告する．［方法］2014年10月以降に去

勢抵抗性前立腺癌に対しアビラテロンを 5例，エンザルタミドを11

例，両薬剤の交替療法を12例に行った．［結果］アビラテロン，エン

ザルタミド，交替療法における一剤目の投与前直近の PSA はそれぞ

れ 15.118∼670.304 ng/ml（中央値 80.2），0.68∼1,662.48（中央値

26.1），5.8∼362.2（中央値 31.4）であった．50％以上の PSA の低

下を認めたのはアビラテロンで 6例，エンザルタミドで 8例であっ
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た．副作用で投与を中止したのはアビラテロンで 4例，エンザルタミ

ドで 9例であった．

市立三次中央病院における去勢抵抗性前立腺癌に対する新規ホルモ

ン療法薬の治療経験 : 瀬野康之，望月英樹（市立三次中央），田中

学（吉田総合），上田光孝（公立御調総合） ［目的］新規ホルモン療

法薬の治療成績を検討．［対象］2014年 6月から2016年 6月まで去勢

抵抗性前立腺癌（CRPC）に対して新規ホルモン療法薬，エンザルタ

ミド（ENZ），アビラテロン（ABI）を使用した29例［結果］ENZ 18

例，ABI 19例，平均年齢は ENZ/ABI＝72.4/72.3歳．初診時 PSA

82.0/93.3 ng/ml．Gleason score 9 以上11/15例，病期 D2 10/ 8例．治

療期間19.5/15カ月，50％以上の PSA 低下 7 / 9例．治療中止13/14

例，癌死 6 / 5例．新規ホルモン療法薬の予後因子は臨床病期 D2 以

上，CRPC までの期間が 2年未満であった．

Ethinylestradiol 投与後に低 Na 血漿を伴った心不全症状を呈した

前立腺癌の 1例 : 杉江 悟，柴田憲彦（竹迫医院），深尾 理，柴田

直哉（いきめ大腸肛門外科内科） 症例は77歳，男性．2002年 3月，

initial PSA 5.67 ng/ml にて経直腸的前立腺生検施行．病理組織結果は

adenocarcinoma，GS 5＋4 にて前立腺癌と診断．以後 bicarutamide＋

LHRH agonist による neoadjuvant を半年間施行の後，根治的外照射療

法 total 72 Gy 施行．2015年 6月，PSA 6.3 ng/ml で再燃を認めたため

LHRH agonist＋ethinylestradiol の内服を開始したところ，投与から 1

カ月後，全身浮腫，努力呼吸，激しい乳房痛認めたため半量に減量し

た．PSA の低下は認めるも，投与から約 5カ月後の同年11月に著明

な低 Na 血漿（129 mEq/l）認めたため，ethinylestradiol を中止したと

ころ，上記症状は改善し，血漿 Na 濃度も正常値に改善した．

当科における去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミドの使用経

験 : 杉山貴之
1
，松下雄登

1
，谷島崇史

1,2，細川真吾
1
，鈴木孝尚

1
，松

本力哉
1,2，本山大輔

1
，大塚篤史

1
，古瀬 洋

1
，三宅秀明

1
，大園誠一

郎
1（1浜松医大，2中東遠総合医療セ） ［目的］前立腺癌に対するエ

ンザルタミドの治療成績につき後方視的検討を行った．［対象］2014

年 6月∼2016年 2月の間に当院にてエンザルタミド内服を開始した32

例（ドセタキセル未使用は15例）．内服開始時の平均年齢74.6歳

（56∼88歳）．開始時の平均 PSA 158.3 ng/ml（0.76∼2,151 : 中央値

33.2 ng/ml）．［結果］内服継続中 7例を除いたエンザルタミド内服期

間は平均145日（27∼537日）．内服開始 1月での PSA が25％以上増加

は 5 /31例（16％）．50％以上低下はドセタキセル未使用例で 6 /15例

（40％），ドセタキセル既使用例で 5 /17例（29％）であったが，薬剤

による有害事象での中止は 2例のみ（発熱・全身倦怠感）．［結語］治

療効果としては良好と考えられた．

去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対するアビラテロンの治療経験 :

前川由佳，高木公暁，簑島謙一，山羽正義，堀江正宣（大雄会第一）

［目的］当院で CRPC に対し，アビラテロンを投与した患者の治療効

果と副作用について報告する．［方法］2014年10月∼2016年 4月にア

ビラテロンを投与した CRPC 患者20名を対象に後ろ向きに検討した．

［結果］年齢中央値75.5歳（62∼85歳），アビラテロン治療開始時

PSA 中央値 23.6（1.17∼937.68），PSA 低下率が50％以上であった症

例は 8例（40％）であった．有害事象として高血糖，肝機能障害，低

K血症を各 1 例ずつ認めたがいずれも G2 以下であった．［考察］

CRPC に対するアビラテロンを用いた治療は，有害事象はおおむね

許容できるものであり，一定の効果が得られることが確認できた．

去勢抵抗性前立腺癌に対するアビラテロン療法の検討 :桑原 賢，

大森直美，安富正悟，大関孝之，本郷祥子，齋藤允孝，杉本公一，清

水信貴，南 高文，野澤昌弘，能勢和宏，吉村一宏，植村天受（近畿

大） 当院におけるアビラテロン療法の治療効果と有害事象について

レトロスペクティブに調査し検討した．2014年 2月から2016年 6月ま

でにアビラテロン療法を導入した集計可能な33例を分析・検討した．

33例中21例がドセタキセル施行前，12例がドセタキセル施行後，17例

はエンザルタミド施行後， 2例はカバジタキセル施行後であった．投

与群の年齢平均値74.4歳，アビラテロン投与前 PSA 中央値 8.57 ng/

ml であった．追跡期間における全生存率，非再発生存率，有害事象，

CRPC 治療薬に関する中間データを検討し，アビラテロンの有用性，

有害事象と投与上の注意点，CRPC 治療戦略上のアビラテロンの位

置づけについて若干の文献を加え考察する．

去勢抵抗性前立腺癌に対する新規抗アンドロゲン剤の使用経験 :溝

渕真一郎，市川和樹，伊丹祥隆，中濱智則，松本吉弘，百瀬 均

（星ヶ丘医療セ） ［目的］去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対する新

規抗アンドロゲン剤の当院での使用経験について報告する．［対象と

方法］対象は CRPC に対してエンザルタミド（E）またはアビラテロ

ン（A）を使用した24例で，両薬剤の有用性について後方視的に検討

した．［結果］24例全例で E を使用し，うち 3例は E 使用前に A を，

5例は E 使用後に A を使用していた．おのおのの薬剤導入時の PSA

中央値は E が 15.7 ng/ml，A が 65.8 ng/ml であり，PSA の50％以上

の低下は E 使用時に24例中14例（58％），A 使用時に 8 例中 3 例

（38％）で認められた．有害事象での投与中止は 2例ずつで見られた．

7例でEを継続中である．［結語］CRPC に対する新規抗アンドロゲ

ン剤の位置づけに関するさらなる検討が望まれる．

家族性アミロイドポリニューロパチー（FAP）の経験 : 石川雅邦，

永井 崇，小川輝之，石塚 修（信州大） ［目的］アミロイドーシ

スは繊維構造をもつ不溶性蛋白であるアミロイドが臓器に沈着する疾

患の総称でこのうち FAP は日本では長野県と熊本県に集積地があり

常染色体優性遺伝である．排尿障害が多くに認められる．［方法］当

科で2003年以降 FAP と診断され肝移植治療を受ける前に尿流動態検

査を施行した患者は15人．尿流動態検査の蓄尿相と排尿相の各パラ

メータを報告する．［結果］蓄尿相で 9人に知覚低下が認められ， 4

人が低コンプライアンス膀胱であった．尿道閉鎖機能不全を 4人に認

めた．排尿相では排尿筋が 8人の患者で収縮せず，尿道弛緩不全を 3

人に認めた．［考察］当科での経験した FAP 症例を若干の考察を含め

報告した．

低コンプライアンス膀胱に対するミラベグロンの効果について :喜

馬啓介，平山暁秀，吉川元清，山本 豊，國方聖司（近畿大奈良）

［目的］低コンプライアンス膀胱に対してミラベグロンを投与しコン

プライアンス（bladder compliance ; BC）の改善を認めた 4例を経験し

たので報告する．［症例］症例 1 : 34歳，女性，ワクチン接種後急性

脳症．投与 2カ月後 BC 1→20 cmH2O．症例 2 : 66歳，男性，腰部脊

柱管狭窄症．投与 1カ月後 BC 3.3→16.6 cmH2O．症例 3 : 62歳，男

性，下部尿路閉塞．投与 1 カ月後 BC 8.8→15 cmH2O．症例 4 : 77

歳，男性，下部尿路閉塞．投与 1 カ月後 BC 1.5→4.7 cmH2O．［考

察］ミラベグロンは，膀胱平滑筋の過緊張を緩和しコンプライアンス

を改善させる可能性がある．

当施設における過活動膀胱に対する薬物療法の服薬継続率の検討 :

梶川圭史，金尾健人，森永慎吾，村松洋行，斎木 寛，小林郁生，西

川源也，加藤義晴，渡邊將人，中村小源太，住友 誠（愛知医大）

［目的］過活動膀胱（OAB）に対する薬物療法について，服薬継続率

の観点から検討を行った．［方法］2008年 1月から2015年 9月までに

OAB と診断され，β3 作動薬もしくは抗コリン薬の投薬を受けた患

者，延べ1,684名を対象に，薬剤別の服薬継続率を Kaplan-Meier 法で

算出し，投薬シークエンスについても検討した．［結果］一年服薬継

続率はミラベグロンが27.0％で，その他の抗コリン薬と比較して統計

学的有意に高く，2015年は初回選択薬としても36.6％と最も多かっ

た．［結論］OAB の薬物療法において，抗コリン薬と比較して β3 作

動薬が，初回選択薬として最も多く，服薬継続率も高かった．

尿道脱・カルンクルとその鑑別疾患が問題となった 3例 : 松井宏

考，永山 洵，佐野友康，平林裕樹，鈴木弘一，服部良平（名古屋第

一赤十字），加藤久美子，鈴木省治（同女性泌尿器科），小澤幸泰，中

島麻梨絵（同血液内科） ［目的］尿道脱・カルンクルとその鑑別疾

患が問題となった症例を検討．［方法］過去10年のカルテ調査．［結

果］骨盤臓器脱疑いで紹介され尿道脱であった 2例，尿道カルンクル

として紹介され悪性リンパ腫と判明した 1例を抽出．症例 1は83歳，

女性．外陰部腫瘤を主訴に膀胱瘤として紹介．尿道全周が 3.5 cm 脱

出．症例 2は87歳，女性．外陰部腫瘤と疼痛を主訴に子宮脱疑いで紹

介．尿道全周が 3.5 cm 脱出．症例 1・2は尿道脱の診断で切除術を

行い，病理で尿道脱と確認．症例 3は65歳，女性．主訴は性器出血

で，尿道カルンクルとして紹介．尿道後壁に 2.5 cm の腫瘤．切除術

の病理で悪性リンパ腫と判明．［考察］尿道脱・カルンクルとその鑑

別疾患には注意が必要である．
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2本アームによる仙棘靭帯固定での TVM 初期成績 :三島崇生，田

