
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

学会抄録 第52回日本泌尿器科学会
中部総会

学会抄録 第52回日本泌尿器科学会中部総会. 泌尿器科紀要 2003, 49(11):
687-708

2003-11

http://hdl.handle.net/2433/115072



泌尿紀要 49: 687-708， 2003 687 

学会抄録

第52回 日本泌尿器科学会中部総会

(2002年11月14日(木)ー16日(土)，名古屋国際会議場)

尿路性器腫蕩・副腎・後腹膜

左陰嚢部腫脹を主症状とした Ma1ignantparagangliomaの1例:

種目倫之，相馬隆人，土井浩，内田潤二，飛回収ー(京都市立)

痕例は58歳，男性，拍動性の左陰嚢部腫脹を主訴に当科受診.画像検

査上，左後腹膜膝の L3-5のレベルに径 5cmの臆癒を認めた.左

傍大動脈リンパ節の腫脹および retrocrura1のリンパ管腫大を伴って，

いた，陰嚢部腫脹は，s.重傷血管の精索への逆流による現象であった

内分泌学的所見は認めなかった.腹部正中切開にて左後腹膜腫蕩摘除

および腎門部周囲リンパ節切除を施行I retrocruralの腫大リンパ管

は切除しなかった.病理診断は paragang1iomaで，術後療法として

CVD therapyを， 3コース日までは [ulldoseで， 4コース目からは

60%量で施行したー 5コース日より画像上著効をえ，現在IIコースを

施行し，再発・転移を認めていない.

後腹膜神経鞘麗の I例:保田賢司，伊藤崇敏，明石拓也，水野一

郎，奥村昌央，古谷雄三，布施秀樹(富山医薬大 50歳，男性.

2002年6月左側背部痛を主訴に当科初診. KUB. DIP上明らかな結

石陰影および、水腎症は認めなかったが，顕微鏡的血尿，臨床所見など

より左尿管結石を疑い，精査加療のため同日入院.CTでは，腹部大

動脈前方から左腎上極内側に位置する径 6cmの充実性の腫癒を認

め， MRIでは T1で低信号， T2で高信号の左副腎と接するも周囲

と比較的境界明瞭な腫癒を認めたー以上より，後腹膜腫湯の診断にて

1重傷摘出術を施行した.病理組織学的に良性神経鞘腫であった.後腹

膜経に発生する神経鞘腫は比較的稀であり，若干の文献的考察を加え

報告する.

後腹膜類腿腫の 1例:吉川| 聡，藤本清秀(阪奈中央)，城戸顕，

熊井司，奥田寿夫(同整形外科) 患者は， 42歳，女性.合併症に

統合失調症がある.約 8年前に左側下部尿管狭窄症にて尿管制l離術お

よび尿管部分切除術，尿管尿管吻合術を施行されている.診断は左側

腸腰筋断裂による後腹膜線維症とのことであるが，詳細不明である.

精神科入院中の腹部スクリーニング CT検査にて200l年より左側腸

腰筋付近に麗湯陰影認め，徐々に増大するため2002年6月，左側腰部

切開にて麗蕩摘出術施行した 病理組織検査の結果，類臆腫であっ

た文献的考察を加え報告するー

後腹膜脂肪肉腫の 2例:梶田洋一郎，粟倉康夫，藤川慶太，神波大

己，兼松明弘，岡部達士郎(滋賀県立成人病セ) 後腹膜脆肪肉腫は

高率に局所再発を認める.放射線治療や化学療法が有用で与ないため，

初発時，再発時にかかわらず外科的治療が第一選択となる.今回われ

われは再発のため再手術を施行した 2例を報告する.症例 lは初回手

術後2カ月にて再手術を施行，初診時より 28カ月癌なし生存をえてい

る.症例 2は初回手術後29，55カ月に再手術を施行した 初発時は 3

種の組織型より構成されていたが，再発時の組織型はともに myxoid

typeであった.

鏡視下手術による褐色細胞腫摘除術の検討:大原宏樹，市岡健太

郎，寺田直樹，松井喜之，吉村耕治，寺井章人(倉敷中央)，荒井陽

一(東北大) <目的〉褐色細胞腫に対し施行した腹膝鏡下・後腹膜

鏡下摘除術の有用性などに関して検討. <対象) 1994年 7月より 2∞l

年11月の聞に，当施設にて施行した13例 男 性9例，女性4例平均

年齢は48歳.右側 9例，左側 4例.平均目重傷径は 36.8cm. アプロー

チは経腹膜的11fJJJ，後腹膜鏡下 2例 〈結果〉経腹膜的に施行したう

ち 1f7~は開腹へ移行.平均出血量は 42.1 m1，平均歩行・食事開始は

術後約 2日.後腹膜鏡下の際ポートは三筒所のみで可能であった

〈考察〉従来の経腹膜的だけでなく，後腹膜鏡下による褐色細胞腫摘

除も安全で低侵襲であると考えられた

後腹膜腫損傷 (paraganglioma)に対し後腹膜腔鏡下腫蕩摘除術を施

行した I例:斎須和浩，栗田 豊(遠州総合)，鈴木和雄，藤田公生

(浜松医大) 症例は72歳，男性 1998年8月より前立腺中分化腺痛

のためホルモン療法施行中， 2001年11月 CTにて左腎下極内側に長

径約 3cmの円形極癒を認めた 自覚症状および高血圧症はなかっ

た 尿中ノルメタネフリン 0.34mg/day (基準値0.07-0.26) と軽

度高値のほかは，尿中 VMA，HVA，メタネフリンなどの尿検査や

血液検査で特記すべき異常はなし.メトクロプラミド負荷試験で血圧

変動はなかったが， MIBGシンチで腫癒に明らかな集積を認めた

2002年3月12日後腹膜腔鏡下腫場指除術を施行した.手術時間は 2時

間54分，出血量は約 50m1，術中・術後とも血圧の著明な変動はな

く，術後5日目に退院可能となった.病理診断は paragang1iomaで

あった

腫蕩径よりみた腹腔鏡下副腎嫡除術の治療成績の検討:米回公彦，

山田恭弘(公立南丹)，藤戸章，河内明宏，浮村理，郡仁哲，

三木恒治(京都府医大)，岩元則幸，山崎悟(京都第一赤十字)，宮

下浩明(近江八幡市民)，井上亘，古賀和美(古賀総合目的]

腹腔鏡下副腎摘除術の治療成績を，腫蕩径別に比較検討した [対象

と方法]対象は腹腔鏡下副腎嫡除術を施行した51例で，臆傷径が 5

cm未満の40例と腫蕩径が 5cm以上の11例の 2群に分類し，比較検

討した. [結果]手術時間，出血量，経口摂取開始日，歩行開始日，

鎮痛剤投与期間，退院可能日には 2群聞で有意差を認めなかった 合

併症は， 5cm 未満の群が117~2.5% (胆嚢煩傷 l例)に対し， 5cm以

上の群は 2例18.2% (開腹術に移行 l例，部分的腎梗塞 l例)と高頻

度であった. [考察]腹腔鏡下副腎摘除術は，腫場径の大きい症例に

おいては術中合併症が発生する可能性が高<，慎重な手術操作が必要

と思われた

後腹膜側方到達法による腹腔鏡下副腎摘除術の臨床成績:江左篤

宣，永野哲郎，清水信貴 (NTT大阪)，花井禎(近畿大)，西岡

伯(近畿大堺)，加藤良成(市立貝塚)，辻秀憲(耳原総合目

的]後腹膜側方到達法による 17例を経験したのでその治療成績を報告

する. [方法]男性8例，女性 9例で，年齢は31歳から 76歳，平均

49.7歳であった.右側10例，左側 7例で，腰湯最大径はlOmmから

60mmであった.臨床診断は内分泌非活性皮質腺腫6例，アルドス

テロン症5例，クッシング症候群2例，プレクッシング症候群 l例，

褐色細胞腫2例，血腫 l例であった. [結果]術中合併症は左褐色細

胞腫の症例で開腹に至った牌門部・勝損傷の l例，術後合併症は創部

感染 l例であった.手術時間は右側が181:1:40.2分，左側が262:1: 

117.1分(開腹例を除くと219分)，出血l量は右側が 41:l:4O.9g，開腹

例を除く左側が 84:1:11l.4gであった. [結論]後腹膜側方到達i去に
よる腹膝鏡下副腎摘除術は右側に比べて左側が困難な傾向があると考

えられた.

腎動脈癌，副腎腫蕩，小腸腫蕩を伴った vonRecklinghausen病

の1例:木瀬英明，平林淳，金原弘幸，有馬公伸，柳川員，杉村

芳樹(三重大) 症例 46歳，女性，乳ガン手術後のフォロー中に左

腎動脈癌と左副腎腫蕩およひ、小腸腫療を指摘され当科紹介受診.精査

にて 2個の [usi[ormtypeの腎動脈癌，副腎腫蕩， 2個の小腸腫場を

認めた また，全身にカフェオレ班，両眼に虹彩結節が認められ von

Reck1inghausen病と診断した.手術は空勝部分切除後に左副腎腫蕩

を摘出，つづいて左腎を摘出し体外で内腸骨動脈を用いて腎動脈再建

し右腸骨下に自家腎移植を施行した. ~J腎は嚢胞性病変で病理所見は

神経節性神経腫を伴う褐色細胞腫であった E 小腸極協は壁から発生し

た Gastrointestina1stroma1 tumor (GIST)であった.術後は重度の

感染症と DVTを併発したが腎機能は良好で 2カ月後に退院となっ

た

後腹膜腫蕩に対する腹腔鏡手術:杉山武毅，安福富彦，山下真寿男

(明石市立市民)，安井宣雄，宮崎治郎(神戸被済会) 症例は59歳，

男性.胆嚢ポリープ精査中，偶然 CTにて左腎門部に径 3cmの麗癌
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が発見された.腹緬は腎動静脈の下方にあり，大動脈に接して存在し

ていた.境界明瞭な球形の腫協で内部に石灰化を伴っており，造影

CTでは造影効果に乏しかった.消化器・泌尿器ほか他臓器からの転

移性経協， リンパ節転移の可能性は低いと考えられたため後腹膜腕協

と診断した.本症例に対し腹腔鏡下摘出術を行った

Vessel sealing system (ligaSureTM)を用いた腹腔鏡下左副腎摘

除術:山口 旭，青木勝也，清水一宏，福井義尚，三馬省二(奈良県

立奈良 LigaSureTMを用いた腹膝鏡下左副腎腫協摘除術を供覧

する.症例は55歳，女性画像上直径 3cmの内分泌非活性左副腎偶

発腫協で， 2002年3月に手術を行った. Vessel sealing sys temはJI皇

際鏡用鉛子を用い，おもに術野の展開，副腎陪JIiII脂肪組織の処理に使

用した.手術時間は 2時間30分，出血量は少量，摘除標本は 12gで，

組織学的診断は副腎皮質腺腫であった 周囲組織および血管処理の際

に Vesselsealing systemを用いることにより，最小限の剥自1t操作で

血管を含む組織ごとのシールが可能となることから，手術操作の安全

性が向上し.出血量の減少.手術時間の短縮がえられると考えられ

た.

尿路性器腫蕩・腎

偶発腎細胞癌の検討:南舘謙，宇野雅博，償井繁明，萩原徳康，

石田健…郎，久保田恵章，高田俊彦，藤本f圭買IJ，出口 隆(岐阜腎痛

研究グループ目的]偶発腎細胞癌の臨床的検討を行った. [対象

と方法J1991年 l月より 2000年12月までに岐阜大学および関連病院に

て腎細胞痛と診断され，原発巣に対して手術を施行された54B例のう

ち，偶発癌313例，症候癌235例を対象とした 男女比，年齢，臆傷

径，初発転移の有無，静脈浸潤の有無，予後などにつき検討を行っ

た 進展度，病理学所見は腎癌取り扱い規約第3版にしたがった.生

存率の算出は Kaplan-MeierI:去を用いた. [結果と考祭]男女比，年

令は両群ともほぼ同じであったが，腫傷径，初発転移の有無，静脈浸

潤の有無などについては，両群において有意差を認めたー 5年生存率

は症候癌が75.7%に対し，偶発癌は92.2%と有意に予後は良好であっ

fこ.

透析患者に合併した腎細胞癌の臨床的検討:児島康行(蒼龍会井

上)，森本章(同放射線)，三宅修，野々村祝夫，高原史郎，奥山

明彦(大阪大学院医学系研究科器官制御)，森浩志(大阪医大)

[目的]透析患者に合併した腎細胞痴について臨床的検討を加えた.

[対象と方法J1993年 7月より 2002年3月までに当院で手術を行った

30例， 34腎を対象とした. [結果]男性23例，女性 7例と男性に多く，

その平均年齢は54.3歳，平均透析期間はIO.B年であった 診断の手が

かりとしては，スクリーニングによるものがIB例 (60%)であった.

1重傷の進展度では pTIが31腎ともっとも多かった.細胞型では淡明

細胞痛が16腎，頼粒細胞癌14腎，乳頭状腎細胞癌 4野であった.多量聖

胞化委縮腎に合併するものを 23例 (76.7%) に認めた.発生率は

2.29B例中29例で1.26%であった [結論]平均透析期間10年以上の特

に男性では透析腎のスクリーニングが重要と考えた.

天理よろづ相談所病院における腎細胞癌手術症例の検討:石戸谷

哲，奥村和弘，高田 聡，今村正明，前回純安(天理よろづ相談所)，

東 新(京都大)，寺地敏郎(東海大目的]腎細胞癌に対する体

腔鋭手術と開放手術を検討する. [方法J2000年 l月から2002年4月

の期間に腎細胞織に対する手術をレトロスベクテイプに検討した 術

式の選択は体謄鋭手術を第一選択とし，体腔鏡手術が困難と思われる

症例には開放手術を選択した. [成績]開放手術は経腹膜的手術10例.

経腰的手術 7例.体膝鋭手術はJJ担謄鋭手術10例 後腹膜鋭手術16例行

い，そのうち 3例で開放手術に移行した.愉1(11は2例に用した.腎官11

分切除は 7例に行った.手術時間は|瑚放手術が上回り，出血f量.経口

J其取開始.歩行開始は休)路鏡手術が優っていた[紡論]体膝鋭手術

は低侵襲なものと思われた.

Doubling timeを算出しえた腎細胞癌症例:岩田 健，贋田英二，

内藤泰行，杉本浩造，大江宏(京都第二赤卜学)，永田昭博，加綴

元一([言]病理)，落合 厚(治和会丸太町)，前川幹雄(京都民医述中

央目的と方法]一定期間，経過観察をした後に摘出術を施行し，

病理組織学的に腎細胞痛と診断された 3例の腫j$，51昔加時間 (Doubl-

ing time; DT)を算定し，腎細胞痛の生長に関して考祭した.また，

これらの症例の組織さF的細胞増刑能についても報告する予定である.

[結果J1例は DTが2B6日と短<granular cell subtypeであり，最

近の l年に観察期間を限定すると DTは73日と急速に増大した.他

の2例は590日， 1.141日で clearcell subtypeであった. [考察]一

般に腎細胞痛は slowgrowthとされているが rapidgrowthを呈する

症例も存在し， しかもある時期を過ぎると急速に生長するものも存在

することに注意を要すると思われた.

腫蕩血栓を伴う腎細胞癌の臨床的検討:駒井資弘，福井勝一，島田

治，中川雅之，大口尚基，河源，六車光英，室田卓之，松田公志

(関西医大目的)腫揚凪栓を伴う腎細胞癌について臨床的検討を

行った目(対象) 1991年l月から2002年 7月までに当科で経験した腫場

血栓を伴う腎細胞嫡29人. <結果〉腎細胞癌全体111人の内，腫蕩血栓

を伴うのは26.1%.努女比は2.63:1， 47-B4歳(平均63.B歳上部位

は，腎静脈内14例 (4B.3%)，横隔膜下下大静脈内12例 (41.4%)，横

隔膜上 3例(10.3%) 全例に根治的腎摘除術を施行したが，横隔膜

上3例の内 2例は体外循環下に掃除した 腫蕩血栓の有無による疾患

特異的 5年生存率は，それぞれ59.2，71.1%. 腎静脈内血栓，下大静

脈内lUl栓では，それぞれ66.7，36.0%であった. <結語〉腫傷血栓が

存在しでも，積極的な手術を推奨する

静脈血栓を有した腎細胞癌症例の臨床的検討:小林雄一，池田篇

介，川村研二，宮津克人，田中達朗，鈴木孝治(金沢医大)，四方裕

夫，坂本滋，松原純一(同胸部血管心臓外科目的]当科で経

験した下大静脈を主とした大静脈血管内に浸潤した腎細胞癌腫蕩血栓

有症例に対する手術治療なとεの臨床的検討を行った. [対象症例J(I)

65歳，男性(下大静脈内膜傷血栓)， (2) 70歳，女性(下大静脈内腫

蕩鼠栓)， (3) 62歳，男性(左腎静脈内腫傷血栓). [結果]症例(I)

は術後 6年，症例 (2)，(3) においては術後 6カ月を経過したが再

発・転移の徴候はみられていない. [考察JIFN療法を中心とした保

存的治療を施行した静脈内腫蕩血栓有症例では平均6カ月前後で死亡

とその予後は不良であり，大静脈血管内に浸潤した腎細胞痕腫傷血栓

有症例においても積極的手術治療が有用と考えられる.

腎部分切除術の臨床的検討:岡 裕也，根来宏光，杉野善雄，岩村

博史，諸井誠司，竹内秀雄，川喜田陸司(神戸市立中央市民目

的]当院における腎部分切除術の臨床的検討を行った. [対象と方法]

1996年6月-2002年4月に腎部分切除術を施行した49症例50手術を対

象とした.平均年齢55歳，観察期間 1-71カ月(中央値26カ月)，腫

場径 10-60mm (平均 29mm)， imperative case 7例， elective case 

43例で，開放手術47回，内視鏡手術 3回であった.金例マイクロター

ゼを使用した [結果]手術時間平均243分，出血量平均 763ml，腎

動脈阻血 2例， 27例に腎孟腎杯の縫合を行った.合併症は尿漏4例，

腎梗塞 3例，腎静脈J員傷 11JiJ，腎孟尿管移行部狭窄 i例， MRSA腸

炎 l例などであった. [結論]腎部分切除は症例を選べば，腎機能を

温存でき，治療成績も腎摘除術と同等で安全な手術と考えられた.

