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学会抄録

第54回 日本泌尿器学会中部総会

(2004年II月4日(木)ー11月6日(土)，於和歌山)

下大静脈内に腫蕩進展をみとめた腎細胞癌症例の臨床的検討:吉川

和朗，稲垣武，浦邦委，岩井哲，藤井令央奈，線崎博哉，鈴木

淳史，上門康成，新家俊明(和歌山医大目的]下大静脈腫傷塞

栓を伴う腎癌症例に関しその臨床的検討を行った. [対象]下大静脈

腫蕩塞栓を有する腎癌症例に対し手術療法を施行した23症例を対象と

し，その臨床的特徴，病理学的特徴および転帰について検討した

[結果]平均年齢62.7歳腫傷纂栓のレベルは， T3bが17例， T3cが

6例であった.術後平均観察期間38カ月の時点で癌死6例，他因死 1

例，癌あり生存 7例，癌なし生存 9例であった. [結語]積極的な手

術療法を施行することにより，予後の改善が得られるものと考えられ

た.

腫蕩血栓を伴った腎癌T3b症例の臨床検討:芝政宏，岡 大三，

新井康之，中山雅志，井上 均，志水清紀，西村和郎，野々村祝夫，

奥山明彦(大阪大) 当科にて1994年 l月から2003年12月までに根治

的腎摘除術と腫蕩血栓摘除術を施行し，評価可能であったお例(男性

17例，女性8例)を対象とした.平均年齢は63.5歳 (48-83歳入平

均観察期間は52.4カ月 (8-120カ月)であった.転移性病変は NO+

MO 15 f7JJ ， M (+) : 7例， N (+) : 5例で，腫楊血栓の位置は腎静

脈内例，下大静脈内血栓(横隔膜下) 18例であった. 5年生存率

は49.8%で NO+MOの症例では74.5%，M (+)あるいは N(十)の

症例で15%あった.腎癌 T3bNOMOの症例は比較的予後良好であっ

た 一方 M (+)あるいは N(+)の症例では予後がきわめて悪かっ

た

乳頭状腎細胞癌16例の臨床病理学的検討:山中和樹，熊野晶文，

古川順也，山田裕二，原 勲，守殿貞夫(神戸大 1999年から2004

年までに当院で転移を認めず根治的腎摘除術を施行した乳頭状腎細胞

癌16例について臨床病理学的検討を行った.年齢は51-77(67.3) 

歳，男性12例，女性4f7JJであった.病理組織はpT1a8例， pT1b 3 

17iJ， pT21例， pT3a 4f7JJ， pNO 1例， pN1 1例， pN21例， pNX 13 

例， G12例， G212例， G31例， GX 1 例であり，手L~Jí状腎細胞癌の

type 1は6例， type II は7例で不明は 3例であった 乳頭状腎細胞

癌は通常の淡明細胞癌と比較し，予後は良好と言われているが，脂肪

組織浸潤やリンパ節転移を認めるものもあり厳重な経過観察が必要と

思われた

ACDK合併腎細胞癌の21例:和志田重人，内藤和彦，西山直樹，

藤田民夫(名古屋記念目的]ACDK合併腎細胞癌の臨床的特徴

について検討する [対象] 1990年 l月より 2004年 7月までに ACDK

合併腎細胞癌を疑い，手術治療を行った21例. [結果]年齢は41歳か

ら64歳全例男性.透析期間は24カ月から264カ月.開放根治的腎摘

術を14例.腹腔鏡下根治的腎摘術を 7例に施行.腎細胞癌を14例に認

めた.組織学的異型度は G14例， G25例， G35例.術前リンパ節転

移を 3例に認めた.術後3例が死亡. [考察]術前に画像診断での確

定診断は困難な場合が多く，悪性度が高く早期より転移を伴う症例も

しばしば認めることから，腎細胞癌の合併が疑われる場合には，早期

に観血的治療を行うべきと思われた.

腎癌との鑑別が函難だった 3例:飛梅基，山田芳彰，中村小源

太，瀧知弘，本多靖明(愛知医大)，三井健司(常滑市民) 腎癌

と鑑別が困難だった良性疾患を提示した. [症例リ 46歳，女性.健

康診断で右腎腫傷を指摘されて受診ー CTで直径 25mmの

hypervacu1arな腫場をみとめた 腎動脈造影で血管が造成.腎部分切

除術を施行し，病理結果はオンコサイト-'? [症例 2]68歳，女性.

右側腹部痛で内科受診し，直径 6cmの腎腫携が判明. CTで脂肪成

分を伴い，腎血管筋脂肪腫を疑った. MRIで一部不正な腫蕩i農染を

認め悪性否定できず腎摘除術施行.病理は AML. [症例 3]20歳，

男性.左水腎症検索中に右腎股蕩判明. CTでは 2X1cmの造影効果

の乏しい腫場で脂肪成分を認めなかった CTガイド下に生検を行っ

た.病理は AML.

非外傷性腎周囲血腫の4例角田洋一，田中雅登，原因泰規，矢還

j告治，伊藤喜一郎(大阪府立急性期総合医療セ) 非外傷性腎周閤肱l

腫は種々の原因で生じるが，原因の異なる 4例を経験した.全例腎摘

I徐術を施行した 症例 1:胸部大動脈癌に対しステント移植術施行

後，腹部CTにて腹腔内に到る左腎周囲血騒を認めた.診断は特発性

腎被膜下血腫であった 症例 2:慢性腎不全にて CAPDおよび HD

中に真菌性腹膜炎を合併 治療中腹部 CT上右腎周囲に血涯を認め

た.腎嚢胞に真菌感染が合併し破裂したと考えられた，定例 3:腹痛

を認め，腹部CTにて右腎周囲に血腫を認めた.診断は腎血管筋脂肪

腫であった.症例 4:腹痛および肉眼的血尿が出現.腹部 CTでは腎

上極より巨大な血腫を認めた 診断は腎細胞癌であった.今回，若干

の文献的考察を加えて報告する

自然破裂をきたした若年性腎癌の 1例:西国 剛，安倍弘和，瀬川

直樹(静岡済生会総合) 症例は26歳，男性.左側腹部痛を主訴に来

院し，腹部 CTにて左腎破裂および左腎周囲血腫を指摘され入院し

た.安静にて経過観察後， CT. MRIで血種の増大は認めず，左腎下

極に約 3cmの腫蕩性病変を疑ったため 3カ月後に再検したところ，

血腫は消失していたが腎悪性麗傷が疑われたため，根治的左腎摘|徐術

を施行した病理診断は rena1cell carcinoma， spind1e cell carcinoma 

であった.術後，インターフヱロン療法を行っている.腎癌の自然、破

裂は稀であり，さらに本症例は若年発症であった

小脳転移を契機に発見された両側腎癌の 1例:平野泰広，柳岡正

範，佐藤 元(静岡赤十字 55歳，男性，頭痛を主訴に受診し，小

脳腫療を指摘され入院.腹部 CTにて，右約1.5X 1. 5 cm，左約 5.5

X4. 5 cmの両側腎腫蕩が発見される. 2002年7月小脳臆蕩摘出術施

行.病理診断は Metastaticcarcinoma RCC typeであった. 2002年9

月両側腎癌に対し右腎部分切除，左腎全摘術を施行.病理診断は，

RCC， clear cell type， G2.術後5日目で透析離脱し， a-INFを開始

した.本症例は，腎癌の転移として稀な脳単独転移例であった 予後

は厳しいものと考えられたが，術後2年の現在，経過良好で，本症例

で止INFが有効である可能性が示唆された.

進行性腎癌の治療の試み:小島圭太郎，漬本幸浩，蓑島謙一，山羽

正義，堀江正宣(大雄会第一) 症例 1: 70歳，男性.左腎細胞癌に

より根治的腎摘除術施行後4年を経て傍大動脈リンパ節に再発する

が，患者の強い希望により経過観察していた 11年後右大腿骨に転移

をきたい傍大動脈リンパ節摘除術，大腿骨転移腫蕩摘除術および大

腿骨近位再建術施行.現在歩行可能であり，新たな転移は認められて

いない.症例 2: 43歳，男性.初診時より肺，リンパ節などに多発転

移あり，左腎全摘除術および転移部リンパ節摘除術施行.術前・術後

に免疫療法および化学療法を施行した.術後5カ月後に再発， 7カ月

後に死亡した

インターロイキン2療法が著効を示した腎細胞癌胸膜転移，胸壁播

種，肺転移の 1例:J東章二，杉山武毅，山野潤，漬見皐(兵庫

県立尼崎) 腎細胞癌遠摘転移は一般的には INFα，'1， IL-2を使用

する.今回，われわれは IL-2療法が著効した腎細胞癌遠隔転移症例

を報告する.症例 53歳，男性.発熱，全身倦怠感を認め近医受診，

左胸水，左胸膜腫場，右腎腫蕩を認めた，胸膜腹傷生検で腎癒胸膜転

移と判断.当科にて腹腔鏡補助下右腎摘出施行.病理診断:RCC， 

G3， INFs， pT1a. INFα十y併用療法施行，胸膜転移は消失するも

胸腔ドレーン挿入部に播種，多発性肺転移が出現 IL-2単独療法開

始.胸壁播種，肺転移は消失. (考察) INF凪 INF'1， IL-2単独では

15%程度の奏効率だが本症例は IL-2単独で者効した.文献的考察も

含めこれを報告する.
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Cushing症候群をきたした副腎腫蕩に対して RFA(ラジオ波焼灼

術)を施行した 3例:鈴木竜一，大西毅尚，金原弘幸，有馬公伸，杉

村芳樹(三重大)，山門享一郎，竹臼 寛(同放射線) 緒言:機能

性副腎腫傷に対する治療法としては手術療法，なかでも，腹腔鏡下副

腎摘出術が標準的な治療としてほぼ確立されている 今回われわれは

Cushing症候群をきたした副腎腫傷に対し RFAを施行した 3例を経

験したので，これを報告する.対象と方法:Cushing症候群をきたし

た国j腎腫携の 3例を対象とした.局所麻酔下腹臥位にて CTガイドを

用いて， Radionics社製 Cool-tip針を使用し RFAを施行した.結果:

RFAによる重篤な合併症は認めず，治療経過も良好である.肥満の

改善や血中コルチゾール値の低下も認められた RFAは全身麻酔を

必要とせず，患者に対する負担は小さく機能性副腎腫傷治療の選択肢

の iっとし有望と考えられた

当科における腹腔鏡下副腎嫡除術の成績:岡田卓也，白石裕介，根

来宏光，岩村博史，諸井誠司，杉野善雄，松井喜之，岡裕也，福

津重樹，川喜田睦司(神戸中央市民)，竹内秀雄(公立豊岡対

象11998年8月より 2004年4月までの聞に腹腔鏡下副腎摘除術を施行

した37例を対象とし検討を行った. [結果，考察]年齢は平均52歳，

性別は男性15例，女性22例，患側は右15例，左21例，両側 1jJJJであっ

た 悪性褐色細胞膜の l例で開放手術へ移行した他は，全例腹腔鏡下

に手術を終了しているが， 2例で術中に IVC損傷を生じ，内視鏡的

に修復した.両側例，開放手術移行例を除くと平均腹腔鏡時間222分，

出血量 124gであり，術後の鎮痛剤使用量は塩酸ププレノルフィン

0.08 mg，ジクロフェナク 46mg，術後の平均入院期間は12日であっ

た. [結論]本術式は低侵襲手術として有用であった

当院における鏡視下腎摘除術の経験:木浦宏真，岩本勇作，丸山栄

勲，右梅貴信，古武繭嗣，高木志津子，小山耕平，東 ;台人，勝岡洋

治(大阪医大) 当院で施行した鏡視下腎摘除術22例について報告す

る.経腹アプローチ 3jJJJ，後腹膜アプローチ19例施行し，うち開腹移

行した症例は 1fY~であった.また後腹膜アプローチは HALS (Hand 

Assisted Laparoscopic Surgery) 10例， PLS (Pure Laparoscopic 

Surgery) 9例施行した 後腹膜アプローチで完遂しえた HALS10例

とPLS8例の比較検討した.腎摘除までの時間と出血最には有意差

が認められたが，安静期間1:年痛期間，鎮痛剤の使用回数，入院期間

には有意差が認められず，周術期に差はないものと考えられた.

HALSは PLSと比較してデメリットはほとんど認められず，緊急時

における迅速な用手的対応が可能である分，初学者にも安全であると

思われる

腹腔鏡下腎部分切除術の臨床的検討:田中一志，原勲，中野雄

造，竹田雅，山田裕二，荒川創ー，守殿貞夫(神戸大)，川端岳

(関西労災j 目的:比較的小さな腎腫傷に対し，腹腔鏡下腎部分切

除術は広く行われつつある 今回その臨床的検討を行った.対象:

2000年10月から2004年6月までに神戸大学病院泌尿器科で同手術を

行った16例 結果:7イクロターゼを 9jJJJに用い，腎動脈c1ampを7

例に行った 患者平均年齢は57.2歳，平均手術時間286分，平均出血

量 291.3 ml，平均切除重量 14gであった 3例に尿漏を認め， 1例

は HALSnephreclomyへ移行した.平均経口摂取開始1.4日目，平均

歩行開始1.4日目，血清クレアチニン値は阻血群で有意差はないもの

の軽度上昇傾向を認めた.考察:やや合併症は多いものの腹腔鏡下腎

部分切除術は小さな腎腫場に対する低侵襲手術として有効な治療法と

思われた.

小切開内視鏡併用根治的前立腺全摘除術の経験:内野秀紀，岩見大

基，土屋邦彦，駒木亨，鴨田慎二，坂本和也(市立釧|路総合)，篠原

信雄(北海道大目的]小切開内視鏡併用前立腺全摘除術を経験

したので報告する [対象12003年I2J'Jより 2004年3月まで，本術式

を施行した限局性前川政癌の 5抜例 [結果]術前 PSAは平均 10.3

ng/ml，皮調停j開は平均 5.8cm，手術l時間]は平均308分，出血量は平

均 1，135mlで3例に輸血を姿した.切除断端は全仰jとも険性であっ

た. [考察]本術式は術者が内視鋭を刊|用することによってTliI:t見下と

鏡視下の術野をi削寺に観察でき，いつでも皮膚切闘の延長が可能であ

ることから，腹腔鋭手術経験の少ない術者にも安全に行えると思われ

た. また， 1j1ーの小切開創からの姉入および操作に適した器具の使用

により，さらなる安全性の向上および手術時間の短縮が期待できると

思われた

体腔鏡下根治的前立腺嫡除術の経験:吉村一宏，宮川 康，鄭則

秀，辻川浩三，奥山明彦(大阪大)，植村元秀，三好進(大阪労

災)，三宅修，木内寛，氏家剛(医誠会目的]体腔鏡下根

治的前立腺摘除術における手術手技，および、その有用性について検討

した. [対象および方法]体腔鏡下根治的前立腺摘除術を施行した10

例を対象とした.体位は開脚仰臥位とし， 3例固までは経腹膜的にア

プローチし，その後の症例では経腹膜外的に前立腺に到達した. [結

果110例の体腔鏡下手術操作に要した平均時間は390分，出血量は

280-1，900 mlであった.術後 1-2日目から経口摂取を開始し，歩

行開始は 3-4日目から行った. [考察]従来からの開腹手術に比べ，

手術時聞が長くなったが，手術が一定時間内に終了するようになれば

手術の低侵襲性，また美容的な観点からも有用な手術術式であると考

えられた.

前立腺全摘除術後の断端陽性率:腹腔鏡下手術と開腹術との比較:

池上要介，戸津啓一，永田大介，秋田英俊，橋本良博，郡健二郎

(名古屋市立大) 根治的前立腺会摘除術後の尿道断端の癒残存によ

り追加療法は20-40%必要と報告されている.当科で問時期に施行し

た開腹術23例，腹腔鏡下手術59例について断端陽性率を検討した.開

腹術39.1% (9例)腹腔鏡下手術18.6% (]I例)と有意に腹腔鏡下手

術で低率であった 腹腔鏡下前立腺全摘除術では，良好な拡大した視

野が得られ尿道を充分に遊離できることから，断端陽性率が低下する

ものと思われた

北野病院泌尿器科におけるこれまでの腹腔鏡手術の経験と合併疲の

検討:寒野徹，七里泰正，稜回倫之，金丸洋史(北野)，高尾典恭

(大津市民)，清水洋佑(京都大目的と方法12000年10月以降施

行した腹腔鏡手術169例を検討した.症例数は副腎摘除術16，腎掃除

術66(うち腎尿管摘除術23)，腎部分切除術 9，前立腺全摘術26，精

索静脈癒34，その他18であった [結果]以下の合併症を経験した.

(])大血管合併症:腎摘除術 3例 (4.5%) (腎動脈領傷 2例・ IVC

損傷 l例). (2) Open conversion :腎動脈損傷 2例(1.2%). (3)副

腎摘除術における横隔膜損傷 l例 (6.3%). (4)前立腺全摘術におけ

る術後尿道直腸痩 l例 (3.8%)，ポート部ヘルニア l例 (3.8%).

[考察]腹腔鏡手術は文献的報告と向じく合併症も少なく安全に施行

できたと考えられた.

前立腺自然史の解析一組織病理学的検討:藤}II真二，有馬公{申，杉

村芳樹(三重大)，白石泰三(肉病理)，松浦 浩(三重県立総合医療

セ目的]前立腺における加齢に伴う多彩な組織病変について病

理学的解析を行った. [対象と方法11966年から 1993年の聞に病理学

第三講座で収集された剖検1，815例の前立線全割標本を用い，領域別

の体積，組織構築を形態測定し，癌病変，肥大結節，結石，腺管拡

張，リンパ球浸潤らの有無について組織学的に検討した. [結果およ

び考察]前立腺体積は30歳までに急速に増殖し， 40歳以降緩徐な増大

傾向を認めた.加齢に伴い辺縁領域では上皮成分は減少し萎縮傾向を

示したが，移行領域では上皮・間質・管経成分すべての増加を認め

た.肥大結節や潜伏癌などの異常増殖性病変は30歳台頃より認め，比

較的若年層から発生することが示唆された.

前立腺肥大症に伴う排尿障害に対する al受容体遮断薬の検討ーク

ロスオーバー試験ー:日浦義仁，大口尚基，杉素彦，川喜田隆司，

松田公志(関西医大)，室田卓之(関西医大香里)，藤田一郎l，河

源(関西医大洛西ニュータウンl，川端和史，川村博(関西医大男

山)，内田潤二，土井浩，飛回収ー(京都市立目的]前立腺肥

大症の排尿陳害に対し 2種類の αl受容体遮断薬(ナフトピジル，タ

ムスロシン)をクロスオーバー試験により検討. [方法]前立腺肥大

症患者47例を 2群に分け.各薬剤を 4週間投与，続けて他方薬剤を 4

週間投与した投与前， 4週後， 8週後に， I-PSS， QOL，尿流率，

m尿回数を調査した. [結果・考察]ナフトピジル先行投与群 (N

俳人タムスロシン先行投与群 (T群)ともに，先行薬は I-PSS，

QOLで有意な改醤を示し，薬剤変更後も効果は維持された.夜間排

尿回数に対してはNが， Qmaxに対してはTがより高い有効性を示

し， Nは蓄尿症状， Tは持|尿症状に特徴的な効果を示すことが示唆さ

れた.

1年以上保存療法が行われた前立腺肥大症患者の縦断的検討:中農

勇，熊本虞実，山本広明，山口旭，藤本健，鳥本一匡，平山暁秀，



藤本清秀，平尾佳彦(奈良県立医大)，三馬省二(県立奈良目

的11年以上保存療法が行われた前立腺肥大症による下部尿路症状を

有する患者の症状変化を縦断的に評価した. [対象と方法]下部尿路

症状を主訴に受診した50歳以上の男性患者422人のうち， 1年以上無

治療経過観察(15人)また， α1-b10ckerによる薬物療法 (60人)が

行われた75人(平均年齢67歳 (51-83歳入平均観察期間48カ月，初

診時の平均 IPSS13.4点，初診時の平均 QOLindex 4. 2点)を対象と

し retrospectiveに IPSS，QOL indexの変化率の縦断的評価を行っ

た. [結果1IPSS， QOL indexの年次改善度に差は認めなかった.

IPSSの改善度が診断時 IPSSI初診時 IPSS>0.75，QOL indcx改善度

が初診時 QOLindex診断時 QOLindex孟Oを無効と定義すると，年

次的にそれぞれ改善度より見た無効の比率は増加した

下部尿路症状を有する中高年男性における勝脱重量と関連する臨床

的指標について:山内寛喜，秋野裕信，楠川直也，前川正信，中井正

治，塩山力也，石臼泰一.大山伸幸，三輪吉司，横山修(福井大)

[目的]下部尿路通過障害に伴い勝脱重量が増加することが知られて

いる.勝枕重量と関連する指標を検討した [方法]下部尿路症状の

ため受診した50歳以上の男性的例で勝脱重量を算出し，前立腺体積，

年齢， IPSS合計スコア，各症状スコア，尿流測定結果，残尿量との

相関性を検討した. [成績]勝脱重量は前立腺体積， IPSS合計スコ

ア，最大尿流率，残尿率と有意に相関した (pく0.05).勝脱重量と加

齢は関連を認めなかった. [結論]勝脱重量は前立腺腫大に伴い増加

し，最大尿流率の低下や残尿率の上昇と相関したことから，下部尿路

通過障害を反映するものと考えられた しかし，加齢自体は勝脱重量

と相関しないと推察された.

前立腺肥大症に対する組織内レーザー凝固術 (ILCP)の長期予後

について:光森健二，河原貴史，小林恭(浜松労災)，酉還恒二，

渡部淳(京都大)，小倉啓司(大津日赤) 対象は内服治療で軽快

しない前立腺肥大症に対して ILCPを行った135例(年齢中央値72歳，

前立腺容積中央値 41ml， IPSS中央値19). 観察期間平均520日で症

状不変か，再増悪のために内服を除く他の治療に移行した症例は17例

(12.6%)であった.術前の Schafer'sgrade (> grade 3)が有意に (p

=0.03， Log Rank) ，前立腺容積 (<41mI)も有意差はないものの他

治療への移行する傾向がみられた (p=0.07，Log Rank). 追加治療

の基準が一定でないという問題点はあるものの，閉塞が強い症例に対

しては ILCPの予後は不良である可能性が示唆された.