口 真，村上彰悟，小糸悠也，谷口久哲，吉田健志，矢西正明，駒井

資弘，安田鐘樹，渡邊仁人，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医

大） ［目的］2014年 7 月から elevate 型 TVM を導入している．近

年，前脚を省略し仙棘靭帯への固定のみでの方法が報告されている．

2015年 6月以降膀胱瘤，子宮脱症例にはその方法を導入したので，初

期成績を報告する．［対象と方法］2015年 6 月∼2016年 4 月に 2 本

アームによる TVM を行った25例．周術期成績，IPSS，OABSS，P-

QOL を評価した．［結果］平均年齢は71.5歳．手術時間 : 74.9分，

出血量 : 68.8 ml．膀胱損傷 1例，術後メッシュ露出 1例，輸血 1例

（抗凝固剤内服），de novo SUI 6例であった．観察期間は短いが再発

はない．［結語］長期成績を評価する必要があるが短期間の観察では

2本アームでの TVM は良好な成績であった．

宝塚市立病院における女性泌尿器外来導入の試みと看護スタッフの

意識調査 :相原衣江，長澤誠司，上田康生，古倉浩次（宝塚市立）

一般泌尿器疾患を主に診療を行ってきた当院で2012年女性泌尿器外来

を開設した．患者動向とスタッフの意識調査を行った．同外来紹介率

は初年度36％から60％と増加，同時導入の TVM，TOT 手術は35，

29件だった．外来病棟看護師39名へ無記名アンケートを行った結果，

同外来開設にて新たに得た知識がある・診察や検査時自分なりに工夫

をしているが100％，手術の概要を理解している者は TVM・TOT 共

に80％以上，同外来を継続した方が良いと考えるは100％だった．患

者からスタッフへ寄せられる意見は外来で多く満足しているものが多

かった．専門外来開設で紹介率の増加，スタッフからの協力も得られ

ることが分かった．

膀胱平滑筋腫に対し経尿道的膀胱腫瘍一塊切除術を行った 1例 :中

本喬大，乾 秀和（済生会泉尾），木下秀文（関西医大） 40歳代，

女性．顕微鏡的血尿・CT で壁肥厚を指摘され，当科紹介となった．

膀胱鏡で膀胱頂部に膀胱上皮に表面を覆われた隆起性病変を認めた．

MRI でも粘膜下にある 30 mm 大の境界明瞭・辺縁平滑な腫瘤を指摘

された．膀胱粘膜下平滑筋腫が疑われ，TUEB 電極用いて，経尿道

的膀胱腫瘍一塊切除術（TURBO）を実施した．肉眼的に完全切除で

き，大きな合併症なく退院となった．病理結果は平滑筋腫であった．

膀胱平滑筋腫は膀胱腫瘍の0.3％と稀な腫瘍である．治療法は完全切

除であるが，切除方法に関しては様々な術式が発表されている．近

年，表在性膀胱癌に対し，TURBO が行われてきている．平滑筋腫に

対しても TURBO を安全に実施でき，有効な術式と考える．

膀胱頂部腺癌の 3例 : 山本健郎，黒川一平，杉下裕勇，今村雄一

郎，山岸元基，下山英明，太田道也，佐々木春明（昭和大学藤が丘）

症例 1 : 2011年血尿精査中，膀胱頂部に粘膜を被った 1.5 cm 大腫瘍

を認め，TUR-Bt 施行．病理が腺癌であり，腫瘍底部に腫瘍残存ある

ことから膀胱部分切除術施行，病理は mucinous adenocarcinoma．症

例 2 : 2012年血尿精査中，膀胱頂部に 2 cm 大非乳頭状腫瘍を認め，

TUR-Bt 施行．腺癌と判明し膀胱部分切除術施行．病理は adenocar-

cinoma．症例 3 : 2008年左尿管口近傍の乳頭状腫瘍に対し TUR-Bt 既

往あり（尿路上皮癌）．BCG 膀注歴あり．2012年ごろ膀胱頂部に 1.5

cm 大壁内腫瘍を認めた．増大傾向あるため TUR 施行し腺癌検出．

膀胱部分切除術施行．病理は adenocarcinoma．いずれも切除断端陰

性，尿膜管摘除は行っていない．若干の文献的考察を加え，報告する．

膀胱小細胞癌の 2例 :上野彰久，松原弘樹（京都山城総合医療セ），

鈴木 啓（京都府立医大） 膀胱小細胞癌は発生頻度が全膀胱悪性腫

瘍の0.35∼0.7％と報告されており，稀な疾患である．今回われわれ

は膀胱小細胞癌の 2例を経験したので報告する．症例 1は78歳，男

性，尿細胞診異常にて近医より当科に紹介，精査にて膀胱内に約 3

cm の cT3b の腫瘍性病変を認め TUR-Bt を施行した．術前 CT では

すでに多発肝転移・骨転移・多発リンパ節転移を認めており，術後間

もなく DIC に陥り，術後34日目に死亡した．症例 2は68歳，男性，

無症候性肉眼的血尿を主訴に当科受診，精査にて膀胱内に約 2 cm の

cT2 の腫瘍性病変を認め TUR-Bt を施行した．膀胱全摘および尿管皮

膚瘻造設術を施行，その後多発肝転移が出現し，現在全身化学療法施

行中である．

GC 療法が著効した膀胱原発印鑑細胞癌の 1例 : 森 啓一郎
1,2，木

村高弘
1
，鈴木英訓

2
，後藤博一

2
，小野寺昭一

2
，頴川 晋

1（1東京慈

恵会医大，2富士市立中央） ［症例］66歳の男性で，数カ月前から頻

尿・残尿感を主訴に前医受診した．尿検査で膿尿を認めて改善ないた

め，膀胱鏡検査施行して右尿管口周囲に桑実状の隆起性病変を認め

た．経尿道的膀胱腫瘍切除術を施行し，病理では筋層浸潤を認める印

鑑細胞癌の診断であった．膀胱原発印鑑細胞癌の診断で術前化学療法

として GC 療法施行したところ画像上著明な縮小を認めた．膀胱全

摘術を施行後に術後化学療法を施行しており，術後再発を認めずに経

過している．［考察］膀胱悪性腫瘍の病理組織は移行上皮癌がほとん

どであり，腺癌とくに印鑑細胞癌はきわめて稀な疾患である．今回わ

れわれは膀胱原発印鑑細胞癌の 1例を経験したので報告する．

前立腺全摘除術後再発に対する救済放射線を施行後に膀胱癌を発症

した症例の検討 :小倉友二，景山拓海，曽我倫久人（愛知県がんセ中

央） ［目的］前立腺全摘除術後再発に対する救済放射線治療

（salvage radiotherapy ; SRT）を施行後に，膀胱癌を発症した症例の検

討．［方法］1994∼2014年に前立腺全摘除術を施行した569例中，SRT

が施行された88例を対象．［結果］ 4例（4.5％）に膀胱癌の発症を認

めた．発症契機は肉眼的血尿が 3例，顕微鏡的血尿が 1例．SRT 後

から膀胱癌発症の期間は16，69，85，102カ月．腫瘍部位は全例で三

角部∼膀胱頸部．全例で TURBT を施行．すべて尿路上皮癌で，G1

が 1例，G2 が 2例，G3 を含むものが 1例．全例 pTa であった．前

立腺全摘除術を施行され SRT 未施行の481症例中の膀胱癌発症は 1

例（0.2％）であった．［考察］SRT により膀胱癌増加の可能性があ

ると思われる．

泌尿器科領域における悪性腫瘍の心臓転移 2症例の経験 : 杉山恭

平，日紫喜公輔，室 悠介，仲島義治，公平直樹，西尾恭治，吉村耕

治（静岡県立総合腎セ） ［目的］泌尿器科領域悪性腫瘍における心

臓転移症例 2例の経験から，心臓転移症例の治療法を検討する．［方

法］当科にて腎細胞癌，膀胱癌それぞれの心臓転移例を経験した．腎

細胞癌はスーテントでの治療を，膀胱癌は心嚢穿刺・心臓に対する放

射線照射（30 Gy）と異なる治療を施行した．［成績］双方とも心不全

症状は改善・治癒が見られた．腎細胞癌症例は 3カ月目，膀胱癌症例

は 2カ月目に，心不全の再発なく永眠した．［結論］心臓転移患者に

対する治療はまだ報告が少なく治療法も確立していない．しかし原発

巣に対する治療と対処療法のどちらも奏功し，患者の突然死・心臓死

を防ぐ事の出来る可能性があることが示唆された．

当施設の上部尿路上皮癌のリンパ節転移マッピング : 福永有伸，鈴

木一生，赤羽瑞穂，鈴木良輔，西原大策，河野有香，松本敬優，松岡

崇志，矢野敏史，杉野善雄，井上幸治，川喜田睦司（神戸市立医療セ

中央市民） ［目的］上部尿路上皮癌における原発腫瘍の局在とリン

パ節転移部位について検討する．［対象と方法］2011年 1月∼2016年

3月，当院でリンパ節郭清を施行した腎尿管全摘術58例を対象とし，

原発巣と病理学的リンパ節転移部位を検索した．［結果］年齢73歳

（53∼88），術前リンパ節腫大 8例中 7例に術前化学療法施行し 5例で

pN＋ を認めた．pN＋ は全11例で，右上部尿管癌 1例（大動脈下大

静脈間），左腎盂癌 5例（腎門部，大動脈下大静脈間，傍大動脈），左

中部尿管癌 1例（傍大動脈），左下部尿管癌 4例（傍大動脈，骨盤内）

であった．［結語］腎盂，上中部尿管からは腫瘍同側もしくは大動脈

下大静脈間へ，下部尿管からは骨盤内に加え大動脈周囲へ転移を来た

す．

手術加療を施行した上部尿路上皮癌の臨床的検討 :伊藤正浩，深見

直彦，友澤周平，吉澤篤彦，河合昭浩，引地 克，竹中政史，彦坂和

信，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） ［目的］腎盂尿管癌に対し腹腔鏡下ならびに開腹で腎尿管