Tl腎細胞癌に対する腹腔鏡下根治的腎摘除術の長期成績:雑賀隆

史，小野佳成，大島伸一(名古屋大)，絹川常郎(祉保中京)，山田

伸(岡崎市民)，平林聡(成田記念)，上平修(小牧市民 TI

腎細胞癌に対する腹腔鏡下根治的腎摘除術の長期成績について開腹術

との比較検討を行った 1992年から261例のTl腎細胞癌に対して，

IB5例で腹腔鏡下腎摘|抑制t，76例で開腹手術カ湘行されたa 術後合

併痕，再発および生存期間なとeの長期成績について検討した.観察期

間はそれそ、れ 1-117カ月(中央値36カ月)， 3-119カ月(中央値54

カ月)であり， 5年および9年非再発率は，腹腔鏡群でそれぞれ96，

B4%，開腹群でともにB4%であった 版膝鋭群において統計学的有意

に非再発Jtlll問の延長が認められた. 5年金生存率は援を認めなかっ

た.結論・ Tl腎細胞痛に対する腹膝鏡下線治的腎摘除術は，低侵襲

だけでなく服務再発の点でも同等以上である可能性が示唆された.

腎癌に対する後腹膜鏡下腎嫡除術:ラップザックに腎を収納する時

の工夫:若林賢彦，片岡 晃，上仁数義，吉貴達寛，岡田裕作(滋賀

医大)，小泉修一(宇治徳洲会) 腎摘に対する後Jl引先鋭下腎摘除術

では経腹的アプローチにttベスペースが狭いため，腎を収納袋に入れ

る操作は難しい 腎をラソプザックィに収納する方法を工夫し検討し

た.対象は後JJ制約定下鴨摘除術を施行した早期腎嫡IIWU.方法 1(5 

例):袋の口をllJl[仰jに向かつて問主，腎を押し込んで入れる.方法2
( 6例) 袋の口を上側(カメラポートの方向)に向かつて開き，その
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上に腎を置き，ロを持ち上げて腎を入れる.両方法について袋を後腹

膜膝に入れ，腎を中に納めるまでの所要時聞を比較した 方法 lと2

の平均所要時間(秒) ::!:SDはそれぞれ1，023士付0，588士163であ

り，方法 2において有意に短時間であった (p=0.049).

体腔鏡下腎部分切除術の臨床的検討:田中一志，川端岳，吉行一

馬，原章二，白川利朗，竹田雅，原勲，藤津正人，岡田弘，

荒川創一，守殿貞夫(神戸大 2000年II月より2∞2年7月までに体

腔鏡下腎部分切除術を施行した腎腫蕩 7例の検討を行った.症例は男

性6例，女性 i例，年齢は43-74(中央値 52)歳，患側は右4例，

左 3f7Uであった.経腹膜到達法4例，後腹膜到違法 3例で，全例マイ

クロターゼを使用し， 1例は腎杯損傷のため HALS腎摘除術に移行，

l例は胆摘も同時に施行した.手術時間は190-470(285)分，出血

量は少量一650(150) ml，摘出重量は 10-250(10) g，病理は RCC

6例， AML 1 例であった.術後経口摂取開始は 1-4 (1)日目で，

歩行開始は術後 1-3 (1)日目であった.体膝鏡下腎部分切除術は

低侵襲手術であるが，腎杯損傷には注意する必要があると思われた.

興昧ある腎腫蕩6例の画像診断:浜本周造，戸津啓一，永回大介，

小林隆宏，遠藤純夫，日比野充伸，林祐太郎，郡健二郎(名古屋市

大) 診断技術の進歩に伴い，偶然発見される腎腫揚が増加してい

る.しかし，現在でも画像診断に苦慮する症例があり， 6症例を経験

した症例は29歳から81歳.病理組織診では腎細胞癌が4例腎血管

筋脂肪腫が l例 オンコサイトーマが l例.いずれの症例も術前の画

像診断では正しい診断がえられず，術中迅速診断や術後の病理標本に

より診断をえた.現在ではマイクロターゼを使用した腎部分切除によ

り，出血量も少なく安全に臆蕩の核出ができるようになっている.画

像上診断に迷う症例では腎部分切除も考慮し積極的に組織診断をする

のがよいと恩われた

腎締胞癌十二指腸転移(浸潤)の2例:斉川茂樹，楠111直也，金田

大生，青木芳隆，塩山力也，松田陽介，伊藤靖彦，塚晴俊，守山典

宏，鈴木裕志，秋野裕f言，横山修(福井医大)，中村康孝(中村)

I) 63歳，男性，左腎癌に対する腎摘出術10年後に右腎と十二指腸に

再発がみられた.腎機能保存の目的で膝頭十二指腸切除，体外腎部分

切除，自家腎移植を施行した. 1年5カ月後呼吸不全で死亡したが，

腫蕩再発はなかったー 2)64歳，男性，右腎癌に対する腎摘出術 l年

後に後腹膜再発.腫蕩は十二指腸下行脚，下大静脈に浸潤 縦隔リン

パ節転移も伴っていた.姑息的治療として十二指腸浸潤部にレーザー

照射，血管塞栓を計5回行うが次第に出血コントロール困難となり l

年後死亡した 腎細胞痛の消化管再発は稀であるが，出血に対しては

可及的切除のみが有効であると考えられた.

対側副腎転移に対して同摘出術を施行した腎細胞癌6例の検討:岩

村博史，根来宏光，杉野善雄，諸井誠司，岡 裕也，竹内秀雄，川喜

田睦司(神戸市立中央市民) 対側副腎転移に対して同摘出術を施行

した腎細胞癌6例を検討した.対象は1996年 l月より 2002年6月まで

に当院において対側副腎転移に対して同摘出術を施行した 6例で，同

時性および異時性転移それぞれ3例ずつである 異時性3例での再発

までの平均期間は105カ月であった 6例中 4例は孤立性転移で2例

は肺転移を合併していた 対側副腎摘出後2例(いずれも孤立性転

移)が平均56カ月癌無し生存， 3例が平均10カ月癌有り生存で， 1例

は IVC内腫湯塞栓合併例で術後32日目に DICを発症し死亡した.

腎細胞痛では術後も長期にわたる経過観察が必要で，また特に孤立性

対側面1)腎転移に対しては同摘出術によりさらに長期生存も期待できえ

ると考えられた

術前の腫蕩診断が困難であった肉腫様腎細胞癌の I例:月脚靖彦

(南生協) 症例は41歳，男性.主訴は背部痛と発熱町内科での腹部

単純 CTで右腎に異常所見が有り，泌尿器科受診となった，造影

CTでは右腎中部に模状の造影不良領域が認められ，さらにその中央

部にやや不整な辺縁を持つ内部均一な低吸収域カ苛Eめられた.腎辺縁

は明瞭でおうとつ不整は無かった. IVPでは腎杯の軽度の圧迫像が

認められた.腎梗塞とそれに伴う野実質壊死と診断し，保存的治療を

行ったが症状は全く軽快せず，最終的に腎橋術を行った.結果，病理

組織診断は|勾腫機腎細胞癌であった.この疾患は極めて予後不良であ

り，本性例もその後短期間のうちに多発転移をきたしている.

自然破裂をした成人 Wilms腫蕩の 1例:酉畑雅也，曲 人保，藤

永卓治(和歌山労災) 症例は23歳，男性.右季肋部痛を主訴に近医

受診し，腹部 CTで後腹膜瓜l腫を認め，血腫除去術を施行された.

その後 CT，MRI，血管造影検査で右腎腹蕩を疑われ，当科紹介受

診した 当科での精査の結果，右腎腿蕩の自然破裂の診断で右腎嫡除

術を施行 摘除標本は腎明細胞肉腫 clearcell sarcoma of the kidney 

(CCSK)で病期は NWTSの stageIIIであった.希望により術後転

医し，他院で化学療法および放射線療法を施行するも IIカ月後に肝転

移あり， 12カ月後に事故死した.自然破裂した成人 Wilms腫蕩は極

めて稀であり本邦報告 7例目であった.

腎 Oncocyto皿aの3例:能見勇人，坂元武，高木志寿子，木浦

宏真，木下昌重，岩本勇作，東 治人，上田陽彦，勝岡洋治(大阪医

大) 過去5年間にわれわれの施設で経験した腎 oncocytomaの症

例3例について若干の文献的考察を含めて報告する 2例は健診の腹

部超音波検査で， 1例は直腸癌術後の定期検査の腹部 CTで腎腫癒を

指摘され，当科を紹介された固いずれの症例においても CT，MRI 

の画像診断上，腎細胞癌を否定出来なかったため以下の手術を施行し

た.腫場の直径が 4cm大の l例には野掃除術，直径 3cm大の l例

には腎部分切除術，直径 1cm大の l例には腎腫蕩核出術を施行し

た.3例とも摘出標本の割面は叩印cytomaに特徴的とされる赤褐色

であり，病理組織学的診断は oncocytomaで、あった 今回，術前の

鑑別法について検討した.

当院における腎血管筋脂肪腫の治療に関する検討:林泰司，森

康範，森本康裕，能勢和宏，松浦健，栗田孝(近畿大 1975年

6月より2001年7月までの，当院にて腎血管筋脂肪腫と確定診断され

た17例を対象とした 男性2例，女性15f7Uで，治療としては経過観察

が3例，その他同例は外科的治療を行った，経過観察例の平均麗主義サ

イズは長径 9cm，外科的治療例の平均腫蕩サイスは 10.58cmで

あったー合併症としては，多発性硬化症合併例が l例，血管奇形とし

て重複下大静脈が l例，腎細胞癌の合併例が l例であった.外科的治

療の理由としては，腫蕩破裂によるものが4例，悪性腫蕩との鑑別が

10例であった これら症例について検討を行い，若干の文献的考察を

加え報告する

von Hippel・Lindau(VHL)病の遺伝子検査を施行した一家族:能

勢和宏，上島成也，松浦健，栗田孝(近畿大)，蓮田真吾，執印

太郎(高知医大)症例は30歳，女性右視神経蜘管芽腫の治療中，左

腎腫蕩を指摘され2001年6月6日当科に紹介となり，同年6月27日左

根治的腎摘除術を施行した.病理組織診は renalcell carcinoma， 

clear cell type G2 INFαTlaであった.患者はすでに VHL病と診

断されていたが，患者自身の母親も VHL病であったため，患者の

4名の子供について同様の遺伝子変異があるか検討した. VHL遺伝

子を構成するすべての Exonのうち， Exon 1の後半部分， Exon 2 

および Exon3領域について， PCR-SSCP i去およびダイレクトシー

クエンス法による遺伝子検査を施行したので報告する E

ヒ卜腎細胞癌における Interferona感受性に関連する遺伝子の検

索:中村小源太，青木重之，山田芳彰，本多靖明，深津英捷(愛知医

大)，吉川和宏，佐賀信介(同病理) ヒト腎細胞癌における lnteト

feronα の感受性と関連する遺伝子について differentialdisplay法に

よる検出を試みた.まず，ヒト腎細胞癌株の interferonα に対する

感受性の有無を WST-Iassayにて検索し，感受性群と非感受性群に

分けた.おのおのの群2種づつの腎細胞癌株より RNAを抽出し，

differential display法にて遺伝子発現の差を調べた 各群に共通し，

群聞での発現に明らかに差のある遺伝子についてクローニングを行

い，遺伝子配列のある遺伝子を検索した 今後，臨床サンプルを用い

てこれらの遺伝子発現について検討していきたい.

尿路性器腫蕩・腎査・尿管

腎孟尿管腫蕩に対する腹腔鏡下手術の検討:大口尚基，中川雅之，

福井勝一，地崎竜介，檀野祥三，六車光英，松田公志(関西医犬)，

島田 治，室田卓之(関西医大香里)， 111端和史(関西医大男山)，藤

田一郎(関西医大洛西)，川喜田隆司(神戸中央市民目的]腎孟

尿管腫療に対して腹膝鏡下腎尿管全摘除術を施行したので臨床成績を

報告する. [対象と方法J1997年 l月から2002年4月までの腹膝鏡下

腎尿管全摘除術2例列(すべて腹腔鏡のみ 8例，腎摘出術のみ腹腔鏡14
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制IJ. 尿管摘出のみ腹膝鏡2例).会例経後腹膜的アプローチにて施行

した. [結果1(すべて腹膝鏡/腎摘出術のみ腹膝鏡/尿管摘出術のみ腹

腔鏡):平均手術時間 ;511/644.9/5oo分，平均出血量 ;131.9/418.01 

252.5 m1.術後合併症として術後血腫，勝枕損傷.!ii買部皮下気腫を認

めた. [考察]本術式は腹腔鏡下手術としてよい適応ではあるが，摘

出標本の創外への取り出し方，尿管下端の処理，手術時間の短縮など

について検討すべき問題がある

腎孟尿管癌に対する腹腔鏡下腎尿管摘除術の検討:吉野 能，小野

佳成，服部良平，後藤百万，大島伸一(名古屋大目的]腎孟尿

管癌に対する経後腹膜的腹腔鏡下腎尿管摘除術を66例に施行した

[方法]このうち下部尿管・勝脱カフの処理を後腹膜鏡下に勝目先墜を

3方向に壁内尿管が露出するまで切開し，尿管を筆引しながら

Endo-GIAで切除する方法で行った27例(平均66.7歳，尿管16. 腎

孟11) につき検討した. [成績]手術時間4.8時間，下部尿管の処理は

平均0.7時間，出血董 304m1. 気胸 1f7iJ.リンパ痩 l例，ステロイド

服用中の l例で勝脱の縫合不全を認めた.癌死2例，他因死2例，勝

脱再発 5伊U(中央値20カ月).結石形成や後腹膜・勝脱周囲の局所再

発はなかった [結論]本術式は腎孟尿管癌の低侵襲手術として有用

で，短時間で下部尿管の処理が可能であった

腎孟尿管癌の臨床的検討:野間雅倫，小林義幸，田中雅登，奥見雅

由，原田泰規，佐川史郎，伊藤喜一郎(大阪府立) 腎孟尿管癌は比

較的頻度が低いため単一施設による多数疲例集計の報告はそれほど多

くはない 今回，われわれは当科にて1990年 l月から2002年3月まで

の12年2カ月間に経験した腎孟尿管癌126例を対象とした検討を行っ

たので報告する.内訳は尿管癌63例，腎孟癌60例，腎孟尿管癌 3例で

あった恵、組gは右51伊U.左72例，両側 i例であった. 126f7U中，男性

は82例，女性は44例であったー平均年齢は67.0歳 (42-89歳)であっ

た.平均観察期間は51.9カ月で 1.3. 5年の生存率はそれぞれ95.6.

81.9. 76.6%であった.腎孟尿管癒の予後因子と浸潤，転移ならびに

再発に関して臨床的検討を加える.

腎孟尿管癌の臨床的検討:亀井信吾，土屋朋大，山田徹，安田

満，楊陸正，西野好則，西国泰幸，谷口光宏，永井司，竹内敏

視，出口 径(岐阜尿路上皮癌研究グループ目的]多数症例で

の腎孟尿管痛の臨床的検討を試みた. [対象]岐阜大学関連22施設で

過去10年間に経験した腎孟尿管癌467例を対象とした [結果1340例

に腎尿管全摘. 24例に腎尿管全摘およひ有毒脱全摘. 23例に腎摘除.10

例に内視鏡的手術を施行した 組織学的呉型度別の 5年生存率は GI

98.0%. G270.8%. G335.2%であったー i菜遥度別の 5年生存率は

pTis 82.1 %. pTl 77.1 %. pT2 58.2%. pT332.9%. pT4 0 %で

あった [考察]深遠度，異型度では生存率と関連がみられた.さら

に予後と臨床的な事項について詳細に検討する予定である

管尿管全嫡除術を施行した腎孟尿管癌69例の臨床的検討 z今本

敬，川口真琴，武井一械，内藤仁(沼津市立)，荒木千裕，伊藤晴

夫(千葉大 1989年 i月より 2002年4月までに，腎尿管全摘除術を

施行した腎孟尿管癌69例について臨床的に検討した.年齢は45-87

(中央値69)歳，男女比2.3:1.観察期間は 2-129 (中央値30) カ月

であった.術後勝脱内再発は18例 (26.1%)でみられ，会症例の 5年

疾患、特異生存率は68.3%であった. pT別では. pTa: 14f7U. pT1 : 

21例. pT2: 14例. pT3・19例. pT4: 1 f7Uで. 5年疾患特異生存率

はおのおの100. 92.9. 51.7. 24.9%で pTIと pT2. 3との問に統

計学的有意差を認めた。 Grade~IJ では GI 14例. G2: 35例，

G3: 20例で. 5年疾患特異生存率はおのおの 100. 75.1. 26.9%で

G2とG3との附に有意差をみた.他に INF. pN. pL. pVが有意

に予後と関連した

ホルミウムヤグレーザーを用いた尿管移行上皮癌の治療経験:成瀬

克也，山田芳彰，安部俊明，飛梅基，阿部俊夫，瀧知弘，三井健

司，本多靖明，深津英媛(愛知医大)，西川英二，加藤慶太朗(名古

屋被済会)，上僚渉(浦郡市民)，七浦広志(国保坂下) [目的]

尿管移行上皮細の内視鏡切除手段としてホルミウムヤグレーザーを使

用したので報告する. [対象患者12000年11月から2002年3月までに

愛知医科大学および関連病院にて，尿管移行上皮痛と診断された 5例

を対象とした 年齢は68-87歳，男性4例，女性 l例であった.生検

による典型度はすべて GIであった. J陸揚サイズは 8-25mmで

あった [結果]照射総エネルギー量は1.02-11.22KJで手術時間

は20-97分であった レーザー照射に伴う尿管穿孔や尿管狭窄は認め

なかった.術後補助療法は施行せず，観察期間は 4-22カ月でI例に

再発を認めた. [結論]ホルミウムヤグレーザーによる内視鏡手術は

安全で有効な治療法である.