TUR.P前後における IPSSの変化についての検討:増田健人，贋

回英二，矢田康文，小島宗門(名古屋)，早瀬喜正(丸善ピルクリ

ニック TUR-Pで治療した BPH患者を対象に，症状別にみた治

療効果について検討した.対象は， 1996年 l月から2004年 l月の聞に

当院で TUR-Pを行った BPH患者のうち，術前および術後 3カ月の

IPSSが得られた538例とした.有効性判定基準に準拠し， IPSSの各

項目について術前スコアで術後スコアを除し，著効 (0.25以下)，有

効 (0.5以下)，やや有効 (0.75以下)，無効に分類した.有効以上の

頻度は，残尿感83.8%，昼間頻尿59.4%，尿線途絶84.7%，尿意切迫

65.9%，尿線細小88.3%，腹圧排尿88.5%，夜間頻尿37.41%であっ

た 閉塞症状に比較し，刺激症状での有効率が低いという結果であっ

た. BPH 治療における，刺激症状の改善の重要性が示唆された.

当科における経会陰的前立腺生検の臨床的検討:渡部明彦，今村朋

理，宮富良穂，一松啓介，西尾礼文，水野一郎，永川 修，布施秀樹

(富山医薬大 1995年 l月一2004年 i月に直腸診，超音波検査およ

び前立腺特異抗原 (PSA)高値のいずれかによって前立腺痛が疑われ

たため経会陰的前立腺生検を施行した459例(のべ生検回数508回)を

対象とし，臨床所見と癌検出率について検討した.平均生検凹数は

1.1聞であり，初回生検での癌検出率は7/132例 (35.1%)であった.

多変量解析の結果， PSA， PSAD，直腸診が初回生検結果陽性を予測

する因子であった 初回生検 Grayzone症例においての痛検出率は

25/153例(16.3%)であった. Gray zone症例で PSAD孟0.10では

癌は検出されなかった.多変量解析にて再生検結果陽性を予測する因

子は PSAのみであった.

Tlc前立腺癌診断における生検法についての検討(12カ所生検お

よびカラードプラーと超音波造影剤の併用):谷満，林美樹，堀

川直樹(多根総合)，藤本清秀，平尾佳彦(奈良県立医大目的]
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T1c前立腺癌を疑う症例に対し， 12カ所生検にカラードプラーおよび

超音波造影剤を併用し，その有用性について検討した [対象]対象

は1998年 l月より 2004年 6月までにT1c前立腺癌を疑い前立腺針生検

を施行した280例で， 12カ所生検群182例とカラードプラー併用群45

例，超音波造影剤併用群53例に分類し，癌診断率を比較検討した.

[結果1PSA > 10 ng/m1の症例ではカラードプラー併用群の方が12カ

所生検群よりも癌陽性率が高かった (p<0.05). 超音波造影剤併用群

については癌診断率については差がみられなかった. [結論1T1c前

立腺癌の診断には，カラードプラーは有用性が示唆されたが，造影剤

併用の有用性は認められなかった.

当院における前立腺針生検再施行症例の検討:上田康生，鈴木

透，青木大，山本裕信，古倉浩次(宝塚市立)，梶尾圭介(市立川

西) [目的]当院にて施行した前立腺針生検において再生検を必要

とした症例に関し検討した. [対象11999年 l月から2004年 9月まで

に，当続にて経直腸的あるいは経会陰的多部位生検を施行した計461

症例(平均年齢71.3歳)のうち，初回陰性であったがその後再生検を

必要とした48症例を対象とした. [結果12回日生検例が48例，以下

3回目 11f1JJ， 4回目 l例であった.再生検を施行した48症例中16症例

(33.3%)で癌が検出された.癌陽性群と陰性群の二群で，年齢・生

検問隔・ PSA.FT比・ PSAV・前立腺体積・ TZ体積・ PSAD.

PSATZD. PSA近似直線の各因子にて有意差検定を行ったが，有意

なものはなかった また生検陽性部位に関して，初回生検群と再生検

群では TZのみ癌陽性であった症例の割合に有意差 (p=0.040)を認

めた.再生検時の TZbiopsyの重要性が示唆された.

前立腺針生検における MRIの有用性:宇佐美雅之，永田大介，河

合憲康，安藤裕(名古屋市立東市民目的1MRI T2強調蘭像

10w intensity部位の前立腺癌診断率を検討した. [対象と方法]対象

は2002年 4月から2004年 6月までに PSA値が 4.0ng/m1以上で MRI

の撮影後に前立腺生検を行った 227例. MRIは Siemens社製

MAGNETOM Symphony，撮影条件は1.5テスラ， turbo-spin-echo 

法.前立腺生検は経直腸エコーガイド下に MRIT2強調画像，低信

号領域を中心に系統的に 10-12針行った [結果1MRI T2強調画

像低信号領域の部位 181例中，前立腺癌と診断されたのは 112例

(61. 8%)であった. [結論]前立腺針生検において， MRIによる補

助診断の有効性について検討した 今後，拡散強調画像，脂肪抑制の

併用により，さらなる診断率の向上が見込めると確信した，

経会陰式前立腺生検における麻酔方法の検討 脊髄クモ膜下麻酔

(サドルブロック)と仙骨硬膜外麻酔の比較 :佐藤元孝，長谷部圭

司，辻本裕一，高田 剛，本多正人，藤岡秀樹(大阪警察目的]

経会陰式前立腺生検時の麻酔方法についてサドルブロァクと仙骨硬膜

外麻酔で比較した. [対象と方法12003年 7月から2004年 6月までに

サドルブロック下に経会陰式前立腺生検を施行した43例と仙骨硬膜外

麻酔下に施行した77例.痔痛は FACESPain Rating Sca1e (0-5)にて

評価した. [結果]麻酔時穿刺痛の PainScoreには有意差はなかった

(P=0.4437) 生検時穿刺痛の PainScoreはサドルブロック O.07 :t 

0.26，仙骨硬膜外麻酔1.17:t0. 98でサドルブロァクの方が有意に低

かった (P<O.OOOI). [結論]サドルブロックは生検時穿刺痛に関し

て有用であると考えられる.さらに各麻酔法による合併症について検

討を加える

無麻酔下経直腸前立腺針生検における痩痛評価の検討痛みに関与

する因子は存在するのか?-:細川幸成，岸野辰樹，小野隆征，大山

信雄，百瀬均(星ケ丘厚生年金) [目的]従来，われわれは無麻

酔下に経直腸前立腺針生検を 6カ所に行っていたが， 2003年より 10カ

所生検を行っている. 10カ所へ増やすことによる患者の痔痛の負担を

評価した. [対象と方法]対象は15カ月の聞に生検を行った178例.超

音波プローベ挿入直後， 6カ所生検後， 10カ所生検後の計 3回， 10段

階の graphicsca1e scoretこて寒痛を評価し検討を行った. [結果]全体

では生検数が増すにつれ，有意にscoreは高値であった.また再生検

患者は初回生検患者に比べ有意にscoreは高値で、あった [結語]超音

波プローベ挿入によるもの，穿刺によるものに加えて心理的影響も大

きいと思われた

前立腺癌診断における BodyMass Index (BMI)の意義:小林

恭，河原貴史，光森健二(浜松労災目的]日本人における B~II
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と前立腺癌検出率や悪性度の関係を検討した [方法]当科で経直腸

的生検 (6-10カ所)を施行した523例を対象とし，体重 (kg)/身長

(m)2から算出した BMIと癌検出率および検出された前立腺痛の

Gleason score (GS)を検討した. [結果1BMI 18.5未満群 (n=41)，

18.5-25.0群 (n=365)，25.0以上群 (n=117)の痛検出率はそれぞ

れ39，34， 36%で，癌患者における GS8以上の占める割合は13，

18， 19%とどちらも統計学的有意差を認めなかった(chi-squaretest) . 

[考察]少なくとも日本人の泌尿器科外来患者を対象とした本研究で

は BMIと癌検出率・悪性度の聞には統計学的有意な関係を認めな

古もった，

前立腺癌 Stagingにおける CT，骨シンチの必要性についての再検

討:松村善昭，松本吉弘，米国龍生，丸山良夫(松阪中央総合)，望

月裕司(医真会八尾総合)，増田安政(大阪暁明館目的]前立腺

癌の stagmgにおける CT，骨シンチの有用性について検討した. [対

象と方法11992年から2004年6月までに当院にて診断された前立腺癌

患者314例の CT上リンパ節転移陽性 (LN+)，骨シンチ上骨転移陽

性 (LN+)について PSA，生検時 Gleasonscore (GS)， stageで比較

検討した [結果]全症例に対する LN+は9.5%(31 11IJ/314例)，
B+は16.5%(54例/314例)であった. PSA， GSのパラメーターを

用いた検討では PSA20 ng/ml以下で LN+は存在せず PSA20 ng/ml 

以下でかつ GS7以下では， B+は存在しなかった. [結語1PSA，生

検時の GSを用いることで前立腺癒の stagmgにおいて CT，骨シン

チを省略することを考慮しでもよいと考えられた.

複数病変を有する前立腺癌の MRI画像における検討:梅本幸裕，

岡村武彦(名城)，秋田英俊，安井孝周，郡健二郎(名古屋市立大)

前立腺全摘を行った52例の病理標本において複数の病変を有した32例

の MRIの有用性について検討をした. [方法]前立腺全摘標本を H-

E染色でマッピングを行い，生検前の MRI検査と比較し， 1 病変

の一部は一致する群 (20例). 2 全く一致しない群(12111])に分け，

MRIの有用性を検討した. [結果11群中前立腺肥大症 (BPH)の

MRI診断は 6例 (30%)，前立腺描 14例 (70%): 2群中 BPH6例

(50%)，前立腺癌 2例(17%)，病変なし 4例 (33%)であった. [ま

とめ]前立腺癌の MRIは複数病変を指摘することは難しく， BPH 

の存在する場合，特に有用性に欠けると思われた.

前立腺癌の画像診断における MRI拡散強調薗像の有用性:池凹朋

博，金子佳照(奈良県立三室)，横谷繁郎，古市欣也，今井幸子(向

放射線目的]前立腺癌の画像診断として， MRI T2強調画像

(T2WI)が汎用されているが，今回 MRI拡散強調画像 (DWI)併用

の有用性について検討した. [対象と方法12003年 7月より 2004年6

月までに当科において DWI検査後，前立腺生検(経直腸的)を施行

した29症例について DRE，US， T2WI， DWIの診断率について検討

した. [結果129症例中20症例に癌を認めた. DRE， US， T2WI， 

DWIの感度はそれぞれ65，80， 85， 95 %，特異度は88.9，62.5， 

22.2， 55.6%であり生検陽性20症例中 DWIの偽陰性症例はわずか l

症例のみであった. [結語1MRI施行時 DWI併用は前立腺癌の局在

診断において有用であり生検時の指標になることが示唆された

前立腺癌診断における PETの有用性の検討:山田 徹，山本直樹

(木沢記念)，石原哲，出口隆，加古伸雄(同放射線)，近穣浩史

(岐阜大目的]近年，当科においても前立腺生検が地加してい

る.不要な生検を減らすためにOE検前の診断として， PET (positron 

cmission tomography)， MRIを施行し，その有用性を検討すること

とした. [対象と方法]当科を受診し，前立腺織を疑われ，直腸診，

MRI， PET， PSA検査，経ItJ.腸前立腺生検を施行した29例を対象と

した.平均年齢73.2(55-88)歳，平均 PSA26.16 (2.516-335.34) 

ng/ml. [結果]直腸診:感度37.5%，特異度76.9%，MRI:感度

81. 3%，持炉、度 46.2%， F-18.FDG PET:感度 43.8%，特典度

84.6%， C-II-choline PET: !感度 57.9%，特異 IJt38. 5%. [考察l
MRI， PETの有用性についてさらに検討する予'走である.

前立腺癌ではなぜ血中 PSA-ACTが高値を示すのか?畦元将隆

(尾商J，戸津啓一，橋本良博，池上要介，内木拓，郡健二郎(名

古尿市立大目的]前立腺織でJfJl't'PSA-ACTが向いのは，前立

腺組織での ACTの産生がプ"Ci正しているためとJ佐山lし，組織中の

PSA-ACT， ACT 濃度を iftiJ定した. [対象，方法]対象は， mi25例

(B2 : 6例， C: 3例， Dl: 2仰U，D2: 14例)と，肥大症 16例 PSA

は Tandem-R法， PSA-ACTは ELISA法で測定した.さらに PSA，

ACTの免疫染色を行った. [結果]両群の組織中 PSA，仕ee-PSA濃

度に差はなかったが， PSA-ACT濃度は，癌で高かった.血中 ACT

が高いほど，組織中 PSA-ACTは，高値であった.免疫染色で，痛組

織は， PSAおよびACTの発現が充進していた. [考察]癌組織では，

肥大症に比べ， PSA-ACTを多く産出していた.本来肝で産生される

ACTが，前立腺癌細胞でも産生されていることが確認された.

当院における開放手術後のドレッシング廃止の試み:大堀 賢，日

比初紀(協立総合) [目的]開放手術後の創部ドレッシングを昨年

より廃止し，感染性合併症について検討した.はす象と方法] ドレッ

シング期 l年とドレァシング廃止後 l年の清潔手術(腎摘除術など)

69例，準清潔手術(前立腺全摘など) 10例，汚染手術(勝脱全摘+回

腸勝脱など)2例を対象.感染予防の抗生剤は術前単回投与を基本と

し，手術が長時間に及んだ時のみ当日 l回追加. ドレッシング期は抜

鈎まで被覆剤， ドレッシング廃止後は基本的に第 l病日から何も使用

しなかった. [結果] ドレッシング期の汚染手術 l例， ドレッシング

廃止後の清潔手術 l例と準清潔手術 l例に SSIを認めた.有熱性の

UTIは見られなかった. [結論]術後のドレッシングは不要と恩われ

た.

前立腺全矯除術における周術期感染症の検討:伊藤康久，加醸成

一，西野好則，坂義人(岐阜市民)，出口 隆 ( 岐 阜 大 目 的]

前立腺全摘除術後の周術期感染症の頻度を検討した. [対象]岐阜市

民病院で手術を施行した74例を尿道のカテーテル留置期間により，

1999年 l月から2001年11月までの前期(14日間， 27例)とそれ以降の

2004年6月までの後期 (8日間， 47例)に分けて検討した.抗菌剤の

投与期間は前期では 3日がl1111J，4 -8日が16例，後期は 3日間投与

症例のみを対象とした.予防的抗菌薬は前期では PIPC(17例)が，

後期では CEZ(38111])が最も多く使用された. [成績]手術創感染症

と遠隔部位感染症の発症率は，前期が l111J(3.7%) と4例(14.8%)

で，後期が l例 (2.1%) と6例(12.8%)であった. [結論]前立腺

全摘除術における抗菌薬の予防投与は 3日間投与で十分と考えられ

た.

当科における周術期感染症の検討:金原弘幸，曽我倫久人，鈴木竜

一，有馬公伸，杉村芳樹(三重大)，米村重買IJ(松阪市民 2002年

l月から2003年12月までの間に当科で行った手術364例に対し周術期

感染症の有無を調べリスクについて検討した.男性300例，女性64例.

年齢は O歳から93歳で平均56.7歳であった.リスクファクターとして

性，年齢， Alb値，術前化学療法，心疾患の既往，肺疾患の既往，糖

尿病の既往，輸血，手術時間， BMI，喫煙について検討した.周術

期感染症は全体の12.4%に認め，開腹手術では17.0%，うち表層感染

症5.2%，体腔臓器感染症5.2%，遠隔部位感染症6.6%であり，内視

鏡手術では5.9%で，体腔臓器感染症4.6%，遠隔部位感染症1.3%で

あった.手術時間(2時間以上)および肺疾患の既往がリスクファク

ターとして示唆された

女子急性単純性勝脱炎由来大腸菌の耐性株出現について:萩原徳

康，増栄孝子，三輪好生，亀井信吾，増栄成泰， 後藤高広，南館

謙，山田徹，漬本幸j告，横井繁明，安田満，仲野正博，石原

哲，出口 隆(岐阜大目的]女子急性単純性勝脱炎の代表的な

原因菌は大腸菌であり，抗菌剤jによく反応するため耐性株の認識は少

ないが，最近の動向を確認し，諸外閣の状況と比較した. [方法]

1992年より教室主にて収集中の本疾想、由来大腸菌の主要抗菌剤に対する

感受性を invitroで測定した. [結果と結論1Cefaclor， cefixime， 

ceCdinirなどに対する耐性株は当初から数%の頻度であった.

Fluoroquinolone耐性株は1992年当時は見られなかったが，その後出

現し，最近では 3%前後である.わが国では抗菌薬の使用方法が諸外

国と異なることを反映して耐性パターンも異なることをふまえ，この

疾恩でも耐性蘭出現を想定する必要がある.

尿路感染症における耐性菌の動向について:石井健夫， JII村研二，

国中達朗，鈴木孝治(金沢医大)，徳永亨介(やわたメデイカルセ)

[目的]尿路感染症の起炎磁の薬剤耐性について検討した. [対象]

2003年4月から10カ月間にやわたメデイカルセンターi泌尿器科で分離

した449蘭衝を対象とした. [結果]分離頻度は，大腸菌が最も多く



154菌種 (34.3%).以下，連鎖球菌，腸球菌，緑膿菌. MRSAの順

であった大腸菌の耐性率は ABPC29.6%. PIPC 13.7%. LVFX 

11. 0%であった.緑膿菌の耐性率は ABPC97.5%. PIPC 15.0%. 

CTRX 18.5%. CPR 35.0%. LVFX 62.5%であった. [結語]尿路

感染症の治療に際し，耐性菌の動向を把握することが重要と考えた.

気腫性腎孟腎炎の 2例:岡田正軌，上保渉(蒲郡市民).青木重

之，本多靖明(愛知医大) 気腫性腎孟腎炎はガスを産生する腎の重

篤な尿路感染症で，早急な治療を必要とする.最近われわれは気腫性

腎孟腎炎の 2例を経験したので報告する. [症例 1J 49歳，女性.基

礎疾患は糖尿病，高血圧症. 1999年5月28日腹痛，発熱で内科入院.

CTにて左腎に膿蕩認め.6月2日当科紹介.気腫性腎孟腎炎と診断

し，緊急で左腎摘除術施行した.膿と血培より大腸菌検出. [症例 2J 
65歳，女性.碁礎疾患は慢性腎不全，右腎結石. 2004年5月25日発

熱，右腰痛で当院受診.CTにて右気腫性腎孟腎炎疑われ. 5月26日

当科紹介.尿管ステント留置し，保存的治療により改善した.右分腎

尿より大腸菌検出.

フル二工壌痘 8例の臨床的検討:白石裕介，根来宏光，杉野善雄，

松井喜之， 岡田卓也，岩村博史，諸井誠司，岡裕也，福漫重樹，

川喜田陸司(神戸市立中央市民).竹内秀雄(公立豊岡目的]当

科におけるフルニエ壊痘症例の臨床的検討を行った. [対象J1998年

9月から 2004年 7月までのフルニエ壊痘症例 8f7iJ.平均59.3歳。1-72).全例男性. [結果]基礎疾患は糖尿病6例，精神疾患2例.

創の培養で EnterocOCI四sとB町teroides が多く検出され，血液培養施行

4例中 2例に菌血症.全例で抗生剤投与と緊急デプリドメントを施行

するも. 7 f7iJで再デブリドメントや再建術なとが必要となり，平均

3.8回の手術を行った 転帰は DICによる死亡 1f7iJ，他因死 l例，生

存退院5例，入院中 l例で生存退院5例の平均入院期間は132.4臼で

あった. [結語]フルニエ壊痘は，適切な初期治療にもかかわらず複

数回の手術を必要とし長期入院を余儀なくされる

扇摘およびステロイド療法により尿所見が正常化した予後不良群の

IgA腎症の 1例:熊田憲彦，園田哲平，竹垣嘉記11. 浅井省和，西阪

誠泰，柏原昇(市立吹田市民) 症例は28歳の男性蛋白尿の精査

にて腎生検術を施行組織学的には IgA腎症で，糸球体の約40%が

硝子化し，尿細管の萎縮も認められ，予後不良群と診断された. しか

し.CCrが 72ml/minと，ある程度保持されており，また l日尿蛋

白量も 2.5gであったため，ステロイド療法の適応であると考え，扇

桃腺摘出術を併用したステロイドパルス療法を試みた.治療開始後，

次第に尿中蛋白量および尿中赤血球数は減少し，開始後8週間で正常

に復した 現在約 4カ月が経過するが蛋白尿および血尿の再発は認め

られず，また CCrも維持できている.

3DCTAによるシャント血管の評価:西阪誠泰，園田哲平，竹I亘嘉

司11，浅井省和，熊回憲彦，柏原 昇(市立吹田市民) シャント不全

を有する血液透析患者のシャント血管の評価を，透析での返血ライン

を用いた iv-3DCTAにて行い，その比較対照として DSAを用いて

3DCTAの有用性を検討した.血流の動態的な評価や，微小な血管の

摘出能力においては DSAが優れていた.しかし. 3DCTAは. DSA 

に比して患者への侵襲は少なく，シャント血管全体の形態的評価にお

いては DSAと同等であり，血管問士の立体的な位置関係の把握のし

易さに加えて，読影の容易きや，検査後での画像再構築による多角度

からの検討が可能な点などは. DSAに比して優れている点であると

考えられた.

血液透析患者の血清 HGF濃度に関する検討，特に予後因子として

の可能性について:伊藤聡，長谷太郎，杉浦清史，吉本充，和田

誠次(大野記念)， 川村元志(フレゼニウス メデイカル・ケア).

武本佳昭，仲谷達也(大阪市立大) 血液透析 (HD)患者211例(平

均年齢60.6歳，平均透析歴97.1カ月)における血清中の肝細胞増殖悶

子 (HGF)濃度と諸因子(性差，年齢，原疾患. HD歴，血圧)との

関係について検討した.この結果. HD歴5年未満群 (96例)および

10年以上群 (57例)の血清 HGF濃度はそれぞれ0.43土0.02.0.93土

0.15 ng/mlと有意差を認め. HD歴との間に正の相関が示唆された

この一因として HD長期化による臓器障害の影響も推測されたため，

さらに測定より 3年後の生命予後との関連を検討した この結果，生

存群(144例).死亡群 (54例)の血清HGF濃度はそれぞれ 0.62:l: 

421 

O. 09. O. 66:l: O. 09 ng/mlであり有意差を認めず，予後因子としての

可能性は否定的であった.