全摘除術施行症例に対する後方視的検討．［対象］1998∼2016年に施

行した135例（腹腔鏡下 : 124，開腹 : 11）．男性/女性110/25．年

齢 :平均69歳（44∼88）．観察期間 :平均69カ月（ 3∼193）．［結果］

病理結果 : T1（35％），T2（22％），T3（21％），T4（4％）． 1，2，

5年生存率 : 99.2，93.1，67.6％． 1，2，5年非再発率 : 91.4，

89.8，85.1％．膀胱内再発や他臓器転移は手術法により差を認めず．

生存率は腹腔鏡下が開腹に比べ高かった（ 1，2，5年生存率 :腹腔

鏡下100，100，90.7％，開腹90.9，56.8，56.8％，p＜0.001）．［結

論］腹腔鏡下腎尿管全摘除術は開腹手術に比し低侵襲で生存率，再発

率に関して遜色のない結果であった．
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膀胱癌における MRI の拡散係数と予後の臨床的検討 : 飯田啓太

郎，内木 拓，安藤亮介，河合憲康，戸澤啓一，安井孝周（名古屋市

大） ［目的］膀胱癌における MRI の拡散係数（ADC 値）が，予後

を予測するマーカーであるかを検討した．［対象と方法］対象は名古

屋市立大学病院で筋層非浸潤性膀胱癌と診断された113例．MRI は

1.5 T で，ADC マップは 2つの b 値（b＝0 と 1,000 s/mm2）から算

出した．ADC 値と予後（生存率，膀胱内非再発率，非進展率）の相

関について後方視的に検討した．［結果］Ta ; 41例，T1 ; 72例，low

grade ; 27例，high grade ; 86例．ADC 値の中央値は 1.26（0.78∼

2.32)×10-3 mm2/s であった．T1 膀胱癌における多変量解析では，

ADC 値と組織学異型度が進展を予測する独立した因子であった

（p＝0.03，0.02）．［結論］1.5 T MRI における ADC 値は，T1 膀胱

癌において進展を予測する因子となりえた．

術前に膀胱癌の異型度を予測するノモグラムの外部検証および新規

の予測因子の検索 : 若井 健，内海孝信，加藤精二，宋本尚俊，岡

了，李 芳菁，遠藤 匠，西見大輔，矢野 仁，上島修一，神谷直

人，高波眞佐治，鈴木啓悦（東邦大医療セ佐倉），蛭田啓之（同病理

診断科） ［目的］Shapur はイスラエル人膀胱癌患者を対象に術前に

膀胱癌の悪性度を予測するノモグラムを作成しており，日本人患者で

外部検証を行った．新規の予測因子の検索も行った．［対象と方法］

当院で初回 TUR を行った膀胱癌患者189例．各臨床因子と組織異型

度との関係を検証．［結果］平均年齢71.6歳，腫瘍径平均 1.9 cm，尿

細胞診陽性82例，high grade 141例．High grade に寄与する因子として

尿細胞診陽性（P＜0.01），腫瘍径（P＜0.01），肉眼的血尿あり（P＝

0.02）が有意．Shapur のノモグラムの AUC 値は 0.79．［結語］

Shapur のノモグラムは日本人患者でも高い精度があった．肉眼的血

尿の有無を因子として加えることでより精度を高められると考えられ

た．

当院における筋層浸潤性膀胱癌に対する術前補助化学療法の検討 :

西澤 哲，岩橋悠矢，出口龍良，樋口雅俊，梅本秀俊，井口孝司，山

下真平，吉川和朗，射場昭典，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大）

［目的］筋層浸潤性膀胱癌（MIBC）に対する術前補助化学療法

（NAC）の治療成績を調査した．［方法］2011∼2016年に病理学的に

尿路上皮癌と診断され，≧T3 または ≧N1 の MIBC に対し膀胱全摘

を施行した17例を対象とした．NAC は21または28日周期の GC 療

法．レジメン間の比較と NAC の治療成績を評価した．［結果］レジ

メンは21日周期が 9例，28日が 8例，レジメン間での有害事象，近接

効果に差を認めなかった．同病期に対して膀胱全摘を施行した76例の

検討では術後補助化学療法は癌特異死亡を有意に改善させなかったが

（P＝0.159），NAC は癌特異死亡の有意な予測因子として同定された

（P＝0.012）．［考察］NAC は安全に施行され，癌特異死亡を有意に

改善した．

80歳以上の高齢者に対する膀胱全摘除術の臨床的検討 :井上敏史，

鎌田修平，菅原 翔，野積和義，千葉量人，宮崎兼考，井上 淳，永

田真樹（横浜労災），山口邦雄（鹿島労災） ［目的］侵襲が高いとさ

れる膀胱全摘除術が80歳以上の高齢者に対して有用であるか検討し

た．［方法］1991年 9月∼2016年 3月に当院で施行した膀胱全摘除術

152例を対象とした．80歳以上19例と80歳未満133例の 2群に分けて，

術前後化学療法の有無・ASA-PS・手術時間・術中出血量・入院期

間・術後合併症の有無・pN の有無・腫瘍深達度・非再発率について

レトロスペクティブに比較検討した．［結果］80歳以上 vs 未満で術後

合併症発症率に差はなく，非再発率にも有意差を認めなかった（ 1年

非再発率52.1％ vs 64.6％， 3年非再発率28.9％ vs 53.9％）．［考察］

80歳以上の高齢者に対しても膀胱全摘除術は安全かつ有用な治療とな

りえる．

当院における膀胱全摘除術の治療成績 :尾張拓也，清水卓斗，大塚

憲司，松下千枝，細川幸成，林 美樹（多根総合），藤本清秀（奈良

県立医大） ［目的］当院における膀胱癌に対する膀胱全摘除術の治

療成績について臨床的検討を行った．［対象と方法］対象は1993年12

月から2015年12月までに転移を有さない膀胱癌と診断され，膀胱全摘

除術を施行した93例．［結果］手術時の平均年齢は69.3±8.5歳．男性

77例，女性16例． 5 年全生存率は52.5％， 5 年癌特異的生存率は

69.0％であった．癌特異的生存率に影響を与える因子は多変量解析で

75歳以上，pT3 以上，リンパ節転移有りであった．［結語］当院で施

行した膀胱全摘除術の治療成績は諸家の報告と同等であることが示さ

れた．

前立腺全摘除術を施行した患者の術前性交頻度と EPIC の性機能ス

コアに関する検討 :谷口久哲，小糸悠也，三島崇生，吉田健志，矢西

正明，駒井資弘，安田鐘樹，渡辺仁人，杉 素彦，木下秀文，松田公

志（関西医大） ［目的］前立腺全摘除術を行った患者の術前性交頻

度と EPIC について検討する．［対象・方法］前立腺全摘除術施行患

者145名の，初診時の「性交渉の頻度」と，術前の EPIC を調査した．

［結果］初診時「性交渉あり｣ : 50.3％（n＝73）「性交渉なし｣ :

49.7％（n＝72）であった．EPIC の Q22「過去 4週間の性交回数」

において「まったくなかった」は 75. 9％（n＝ 110），それ以外が

24.1％（n＝35）であった．初診時，EPIC の性交の有無と，EPIC の

Q23「過去 4 週間の性的能力」の結果に群間差は見られなかった．

［考察］実際の性交頻度と術前の質問票には乖離があることを考慮す

る必要がある．

名古屋大学における性同一性障害診療の現状 : 松尾かずな，宮田裕

大，成田英生，石田昇平，松川宜久，山本徳則，後藤百万（名古屋

大） ［目的］当科における性同一性障害（以下 GID）診療を検討

し，課題を明らかにする．［方法］2003∼2016年に当科受診した GID

患者35名を対象に診療関連項目を検討した．［結果］出生時男性 7名，

同女性28名，平均年齢30.9歳．受診目的は治療31名，診断・検査 4

名．診療継続率57％だが，当院 GID 治療ガイドラインを策定した

2014年以降の継続率91％だった．ホルモン関連の内科疾患の合併が 5

名，他院術後の膀胱膣瘻が 1名，術後尿失禁が 1名だった．受診後に

4名が統合失調症と診断され， 3名は治療後だった．［考察］国内に

診療施設が少ないため，他院の治療合併症に対する診療が必要な例が

あった．また，適応にない症例が GID 治療を受けた例が存在した．

ホルモン補充療法により造精機能の改善が組織的に観察できた 1

例 : 梅本幸裕，窪田泰江，濱川 隆，水野健太郎，佐々木昌一，林

祐太郎，安井孝周（名古屋市大），岩月正一郎（名古屋市立西部医療

セ），武田知樹，窪田裕樹（JA 愛知厚生連海南），野崎哲史，神谷浩

行（大同） ［背景］男子低ゴナドトロピン性性腺機能低下症

（MHH）に対してホルモン補充療法（HRT）を行い，MD-TESE を

4年間で 3回行った症例を報告する．［対象・方法］症例は39歳，男

性，無精子症にて他院より紹介． 1回目のMD-TESE で採精できず，

その後 MHH と診断．HRT を開始し，半年後に MD-TESE を施行．

さらに 3年後，MD-TESE を施行．各病理標本を比較した．［結果］

1回目の TESE で採精できず，Johnsen score（JS） 7点． 2回目は採

精可能で，JS 7点， 3回目は採精可能で，JS 8点と病理標本でも精

子が確認できた．精細管径も増大が確認できた．［考察］不妊症とし

ての MHH は精子が採取できると HRT を終了するが，妊娠が確認で

きるまで HRT は継続必要であることが示唆された．

精巣結核の 1例 : 中井正治，朝日秀樹，小橋一功（加賀医療セ），

尾山 武（金沢大分子細胞病理学） 症例は78歳，男性．無痛性陰嚢

腫脹のため当科紹介受診．触診上，右陰嚢内容は鼠径部に至るまで硬

結，腫大し，圧痛は認めなかった．AFP，HCG-β は正常，LDH は若

干の上昇．CT で右陰嚢内に不整形な腫瘤性病変認めたが，明らかな

遠隔転移，リンパ節転移は認めなかった．右精巣腫瘍の診断で高位精

巣摘除術を行ったところ，乾酪壊死を含む類上皮細胞肉芽腫を認め，

PCR 法にて結核菌が確認され，精巣結核と診断された．以上，精巣

結核の 1例を若干の文献的考察を加え報告する．

Sodium glucose cotransporter 2 阻害薬内服中に尿路結石症より急

速に腎盂腎炎，敗血症へと至った 1例 :飯沼光司，小島圭太郎，柚原

一哉（高山赤十字） 症例は65歳，女性．糖尿病にてトホグリフロジ

ンの内服あり．左腰背部痛を主訴に当院救急外来を受診した．CT に

て左尿管結石を認めたが，感染を示唆する所見を認めなかったため帰

宅となった．翌日，発熱，左腰背部痛の増強あり再度救急外来を受診

した．血圧低下，炎症反応上昇，血小板数減少，膿尿および CT にて

左水腎症の出現を認め，左急性腎盂腎炎，敗血症性ショックおよび，

播種性血管内凝固（DIC）と診断し入院となった．同日，経尿道的左

尿管ステント留置術を施行し，抗生剤投与，DIC 治療を開始した．

第10病日，全身状態改善し退院となった．トホグリフロジン内服中に

短期間に重症感染症に移行した症例を経験したため文献的考察を加え
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報告する．