当科での進行腎孟尿管腫蕩の経験:荒木富雄，神田英輝，金井優

博，森傭(済生会松阪総合目的]治療に難渋する進行腎孟尿

管題蕩について検討した [方法11999年から当科で治療を行った，

進行腎走尿管腫蕩 7例について検討した. [結果]診断時リンパ節転

移を 6例に，肺転移を l例に認めた. 4例は，腎細胞癌の可能性も考

えられ，手術を先行したが， 1例は摘除不能であった.その後2伊jに

化学療法を施行した 2例は化学療法を行った後，手術施行した.肺

転移の l例は化学療法のみを行った. 4例は初診より l年以内に癌

死. 3例は， 2年8カ月(摘除不能例)， 1年， 7カ月旗揚の進行無く，

生存中である，進行腎孟尿管腫蕩は予後不良であるが， 7例の詳細を

提示し，治療方法を検討する.

進行性尿路上皮癌に対する狂副知nide，TaxoI， Cispla血 (ITP)

療法の治療経験:米村重則，吉村暢仁，金原弘幸，有馬公イ申，柳川

員，杉村芳樹(三重大目的]当科にて M-VAC療法抵抗性の進

行性尿路上皮癌の4症例に対して Ifosfamide，Taxol， Cisp1atin 

(ITP)療法を経験したので報告する. [方法1Taxo1 175 mg/m
2を1

日目に，Ifosfamide 1.2 g/m2とCisplatin20 mg/m
2を2-6日目に

投与し 1週間を lコースとした. [結果14症例のうち CR1例. PD 

3例であった.副作用として白血球減少は全例 grade4. 血小板低下

も全例 grade3で著明な骨髄抑制jを認め，神経障害は grade0-3ま

で l例ずつ認めた Taxol投与に特徴的な過敏反応，筋肉痛は認めら

れなかった [結論1M-VAC療法抵抗性の尿路上皮癌患者に ITP

療法を試みたが，副作用が強〈有効性は低いと考えられ，より患者の

QOLを重視した化学療法が必要と考えられた

Heredi阻η，nonpoIyposis colorectal cancer任制PCC)に合併し

た両頓Ij尿管腫療の 1例:山本雅司(国立奈良)，松木尚，平田直也，

柏井浩希(高の原中央)，田中宣道，清水一宏(高清会高井)，大圏誠

一郎(奈良県立医大 HNPCCは遺伝性大腸癌で尿路上皮を含む

他臓器癌が高頻度に合併するとされている.今回. HNPCCに合併

した両側尿管腫傷の l例を経験したので報告する.症例は52歳，男

性，家族歴は妹に結腸痛，卵巣癌，母に腎'%;:癌ー 2000年11月17日上行

結腸癌の術後観察中に左水腎症を指摘され当科受診左尿管腫蕩と診

断し，同年12月4日左腎尿管会摘施行 2001年4月右腎孟尿管腫蕩を

認めたため. BCGi主入を 4コース施行.尿管腫療は消失するも腎孟

腫携は消失せず， 2002年10月28日Laserablationを施行した.

腎杯憩室内に発生したと恩われる移行上皮癌の 1符U:松ヶ瀬安邦，

高田徳容，秋野文臣，松田博幸，森達也，南茂正(旭川厚生)，

盟悌子(同療理症例162歳.男性(既往歴)糖尿病.棒頭十

二指腸癌術後(現病歴)CT上約 5cmの嚢胞状腫癒を認め cystic

RCCを疑い2001年9月入院 身体学的および血液一般・生化学検査

上異常なし. [経過]同年9月13日左腎摘出術を施行(病理所見)嚢

胞状腺場は腎孟との交通はないが接周聞に平滑筋が存在し腎杯j慰霊発

生を疑えた.TCC. G3. pTI. pNO， pMO. stage 1と診断. [考察]

嚢胞状形態をとる腎孟腫携は本症例を含め本邦17f7iJ目の報告.うち腎

杯憩*腫協は9例のみ.9例の年隙は42-78歳(平均59.1歳).男性・

女性・不明おのおの 7 ・ l ・ l 例，~例移行上皮癌. 5例は腎細胞癌と

診断され腎摘出のみ. 3例は腎尿管全摘術を施行されている.

腎孟尿管腫蕩における MultiDetector・・Row(MD) CTの有用性:

金子嘉志，岡田能幸，小堀豪，前川正信，前川信也，大森孝平，西

村一男(大阪赤十字)，小嶋志之(同放射線目的]腎孟尿管腫蕩

はしばしば DIPだけでは診断がつかず RP.CT. MRIが併用され

ている. CT， MRIは低侵襲であるが. RPに代わるものとはなって

いない Multi Detector崎 RowCT (MD-CT)は CTでえられた画像

を WorkStation上で処理を行い 3次元構築するもので.その診断精

度を腎孟尿管腫綴において検討した. [対象と方法1DIPで腎孟尿管

服務が疑われた 5例を対象に MD-CT. CT. MRI， RPを施行し

た. [結果1CT. MRI. RPの併用で会例が腎孟康管腫携と診断さ

れ，手術を施行し確定診断した. MD-CTは単独ですべての症例を
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腎孟尿管腫蕩と診断することが出来た [結語1MD-CTは RPに代

わる検査法になりうることが示唆された.

尿路性器腫蕩・勝脱

尿管口合併切除を行った TUR・Btの臨床的検討:田口 功，古川

順也，篠崎雅史，山中 望(神鋼目的]表在性勝枕腫蕩に対す

るTUR-Bt(尿管口合併切除)の上部尿路に対する影響につき検討

したー[対象11994年 l月から2002年 1月の聞で，上記目的に合致す

る延べ16例を対象とした 通過障害の発生，その背景および対策など

につき retrospectlveに検討した. [結果116例中 5例で術後に勝脱尿

管移行部の通過障害を来たした その内，術直後に尿管ステントを留

置したものが3例，非留置が2例であった 1 fJUは壁内尿管の腫傷再

発による通過障害であり，経尿道的尿管腫蕩切除術を行った，他の 4

例では尿管ステント留置，経尿道的尿管口切開術あるいは拡張術を施

行したー全例で通過障害の改善を認めた，

表在性膜脱腫蕩1，24319IJの臨床的検討:山田 徹，土屋朋大，亀井

信吾，楊陸正，安田 満，西野好則，西田泰幸，是正口光宏，永井

司，竹内敏視，出口 隆(岐阜尿路上皮癌研究グループ目的]

表在性勝耽腫揚の臨床的検討[対象]岐阜大学および関連22施設で過

去10年間に治療した勝脱癌2，012例中，表在性勝脱臆錫で TUR-BT

を施行した1，243例を対象とした [結果]主な項目別の 5年非再発率

は以下であった.深達度目IJ. Tis 50.0%， Ta 53.8%， T1 46.6%， 

T250.1% 形態別 有茎性54%，広基性35% 腫蕩数別 単発

55.0%，多発35.2%. 随伴 CIS有無無47.5%，有38.5% 勝注療

法有無:有49.4%，無44.7%. [考察]深達度，形態，腫蕩数などで

再発率に差が認、められた さらに細かく検討する予定である.

勝枕上皮肉癌に対する BCG腸脱内注入療法 (40mg6回投与)の

検討:麦谷荘一，伊藤寿樹，丸山哲史，波多野伸輔，永江浩史(翌隷

三方原対象・方法]勝枕上皮内癌 (CIS)33fJU (男性27例，女性

6例，平均年齢67.1歳)に対して BCG40mgを経尿道的に勝目光膝内

に週 l回，言十6回注入し，その有用性について検討した.効果判定は

勝脱癌 CISの治療効果判定基準に準じて評価した.平均観察期間

は32，6カ月(12-48)であった [結果]抗腫蕩効果は CR28例

(84.8%)， NC 5例であったー CR28例中 8fJUに再発を認めたー CR

の平均持続期間は26目4カ月であり，非再発率は36カ月で68.4%であっ

た.副作用として 37SC以上の発熱が3例 (9.0%)に認められた.

[結語]勝脱 CISに対する BCG勝脱内注入療法 (40mg 6回投与)

の有効性を確認した 副作用では発熱の発生頻度が低く，投与中止例

は認めなかった.

G3/Tl腸脱癌に対する BCG勝脱内注入療法の検討:三馬省二，

福井義尚，山口旭，青木勝也，清水一宏(奈良県立奈良)，藤本

健，藤本清秀，大圏誠一郎，岡島英五郎，平尾佳彦(奈良県立医大)

[目的1G3/T1勝脱癌に対する BCG勝脱内注入療法について検討し

た. [方法]対象は， 1991年 7月から BCG注入療法で治療された

G3/T1勝脱癌20例(初発16例)で，浸i閏様式は α，s， yに，粘膜固

有層内深遠度は微少，中等度(1/2以下)， i嫡漫性(1/2以上)に分

類された. [成績]再発は10例 (50%)で認められた 浸潤癌への進

行は 4例 (20%)で発生した これら 4例における浸潤様式は戸ま

たは yで，深遠度は全例が瀬漫性であった.残る 16例ではi采達度は

中等度以下であった. [結語]深達度がI揃漫性を示す G3/T1s重傷は，

T2として治療を行うべきである. G3/T1勝脱癌に対しては，維持

BCG 注入療法など，新しい治療法を考案する必要がある

BCG療法後前立腺間質のみに浸潤性増殖をきたした勝統腫蕩の2

例ー八尾昭久，彦坂玲子，村蒔基次，原章二，原 勲，藤津正

人，川端岳，岡田弘，荒川創一，守殿貞夫(神戸大) 尿路上皮

内癌に対し BCG療法を施行， CRをえたものの外来経過観察中に尿

細胞診陽性を認めたため勝脱および上部尿路の精査を行うも異常所見

を認めなかった.前立腺部の病変を疑い，症例 lについては経尿道的

生検，症例 2については経直腸的前立腺針生検を施行したところ，前

立腺間質での移行上皮癌を認めた.症例 1，2ともに勝脱尿道全摘除

術を施行，現在再発を認めていない. BCG療法にて尿路上皮の痛は

消失したが，前立腺に浸潤性増殖を来したものと考えられた.

BCG鰐脱内注入後に生じたライター疲候群の 1例:前回雄司，折

戸松男(金沢社保)，森下肇(同整形外科)， 111野充弘(同内科)，

加藤浩章(公立加賀中央) 表在性勝枕癌に対する BCG勝脱内注入

療法に生じるごく稀な合併症として，尿道炎・関節炎・結膜炎を 3徴

とするライター症候群が知られている 今回，われわれは BCG腸脱

内注入療法施行中に典型l的な症状を示した l例を経験したので報告す

る 症例は64歳，男性，多発性勝脱腫傷に対し TURBt施行ー lカ月

後に BCG勝目先内注入療法を開始した.勝脱内注入 6回目施行後より

発熱および左膝関節痛，排尿時痛が強くなり，また両側眼球結膜の著

明な充血を認めるようになった 血液生化学では白血球・ CRPの上

昇，赤沈の充進を認めた 関節液は多数の白血球を認めたが，培養は

陰性であった. NSAIDの投与を開始したところ症状は徐々に改善し

たー

跨脱腫蕩におけるテロメラーセの発現:奥村昌央，森井章裕，保田

賢司，布施秀樹(富山医薬大)，栗本文彦(三菱化学ピーシーエル)

[目的]勝目光腫蕩組織でのテロメラーゼの発現を検討した. [対象と方

法]勝脱腫蕩患者37例の勝脱腫蕩組織を用い TRAP法にてテロメ

ラーゼ活性を測定したー[結果]異型度別では G1で6例中 5例

(83.3%)， G2で23例中凶例 (60.9%)，G3で8例中 4例 (50%)で

テロメラーゼ活性が陽性であった (G1vs G2， G1 vs G3，いずれも

Pく0.05). pTa， pT1の表在性勝目光腫場では18例中15例 (83.3%)，

pT2以上の浸潤性勝脱麗蕩で、は19例中 8例 (42.1%)で陽性であっ

た(表在性 vs浸潤性， pく0.05). [結語]異型度の高いものや浸潤

性勝脱腫携ではテロメラーゼ活性が有意に低く，これらの腫蕩ではテ

ロメラーゼが関与しない増殖メカニズムやテロメラーゼ抑制物質の存

在なとが示唆された.

表在性勝脱癌における癌再発規定因子としての KAIl発現低下:

蘇晶石，山田泰司，梅田佳樹，有馬公伸，柳川 員，杉村芳樹(三

重大) ふつう正常細胞では発現する KA11転移抑制遺伝子(ポリ

クロン抗体 C-16)を勝脱癌において免疫組織化学的に検討し，癌再

発規定因子となりえるかどうかを検討した.対象は初発の表在性勝脱

癌87例で， KAl1不染性の細胞数が15%以上の発現低下群 (27例，

31.0%) と15%未満群 (60伺U，69.0%) に分けて比較検討した.

KAl1の発現低下と病理学的因子との関係では， gradeと相関なく，

stageと関連する傾向を示し，腫援活径とは有意な相関を示し (p=

0.0075)， KAI1の発現低下が痛の進展に伴うことが示唆された 再

発規定悶子を検討するため，多変量解析を施行したところ， KAI1の

発現低下，腫握手後 3cm以上，広碁性が癌再発に関する独立した因子

であった.

尿路上皮腫蕩に対するウロプラキン Ia免疫染色の意義:上仁数

義，影山進，片岡晃，若林賢彦，吉貴達寛，岡田裕作(滋賀医

大)，九嶋亮治(同臨床検査)，寺井章人(倉敷中央) 尿路悪性腫傷

では，病変が務脱頚部に存在する場合，前立腺由来か勝脱由来か判断

に難渋することがある.今回われわれは，診断に難渋した尿路悪性腹

蕩17症例にウロプラキン Ia免疫染色を施行し，その原発巣の精査を

行った. [対象と方法]勝脱腫場12例，前立腺腫湯5例が対象で，おの

おのの症例にウロプラキン Ia免疫染色を施行し，その発生母地の精

査を行った. [結果]線癌と初期診断された症例にウロプラキンIa

か陽性に染色された これらの症例は腺痛の構造をとっていても移行

上皮由来であると推測できた [結論]尿路上皮腹場に対するウロプ

ラキン Ia免疫染色は勝脱頚部などの隣接部位に発生する判定困難症

例に有用であるー

勝脱癌における IIC-acetate PET :秋野裕信，池田英夫，楠川直

也，金回大生，塚晴俊，守山典宏，大山伸幸，鈴木裕志，金丸洋

史，岡田謙一郎，横山 修(福井医大)，土田議郎(同放射線)，西津

貞彦，米倉義晴(同高エネルギー医学研究セ目的]勝脱癌に対

する 11C-acetate PETの診断能について検討する. [対象・方法]

対象は進行勝脱癌 2例で，治療として勝脱全摘術が施行されたー 11

C-acetate PETは 11C-acetate， 740 MBqを経静脈的に投与後10分

から 10分間骨盤膝をスキャンし画像をえた. PET画像と CT，

MRI，組織学的所見を比較検討した. [成績]症例 lは移行上皮癌，

grade 2>3， pT3bで，症例 2は勝脱腺癌， pT1bと前立腺に浸潤す

る移行上皮癌， grade 3>2を認めた 両者において 11C-acetateの

有意な集積は見られなかった [結論111 C-acetate PETを勝目光癌に
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おいて臨床応用する意義は低い.

勝脱癌における中心体過剰複製と染色体数不安定性について:)11村

研二，森山 学，池田龍介，鈴木孝治(金沢医大目的]中心体

は有糸分裂時に紡錘体極となり二極性紡錘体の形成を確立するため，

その正確な複製は均等な染色体分配にとって必要不可欠である.勝脱

癌で中心体過剰複製 (CH)と染色体数不安定性について検討した.

[方法]勝脱癌22例 (GI: 5例， G2・7例， G3: 15例)を対象とし

た.中心体を抗 ytubulin抗体で染色し， FISHで3番， 7番， 17 

番染色体の異数性について検討した [結果1CHを22例中 18例

(81.8%) に認めた CHを認める勝脱癌では染色体不安定性を認め

る傾向があった(回帰分析;3番染色体問中心体過剰複製 P= 

0.0006， 7番染色体 P=0.0002，17番染色体 P=0.002). [結論]勝

脱癌において CHは染色体数不安定性の望書悶であると考える

浸潤性勝脱癒に対する勝脱温存を目的とした動注化学療法の検討:

芝政宏，藤井孝裕，高寺博史(八尾徳洲会総合)，津島寿一(/司放

射線)，寺川知良(寺111クリニアク) 浸潤性勝脱腫蕩に対する勝目光

温存を目的とした動注化学療法の有用性を検討した. 1998年8月一

2002年 6月に治療を開始した患者19例(男性17，女性 2)を対象とし

た.平均年齢67.2歳 (45-84)，平均観察期間19.8カ月 (1-46)， 

G2;9例， G3; 10例，臨床病期は T2;11 例， T3; 6例， T4; 2例

であった.動注化学療法には CDDP70mg/m2， ADM 30mg/m2を

使用，3 -4週間毎に平均1.8コース施行した.追加療法は放射線療

法 ;3例，会身化学療法 ;2例， BCG勝枕内注入療法;3例.効果判

定はCR;9例， PR; 6例， NC; 2例， PD; 2例であり，有効な治療

法の 1っと考えられた.

局所浸潤性傍脱癌に対する CDDP，VCR， MTX， PEP， ADR 5 

剤併用動i主化学療法 (COMPA)の治療成績:費接亮一，玉置雅弘，

上回朋宏(公立甲賀対象と方法11994年4月から現在までに浸

潤性勝脱癌48例に対し， CDDP， VCR， MTX， PEP， ADRの5斉IJ

併用動注化学療法 COMPAを施行した.組織裂は TCC42例， TCC 

+SCC 3例， TCC+AC I例， TCC+SCC+AC I例， AC I例，悪

性度は G2:9例， G3: 39例，深達度は Tlb:18例， T2: 8例，

T3: 16例， T4: 6例であった. [結果]評価可能なめ例中， CR 10 

例， PR 14例(奏効率53.3%)であった.残存癌に対して 13例で勝脱

会摘， 5例で勝脱部分切除， 6例で TUR-Btを行い，予後は癌なし生

存28例，癌あり生存 3例，癌死8例，他国死9例であるーまた 3，5 

年生存率は88.1，64.9%であった [結論1COMPA動注化学療法は

有効な治療法と考えられた

勝脱癌に対する放射線併用動i主化学療法の検討:角野佳史，山本

肇，田近栄司(富山県立中央 1997年から2002年までに，浸潤性勝

目先癌に対して当院で施行した放射線併用動注化学療法の16例について

検討した.性別は男性12WI]， fr.性4例，年齢は60-84歳，平均72.5歳

であり，臨床病期は， T2; 7例， T3; 5例， T4; 4例 (NIの l例を

含む)であった.治療として，放射線を 42.4-68.3Gy 照射，その

期間中に CDDP50-100 mg (もしくは CBDCA300 mg)とTHP

30-50 mg による動注化学療法を 1-2回施行した.近接効果は

CR; 10例， PR; 3例， NC; I WI]， PD; 2例であった. CRの症例

のうち 5例はその後も再発を認めていない.勝脱全摘のできない没i間
性勝耽痛で，放射線併用動注化学療法は有効な治療法の lっと考えら

れた.