血液透析患者に発生した陰茎癌の I例:三橋誠，門脇昭一，岩井

友明，田部茂(白鷺).仲谷達也(大阪市立大) 症例は60歳，男

性.慢性腎不全のため54歳時より血液透析療法を行っている.数カ月

前に亀頭部のカリフラワー様腫癌に気付き，その後徐々に増大傾向を

認めたため当院泌尿器科を受診 陰茎癌を疑い. 2003年11月12Bに生

検を行い. highly well differentiatcd squamous cell carcinomaと診断さ

れた. CTなどにて全身検索を行ったが明らかな転移巣を認めず，

TINOMOと診断し，同年12月3日に腰椎麻酔下にて陰茎部分切除術

を施行した.術後化学療法は行わず経過観察中であるが，現在明らか

な再発を認めていない.血液透析患者での陰茎癌症例はきわめて稀で

あり，今回，若干の文献的考察を加えて報告する.

当院における CAPD患者に発生した悪性腫蕩の臨床的検討:吉川

武志，柴崎昇，辻裕，瀧洋二，竹内秀雄(公立豊岡目的]

1993年 l月から 2004年 7月まで農岡病院では80例の患者に対し

CAPDの導入・維持・管理を行ってきた.これらの CAPD患者にお

ける悪性腫蕩の合併について検討を加えた. [結果]平均観察期間は

40カ月 (3-155カ月)であった. 9 f7iJに悪性腫蕩が合併し，このう

ち悪性腫蕩が死因となったのは 2例であった. [結論JCAPD患者に

は比較的高頻度に悪性腫蕩が発生するため，十分な経過観察が必要で

ある.

腎孟発生のムチン産生嚢胞腺腫の 1例:松山昌秀，青山真人，中村

敬弘，鶴崎i青之，川村正喜 (PL))，飯盛宏記 (i浅香山)，吉村力勇，

仲谷達也(大阪市立大 70歳，女性，近医にて腹部に小児頭大の腫

癒を指摘され当院受診.エコーにて左腎下極に径 12cmの嚢胞性病

変を認めた.造影CTにて造影効果なしも尾側に石灰化様の構造を認

め，巨大傍腎孟嚢胞の疑いで嚢胞穿刺施行し黄色透明のゼリー状物質

を吸引した. MRIで腹腔内臓器との連続性は認めなかった.以上よ

り後腹膜;粘液腺腫との診断で腺腫摘除術施行.腫癒は腎筋膜に包まれ

腎と連続しており，迅速病理で悪性の可能性を否定できず左腎摘除術

施行.組織は壁内面に一層のムチンを入れた胞体をもっ高円柱上皮に

覆われており，腎孟発生のムチン産生嚢胞腺腫と診断した 本症例は

非常に稀であり，調べえた限りでは自験例を含め 5例であった.

血液透析患者に合併した尿管 Nephrogenicadenomaの I例:文野

美希，栗本勝弘，木下修隆，加藤廃海(武内).有馬公イ申，杉村芳樹

(三重大) 症例は48歳，男性. 1985年より慢性腎不全にて血液透析

を施行中. 2000年頃より時折肉眼的血尿が出現，腹部 CT では両

腎 ACDK を認め. 2004年術前まで同所見であった. 2003年4月

頃から毎日血尿が出現し，勝目光鏡検査にて勝枕腫蕩を認めたため，同

年5月 TUR-Btを施行.病理所見は勝目先癌 TCCG3であった 同年

8月再発にて TUR-Bt施行. 2004年2月再発にて TUR-Btを施行し，

この時右尿管口部に腫蕩を認めた.右 RPにて下部尿管に陰影欠損を

認め，右尿管癌と診断した.同年 4月，両腎尿管全摘術，勝耽全摘術

および尿道摘除術を施行したが，病理診断は両側腎癌および右尿管

nephrogenic adenomaであった.術前診断の反省を含め報告する.

G-CSF. PTId-rP同時産生腸脱癌の I例:木藤宏樹，陳憲生，武

井一城，内藤仁(沼津市立).江口正信(同病理) 症例は81歳，

女性.肉眼的血尿を主訴に初診腸脱右側壁に直径 2cmの広基性非

乳頭状腫蕩を認め. 2003年5月初日 TUR-Bt施行病理組織学的診

断は UC.G3>2. pT2く，抗PTH-rP抗体，抗G-CSF抗体陽性.術

後検査により勝脱癌T3bNOMOと診断.術後経過は順調であったが，

6月16日末梢血中 WBC13. 100/mmえ血清 Ca13.4 mg/dlと白血球

増多症と高 Ca血症が出現，血清 PTH-rP.血清 G-CSFは 593.3 

pmol. 102 pg/m¥であった.高 Ca血症に対して， calcitonin. 

bisphosphonatesの投与を行い. 6月26日右内腸骨動脈への reserVOlf

留置と左内腸骨動脈纂栓を施行し，少量動注化学療法を行ったが治療

効果なく. 8月7'日癌死となった

脇島tに発生した肉腫成分を伴った小細胞癌の 1例:小林康宏，浅野

晴好，松井基治，泉谷正伸(愛知i斉生会) 症例は61歳，男性 肉眼

的血尿を主訴に当科紹介受診.既往歴として，間質性腎炎のため2002

年から血液透析を導入している.初診時，勝脱鎌上表面平滑な腫癌が
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みとめられ2004年4月 TUR-Bt施行.病理診断は肉腫が主体で一部

癌を疑わせる所見であった.根治的治療を目的に2004年6月骨盤内臓

器全摘術を施行.病理診断は小細胞癌に肉腫が合併していた 小細胞

癌は肺以外に原発する事は比較的稀である.今回われわれは勝脱に発

生した肉腫成分を伴った小細胞癌の l例を経験したので，若干の文献

的考察を加えて報告する.

放射線併用化学療法後に尿道部分切除術を施行した女子尿道癌の 3

例:金井優博，芝原拓児，曽我倫久人，大西毅尚，有馬公伸，杉村芳

樹(三重大) 症例 1: 40歳，女性.不正出血，尿道痛にて他院受

診.外尿道口よりカルンケル様の腫傷を認め生検を受けた.腺癌の診

断で当科紹介受診.シスプラチン，放射線治療を行った.症例 2:72 

歳，女性.約10年前に外陰部メラノーマで広範外陰部切除術を受け

た 尿道再発にて紹介入院 DAC-Tam療法，放射線治療を行った.

症例 3:50歳，女性.外陰部不快感にて他院受診し外陰部腫揚が疑わ

れ当科紹介受診.生検にて SCCと診断.シスプラチン，放射線治療

を行った.いずれの疲例も腫蕩は遠{立尿道に限局しており，術前補助

療法を行い尿道部分切除術が可能となった.術前放射線併用化学療法

は勝枕尿道温存を可能とする有効な治療であると考えられた

'9キソール・ネダプラチンを中心とした化学療法が奏効した尿路肩

平上皮癌の3例:木村泰典，中西弘之，藤井秀岳，鳥山清二郎，中村

晃和，野本剛史，三神一哉，水谷陽一，河内明宏，三木恒治(京都府

立医大) 尿路扇平上皮癌の化学療法には確立したものがないのが現

状である.最近. MVAC療法・ TN(paclitaxel. nedaplatin)療法が

奏効した 3例を経験したので報告する.症例 1: 42歳，女性.勝目光癌

T3NOMOの診断にて，術前 MVAC療法・ TN療法，局所放射線療法

を施行.画像上 CR. 全摘標本も pCRであった.症例 2: 73歳，男

性右腎孟癌術後 (pT4NOMO). 補助療法として MVAC療法行う

も，左鎖骨上リンパ節に再発 TN療法にて CRとなった.症例 3: 

67歳，男性.左腎孟癌 T4NOMO 術前 MVAC療法・ TN療法にて

PR.血清 SCCも正常化.病理組織学的には大半が壊死組織であっ

た.

上部尿路上皮肉癌に対する BCG療法:吉田将士，函尾礼文，渡部

明彦，水野一郎，永川 修，布施秀樹(富山医薬大) 勝枕上皮内癌

に対する BCG療法の有効性は現在認められているものの，上部尿路

上皮内癌においては報告例が少ない.今回，当科にて1998年3月より

2004年 7月までに上部尿路上皮内癌と診断された 5例に対し. BCG 

療法を施行したので報告する 全症例において当該尿管にステントを

留置し，勝目光造影にて VURが出現した注入容量と同最の BCG懸濁

液 (BCG80 mg+生理食塩水)を勝脱内に注入した 5例中 2例に尿

細胞診陰性化を認めたが，他3例は効果を認めず，その内 2例に腎尿

管全摘術を施行した.

腎;/ii尿管癌における術後化学療法の臨床的検討:古武禰嗣，東 治

人，坂元武，木山賢，丸山後勲，右梅貴信，勝岡洋治(大阪医

大対象と方法]当院で手術療法を施行した腎孟尿管癌55例につ

いて，術後化学療法の施行の有無，異型度 (Gl+G2vsG3)およびス

テージ (pTa+pTlvs pT2+pT3. pVO vs pVl. pLO vs pLI)の違いに

よる生存率の差異を検討した (Kaplan-Meier法). [結果，考察1 5 

年生存率は GI+G2 vs G3=95. 0 vs 45. 8%. pTa +pT，l vs pT2+pT= 

96.2vs46.2%. pVOvspVI=85.5% vs50.0%. pLO，vspLI=88.8% 

vs 50.4%で各聞に有意廷が認められたが補助療法の有無における有

意差は認められなかった，

腎孟尿管癌における術後化学療法の有効性:原因泰規，角田洋一，

田中雅登，矢津j告治，佐川史郎，伊藤喜一郎(大阪府立急性期・総合

医療セ目的]特定尿管蛾術後の化学療法の有効性を検討した

[対象と方法11990年 l月から2004>1'-3月に当科で手術を施行したl降

孟尿管航139例術後化学療法施行群64例と非施行株75例で gradcな

ど病理学的因子につき生存率を比較検討した. [紡巣]男性92例，女

性47例，平均年歯'，67歳.平均観察ltJJ問54.7カ月. 5年生存事は化学療

法施行群74.9%. ~I' 施行者1"8 1. 1 %で有主主差はなかった目 G3症例では

施行群. ~I'施行群の 5 年生存率はおのおの63. 3. 52. 8 %. i栄達度では

pT2以|二の痕例で53.9. 32.2%であり，ともに有意義はなかった.

{考察]腎孟尿管婚に対し術後補助療法として化学燦法は|分に予後

改善に得与するとは予言えなかった.

当院における腎孟尿管移行上皮癌の検討:佐藤仁彦，谷口久哲，福

井勝也，地崎竜介，巽ー啓，日浦義仁，河源，六車光英，木下秀

文，松田公志(関西医大目的]腎尿管全摘を施行した腎孟尿管

移行上皮癌の検討[対象，方法11991年12月から 2004年 3月までの

MI症例を除外した1001911.腹腔鏡下手術はM例で開放手術は66例.

[結果]全体の 3年生存率は61.8% 腹腔鏡下手術は62.8%. 開放手

術は60.6%で差を認めなかった. Grade. pT別では G3. pT stageが

高いほど悪<. pN別では pNOで66.4%. pNIで83.3%. pN2で

16.7%. pN3で0%であった. [考察]腹腔鏡下手術と開放手術の予

後に差はなく grade. pTが予後因子と思われた. pNlの予後は比較

的よく，リンパ節郭消と術後補助化学療法の意義が示唆される.

腎孟尿管腫蕩に対する腎尿管全摘除術の治療成績:熊野晶文，古川

l慎也，山中和樹，山間裕二，原勲，守殿貞夫(神戸大) [目的]腎

孟尿管腫携に対し神戸大学および関連施設において施行された腎尿管

全摘除術の治療成績につき検討した. [対象と方法11994年8月から

1997年8月までに腎孟尿管腫蕩に対し，腎尿管全摘除術を施行した

131例を対象とした.性別は男性9抑止女性37例，平均年齢は67.6歳，

平均観察期間は38.5カ月であった. [結果]全体での 3年生存率は

76.7%. 5年生存率は67目6%であった.疾患特異的生存率に関する単

変量解析の結果 pT(P=O. 0025). pV (P<O. 0001). pL (P< 

0.0001). pN (P = o. 0023)が予後に影響を与える因子であった.こ

れら 4つの因子に年齢，性別およびgradeを加えた多変量解析の結果

pV (P=0.0056)とpL(P=0.0439)が独立した予後因子であった.

進行性尿路上皮癌に対するパクリタキセル，カルポプラチン

(PCa)療法の効果:曽我倫久人，岩本陽一，荒瀬栄樹，大西毅尚，

有罵公イ申，杉村芳樹(三重大悶的]進行性尿路上皮癌に対し

PCa療法を行い効果と安全性を評価. [対象]と方法進行性尿路上皮

癌(計13例). M-VAC施行困難例(初期治療 5例). M-VAC無効例

(second line 8例).パクリタキセル 175mg/m2 • カルポプラチン

A U C 513 weeks投与.結果初期治療例(奏功率60%)CR 1例. PR 2 

例. PD 2例，施行後最長生存期間 22M. second line例(奏功率

37%) CR 0例. PR 3例. NC 11911. PD 4例，同生存期間 20M.

Grade 3以上の好中球減少6例，血小板投与 2例. [結語1Pca療法

は安全に施行可能.初期治療症例は良好. M-VAC不応例は効果低

< .適応症例の厳密な検討が必要

初発および再発勝目光腫蕩に対する HelicalCTを用いた 3次元画像

の有用性についての検討:小堀豪，山田仁，東義人(医仁会武

田総合)，平井慎二(宇治武田目的]勝脱鏡検査は，比較的侵襲

の高い検査である.われわれは helicalCTを用いて勝脱の 3次元薗像

(3D-CT)を再構築することにより，勝脱鏡の替わりとなりうるか検

討する. [対象12001年5月より 2003年12月までの期間，勝目先腫傷患

者初発10例，再発10例に対し施行した. [結果]初発症例においては

全例腫蕩が検出可能であったが，再発症例においては10例中 3例が偽

陰性で1あった. [考察13D-CTは初発症例においては有用であった.

再発症例で偽陰性だった疲例はいずれも臆蕩の大きさが5mm以下で

あり. 5mm以上の腫傷は全例検出可能であった.表在性勝脱腫蕩の

経過観察において 3D心Tは有用である可能性が示唆された.

表在性勝脱癌に対する BCG勝目世内注入療法の臨床的検討:大田?哲

史，松村健太郎，伊藤哲二(ベルランド総合)，前川たかし(前J/I)，

松野嘉紀(松野)，夫恩津(阪和記念)，呉偉俊，仲谷達也(大阪

市立大目的]当院における表在性勝脱癌に対する BCG勝脱内

注入療法の臨床的検討を行った. [方法11999年から 2002年までに

BCG勝脱内注入療法を行った32例について検討した.男性20例，女

性12例.平均年齢72.0歳で，このうち再発予防群は21例で治療群は11

例であった. [成績]再発予防群では 7例に再発を認め，治療群では

8例に CRが得られた. 5年非再発率はおのおの60. 71 %で，再発は

すべて 2年以内であった.また，副作用としてライター症候群を l例

に結核性精巣ヒ体炎を l例に認めた. [結論1BCG腸脱内注入療法は

有効な治療であるが，副作用にも十分注意して使用する必要がある.

表在性勝脱腫蕩に対する THP・ADM，BCG勝目世内注入療法の再発

予防効果:松原広幸，本多靖日月，山田芳彰，瀧 知弘，青木重之，中

村小源太，小久保公人，飛梅基(愛知医科大目的]表在性勝

脱痛に対する TUR-Bl後の THP-ADM. BCGの勝脱内注入による再



発予防効果を検討した. [対象と方法1TUR-Btにより治癒切除と判

断された症例 (TCCG1，2/pTa， pTI) 73例を対象とし， A群は投与

なし， B群は THP-ADM+生理食塩水 1，000 mlを手術翌日から 3日

間連続勝脱内持続潅流法で投与， C群は B群終了後 BCG80 mgを週

l回6遇連続投与， 3カ月ごとの勝脱鏡検査で最低2年間経過観察を

行った. Kaplan-Meier法で非再発率を算出した. [結果1B+C群の

1， 2， 3年非再発率は79.7，66.4， 66.4%， A群の非再発率は69.9，

51. 2， 51. 2%であり， p=0.1085でB+C群-A群聞で有意差はなく，

またC群-A群聞にも有意差はなかった [結語1THP-ADMの勝脱

内注入は非投与群に比べて有意差がなく，再発予防効果は少ないと考

えられた.

表在性腸脱癌に対するゲムシタピン膝枕内注入療法の経験:射場昭

典，棺本康夫，倉本朋未，森喬史，萩野悪三，鈴木淳史，上門康

成，新家俊明(和歌山県立医大対象と方法1 BCG腸枕内注入

療法が 2-4団施行された後に再発をきたした表在性腸脱移行上皮癌

の4例 (CIS: 2例， G2pTl: 1例， G2pTa: 1 例)に対してゲムシタ

ピン勝目光内注入療法を行った.ゲムシタピン 1，500mgを生食 100cc 

に溶解し，経尿道的に勝脱腔内に逓 2回，計12回注入した. [結果]

l例は骨髄抑制のため 7回の注入で中止となったものの，他の 3jJIJに

は重篤な副作用はみられなかった.観察期間 2-12カ月の現在，いず

れの症例にも再発はみられていない. [考察]ゲムシタピン勝脱内注

入療法は， BCG勝枕内注入療法が無効な症例に対し，有効な治療法

となりえると考えられた.

浸潤性勝脱癌に対する動注化学療法の経験:竹内一郎，井戸本陽

子，安田考志，金沢元洪，納谷佳男，川瀬義夫，内田 隆(松下記

念)，中島和広(開放射線) [目的]浸潤性勝脱癌に対し，腸脱温存

を目的として動注化学療法を施行し，その有用性につき検討した.

[対象および方法11998年4月から2004年10月までに経験した浸潤性

勝脱癌10例を対象とした.平均年齢は70歳 (53-86歳)，男 8例，女

2例であった CDDP (70 mg/body)および MTX(40 mg/body)を

片側の内腸骨動脈から 4週ごとに l回単回投与した. MRI，勝目光鏡，

生検にて治療効果を判定した. MRIが施行困難な場合は CTで代用

した 結果:施行回数は平均4回 (2-7回)，無再発期間は平均33

カ月 (6-76月)であった.治療成績は CR50%， PR 30%，奏功率

80%と良好で， 7例 (70%) において勝枕温存が可能であった. [結

論]症例数が少なく，観察期間も短いため他の治療方法との比較は困

難であるが，本療法は，治療成績および侵襲度から浸I間性勝脱癌に対

する有用な治療法である可能性が示唆された.

愛知県がんセンターにおける勝脱癌全摘症例の臨床的検討:加藤康

人，脇田利明，長谷川嘉弘，林宣男(愛知県がんセ)，杉村芳樹

(三重大 1994年4月から2004年 7月までの問，当院にて勝脱癌の

診断で勝脱全摘術を施行した96例を対象とし，臨床的検討を行った.

男性的例，女性13例，手術時平均年齢は64.9歳 (29-82歳)，平均観

察期間は39.1カ月であった.疾患特異生存率は 3年81.7%， 5年

71. 2%， 7年71.2%であり，組織深達度別 5年生存率は pTl以下

97.3%， pT266.4%， pT347.6%， pT425.4%であった.単変量解析

では，摘出標本における組J織深遠度，リンパ節転移，リンパ管浸潤，

静脈浸潤，術前水腎症，術前 CCrが予後に関与する因子であり，多

変量解析では，静脈浸潤および術前水腎症が独立した予後因子であっ

た.

pN (十)浸潤性勝脱癌に対する腸脱全摘，骨盤内リンパ節郭清術

の意義についての検討:山田裕二，熊野晶文，古川順也，山中和樹，

原勲，守殿貞夫(神戸大 1985年から2003年までに浸i間性勝脱癌

として術前化学療法なしで勝脱全摘，骨盤内リンパ節郭i青術が施行さ

れ，組織学的にリンパ節転移が確認された28例の治療成績を検討し

た.年齢は45-78歳，男23例，女 5例.全例尿路上皮癌で，深遠度は

pT210例， pT39例， pT49例，異担度は G24例， G324例であった.

摘除リンパ節数は 5-37個(中央値14個)でpN18例 pN2201列，転

移リンパ節数は 2個8例， 3個 3jJIJ， 4個以上 9例であった pNl， 

N2の5年生存率はおのおの51.9， 8.6%であった. pN (+)浸i間性

勝脱癌における勝脱会摘，リンパ節郭清術の治療的意義は限定的で，

有効な補助療法が必要である.

腎移植における ET-Kyoto液の有用性の検討:佐身木ひと美，日
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下守，桑原勝孝，宮川真三郎，樋口 徹，石川清仁，白木良一，星

長清経(藤田保衛大)，和田洋巳(京都大胸部外科)，長奇111誠紀(兵

庫医大胸部外科 ET-Kyoto液(以下 ET-K)はトレハロースを含

む細胞外液型潅流保存液である.当施設で施行された生体腎移植のう

ち， ET-Kを使用した 5例 (A群)とに EuroCollins 液(以下 EC)を

使用した 5例 (B群)を移植後早期腎機能， 1 hr biopsyの所見，有害

事象の有無につき比較し ET-Kの有用性を検討した A群の平均

WIT， TITは 5.6:t2. 4， 87:t 18. 9分に対し B群では 5:to. 9， 79.6 

:t 16. 3分で有意差はなかった.また移植後2日目の血清 Cr低下率は

A群で移植前の61:t19.9%，B群で73.8:t9. 0%で有意差はなかった.

1 hr biopsyでは両群ともに有意な急性尿細管壊死の所見はなく有害事

象も認められなかった. ET-Kが ECと同様に移植腎潅流保存液とし

て有用であることが示唆された.