尿膜管臍瘻に対する腹腔鏡下尿膜管摘除術10例の検討 :大饗政嗣，

藤原真希，白石裕介，宗田 武，金丸洋史，岡田卓也（公益財団法人

田附興風会医学研究所北野） ［目的］腹腔鏡下尿膜管摘除術につい

て臨床的検討を行った．［方法］対象は2006年 4月∼2016年 3月に上

記手術を施行した男性 6例，女性 4例．平均年齢は25歳．手術は仰臥

位で腹直筋外縁に 3ポートを設置し，正中および内側臍索を膀胱近傍

で切断し逆行性に臍直下まで剥離後，直視下に臍周囲を切開し尿膜管

を摘出．続けて臍形成術を追加した．［結果］総手術時間は175分，気

腹時間は79分，出血量は 9 ml．術中の合併症はなく，術後入院期間

は7.5日．形成した臍部の感染を 2例に認めたが保存的に治癒した．

［結語］本術式は鏡視下に膀胱頂部から臍部の遺残尿膜管を切除でき，

臍部の皮切も最小限に留めることが可能と思われた．

当院における急性腎盂腎炎の臨床的検討 :金田淑枝，武田宗万，奥

村敬子，中野洋二郎（公立陶生） 急性期病院における尿路感染治療

は DPC 制度の制約を受ける中，治療効果，トリアージ，費用対効果

などさまざまな観点で合理化が求められている．2015年 7月から2016

年 6月までの一年間で当院で入院治療施行した急性腎盂腎炎症例にお

いて臨床的検討を実施して報告する．症例は51例男性21例，女性32例

で DRPM 群37例，CTRX 群16例である．当院既存の尿路感染重症度

判定を用い超低リスクから超高リスクまで 5段階にトリアージしそれ

ぞれのクリニカルパスを用いて治療対応した．治療結果は両群ともに

良好であったが費用対効果で CTRX 群が有意に優れていた．

膣カンジダ症患者に対する Lactobacillus rhamnosus KO3 株の膣

内潤滑ゼリーの初期治療 :二宮典子
1,2，大林美貴

1
，中村綾子

3
，関口

由紀
3（1女性医療クリニック LUNA 心斎橋，2大阪市大，3LUNA 骨盤

底トータルサポートクリニック） ［はじめに］Lactobacillus rhamnosus

KO3 株（以下，LrKO3 株）は，広島大学二川教授らにより発見さ

れ，齲歯の原因菌である S. mutans や C. albicans への高い抗菌作用が

確認されている．一方，C. albicans による膣カンジダ症のために外来

を受診する患者は多い．今回われわれは LrKO3 株の抗菌作用による

膣カンジダ症への治療効果について検討を行った．［対象と方法］対

象は，膣カンジダ症の女性10名．治療は，LrKO3 株の膣内潤滑ゼ

リーの投与を行った．効果判定は，膣症状および排尿の変化（KHQ）

を評価した．［結果］患者の膣症状・排尿スコアは明らかに改善した．

急激な転帰をとった Edwardsiella tada 感染フルニエ壊疽の 1例 :

松村直紀，橋本 士，田原秀男（耳原総合） 82歳，男性．陰嚢部の

発赤と疼痛，発熱にて受診．CT にて陰部の軟部組織の著明な腫脹や

液体貯留を認めた．高度の炎症反応と膿尿を認め抗生剤加療を行う

も，全身状態の悪化が進みショック状態となり，緊急でドレナージ術

を行った．陰嚢皮下は炎症が強く周囲の筋膜や精巣上体まで波及して

おり，同時に両側精巣摘出術を行った．ショック状態から改善せず病

症発症後 3 日目に死亡した．尿培養，血液培養，創部培養より

Edwardsiella tada が検出された．E. tada 感染による壊死性筋膜炎の報

告は非常に稀であり，フルニエ壊疽を起こした報告は海外含め報告は

なかった．

Through and through 法にて治癒しえたフルニエ壊疽の 1例 :白井

純宏，近浦慶太，林田章宏，占部裕巳，三上 洋，福井秀幸，渡邊紳

一郎，副島一晃，町田二郎，副島秀久（済生会熊本） ［はじめに］

フルニエ壊疽はしばしば急激に重篤化し早期治療介入が必要である．

今回，われわれは through and through 法にて治癒しえたフルニエ壊疽

の 1例を経験した．［症例］71歳，男性．陰部の発赤を主訴に来院さ

れ，CT にて陰嚢内の筋膜に沿って膿瘍形成を認めた．through and

through 法（渡邊ら : 日泌尿会誌，86(6)，1137-1141，1995）にてド

レナージを行い創部が限局した時点でデブリードマンを施行．最終的

に創部を縫合閉鎖し治癒に至った．［考察］フルニエ壊疽の治療にお

いては広範囲デブリードマンが一般的であるが through and through 法

を用いて治療を行うことにより創部の侵襲を最小限にすることが可能

と思われ若干の文献的考察を加えて報告する．

当院におけるプレセプシンを用いた尿路感染症の検討 :岡 了，加

藤精二，米田 慧，若井 健，李 芳菁，遠藤 匠，西見大輔，上島

修一，矢野 仁，神谷直人，高波眞佐治，鈴木啓悦（東邦大医療セ佐

倉） ［緒言］入院加療を要する尿路感染症は，結石やステント留置

後などの複雑性尿路感染の割合も多く，敗血症に進展し，重篤化する

場合もある．早期のドレナージ開始や広域抗菌薬投与の判断を行うた

め，敗血症のマーカーであるプレセプシンの有用性を検討した．［方

法］2015年 4月∼2016年 4月に当院を受診し，尿路感染症にて入院と

なった41例の入院時プレセプシンとその後の生化学的検査の経過や抗

菌薬投与期間などを観察した．［成績］プレセプシン陽性患者では，

血液培養陽性や昇圧剤使用が増加し，抗菌薬使用期間が延長した．

［結論］プレセプシン計測は初期対応において早期に敗血症を予期し，

集学的な治療を行う上で有用であると考えられた．

2016年に当施設で経験した気腫性腎盂腎炎の 2例 :大脇貴之，成田

知弥，前田基博，犬塚善博，近藤厚哉，田中國晃（刈谷豊田総合）

症例 1 : 63歳，女性．下痢・嘔吐・発熱にて前医受診し，重症感染症

および敗血症性ショックのため当院救急外来受診．CT にて左気腫性

腎盂腎炎と診断．内科治療単独での加療で状態は改善したが，第 8病

日に化膿性椎体炎を併発し，第54病日で整形外科に転科．第88病日で

気腫は消失した．症例 2 : 64歳，女性．下痢・嘔吐・発熱にて当院救

急外来受診．CT にて左気腫性腎盂腎炎と診断．内科治療を施行する

も気腫増悪を認め，第 3病日に腎摘出術を施行．状態改善し第24病日

で退院した．今回，気腫性腎盂腎炎に対し内科治療単独の症例と腎摘

出術を行った症例を経験し，いずれも救命しえたので報告する．

気腫性腎盂腎炎の治療方針（12例の経験から) : 藤田和彦，半田亞

希，中島晶子，稲本 宗，今泉健太郎（順天堂大静岡） ［目的］気

腫性腎盂腎炎12例の治療方針を検討した．［方法］Huang らの分類を

行った．方針はガスまたは膿瘍が限局しドレナージ可能なものはそれ

を優先した．［結果］腎摘した 5例は class 2，3a，3b，3b，2 であっ

た．いずれも膿瘍やガスが多発性またはびまん性に広がっていた．経

皮的腎瘻を行った 4例は class 2，3a，3a，2 であった．尿管ステント

を留置した 2例は class 2，2 だった．抗菌薬の投与のみで死亡した 1

例は class 4 だった．［考察］ドレナージ可能なものはそれを優先する

ことで良いと考えられた．Huang は class 3 では risk factor が 1 以下の

場合は腎瘻を勧めている．膿瘍やガスが限局しているものは，factor

が 1 以下の場合が多かった．

腎結石を伴い，高血圧を呈した11歳，女児の 1例 :石井啓一，坂本

亘（大阪市民病院機構大阪市立総合医療セ小児），藤丸季可（同総合

診療科） 症例は健診で高血圧を指摘されるも，発熱，腹痛，尿路感

染症，肉眼的血尿の既往はなし．高レニン・アルドステロン血症と高

カルシウム尿症を認めた．CT で両側の腎動脈の狭窄や腫瘍性病変は

認めないも，左腎に 1 cm 大の結石と分節状低形成を認め，同部位に

シンチ検査で集積欠損が見られた．結石による血管の圧排を考え衝撃

波にて 2回結石破砕を行ったが高血圧は持続した．血管造影検査で残

存結石による腎動脈分枝の狭窄は確認できないも腎静脈上方枝からの

レニン分泌が下方枝に比して約 2倍の高値にて Ask-Upmark 症候群と

診断した．今回は診断に難渋したが選択的腎静脈サンプリングが有用

であった．今後腎部分切除術を行うべきかどうか考慮中である．

Caudal regression syndrome を合併し，尿路変向を必要とした総排

泄腔遺残の 1例 :鈴木裕子，上原央久，久松英治，吉野 薫（あいち

小児保健医療総合セ） ［目的］総排泄腔遺残術後に有熱性尿路感染

を繰り返し，尿路変向を必要とした 1例を報告する．［症例］ 5歳，

女児． 8カ月時に long common channel に対し直腸肛門膣形成を施行

された．その後，有熱性尿路感染を10回以上反復し，当科へ紹介され

た．膀胱造影で高度の膀胱変形，右単腎への 5度の膀胱尿管逆流を認

めた．脊髄 MRI より caudal regression syndrome と診断し，これに伴

う下部尿路機能異常が疑われた．疼痛による導尿困難があり，膀胱皮

膚瘻を造設した．［考察］総排泄腔遺残は，脊髄病変による下部尿路

機能異常を合併することもあるため，早期からの適切な尿路管理が必

要である．

脊髄係留を伴った前仙骨髄膜瘤の小児の 1例 :加藤大貴，守時良

演，西尾英紀，濱川 隆，水野健太郎，林 祐太郎，安井孝周（名古

屋市大） ［症例］ 7歳，女児．昼間尿失禁，夜尿のため近医に受診

し，多量の残尿を認め当科へ紹介受診した．腰仙椎 MRI で脊髄係留

を伴う前仙骨髄膜瘤と診断した．［経過］CIC を導入し，昼間尿失

禁・夜尿は消失した．尿流動態検査で最大膀胱容量 369 ml，排尿筋
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過活動，排尿筋・括約筋強調不全を認めず，排尿時最大膀胱内圧 28

cmH20，残尿量 290 ml であった．脳神経外科医に軽度右内反足を指

摘され，脊髄係留解除術を施行された．術後，排尿に関し自覚症状，

他覚所見とも改善はみられなかった．術後 6カ月が経過し，CIC を

継続している．［結語］前仙骨髄膜瘤は仙骨欠損部から髄膜瘤が突出

する稀な脊椎癒合不全であり，MRI が診断に有用であった．

夜尿症に対する初期治療としてのデスモプレシンの有効性の検討 :