80歳以上の高齢者浸潤性勝脱癌に対する動i主化学療法併用放射線

療法:清水一宏，三馬省ニ，山口 旭，青木勝也，福井義尚 (~i'，)f.奈

良)，堀川典子，吉岡哲也(伊l放射線)，藤本健，明山達哉，平山暁

秀，田中宣道，上甲政徳，丘団英人(奈良県立医大目的]尚齢

者の浸潤性勝脱織に対する動J主化学療法併用放射線療法について検討

した [方法11996年 7月から2002年6月までに当院で治療された80

歳以上の浸潤性勝脱嫡 7例(男性5例，女性 2例，最高齢87歳)を対

象とした. TUR-Bt 後，毎日の照射直後に皮下リザーパより CDDP

6-8mgを動注した.放射線治療終了後，組織学的効果判定を行い，

可能であれば少量の CDDP+ THP-ADM動注を 1-2遇J1IJ附で

行った. [成績17例中 5例が放射線治療後に CRと判定され，4-1JIJ

が痛なし生存(追跡期間 8-46カ月)で， I例は23カ月で痛手Eした

NCの2例は10カ月で嫡死した. [結滞]本療法は，高齢者の没1匝l性

勝脱痛に対して，治癒も期待できる治療選択肢になりうる.

80歳以上の局所進行性腸脱癌に対する勝脱全摘除術の検討:原田

健一，武中篤，玉田博(兵庫県立柏原)，松下全巴(松下泌尿器

科 1989年 7月から2002年8月までに当科において局所進行性勝脱

癌に対し勝脱全摘除術を施行した78例のうち80歳以上の高齢患者は14

例であった.同時期に勝脱全摘を施行した若年患者と比較すること

で，高齢患者における治療方針について検討した.患者全体の検討で

は疾患特異 5年生存率は25%であり 5年非再発率は20%であった 高

齢者と若年者の比較では手術時間，出血量，輸血量，早期合併症，手

術後在院日数，晩期合併症と予後， stage別予後などについて検討し

たが，両者の問に差を認めず， 80歳以上の高齢患者であっても手術適

応を満たしておれば勝目光全摘は有効な治療法であると考えられた.

高齢勝脱癌患者に対する勝脱会摘除術の検討:前川正信，岡田能

幸，小堀豪，前川信也，金子嘉志，大森孝平，西村一男(大阪赤十

字) 高費者化社会に伴い，勝脱癌患者も徐々に高齢者の割合が高まり

つつある 当院では1991年 l月から2002年 5月までの聞に75歳以上の

勝脱癌患者に対し TUR-Bt109例，勝脱全摘34例(男性21例，女性13

例)を行っている 今回，われわれは当院にて治療した高齢勝脱癌症

例で勝目光全摘を施行した症例を中心に検討を行った.平均年齢は79

歳，手術時間325分，出血盤 1，851ml，術後在院回数53日，尿路変更

は腸導管17例，尿管皮「調痩17例 主な術後合併症は創感染35%，術後

せん妄18%，麻療性イレウス 14%で，術後 ICU入室は 2例，周術期

死亡 1例であった 5年生存率は60.2%であり，前立腺癌の合併が10

例 (47%) と高率であったー

跨脱腫蕩の臨床的検討:楊陸正，土屋朋大，亀井信善，山田

徹，安田満，西野好則，西国泰幸，谷口光宏，永井司，竹内敏

視，出口 隆(岐阜尿路上皮癌研究グループ目的]勝脱癌の臨

床的検討. [対象]岐阜大学関連22施設で10年間に経験した勝脱癌

2，012例(男女比4・1，平均年齢68.9歳). [結果]約半数が単発，乳

頭状有茎性が45%で， 3cm以下が63%であった 尿細胞診 class3 

以上は58%，TI以下は66%であった.初回治療が TUR-Btは63%

で，全摘27%，部切 4%であった.初回治療後再発は全体で31.7%，

再発後全摘例はその12%だった 病理組織は TCCを含むもの治宝97%

で， SCC 3 %， AC 3 %で，異型度は G2:50%で， G3: 33%， 

GI: 17%の順であった.病期別 5年生存率は TO:100%， Ta: 

89.7%， Tis: 83.3%， TI: 87.4%， T2: 76.6%， T3a: 58.2%， 

T3b : 36.8%， T4: 20.7%で，異型度別は GI: 93.2%， G2 

84.5%， G3・64.1%であった. [考察]予後は病期異型度と相関し正

確な診断が重要である

勝目光全嫡除術施行症例の臨床的検討:土屋朋大，亀井信吾，山田

徹，安田満，楊睦正，西野好則，酒田泰幸，谷口光宏，永井

司，竹内敏視，出口 隆(岐阜尿路上皮癒研究グループ目的]

多数症例での勝脱痛の臨床的検討を試みた [対象]岐阜大学関連22

施設で過去10年間に勝脱会摘除術を施行した573例. [結果]勝脱全摘

後の尿路変更は尿管皮膚痩91伊1]，回腸導管296例，代用勝脱144例 深

遠度は pTis: 34例， pTa: 57例， pTla: 75例， pTlb: 103 WU， 

pT2・103例， pT3a: 65f1iJ. pT3b: 77例， pT4: 40例で， リンパ節

転移のあった症例は52例 (pNI: 32例， pN2: 20例).深逮度別の 5

年生存率は pTis: 93.0%， pTa: 89.3%， pTla: 85.5%， pTlb・

84.8%， pT2: 66目。%， pT3a: 52.7%， pT3b: 39.0%， pT4・

37.0%. 183例に術前化学療法を， 143例に術後化学療法を施行した.

[考察]組織学的深遠皮，化学療法の有無などにつき生存率を比較し

予後因子について検討する.

陰茎を温存した陰茎癌の2例:木村恭祐，松浦治，上平修，磯

部安朗，近藤厚生(小牧市民) 症例 1，55歳，男性. 2∞l年11月28

日，陰茎包皮に潰場形成を伴う脆協があり環状切除と腫機切除術施

行.病理組織は SCCであった.また左鼠後部リンパ節極大を認め

2002年 1月31日間鼠径音11リンパ節郭i育施行，病理診断で左鼠径リンパ

節転移を認め，同年 2月初日より MPB療法 (MTX200 mg/m2X3， 

BLM 10 mg/m
2
X5， CDDP 20 mg/m2X5)を2クール施行し経過良

好にて退院した 症例 2，78歳，男性. 2002年 1月31日亀頭部に演説話

があり生検施行，病理診断 SCCのため|司年 2月21日，陰茎部分切除

と阿鼠径リンパ節羽目j青施行.病理組織は SCCでリンパ節に転移を認
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めなかった 両症例とも陰茎を温存し現在まで再発を認めず経過良好

である.

尿膜管腫蕩9症例の臨床的検討:上田康生，丸山琢雄，山本裕{言，

善本哲郎，近藤宣幸，野島道生，滝内秀和，森義買IJ，島博基(兵

庫医大)，前田信之(市立芦庭)，鈴木透(明和目的]当科で

経験した尿膜管腫傷9症例について臨床的検討を行った [結果]年齢

は18歳から80歳(平均46.3歳)，性別は男性4例，女性4例であった.

Sheldonによる病期分類は 3Aが5例， 3Cが2例， 4Aが l例， 4B 

が l例であり，組織型は腺痛 7例，移行上皮癌 2例であった.治療は

5例の病期 3Aおよび l例の 3C症例に対し，勝枕部分切除術と瞬尿

膜管切除術を施行し.病期 4Aの l例には，上記に加え骨盤リンパ節

郭i青術と子宮全摘術も施行した，予後に関しては，術後合併症にて死

亡した l例と， 2年2カ月後に病死した l例の合計 2例が死亡した

その他の症例は 3カ月から 14年5カ月の生存が位認されている

尿路性器麗蕩・前立腺

前立腺癌の臨床的検討:秋田英俊，凋村武彦，回貫浩之，安井孝周

(名城目的}当院における前立腺癌の臨床的検討[対象J1992-

2002年7月までに，当院で前立腺痛と診断され，経過観察を含め治療

を継続している患者， 64名 [結果}経過観祭となっている患者は 5

人 (Tla・4，Tlc: J)，前立腺全摘術を施行されたのは24人であった

(Tla:l， T2a:ll， T2b:6， T3a.l， T3b:5)ー内分泌療法単独，

内分泌療法+放射線療法を施行されたのはお人であった (Mlb:16， 

NI・5). [考察]当院においても限局性前立腺癌で前fi.腺全摘術を施

行する症例が年々増加しており，クリニカルパス導入を始めた.ま

た，早期診断症例が増えたが，初診時に骨転移を有する症例も多く，

QOLを含めた治療が必要であると考えられた.

前立腺癌の臨床的検討:守山洋司，小島圭太郎，三輪好生，増栄成

泰，後藤高広，潰本幸浩，仲野正博，裳島謙一，根笹信一，宇野裕

巳，柚原一哉，出口 隆(岐阜前立腺癌研究グループ目的と対

象J1992年 i月から2001年12月までに当研究グループ参加24施設で治

療を行った前立腺癌1，852例について臨床的検討を行った. [結果]年

齢は49-96歳初診時 PSAは0.2以下一 16，187ng/ml 受診理由は

有症状が87.9%，検診契機が6.3%であった.臨床病期は Tl:21%， 

T2: 27.9%， T3: 25.4%， T4: 15.6%， Tx: 13.4%であった.内

分泌、療法単独例 (TUR-P併用例含む)は69.9%，前立腺全摘除術施

行例は18%であった. [考祭]検診契機で発見された例は有症状例よ

り予後が良好であった.未集計分の症例を加え，考察した結果を報告

する予定である.

前立腺 Insignificantcancerの臨床的検討:小野義春，千葉公餌，

田中宏和(兵庫県立加古川)，安田大成(問病理目的JTumor 

volume 0.5 ml以下の insignificantcancer (Insig)の検討. [対象と

方法]対象は2001年 l月より当科で前立腺全摘術を施行した40例.術

前 parameterとの検討を行った. [結果J40例の年齢， PSA中央値

は67歳， 5.9 ng/ml. Signi自cantcancer (Sig)は3制列 (85%). Sigお

よび Insigの PSA，PSAD， positive core数，生検 GS平均値はそ

れぞれ 11.7， 7.3， 0.46， 0.15， 2.6， 1.5， 6， 5.8 ng/mlで positive

core数に有意差を認めた (p=0.04).

前立腺癌患者における死亡症例の臨床的検討:安回鐘樹，河 源，

中川雅之，福井勝一，島田治，藤田一郎，大口尚基，土井浩，岡

田日佳，六車光英，室田卓之，松田公志(関西医大前立腺研究グルー

プ目的・方法J1995年以降，当科にて診断治療した前立腺癌症

例のうち，死亡が確認された34症例の臨床像と，生存期間に影響する

因子の有無を検討した. [結果]前立腺癌死が22例，他応死が12例で

あった.癌死症例では，診断時の年齢中央値は65歳，診断時の PSA

値中央値は 300ng/ml，診断から死亡に至る期間の中央値は23.0カ月

であったー治療開始後短期(I年以内)で死亡した症例について，診

断時の EODs∞re，経過中の PSA最低値および PSA低下率が有意

に不良であったーすべての前立腺癌死症例で，再燃後の期間が治療開

始から死亡までの期間の半分以上を市めていた.

前立腺癌におけるセンチネルリンパ節同定の試み:高島 博，江川

雅之，今尾哲也，越田 潔，並木幹夫，横山邦彦(金沢大目的]

前立腺痛において SentinelIymph node (SN) を同定し Scntinel

Node Navigation Surgery (SNNS)の開発をめざす [対象と方法]

術前 NO前烹腺稿患者を対象とした.手術開始 5-6時間前に 99rnTc

標識フチン酸を TRUSガイド下に前立腺内に注入した 術前 lym-

phoscintigraphyおよび術中 yプロープi去で SNを同定後，パック

アップ郭j青を行ったー摘出リンパ節の放射能をオートウェルで測定し

た後，病理検査を行った [結果]現在まで 5例中 4例で SNを同定

できたー 2例で|浪局郭j青領成以外に SNを認め， I例で SNとその下

流のリンパ節群にのみ転移を認めた. [結論]前1T.腺癌において

SNNSが成立ーしうる可能性が示唆された.

前立腺癌の診断における超音波造影剤併用カラードプテ法 (CDUSl

の有用性についての検討:呉偉俊，夫恩濠，大町哲史，伊藤哲二

(ベルランド総合)，前川たかし(前川泌尿器科目的]前立腺癌

の診断における超音波カラードプラi去の有用性を検討した [対象]

直腸診もしくは PSA異常値で癌が疑われ， 1998年 l月-2000年5月

まで生検術を施行した179例と2000年6月一2002年3月まで造影剤を

併用し生検した 125例を対象とした [結果]未併用群 179fY~中 54例

(30.2%)，併用群 125例中43fY~ (34.4%) に癌が検出された.おのお

のの PSAが4.1-¥0.0，¥0.1-20.0， 20.1以上の検出率は 17.5%と

18.4， 30.0%と42目1，64目。%と66.7%であった. [結語JCDUSによ

る癌検出率は若干の向上を認めるが，統計学的に有意差はなかった.

経会陰的前立腺針生検施行前における MRI診断の有用性:吉岡伸

浩，山本智将，加藤良成，井口正典(市立貝塚) 当院において2001

年4月一2002年7月の聞に経会陰的前立腺針生検を行った66例中，前

1T.JI!il癌と診断された33例について MRIおよび経直腸的超音波検査の

画像所見と針生検による局在診断との関係について検討した.対象は

平均71.7歳， PSA中央値 9.1ng/ml， F IT比中央値8.83%. MRI上

所見を有したのが22例 (66.7%)，MRI 所見の部位と|百l側に癌が検

出されたのが20例 (60.6%). 1カ所のみ癌が検出されたのが13例あ

り，そのうち MRI所見の部伎に一致して検出されたのが9例

(69.2%)存在した.生検施行前に MRIを施行し，それをもとに生

検部位を追加することが診断率の向上に有用である

根治的前立腺全摘除術における限局癌 (pT2>lの臨床的検討:大

村政治，高羽秀典，三宅弘治(土岐市立総合)，金井茂(岐阜社

保)，桃井守，鈴木靖夫(県立多治見目的]限局性前立腺癌

(pT2以下)の臨床的検討を行った. [対象と手術方法J2000年 l月

より 2002年6月までに当院で恥骨後式逆行性前立腺会摘除術(勝脱後

壁新l離法)を行った19例のうち限局癌II例 (57.9%) を対象に，手術

成績および術後早期の尿禁性獲得に関する検討を行った. [結果]術

前の臨床病期はTlc9例 T2b2例で，初診侍の PSA値は 11.8

ng/ml (5.1-19) 平均手術時間は 150min (105-193)，平均出血量

698ml (288-982)，術後のパルーン抜去は6.2日 (5-10)，尿禁制

の獲得はバルーン抜去後2.9臼 (0-19)であった なお11例中 6例

で抜去当日より尿禁制がえられた. [結語]限局性前立腺癌では，術

後早期の尿禁制獲得が可能であった

前立腺全嫡除術の臨床的検討:小島圭太郎，守山洋司，三輪好生，

増栄成泰，後藤高広，漬本幸浩，イ中野正博，蓑島謙一，根笹信一，宇

野裕己，柚原一哉，出口 隆(岐阜前立腺癌研究グループ目的

と対象J1992年 l月から2001年12月までに当研究グループ参加24施設

で前立腺会摘除術を施行した354例について検討した. [結果]年齢は

52-86歳.初診時 PSAは0.2以下一 I，700 ng/ml. 193例 (54.5%)

に術前内分泌療法が行われた 摘除標本の病理診断は高分化型腺癌84

例，中分化型 134例，低分化現 104，pTO: 35例， pT2: 135例，

pT3: 173例， pT4: II 例で， 61 例(17.2%) にリンパ節転移を認め

た. [考察JpT3以上が約50%をr片め，術前病期診断をより正確にす

る必要があると思われた 未集計症例を加えた結果を報告する予定で

ある.

前立腺癌に対する根治的前立線全摘術の臨床的検討:田中篤史，黒

田和男，長井辰哉(西尾市民)，勝野 暁(名古屋大)，榊原敏文〈榊

原クリニアク 2000年 1月より， 2002年2月までに西尾市民病院で

前立腺癌に対して根治的前立腺全摘術を施行した37仰jを対象に臨床的

検討を行った.手術時の平均年齢は69.7歳，術面Iの平均 PSAは 18.6

ng/mlであった.術前内分泌煉法が14仰jに施行されたー平均手術時

間は213分，']"均出血量は 258mlであった.術前病期lは stageBが



694 泌尿紀要 49巻 11号 2003年

28例， stage Cが9例であり，術後病期は stageBが20171]， stage C 

が141~1]， stage Dが3例であった.術前病期が stageBの28例の内，

10例は術後病期が stageCであった. 18例に内分泌、療法， 11171]に放

射線療法が追加された 術後平均観祭期間は， 19.8カ月で.他因死が

l 例あるが生化学的再燃は，認めていない

愛知県がんセンター泌尿器科における前立腺全摘除術の臨床検討:

小倉友二，坂田裕子，脇田利明，林宣男(愛知県がんセ)入'杉村芳

樹(三E蓑E大)入' 日置琢一(鈴鹿中央旧自的]前す

例の臨!床瓦的検討. [対象J1996年4月から2001年12月までに前立腺全

機除術が施行され， 6カ月以上観祭しえた81例. [結果]年齢50-78

(65.9) 歳，観祭期間 9-72 (32.5) カ月，治療前 PSA値 0.3-

306.5 (18.8) ng/ml，臨床病期は Tla:2例， lb: 1例， lc: 15例，

2a : 23例， 2b: 18例， 3a: 20例， 3b: 2例.病理学的病期は pTO:5 

例， 2a:8171J. 2b:27171]， 3a:32例， 3b: 9例また pNl: 3例で

あった 術前内分泌療法は36例，施行期間は 2-25 (6.7) カ月.術

後内分泌療法は 9例で施行.死亡痕例は i例 3， 5年非再発率は

68.2， 55.1 %であった 諸肉子と再発について検討発表する.