再発性 IgA腎症による移植腎喪失の危険因子:難波行臣，今村亮

一，市丸直嗣，高原史郎，奥山明彦(大阪大)，京昌弘(桜橋循環器

クリニック)，小角幸人(公立学校共済組合近畿中央)，児島康行(蒼

寵会井上目的]移植後に再発性 IgA腎症(IgAN)は高率に発生

するが，予後は良好と考えられてきた.近年，再発性 IgANにより移

植腎機能喪失となる症例も報告されている.再発性 IgANによる移植

腎喪失の危険因子を検討したので報告する. [方法1IgANによる腎

機能喪失となった34例のうち移植後腎生検を施行した30例を対象とし

た診断は免疫蛍光染色にて行った [成績130例のうち， IgANの

再発を24例に認め，このうち 4例が移植腎機能喪失となった.移植腎

機能喪失に関与する因子は，腎機能の低下，収縮期血圧，アンギオテ

ンシン転換酵素阻害剤の非使用であった. [結論]再発性 IgANによ

る移植腎喪失の危険因子は，自己腎に認められものと相違はなかっ

た.

ABO血液型不適合夫婦問生体腎移植症例の検討:内田潤次，長沼

俊秀，町田裕一， 山崎健史， 吉村力勇，杉村一誠，仲谷達也(大阪

市立大)，浅井利大，金 車，杉本俊門(大阪市立総合医療セ目

的と対象]大阪市立大学i泌尿器科，大阪市立総合医療センターにて施

行されたABO血液型不適合夫婦問生体腎移植 5症例を対象とし，そ

の成績を検討した. [結果1B型→A型 l例， A型→O型 l例， A型

→B型 1jJIJ. AB型→A型2例であった. HLA不適合抗原数は平均

5.0抗原であった 全例術前 DFPP，PEを施行し，術当日牌摘を行っ

た.免疫抑制剤は Tac+MP十MMF+BAS2例， CsA+MP+MMF 

+BAS 2例， Tac+MP+AZP+ALG 1例であった.急性拒絶反応の

頻度は40%であり，全例サイトメガロ抗原血症陽性となった.現在全

例生着中である. [考察1ABO血液型不適合夫婦間生体腎移植も良

好な成績を得ることができた.

嚢胞性腎疾患に対する移植症例に関する検討:浅井利大，金 卓，

井口太郎，石井啓一，上川禎則，杉本俊門(大阪市立総合医療セ)，

長沼俊秀，内田潤次，熊田憲彦，仲谷達也(大阪市立大) 腎移植を

施行すると，尿毒症の改善に伴って後天性嚢胞性腎疾患の腎嚢胞が縮

小することはよく知られており，われわれの施設でも数例経験してい

る その一方で，多発性嚢胞腎 (ADPKD)の饗胞が縮小するという

報告はない 今回， 1年間の維持透析期聞を経た後に生体腎移植を施

行し， 4年後に腎嚢胞の著明な縮小を認めた ADPKD症例を経験し

た 多発した嚢胞により移植床のスペース確保が困難と恩われる

ADPKD患者への腎移植では， I)腎動脈塞栓術を施行. 2)移植の

際に同側腎を摘出. 3)両側腎を摘出しておいて，移植を二期的に施

行.などの選択肢が考えられるが，今回のような症例も念頭におき，

治療法を選択する必要があると考えられたので，報告する.

献腎移植後に発症した悪性腫蕩8例の検討:樋口 徹，佐々木ひと

美，日下守，森川高光，石瀬仁司，市野学，桑原勝孝，石川清

仁，白木良一，~長清隆(藤田保衛大目的1 1990年10月より

2004年 7月までに施行した献腎移横のうち， 6カ月間以上経過を観察

した91例を対象に移植後の悪性腫傷を検討した. [方法]全例，

calcineurin inhibitorを基本とした免疫抑制療法を用いた. [結果]悪

性腫蕩の内訳は，皮膚癌(乳房外 Paget病)1例，悪性中皮脆(胸膜)

l例，大腸癌 1jJIJ.勝脱癌 2例，腎癌 l例，肝癌 l例，手L癌 1jJIJで

あった.権恵、者の平均年齢は， 52.3歳であり，診断時期は，移植後平

均52.1カ月(9カ月から 113カ月)で，皮膚癌と，悪性中皮腫の 2例

が癌死した [まとめ]強い免疫抑制療法下にある献腎移植患者では，
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悪性腫蕩の発症頻度が高く，定期的癌検診が重要と考えられた.

マウス心移植モデルにおける IL-IOの臓器生着期間延長効果:長

谷太郎，伊藤聡，吉本充，杉浦清史，和田誠次(大野記念)，松

山昌秀，吉村力勇，仲谷達也(大阪市立大 IL-I0は主にマクロ

ファージや Th2細胞から分泌される抑制性のサイトカインである.

これは Thl細胞における lL-2や 1FN-yなどのサイトカイン合成を

阻害し，また抗原提示細胞における MHC-class2の発現を強く抑制

することで免疫反応を調節している.今回われわれは HumanIL-lO 

が遺伝子導入された胎児幹細胞とマウス異所性心移横モデルを用い

て，免疫寛容の誘導における 1L-I0の効果について検討した.その結

果 HunanIL-I0が遺伝子導入された胎児肝幹細胞を移植されたグ

ループ (56.9土21.7 days) はコントロール群 (20.6土4.0days)およ

び遺伝子導入されていない幹細胞を移植されたグループ (28.5土4.5

days)に比べて有意に移植心の生着期聞が延長していた.

検診発見前立腺癌における病理学的病期の予測因子の検討:北村浩

二，松原弘樹(済生会京都府)，鴨井和実(公立南丹)，沖原宏治，河

内明宏，三木恒治(京都府立医大) 済生会京都府病院で l人の術者

による前立腺全摘除術を受けた臨床的限局性癌69症例を対象に，術後

病理組織の被膜浸潤と断端陽性の有無を予測することができるかどう

か検討した.術前因子として，臨床病期・ PSA. Gleason score (GS) 

などとともに，生検組織の陽性コア数とコア全体の癌占拠率，陽性コ

アの最大癌占拠率を含めた.病理診断は l人の病理医で行った.生検

組織の GSが術後病理組織の被膜浸潤の独立予測因子であった.また

断端陽性の有無は， neoadjuvantの有無と GSが有意な予測因子で

あった.生検組織の陽性コア数や最大癌占拠率も有力な予測因子で

あったが有意差はなく，さらに症例を増やして検討する必要があると

思われた.

PSA 4ng/皿 l以下前立腺癌の臨床的検討:小野義春，千葉公嗣，田

中宏和(兵庫県立加古川)，安田大成(悶病理目的1PSA 4 

ng/ml以下前立腺癌の磁床病理学的検討. [対象と方法]対象は当科

にて根治術を施行した PSA4ng/ml以下の15例.PSA免疫染色を含

めた全摘病理所見の検討を行った. [結果115例の年齢， PSA中央値

はそれぞれ67歳， 3. 0 ng/ml. pT 213は13/2例， GSは6以下/7が

14ハ例 Cancervolume中央値は O.4 ml， O. 5 ml以上の significant

cancerは6j11J(40%)であった.また全例 PSA染色にて強陽性を示

した.観察期間中央値は20(5 -32)カ月，全例再発を認めない.

[結論140%が significantcancerであり， cut-off値を下げる必要があ

ると考えられた.

PSA 4. 0 ng/ml以下で診断された前立腺癌の臨床的検討:柴崎

昇，吉川武志，寒野徹，辻裕，瀧洋二，竹内秀雄(公立豊岡)

[目的]当院において PSA 4. 0 ng/ml 以下で診断された前立腺癌

について検討を加えた [方法11997年 l月から2004年7月までの期

間で PSA4. 0 ng/ml 以下の前立腺癌について 4.1-10.0 ng/mlの症

例と比較して，前立腺生検の結果と全摘を施行した症例の病理評価の

検討を行った. [結果1PSA 4. 0 ng/ml 以下では 107例中 19例

(J7.7%)に前立腺痛を認めた.PSA 4.. 0 ng/ml 以下の方が

ι1-10.0 ng/mlに比べ生検陽性本数は少なく，会摘の病理評価に関

しては surgicalmargin 陽性の割合が高かった

Tlc， T2癌における日米患者の臨床的特徴:沖原宏治，牛島 壮，

米国公彦，水省陽一，河内明宏，三木恒治(京都府立医大)，落合

厚，リチヤードパパイアン (MDアンダーソン痛セ) 根治的前立腺

会摘除術を施行した日米患者(Japan，n = 178， USA， n = 172)を対

象に， TRUSが正常所見を有する Tlc嫡 (G1)と，前立腺エコーに

て異常所見が検出された TRUSvisiblc Tlc癌 (G2)，制l知可能な T2

癌 (G3)のおのおのの臨床的，病E理学的特徴を比較検討した.日本人

の忠、者のほうが，米間人より有意に高齢であり，術前 PSA値が高

かった 米国人にて pT3の比率がG1より G2が有意に多く，日本人

では G2より G3で有意:に多かった.5-year progrcssion [rcc survival 

ratcは日米， 3群ともに有志、差を認めなかった.

宝塚市立病院における根治的前立腺嫡除術の臨床的検討:青木

大，上回康生，鈴木透，山本裕信，古倉浩次(宝塚市j'1.)，梶尾圭

介(市立川西目的]宝塚市立病院における根治的前立腺摘除術

症例について検討した. [対象]対象は2001年 l月から2004年6月ま

での聞に前立腺癌の診断のもと恥骨後式根治的前立腺摘除術を施行し

た40j1lJ.年齢は48-74歳(平均67.8歳)で，観察期間は 1-40カ月で

あった. [結果]診断直前の PSAは 4.6-284. 95 ng/ml (平均 18.4

ng/mI)で，術前内分泌療法を35例に施行した.手術時間は143-360

分(平均267分)，術中出血量は 720-5，305ml (平均 2，299mI).術

中合併症は特になかった術後，内分泌療法を開始したのは 9例で

あった.今回，針生検および全審j標本の病理組織を検討するとともに

術後合併症などについても調査する.

奈良県立医科大学における前立腺癌に対する手術治療成績:近藤秀

明，田中宣道，三宅牧人，松下千枝，田中雅博，田中基幹，藤本清

秀，石橋道男，吉図克法，平尾佳彦(奈良県立医大) [目的]前立

腺癌に対する手術治療成績について retrospectiveに検討 はす象]奈

良医大において過去10年間に手術を施行した 112j11J. [方法]全生存

率，疾患特異的生存率，生化学的再発率について検討. [結果]治療

前の stageは B82， C 29， DI 1 j1IJ.癌死 2，他国死 2，生化学的再

発20例. 5年金生存率は96%，疾患特異的生存率は97%，生化学的再

発率は75%であった，術前ホルモン治療の有無による差は認めなかっ

た. Stage別では生化学的再発率でC (49%)， B (79%)と有意な

差を認めた. [結語15年全生存率および疾患特異的生存率において

手術療法は良好な成績であった，

済生会中和病院における前立腺全摘除術症例の血清 PSA値の検

討:東拓也，吉井将人，渡辺秀次(済生会中和)，藤本健，太田

匡彦，平尾佳彦(奈良県立医大)，小西 登(同第二病理)，植村天受

(近畿大目的]前立腺全摘除術症例における手術前後での内分泌

療法の現状および PSA再発に関する危険因子について retrospective

に検討した. [対象と方法11993年6月から2004年6月の聞に前立腺

全摘除術を施行した60例を対象とした.なお， PSA再発を PSA値孟

0.1 ng/mlと定義した. [結果]術前内分泌療法を施行したのは27例

で，施行症例における生検時の PSA値は非施行症例に比し，有意に

高値であった.術前術後に内分泌療法を施行しなかった20例において

PSA再発を認めた症例はなく，術前のみに内分泌療法を施行した16例

中3例に PSA再発を認め，いずれも PSA値は 40ng/ml 以上であっ

た. [結語]診断時の PSA値が PSA再発の一因子である可能性が示

唆された.

前立腺全摘除術後 PSA再発に対する放射線治療の検討:石戸谷

哲，沖波武，田上英樹，前回純宏，奥村和弘，奥村秀弘(天理よろ

づ相談所)，山田和成，奥野芳茂，中島俊文(同放射線)，寺地敏郎

(東海大)，今村正明，東新(京都大目的]前立腺全摘術後の

PSA再発に対する放射線治療の有用性を検討する. [対象12000年 l

月から2004年6月に，前立腺全摘除術を 153j11Jに行った.このうち

PSA再発を確認した患者は27例で，勝脱尿道吻合部周囲に salvage

RTxを施行した12例を対象とした.病理学的病期は pT2aが2例，

pT2bが4例， pT3aが6例.放射線治療は， 60-66 Gy (平均 63.8 

Gy)の外照射を行った. [結果]放射線治療終了後，全例でホルモン

療法を行っておらず， 11例で PSA値は0.1未満ないし下降を続けてい

るが， 1 j1IJで PSA値はー且低下の後上昇している. [結語1Salvage 

RTxは有用であると思われた.

前立腺全摘後の PSA再発における放射線療法の成績:井上幸治，

坂元宏匡，西尾恭規(静岡県立総合) [目的]前立腺全摘後の PSA

再発に対する放射線療法の治療効果について検討した. [対象11999 

年より 2003年までに行った前立腺全摘症例のうち， PSA再発を来た

し放射線療法を施行した 16例.放射線治療前の PSAは 0.2-6.2

(1.45) ng/ml，術後病期 (pT)はお l例， 2b3例， 3a 10例， 3b 2例

前立腺床を中心に54ー70(59.6) Gyの外照射を行った.放射線治療

後の観察期間は 5-32 (向14.5)カ月. [結果1PSAによる治療効果

判定は， CR 5例， PR 6例， NC 2例， PD 3例. [結論]前立腺全摘

後の PSA再発に対する放射線療法は，有用であると考えられた.

根治的前立腺全摘除術における貯血式自己血輸血83例の検討:宇

野雅博，山田佳輝，高田俊彦，米国尚生，藤本佳則(大垣市民)

2002年9月より 2004年4月までに前立腺痛にて根治的前立腺全摘除術

を施行した83例に対して貯血式自己血輸血を行った.術前に 800ml

自己血貯l!rlした.平均出血量は 1，450土738mlで， 83例中 3例に同種



血輸血を行い，同稜血輸血回避率96.4%であった.初診時血清 PSA

値と術前推定前立腺容積は出血最に正の相関を示し，術前推定前立腺

容穫は出血最予測に有用であった.

前立腺癌死例の検討:藤田高史，木村 亨，平野篤志，初瀬勝朗，

辻克和，絹川常朗(社保中京) 前立腺癌の早期診断機会が増加し

でも進行性前立腺癌死例も依然として多い.年齢，治療方法，合併疾

患など複雑な因子が絡み合い，一般病院では進行性前立腺癌の臨床統

計を作成することは困難である.今回，患者へのインフォームド・コ

ンセント，進行性前立腺癌の治療方針決定などの資料を得る目的で，

最近 3年間に当科で前立腺癌死した16例を検討した.検討項目は初診

時の主訴，病期， PSA値，病理組織像，治療後は PSANadir，再燃

までの期間などとした.大半は下部尿路症状を有し， 16例中 15例が

stage D2であった.再燃までの期間は 5年以上生存例では 2年以上で

あったが， 3年未満の死亡例では平均10カ月であった.

進行前立腺癌の予後解析:加接 卓，中根慶太，水谷晃輔，横井繁

明，i膏家健作，菅原 崇，加藤成一，高田俊彦，久保田恵章，石田健

一郎，守山洋司，小島圭太郎，土屋朋大，出口 隆(岐阜大 1989

年3月から2002年 2月までに治療を開始した進行前立腺癌1097例 (C

257例， DI 75例， D2 765例)の治療成績を検討した.平均年齢は74

::1:8歳で，高分化131例，中分化544例，低分化371例，不明51例で

あった.全例とも治療経過中に何等かの内分泌療法を受けていた 平

均観察期間は41.4::1:26. 6カ月で， 617例が再燃し， 322例が癌死，他因

死が135例あった 病期，初診時 PSA値，分化度と非再燃期間，金生

存期間との聞に有意な相関を認めた. Nadir PSA値， nadir PSA値に

達するまでの期間，再燃後の PSA倍加時間も全生存期間との聞に有

意な相関を認めた.

初診時 PSA< 10 ng/mIの前立腺癌 StageD症例の検討:高田

剛IJ，佐藤元孝，長谷部圭司，辻本裕一，本多正人，藤岡秀樹(大阪警

察) [目的]初診時 PSA< 10 ng/mlの前立腺癌 stageD症例につい

て検討した. [対象]対象は初診時 PSA< 10 ng/mlの stageD前立腺

癌51711.年齢 62-82歳，初診時血清 PSA1. 4-5. 8 ng/ml. Stage DI 

i例， StageD24例 病理組織学的分化度は低分化型 4例，中分化型

l例 (Gleason'ssum 9 = 2例， 8= 2例， 7= I 例).初期治療として

全例 TAB療法を開始し， 4例でおsfestrol+化学療法を併用した. [結

果・考察]観察期間 3-28カ月(平均13カ月)， 5例中 4f7JJが治療開

始後 8-28カ月(平均15カ月)で癌死した.病勢が進行した時点でも

PSAの著明な上昇は認めなかった

Stage C前立腺癌に対するネオアジ、ュバントホルモン療法併用根治

的放射線療法の経験:岡本圭生，坂野祐司，上仁数義，金 哲将，若

林賢彦，吉貴達寛，岡田裕作(滋賀医大)， i3s 啓全，イ中口孝浩，村

田喜代史(同放射線目的]臨床病期 stageC と診断された前立

腺癌に対し neoadjuvanthormone therapy (NHT)療法施行後，根治的

放射線療法を行った.今回向治療法の副作用，初期成績について検討

した. [対象と方法]照射野および照射線量について， 1998年から

2002年までは 8門照射， 2003年からは IMRTにて 70-74Gyを前立

腺，精嚢腺に限局して行っている.放射線治療後少なくとも l年間以

上経過した20例について検討した. NHT療法については 3-6カ月

間とし，照射開始前まで行った. [結果1PSA failureを来たした症例

は20例中 6例 (30%)であった. 1例にのみ，照射中に強い跨脱刺

激症状を認めた.これ以外では直腸出血，尿道狭窄など重篤な合併症

は認めなかった.

前立腺癌に対する低用量 Flutamideによる MAB療法の検討:青

木雅信，佐藤崇，平野恭弘(藤枝市立総合)，佐藤滋買IJ，中野優

(榛原総合)，古瀬洋，鈴木和雄，大国誠一郎(浜松医大目的]

低用量 fiutamideを用いた MAB療法の安全性と臨床効果につき検討

した. [方法11995年 8月から MAB療法を施行した前立腺癌患者80

例のうち fiutamide375mg投与群52例 (A) と 250mg投与群28例

(B) について治療効果と肝障害の発現率などを比較した. [結果13 

カ月後の PSA値による奏効率は両群いずれも 100%であり， I年後の

非再燃率はA群70.5%，B群100%であった.肝障害の発現率はA群

38.5%， B群32.1%と常用量群で高い傾向にあった [結語]低用量

fiutamidcによる MAB療法は安全に施行でき，常用量と比較して治

療効果もほぼ同等であると考えられた.
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前立腺癌に対する PSA低値で再開する間欠的内分泌療法:第 5

報:金子嘉志，新短隆一郎，岡田能幸，北原光輝，寺田直樹，大森孝

平，酋村一男(大阪赤十字目的]間欠療法の休薬期間に影響を

与える因子を検討した. [方法]期間は1998年II月から2004年 7月.

間欠療法症例76例のうち少なくとも i回の休薬期間を終えた45例を対

象にした. [成績]休薬期間の長さは先行する投薬期間の長さに相関

した.治療期間中の休薬期間の割合は治療前 PSA低値，高分化，低

病期の症例ほと苧長かったが患者の年令とは相関しなかった.また治療

期間中の休薬期間の割合は内分泌不応性となるまでの期間とは相関し

なかった [結論]治療前回A低値，高分化，低病期の症例では相対

的に長い休薬期間を期待できる.

前立腺癌に対する間歌的抗アンドロゲン療法の治療経験:福井辰

成，徳川茂樹，黒田昌男(日本生命済生会付属日生 2002年l月か

ら2004年 7月まで病理組J織学的に前立腺癌と診断され内分泌療法を選

択した42例を対象として問歌的抗アンドロゲン療法を行い PSAの変

化，治療の有無の期間について検討した.観察期間の中央値は474日，

治療前の PSAの中央値は 8.97ng/mlで治療期間が短い l例を除く全

例が治療によって正常化した 第 l回無治療期，第 2回治療期， 2回

無治療期へ移行した患者はおのおのお， 12， 5例で第 l回治療・無治

療期間，第 2回治療期間の中央値はおのおの168，189， 168日であっ

た.現時点で第 3回治療期へ移行した症例やホルモン抵抗性となった

症例は認めなかった.

ホルモン抵抗性前立腺癌に対する Pacli阻xel，estramustine 併用

療法の臨床的検討:西尾礼文，明石拓也，永川 修，布施秀樹(富山

医薬大目的}ホルモン抵抗性前立腺癌に対する paclitaxel，

estramustine併用療法の有用性を検討. [対象，方法]ホルモン抵抗

性前立腺癌11例(年齢58-79歳)に estramustine560 mgをday1-3， 

8-10， 15ー17に経口投与， paclitaxel 70 mg/m2をday3， 10， 17に点

滴静注， 4週間 lクールとし評価. [結果]治療回数は 2-9クール，

4例 (36.4%)で PSAが50%以上減少，うち l例は CR. 8例中 4

例 (50%)で癌性廃痛が改善.奏功期間は 0-13カ月， I年生存率は

62.3%. 副作用は grade3以上の好中球減少を 18%に認めた以外，特

に重篤な副作用は認めず. [結論]本治療はホルモン抵抗性前立腺癌

患者に対しQOLを下げることなく抗腫蕩効果を期待できる有用な治

療と考えられた

ホルモン抵抗性前立腺癌症例に対するタキサン化合物の効果:阿部

豊文，林哲也，中山治郎，岸川英史，関井謙一郎，吉岡俊昭，板谷

宏彬(住友) 今回われわれは，ホルモン抵抗性前立腺癌に対するタ

キサン化合物の効果について検討した.パクリタキセルを 4例

(62-77歳)に投与した.90-150 mg/body週 l回静注を 6週行い， 2 

週休薬，これを lクールとし，繰り返した. 50%以上の PSA低下を

3例 (75%) に認め，それらの奏効期間は平均12カ月であった.また

ドセタキセルを 6例 (62-77歳)に投与した(うち 4例はパクリタキ

セル無効・不応化のための変更例). 40-80 mg/bodyで，投与法はパ

クリタキセルと同様 50%以上の PSA低下を 3例 (50%) に認め，

それらの奏効期間は平均8カ月であった.重篤な副作用は認めず，タ

キサン化合物はホルモン抵抗性前立腺癌に対する有望な治療法と考え

られた.また，パクリタキセルとドセタキセルには部分的非交差耐性

が存在し，どちらかの薬剤lに耐性となっても，他方の薬剤には治療効

果が期待できるものと考えられた.