中根明宏（愛知県厚生農業協同組合連合会海南），丸山哲史，神沢英

幸（名古屋市立東部医療セ），黒川覚史（名古屋徳洲会総合），加藤利

基（かとうホームクリニック），水野健太郎5，林 祐太郎5，安井孝周

（名古屋市大） 夜尿症に対し有効な初期治療を明らかにすることを

目的とした．対象は，夜尿症患者68名．初期検査および初期治療の内

容，治療効果を後方視的に調べた．初診時平均年齢は7.9（±2.3）歳

であった．初期検査として腹部超音波検査は全例に施行されていた．

26例に尿流測定が施行されており，25例で異常はなかった． 1例で閉

塞パターンを認め，内視鏡的尿道切開術を施行した．初期治療薬は，

デスモプレシンが最多（40例）であり，ついで抗コリン薬（ 7例）が

使用されていた．通院中断で評価できない症例を除いた33例におい

て，デスモプレシンの有効であった症例は24例（71％）であった．夜

尿症の初期治療としてデスモプレシンは有効であると考えられた．

尿道下裂術後瘻孔に対する工夫 : 賀來泰大，春名晶子，杉多良文

（兵庫県立こども） ［目的］尿道下裂修復術の最も多い合併症は尿道

皮膚瘻で，今回，外尿道口に比較的近い尿道皮膚瘻に対し瘻孔閉鎖術

の工夫を行ったので報告する．［方法］尿道下裂一期的修復術後の 6

例．手術時年齢は 2∼14歳．尿道皮膚瘻は小瘻孔で，冠状溝，陰茎遠

位，近位にそれぞれ認めた．手術法は瘻孔周囲を切開し尿道まで剥

離，瘻孔を外尿道口へ翻転させ周糸結紮，瘻孔の皮膚欠損部を 3層で

縫合．［成績］Lost follow となった 1 例を除いた 5 例の観察期間は

1∼16カ月で，全例で尿道皮膚瘻の再発や排尿障害は認めなかった．

［結論］本術式では尿道皮膚瘻が確実に内反し，再発が起こる可能性

が少ないと考える．

小牧市民病院において急性陰嚢症に対して緊急手術を施行した46例

の検討 :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） ［目的］急性陰嚢症のうち

緊急手術の結果確定診断が精巣捻転であった割合を調査する．［方法］

当院にて2010年 6月から2016年 5月迄の 5年間で急性陰嚢症に対して

緊急手術を行った46例を後方視的に研究した．［成績］年齢中央値は

11であった．確定診断の内訳は精巣捻転19例（41％），精巣垂捻転11

例（24％），精巣上体垂捻転 7例（15％），精巣上体炎 5例（11％），

鼠径ヘルニア，セミノーマ，陰嚢水腫，精索水腫各 1例（各 2％）で

あった．［考察］当院では精巣捻転が否定できない急性陰嚢症に対し

て原則緊急手術を行っており，その 4割以上が実際に精巣捻転であっ

た．将来の妊容性に関わるので今後も精巣軸捻転を疑う場合は緊急手

術を行うべきと思われる．

当院における精巣捻転症の検討 :西川源也，中村小源太，森永慎

吾，村松洋行，梶川圭史，小林郁生，斎木 寛，加藤義晴，渡邊將

人，金尾健人，住友 誠（愛知医大） ［目的］急性陰嚢症のうち，

精巣捻転症は診断に難渋する場合があり，診断が遅れると精巣摘除の

場合もある．今回，精巣捻転症疑いで手術を行った症例の検討を行っ

た．［対象］2006年から2016年に，精巣捻転症疑いで手術を行った32

例．［結果］年齢中央値は13（ 1∼23）歳．手術所見は，精巣捻転症

19例，精巣垂捻転症10例，精巣上体炎 2例，Schönlein-Henoch 紫斑病

1例であった．精巣捻転症のうち，精巣温存が可能であった10例は，

8時間以内に捻転解除していた．近年，エコー検査で精巣捻転症の診

断に重要視されている whirpool sign を認めた 9例は，精巣捻転症で

あった．［結語］精巣温存には，ガイドラインに遵守し，迅速な診断，

手術が重要である．

当院における急性陰のう症についての検討 :半田亞希，中島晶子，

稲本 宗，今泉健太郎，藤田和彦（順天堂大静岡），堀江重郎（順天

堂大） ［目的］精巣捻転は適切な判断により緊急手術が行われる必

要がある救急疾患であるがその診断には難渋すること多い．精巣捻転

をより正確に診断するための有用な検査について検討した．［方法］

当院で2001∼2016年までに精巣捻転疑いで緊急手術を行った18症例に

ついて，術前所見で精巣エコーで血流の低下，精巣の腫脹・変位の 2

項目の有無を調査し，術中所見と比較した．［結果］18症例のうち精

巣捻転を疑う所見を認めたのは12症例，術中所見で精巣捻転を認めた

のは 9症例であった．陽性的中率は75％，陰性的中率は100％であっ

た．［考察］精巣エコーおよび精巣の腫脹・変位は急性陰嚢症の中で

精巣捻転を示唆する所見として有用であると考えられた．

前立腺悪性リンパ腫の 2例 :川瀬 真，石田貴史，加藤大貴，加藤

成一，増栄成泰，宇野雅博，藤本佳則（大垣市民） 症例 1 : 76歳，

男性，他科 CT で前立腺腫瘍，膀胱，左精嚢浸潤，両側骨盤リンパ節

転移認め当科紹介．PSA 1.04，前立腺生検施行．びまん性大細胞型

B細胞性リンパ腫（DLBCL），臨床病期 4A と診断し R-CHOP 4

コース，R-CVP 2コース施行し PR．有害事象（心機能低下，骨髄抑

制）あり治療終了，現在再発監視中．症例 2 : 76歳，男性，近医で排

尿障害フォロー中 PSA 4.502 にてMRI 施行，前立腺癌 T3b 疑いにて

前立腺生検．DLBCL と診断し当院紹介．臨床病期 4A．R-CHOP 8

コースにて CR を得た．比較的稀な疾患である前立腺悪性リンパ腫

を経験したので若干の文献的考察を含め報告する．

尿膜管癌が疑われた尿膜管黄色肉芽腫の 1例 :兼光紀幸（洛和会丸

太町），本郷文弥（京都府立医大） ［症例］59歳，男性．［現病歴］

下腹部不快感を主訴に受診．CT と MRI で臍下に腹膜への浸潤を伴

う嚢胞性病変を認め，尿膜管癌が疑われた．膀胱鏡所見では，膀胱頂

部の上方への牽引を認めるが，膀胱粘膜面の不整を認めなかった．

［臨床経過］尿膜管癌，Sheldon staging system IIIC の診断の下，開腹

による臍尿膜管全摘出術および膀胱部分切除術を施行した．術中，腫

瘤は腹膜と強固な癒着を示していたが，腹腔内臓器への直接浸潤を疑

う所見はなかった．病理組織診断は，尿膜管に相当する部位に，線維

化を背景とした多巣性の黄色肉芽腫の形成を認め，部分的に膿瘍形成

を伴い，尿膜管黄色肉芽腫と診断した．文献上，本邦14例目と考えら

れた．

胆管癌の膀胱転移の 1例 :奥村昌央，森井章裕（黒部市民），高川

清（同病理診断科） 症例は88歳，男性．現病歴は2011年 7月全身の

痒みと顔色が黄色調の主訴で当院消化器内科受診．血清ビリルビン値

が高値で腹部エコーで肝門部胆管から総胆管にかけ充実性腫瘍を認

め，CT にて肝門部胆管癌と診断された．血清 CA19-9 値は 266.6 U/

ml（正常 37.0 以下）と高値であった．ドレナージのため胆管チュー

ブステントが留置され保存的治療となった．同年 9月の CT で右水腎

症と膀胱の右側壁の肥厚を指摘され当科紹介．膀胱鏡で右側壁に浮腫

状の広基性腫瘍を認め TURBT を施行したところ病理組織診断は腺

癌で CA19-9 の免疫組織化学染色が陽性であり胆管癌の膀胱転移と診

断された．胆管癌の膀胱転移はきわめて稀で，われわれが調べえた限

り本邦では報告されていない．

尿膜管癌と鑑別困難であった胃癌腹膜転移の 1例 :平野修平，石井

淳一郎，小倉 類，土橋正人（国際医療福祉大熱海），四元宏和（同

外科），金綱友木子（同病理診断科），川上達央（かわかみクリニッ

ク），門脇和臣（かどわきクリニック） ［緒言］腹膜転移は胃癌に特

徴的な進行形式で，他臓器転移を合併していることが多く，予後がき

わめて不良である．［症例］63歳，男性． 2年前に胃癌に対し幽門側

胃切除術施行し，術後 TS1 内服治療施行．病理病期は pT4N0M0，

ly1，v0，stage IIB で術後再発はなし． 2カ月前より下腹部痛を認め，

腹部 CT にて尿膜管に一致し脂肪組織濃度の上昇と液体貯留を認め，

PET-CT では尿膜管以外の集積はなく，当科依頼となった．骨盤

MRI では T2 強調画像で膀胱頂部腹側に中等度高信号域が認められ

た．尿膜管癌を疑い，尿膜管腫瘍摘出術・膀胱部分切除術を施行．病

理組織学的に胃癌腹膜転移の診断となり，術後化学療法を 4コース施

行中である．

乳癌腎転移が疑われた黄色肉芽腫性腎盂腎炎の 1例 :石田貴史，川

瀬 真，加藤成一，増栄成泰，宇野雅博，藤本佳則（大垣市民） 症

例は61歳，女性．当院外科にて乳癌術後のフォロー中，腫瘍マーカー

の上昇，PET-CT にて右腎上極に強い FDG 集積，造影 CT にて同部

位に造影効果のある不整形腫瘤影を認め，乳癌腎転移が疑われため当

科紹介．乳癌腎転移の診断にて腹腔鏡下腎摘除術を施行した．術中所

見では腎上極に暗赤色の充実性腫瘤を認め，周囲脂肪織の癒着を認め

た．病理にて腎実質から腎周囲脂肪織にかけての肉芽腫形成性炎症性
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病変を認め，黄色肉芽腫性腎盂腎炎と診断された．転移との鑑別が困