前立腺全摘後における尿道カテーテル早期抜去の臨床的検討:寒野

徹，柴崎昇，伊藤将彰，辻裕，瀧洋二，竹内秀雄(公立叢岡)

[目的]前立腺全摘後の尿道カテーテル早期抜去の安全性について臨

床的検討を加えた [対象と方法J2000年12月から2002年2月までの

問に13例の前立腺会摘症例で尿道カテーテルを術後 6-7日で尿道造

影後に抜去し，抜去直後と退院後の uroflowmetryの比較，術後の尿

禁制の検討を行った [結果JU roflowmetryでは 5症例で抜去直後

の最大尿流量は 10ml/s以下であったが，そのうち 4症例では退院後

改善を認めた.尿禁制は全症例で padを必要とせず良好であった

[結論]尿道カテーテルの早期抜去は，症例によっては一時的に排尿

困難がみられるものの，尿禁制は良好で安全に施行できると考えられ

Tこ.

LH-RH analogue長期投与中断後の Testosterone値について:越

l願規，多武保光宏，田中基幹，平山暁秀，藤本清秀，植村天受，石橋

道男，吉田克法，大圏誠一郎，平尾佳彦(奈良県立医大 LH-RH

analogue長期投与中断後の血中 testosterone(T)の推移は余り知ら

れていない a 種々の理由で LH-RH投与中断した前立腺癌29例のT

の変動を retrospectlveに解析した 年齢は54-76歳， LH-RH投与

期間は 5-106カ月，中止後観察期間は 3-48カ月 .Tの回復は中断

6カ月まで緩徐であったが， 21/29例 (72%)が正常域に復した.投

与中断12カ月のTを投与期間別にみると， 24カ月未満群は 14/l5例

(93%) が正常域へ復したが，以上群は 3/10例 (30%) であったー

LH-RH長期投与により T産生は抑制され，中断後の回復も緩徐であ

るが，可逆性であることが確認しえた.

LH-RH agonistの安全性の検討ー投与中止を余儀なくされた症例

を中心iこー:壬生寿一，松本吉弘，影林頼明(大阪間生) 前立腺癌

に対する LH-RHagonist療法において投与中止を必要とするような

副作用出現の報告は少ない.今回副作用のため LH-RHagonist投与

中止を余儀なくされた症例を中心に安全性について検討を行った.

1999年4月より 2002年6月の期間に当院において前立腺姻に対する

LH-RH agonist投与を行った症例は48例あり，うち 3例において副

作用のため投与が中止されていた.中止原因となった副作用は l例が

全身のほてりと冷感が交fLに出現したこと，また他の 2例は骨温量の

低下(および腰椎圧迫骨折)であった 中止症例の臨床経過について

報告する.

都世腺癌に対する閑歓的アンドロゲン除去療法(IAD)の経験:岡

泰彦，藤岡 一(加古川市民目的]われわれは2000年4月の当

科開設以来本年 6月までに13例の前立腺婚に対し IAOを純行した

[対象と方法]対象の年前fiは66-88歳(中央値76歳).臨床病j切はAが

l例， Bが2例， Cが 2171]， 01が2例， 02が6例治療前 PSA1i直

は 4.0-666ng/ml (中央値 19.1ng/ml)であった.新鮮前立腺痛に

MAB療法を36週行い， PSA 他が l以下となった症例に， PSA 1ft¥が

おおむね 4以上となるまで内分泌療法を休止， PSA他がおおむね 4

以上となった時点で MAB療法を再開，この治療を PSAfailureと

なるまで続けた. [結果]内分泌療法中断直前の PSA値は 0.01-

0.16 ng/ml (中央値 0.02ng/ml)であった. 13例中 6例で52-397日

(中央値2518) 自に MAB療法再開を要した その他の 7例は34-

461日(中央値175日)閥治療休止中である.

前立腺癌における術前内分泌療法の有用性の検討:兵頭洋二，阪本

祐一，山田裕二，武市佳純(兵庫県立淡路 1999年 2月以降当科に

て施行した前立腺全摘術的症例について検討した.年齢は57-75歳

(平均68.8歳)，治療開始前 PSAは 3.1-89.7ng/ml (平均 18.6

ng/ml)，臨床病期はTlc9例， T2a 18例， T2b 7例， T3a 6例で

あった 術前内分泌、療法は37例に TAB，3例に LH-RHaを施行し

た.術後病理組織診断は pTO5例， pT2a 13例， pT2b 17例， pT3a 

3例， pT3b 2例で，全例 pNOであった. Down-stagingを9例

(22.5%) に認め， 33例 (82.5%)は organconfinedであった. Ad-

juvant療法を 6例に施行し，術後観察期間101-1，173日(平均414.3

日)において， PSA failureを6例(15%) に認めた 術前内分泌療

法の近接効果は良好であったが，予後についてはさらに経過観祭を要

する.

前立腺癌に対するネオ7ジュパン卜内分泌療法併用放射線治療の路

床成績について・目黒則男，垣本健一，小野豊，前田修，木内利

明，字佐美道之(大阪府成人病セ目的]今回われわれはネオア

ジュパント内分泌療法併用放射線治療の臨床成績を検討し，治療の特

性や問題点を考察した. [方法]ネオアジュノミント内分泌、療法併用放

射線治療を施行した 73例を対象とした.平均年齢は69.7歳で，

Tlc/T2/T3a/T3b/T4がそれぞれ4/18/20/191l2例で， Wel/Mod/Por 

がそれぞれ5/40/28例であった. PSA債の中央値は 25.4ng/mlで，

ネオアジュパント内分泌療法の施行期間，経過観察知間の中央値はそ

れぞれ194日と 1，799日であった [成績・結語JGrade 3以上の晩期

の放射線性直腸炎を4例に認めた.4伊iが癌死し， 3例が他因死した.

PSA再発の取扱いに対する問題点を含め，検討報告する.

フルヲミドによる薬剤性肝障害発症のリスクファクターの検討 z中

尾昌宏，浮村理，沖原宏治，三木恒治(京都府医大)，高田仁

(第二岡本総合)，中村雅至(掘JlI)，鴨井和実(社保京都)，伊藤吉三

(綾部市立目的]フルタミドによる薬剤l性肝障害の危険因子の検

討を行った [対象および方法]フルタミドと LHRHもしくは去勢

術による内分泌療法を行った190例の前立腺癌をウルソデオキシコー

ル酸(ウルソ)投与群と非投与群に randomizeし， 1カ月ごとの肝

機能検査を行って経過を観察した.肝機能検査として GOT，GPT， 

LDH， y-GTP， ALP，総ピリルピンの 6項目を測定し， WHOの基

準に従って，正常値の1.25倍以上の上昇を肝障害ありと判定した.

[結巣]単変量解析では治療前 GOT高値とウルソ非投与が，また多

変量解析では治療前 GOT高値が肝障害の危険因子であったー [結

5苦]フルタミドによる肝障害発症の予見の可能性が示唆された.

再燃前立腺癌に対する Estramustinephosphate， Vinblastine 併

用療法の検討:波多野伸輔，伊藤寿樹，丸山哲史，永田仁夫，永江浩

史，麦谷荘一(聖隷三方原)，鈴木和雄，藤田公生(浜松医大目

的]再燃前立腺癌に対する Estramustinephosphate (EMP)， Vinb-

lastine (VBL)併用療法の有用性について検討した. [対象と方法]

対象は再燃前立腺癌14171].方法は EMP280-560mg/dayを連日経

口投与， VBL 4mg/m2をl週間毎に 6週連続点滴静注した.[結果]

Grade 3以上の有害事象は白血球減少が3例で， 2例で VBL投与の

中止， 1例で減量を要した目中止例を除く 12例で50%以上の PSAの

低下は 6例 (50%)に認められた.効果持続期間は中央値11.57J }jで

あった. [結論]再燃前11:腺痛に対する EMP，VBL併用療法は比較

的安全に施行できるため，症例によっては有効な治療となる可能性が

示唆された.

再燃前立腺癌に対するパクリ世キセル，カルポプラチン併用化学療

法:清川岳彦，国島康晴，東 新，西山博之，伊藤哲之，木下秀文，

諸井誠司，山本新吾，賀本敏行，羽沸j友則， /Jサ11 修(京都大) 内

分泌療法抵抗性再燃前立腺痛は予後不良て、確立された治療法はない.

そのため，安全で，より奏効薬の商い治療法の確立を目指し，さまざ

まな市青1)もしくは多斉'1)併用化学療法が試されてきた われわれは，

2001iJ'.より再燃前立腺嬬痕例に対してパクリタキセル，カルポプラチ

ン併用化学療法を積極的に行っている. 2002年6月時点で， 8名の再

燃前1I:II!i!j高忠者に対し，計22コースの 4週毎ノfクリタキセル，カルボ

プラチン併用化学療法が終了した 今回はその治療成績，有害事象な
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どを集計し報告する.

ホルモン不応性前立腺癌症例に対するタキサン化合物の効果:桑原

勝孝，白木良一，三島淳二，市野学，佐4木ひと美，日下守，泉

谷正伸，石川清仁，星長清隆(藤田保衛大 StageD2のホルモン

不応性前立娘婿4例に対してタキサン化合物単斉IJによる治療効果の検

討を行った.年齢は49-74歳治療前 PSA値は 6.59-282.65 

ng/ml.症例 iには paclitaxel150 mgを各週投与.症例 2-4には

docctaxel 40 mgを各週投与した.症例 lは2回投与後 grade3の白

血球減少を認めたため投与を中止したー症例 2は4週投与後の PSA

f直が129.5→81.5と低下を認め(低下率63%)，副作用もなく，外来に

て投与が可能であった.症例 3，4は現在労J呆検討中である，今後さ

らなる検討が必要であるが docetaxelは低容量でもホルモン不応性前

立線癌に対して効果が期待でき.患者の QOLを煩なうことなく外

来にでも投与可能な薬剤lであると思われる

腹腔鏡下前立腺全嫡除術の経験と手術成績の検討:清水洋祐，高尾

典恭，七里泰正(北野) [対象と方法]当科にて2001年10月より始め

た腹腔鏡下前立腺全摘除術13例の検討を行った.年齢は平均64.8歳，

術前 PSA値は平均9.65で，臨床病期は Tlc6例・ T2a2例・ T2b5 

例であった.術式はおおむね Montsouris法であるが，尿道勝脱吻合

は6時から 12時の 2hemicircuferetial running suureに modifyし

た [結果]平均値で，手術時間473分・出血最 420g ・カテーテル留

置期間6.6日であった，合併症は 1f9Uのポートヘルニアのみで，尿禁

制は術後90日以内に全例 completedryである. [考察]今後 learn-

mg curveに則り手術時間が短縮できれば，低侵襲・解剖学的手術と

して有用と思われる.

腹腔鏡下前立腺全嫡除術の検討:服部良平，小野佳成，後藤百万，

吉野能，吉川羊子，大島伸一(名古屋大)，平林聡(成田記念)，

山田 伸(岡崎市民対象J1999年12月より， [浪局性前立腺痛症

例に対し骨盤内リンパ郭i青および腹腔鋭下前立腺摘除術を55例に行っ

てきた.初期の10例 (A群)は経腹的到違法で行い，以後の31例では

後腹膜到違法にて施行した (B群).肢近の14例では尿道跨脱吻合時

に正中麟索を切断する方法を行っている (C群). [結果]関創手術に

変吏された例はA群では 2例(出血，吻合困難各 l例)であった B 

群では5例(直腸損傷 2例，吻合困難3例)であった 平均出血量

はA，B， C群でそれぞれ 859，705， 616 mlであり，平均手術時間

は8.1，6.9， 6.2時間であった 尿道カテーテル平均留置期間はそれ

ぞれ18，14， 9日であった

ミニタイプラップディスクを用いた鏡視下根治的前立腺全摘除術 2

伊藤吉三，平原直樹，矢野公大，細川直樹(綾部市立)，今出陽一朗

(与謝の海)，南口尚紀(福知山市民)，石田裕彦(丹後中央)，河内明

宏(京都府医大目的]腹腔鏡下前立腺全摘除術は手技上，制度

上の問題があり一般病院では容易に行えない 腹膝鏡手術と鋭視下小

切開手術の中間的な手術を行った. [方法14cmの下腹部正中切開，

用指的に Retzius膝を剥離し腹腔鋭用ポートを 5本留置した.切開

創にミニタイプラァプディスクを装着し，気腹を行し'fl皇膝鏡の手技に

準じて手術を行った. Bunching，精獲の剥l再It 勝脱尿道吻合では症

例により気腹を解除し，切開創より通常の手術器具 (bunching鈴子

など)を用いた [結果J5例施行.手術時間は平均247分.全例自己

血愉血で可能であった [考察]同手術は比較的容易に行える低侵襲

手術と考えられた.

開腹および腹腔鏡下前立腺全摘除術における術前後 QOLの比較:

原勲，川端岳，原章二，藤津正人，岡田弘，荒川創ー，守殿

貞夫(神戸大目的]開腹および腹腔鏡 F前立腺全摘除術におけ

る QOLの比較. [方法]開腹および腹膝鏡下前立腺全摘除術を施行

した69例を対象とした 手術前後で EORTC前立腺痛患者用 QOL

調査票および ICSmale SF質問票を用いて QOLを解析した [成

績1(I)手術前後で検討した場合，性生活に関する QOLのみ有意

に障害されていた 手術により排尿困難に関する QOLは改善した

が，尿失禁に関する QOLは悪化していた. (2)術後の QOLに関

し開腹および腹膝鏡下手術の問で，統計学的に有意差は認められな

かった.もう一度同じ治療を受けるかという質問に対しては腹膝鏡に

対する回答の方が有意に良好であった

患者の満足度調査をもとにした前立腺全嫡除術の比較:開腹術 vs

腹腔鏡手術:戸還啓一，永田大介，河合憲康，橋本良博，山田健司，

彦坂敦也，福田勝洋，郡健二郎(名古屋市大)，岡村武彦(名城)，

山田泰之(津島市民) われわれの施設では2000年 7月より腹腔鏡下

前玄腺全摘除術を開始し，術式の改良，経験により手術時間も徐々に

短縮している 今回は患者の満足度を中心に，開腹術と比較検討し

た.前立腺会摘除術を施行し6カ月以上経過した40例(開腹術20例，

腹腔鏡手術20例)について手術時間，出血量，尿失禁を比較した.手

術時間，出血量はそれぞれ開腹術 211:t24分， 1944:t833 ml，腹腔鏡

手術 379:t83分， 583 :t260 mlと有意差を認めた.尿失禁では腹腔鋭

手術で.ほとんとないが10/14(71.4%)，開腹術で 4/14 (28.6%) 

だ、ったー近い将来，腹腔鏡下前す.腺全摘除術が，標準術式になりうる

と思われる.

前立腺肥大症を有する高齢・ハイリスク患者に対する尿道ステント

留置術の経験:野田泰照，氏家剛，岡大三，高田晋吾，藤本宜

正，小出卓生(大阪厚生年金) 前立腺肥大旋患者のうち高齢・ハイ

リスクのため経尿道的前立腺切除術が行えず，カテーテル留置状態と

なっている患者 6f9U，平均年齢79.6自主 (55-90歳)に対し尿道ステン

ト(メモサーム吋留置術を施行した.手術は当初 3例はサドルブ

ロァク，それ以降は仙骨ブロック下に，勝脱痩造設後，前立腺部長を

計測し，ステントの選択・留置を行った.平均手術時間71.6分 (35-

165分)，出血量はごく少量であった. 1例を除き術中・術後合併症は

認めなかった 平均観察期間は8.2カ月 (3-14カ月)であり， 4例

は自排尿可能， 1 例は刺激症状のためステントの抜去を余儀なくされ

た，また， 1例は経過不明である，

高齢者に対する尿道メタルステント留置術の経験:野還昌弘，吉岡

厳，細木茂(大手前) 尿道ステントは低侵襲治療の lつである

が，刺激，移動，感染，交換の問題が指摘されている 形状記憶合金

を用いた長期留置尿道メタルステント(メモサーム)を高齢者の前立

腺肥大症および前立腺癌に用い，良好な結果をえたので報告する.

対象は TUR-Pが困難な，ハイリスク尚齢者で平均年齢82歳 (75-

91歳)の 7例.腰麻5例，仙骨硬麻 l例，ベノキシールゼリー l例の

鎖痛処置の下ー X線透視装置と勝脱鏡を用いて位置を確認して留置し

た. 1 -3日間の尿道カテーテル留置後は全例残尿が減少し排尿状態

は改善した.ステントの移動は無く，抜去や交換は経験していない.

肉眼的血尿を時々生じるが，感染症や尿路結石は認めていない

ハイリスク BPH症例に対する尿道ステントおよび ILCPによる

治療経験:永井 司(揖斐総合) ハイリスク BPH症例に対して，

尿道ステント留置術 (Stent;10例)および前立腺組織内レーザー凝

固術(ILCP;10例)を施行したー Stentには Memokathを， ILCP 

には Indigo830Jを使用した.両治療群で観察期間(3カ月)後の

UFM， IPSSの全 parameterに有意な改善を認めた. Stentおよび

ILCPの有効性は， MFRで80/40%，Symptom indexで70/40%， 

QOL indexで100/70%であった. Stentの l例で勝目先内脱落を認め，

ILCPの3例で術後の血尿・悲痛が遷延した.安全性は Stent;

100%， ILCP; 70%で，有用性は Stent;100%， ILCP; 90%であっ

た. 治療の有効性および合併症の頻度から， Stentが ILCPに優って

いると考えられたが，さらなる長期的な観察が必要である

ILCP (前立腺組織内レーザー凝固術)が性機能に与える影響:西

還恒二，小林恭，小倉啓司(浜松労災)，渡部淳(京都大目

的1ILCPが性機能に与える影響を検討したりす象と方法]対象は

2000年 5月から2002年 2月に ILCPを行った前玄腺肥大症71症例

平均年齢71.2歳 (51-89). 治療前後で，性欲・勃起.t生生活または

自慰・射精の 4項目につき若いときと同機にあるJ から「全くな

い」まで 4段階 (0，1， 2， 3) で回答する質問を行った[結果]

治療前の平均スコア (SD)7.5 (2.9) に対し.治療後の平均スコア

(SD)は1，3， 6， 12カ月目で7.6 (2.7)， 7.9 (3.1)， 7.6 (2.8)， 

7.7 (2.6)で統計学的有意差はなかった.各項目でも治療前後で有意

な変化は認めなかった[結論1ILCPは性機能への悪影響がなく，

Sexual activityの高い患者へのよい適用と考えられた.