男子低コナドトロビン性性腺機能低下症患者における治療前精巣容

量の意義:宮川 康，藤田和幸IJ，小森和彦，松岡庸洋，高尾徹也，高

田晋吾，辻村晃，松宮清美，奥山明彦(大阪大)，古賀実，竹山

政美(健保連大阪中央)，藤岡秀樹(大阪警察)，小出卓生(大阪厚生

年金) 大阪大および関連施設にて経験した男子低ゴナドトロピン性

性腺機能低下症36例を対象として pubichair stage (PH)， genital stage 

(G)，精巣容量 (TV)，ホルモン値，精液所見などを，治療前 TVが

4ml未満の S群 (n=23)と4ml以上のL群 (n=13)の2群に分けて

治療前後で比較検討した. S群はL群に比し停留精巣やカルマン症候

群の合併頻度が有意に高く， PH， Gおよび血清ホルモン値 (LHお

よびテストステロン)は有意に低く，また治療後の精子出現率も有意

に低かった.さらに治療前 TVは治療後の精子濃度とも有意に相関

し，男子低ゴナドトロビン性性腺機能低下症の重症度や予後を反映し

た.
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Marker chromosomeを認めた性染色体異常 7症例の臨床的検討:

寺田央巴，大園誠一郎(浜松医大対象1Marker chromosomeを

認めた性染色体異常7症例を対象とした. [結果]主訴は全例男性不妊

症初診侍の平均年齢は32.6歳.理学的所見において精巣容量は平均

で 8.6ml，身長，体重の平均は 172.6cm， 61. 5 kgであった 精液所

見は azoospermia5例で oligozoospermiaが2例であった.染色体検査

の結果は 45，X+mar， 45， X/46， X+mar， 46， X+marが2例， 46， 

XX + mar， 46， X， dic (Y) (pter→ qll : pll→ pter)) ， 46， X， inv 

(Yp+q-)であった.内分泌検査では azoospermlaは高 Gonado-

tropm，低 Testosterone，を示し oligozoospermiaは正常であった.生

殖補助技術として oligozoospermia2例は AIH，TESE十 ICSI，

azoospermia 2例は射出精子を用いた ICSIに成功し挙児を得た.

Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) 

gene異常による両側精管欠損の 1例:矢内良昌，粟田成毅(大同)，

佐4木昌一，神谷浩行，梅本幸裕，窪田裕樹窪田泰江，金子朋功，

西原恵司，郡健二郎(名古屋市立大) 嚢胞性線維症原因遺伝子であ

る CFTR遺伝子の変異によると恩われる両側精管欠損とこれによる

不妊疲の l例を経験したので報告する.症例は36歳，男性，近医産婦

人科より無精子症にて紹介受診.右側の鼠径ヘルニアの既往歴があ

る.触診上両側精巣に異常はなかったが精管を触知しなかった.ホル

モン値異常は認めなかった. MRIで前立腺，精嚢に異常を認めな

かったが，精管は同定できなかった.精管造影，精巣生検を試みたと

ころ精管は同定できず，精巣は正常な精子形成を認めた. CFTR遺

伝子を検索したところ変異を認めた.以上より CFTR遺伝子変異に

よる両側精管欠損と診断した. TESE & ICSI施行するも現在まで挙

児を得ていない.

ニカラベン投与によるエチレングリコール投与ラット腎における結

品形成抑制効果の検討:熔中祐二(市立堺)，辻秀憲，梅川徹，

植村天受(近畿大)，井口正典(市立貝塚目的]腎結石が形成さ

れる過程で炎症や酸化ストレスが，腎尿細管内で発生している.ハイ

ドロキシラジカルを特異的に捕捉するニカラベンを用いて，エチレン

グリコール投与ラット腎での結晶形成抑制について検討し，さらに

ARBとの比較も行った. [方法1SDラットにA:水道水， B:エチ

レングリコール (EG)，C: EG+ニカラベン， D: EG+ARBを4週

間投与した.血液生化学，腎カルシウム含有量， OPN量， MDAを

測定した. [成績1ARBには OPN量を抑制する効果を認めたが，ー

カラベンにはなかった. MDAはC，D群では B群に比べ有意に低

かった. [結論1EG負荷によるメカニズムは Angllを介する経路に

より OPNが増加することが重要であることが明らかになった.

事事酸イ寸ンは NADPHOxidaseを活性化しオステオポンチンと

MCP.lの発現を元進する:梅川徹，畑中祐二，辻秀憲，植村天

受(近畿大目的]穆酸イオン (Ox)が，どのような信号伝達を

経て OPNと MCP-lの産生充進にいたるのかは，明らかでない.

NADPH Oxidaseが，結石形成に関与するケモカインにどう関与する

かを検討した. [方法1NRK52E細胞に ImMの Oxを6時間暴露さ

せ， (1)細胞内 02ーの産生量，(2) p47phoxの mRNA，(3) 

p47phoxの免疫染色， (4) OPNとMCP-lの産生を検討した.

Dephenylen口odiumchloride (DPI)をその対象とした. [結果・考察]

Oxは NADPHOxidaseを允進させ，細胞内の活性駿素量を増加させ

た. OPNと MCP-Iの産生の尤進は， DPIにより抑制された. Ox 

暴露による OPNや MCP-Iの克j1ilは， NADPH Oxidaseによる活性

酸素が重要な働きをすることが明らかにされた.

腎尿細管上皮細胞での Protease・ActivatedReceptors (PAR)の検

討:井上幹，森山学，宮湾克人，田中達朗，鈴木孝治(金沢医

大目的}われわれは腎プロトロンピンフラグメント 1(RPTF-

1)が腎で発現すること，結晶凝集阻止能を有することを報告してき

た.今回，受容体の観点から尿細管上皮細胞でのトロンピン受容体で

ある PAR発現と活性を検討した. [プ1法1RT-PCR法を用い HK2細

胞での mRNAの発現および Fura2/AM色素を用いた細胞内カルシ

ウムの変化を測定することにより PARの活性を検討した. [結果]

HK2細胞での PARの mRNAの発現が確認された. トロンピンによ

りPARが活性化されたことが確認された

当続における尿路結石症に対する ESWLの治療成績:玉木正義，

野村由理，久保田恵章，前田真一(トヨタ記念)，出口 隆(岐阜

大目的]当院の ESWLの治療成績を検討した. [対象12002年

10月以前の Lithostarによる 1974例と，以降の LithostarMultilineに

よる 157例について報告する. [結果]部位:Lithostar腎815例，尿管

1， 159 ~J ， Multiline腎49例，尿管 108例.完全排石率:Lithostar 

75.4% (腎53.0%，尿管89.8%). Multiline 72.4% (腎53.8%，尿管

80%).有効率:Lithostar 88. 7 % (腎79.5%，尿管94.7%). Multi-

line 80.6% (腎76.9%，尿管82.1%).重篤な合併症:血腫が Litho-

starに5例のみ.併用療法:Lithostar術中カテーテル留置43例，ス

テント留笹川例， PNL 1例， TUL 3例， Multiline術中カテーテル留

置 l例，ステント留置 3例， PNL 2例， TUL 2~J. 

ESWL治療効果予測因子としての尿路結石 CT値の評価:雄省剛

士，藤本健，相井浩希，影林頼明，岡島英五郎(高の原中央)

旧的1CT値が ESWLの適応を判断する指標となりうるか検討し

た. [対象12003年4月から 2004年 3月の期間に CT値の測定後

ESWLを施行した尿路結石患者26人(平均年齢52.2歳，男性22人，女

性 4人)を対象とし， ESWL単独治療群と治療変更を要した治療変

更群とを比較検討した. [結果]結石長径は単独治療群で 12.7 

(6-45) mm，治療変更群で 16.8(8-35) mmであり有意差を認めな

かった. CT値は単独治療群で734(194-1172)，治療変更群で1，012

(629-1325) と有意差を認めた. [結語1CT値が結石治療選択の一

助となりうると考えられた.

多数回 ESWL単独療法にて治療しえた上部尿路結石の検討:藤本

健，雄谷剛士，影林頼明，柏井i告希，岡島英五郎(高の原中央)

[目的1ESWL単独療法の限界と可能性に影響を与える因子につき検

討を行った. [対象，方法12001年 l月から2003年12月までに初回治

療として， 5回以上の ESWLを要した27例を対象とした.最終的に

ESWL単独治療で治療可能であった群13例(I群)および治療中 D-

Jカテーテル留置やTULなどの追加処置を必要とした群14例 (11群)

に分け，臨床背景の比較検討を行った. [結果1I群は E群に比し，

女性の割合が少なく (7.7 vs 42.9%)，リン酸 Caが主成分である結

石が少なかった 00.0vs 54. 6%にしかし，恵、側，結石の大きさや部

位，水腎症の程度，初回の砕石効果などについては差を認めなかっ

Tこ

部分珊瑚状結石に対する ESWL単独治療成績:麓原淳，鴨井和

実，米国公彦(公立南丹)，河内明宏，三木恒治(京都府立医大)

[目的]部分珊瑚状結石に対する ESWL単独治療の有用性について検

討した [対象12001年 7月から現在までに経験した最大径 15mm以

上の部分珊瑚状結石22症例. [結果1ESWL回数は 1-28回，平均

6.2回行い，全例で結石の完全消失が確認された. Stone street形成は

5例で見られ， stone streetに対する追加 ESWLを行った.結石容量

の大きかった 2例では ESWL前に尿管ステントを留置したが，この

うち l例で難治性の stonestreetのため TULを施行した. [結論]部

分珊瑚状結石への ESWL単独治療は積極的に行ってよいが，容量の

大きい結石に対しては ESWL前の尿管ステント留置を行うべきと考

えられた.

日帰り ESWL治療を行った珊瑚状結石の治療成績:安井孝周，秋

田英俊，郡健二郎(名古屋市立大)，梅本幸裕，岡村武彦(国家公務

員共済組合連合会名城目的]尿路結石症診療ガイドラインが作

成され，珊瑚状結石は PNLとESWLの併用療法が推奨されている

が，外来治療あるいは i泊入院による ESWL治療を行った鋳型結石

症例について治療成績を検討した. [対象と方法11999年3月から

2003年12月に名城病院で治療した珊瑚状結石患者のうち， ESWL治

療を希望した患者 18例を対象とした. ESWL治療は Stortz社製

Modulith SLXを使用した. [結果1ESWL施行回数は平均15.5悶，

治療期間は平均 8カ月，完全排石は12例であった.治療経過中，尿路

閉塞により 10例(うち腎孟腎炎5例)で入院の上，腎棲造設を行っ

た. [考察]珊瑚状結石に対するESWL単独治療では治療回数の多き，

治療期間の長さ，残石が問題となった

原因同定に至らず頻固の ESWLとTULにより両側尿管狭窄をき

たした再発性両個IJ性尿管結石症の 1例:中国 渡，野田泰照，平井利

明，松岡徹，藤本宜正，小出卓生(大阪厚生年金 69歳，女性.

f也院にて60歳より再発性尿路結石症(右 U39回，左 U311回，左 Ul



i闘，左 R21回)に対して， ESWL49回・左右に TUL3回ずつ施行

された.血液生化学・ 24時間尿化学検査で原因不明と診断されていた

が，結石分析にてリン酸 Caを主成分とする結石であった. 65歳時，

精査のため当科に紹介された.初診時に，両側下部尿管狭窄による両

側水腎症と両側腎尿管結石を認めた.動脈血液ガスにて異常を認めな

かったが， NH4CL負荷試験施行にて不完全型遠位尿細管性アシドー

シスと診断しえた.アルカリ剤内服治療開始し，結石再発頻度は減少

したが感染尿と MAP結石形成は防げず，両側腎療を造設せざるを得

なかった.

当院における腎外傷の治療成績:上川禎則，杉本俊門，石井瞥ー，

井口太郎，浅井利大，金車，坂本亘(大阪市立総合医療セ)，富

市功典，林下浩士，鍛冶有登(同救急救命目的]当院で入院治

療を必要とした腎外傷患者について臨床的検討を行った. [対象]過

去10年間において当院で入院治療を行った腎外傷の患者は54例であ

る.外傷の原因としては交通事故が26例，転落・転倒が15例，スポー

ツ外傷が5例，傷害が6例，自殺 2fjJJであった. [成績154例中， 11

fjJJが死亡した.このうち腎外傷が主要因で死亡した症例は l例であっ

た.43例が生存しているが，このうち腎機能を温存できたのは37例で

あった. [結論]重度の腎外傷では多臓器に損傷を伴うことが多く，

腎に対する治療成績と生存率とは必ずしも相関しなかった.

VESICA手術後5年目に勝脱内にナイロン糸の露出と結石形成を

認めた 1例:小泉久志，長坂康弘(黒部市民) 症例は70歳，女性

で， 1998年10月当院にて子宮摘出術に際し VESICA手術を併施され

た. 2003年5月頃より勝脱部痛，血尿が出現し近医受診. 2004年 2月

に当科を紹介され受診した. KUBにて左腎結石 5X2mm および勝

脱部に一致して 28XIOmm の石灰化が認められた.勝脱鏡では勝

脱内にナイロン糸が露出しており，それに沿って結石形成が認められ

た.

皮膚棲術後に Tubelessになるかどうかの判定に利尿レノグラムは

有用か?上仁数義，坂野祐司，成田充弘，金哲将，若林賢彦，吉

貴達寛，岡田裕作(滋賀医大目的]尿管皮膚痩術後に tubeless

になるかどうかは，痩孔造影や臨床所見で判断されており，それを判

定する明確な検査はないのが現状である. [方法]勝脱全措術および

両側尿管皮膚痩を施行した 5例(8尿管) (平均年齢68歳)に対し，

術後スプリントカテーテルを抜去した後に，利尿レノグラムを施行し

た.条件は welltemperedとし，関心領域の設定は腎孟尿管とした.

[成績1Washout patternは全例非閉塞型を呈し， tubelessとなった

(平均観察期間18カ月). I fjJJ I尿管のみ腎機能低下のため，カテーテ

ルを留置している. [結論]尿管皮膚痩術後に tubelessになるかどう

かの判定に，利尿レノグラムは簡便かつ有用であると考えられた

Kock式ポーチを用い尿路変更を施行した患者の予後評価:山田浩

史，塩田隆子，石田 亮，錦見俊徳，横井圭介，小林弘明(名古屋第

二赤十字) 尿禁制型尿路変更術である Kock式ポーチは1982年に報

告され，施行された術式だが，近年そのトラプルの多さが問題となっ

ている.われわれは当院にて1998年2月より 1992年5月の聞に勝目光腫

蕩の診断にて Kock式ポーチを用い尿路変更術を施行した患者のうち

存命中の 5症例(男性2例，女性3例)につき考察する 後期合併症

として全例に両側水腎確認.内 l例は，腎後性腎不全により両側尿管

皮膚壌に変更.ストマ周回膿蕩2例，ポーチ感染2例，メッシュ感染

l例 うち発熱を伴うもの 4例.腎結石形成 l例，メッシュ脱出 i

例.イレウス発症 l例を経験した.若干の文献的考察を加え報告す

る.

腹腔鏡下腎摘除術後に生じた横紋筋融解症の 1例:大原慎也，林

哲太郎，矢野明，田丁貴俊，藤井元広(松山赤十字) 症例は54

歳，男性.左腎腫蕩にて当科紹介. CT にて左腎下極に径 4cm大

の不整に造影される腫傷を認め，左腎腫蕩の診断で2004年 l月23日，

腹腔鏡下根治的左腎摘除術を施行した.病理診断は clearcell ca， 

pTa， G2， INFα であった.術後!日目より右腰背部の痛みとしびれ

があり，血液生化学的所見では GOT454 U/I， GPT 113 U/I， LDH 

733 U/I， Cre 3.5 mg/dl， CPK 16，454 U/I血中ミオグロビン 31，300

U/Iと上昇を認めた. CTにて右広背筋，大殿筋の腫大を認め横紋筋

融解症と診断した.十分な補液により術後2週には生化学所見も正常

化した.術後に横紋筋商虫解症という稀な合併症を経験したので若干の
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文献的考察を加えて報告する.

経尿道的切開術後に尿道外脱出を来たした尿管癌の 1例:山本雅司

(国立病院機構奈良)，原本願規，永吉純一(高i青会高井)，木村昇紀

(西奈良中央) 症例は35歳，女性. 2003年12月末に頻尿，残尿感を

主訴として近医を受診，卵巣嚢腫の疑いにて，当院産婦人科に紹介.

MRIにて勝目光内に嚢胞状腫癌が認められたため， 2004年 l月23日当

科受診. 勝脱鏡および DIPなどより右水腎症をともなう尿管痛と

診断し，同年 2月9日経尿道的尿管痛切開術施行右水腎症および排

尿状態は改善したが，術後 lカ月頃より排尿終末時の違和感(中から

ものが出てくる感じ)を自覚するようになった.尿管癒の脱出を疑っ

たが確認できず，経過をみていたところ， 4月16日に下腹部痛ととも

に尿道口より尿管癌が脱出・妖屯した 4月19日脱出尿管癒切除およ

び経尿道的尿管痛切除術を施行した.

経原道的勝目悲憩室焼灼術の検討:宇都宮紀明，公平直樹，市岡健太

郎，上回修史，吉村耕治，寺井章人(倉敷中央目的]勝脱憩室

における経尿道的勝脱憩室焼灼術の治療効果につき検討. [対象と方

法11994年 l月から2004年6月の間に勝枕憩室を認めた患者31名(男

性29名，女性 2名)に対し経尿道的勝脱憩案焼灼術を施行.年齢は

61-97歳(平均値75.3歳).尿流量測定，残尿測定， IPSS，超音波な

どにて評価を行った [結果}憩室の数は 1-3個.手術回数は 1-

2回.前立腺肥大を伴い，同時あるいは近日に TUR-Pなどの処置を

施した患者は男性29名中 17名だ、った. [考察}治療効果については検

討の上発表予定である.

夜間頻尿における血中 BNP測定の意義:大村政治，高羽秀典，三

宅弘治(土岐市立総合目的]夜間頻尿の機序については勝枕容

量の低下と夜間多尿，睡眠障害などが報告されている.今回特に夜間

多尿の原因として体内の過剰水分の関与を明らかにするため，脳性

Na利保ベプタイド (BNP)値を測定し，検討を加えた [方法]夜間

頻尿を主訴に当科に来院した患者48例を対象に行った なお脳血管障

害(12例)と心疾患(10伊U)，成人コントロール群 (20例)との比較

検討も行った. [結果1BNP値は夜間多尿群で平均 62.0pg/mlで

あったのに対し，脳血管障害 38.3pg/mlとコントロール群 10.2 

pg/mlに比し有意に高値を示した. [結論]血中 BNPの測定は，夜間

頻尿の一因である体内水分の過剰の有無をスクリーニングする上で有

用と考えられる.

夜間頻尿に対する牛車腎気丸の有用性:永井司(JA岐阜厚生連

掠斐総合)，横井繁明，萩原徳康(岐阜大日的]夜間頻尿に対す

る牛車腎気丸の有効性を検討した. [対象12回以上の夜間頻尿を有

する前立腺肥大症31例，前立腺癌 5例. [方法]既存薬併用の上，牛

車腎気丸 7.5g/日を分3で投与し，投与前および3カ月後の夜間排尿

回数と IPSSを比較した.有効性の判定は排尿障害臨床試験ガイドラ

インに準じた. [結果]夜間頻尿は平均3.9回から3.I回に減少し， I 

回以上の改善を認めたのは20例 (56%)であった. IPSSでの有効率

(やや有効以上)は， symptom scoreで31%， QOL scoreで50%で

あったー残尿量に差は認められなかった. [考察]牛車腎気丸は夜間

頻尿に対して有用であると考えられた.

SSRI投与における排尿の変化:清水信貴，花井禎，松本成史，

吉岡伸浩，杉山高秀，植村天受(近畿大) セロトニンは中枢神経系

に作用し過活動勝脱を抑制することが報告されており，頻尿や尿失禁

に対する治療薬として期待されている.抗うつ薬として開発された選

択的セロトニン再取り込み阻害薬 SelectiveSerotonin Reuptake 

Inhibitor (SSRI)は直接 5-HT神経系に作用するため，頻尿が改善さ

れることが予想される.そこで SSRIを処方した症例を対象とし，

SSRI投与直後と投与 2-4週後の FVCおよび自覚症状スコアの変

化について検討した.合併症によっては排尿障害を助長させるため抗

コリン作用のない SSRIを使用することが推奨されているが，排尿障

害を改善させる可能性が示唆された.

尿産生率の日内変動と加齢との関連:新保 斉，永田仁夫，原田雅

樹，大塚篤史，高山達也，鶴信雄，古瀬洋，麦谷混一.牛山知己，

鈴木和雄，大園誠一郎(浜松医大目的]加齢による尿産生の日

内変動を捉え臨床的検討を行った. [対象と方法]当科外来入院患者

を対象とした 排尿記録をもとに最高および最低尿産生率およびそれ
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らを示した時刻を求め，年齢による影響を検討した [結果]加齢と

ともにその最高尿産生率は減少し，最低尿産生率は軽度増加した.最

高尿産生率を示す時刻は昼過ぎから夜間，深夜に移動し，また最低尿

産生率を示す時刻は深夜から午前，昼過ぎへ移動する傾向が見られ

た. [結論]加齢とともに尿産生率の日内変動が逆転するまでの移動

経過が確認された.今後その機序の解明のために影響因子の検討が必

要である.

三重県における高齢者関連施設の排池管理実態調査:金原弘幸，有

馬公{申，杉村芳樹(三重大)，高植幸子(問看護学科基礎)，芝田ゆか

り(問看護学科地域)，林智世(同附属看護) 排池管理の向上を

目指して三重県内の高齢者関連施設の実態調査を行った.介護老人福

祉施設53施設，介護老人保健施設32施設，介護療養型医療施設26施

設，訪問看護ステーション42施設，計153施設の65歳以上の7758名

(平均年齢83.7歳)について，看護師にアンケート調査した.運動障

害を57.3%，痴呆を73.2%認めた. トイレ排i世48.1%，カテーテル留

置5.1%，間欠導尿は0.5%，オムツ常時使用60.1%であった.尿失禁

41. 1%，頻尿2.4%，排尿困難1.1%に認められたが，泌尿器科医受診

は排尿障害者の6.6%であった.