難な偽腫瘍型を呈する黄色肉芽腫性腎盂腎炎を経験したので文献的考

察を加えて報告する．

自然腎盂外溢流の 1例 :渕上靖史，小川和彦，金原弘幸，柳川 眞

（済生会松阪総合），森 脩（済生会明和） 症例は80歳代，女性．寝

たきりの方．発熱を主訴に内科受診し，CT にて右気胸，胸水，右後

腹膜腔から腸間膜に貯留物を認め内科入院となった．右腎・尿管結

石，右水腎症も認めたため，RP 施行し，S-J 留置し，抗生剤治療開

始した． 2週後の S-J からの造影で腎盂外に造影効果を認めたため，

泌尿器科転科となった．その後，S-J 留置で，腎盂外溢流は軽快し，

結石も消失したため，S-J 抜去した．一般的に自然腎盂外溢流は明ら

かな外傷がなく，急性あるいは慢性の尿管通過障害により，腎盂内圧

の急激な上昇で腎杯円蓋部より尿が腎盂外に溢流する稀な疾患であ

る．今回，自然腎盂外溢流の 1例を経験したため，文献的考察を加え

報告する．

尿管ステント抜去困難の 4症例の検討 :阪本祐一，安藤 慎，前田

浩志（淀川キリスト教） 尿管ステント抜去困難は頻度は低いが，対

応に難渋することがある． 4例の症例を経験したので対処法につき検

討した．症例 1 : 56歳，女性．45歳時より腎結石に対して留置，

ESWL，抜去を繰り返し施行，抜去困難となり ESWL 後に抜去．症例

2 : 85歳，女性．74歳時膀胱全摘＋新膀胱造設術施行，76歳時より右

尿管吻合部狭窄にてステント留置，抜去困難となり ESWL 後に抜去．

症例 3 : 82歳，女性．左尿管狭窄にて75歳時より定期交換中，抜去困

難，TUL にて抜去した．症例 4 : 68歳，女性．56歳時より腎結石に

て ESWL 施行，交換時，抜去困難となり，膀胱結石砕石術，ESWL

後に抜去．長期間の留置交換は抜去困難になる可能性があり，早期ス

テント抜去を考慮する必要があると考えられた．

増殖性膀胱炎を合併した Pelvic lipomatosis の 1例 : 中島晶子，藤

田和彦，半田亞希，稲本 宗，今泉健太郎（順天堂大静岡），堀江重

郎（順天堂大順天堂医院） Pelvic lipomatosis は，骨盤内で被膜構造

を伴わない成熟脂肪細胞が増殖する疾患であるが，原因不明であり，

治療方法も確立していない．様々な部位で脂肪の異常増殖を起こす疾

患の報告はされているが，中でも骨盤内での脂肪が増殖する疾患の報

告は本邦12例と報告数はまだ少ない．加えて，本症例では増殖性膀胱

炎も合併しており，これは本邦で3例目となるきわめて稀な症例であ

ると考えられる．これまで報告されている pelvic lipomatosis や，他部

位で生じた脂肪増殖疾患に関する検討も加え報告する．

BCG 膀胱内注入に伴う Reiter 症候群の 3 例 : 梅本達哉，臼井幸

男，稲土博右（静岡市立清水） BCG 膀胱内注入療法は筋層非浸潤

性膀胱癌や上皮内癌に対して広く行われているが，その合併症の 1つ

として Reiter 症候群を発症することが知られている．当施設におい

ても2013年から2016年 6月までに BCG 膀胱内注入に伴う Reiter 症候

群を 3例経験した．発熱，排尿時痛，関節痛，眼球結膜の充血などの

症状を認めることが多かった．症状と経過，検査結果から BCG 膀胱

内注入に伴う Reiter 症候群と診断し，ステロイドの投与を中心とし

た治療で寛解が得られた．本疾患は不完全型も含めると3.7％にも上

るという報告もあり，決して稀なものではない．当施設における 3例

の経験に若干の文献的考察を加えて報告する．

当院における膀胱タンポナーデの臨床的検討 :飛梅 基（独立行政

法人労働者健康安全機構旭労災），山田芳彰，青木重之（可児とうの

う），森永慎吾，村松洋行，小林郁夫（愛知医大） ［目的］今回われ

われが経験した膀胱タンポナーデの症例について，臨床的検討を加え

報告する．［方法］対象は2013年 1月から2016年 3月までに膀胱タン

ポナーデにて当科で入院治療を行った36例で，患者背景，原因疾患，

治療内容を検討した．［結果］男性17例，女性19例，平均年齢80.6歳

（37∼97歳），抗凝固剤内服11例，悪性疾患（腎癌，膀胱癌，前立腺

癌）12例，良性疾患（腎動静脈奇形，膀胱結石，放射線性膀胱炎，前

立腺肥大症，出血性膀胱炎）24例，輸血施行は10例，外科的治療が25

例であった．［考察］抗凝固剤を内服しなければならない患者の増加

に伴い，軽度の血尿でも膀胱タンポナーデの増悪因子となる可能性を

念頭に入れた対応が必要であると考えられた．

砕石治療開始の遅延により治療に難渋した尿管結石の 1例 : 高田

聡，冨岡厚志，丸山良夫，雄谷剛士（松阪中央総合） 41歳，女性．

2012年 5月左腰背部痛を主訴に当科受診．腹部超音波検査で左水腎症

を認め，CT，KUB で左 U1 に 8 mm 大の尿管結石を 2個認めた．砕

石治療を強く勧めるも，自然排石を期待し治療に同意されなかった．

対側尿管結石の発症に伴い左尿管ステントを留置し，受診後135日目

に f-TUL を試みたが尿管狭窄があり上部尿路の観察は困難であった．

その後，経皮的アプローチを含めた砕石治療により尿管結石治療を終

えることができた．結石治療介入が遅れたことにより治療に難渋した

1例を経験したので，文献的考察を含め報告する．

当院における TUL assisted PNL（TAP）の治療成績 :桑原 元，白

石祐介，坂本茉莉子，村蒔基次，山道 深，山田裕二（兵庫県立尼崎

総合医療セ） ［目的］当院での TAP の治療成績を検討した．［対象］

2011年10月から2016年 6月までに TAP を施行した48例．［結果］男性

30例，女性18例，年齢は32∼81歳（中央値62歳），患側は左28例，右

20例で腎結石43例，上部尿管結石 5例で，サンゴ状結石は15例であっ

た．結石長径の和は 8∼110 mm（中央値 29 mm）であった．初回手

術体位は腹臥位33例，修正 valdivia 体位15例で，TAP 施行回数は 2回

が15例， 3回が 1例であった．Stone free rate は72.9％で，合併症は

発熱 9例，仮性動脈瘤 1例で， 3例で輸血を必要とした．［結論］腎

上部尿管結石に対する TAP は有効である．

当院における腎・尿管結石に対する TUL の治療成績 : 中農 勇，

永吉純一，金子佳照（西奈良中央），岸野辰樹，辻本賀洋（高の原中

央） ［目的］当院における腎・尿管結石に対する TUL の治療成績

について検討を行った．［方法］対象は2013年 1月から2015年12月ま

でに r & f-TUL を施行した87例（手術件数92例）．患者背景，結石情

報，治療成績（完全排石率，合併症）について解析した．［結果］男

性56人，女性31人．平均年齢62.5歳．平均結石サイズは 11.9±6.8

mm（4.0∼52.0），左側44例，右側43例，腎結石27例（R2/R3 : 23/

4例），尿管結石60例（U1/U2/U3 : 37/ 9 /14例）． 3カ月後の完全排

石率は88.5％であった．合併症は肺炎 1例，UTI による発熱を 6例

に認め，UTI 症例中 1例で PNS 造設を要した．［考察］腎・尿管結

石に対するr & f-TULは安全に施行可能で治療成績も良好であると考

えられた．

当院での TUL assisted PNL の初期治療成績 :石田 亮，小林弘明，

服部恭介，大橋朋悦，錦見俊徳，山田浩史，横井圭介（名古屋第二赤

十字） ［目的］TUL assisted PNL（TAP）の臨床検討を行う．［方法］

2013年10月より mini PNL（PNL）を導入，2015年 8月より TAP を開

始した．両手術を比較し，TAP の臨床成績を検討した．［結果］PNL

は18例，TAP は 6 例に行われていた．TAP の体位は， 5 例が修正

valdivia 体位， 1 例が開脚腹臥位．PNL の stone free rate（SFR）は

66％，TAP は16％であった．珊瑚状結石は PNL の33％，TAP では

50％であった．発熱がそれぞれ 3例にみられ，輸血を要した症例はな

かった．［考察］TAP 導入により SFR の改善が期待されたが，期待

された結果は得られなかった．手術手技の習熟により改善が期待され

る．内視鏡補助下に腎瘻造設が出来る点は，当該手術の利点であると

感じた．

腰椎麻酔下における TUL の治療成績 : 田口 真，吉田健志，村上

彰吾，小糸悠也，谷口久哲，三島崇生，矢西正明，安田鐘樹，駒井資

弘，渡邊仁人，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大） ［目的］

当院では腰椎麻酔下で TUL を施行している．その現状について後ろ

向きに解析した．［方法］2015年 4月から2016年 5月までに当院で施

行した腰椎麻酔下 TUL 116症例を対象とした．患者結石背景，治療

成績，術中の腰背部痛の有無について検討した．さらに術中腰背部痛

の危険因子についても検討した．［結果］平均手術時間91.9分，結石

除去率90.5％，合併症は発熱（38.5°C 以上） 4例であった．術中腰

背部痛があった症例は16例（13.8％）であった．［考察］術中腰背部

痛を来たす因子として単変量解析の結果，結石長径の和と手術時間に

有意差を認め，多変量解析では手術時間に有意差を認めた（P＜

0.001）．

結石付着により尿管ステント抜去困難となった妊婦の 1例 :坂本次

郎，野原隆弘，鳥海 蓮，門本 卓，岩本大旭，武澤雄太，中嶋一

史，角野佳史，溝上 敦（金沢大） 症例は20歳代，女性．2015年10
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月左背部痛にて近医産婦人科（妊娠15週）受診．左尿管結石・腎盂腎