30cm3以下の前立腺肥大症に対する TUR-Pの検討:今村正明，

奥村和弘，高田 聡，石戸盆哲，前田純宏(天理よろづ相談所)，松

村善昭([ぎ真会八尾総合)，東新(京都大)，寺地敏郎(東海大)
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[目的]今回われわれは 30cm'以下の前立腺肥大症に対する TUR-P

の成績について検討した. [対象と方法12000年5月から2002年 l月

までに超音波検査にて前立腺体積が 30cm'以下で TUR-Pを施行さ

れた23例を対象とした術前および術後6カ月に IPSS，QOL，最

大尿流量率，残尿量を測定し，比較検討した [結果]術後3例に勝

目光頚部硬化症を認めた その 3例を除く 2C例が評価可能であった.術

後6カ月の IPSS，QOL，最大尿流量率，残尿量はいずれも有意に

改善した (p<O.OJ). [考察]適切な症例選択を行えば閉塞が軽度な

可能性のある小さな前立腺に対しても， TUR-Pは有効な治療法と考

えられた.

当院における前立腺高温度治療の検討:七浦広志(国保坂下)，中

村小源太，山田芳彰，深津英捷(愛知医大目的1BPHに対す

る治療法は TUR-Pが確立されているが，より低侵襲な治療として

本治療法が開発された.当院において前立腺高温度治療を経験し，そ

の有用性を検討したので報告する [対象と方法12000年 7月一2002

年 7月の24カ月間の50例.推定前立腺重量・平均 49.6g， IPSS 平

均27.5，Qmax:平均 2.8ml/s.手術は尿道浸i問麻酔のみ 機種は，

エダップ・テクノメッド社製プロスタトロンを使用 [結果]平均手

術時間・ 59分.治療後6カ月の評価は，推定重量 :2l.6gの減少， 1-

PSS: 10.9， Qmax・9.2ml/sと改善を認め，重篤な合併症は認めな

かったー[結語]本治療は低侵襲であり，合併症も少なく，高齢者に

対しでも安全に施行でき，有用な治療法である.

経尿道的前立腺肥大症高温度治療の経験:谷 満，金子佳照(奈良

県立三室)，寺田賢二(同臨床工学目的]心血管系合併症を有す

る前立腺肥大症患者の治療は保存的になりがちだが，今回，経尿道的

前立腺肥大症マイクロ波高温度治療装置 (TUMT)-TargisTMシ

ステムーを導入し，その治療経験をえたので報告する [方法]本年

3月以降 TUMTを行った 8例(平均年齢70.9歳)を対象に，術前

後で前立腺体積，最大尿流率，残尿最， IPSS， QOLを比較した.

[結果]術前，術後3カ月で前立腺体積 44.8→29.5cm3，最大尿流率

10.7→ 13.2 ml/s，残尿量 45.2→ 17.1ml， IPSS 13.6→ 7.3点， QOL 

3.6→2.0点といずれも改善カ苦Eめられた. [結語]本装置は心血管系

合併症例においても抗凝固薬を中止せずに治療可能で，安全にかつ良

好な結果をえることができた.

根治的前立腺摘除術における前立腺尖部へのアプローチ法の改良

一術後尿失禁に関する検討ー:成田充弘，前漂卓也(社保滋賀)，若

林賢彦，岡田裕作(滋賀医大)，林田英資(公立高島総合)，前田康秀

(京都南)，水野隆元(丹後中央目的]根治的前立腺摘除術の術

後尿失禁の改善を目的として新しい前立腺尖部へのアプローチ法を行

い，その成績について比較検討した. [術式11. DVCを無結教で切

断ー改良法A: a vascular plainに紺子を通す.改良法B:何も通さ

ない. 2. 以下は A，B同じで，前立腺尖部を側方から剥離し，尿道

を括約筋を含む周閉組織ごと切断. 3 尿道勝脱吻合時，尿道だけで

なく lateralpelvic fasciaの切開縁に糸針をかけて吻合ー{結果]従来

法9例，改良法AI2例，改良法B6例で出血量，手術時間，術後パッ

ドが l枚以下になるまでの期間について検討し良好な結果をえたので

報告する，

前立腺痕骨転移巣におけるオステオカルシン発現の意義:和田義

孝，白川利朗，日向信之，守殿貞夫，後藤章暢(神戸大)，松原重治

(西脇市民) 緒言・オステオカルシン (OC)は非惨質の Gla蛍白

で，全骨中 1-2%に存ヂEし，その発現は成熟した骨芽細胞に限られ

るが，前立腺筋細胞においても産生されることが他認されている 今

回われわれは，前立腺掛およひ'それ以外の腿錫の骨転移巣とl反発巣に

おける OC発現の比較を行い，その意義を検討した ブ'Ji去，結果‘

前虫腺婚とその他の艦長』の!反発巣および骨転移巣に対して免疫組織染

色を行った結果， OCの発現は前:V:.!腺航骨転移巣においてのみ確認さ

れ，それ以外では認めなかった，結論 前立腺嫡細胞とf子細胞の細胞

間相互作用が OC発現を引き起こし，細胞外基質とカルシウムの複

合体となり脅再形成における化学誘導物質として機能すると考えられ

た.

転移性前立腺癌における OsteocaIcin(OC)発現と OCpromoter 

の有用性の検討:松原重治(西脇市立西脇)，後藤章暢，和田義孝，

白川|利朗，岡田弘，荒川創一，守殿貞夫(神戸大)， Leland 

Chung (エモリー大目的1Osteocalcin (OC)は骨芽細胞に特

異的発現する蛋白である.転移による前立腺癌の骨芽細胞様変化を

OC発現によって検討した. [方法]原発性，転移性前立腺癌組織を

OC免疫染色した. OC promoterと PSApromoterを用いたベク

ター (Ad-OC-Ela， Ad-PSA-Ela) を LNCaP， C4-2， ARCaP， 

PC-3， DUI45への成長阻害実験に用いた. [結果]原発性前立腺癌

は85% (23/27) ，転移性前立腺婚は100% (骨:10/10， リンパ節:

12112)が OC染色陽性で， Ad-OC-Elaはすべての細胞株の成長を

阻害したが， Ad-PSA-Elaは PC-3とDUI45の成長を阻害しなかっ

た. [結論lOCの発現は転移性前立腺癒組織で強<， OC promoter 

は PSA非産生前立腺婚の遺伝子治療でも有用であった.

PSA 4.01-10.00 ng/mIのネオアジュパントホルモン療法非施行

前立腺癌における病理組織と術後 PSA値の検討:三神一銭，回原秀

一，平岡健児，木村泰典，川瀬義夫，村田庄平，内田 陸(松下記

念)，建都敦(同病理目的]前立腺全檎除術後の病理組織と術

後 PSAの変化について検討を行った. [対象11998年 7月から2001

年12月までに当院において診断かつ治療した前立腺癌124例のうち，

PSAが 4.01ー10.00ng/mlでネオアジュノfントホルモン療法を行わ

ずに前立腺全摘除術を施行した36例を対象とした 術後 PSAの測定

は， nadir値となるまで月に i回，以後3カ月に i回行った. [結果]

術前 PSAの平均は 6.12ng/mlであった.病理学的病期は， pT2a 

が141J~， pT2bが18例， pT3が4例であった PSA再発は現在まで

に4例 01%) に認められている.術後病理組織と PSA値の変化に

ついて検討する，

全摘除術を施行した勝統癌症例における Nucleararea index 

(NAI)の予後因子としての有用性の検討:アニワルイスフ，青木芳

隆，金丸洋史，繍山 修，岡田謙一郎(福井医大) 目的:勝脱癌症

例における， nuclear area index (NAI)の予後因子としての有用性

について検討した.対象と方法凶 1985年から 1998年に，福井医科大学

にて手術した勝枕癌73症例を対象として，癌綿胞と正常勝枕上皮細胞

の核面積を計調IJした，各症例について，癌細胞の平均核面積と正常務

脱細胞の平均核面積の比を NAIとして算出し， NAIと転婦との関

連を検討した 結果・癌細胞の核面積の平均は 38μmR正常勝脱細

胞は平均 32μm2であり ，NAI は平均1.2(0.63-3.08)であった-

Gradeや TNMカテゴリーを含めた多変量解析では， NAIは生存率

に関して独立した予後因子であった.

当科における前立腺生検の検討:前立腺体積に応じた生検本数増減

の効果:岡田日f圭，中川雅之，六車光英，松田公志(関西医大)，土

井浩，室田車之，島周治(関西医大香里自的]体積に応じ

て生検本数を 4から 12カ所 (-30ml:6本， -40ml: 8本， -50 

ml: 10本， 50ml- 12本)として前立腺癌検出率が向上するか検

討.再生検では Tzを含めた [方法]対象は2000年3月一2002年6

月に当科で超音波下経直腸前立腺生検を390例，平均8.3:t2.I本， 4 

本 l例， 6本134例， 7本 117lJ， 8本133例， 10本49例， II本 117IJ， 12 

本69例， 14本2例. [成績}嫡検出率は PSA-4.0: 12%， 4.1-

10 : 18%， 10.1-20・35%，20.1-30・33%，30-:91% 全体では

31.5%. [結論]これまで当科で行ってきた 8カ所生検の欄検出率は

gray zoneで17.8%，全体では31.3%であり，向上を認めなかった

初回前立腺針生検陰性例のその後:細川幸成，岸野辰樹，小野隆

征，犬山信雄，百瀬均(星ケ丘厚生年金目的]初回前立腺生

検で痛を検出できなかった症例について調査する. [対象と方法]

1997年 l月から 1999年12月までの聞に，初回生検で明らかな痛の診断

がつかなかった64例について検討した [結果11聞の再生検を施行

されたのは10例， 2回の再生検を受けたのは3例であった 再生検で

前立腺癌の診断であった症例の PSAVはl.29 -7.35 (3. 18) ng/mll 

year，再生検で悪性の診断をえなかった症例の PSAVは -5.25-

6.49 (I. 33) ngl ml/yearであった目[結論11回目の再生検の痛陽性

率は23.1%であった.再生検の痛|場性E容を改善するには PSAVを指

標にするべきと思われた.

PSA低値患者における前立腺生検:小林恭，西漂恒二，小倉啓

司(浜松労災目的]血清 PSA値が 4ng/ml以下の患者に対す

る前立腺生検の意義を明らかにする. [対象と方法]血清 PSA値が

2-4ng/mlの忠者に対し説明のうえ経直腸的生検を倒Jめた [結果]
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条件を満たした 157名中59人が生検を希望し 18.6%(cTlc・8人，

cT2・2人， cT3・l人)に前立腺痛を認めた.感度90%における特異

!生は PSADが70.2% (AUC 0.840) と設も高かった 会例遠隔転

移・リンパ節転移を認めず，前2坊主全摘を施行した 2症例はともに腕

場体積 0.5cc以上であった. [考察1PSA 値がグレイゾーン以下の

患者群においても significantcancerは存在すると考えられた

PSADは PSA低値患者においても無駄な生検を減少させるための有

用な指標となる可能性が示唆された.

前立腺癌 Tlc症例に対する12カ所生検の意義 Gray zoneに対す

る PSADとPSAD-PZについてー:池田朋博，堀川直樹，林美樹

(多根総合)，千原良友，近藤秀明，藤本清秀，大国誠一郎，平尾佳彦

(奈良県立医大 目的16カ所 (6PZ)と12カ所 (8PZ+4TZ)生検

の痛診断率を retrospectiveに比較し，さらに grayzoneでの PSAD

とPSAD-PZ'(PSAI (PV-TZV))の有用性を検討した. [対象16カ

所42例と 12カ所149例.平均 PSAは 17.5ng/ml目また grayzoneの

12カ所59例. [結果]癒診断率は，全体で6カ所9例 (21%). 12カ所

54例 (36%)で差はなかったが. PSA 10以上では12カ所が尚かった

(p<0.05). また PSADと PSAD-PZの cutofT 値は0.15と0.34で，

両方を用い grayzone 59例中 6例に生検が不要と判断できた. [結

語1PSA 10以上では12カ所が有用で，さらに grayzoneでは PSAD

と PSAD-PZの併用により不要な生検を回避できることが示唆され

た.

経直腸的前立腺針生検における直腸粘膜表面麻酔の有用性について

の検討:多和田真勝，石田泰一，村中幸二(市立長浜)，棚瀬和弥

(公5L小浜 2000年9月から2002年6月までに，前立腺癌を疑われ

た98人に対して経直腸的前立腺針生検を施行した うち49人は経直腸

プローベ先端に潤i骨ゼリーのみ塗布して検査を施行し (group1). 49 

人は粘膜表面麻酔として 2%塩酸リドカインゼリー 15mlを直腸内

に注入後10分間経過してから検査を施行した (group2) 検査後，

visual analogue pain scaleを用いて評価し. 2群問で比較検討した.

また. paln scoreに影響を与える因子として，年齢， PSA値，前立

腺癌の有無，前立腺容積を検討した その結果， group 1. 2の2群

聞で palnscoreに有意差を認めなかったーまた， pam scoreに有意

に影響を与える因子を認めなかった

PSA 4 ng/rnl未満の症例における至適 PSA測定間隔についての検

討:阪本祐一，兵頭洋二，山田裕二，武市佳純(兵庫県立淡路)

[目的1PSA 4ng/ml未満の症例における PSAの至適測定間隔を検

討した. [対象11997年以降経年的に PSAを測定し. PSAが 4ngl 

ml未満かつ直腸指診で前立腺癌を疑う所見のなかった 188例 [結

果]初回 PSA2 ng/ml未満の97例 (51.6%)のうち観祭期間平均

3.75年で 4ng/ml以上となったのは 2例 (2.1%)のみで， 11例に生

検を施行したが，前立腺癌は検出きれなかった PSA 2 ng/ml以上

の91例 (48.4%)では観察期間平均3.55年で23例 (25.3%)が 4ngl 

ml以上となり，うち 17例(18.7%) は2年以内に 4ng/ml 以上と

なった 34例に対し生検を施行し， 6例 (6.6%) の前立腺摘が検出

された [結語1PSA 2 ng/ml未満の症例については 3年ごとの測定

で充分であると思われた.

有 LUTS患者における前立腺癌スクリーニング:小島宗門，平山

幸ふ，岡田晃一，兼光紀幸，三矢英輔(名古屋泌尿器科)，早瀬喜正

(丸議ピルクリニック LUTSで当院を受診した患者を対象とした

前立腺癌スクリーニングの結果を報告する. 2000年 l月から2001年12

月の閥の初診患者のうち， 50歳以上の男性は1.465人であった.その

うち LUTSを主訴に受診した患者で，紹介患者やすでに前玄腺痛ス

クリーニングを受けたと考えられる患者などを除外した316人を今回

の検討対象とした.これらに対して，血清 PSA'DRE . TRUSを行

い， 316人中74人 (23%) を要生検と判定した.そのうち59人 (80%)

で生検が行われ，最終的に25人(生検陽性率42%，全体の7.9%) の

前立腺痛が発見された.これらの結果は， LUTSを有する患者に対

する PSAを中心とする前立腺痛スクリーニングの必要性を強く示唆

するものであった.

Gray zoneにおける簡易 CorrectedPSA ratioの前立腺癌マー

カーとしての有用性:原章二，原殿，守殿貞夫，揖靖，前回隆

樹，杉村和朗(神戸大 MRIより PZ.TZの近似体積を求め理論

上の PSA分泌能を掛け合わせ求めた簡易 correctedPSA (CPSA)の

Gray zoneにおける前立腺癌診断能を検討した. [対象12001年7月

から2002年4月までに PSAが 20ng/ml以下で生検にて病理学的診

断を行った48例 [方法1MRI T2強調横断像の最大断箇における

PZ， TZの面積と TZの信号強度を測定腺腫は高信号に，間質組

織増生は低信号となることから TZの腺腫の含まれる訓合を推定，

これまでに報告されている各組織の PSA分泌能を仮想、体積に掛け簡

易 CPSAを求め，実測 PSAとの比率(簡易 CPSAratio) を言~t:ìし

た. [結果]簡易 CPSAratioは PSAに比し ROC山線での AUC

が大きく Grayzone症例のマーカーとして有用であると思われた

なぜ，前立腺癌において血紫 PSA-ACTの比率が高いのか? 前

立腺組織中の PSA測定の意義一:畦元将隆(尾西)，岡村武彦，秋

田英俊(名城)，岩瀬豊(愛北)，山田泰之(津島市民)，河合憲康，

戸津啓一，郡健二郎(名古屋市大目的]前す腺痛においてJ1II紫

PSA-ACTの比が高い その解明のため前立腺組織中の PSAを検討

した [対象]前立腺癌 (PCA)13例と前烹腺肥大症 mPH)7例

[方法]前Ji.線組織抽出液から PSA. PSA-ACTなとの厚i目を測定し

た. [結果1(1)組織 PSA，free-PSAの値は PCA，BPHとも差は

なかった (2)組織 PSA-ACTは PCAに高濃度で存在していた

(3)組織f/T比も PCAが低値であった (4)組織中 ACTは両群と

も測定感度以下であった. [考察]前立腺組織内の free-PSAと認識

された型には(1)prepro-PSA. (2) pro-PSA， (3)不活性型 PSA，

(4)十分量の ACTが存在しないため ACTと結合できない成熟期

PSAが混在しており，これがある一定の比で存右していると考えら

れる.