自己評価式心理テスト (SDS，GHQ)を用いた前立腺肥大症患者

の心理的状況の検討:宮崎政美，加納英人，長浜克志(国立精神・神

経セ国府台) 前立肥大症における排尿障害の程度とその心理的状況

との関連について， IPSSおよび自己評価式心理テストを用い検討し

た. [対象および方法J2004年4-7月に当院受診した精神疾患の既

往のない前立腺肥大症患者41jJIJ (平均年齢 70.9歳)について，

IPSSおよび自己評価式心理テスト(日本版 Self-ratingDepression 

Scale (SDS)と， 日本版 GeneralHealth Questionnaire (GHQ30)の2

種類)を実施した. [結果JSDS， GHQの平均値は健常者の平均値

と同程度であった また排出障害が強いほど抑うつ傾向が強くなり，

蓄尿障害が強いほど神経症的になる傾向が見られた.

下部尿路症状を有する女性における IPSSの検討:大塚篤史，新保

斉，永田仁夫，原因雅樹，鶴信雄，高山達也，古瀬洋，麦谷荘

一，牛山知己，鈴木和雄，大圏誠一郎(浜松医大目的]下部尿

路症状を有する女性における IPSSを retrospectiveに検討. [方法]

対象は下部尿路症状を有し尿路感染症・悪性腫蕩を除外した68例で，

IPSSを ICIQ-SF・IPSS-QOLscore ・尿流測定などと検討. [結果]

対象の平均年齢は59.6歳で，腹圧性・切迫性尿失禁を有する失禁群は

44例.平均 IPSS(排尿症状，蓄尿症状)は全例で11.9 (5.6， 6.3)， 

尿失禁群で10.8(4.7， 6. 1). IPSS-QOL score は全例で4.8，尿禁群

で4.9であり， IPSS，排尿・蓄尿症状と負の関係を示した. Qmax 

は， IPSS. IPSS (排尿症状)ともに負の関係を示した. [結語]下部

尿路症状を有する女性の IPSSはIPSS-QOLscoreや Qmaxを反映し

ている可能性がある.

前立腺全摘除術後の尿禁制における予測因子について:山本 豊，

橋本潔，江左篤宣 (NTT西日本大阪目的]前立腺全摘除術

後の尿失禁は，術後経時的に改善していくが長期間残存するものもあ

る 今回，こうした排尿機能の回復に術後尿道長や神経血管束

(NVB)混存が関与するかどうか検討した. [対象J2002年 l月から

2004年3月までに当院にて前立腺全摘除術を施行した30症例とした.

平均年齢は66.3歳であった. [結果]術後バルーン抜去時の尿道造影

での尿道の長さ， NVB 温存の有無は尿禁制率に影響を与えなかっ

た. [考察]術後尿道長および NVB温存は尿禁指Ij率に関与せず，長

期フォローにおいての尿禁市Ijの予測悶子にはなりえないと者'{;iRUされ

る

ラット勝目覚虚血・再潜流障害におけるフリーラジカル消去宵l
Edaravoneの効果:松本成史，花井禎，吉岡イ申浩，清水信貴，杉山

高秀，植村天受(近畿大目的]フリーラジカル消去押l
Edaravoneを用い IIRの勝枕機能への効果を検討した. [方法]ラッ

トをコントロール群と I/R(I hr/I hr)再湛流時に Edaravonel，3， 10 

mg/匂および生食投与群に分け，筋線本の経壁電気刺激 (FS)(2， 8， 

32 Hz)， carbachol (20μM)， KCI (I20mM)に対する等尺性収納力

とMDAを測定した目[成績JIIR生食鮮はコントロール鮮と比較し，

FS最大JIX縮反応は51，49， 32 %， carbacholは33%，KCIは45%減

弱した. Edaravone投与群で FSとcarbacholにおいてその反応は存11

制した. MDAはIIR生食群と比較し Edaravone投与群は減弱した.

[結論JEdaravoneは勝脱虚血再潅流による勝脱機能低下を抑制した.

糖尿病ラットにおける尿道機能不全に関する検討:鳥本一匡，平山

暁秀，藤本清秀，平尾佳彦(奈良県立医大)， Willia皿 deGroat 

(ピッツパーグ大薬理学)， Michael Chancellor，吉村直樹(問泌尿

器目的]ラットにおける勝脱収縮時尿道弛緩機機に対する糖尿

病の影響について検討した [方法]ストレプトゾトシンを腹腔内投

与し 5週間後，ウレタン麻酔下に勝脱内圧および尿道種流圧

(U rethral perfusion pressure : UPP)を問時測定した. [結果]糖尿病

群では，尿道弛緩時 UPP最低値は正常群に比べて有意に高かった

(I 99 %). a<-bungarotoxin静注により横紋筋収縮を抑制した後， L-ア

ルギニンを静脈内投与すると， UPP最低値は，糖尿病，正常ラット

でそれぞれ36，22%有意に低下した. [結語JLーアルギニン投与によ

り糖尿病における尿道平滑筋弛緩不全を治療できる可能性がある.

N euroendocrine differentiationをきたした前立腺癌の2例に対す

る化学療法:日置琢一，佐谷博之，坂田裕子(鈴鹿中央総合)，村田

哲也(問中央検査)，脇田利明，林 宣男(愛知県がんセ)，杉村芳樹

(三重大) 前立腺癌のホルモン療法施行中に neuroendocrine

differentiationをきたした 2例を経験した.本病態は臨床症状の急速

な悪化をきたして予後不良であり，有効な治療法が確立されていな

い.われわれは，その病理像が肺小細胞癌に類似することから

CDDP， Etoposide併用療法 (PE療法)などの化学療法を施行し，限

られた効果を得たので報告する.症例 1は59歳，男性，多発性肝転移

のため PE療法施行 PRを得られ一時退院できたが治療後約 6カ月

にて癌死.症例 2は80歳，男性，多発性肝転移，骨盤内リンパ節転移

あり PE療法施行. PRを得られ臨床症状が消失したため退院し現在

経過観察中である.

前立腺神経内分泌癌の 1例:漬本幸浩，小島圭太郎，土屋服大，蓑

島謙一，山羽正義，堀江疋宣(大雄会第一症例J68歳，男性.

主訴:排尿困難.既往歴:特記すべき事項なし.現病歴:2002年11月

¥0日受診し，直腸診， USより前立腺肥大症と診断， PSA 4. 2 ng/ml 

であった. 2002年11月19目前立腺被膜下切除術施行した.術後病理結

果より前立腺神経内分泌癌と判明した. 2003年 l月14日根治的前立腺

全摘除術，勝目先全摘除術，回腸導管造設術を行った その後骨盤腔内

再発し，リンパ節浸潤みとめられた 2003年8月9日敗血症のため死

亡した. [考察]前立腺癌の神経内分泌化を示す癌は稀であり，早期

より転移を示すため予後不良とされる. PSA値は必ずしも高値とな

らず術前診断は困難と考えられた.

前立腺小細胞癌の 1例:線崎博哉，浦邦委，森喬史，岩井

哲，倉本朋宋，萩野恵三，上門康成，新家俊明(和歌山県立医大)

68歳，男性. 2002年12月，他院で前立腺癌ステージD (病理;中分化

型腺癌， Gleason 3+4)と診断，以降 MAB療法を受けていた. 2004 

年3月頃より旺門痛・掛尿時痛出現， 6月当科初診した.来院時 PSA

0.54 ng/ml 直腸診上驚卵大，表面不裳，石様硬の前立腺を触知し

た. CTで右水腎，辺縁不整に服大した前立腺を認めたため，経直腸

的前立腺生検を施行.病理結果は smallcell carcinomaの診断であっ

た.また NSE66. 2 ng/mlと上昇していた.ベインコントロール目的

に，放射線療法を計50Gy施行した.前立腺小細胞癌に関して，若干

の文献的考察を加え報告する.

前立腺原発の Extragastrointestinal stromal Tumor (EGIST)の

1例:山越恭雄，渡i豊美博，江崎和芳，川中俊明， (石切生喜)，杉本

俊門，井口太郎，浅井利大，石井啓一，上川禎剣，金卓，坂本亘

(大阪市立総合医療セ)，仲谷達也(大阪市立大) 前立腺原発の

Extragastrointcstinal stromal tumor (EGIST)の IjJIJを経験したので

報告する.患者は61歳，男性. 2002年他科での CTにて前立腺左棄の

勝脱への突出を指摘され，当科紹介. BPHと診断し， 2003年2月

TUR-Pを施行した.病理組織は nodularhyperplasiaであった.その

後，外来にて経過観察されていたが，度々血尿を繰り返すようにな

り， MRI上，再び前立腺左君臨の勝枕への突出を認め， 2004年 l月， 2 

回目の TUR-Pを施行した.病理組織は spindlecell sarcomaが疑われ

たため，同年 l月.勝脱前立腺全械，回腸導管造設術を施行した.病

理組織は Extragastrointestinalstromal tumorであった.



前立腺に発生した Solitaryfibrous tumor (S町)の 1症例:能勢和

宏，堀川重樹，永井信夫(耳原総合)，中林洋(同病理)，植村天受

(近畿大) 症例は73歳，男性. 2004年5月，肉眼的血尿(勝脱タン

ポナーデ)にて当科受診，入院となった. MRIにて勝脱へ突出する

腫大した前立腺および前立腺超音波検査にて推定重量 95gの前立腺

肥大症の所見であった. PSAは 13.24ng/mlと高値であったため，

同年5月12日経尿道的勝脱生検と前立腺針生検を施行した.結果，勝

脱および前立腺には悪性所見はなかった.以上より，前立腺肥大症の

診断で同年 5月26日恥骨後式被膜下前立腺摘除術を施行した.病理所

見は前立腺片葉を占拠する solitarytibrous tumor (SFT)の診断で酵素

抗体法による染色で CD34(+)の所見であった 前立腺原発の SFT

は非常に稀であり，文献的考察をふまえて報告する.

ラット副腎皮質細胞の Microencapsulationによるホルモン補充の

可能性:合田上政，寺尾秀治，山口耕平，近藤 有，土橋正樹，守殿

貞夫(神戸大)，藤津正人(JI!崎医大)，白111利朗，後藤章暢(神戸大

医学研究国際交流セ)，岡田 弘(帝京大目的]副腎皮質組織の

腎被膜下，牌臓などへの自家移植が試みられている.今回，われわれ

は副腎皮質細胞の microencapsulationによるホルモン補充の可能性に

ついて検討した. [方法]ラット副腎皮質細胞を分離培養し，

alginate-poly-L-Iysineによる microspheresを作成した.両側国l腎摘除

後に microspheres，分離培養細胞を皮下投与し，血中ホルモン濃度を

比較検討した. [成績]分離培養細胞， microspheresともに ACTH刺

激による invitroでのホルモン産生を認めた.両側副腎摘除後の

microspheres皮下投与群で corticosterone，aldosterone産生の増加を

認めた [結論]副腎皮質細胞 microencapsulationによるホルモン補

充の可能性が示唆された.

核内コアクチベ-:¥!-p300によるアンドロゲン受容体転写活性の

調節:+ニ町明，永日|修，明石拓也，布施秀樹(富山医薬大)

[背景]核内コアクチベーターとして知られる p300は前立腺癌の

proliferationとprogressionに大きく関わっているとされる. [目的]

p300のアンドロゲン受容体 (AR)転写活性に対する影響について調

べた. [方法JAR応答配列をもっレポーター遺伝子-285PB-LUCを

p300 plasmid DNAとともに前立腺癌細胞株 LNCaPに導入し，ルシ

フエラーゼアッセイを施行した [結果Jp300の共発現により，アン

ドロゲン非依存性にAR転写活性が上昇した. p300は前立腺癌のアン

ドロゲン非依存性増殖にも深く関わっている可能性が考えられた.

前立腺癌における中心体過剰複製と染色体不安定性について:森田

展代，川村研二，鈴木孝治(金沢医大) [目的]前立腺癌における

中心体過剰複製と染色体不安定性について検討した [対象と方法]

前立腺針生検17例38検体(肥大症:15検体，前立腺癌:23検体)を対

象とした.タッチスメアを作製し， FISH法による 8 12番染色体数

のカウント，抗ベリセントリン抗体を用いた中心体染色を行った.

[結果]肥大症では 8・12番染色体スポット数は安定しており，中心

体過剰複製は認めなかった 前立腺癌では悪性度が高くなるにつれて

染色体数が不安定になり，中心体数の異常を認める傾向があった.

[結語]前立腺癌においても中心体過剰複製は染色体不安定性の一因

であり，染色体不安定性は癌の浸潤や進行に相関していると考えた.

PSA遺伝子導入樹状細胞による前立腺癌免疫療法の基礎的研究:

藤井令失奈，吉川|和朗，稲垣武，柑本康夫，新家俊明(和歌山県立

医大)，尾島敏康，岩橋誠，山上裕機(同第 2外科目的JPSA 

遺伝子導入樹状細胞を用いた前立腺癌に対する免疫療法の可能性につ

いて検討する. [方法JPSA発現アデノウイルスベクター AxCA-

PSAを作製し，これをヒト末梢血由来の樹状細胞 (DC)に感染させ

た.この DCで自己末梢血リンパ球を刺激し細胞傷害性Tリンパ球

(CTL)を誘導し，その活性を 51Cr-release assayで測定した. [結果

および考察JAxCA-PSA感染自己リンパ球， PSA発現前立腺癌細胞

株を標的とした CTL活性が認められたことから， PSA遺伝子導入

DCにより PSAに特異的な CTLの誘導が得られることが示された.

Lipoxygenase (LOX)阻害剤の腎癌，跨sj¥;癌，前立腺癌に対する

抗腫蕩効果:松山昌秀，川村正喜 (PL)，吉村力勇，長谷太郎，土田

健司，武本佳昭，仲谷達也(大阪市立大目的]アラキドン酸カ

スケードの代謝産物である LOX経路は最近発痛の過程で重要な役割

を担うことが報告されており，今回腎，勝脱，前立腺癌における各種
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LOX阻害斉IJの影響を検討した [方法]腎，勝脱，前立腺癌細胞株

での LOX阻害剤の影響を MTTアァセイ，アポトーシス誘導の有無

をへキスト染色にて検討した. [結果]すべての癌細胞株において

LOX阻害剤の効果は濃度かっ時間依存性を認め， 12-LOXよりふ

LOX，より非選択的 LOX阻害剤で強い抑制効果を認めた.またか

LOX，非選択的 LOX阻害剤でアポトーシス誘導を認めた. [考察]

LOX阻害剤を用いた新たな腎，跨脱，前立腺癌治療の可能性が示唆

された.

岐阜県における2003年度前立腺癌検診の実態調査:宇野裕巳(平

野総合)，出口 径(岐阜大) 岐阜県では1995年より検診が開始さ

れ， 2002年までの総受診者797名，癌患者13名，癌発見率1.7%だ、っ

た. 2003年から検診実施地域が急速に拡大し，市町村数(県内96)

4 (4.2%)から63(65.6%)へと増加した. 1次検診受診者19，588

名， 1次検診受診率15.9%，1次検診異常者1，597名， 1次検診異常率

(PSA孟4.01ng/m]) 8.2%， 2次検診受診率72.8%，癌患者363名(う

ち限局癌73.7%)，癌発見率1.85%だ、った.検診実施市町村の増加に

伴い検診マニュアル作成，検診方法の標準化を行い， 2次検診医療機

関が同一の適応・方法で生検を実施するよう試みている. 2004年度の

検診実施率87.5%，50歳以上人口カバー率95.9%と，県内ほぽ全域に

わたり検診が実施されている.

F/T PSA比を用いた前立腺癌診断の検討:高羽秀典，大村政治，

三宅弘治(土岐市立総合目的]早期前立腺癌の診断において，

F/T PSA比(以下 F!T比)を併用することが不必要な前立腺生検を

回避するのに有用であるか検討した. [方法]対象は2003年12月まで

の2年間に前立腺癌スクリーニングを目的に前立腺生検を施行された

140例.測定キットはアーキテクト PSAとアーキテクトフリー PSA

を用い， F/T比を算出した. ROC解析で PSAとF/T比の診断効率

の比較を行った. [結果J50例が前立腺癌で，グレイゾーン症例は62

例中 15例 (24.2%)であったー F/T比が 20%以下では 41/86例

(47.7%)， 20%以上では， 2例のみが癌であった グレイゾーン症例

で F/T比が20%以下とすると PPVが33.3%，NPVが90.5%であっ

た. PSAとF/T比の AUCに有意差を認めなかった

経会陰的前立腺12カ所生検における再生検の検討:矢田康文，庚

田英二，増田健人，小島宗門(名古屋泌尿器)，早瀬喜正(丸善ピル

クリニック) 当院では 1995年3月に経会陰的前立腺12カ所生検

(12Bx)を開始， 2003年 2月からは王に再生検例を対象に Saturation

biopsy (SBx)を行っている.今回，初回 12Bx例を対象に再生検の頻

度，生検陽性率，患者背景などについて検討したので報告する.対象

は1995年3月から2004年5月に初回 12Bx生検を受けた1，005例.初

回 12Bx生検での陽性率は29.1 % (292/1005) 陰性713例のうち57例

(8.0%)が再生検(12Bxor SBx， 1 -4回)を受け，再生検陽性率は

全体では37.9% (25/延べ66)，12Bxでの陽性率は48.6% (18/延べ

37)， SBxは24.1% (7/延べ29)であった.再生検実施率は低いが，

再生検陽性率はかなり高率であった. 12Bxにおける再生検の適応に

関してさらなる検討が必要と思われた.

PSA高値にもかかわらず確定診断に苦慮した 3例:西島誠聡，速

水慎介，玉城吉得，鈴木誠，太田信隆(焼津市立総合)，久力権

(同病理検査 PSA高値，他臓器に転移所見をみとめるも前立腺生

検にて確定診断にいたるのに苦慮した 3例を報告する.症例 1: 70 

歳， PSA 805，両側腸骨リンパ節および肝転移あり. 6カ所経直腸生

検では検出されず， TUR-Pにて未分化型腺癌検出.内分泌化学療法

にて 3年経過するも，再燃し現在にいたる.症例 2: 70歳， PSA 47 

傍大動脈リンパ節生検にて腺癌検出. 6カ所経直腸生検で検出され

ず， TUR-Pにて未分化型腺癒検出.内分泌化学療法に抵抗し，治療

開始後 2年にて死亡.症例 3: PSA 2， 980，多発骨転移 6カ所経直

腸生検では検出されず， 12カ所生検にて中分化型腺癌を検出.内分泌

療法を施行. 3カ月経過. PSA下降中.

ホルモン抵抗性再燃前立腺癌 (HRPC)の骨転移例における

Bisphosphonateの臨床効果に関する検討:田中智章，川嶋秀紀，鞍

作克之，内田潤次，長沼俊秀，玉田 聡，吉村力勇，杉村一誠，仲谷

達也(大阪市立大 Bisphosphonateは骨転移を有する HRPC患者

の骨痛の軽減，病的骨折の予防に効果があるとされているが，多くは

2次あるいは 3次ホルモン療法を施行されているため bisphosphonatc
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による効果判定は困難である 今回，骨転移を認める HRPC18名に

対して， pamidronateを2週または 4週ごとに 30mg静注投与し，投

与前後で骨吸収マーカーである ITCPを測定した.投与開始時期は，

PSA failureと診断された直後とし， 1カ月おきに ITCP，PSAを測定

した. II名 (61%)でPSAの上昇にかかわらず ITCPの低下を認め，

うち 5名は基準値以下が8カ月以上継続した. (結論)Bispho-

sphonateは前立腺癌骨転移における骨代謝充進を抑制し，骨病変進

行を遅延させると考えられた.

前立腺癌細胞において抗 Es甘ogen剤がAndrogenreceptorの転写

活性および細胞増殖に及ぼす影響についての検討:石井淳一，田中智

章，栗栖 猛，川嶋秀紀，杉村一誠，イ中谷達也(大阪市立大) 抗

目 trogen剤により前立腺癌細胞増殖が阻害されるが，その機構は明確

ではない今回，前立腺癌細胞において抗 estrogen剤が androgen

receptor (AR)の転写活性および細胞増殖に対する影響を検討した.

ARを transたctlOnさせた PC-3，DU-145細胞および内因性 ARを持

つ LNCaP細胞に対して， DHT存在下に抗 estrogen剤 (tamoxifen，

toremif討し仏slodex)による ARの転写活性を reporterassayで測定

し，同時に cell数を計測した.薬剤による違いがあるが，抗 estrogen

剤は内因性AR(T877A)，外因性ARの転写活性を抑制し，細胞増殖

抑制効果を示した. [結論]抗 estrogen剤は AR転写活性に対して抗

androgen作用を持ち，前立腺癌細胞の増殖抑制効果を示す可能性が

ある.