炎疑いにて当院産婦人科紹介受診したが疼痛管理困難のため当科紹介

受診し 4.7 Fr マルチレングス尿管ステント留置．出産まで期間があ

るため途中でステント交換し出産後抜去の予定とした．2016年 1月ス

テント交換試みるも結石が付着しており抜去困難であったため出産後

にステント抜去する方針とした． 3月出産し 4月 CT にて膀胱と腎盂

内のループ部に結石付着を認めていたため，ステント抜去目的に

TUL 施行．レーザーにて結石破砕しステント抜去した．妊婦のステ

ント抜去困難例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する．

2,8-Dihydroxyadenine（DHA）結石症の 1 例 : 大武礼文，十二町

明，長谷川眞常，並木幹夫，長谷川 徹（長谷川） 58歳，男性．既

往歴 ; 23歳時，他院で右腎結石に対し切石術．以後，数年おきに仙痛

発作と自排石あり．2008年 7月左側腹部痛を主訴に当院初診．左尿管

結石（レ線陰性）と診断．DIP 併用下に ESWL を実施．以後通院自

己中断．2012年 9月左背部痛で再来．両腎結石，左尿管結石，左水腎

症の診断で，ESWL 実施．砕石良好で水腎消失．結石分析で 2.8-

dihydroxyadenine（DHA）結石と診断．再発予防目的に低プリン食の

指導とアロプリノール投与開始．以後外来にて定期フォロー中だが，

2016年 6月現在まで微小腎結石程度に再発抑制できている．

尿管結石疝痛発作を主訴として入院した患者の臨床的検討 :長妻克

己，合田上政（医誠会） ［目的］尿管結石疝痛発作を主訴として入

院した患者の入院後経過に関して臨床的検討を加え報告を行う．［方

法］2011年 4月より2016年 5月までの上記主訴とする患者を，患者数

と当該入院中の ESWL 症例数，入院期間などを検討した．複数回入

院した患者は 2回目以降を除外した．［成績］患者数は，男103名，女

37名の合計140名であった．結石側は左86例/右54例で，左が腎 4例/

U1 41例/U2 3例/U3 37例/部位不明 1例で，右が腎 0例/U1 21例/U2

1例/U3 29例/部位不明 3例．入院期間は平均3.04日であった．結石

長径は平均 3.8 mm であった．当該入院中 ESWL 症例数は40例．結

石長径は，入院中 ESWL 施行例/非施行例で 5.00 mm/3.29 mm．入

院期間は3.61日/2.81日であった．

メタボリックシンドロームにおける腎結石とマクロファージとの関

連性の検討 : 藤井泰普
1,2，田口和己

2
，岡田淳志

2
，杉野輝明

2
，海野

怜
2
，宇佐美雅之

2
，浜本周造

2
，安藤亮介

2
，神谷浩行

1
，伊藤恭典

2
，

戸澤啓一
2
，郡 健二郎

2
，安井孝周

2（1社会医療法人宏潤会大同，2名

古屋市大） ［目的］本研究ではメタボリックシンドローム（MetS）

における腎結石とマクロファージとの関連を検討した．［方法］MetS

モデルマウスを，（1）標準食＋水道水，（2）標準食＋ 1％エチレング

リコール（EG）水，（3）高脂肪食＋水道水，（4）高脂肪食＋ 1％

EG 水の投与群にわけ，各群における結石形成量の検討と摘出腎組織

の免疫染色を行った．［結果］高脂肪食＋ 1％ EG 水投与群では結石

形成を認め，免疫染色では OPN，MCP-1，IL-6，TNFα の発現増加

を認めた．［考察］本研究により MetS では，マクロファージと IL-

6，TNFα の発現増加が結石形成の一因と考えられた．

当院における，6,203症例の ESWL 治療の統計および検討 :吉川昌

希，加藤貴裕（JCHO 四日市羽津医療セ） 当院は2000年 6 月から

STORZ MEDICAL 衝撃波システムを導入し，現在まで積極的に尿路

結石治療を行ってきた．新患総数は6,203件，総破砕回数11,914回，

平均破砕回数1.92回，男女比は4,750 : 1,453であった．平均破砕回数

はここ数年低下してきており，2016年のみでは，1.55回である．この

要因の 1つが f-TUL の導入である．結石部位，結石サイズごとに分

け，検討し，報告する．

自然膀胱破裂の 4例 :辻 恵介，平岡健児，堀田俊介，堀内大介，

岡本 麻，中ノ内恒如，三神一哉（京都第一赤十字） ［緒言］膀胱

破裂は外傷性，医原性，自然破裂に大別される．自然破裂は放射線性

膀胱炎や神経因性膀胱などを伴うことが多いとされている．今回，わ

れわれは 4例の膀胱自然破裂を経験したので報告する．［症例 1］73

歳，女性．意識障害を気づかれ受診．膀胱破裂と骨盤内膿瘍と診断．

低栄養のため 待機後に手術療法を行った．［症例 2］85歳，男性．寝

たきり．腹痛に対する CT で膀胱破裂を認めた．［症例 3］72歳，男

性．意識障害を気づかれ受診．前立腺癌加療中．［症例 4］67歳，女

性．子宮癌に対する放射線治療後．イレウスの診断のもと緊急手術中

に膀胱破裂と診断．［結果］全例で膀胱修復術を施行した． 1 例で

SSI，縫合不全を生じたがいずれも良好な経過が得られている．

小腸穿孔を伴った，電動ノコギリによる鋭的陰嚢外傷の 1例 :戸倉

祐未，坂本和優，武井航平，水野智弥，幸 英夫，別納弘法，阿部英

行，深堀能立，安士正裕，釜井隆男（獨協医大），加藤広行，山口

悟，横山 悠，井原啓佑（同第一外科） ［症例］59歳，男性．［既往

歴］ 6∼ 7年来の右鼠径ヘルニア［経過］廃材切断中に，電動ノコギ

リで誤って右陰嚢を損傷した．受傷 2時間後に来院．右陰嚢に約 6

cm の切創を認め，陰嚢内容が露出し，右鼠径ヘルニア嚢に約 1.5 cm

大の裂傷を認めた．CT でヘルニア嚢内の小腸周囲に free air 所見が

あり，腸管損傷の可能性も考えられた．手術にて回腸末端より 50 cm

口側の小腸後面に 3 cm の穿孔を認め，小腸を部分切除した．穿孔部

位はヘルニア嚢からは遠く，切創様でなかったため，直接損傷よりも

鈍力による損傷の可能性が疑われた．また右精巣は虚血性変化と術野

汚染のため摘除．［結語］腸管損傷を伴った陰嚢外傷の報告はなく，

第一報と思われる．

腹腔内右停留精巣捻転に対し緊急開腹精巣摘出術を施行した 1例 :

服部恭介，石田 亮，大橋朋悦，錦見俊徳，山田浩史，横井圭介，小

林弘明（名古屋第二赤十字） 症例は33歳，男性．突然の右下腹部痛

にて当院受診．造影 CT にて右陰嚢内に精巣が認められず，膀胱右側

に 37 mm 大の腫瘤性病変を認めた．幼少期より停留精巣と診断され

ていたことから，右停留精巣捻転が疑われ緊急開腹手術となった．下

腹部正中切開し，腹膜越しに精巣を透見できたため腹膜を切開した．

腹腔内で精索は捻転しており，精巣は黒色で阻血されている状態で

あった．精索を結紮，精巣を摘出し，手術を終了とした．術後 1日目

で痛みは落ち着き，術後 7日目には大きな合併症なく退院となった．

小児期に停留精巣と診断されながらも，腹腔内の検索は行われず，捻

転を契機に腹腔内精巣と発見できた 1例を，文献的考察を加えて報告

する．

当院における医原性尿路損傷の検討 :松村善昭，影林頼明，家村友

輔，福井真二，三馬省二（奈良県総合医療セ），豊島優多（国立がん

セ中央），井上剛志（奈良県立医大） ［対象と方法］2013年 1 月∼

2016年 5月に当科で術中および術後に修復を行った医原性尿路損傷27

例を対象に，原因と修復方法について検討した．［結果］婦人科21例

（広汎子宮全摘 9例，ATH＋BSO 6例，帝王切開 5例，腹腔鏡下卵巣

嚢腫切除），外科 6例（ハルトマン手術 2例，腹腔鏡下低位前方切除

3例，骨盤内臓器全摘 1例）であった．術中に損傷が判明した症例が

15例，術後に判明した症例が12例であった．膀胱損傷は12例で治療方

法は膀胱修復 9例，バルーン留置 3例，尿管損傷は15例で治療方法は

ステント留置 9例，膀胱尿管または尿管尿管吻合 6例を行った．膀胱

損傷は全例が治癒し，尿管損傷の15例中，11例が治癒し 4例は尿管ス

テント交換で加療中である．

完全重複尿管における尿管皮膚瘻造設術の工夫（Toyoda 法) :金

哲將，藤原 遼，細田光洋，広田竜一，山下寛人（公立甲賀） ［目

的］完全重複尿管に対して，Toyoda 法で尿管皮膚瘻を作製する際の

工夫を報告する．［方法］症例は65歳・男性．膀胱癌，左完全重複尿

管の診断で，根治的膀胱全摘除術，右一側並列尿管皮膚瘻造設術を施

行した．左尿管の 2本の尿管付着部の壁を同時にかつ縦方向に約 5

mm 切開し，つぎにそれに対応する common sheath を 2カ所縦切開し

2本の尿管を分離した．この操作を繰り返し，一方の尿管プレートを

上方の，他方の尿管プレートを下方の Toyoda 法のプレートとした．

［結果］完全重複尿管であっても Toyoda 法によるチューブレス尿管

皮膚瘻の造設は可能である．

甲状腺様濾胞型腎細胞癌の 1例 :植村祐一，木村博子，恵 謙，福

澤重樹（市立島田市民），橘 充弘（同病理診断科），寺本祐記（京都

大病理診断科） 症例は31歳，男性．2015年10月，肉眼的血尿を認

め，近医受診．エコーにて，右腎に腫瘤を認め，当科紹介受診．造影

CT にて右腎に均一の淡い造影効果を伴う 45 mm の腫瘍および，右

腎周囲脂肪織内に造影効果を伴う結節影を認めた．診断目的に針生検

を施行し，甲状腺様濾胞型腎細胞癌と診断．2016年 3月，右腎摘除術

施行．結節影はリンパ節転移であった．現在，術後 3カ月経過してい

るが，再発は認めない．甲状腺様濾胞型腎細胞癌はこれまで30例の報

告にとどまる非常に稀な疾患である．転移，再発は稀とされてきた

が，近年，転移，再発の報告がなされている．今回，文献的考察を加
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えて報告する．