前立腺癌診断における PSA・ACTの有用性:PSA値 10ng/mI以

下での検討:柚原一哉，石田健一郎，蟹本雄右(掛)11市総合目

的1PSA 値 10ng/ml以下の前立腺癌診断における PSA-ACTの有

用性を検討した. [対象と方法12000年 l月から2日日2年9月までに

PSA値 10ng/ml以下で経直腸的前立腺生検施行した128例 PSAは

Tandem-R， PSA-ACTは MARKIT-Mで測定し，前立腺体積より

ACTDを算出し検討した [結果125例(19.5%)に癌を認めた.

PSA， PSA-ACT， ACT/PSA， ACTDの cut-ofT値をそれぞれ 4.1，

3.1， 0.67， 0.14ng/mlとすると，感度は80. 80. 80， 84%.特異度

は23.3，36.9， 56.3， 68%であった [結論1PSA値 10ng/ml以下

での前立腺痕診断において PSA-ACT，ACTDは診断効率を向上さ

せ，不要な1'.検を回避できると考えられた

椅子式経直腸的電子スキャンの開発と応用:斉藤雅人，冨田賢 ， 

矢野公大，手塚清恵(明治銭灸大)，本城久司，北小路博司([司臨床

銭灸)，渡辺決(同基礎医学)，入江喬介(マイクロソニソク株)，

馬木清隆，渡辺紳一郎(アロカ株)専用の電子スキャンを装着した椅

子式経直腸的超音波断層装置を開発した.スキャナはマイクロコン

ベソクス型で，プロープの最大径は 22mm. 超音波周波数は 3.0-

9.0MHzで可変である 本装置を用いて検査を実施した件数は120件

で，正常25例，前立腺肥大症71例，前立腺痛 19例，前立腺炎 5例で

あった.本装置の試用結果は，分解能のi高い安定した画像がえられ，

診断能の向上か期待できた 前立腺癌のカラードプラ診断や. 3次元

表示による TURPの切除程度の評価にとくに有用であった.前立腺

血流の 3次元表示は，手動の経直腸的超音波断層法でえられた画像よ

りもより鮮明に表示できた.疹痛による挿入不可が3jylJ (うち If?iUは

手術による虹門狭牢のため)と，直腸N'展刺激によると忠われる一過

性の脳虚血が2例あった.とくに脳虚血をきたした原肉について今後

よく検討し，より安全で確実な検査装置を確立したいと考えている

前立腺肥大症の経年的容積変化:沖康宏治，竹内一郎，山田剛司，

長嶋隆夫，牛嶋壮，浮村理，河内明宏，中尾昌宏，三木恒治(京

都府医大目的]前立腺肥大症と診断され，複数回前衣服生検を

施行後，良性と確定した症例の経年的前立腺容積変化を解析した

[対象と方法11990年から2002年までに，複数回前)'[腺谷桁を測定し

えた67症例が対象である 初回計測年齢が52歳から87歳(i1.O:t8.0)

に分布し，経過年数は1.5年から 8年 (3.5:t1.8) であった TRUS 

を用いて前立腺容積を算定した [結果]前立腺fI.稿減少，不変，増

大仰jはそれぞれ 3，43， 21例であった.減少例はすべて初回測定年齢

が80歳を超えていた 増大例の方が有意に初回計iftlJ年齢が若かった

(67.0 vs 72.9. p<0.OO5). [結語]前立腺容簡の噌大|期的時期lは
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60-70歳前半に生じることが示唆された

前立腺肥大症における夜間頻尿に対する Frequencyvolume chart 

を用いた検討:松本吉弘，平山賎秀，井上剛志，多武保光宏，田中基

幹，越順規，藤本清秀，大園誠一郎，平尾佳彦(奈良県立医大)

[目的]前烹腺肥大症の夜間頻尿の実態を仕equencyvolume chart 

(FVC)を用いて評価したー[対象150歳以上の男性で. 48時間 FVC

および症状，尿流動態，画像評価を行った58例を対象とした. [方法]

夜間頻尿のパラメータを夜間多尿 (NP). 夜間勝月光容量の低下

(DNBC). その他に分類し検討した. [結果1NPが73%. DNBCが

50%に認められた NPは年齢と正の相関を認めた.前立腺肥大症の

重症度は. NP. DNBCとは相関しなかった. [結語]夜間多尿，夜

間勝脱容量の減少が，前)r.

強く示日唆凌され' これらのさらなる検討が必要である

診療ガイドラインのアルコリズムに準拠しない前立腺肥大症の治療

成績一重症症例に対する薬物療法を中心にー:大圏誠一郎，平山暁

秀，平尾佳彦(奈良県立医大)，田中洋造，森田 昇(奈良友紘会)，

林美樹，堀川直樹(多根)，上甲政徳，坂宗久(大阪晩明館)，山

本雅司(国立奈良 rEBMに基づく前立腺肥大症診療ガイドライ

ンJ (以下，診療ガイドライン)に準じて重症度判定されたすべての

症例が，必ずしも治療選択のアルゴリズムに準拠して治療されていな

いー 2000年以降の BPH症例344例を対象に，重症度と治療効果を re

trospectiveに検討した.重症度は，軽症17f;U (5 %).中等症196例

(57%). 重症131例 (38%)で，薬物療法は 180例 (52%) に施行し

た.薬物療法全例の治療効果は著効+有効+やや有効」が57%で

あったが，アルゴリズムで手術や低侵襲治療が推奨される重症例に対

する治療効果は70%であった 診療ガイドラインの妥当性とともに，

今後の問題点を考祭する

LUTSに対する z受容体遮断薬の有用性の検討:尾上正浩，山本

豊，花井禎，大西規夫，杉山高秀，栗田孝(近畿大目的・

方法]α 受容体遮断薬は前立腺肥大症だけでなく. LUTSへの適応、

が拡大されている 尿流動態検査を用いて LUTS症例に対する α受

容体遮断薬の有用性を検討した. LUTSを有する前立腺推定重量 20

ml 以下の患者11例を対象に底酸ナフトピジル 50mgをl日l回4週

間以上投与し，投与前後での尿流測定. IPSS. Pressure f10 w  study 

を比較検討した [結果1IPSSでは蓄尿時症状，排尿時症状ともに

改善傾向を認めた. しかし，尿流測定では平均最大尿流率，最大尿流

率，残尿量において，有意な変化は認められなかった.各症例の検討

では，閉塞が認められる症例については閉塞度の改善カS認められた

市職員を対象とした前立腺癌検診:中込一彰，後藤修一，吉田宗一

郎(県西部浜松医療セ)，北川陸生(向健診セ目的]近年，前立

腺癌が急速に増加していることから. 2001年度より市職員健康診査に

前立腺痛検診を取り入れて実施した.初年度の結果について検討し報

告する. [対象と方法12001年度中に50歳以上となる男性職員で，健

康診査を受けなかった一部を除いた全員を対象とし， タンデム Ri去で
PSA 伎を測定した 4.0 ng/ml以下を正常値として，それを越える

ものを二次検診の対象とした [結果]受診者総数940人 (49-69蔵，

平均55.3歳)中 PSA>4が35人 (3.7%)であった. 30人が二次検診

を受診し， うち29人に前烹腺牛ー検を実施し.4人 (0.43%) に痛を認

めた. 49-54歳が2人(0.4%). 55-59歳が2人(0.3%). 60-64歳

が l人(0.7%)であった

当科における前立腺集団検診の成績:十二町明，永川 修，藤内靖

喜，古谷雄三，布施秀樹 0;';;山医薬大目的11984年より 200111三

までの'白・はI~;\'-f 9市町村における前立腺集団検診の結果をまとめると

ともに問題点について検討を行った. [対象と方法]検，診』貝 1~ は問診，

DRE. 趨背波. PSA I~J([lで，山政検診形式で施行した [成績]一

次検診は. 3.898名が受r診した，二次検診受診wは4.1.5%と低く，前

)r.腺織と診断された人数は22:f， (0.56%)であった.両Ij_¥i腺蝋忠者の

半数以上が7.1歳以下. stageは半数が stageB以下の早JtlJI商であっ

た.前すJ腺癌発見の検売j去別の町ns山 vltyは PSAが80%. DREが

43.4%.趨育波は17.3%であった なお，近々施行予定の PSAJ ji.J~l 

前立腺検診の結果も併せて報告する

三重県白山町における前立腺癌検診について:加藤研次郎，小J1J手日

彦，木瀬英明，有馬公伸，柳川 歯車，杉村芳樹(三重大)，奥山容山，

小倉昌弘，前川 茂，草川 寅(三重県健康管理事業セ) 三重県で

は. PSAを用いた前女腺癌検診はごく一部の地域に施行されている

に過ぎないが，人口 13.558人(男性6，582人，うち50歳以上は2.916

人)の白山町において行われた同検診について報告する.検診は2001

年9月に施行. 50歳以上の男性738人が受診，精密検査率は8.3% (61 

人).締密検査受診率は69% (42人).携は 9人(1.2%) に発見され

た. PSAの陽性反応wは21%であった.癌が発見された 9人中 5人

は75歳以下で，手術的な治療も可能と考えられ. PSA検査は早期診

断・治療に有用と考えられたー今後，さらに白山町における本検診を

進めるとともに，三重県内の{也の地域においても PSAによる前立腺

痛検診を推進する予定である.

愛知県での前立腺癌検診における血清 PSA値と食生活習慣などに

関する疫学的検討:脇田利明，坂田裕子，小倉友二，林宣男(愛知

県がんセ)，杉村芳樹(三重大)，黒石哲生(名古屋公衆医学研究所)，

布施清子，木戸長一郎(愛知県健康づくり振興事業向) われわれの

行っている愛知県での前)r.腺痛検診受診者946名を対象とし，自覚症

状や食生活習慣などと血清 PSA値との関連性について検討した，血

清 PSA値のカットオフには 4.0ng/mlを採用し，高値者群 2.1ngl 

ml 以上，低値群 2.0ng/ml以下の二群に区分し，自覚症状や食生活

習慣などとの関連性を調べるため選択方式および自記式の調査用紙を

配布し調査した.血清 PSA値の高値群と低値群について，自覚症状

や食生活習慣なとの寄与の影響をロジスティック回帰分析によるオヴ

ズ比と95%信頼区間を求めて検討したー自覚症状では排尿閤難，夜間

排尿，排尿痛ありの群で血清 PSA高値者の割合が，食生活習慣では

多飲酒群で血清 PSA低値者の書U合が有意に多かったー

限局性前立腺癌に対する高密度焦点式超音波治療 (HIFU)の治療

効果の検討:鶴信雄，青木雅信，高山達也，古瀬洋，影山慎二，

牛山知己，鈴木和雄，藤田公生(浜松医大目的]限局性前立腺

癌に対する HIFU療法の治療効果を検討する. [方法]対象は，前

治療を受けていない限局性前j[腺癒 (Tlc-2NOMO)患者 3症例 前

fi.腺特異抗原 (PSA)の測定と.針生検で治療効果を判定した. [成

績]手術は全例，会身麻酔下にて行った 平均手術時間は186分，平

均照射時間は102分であった. 2例が尿閉になったが.10日目には自

排尿可能となった 術直後の PSA値は一過性に上昇したが. 1カ月

目には2.0以下に下降し，以後も低値のままであった.現在も外来で

経過観察中である. [結論1HIFU治療は，限局性前立腺癌に対し

て，低侵襲で他の治療と同等の効果が期待できる可能性が示唆され

た

前立腺小細胞癌の 1例:高橋俊博，朝倉智行，宮井啓国(横浜市立

港湾) 前rr.腺小細胞婚の i例を報告する. [疲例180歳. 1999年4

月 PSA高値のため前ずー腺牛.検実施 高分化型腺痛の診断で内分泌、療

法施行. 2001年12月，両側腹部痛にて入院.骨盤内腿癒による水腎症

と診断したが急速に腎不全へと進展した. PSA. CEAは正常であっ

たが NSE582 ng/mlと尚債を示した.腎模造設とともに骨盤内腫婚

生検を実施した.病理所見は小細胞摘であったため Cisplatin+ Eto-
posideによる化学療法を施行し NSE7.2ng/mlと正常化したが，全

身状態の悪化により死亡した {考察]前立腺小細胞需は腺痛の分化

により発生すると考ーえられている 前-;r腺痛の管理に際しては本疾患

を念頭に置いて診断・治療にあたるべきと思われる.

前立腺癌を伴った前立腺貯留性嚢胞の I例:福原慎一郎，山口奮

司，原恒男，蔦原宏一，森直樹(市立池田)，足立史朗([面j病

理)，緩末健(藤本クリニアク 64歳，男性 2001年3月.10年

来の頻尿を主訴に前|抵受診.当利初診時. PSA 2.9 ng/mlであった.

超音波.勝目光鏡にて勝目光内に突出する表荷暗紫色の前立腺貯留性嚢胞

を認め，同年 5月，経!主的に穿刺吸引を行った 約 15mlの内容液

はH音褐色，細胞診は陰性であった.その後も頻尿・排尿困離がt困惑す

るため. 2α∞)泥2年 2月 TUR白匂句早句-句

留性嚢}胞抱H壁産のほとんとど企を切|除徐した. この際，嚢胞壌の内函に乳頭状病

変を認め，病理組織診断の結果. I自i分化~リ前立腺痛であった. J面l年4

月初日線治的前立腺令摘/1¥術を追加した 病理組織学的に残存痛を認

めなかった
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尿閉を呈した急性リンパ性白血病の前立腺髄外局所単独再発の 1

例:丸山琢雄，上回康生，善本哲郎，近藤宣幸，野島道生，滝内秀

和，森義買IJ，島博基(兵庫医大)，森田直子，山本益嗣，谷沢隆

邦(同小児科)，窪田 彬(同病理)，前田信之(市立芦屋 6歳.

男児， 3歳 7カ月時に急性リンパ性白血病(以後 ALLと略す)を発

症するも完全寛解となる 2002年2月頃排尿関難が出現， I首I3月尿閉

となる.血液検査にて芽球細胞なく，骨髄穿車IJや脳脊髄液中でも白血

病細胞は認めず USGで勝脱内に突出する約 5cm大の hypoechoic

な腫痛を認め，前立腺腫癌による尿関と診断された.即日，経会陰的

前立腺生検ならびに勝脱痩造設術施行した 術中 DREでは鶏卵大，

表面凹凸不整，弾性軟の腫痛を認め，精交の結果 ALLの前立腺髄外

局所単独再発と診断した.自験例のように寛解状態での前立腺髄外局

所再発は報告例が少なく，特に ALLでは，われわれが調べた限りに

おいては世界で l例目と思われた.

腹腔鏡下前立腺全摘除術における最近の工夫点:川端岳，原

勲，原章二，田中一志，藤津正人，岡田 弘，荒川創ー，守殿貞夫

(神戸大) 腹腔鏡下前立腺全摘I徐術における尿道勝脱吻合と NVB

温存に関する最近の工夫点をビデオで供覧する (1)吻合:3時から

9時までの後墜を連続縫合で，その他は結節縫合で吻合した.連続は

3-0ポリゾープ (5/8circle 27 mm)を，結節は 3-0ポリゾーブ(1/2

circle 26 mm)を用いたー (2)神経温存 まず前立腺被膜後外側にお

いて前立腺の輪郭を同定するため内側から直腸との聞を剥離する目前

立腺の轡曲に沿い腹側に剥離を進め依後に lateralpelvic仏SCIaを切

離すると自然に NVBが温存される 吻合法を変え術後4日目に尿

道カテーテルの抜去が可能になり， NVB温存も比較的容易に行え

た

尿路性器腫蕩・尿道・陰茎・外陰部

尿道原発腺癌に対する前方骨盤内臓器全摘除術および腔全摘除術:

古川順也，田口功，篠崎雅史，山中望(神鋼) 症例は40歳，女

性尿道後部から陸前壁の腫痛 (adenocarcinoma)に対し，前方骨

盤内臓器全摘除術および腫全摘徐術を施行したのでその術式をピデオ

にて供覧するー[術式]下腹部正中切開，経腹的アプローチにて尿管

の処理およびリンパ節郭清術後，勝脱，子宮および膝の支持組織を可

及的遠位側まで順行性に処理する.陰核下端から大陰唇内側に沿った

切開による経会陰的アプローチを併用し，勝枕，尿道，子宮および墜

をー塊にして摘除した，本術式では経会陰的アプローチにおいて陸直

腸聞を正確に同定することが直腸煩傷を避けるうえで重要なポイント

であると思われた.

尿路性器腫蕩・精巣・陰嚢内容物

原発性精巣カルチノイドの 1仔IJ:亀田晃司，栃木宏水(三重県立総

合医療セ)，草野五男(同病理) 患者は46歳，男性.約10年前より

右精巣に小硬結を認めるも症状なく放置 徐々に増大したため2002年

5月9日当科受診 超音波検査で右病巣中央部に一部 cysticな low

echoic massを認め，精巣腫湯と診断受診時採血にて αFP4 ng/ 

ml， HCG-s 0.2 ng/ml未満， LDH 210 JU/Iと正常であり，また胸

腹骨盤部 CTにて著変見られず， 5月22日入院 5月23日右高位結数

精巣摘出術施行 肉眼的には直径約 2cm，割面灰白色，均一の硬結

であり，病理組織検索にて purecarcinoidと診断，免疫特殊染色な

どにて悪性を示唆する所見は認められなかった.血中セロトニン，ヒ

スタミン， 5-HIAA測定を行い， UpperGIFおよび CFにて消化管

検索行うも著変無く，精巣原発性の carcinoidと診断したー

多剤併用療法・外科的切除が有効であった性腺外座細胞腫蕩の 1

ou:高田 聡，奥村和弘，今村正明，石戸谷哲，前回純宏(天理よろ

づ相談所)，一瀬増太郎，神頭徹(同胸部外科)，東新(京都大)，

寺地敏郎(東海大) 症例は30歳，男性. 2001年9月血療を主訴に近

医受診胸部単純写真で右上肺野に径 IIcmの円形腫蕩陰影を認め

た. HCGsは正常値， AFPは 15，000ng/ml， CTにて縦隔原発非セ

ミノーマ目玉細胞腫揚と診断し， BEP療法4クール施行 TXL 

IFM' CDDP併用療法 2クール， CPT-II . CDDP併用療法 lクー

ル追加したが， AFPは 14ng/mlと正常化しなかった.追加の化学

療法は施行せず， 2002年 3月26日縦隅腫湯摘除術・右肺上中葉・胸腺

合併切除術を施行.病理診断にて未熟奇形腫を認め，術後 CPT-ll

CDGP併用療法を 2クール施行現在 AFPは正常化し，外来経過

観察中である.