癌による腎後性腎不全に対する腎棲造設術の適応と予後についての

検討:市岡健太郎，宇都宮紀明，公平直樹，上回修史，吉村耕治，寺

井章人(倉敷中央目的]各種癌の進行により腎後性腎不全に陥

ることは多い.われわれは，癌の進行のために腎後性腎不全に陥り経

皮的腎凄造設術を行った症例を対象に予後調査を行い，その適応につ

いて検討した. [対象と方法J1994年から2004年の10年間に当院にて，

癌の進行のために腎後性腎不全をきたし経皮的腎痩造設術を行った症

例のうち，予後追跡調査の可能であった65例を対象として後方視的に

検討した. [結果]胃癌後腹膜播種13例では，術後平均37日で死亡し

ており最も予後が悪かった.子宮頚癌の直接浸潤13例では，術後平均

330日生存しており，最も予後がよかった. [結語]予後がよい症例で

は，後腹膜鏡下尿管皮膚痩造設術なども選択肢と考えられる

透析患者に合併した手根管症候群の手術成績:土田健司，武本佳

昭，呉偉俊，長沼俊秀，吉村力勇，松山昌秀，杉村一誠，仲谷達也

(大阪市立大目的]透析患者の手根管症候群 (CTS)に対する手

術成績を報告する. [方法JCTSに対して横手根靭帯切離，滑膜切除

術を施行した50症例 (58手)を対象に，再発の有無，術後経過につい

て検討した [結果]痔痛は直後から改善した.パネ指の合併は30%

であり，その他のアミロイド症を合併する症例も30%存在した 病理

組織検査ではすべてアミロイド組織を証明し，現在のところ再発症例

はない. [考察JCTSは横手棟靭帯切離のみの手術や関節鏡横手根靭

帯切離などで，手根管腔を拡大する手術がほとんどであるが，沈着し

たアミロイド組織(繊維)を切除しなければ再発する. したがって，

透析患者の CTSは初回から横手根級帯切離，滑膜切除術が望まし

し九

血液透析患者における宋破裂脳動脈癌の検討:長沼俊秀，北本興市

郎，山崎健史，内田潤次，土田健司，吉村力勇，武本佳昭，杉村一

誠，仲谷達也(大阪市立大目的]血液透析患者において

subarachnoid hemorrhage (SAH)は非常に高い致死率を示すことが知

られているが，血液透析患者における未破裂脳動脈痛の検討はまった

くされていないのが現状である. [対象と方法]血液透析患者 123t，に

脳 MRAを施行し，コントロールとして年齢性別をマァチさせた52名

の脳ドックの受診者の脳 MRAの所見と比較した [結果]未破裂脳

動脈療は血液透析患者123名中 3名に発見された (24%にコント

ロール群では発見されなかった.血液透析，患者とコントロール群で未

破裂脳動脈癌の有症率に有意な差は認められなかった. [結論]慢性

腎不全は未破裂脳動脈婚の発症と関連がないと考えられた

腎移植療法による腎性貧血の改善効果についての検討.呉偉俊，

土田健司，武本佳昭，山崎健史，長沼俊秀，内田潤次，仲谷達也(大

阪市立大目的]腎移槌による貧血の改善効果を赤血球内クレア

チン濃度(以下 CR)を用いて検討した [対象]移植患者58f7U(6.7 

土4.6年)の移植後 RBC，Hb， Htを最大15年後に測定し，その中

の15例 (3.6土1.3年)を移植前後の CRに比較した.測定値は Mean

土SDで表し， 2群聞の比較は Friedmanの検定を用い， p<0.05を有

意差ありとした. [結果]腎移植後の RBC，Hb， Htが有意に上昇

し，移植前後の CR(μmol/g' Hb)は2.673土1.098から1.552土2.995

に有意に低下した.

移植後高血圧と長期生着の関連性角田洋一，矢津j告治，田中雅

登，原田泰規，伊藤喜一郎(大阪府立急性期・総合医療セ)，今村亮

一，市丸直嗣，高原史郎，奥山明彦(大阪大)，小角幸人(近畿中

央)，京 昌弘(桜橋循環器クリニック目的]高血圧と長期腎移

植成績の関連性を検討した. [方法1Cyclosporineあるいは Ta-

crolimusを使用して導入し， 1年目の血清 Cr値が1.9mg/dl以下で

ある症例250例を対象とした. [結果]高血圧群では尿蛋白陽性の頻度

が正常血圧群より高〈認められ，また血清 Cr値が高く 10年目以降で

生着率が低下する傾向を認めた 高血圧群の方が移植腎機能が悪く，

高血圧は長期移植腎生着率に影響した.また Cbronicallograft 

nephropatbyの頻度は高血圧群の方が多かった [結論]高血圧は長

期腎移植成績に影響する重要な因子と考えられた.積極的に降庄弗lを
投与するようになり，移植腎機能はやや改善しており，今後長期の移

植腎生着率の改善が期待される.

本邦における原発性高確酸尿症 1型の特徴:高山達也，永由仁夫，

麦谷荘一，牛山知己，鈴木和雄，大圏誠一郎，市山 新(浜松医大)

[目的・方法]原発性高謬酸尿症 l型 (PH1)について，当施設で診

断した PHI症例jおよび文献的検索を集計し，その特徴を検討した.

[成績J1962-2003年までに59例の報告があった.診断時の平均年齢

は19.2歳 (0.02-63)であった.診断時に20歳以上が28例 (48%) を

占め，そのうち慢性腎不全患者は26例 (93%)である一方， 20歳未満

では12例 (40%)であった.診断に肝生検を施行した10例(当科で8

例)の SPT/AGT活性は感度以下であった. 4f7iJに生体肝腎移植が

施行され，全例生存中である. 5， 10， 20年生存率は77，71， 55%で

あった. [結論]本邦の PHIは欧米に比し高年齢層での発症が多い.

早期に確定診断し，肝腎移植を行うことがよい.

泌尿器科病棟における血液培養陽性例の検討:中野雄造，田中一

志，原勲，荒川創ー.守殿貞夫(神戸大) 目的:Compromised 

hostの増加に伴い難治性感染症が泌尿器科領域においても問題と

なってきている そこで1999年一2003年までの 4年間に神戸大学医学

部附属病院泌尿器科入院患者のうち血液培養陽性であった29例を対象

に感染のリスクファクター 感染経路について検討した.結果と考

察:血液分離菌は MRSAが 9f7iJと最も多かった.カテーテルは17例

に留置されており，うち 10例で感染源と血液の分離菌が一致してい

た.特に尿路留置カテーテルを介しての感染が示唆された症例が最も

多く 4f7iJに認められた 菌血症は尿路感染に起因することが多く，カ

テーテルを留置している compromisedhostにおいては敗血症発症の

可能性に十分注意する必要があると考えられた

経尿道的前立腺切除術 (TUR-P)における予防的抗菌薬投与法3種

類の検討:沖波 武，凹上英毅，石戸谷哲，前回純宏，奥村和弘(天

理よろづ)，今村正明，東新(京都大目的1TUR-Pにおける

予防的抗菌薬の投与法 3種類について有効性を retrospectiveに検討し

た. [対象J2002年6月から 2年間に施行された TUR-P103症例を対

象とした. [方法]塩酸セフォチアム 2g/日l日間に続けてレボフロ

キサシン (LVFX) 400 mg/日を 6日間投与した刊誌例 (A群)，

LVFX 300 mgを単国経口投与した26症例 (B群)，セファゾリンナ

トリウム 2g/日を!日間投与した34症例 (C群)の 3群に分けて検討し

た. [結果]術後38度以上の有熱疲例は， A群で4.65%，B群で

11.5%， C群で14.7%であった.術後尿路!感染症の発症は各群 l例ず

つであった 術後カテーテル平均留置期間は，それぞれ2目 23日， 2.58 

日， 2.56日であった.

l泊2日の TUR-Btについての検討:増田裕，和辻利和(枚方

市民)，勝岡洋治(大阪医大目的]当院で行ったクリニカルパス

を利用した l泊2日の短期入院 TUR品t23例について検討した. [方

j去]全症例基本的に当日入院で当日午後 TUR-Btを行い，翌日早朝

にバルーンカテーテルを抜去し，同日退院した [成績]早期バルー

ンカテーテル抜去による合併症はなかった. [結論]早期バルーンカ



テーテル抜去により l泊 2日の短期入院が可能となった.

TUR・Pクリテイカルパス改良の多施設共同研究:野尻佳克，岡村

菊失(国立長寿医療セ)，小津秀夫，絹川常郎，今村正明，費接史郎，

寺井章人，武井実根雄，長香川友紀(厚生労働省長寿委託 TUR-Pク

リニカルパス研究班) 厚生省長寿委託研究において，昨年度，共通

クリテイカルパスを全国 7施設298fJJJに使用した.その結果から除外

基準の作成と，共通クリテイカルパスの改良を行った.尿道カテーテ

ル抜去を術後3日目から 2日目に，退院を 7日目から 5日目に設定し

た.これが多施設で適用可能かを検討した.除外基準を適応し，改良

したクリテイカルパスの使用により，尿道カテーテル抜去は術後3.0

日目が2.3日目となり，退院は7.6日目が6.7日目となった.入院総費

用については432，781円から404，400円に減少した. TUR-P術後管理

において，標準的な症例では術後2日目の尿道カテーテルの抜去およ

び5日目の退院は，多くの施設で達成可能な設定と思われた.

前立腺癌の診断と治療におけるクリニカルパスの導入:徳永亨介

(やわたメデイカルセ)，川村研二，田中達朗，鈴木孝治(金沢医大)

[目的]医療の標準化と質の向上を目的としてパスを導入した. [対象

と方法]対象は，前立腺生検術79例と前立腺全摘除術の 7例である.

使用したパスは，オーバーピューパス，患者用パス，オールインワン

パスの 3種類を用いた. [結果]生検術のバリアンス発生率は79例中

15例(19.0%)であり，パスを中止した症例は79例中 3例 (3.8%)

であった.全摘除術のバリアンスの種類は， 38度以上の発熱 5例，

2週間自に尿道バルーンが抜去できず:3 fJJJなどであった.退院時ア

ンケートでは，生検では95%以上の患者が満足以上，全摘術では全例

が満足以上と回答した. [結語]パスの導入により医療の標準化が可

能になると考えた.

泌尿器科開腹手術における周術期管理の検討 同種血輸血，深部静

脈血栓 (DVT)，創感染の予防について :松原重治，金啓盛，中村

一郎(神戸市立西市民緒言]周術期の同腹血輸血，深部静脈血

栓 (DVT)，童Ij感染の予防について検討した. [対象と方法J2002年 l

月から2004年6月までに当科で腎・勝脱・前立腺の開腹手術を施行し

た患者80例に対して，周術期に自己血輸血，弾性ストッキング着用，

間欠的下肢圧迫，抗凝固剤投与，ハイドロコロイド材による創保護処

置を行い，これらの効果と合併症を retrospectiveに検討した [結果]

自己血輸血により全例同種血輸血は回避し得た. DVTは脳梗塞を l

例に，創感染は 5例に認められた.自己血輸血，抗凝固剤投与による

合併症は認められなかった.正結論]泌尿器科開腹手術の周術期にお

いて同種血輸血回避， DVT予防，童Ij保護処置は有効かつ安全に行わ

れた.

藤田保健衛生大学泌尿器科における原発性閉塞性巨大尿管症の手術

成績:市野学，佐身木ひと美，桑原勝孝，樋口徹，宮川真三郎，

日下 守，石川清仁，白木良一，皐長清隆(藤田保衛大)，泉谷正イ申

(愛知県済生会緒言]藤田保健衛生大学泌尿器科における原発性

閉塞性巨大尿管症の手術成績について検討する [対象]当施設にお

いて1991年 3月から2004年 3月までに原発性閉塞性巨大尿管症に対し

手術を施行し， 2年以上経過観察し得た 8例を対象とした. [結果]

男児 5例，女児 2例.全例片側.手術時年齢11カ月一10歳6カ月(平

均4歳4カ月).手術方法は Paquin変法のみが2例， psoas hitch 法

の併用が3例， folding 法の併用が2例であった 術後合併症は認め

なかった.レノシンチで術前術後の腎機能を比較すると，術後やや改

善傾向を示すも，有意差を認めなかった. レノグラムは測定不能の l

例を除き非閉塞型で経過は良好であった. [結語]原発性閉塞性巨大

尿管症の手術成績は 2年以上経過観察した現在経過は全例良好であ

る.

異所性尿管の 3例:木村亨，辻克和，藤田高史，平野篤志，初

瀬勝朗，絹川常郎(社保中京)，野尻佳克(国立長寿医療セl，勝野

暁(岡崎市民) 異所性尿管の3fJJJについて報告する.症例 1:4歳，

女児.右側は完全重複腎孟尿管で，上半腎は著明な水腎を呈し，

DMSA腎シンチで所属腎はほぼ無機能と判断.腹腔鏡下右上半腎尿

管切除を施行した.尿管は陸前庭部に関口していた.症例 2:3歳，

女児.左側は単一尿路で腎萎績を認めたが DMSA腎シンチで 5%の

摂取率であった.m主造影で尿管は隆盛の Gartner'sduct cystに関口し

ており，勝脱尿管新吻合術を施行した症例 3:5歳，女児.左租Ijは

431 

単一尿路で腎萎縮が高度. DMSA腎シンチで0.5%の摂取率であった

ため，腹腔鏡下左腎摘除術を施行した.尿管は臆内に関口していた.

3例とも術後経過は良好で尿失禁は治癒した.

非触知精巣に対する腹腔鏡検査と治療:辻 克和，藤田高史，木村

亨，平野篤志，初瀬勝朗，絹川|常郎(杜保中京)，野尻佳克(国立長

寿医療セ)，古川 亨(半田市立半田) 当科で施行してきた非触知

精巣に対する腹腔鏡下検索の有用性と腹腔鏡下精巣固定術について検

討した 1998年 l月から2004年 7月の聞に腹腔鏡下精巣検索を行った

非触知精巣例27症例29精巣(両側 2例)を対象とした.手術時平均年

齢は 2歳Bカ月であった.腹腔鏡所見は canalicular18 (精巣)， just 

canalicular 4， blind-ending vas & vessels 4， abdominal 3 (Iow 2， high 

1)であった.治療は開腹摘除 14(精巣)，開腹固定 8，腹腔鏡下一

期的固定 2，腹腔鏡下二期的 Flowler-Stcphens法 1，腹腔鏡のみ 4で

あった.最初に鼠径部切開しでも74%は対応可能であった.

埋没陰茎に対する手術治療のアルコリズム:林祐太郎，丸山哲史，

小島祥敬，水野健太郎，中根明安，黒川覚史，小林隆宏，郡健二郎

(名古屋市立大目的]埋没陰茎の gradeに応じて術式を選択する

アルゴリズムを作成する. [方法]最近 6年聞に30例の埋没陰茎を修

復.まず腹側正中切開で亀頭を露出，外板と内板の長さを計測.外板

が十分な型(軽度)は環状切開術に準ず.内板が多い型(中等度)は

亀頭周囲を環状切開，皮膚剥離して Byarsfiapを作成し閑創.外板部

分が殆どない型(高度)は，亀頭周囲と包皮輪の位置で環状切開し，

内板に肉様膜を付着させ中央を開孔し陰茎を潜らせ，内板で陰茎を包

む. [結果]軽度 3fyJJ，中等度24例，高度 3例とも外観的に満足のい

く結果が得られた. [結論]埋没陰茎の程度に合わせた術式決定のア

ルゴリズムと手術を動画を交えて供覧する.

当院における，女性尿失禁に対する筋電図補助下バイオフィード

パック療法の臨床的検討:吉川羊子，後藤百万，松川宜久，小野佳成

(名古屋大)，大島伸一(国立長寿医療セ目的}女性尿失禁に対

し， Biofeedback療法の有用性を検討した. [対象と方法J2000年4月

より 22例(平均55.9歳)に対して，外来で30-60分間の筋電図補助下

Biofeedback療法を 2カ月間施行し評価した. [結果J22例の尿失禁定

量テストは訓練前後で平均 3.7→0.6 gに減少した.骨盤底筋筋力は

最大収縮力電位で 21.7→ 22.3μVと不変で，収縮持続時間は4.4→

9.7秒と有意に延長した.尿失禁は18例で消失・改善し， 4例で不変，

うち 2fyJJは TVT手術を行った. [考察]短期の訓練中は骨盤底筋の

収縮持続の習得に伴い，尿失禁の改善が認められている.尿失禁に対

する理学療法では，確実な運動を施行させるため筋電図の導入は有用

な方法と考えられた

当教室における女性泌尿器外来の臨床的検討:大口尚基(関西医大

付属香里)，日浦義人，福井勝一.六車光英，木下秀文，松田公志

(関西医大)，藤田一郎(関西医大洛西ニュータウン目的]当教

室における女性泌尿器外来で施行した性器脱修復術，尿失禁防止術の

臨床的検討を行った [対象と方法J1999年9月から2004年6月まで

に施行した35例を対象とした.手術時間，出血量，カテーテル留置期

間，術後入院期間，合併症，尿禁制率， QOLにつき検討した [結

果]手術時間は TVTで76.4分， TVT脱合併例で167分，脱修復術で

100分，出血量はおのおの 21，234， 77. 7 ml，カテーテル留置期間は

1. 6， 4. 2， 4. 4，術後入院期間は5.6，11. 5， 7日であった.合併症は

出血，尿閉を認めた.尿禁制率は88.5%であった. [結論]女性泌尿

器疾患に対する手術の有用性が示された.

Holmium Laser Ablation of the prostate (HoLAP)の検討:山本

広明，山口 旭，清水一宏，辻本賀洋，三馬省二(県立奈良目

的JBPHに対する新たな低侵襲手術としての HoLAPの有用性を検

討する [方法J5例の年齢は68-79歳， PSAは全例 3.0ng/ml未満

で，前立腺体積 13.8-49.4ml (内腺 7.5-29.4m]). IPSS/QOL， 

Qmax，残尿景の平均値は，それぞれ16.2/5， 8. 4 ml!秒， 80.6 ml. 

Holmium laserの出力は 70-80Wattsで行った. [結果]腰椎麻酔で

施行，手術時間は平均79分.手術3カ月後は， IPSS/QOL， Qmax， 

残尿量は3.7/1.3， 13.7 ml/秒， 35.4 ml. [考察JHoLAPは術中術後

の出血がほとんどなく，安全かつ低侵襲な手術といえるが，前立腺体

積により症例が制限される，組織検査が困難などが欠点である.手術

適応、や長期成績についてさらに検討を要する
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ホルミウムレーザー前立腺核出術の治療成績の検討:加藤 忍，杉

山大樹，森紳太郎(平塚市民)，星長清隆(藤田保衛大目的]

前立腺肥大症に対する HoLEPの治療成績を報告する. [対象と方法]

2002年10月より 2003年12月までに HoLEPを行い， 6カ月間経過観察

できた32例を対象とした.年齢は64-92歳(平均73.0歳入麻酔は腰

椎麻酔下に行った.術前，術後 lカ月，術後 3カ月，術後6カ月にお

ける IPSS，QOL Index， Qmax.残尿量の変化を検討した. [成績]

IPSS 25. 2/7. 9/5. 9/5. 0点. QOL Index 5.4/1. 9/1. 8/1. 6点. Qmax 

7.3/17. 1119.9/20.8 ml/s.残尿量 52.8/8.9/8目 1/8.0mlとすべてに有

意差 (Pく 0.01)をもって改善した 合併症は，尿道狭窄 2例，後出

血を l例に認めたが，保存的処置で対処が可能であった. [結論]

HoLEPは，安全で有効な治療法と考えられた.

後腹膜鏡下腎尿管全摘除術における仰臥位，側臥位での比較:下垣

博義，川端岳，天野利彦，八尾昭久(関西労災)，田中一志，山田

裕二，原勲，守殿貞夫(神戸大目的]仰臥位による本術式は

体位変換がなく，麻酔管理上も有利である.今回，側臥位での施行例

と比較検討し報告する. [対象]側臥位施行例34例 (2000.9-2004.6)

は手術時間215-555分(平均359.7分)出血量は少量一1，885ml (平

均 332.2 ml)であったのに対し，仰臥位施行例は 12例 (2002

3-2004.7). 手術時間は 289-450分(平均 366.8分)出血量は

100-1，200 ml (平均 405.3ml). [考察]手術時間，出血量は同等で

あったが，仰臥位では大血管の同定，術野確保が容易であり，さらな

る改良で泌尿器後腹膜腔鏡下手術のアプローチ法の lっとして有用と

考えられた.

腹腔鏡下前立腺全摘徐術64例の検討:牛山知己，原因雅樹，永田

仁夫，大塚篤史，新保斉，高山達也，鶴信雄，古瀬洋，麦谷荘

一.鈴木和雄，大圏誠一郎(浜松医大目的]腹腔鏡下前立腺全

摘除術の治療成績を報告する. [対象・方法J2004年5月までの前立

腺癌64例(臨床病期:Tlc 23例.T2a 26例.T2b 9例.T3a 1 f1JJ. 
T3b 5例)を対象にした. [結果]全摘時間は226:t79分，吻合時間は

77土46分，出血量は 619:t482ml，主な合併症は，直腸損傷4例(2 

例は術後勝脱直腸痩).勝脱損傷 1f1JJであった.病理学的病期は，

pTO 2例， pT2a 20例， pT2b 21例， pT3a 12例， pT3apNl 2例， pT3b 

6例， pT3bpNll例，断端陽性率39% (25/64)， PSA再発率22% (6 

カ月以上経過例， 8/36，観察期間 6-55カ月)であった. [総括]合

併症，根治性の点から対象症例，手技について検討の必要がある.

前立腺癌に対する腹腔鏡下前立腺全摘除術の治療成績:原 勲，田

中一志，竹田雅，山田裕二，守殿貞夫(神戸大)，川端岳(関西

労災目的]前立腺癌患者に対する腹腔鏡下前立腺全摘除術の治

療成績につき報告する. [対象と方法J2000年4月より腹腔鏡下前立

腺全摘除術を施行した122症例を対象とした.年齢は67歳(平均値)

で，治療前 PSA値は 11.0 ng/mlであった. [結果]手術時間は425

分，出血量は 953mlであった.開腹手術に移行した症例はなかった.

摘出臓器の病理学的病期は， pT290例， pT331例であった. 8例

(6.6%) に PSAfailureを認めた 術後12カ月以上を経過した症例中

81%で padを必要としなかった [結論]腹腔鏡下前立腺全摘除術は

確立された術式として定着した.

根治的会陰式前立腺摘除術 (PPx)の治療成績および QOL前向き

調査の解析:白木良一，桑原勝孝，日下守，宮川真三郎，森川高

光，石瀬仁司，石川清仁，星長清隆(藤田保衛大目的]根治的

会陰式前立腺摘除術 (PPx)の治療成績， QOLを検討する. [方法]

対象は2003年 l月から 2004年4月に PPXを施行した60例年齢は

50-76 (中央値67.5)歳. PSA は 3.3 -33 (8. 3) ng/ml，病期は Tlc

36例， T224例. QOLは UCLA-PCI日本語版と IPSSによる調変.

[成績]手術時間は84-210(135)分，病理診断で47例(78.3%)が

臓器限局痛であった カテーテル留置は 5-40 (7.5) 日で，直腸損

傷2例などの合併症を認めたが，再手術や人工)江門などは要さなかっ

た.尿禁制は術後 lカ月で78.3%. 3カ月で87.6%で保持され，使失

禁は全く認めなかった. IPSSは術前後で有為な変化を認めなかった.

[結論JPPXは QOLを損なうことが少なく充分な根治性も得られる

術式と考えられた.