肉眼的血尿を主訴に来院し腎癌膀胱転移と診断された 1例 :澤田陽

平，坪井俊樹，古畑壮一，林 暁（行田総合） ［目的］比較的稀な

腎癌膀胱転移の 1例を経験したので報告する．［方法］症例は61歳，

男性．肉眼的血尿で受診し，CT 検査にて 10 cm 大の左腎腫瘍ならび

に膀胱左側に内腔突出型の 2.5 cm 大の腫瘍を認めた．膀胱鏡検査で

は非乳頭状結節性腫瘍であった．易出血性であったため膀胱生検にと

どめたが，病理結果は淡明細胞癌であった．［結果］左腎摘除術およ

び膀胱部分切除術を施行した．病理結果は腎癌膀胱転移

（cT2aN0M1）であった．［考察］腎細胞癌の膀胱転移は比較的稀とさ

れ，頻度は約 1∼ 2％と報告されている．今回われわれは，肉眼的血

尿を契機に腎癌膀胱転移の 1例を経験したので，術後経過を含めて報

告する．

当院における転移性腎癌に対する転移巣切除の治療成績 : 宮井晴

加，岩橋悠矢，出口龍良，樋口雅俊，梅本秀俊，井口孝司，山下真

平，西澤 哲，吉川和朗，射場昭典，柑本康夫，原 勲（和歌山県立

医大） ［目的］当院の転移性腎癌に対する転移巣切除の治療成績を

報告する．［方法］2000年 1月から2016年 5月までに転移巣切除を施

行した転移性腎癌48例を対象とした．［結果］年齢の中央値は67.5

（32∼82）歳，男性38例，女性10例．腎摘時転移例は14例，腎摘後再

発例は34例．切除部位は肺38例，骨10例，副腎 6 例，膵 5 例，脳 4

例，肝 2例，脾 1例，甲状腺 1例，精索 1例で，転移巣の手術回数は

1回35例， 2回 9例， 3回以上 4例であった．観察期間の中央値は68

（ 1 ∼148）カ月で， 1，3，5年生存率はそれぞれ95.3，81.2，67.

7％であった．［考察］当院における転移巣切除の治療成績は比較的良

好であった．予後に寄与する因子について統計学的検討を加え報告す

る．

当院における開腹腎部分切除術の検討 :酒谷 徹，奥村悦久，渡部

淳，白波瀬敏明，瀧 洋二（公立豊岡） ［目的］当院における開腹

腎部分切除術の治療成績について報告する．［方法］2006年 1月より

2016年 3月までに開腹腎部分切除術を施行した43例を検討した．［結

果］男30例，女13例，年齢の中央値64.5歳．術前の腫瘍径 10∼45

mm（中央値 24.5 mm），RENAL nephrometry score 4∼10（中央値 6）

であった．手術時間，出血量，阻血時間の中央値は200分，339 ml，

19分であった．重篤な合併症は脳梗塞 1例，尿漏により後日腎摘除と

なった 1例であった．切除断端陽性は 3例認めた．観察期間の中央値

は48カ月で，局所，転移共に再発は認めなかった．癌死は術前より転

移を認めた 1例で， 5年全生存率は94.7％であった．［考察］再発は

認めず良好な治療成績であった．

小径腎腫瘍における，術前癌予測因子の探索 :朝倉寿久，山本顕

生，中野剛佑，岡田宜之，中田 渡，合田晴一，任 幹夫，辻畑正雄

（大阪労災） ［目的］手術を行った小径腎腫瘍には10∼30％に良性腫

瘍が存在すると報告されており，術前診断の改善が望まれている．今

回，われわれは手術前に小径腎腫瘤が癌であるかを予測できえる因子

の同定を目指した．［方法］2005∼2015年に当院で腎部分切除を行っ

た121例を対象に術前の年齢，性別，CT 値，RENAL nephrometry

score，腫瘍径の年次変化，血液検査を評価項目とし，腎細胞癌と良

性腎腫瘍の 2群間でそれぞれの因子について比較した．［結果］121例

中，腎細胞癌は83例（68.5％），腎良性腫瘍は38例（31.5％）であっ

た．評価項目において腎細胞癌の診断に対し有用な因子を認めた．今

後，さらに詳しく解析し，発表する．

Rituximab 投与後の移植腎急性拒絶反応のリスク因子としての好中

球減少症 :内田潤次，岩井友明，桑原伸介，西出峻治，壁井和也，松

岡悠大，島田久生，長沼俊秀，武本佳昭，仲谷達也（大阪市大），熊

田憲彦（市立吹田市民） ［背景］ABO 不適合腎移植で rituximab

（Rit）を使用した場合，B cell related cytokine storm が生じ，急性拒絶

反応（AR）や遅発性好中球減少症（LON）を合併する可能性が報告

されている．今回，Rit 投与後の AR に影響を与える因子を検討し

た．［方法］当院で ABO 不適合腎移植に Rit を投与した47例を AR

（＋）（15例）と AR（−）（32例）の 2 群に分け，背景因子および

LON の頻度を比較した．［結果］ 2群間で HLA 不適合抗原数，CNI

の種類などに差は認めなかった．LON について AR 合併群は非合併

群と比較して有意に高頻度であった．多変量解析にても LON は AR

発症に影響を与える有意な因子であった．［考察］Rit 投与後 LON と

AR は関連性がある可能性が示唆された．

Isolated v-lesion を呈し急性拒絶反応と診断した ABO 血液型不適合

腎移植の 1例 : 松岡悠大，岩井友明，島田久生，西出俊治，壁井和

也，桑原伸介，長沼俊秀，内田潤次，武本佳昭，仲谷達也（大阪市

大），熊田憲彦（市立吹田市民） 69歳，女性．夫をドナーとした生

体腎移植術を施行（原疾患 : 糖尿病性腎症）．血液型 : AB→ B型，

HLA : 3/6 ミスマッチ，リンパ球クロスマッチ試験は陰性．術前に

DFPP 2回，PE 1回施行（抗A抗体価 : IgM : 16→＜ 1倍，IgG : 16

→＜ 1 倍）．免疫抑制療法は脾摘回避プロトコールを使用（Rtx，

CyA，MMF，MP，BAS）．腎機能回復に乏しく術後 8 日目に移植腎

生検を施行したところ（S-Cr : 2.5 mg/dl），isolated v-lesion の所見で

あった（t0，i0，g0，v1，ptc0，C4d0）．急性拒絶反応と考え，ステロ

イドパルス（500 mg/day） 3日間，デオキシスパーガリン（5 mg/kg）

7日間投与し，腎機能は S-Cr : 1.2 mg/dl まで回復して退院した．若

干の文献的考察を加えて報告する．

常染色体優性多発性嚢胞腎に対する腎移植時の一期的経後腹膜的同

側固有腎摘出術の治療成績 :小川悟史，石村武志，横山直己，小田晃

廉，中野雄造，藤澤正人（神戸大） ［目的，方法］ADPKD 腎移植

症例に対する一期的経後腹膜的同側固有腎摘除術について検討した．

［結果］ADPKD 5例において移植時一期的経後腹膜的同側固有腎摘

除術を施行した．年齢中央値は46歳．男性 3例，女性 2例．腎摘除時

間，総手術時間，摘除腎重量の中央値はそれぞれ118，350分，1,500

g．出血量中央値は 455 ml で輸血を要した症例は 2例であった． 1例

に術後リンパ漏および腹壁瘢痕ヘルニアが生じたが，その他の症例で

は合併症は認めなかった．［結論］ADPKD に対する腎移植手術の際

の一期的経後腹膜的固有腎摘出術は侵襲が少なく安全に行いえると考

えられた．

腎移植後の尿管結石嵌頓に対し fTUL で治療した 1例 :石田昇平，

加藤真史，藤田高史，松尾かずな，山本晃之，馬嶋 剛，舟橋康人，

佐々直人，松川宜久，吉野 能，山本徳則，後藤百万（名古屋大）

症例は36歳，女性．2007年に生体腎移植を施行．膀胱尿管吻合は

extra-vesical 法で行い，術後は TAC＋MMF＋PSL による免疫抑制に

て拒絶反応なく生着．2015年10月，尿量低下を訴え受診．CT にて

11×10 mm の結石が UPJ に嵌頓しており，grade 2 の水腎を認めた．

DJ ステントの留置を経て，2015年12月に fTUL を施行．14/16 Fr 尿

管アクセスシースおよび軟性尿管鏡を使用し，結石をレーザーで破

砕，バスケットにて結石をすべて回収した．残石がないことを確認

後，4.8 Fr の DJ ステントを留置して手術を終了．POD1 でフォー

リーカテーテルを抜去し，POD2 に退院．POD15 に外来にて DJ ス

テントを抜去した．術後，結石の再発および膀胱尿管逆流は認めず，

経過は良好である．

アロ移植細胞拒絶におけるマクロファージのエフェクター細胞とし

ての役割 : 能見勇人
1,2，吉川勇希

2
，前之園良一

3
，松永知久

3
，市橋

淳
2
，小林大介

2
，辻野拓也

2
，反田直希

2
，内本泰三

2
，上原博史

2
，平

野 一
2
，高原 健

1,2，稲元輝生
2
，東 治人

1,2（1大阪医大附属血液

浄化セ，2大阪医大，3高槻） ［目的］アロ移植拒絶における effector

としてのマクロファージ（Mφ）の役割を検証する．［方法］Meth A

細胞をマウス腹腔内にアロ移植し，Meth A 細胞を拒絶するために腹

腔内に浸潤してくる細胞（PEC）の細胞障害活性を測定．障害活性は

約 7日最大値となる．［結果］PEC 中の Mφ を癒着させるための物質

を添加したところ細胞障害活性がそれぞれ抑制された．また，アロ細

胞が拒絶される様子を in vitro で連続的に撮影し確認した．［考察］

Meth A 細胞の拒絶では，Mφ が細胞を噛み切るように拒絶している

と推察された．

エベロリムス内服により遅発性器質化肺炎を来たした腎移植症例 :

菊池 尭，高橋智輝，林 泰司，西岡 伯（近畿大堺），佐伯 翔

（同呼吸器内科），前倉俊治（同病理科），植村天受（近畿大） 46歳，

男性．17年前に IgA 腎症からの腎不全で生体腎移植後．免疫抑制剤

としてネオーラル，セルセプトを使用していたが IFTA を認めたため

エベロリムスを追加し， 1年後に発熱，肺炎像を認めたため入院．入

院後抗生剤加療を開始するも肺炎像の改善は乏しく，気管支鏡検査を

施行．BALF にてリンパ球分画の増加を認め，TBLB にて肺胞腔の器
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質化および軽度リンパ球浸潤を認めた．以上の結果より特発性器質化

肺炎と診断した．エベロリムスによる薬剤性器質化肺炎を疑い内服を

中止したところ，肺炎像の改善を認めた．低用量のエベロリムスであ

るサーティカン使用による器質化肺炎の報告は少数のみであり，若干

の文献的考察を含めて報告する．
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