尿管癌に対する内視鏡的レーザー切除術の検討:青木重之，山田芳

彰，飛梅基，小久保公人，中村小源太，松原広幸，瀧知弘，本多

靖明(愛知医大)，三井健司(常滑市民)，七浦広志(国保坂下)，上

僚渉，岡田正軌(蒲群市民) 目的]尿管摘に対する Ho:YAG

レーザーを用いた内視鏡的治療の治療成績について検討したので報告

する [対象と方法JHo: YAG レーザーによる内視鏡的切除を施

行した 7症例.平均年齢74歳 (68-87歳).腫蕩径は平均 15mm

(8-25mm).尿細胞診は会例で陰性であり，術前の生検は全例移行

上皮癌で grade1であった.術後 6Fr D-J stentを3週間留置した.

[結果]手術時間は平均44分 (20-97分)であり，尿管穿孔やその他

重篤な合併症は認めなかった.術後平均観察期間は24カ月 (6-38カ

月)で， 1例を除いて再発は認めていない. [結論]尿管癌にたいす

る Ho:YAGレーザーによる内視鏡的治療は，低侵襲で腎温存が可

能となる有用な治療法であると考えられた.

上部尿路上皮肉癌に対する BCG療法でみられた重篤な合併症:玉

田 聡，北本興市郎，細野智子，桑原伸介，杉村一誠，仲谷達也(大

阪市立大)，杢昌治，谷本義明， JII嶋秀紀，岩井謙仁(和泉市立)

上部尿路CISに対して BCG療法を施行し重篤な合併症を 2例経験し

たので報告する.症例 lは75歳，女性，症例2は49歳，男性.両症例

とも精査の上，上部尿路 CISと診断し DJカテーテルを留置した上

でBCG勝目光内注入療法を施行した.症例lはBCGを5回注入後に，

膿尿，発熱，関節痛，結膜炎がみられたためライター症候群を発症し

たものと診断し治療を中止した. 6カ月間，尿細胞診は陰性であった

がその後再発し死亡された.症例 2は BCG療法 (8回)の効果が認

められなかったため腎尿管全摘除術を施行した BCG療法中は特に

症状はみられなかったが摘出腎には結核結節を認めた.

浸潤性腎孟癌の臨床的検討:寺川智章，殴口功，今西治，山中

望(神鋼 1996年 2月から2004年5月まで当科で経験した10例(男

性4例，女性 6f日U，年齢62-84歳)につき臨床的検討を行った.尿細

胞診は60% (6/10例)で陰性，画像検査で特徴的な所見を呈する症例

は少なく， 30% (3/10例)で確定診断を得るため生検を要した.尿中

hCGs core fragment は62.5% (5/8例)に陽性であった. 5例に手術

+化学療法， 5例に化学療法(単独)を行ったが.9例が癌死. 1例

が癌あり生存(観察期間 1-23カ月)と予後はきわめて不良だった.

浸潤性腎孟癌は尿路造影および尿細胞診による診断がしばしば困難で

ある.尿中 hCGβcorefragmen tは補助診断として有用であった.

教室における腎孟原管癌の治療成績:古瀬 洋，青木高広，速水慎

介，平野恭弘，栗田 豊，麦谷務ー，牛山知己，鈴木和雄，大国誠一

郎(浜松医大)，鈴木明彦(新城市民)，神林知幸(磐田市立総合)，

須床 洋(富士宮市立)，工藤真哉(聖隷浜松目的]腎~尿管癌

の治療成績の検討. [対象J1994年 l月から2004年4月までに，腎孟

尿管癌の診断で手術を行った158例(男124例，女34例，平均年齢68.8

歳). [結果]腎孟癌81例，尿管癌77例. TCC 149例，非 TCC9例，

異型度 (TCC) は， Gl : G2 : G3 = 20 : 71 : 58.深達度は pTO:

pTis : pTa : pTl : pT2 : pT3 : pT4 = 1 : 5 : 12 : 52 : 22 : 59 : 7で

あった 治癒切除は132例，非治癒切除は26例.治癒切除例において，

アジ、ユバント療法施行38例，非施行94例の聞で，術後疾患特異的生存

率に差は認めなかった(観察期間中央値36カ月). [結論]腎孟尿管癌

に対する術後アジュパント療法の適応因子の検討が必要である.

腎孟尿管癌症例における術後補助 CAP療法の長期予後に対する有

用性の検討:千原良友，平尾周也，平山暁秀，田中宣道，田中基幹，

藤本清秀，吉田克法，平尾佳彦(奈良県立医大目的]腎孟尿管

痛 (pTa・3NOMO)治癒切除例に対する術後 CAP療法の長期予後を

prospective randomized studyにて検討した. [対象と方法]腎尿管全

摘除術を施行した42仰U. 術後 CAP療法を施行した治療群22例および

対照群20例における再発率，生存率を比較検討した. [結果]平均観

察期間は71.6 (9 -178) カ月 5年非再発率は治療群77.3%，対照

群60.0%であり，癌特異生存率は治療群100%，対照群95.0%で，両

群聞に差はなかった. [まとめ]腎孟尿管癌治癒切除例の術後 CAP

療法は長期予後の改善に影響を与えなかった.

進行性尿路上皮癌に対するGemcitabineとPaclitaxel併用化学療

法の治療成績:鞍作克之，野村広徳，長沼俊秀，回中智章，内田潤

次，吉村力勇，川嶋秀紀，杉村一誠，仲谷達也(大阪市立大目

的]尿路上皮癌に対する Gemcitabine(GEM) と Paclitaxel(TXL) 

併用化学療法の効果および安全性に関して検討した. [対象JMEC 



療法施行後に， GEMとTXLの2剤併用化学療法を施行した 6例を

対象とした.すべて男性で平均年飴は65歳であった. [成績]全6例

中5例に評価病変を有し，このうち 3例に PRを認めた. 1例は

NC， 1例は PDであった.また病変部位別の評価では，肺転移およ

びリンパ節転移病変に対して，それぞれ I例 CRが得られた.有害事

象として 6例中 3例に grade3以上の骨髄抑制を認めた他は，重篤な

有害事象を認めなかった. [結論JGEM/TXL併用化学療法は尿路上

皮癌に対する 2nd-linechemotherapyとして有望である.

浸潤性勝脱癌に対する白金製斉IJを用いた動i主療法における

Nedaplatinの有用性に関する検討:麦谷荘一，古瀬洋，牛山知己，

鈴木和雄，大国誠一郎(浜松医大)，永江浩史(聖隷三方原)，平野恭

弘(藤枝市立総合対象と方法]浸潤性勝脱癌に対して動注療法

を施行した nedaplatin(CDGP)投与群18例と CDDP投与群31例を対

象とした.会例腎機能障害は認めなかった. CDGP群は CDGP(100 

mg/m2) と ADM併用の動注を 2クール行った. CDDP群は CDDP

(70 mg/m2) (単独24例，放射線併用 6例，放射線と ADM併用 l例)

の動注を 2クール行った. [結果]近接効果は CDGP群では CR5 

例， PR9例， NC4例(奏功率78%)で， CDDP群では CR4例， PR 

17例， NC 10例(奏功率68%)であった.有害事象として CDDP群

でCr上昇 (grade1 3例， grade 21例)を認めたが， CDGP群では腎

毒性は認めなかった. [結語JCDGPはCDDPと奏功率に差はなく，

腎機能障害を有する症例に有用であると考えられた.

腸脱癌に対する抗癌剤動脈内注入療法の検討:山下真寿男，安藤

慎，李勝(明石市立市民目的]勝脱癌に対し抗癌剤動脈内注

入療法を行ったので報告する. [対象と方法J1992年より 2000年まで

に明石市立市民病院で抗癌剤動脈内注入療法を施行した25例を対象と

した年齢は44-76歳(平均64.3歳)，進達度は Ta4例， TI8例，

T212例， T31例，異型度は G25例， G320例であった.動注化学療

法後に TUR-Btを施行し効果を判定した.治療は M-VACのスケ

ジュールで行い DAY2の CDDP，VBLのみを動注した.その後の再

発，予後，経過について検討した. [結果]観察期間は 9-146カ月

(平均66.9カ月)， 26例中15例が再発. 26例の転帰は，癌なし生存が16

j;JJ，癌死亡 4例，他国死 2例，勝脱全摘 4j;JJ，最終的に17例で勝脱温

存が可能であった.

当院における表在性腸脱癌，膜脱上皮肉癌に対する BCG勝脱内注

入療法の検討:山本智将，奥田康登，永野哲郎，西岡 伯，秋山隆弘

(近畿大目的]表在性勝脱癌，上皮内癌(原発性・随伴性)に対

して BCG勝脱内注入療法を行い，近接効果・再発予防効果について

検討した. [方法]原発性 CIS7例，表在性勝脱癌11例，随伴性 CIS

2例に対して BCG勝脱内注入療法(週 l回， 6週)を行い，原発性

CISは近接効果を，表在性勝脱癌と随伴性 CISは l年非再発率を検

討した.原発性CIS7例の内 4例に近接効果を認め，表在性腸脱癌11

例の内， 6例に12カ月再発を認めず，随伴性 CIS2例は 1，3カ月で

再発した.

腎腫蕩組織内の電気容量に関する検討:稲垣 武，柑本康夫，新家

俊明(和歌山県立医大)， Ioan富山 M. Varkarakis， Mohamad E. 

AlIaf， Sam B. Bhayani， Louis R. Kav刊ou凶ss討i00仙hn旧lS H恥lop件k口叩1汀m
Uni¥目、V町r噌er凶s討ity削yり) 旧的]腎腫蕩組織内の電気容量のi担測I則リ定が，術前診断の

一助となる古か冶どうカか当を検討すること. [対象および方法J34名の腎腫

傷患者において，摘出された腎腫蕩および周辺の正常組織内の電気的

容量を測定した.得られた電気容量値と既知の誘電率を用いて，検体

の腫蕩，正常腎実質および周辺脂肪組織内の誘電率を計算し，病理組

織所見と比較検討した. [結果J34名中， 28名が腎細胞癌，オンコサ

イトーマ，腎血管筋脂肪腫が 3名ずつであった.腎細胞患者において

腫蕩組織内誘電率は正常腎実質内誘電率に比べ有意に高かった (p<

0.001). [結語]組織内電気容量を測定することは腎腫蕩の術前診断

の一助となる可能性が示唆された.

勝脱癌における放射線照射による中心体過剰複製と細胞死:川村研

二，森田展代，鈴木孝治(金沢医大緒言]中心体複製周期は厳

密にコントロールされており，その調節機構の破綻が中心体過剰複製

の原因となる.放射線照射が中心体複製に与える影響について検討し

た. [対象と方法]勝枕癌細胞株KK47に放射線を照射し，中心体免

疫染色を行い経時的変化について検討した. [結果JKK47は，中心
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体過剰j複製を認めない細胞株であった.放射線照射24時間日以降に

G2停止となった細胞に中心体過剰複製が生じ，その結果，細胞分裂

の障害，多倍体化，細胞分裂死が生じた.放射線照射後に長期生存す

る細胞で，中心体過剰複製が生じている細胞を認めた [結語]中心

体過剰複製は放射線照射による細胞死に重要な役割を果たすと考え

る.

原発巣と転移巣が PETで異なる所見を呈し，診断や治療に苦慮し

た腎細胞癌肝転移の 1例:結縁敬治，山口雷蔵，山下亮，庭川

要，鳶巣賢一(静岡県立静岡がんセ)，前田教行，上坂克彦(同肝胆

豚外科)，結縁幸子，古川敬芳(同画像診断)，嵩員佐子(同病理)

症例は76歳，男性上腹部痛の精査で右腎腫蕩，肝腫蕩を指摘され当

院に紹介された. CT， MRI， USで 7cm大の右腎腫療は腎細胞癌と

診断したが，肝左葉の 7cm大の腫蕩は質的診断が困難であった.

PETで右腎腫蕩には集積がなかったが肝腫場には強い集積を示し

た. 2カ月の経過中，右腎腫蕩は不変であったが肝腫蕩は増大，発熱

や栄養状態低下が出現，進行した.肝生検で紡錘細胞癌との診断を

得，肝の耐術能は基準以下であったがまず肝外側区域切除に踏み切っ

たところ全身状態が改善， 1カ月後に 2期的に右腎摘除術を行った.

病理診断は腎細胞癌肝転移であり，肝転移巣には淡明細胞癌と紡錘細

胞痛が認められた.

尿膜管由来と考えられた印環細胞癌の 1例:南舘 謙，原田吉将，

鄭漢彬(長浜赤十字) 患者は62歳，女性.近医にて貧血の診断を

受け，精査目的で2004年 7月7日に当院内科紹介受診された.入院待

血液生化学検査にて BUN=47.9，Cre=6.8であり，腹部 CTにて骨

盤内臆蕩および両側水腎症を認めた.腫蕩の両側尿管浸潤による急性

腎後性腎不全と診断され，当科転科となった 画像診断および勝目光鏡

検査にて， n重傷は勝脱頂部を中心、とし，勝耽外へ進展していると考え

られた.また組織診は印環細胞癌であった.上部消化管内視鏡，注腸

造影にて消化管を，超音波検査にて女性内性器を精査するも異常を認

めず，尿膜管印環細胞癌と診断した.自験例は文献上，本邦14例目と

思われた.治療，文献的考察を含め報告予定である.

難治性精巣腫蕩に対する Paclitaxel併用超大量化学療法 (T-ICE)

の初期経験・古川l慎也，熊野品文，彦坂玲子，山中和樹，山田裕二，

原 勲，守殿貞夫(神戸大) これまでわれわれは難治性精巣腫蕩に

対する PBSCT併用超大量化学療法の安全性，有効性を報告してきた

が，今回，さらなる治療効果を期待して難治性精巣腫療に対し従来の

PBSCT併用超大量化学療法に Paclitaxelを追加投与する T-ICE

(Paclitaxel， high dose ICE ; Ifosfamide， Calboplatin， Etoposide)療

法を2004年 5月より開始した.投与量は従来の CBDCA250mg/mえ
VP-16 300mg/m九IFO1. 5g/m2 (Day 1-5)に Paclitaxel 17 5mg/ m 2 

(Day 1)を追加した.現在のところ 2例に対し，計 5コースを施行し

たが通常の highdose 1 CEと比較し，特別に重篤な副作用を認めず安

全に施行可能であった.

心理ストレス負荷雄性ラットにおける性ホルモン変動の検討:三輪

吉司，大山伸幸，秋野裕信，横山修(福井大目的]心理ストレ

スと性ホルモンの関係を明らかにするため，心理ストレス負荷雄性

ラットにおける性ホルモンの変動を検討 [方法]心理ストレスは敗

北体験によって負荷したー 20週齢以上の SD雄性ラットに 10週齢の

Wistar-Kyoto雄性ラソト(心理ストレス群)を l臼10分間，連続14

日間攻撃させ，血清中の各種性ホルモンを測定 [成績]心理ストレ

ス群では対照群と比べ有意にエストラジオールが低下していた (p=

0.033). テストステロン， DHEAS， LH， FSH， PRLに有意差は認

められなかった. [結論]心理ストレスによってエストラジオールの

低下が生じた.さらに性行動についても検討し報告する.

長寿縦断研究における一般住民男性の血清テストステ口ン値:岡村

菊夫(国立長寿医療セ)，安稼富士子(同疫学研究部長期縦断疫学研

究室)，下方浩史(同疫学研究部) [目的]日本人の血清テストステ

ロン値 (T)の基準値はまだ定まっていない.長期縦断研究において

年代別のテストステロン値を求めた. [方法J1，120例の一般住民男性

の血清 TT，遊離型TTを測定し，年代別の平均値と標準偏差を決定

した. [結果J40-49歳 (287例入 50-59歳 (278例). 60-69歳 (276

例)， 70-79歳 (279例)における TTは，それぞれ 500:t147， 512士

163. 498:t 160， 545士178ng/dlであり. FTは 15.1土'L2. 13守 9:t
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3.4，12.0:1:3.3，11.5土3.5pg/dlであった. [結論]加齢と TTには

関連性は低かったが，加齢に伴い血清 FT値は減少していた.

男性機能外来患者の PSA値についての検討:近藤宣幸，杉崇

史，橋本貴彦，安田和生，東郷容和，丸山琢雄，野島道生，滝内秀

和，森義則，島博基(兵庫医大目的]男性機能障害患者，

特に中高年ではホルモン補充療法の適応決定に際して前立腺癌のリス

クの観点より重要である PSA値と他のパラメーターとの相関の有無

などを検討した. [対象J1999年 7月から2004年 7月までの当科男性

機能外来患者185例のうち PSA値を測定した67症例 (38-78歳，平均

57.9歳). [結果]症例全体の PSA値は， 1.15士O.83 ng Iml (Mean士

SD)であった PSA値と.年齢，血中 LH，FSH，テストステロン，

遊離テストステロン値の聞には有意な相関を認めなかった(スピアマ

ン順位相関). [考察]今後ホルモン補充療法の適応条件としての

PSA値を設定する必要がある.

男性更年期外来受診者の臨床的検討:水野一郎，明石拓也，布施秀

樹(富山医薬大目的]男性更年期外来受診者の臨床的検討を

行った. [対象・方法J15例を対象とした.自覚症状については主に

Heinemannらの agingmales symptoms (AMS) rating scaleにより評

価した.血中アンドロゲン濃度に関しては RIA法による総テストス

テロン (TT)値や遊離テストステロン (FT)値に加え， calculated 

仕eetestosterone (cFT)値およびbioavailabletestosterone (BT)値につ

いても検討した. [結果]年齢は54.0:1:8.6歳であり AMSrating scale 

の合計点数は33.7土 10.9点であった.アンドロゲン濃度は TTが

11. 54:1: 3. 76 nmol/I， FTが 9.6土3.1 pg/ml， cFTが O.258土O.069 

nmol/I， BTが 6.17:1: 1. 66 nmol/Iであった.なお治療成績について

も報告予定である.

小切開法による経後腹膜的ドナー腎摘出術:桑原勝孝，白木良一.

森川|高光，石瀬仁司，佐4木ひと美，宮川真三郎，目下守，石川清

仁，星長清隆(藤田保衛大)，藤津正人(jll崎医大) 当科において

2003年7月から本術式を開始し現在まで14例に対し施行した.術式を

ビデオにて供覧する.患者を側臥位とし，腹直筋外縁に 7cmの皮庸

切開をおく 腹膜を正中側に剥離，後腹膜腔に入る.中肢禽線上の肋

骨弓下から内視鏡を挿入し，視野の補助とする.腎周周を剥離，その

後尿管を同定.血管交叉部より末梢にてクリッピング後切離 腎動静

脈を露出.腎動脈は中枢側を 3本クリッピングし切断.腎静脈は血管

針子にて血流を遮断し切断，腎を創から摘出.腎静脈断端は直視下に

縫合.内視鏡創入部よりドレーンを留置し手術を終了する.移植腎機

能は全例良好である.本方法は低侵襲でありまた安全性，経済性にも

優れた手術である.

体腔鏡下腎摘除術における腎静脈のバリエーションとその処理法に

ついて:成田充弘，若林賢彦，金 哲将，上仁数義，坂野祐司，吉貴

達寛，岡田裕イ乍(滋賀医大白的]体腔鏡下腎摘除術において，

複数の腎静脈や様々な分枝のパターンがあり腎茎部の処理に時間を要

することがある.そのバリエーションと処理法についてピデオで供覧

する. [対象と方法]体腔鏡下腎摘除術35例について腎静脈の本数，

その径，分枝パターンおよび処理時のデバイスを検討した. [結果]

右側において複数の腎静脈の存在することが多く，左側では腰静脈等

の腎静脈への流入で様#なパターンがみられた 金属クリップによる

処理が14本 (3-IOmm)，ヘモロックが21本 (3-15mm)，内視鏡用

GIAが22本(I0-20mm)で施行された径が 12mmまではヘモ

ロックで処理が可能で， 15mmを越えると内視鏡用 GIAが必要で

あった.

腹腔鏡下嚢胞開窓術を施行した巨大前立腺痩胞の 1例:辻本賀洋，

山本広明，清水一宏，福井義尚，三馬省二(県立奈良) [症例J60 

歳，男性 1997年 7月，排尿障害を主訴に初診.前立腺の腫大と前立

腺嚢胞が認められたが，前立腺生検で悪性所見はなかった.経会除的

前立腺嚢胞穿刺を施行したが，嚢胞の再発，穿刺を繰り返した.以

後，再発までの期間が徐々に短縮され，容量が 600mlまで増大，

2003年4月以後は経腹的嚢胞穿刺を定期的に施行していた. [手術所

見J2004年4月，全身麻酔下に腹腔鏡下前立腺嚢胞開窓術を施行し

た.術前に経皮的嚢胞穿刺を行い，術中に留置針より空気を注入して

嚢胞を確認後，嚢胞慶を可及的に切除し，嚢胞内面を電気凝固により

焼灼した [術後経過]嚢胞の再発が認められたが，容量は約 250ml

で，増大傾向は認められていない.

リスクマネジメン卜の視点から前立腺全摘術の術式と周術期管理を

企画する:中村一郎，金啓盛，松原重治(神戸市立西市民) 前立腺

全摘術遂行にあたり重要なことは癌の根治性を担保し，可及的に合併

症を回避しうる手術と周術期管理につとめることである. [手術法]

Walschのanatomicradical retropubic prostatectomyに準じて行う.皮

膚切開は 10-15cmとし，リンパ節は CUSAを用い完全に郭清する.

NVBは症例によりー側のみ温存する.尿道勝脱吻合では勝目光頭部を

パプコック鉛子で尿道に寄せながら直視下に吻合する.術中は切除断

端の癌の有無を適宜迅速病理診にて確認する.術創は皮膚保護剤で被

覆し，ガーゼ交換や創の消毒は行わない.手術内容は録画し保管す

る. [周術期管理法]インフォームドコンセント，輸血の回避，血栓

症予防，感染予防に特に注意を払う.

当院における美容外科的男性外性器治療について:高橋金男(ドク

ターゴールドマンクリニック) 美容外科手術は医学的にみて必要

性・緊急性が相対的に低く，主として患者自身の主観的願望を満たす

ために施行される.包茎手術をはじめとする男性外性器形成手術も，

当該患者の形態的希望を適えるために行われるという点で，美容外科

的側面が濃厚である.このため，昨今では，包茎手術をはじめとする

男性外性器形成手術の多くは，一般の泌尿器科ではなく，むしろ美容

形成外科において施行されている. 今回は，当院で行っている包茎

手術・長茎手術・陰茎増大手術などについて症例を提示するとともに

問題点について考察する.