精巣腫蕩195例の臨床的検討:村蒔基次，原勲，八尾昭久，彦坂

玲子，原章二，藤還正人，川端岳，岡田弘，荒川創一，守殿貞

夫(神戸大対象と方法1197i年から 1996年まで当院で治療を

行った精巣腫傷195例について検討した. [結果]平均年齢は33歳.平

均観祭期間は87カ月 臨床病期は stage1 841?U， stage II 66例， stage 

III 39例.治療前腫湯マーカーの中央値は， AFP 6 ng/ml， sHCG 

0.7 mlU/mlであった 1977年から 1986年までの症例は105例， 1987 

年から 1996年までは90例であった.それぞれの期間における stage1， 

11での 5年生存率は87.6，96.4%とほぼ同じであったのに対し stage

IIIでの 5年生存率は24.4，70.0%と有意に改脅されていた.

末柏、血幹細胞移植を用いた Poor-riskJEE細胞腫蕩に対する大量化学

療法の検討:荒木英盛，吉野能，勝野暁，加蕨真史，服部良平，

後藤百万，小野f圭成，大島伸一(名古屋大)，伺村菊夫(国立療養所

中部目的と方法]末梢血幹細胞移植 (PBSCT)を用いた大量化

学療法(carboplatin1、500mg/m'， etoposide 1.200 mg/m' cyclo-

phosphamide 100 mg/kg)を行った Poor-riskijf細胞1重傷131?U(導入

化療時の AFP/β-HCGの上昇/半減期延長 8例，再発 4例，切除不能

縦隔匹細胞腫蕩 l例)につき検討した [成績]白血球 >500/μ1，血

小板 >5万/μlまでの期間はそれぞれ平均8.5日， 11日であった.化

学療法関連死はなかった.5例で CR，7例で PRがえられ，平均経

過観祭期間27カ月 (4-60カ月)で CR4例， PRの61?Uが生存，

CRの I例， PRの l例， PDの I1?Uがそれぞれ13，7， 5カ月で死亡

した [結論1PBSCT併用大量化学療法は Poor-riskRf細胞腫蕩に

対し安全で有用な治療法と考えられたー

精巣腫蕩に対する超大量化学療法後の妊字能に関する臨床的検討:

石川智基，藤津正人，土橋正樹，合田上政，原勲，岡田弘，荒川

倉jー，守殿貞夫(神戸大目的]近年，難治性精巣腫揚に対して

自己造血幹細胞移植を併用し， Carboplatin， Etoposide， Ifosfamide 

を用いた超大量化学療法が行われ，治療成績改善カヲEめられている.

今回，超大量化学療法後の妊苧能の回復について臨床的検討を行った

ので報告する. [方法]超大量化学療法後 6カ月以上経過し，精液検

交を施行しえた 6例に対し，精液所見，ホルモンレベルを検討した

[成績13例において精子濃度の改義が見られ，そのうち 2例におい

て自然妊娠が可能であった. [結論]超大量化学療法後であっても妊

字能の回復は十分期待でき，長期的な観祭が重要であると考えられ

た.

尿路性器腫蕩・その他

尿膜管癌と鑑別困難であったs状結腸癌勝目悲浸潤の 1例:宇佐美雅

之，戸津啓一(名古屋市大)，岡村武彦，秋田英俊，安井孝周(名

城)，土江健嗣(同外科 54歳，女性.勝脱炎症状あり.抗生剤投

与するも軽快せず.初診時に採取した尿暗養で腸内細菌を検出.勝脱

鋭で勝脱頂部を中心、に浮腫を伴う表商不整な腹痛を認め， CT， MRI 

の所見から，尿膜管癒を強〈疑った その後の注腸造影で S状結腸に

Apple core signを認めたため，外科と合同で手術施行 尿膜管癌も

百定しえなつかたため，騰も含めて勝脱，子宮， S状結腸をー塊とし

て切除した 肉眼所見は尿膜管に一致した部佼に境死を伴う艦傷性病

変か存在し，同時にs状結腸原発と忠われる腫場性病変がこの病変と

連続して存在した 病理学的には中分化現腺痛であり， S状結腸癌と

尿膜管膿協が同時に存在し，これが融合し，勝目先に浸潤したものと考

えられた.

尿路結石症

議酸カルシウムー水化物，リン酸カルシウムと確酸イオンは

NRK52E細胞に対して MCP-lの産生を増加させる:梅川徹，栗

田孝(近畿大目的]穆酸カルシウム 水化物 (COM)，リン

酸カルシウム (Br)と蔭酸イオン (OX)が NRK52E細胞の Mono-

cyte chemoattractant protein (MCP-I)産生に与える影響を検討し

た [方法1133μg/cm'の COMとBr，500μMの OXを6時間培

養液に添加した. MCP-I mRNAの変化をリアルタイム PCRで検

討したー培養液中の MCP-Iは， ELlSAで測定した.他にカ亨ラー

ゼ (2，000U/mI)と Diphenyleneiodium (DPl， 10μM)がどのよ

うな予防的効果を有するのかを検討した. [成績1COM/BげOXと

もに有意な MCP-ImRNAの上昇を錐認した これは蛋白レベルで

も同級の結果であった カタラーゼと DPlは COMとBrに対して

予防的効果を有した. しかし OXに対して， DPlはそれを有してい
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なかった

当科における Ho:YAGレーザーを用いた勝脱結石・尿管結石の

治療経験:松岡徹，内田欽也(小必)，申勝(i青恵会対象と

方法12001年6月から 2002年 7月までに当科にて Ho:YAGレー

ザー (Olympus社製 IH102)を用いて内視鏡下に治療した勝脱結石

loøU.尿管結石 7 例計 17W~ を対象とした. Ho: YAGレーザー導入前

の勝枕結石13例・尿管結石4例を対照群とした. ，傍枕結石では 22.5

Frの硬性勝脱鋭を使用，尿管結石には 6.9Frの硬性および軟性尿管

鏡を使用した. [結果]対象とした17症例につき検討した.手術時間

は勝脱結石では30-113分，平均82.6分，尿管結石では30-210分，平

均101.6分であった 全例で良好な砕石効果をえられ，術中・術後に

大きな合併症を認めなかった

ドルニエリソトリプ:$l-Sを用いた上部尿路結石の治療成績:中根

明宏，水野健太郎，坂倉毅，平尾憲昭(加茂 2000年 l月から

2002年6月までに287例， 332結石に対してドルニエ社製リソトリプ

タ-Sによる治療を行い，部位別での治療回数の差異，治療効巣，追

加治療の有無について検討した.平均治療回数は RI:1， R2: 1.9， 

R3: 2.2， UI: 2.1， U2・2.0，U3: 2.0であり，部位による有意差

は認めなかった 平均術後観祭期間4.2カ月で治療効果を判定し，結

石なし・ 70.9%，残石三五4mm:21.2%，残石 4mm<:7.9%，治

療効果なし:0 %と有効率は92.1%であった.残石，再発石に要した

追加治療は， ESWLが1.2%，TULが1.8%であった

尿管結石の自然排石に関する検討:岸野辰樹，細川!幸成，小野隆

征，大山信雄，百瀬均(星ケ丘厚生年金)，松本吉弘，山口旭，

堀川直樹，田中宣道，辻本賀洋，山本雅司(奈良県立医大目的]

尿管結石の自然、排石までに要する日数に関与する因子について分析

し，自然排石までの日数を予測することを試みる. [対象11997年 l

月から2001年12月の聞に受診し，その後自然排石した症例. [方法]

自然、排石までの日数に男女差，左右差があるか，年齢，結石の存在部

俊，結石の大きさ，水腎症の程度などと自然排石までの日数との聞に

関連性がないかを検討した. [結果]自然排石までの日数は結石の存

在部位のみと関連性があったが，結石の存在部{立別(上部・中部・下

部尿管)に検討すると，それぞれにおいて結石の大きさと自然排石ま

での日数との問に関連性がみられた.また，これらの因子を用いて自

然排石までの日数の予測j式を求めた.

ESWL治療後の砕石不良例，厳頓結石に対する細径軟性尿管鏡と

Holmium laser (Ho)を用いた TULの治療効果:寺田央巴，新保

斉(社保浜松)，鈴木和雄，藤田公生(浜絵医大) 腎，尿管結石治

療は ESWL が第一選択だが，件石不良普~，依頓結石に対しわれわれ

は細径軟性尿管鏡と Hoを用いた TULを施行しており治療効巣に

ついて検討した. [方法1ESWLは 1999年7月から2002年6月まで

に142例施行し，砕石不良例，朕頓結石を有した56症例に対し細径軟

性尿管鋭 (0社製 :6.9Frlと Hoを用いた TULを施行した. [結

果156症例中17例 (30%)は stonefree， 39例 (70%) は4mm前後

の残石を認めた. 2カ月後排石不良例13例には追加治療を行った.

[結語1ESWL治療後の砕石不良例，阪頓結石に対する網111壬軟性尿管

鏡と Hoを用いた TULは安全で有効な治療法と考えられた

尿路性器感染疲

淋菌性尿道炎に対する治療経験 ニューキノロンからスベクチノマ

イシンへ :兼光紀幸，平山きふ，岡田晃一，早川隆啓，三矢英輔，

小島宗門(名占屡泌尿器科)，早瀬喜正(丸普ピルクリニアク)2000 

年 l月より 2oo25f6月までの問に，名占犀泌尿器4科病院を受診した男

子尿道炎症例はし 196例あり，そのうち淋菌単独感染は597例であっ

た.これらを対象に初期治療として， LVFXを中心としたニューキ

ノロン系薬剤lを投与した併 (NQ俳)と.温酸スベクチノマイシン

2g単回投与した群 (SPCM併)の 211fに分け，両群r.ijの治療効果を

検討した 解析可能な症例は398例であり， NQ群と SPCM鮮の有

効中はそれぞれ46% 041/305例)， 95 % (88/93例)であり，治療効

主f!:は SPCM君1ーが有意に優っていた (p<O.OooI).以上より，淋蘭性

尿道炎に対する SPCMのlj'I.1)jJ投与は，有効な治療法であると考えら

れる

男子淋菌性尿道炎患者に対する CDZM1 g単回静注療法の臨床的

検討:吉行一馬，田中一志，重村克己， J11端岳，荒川創ー，守殿貞

夫(神戸大1，三田俊彦(三田寺相lJl，彦坂幸治(彦坂)，大前博志

(J京目的]淋菌性尿道炎の STDにおける占める割合は依然とし

て高く，薬剤耐性株も増加している 今回，淋菌性尿道炎症例に，

CDZM 1 gを単回静注投与し，臨床的検討を行った. [対象と方法]

2001年10月から2002年 l月の問に，神戸市内の泌尿器科を受診し，臨

床的に淋菌性尿道炎と診断された男性患者を対象に，伺診，検体採取

を行った後， CDZM 1 g静注し， 3 -7日目に効果判定を行った，

[結果]淋菌が検出された症例は33例で，年齢は18-45歳で平均30.7

歳，潜伏期間は 1-11日(平均5.0日)，評価可能であった19例におい

て，臨床効巣は Cure15例， Failure 4例で有効率78.9%で，細菌学

的効果は19例全例で消失を認めた.

慢性前立腺炎の診断，治療に関するアンケート調査:国島康晴，東

新，清川岳彦，西山博之，伊藤哲之，木下秀文，山本新吾，賀本敏

行，羽沸j友買11，小JII 修(京都大) 慢性前立腺炎はi在、尿器科外来で

よく経験する疾患の lつであるが，その病態はいまだ不明な点が多

く，診断，治療も確立していないのが現状である 米国では NIHで

新しい前立腺炎の分類を提唱し症状スコア (NIH-CPSI)の作成を行

い前立腺炎の病態の再検討を始めている.一方，わが国において実際

に患者を診察する泌尿器科医は，この疾患の取り扱いに悩まされ，

個々の医師がそれぞれの方法で診断，治療を行っているものと推測さ

れる.今回われわれは，京都大学泌尿器科同門会会員 190名に行った

慢性前立腺炎の診断，治療に関するアンケート調査を元に，実際に施

行されている診察，治療に関し検討したので報告する.

骨盤内静脈うっ滞を伴う慢性非細菌性前立腺炎に対する銭治療効果

の検討:本城久司，北小路博司，矢野公大，斎藤雅人(明治銭灸大1，
納谷佳男，鴨井手口実，浮村 理，三木恒治(京都府医大)，小島宗門

(名古屋目的]骨盤内静脈うっ滞を伴う慢性非細蘭性前立腺炎症

例に対して鍛治療を行い，治療効果を検討した. [方法]対象は慢性

非細菌性前立腺炎であり， TRSで sonolucentzone (SLZ)が拡張し

て骨般内静脈うっ滞を示した17例(平均36歳)とした.銭治療は直径

0.3mm，長さ 60mmの銭を左右第 3後仙骨孔部に刺入し，徒手的

刺激を合計10分間行った.治療は銭i治療のみとし，週 i回の間隔で合

計5周行った.評価項目は NIH-CPSIとSLZの最大幅とした [結

果および考察1SLZの最大幅は， 4.9:i:0.8 mmから 3.4:i:1.1mm 

と有意 (p<O.OooI)に減少し， I百l特に NIH-CPSIも改善した.骨盤

内静脈のうっ滞を1'1'う慢性非細菌性前立腺炎に対して銭治療は有用で

あることが示唆された.

経直腸的前立腺生検時の抗生剤投与に関する検討:垣本健一，小野

豊，松本 被，遠藤雅也，前回 i~，目黒則男，木内利明，宇佐美道
之(大阪府成人病セ目的]当科では経直腸的前立腺生検術を施

行する際の!感染予防として，レボフロキサシンの内服投与を行ってい

るが，その投与期間と生検後の急性前史腺炎の発生を検討した. [対

象と:方法12000年 l月から 12月までに前立腺生検を行った217人は生

検前日の夕方から 3日間レボフロキサシンを内服した. 2001年 l月か

ら12月までに生検を行った176人は.生検当日 1日間の内服のみとし

た.前者と後者で生検後の 38
0

C以上の発熱を伴う急性前立腺炎の発

生を比較検討した. [結果13日間投与群の感染発生は 3人(1.4%).

1 B投与計ーのそれは O人 (0%)で統計学的有意差を認めなかった

前立腺tf三検時の予防的抗生斉IJ使用は絞小限に留めるべきであると思わ

れた.

前立腺生検における検査後の感染予防の検討 (ASTMとLVFXの

併用):伊藤康久，高田俊彦，土屋朗大，山田伸一郎，坂義人(岐

阜市民)，石原哲，出口 隆(J岐阜大目的]経直腸前立腺生検

後の感染予防目的でアストロマイシンとレボフロキサシンの併用を

行った [/ji去12∞0年 l月から2002年6月までの聞に，直腸診もし

くは PSA値から前立腺織を疑い経i盲腸的に針生検を施行した症例の

うち，検1提出Iに尿路!感染を認めない71例を対象とした 検査前に

ASTM 2∞mgを筋注し，検査後に LVFX300mg/日を 3日間投与

した目[成績]発熱例は l例も見られなかったが，尿路!感染症が続発

した 3例と排尿陳警の出現した l例の計4例に LVFX300mg/日

を5-7日間追加投与した. 1(11尿は20例 (28%)，直腸出血は 4例

(6 %)にみられた. [結論]経直腸前立腺生検の検査後の!感染予防に
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は ASTM200mgの単回投与+L VFX 300 mg/日の 3日間投与が有

用と忠われた.

当科における MRSA尿路感染症についての検討:植田知博，谷川

岡IJ，中村吉宏，細見昌弘，清原久和(市立慮中目的]最近薬剤l

耐性菌が話題となっているが実際に臨床現場でも治療に苦慮すること

が多い.当!涜においても感染対策委員会を設置し院内感染防止なとに

努めている.当院の過去4年間(新病院移転後)の尿路感染症におい

て向定しえた起因菌のうち MRSAについて検討を行った. [対象と

方法11997年1I月より 2002年2月までの 4年4カ月，この聞に培養検

査にて起悶菌を同定しえた症例の集計を行い，このうち MRSA感染

症についての検討を行った [結果}計1.286例の尿路感染症のうち

MRSA感染症は外来日例，入院76例の計131例であった.検体は自尿

125WU. カテーテル尿 3例，尿道分泌物 3例であった凶

当科入院中に MRSA感染症を認めた症例の臨床的検討:山田伸一

郎，高田俊彦，伊藤康久，坂義人(岐阜市民)，土井達朗(土井ク

リニック対象と方法11989年 l月より 2002年6月までの問，当

科入院中に MRSA感染症をきたした症例について臨床的検討を行っ

た. [結果]症例は21例，男性15例，女性6例，平均年齢は66歳で

あった. MRSA分離部伎は，手術創感染12例， ドレーン感染 3例，

尿漏による後腹膜腔感染 2例，硬膜外カテーテル感染. MRSA腸炎，

菌血症，勝脱炎がおのおの I例であった 21例中 380C以上の発熱ま

たは CRP値の上昇がみられたのは 7例であった 手術創の MRSA

!感染により再手術を行ったのは12例中 9例 (75%)で，全例術中に尿

路外への尿漏出があり，感染の治癒に平均33日を必要とした. [結語]

当科の診療においても MRSA感染の重要性が再線認された

腸腰筋膿蕩の 3例:寒野徹，柴崎昇，伊藤将彰，辻裕，河瀬

紀夫，瀧洋二，竹内秀雄(公立豊岡) 腸腰筋膿湯の報告例は CT

の瞥及に伴し通増加傾向にある 今回われわれは腸腰筋膿楊の 3例を経

験したので報告する.症例 1: 71歳，男性 合併症は糖尿病 勝目光全

摘新勝脱造設術後3年に左腎般協出現，切開排膿術施行 その後 CT

で左腸腰筋膿蕩指摘され. CTガイド下に穿刺ドレナージ施行田保存

的に改善をみた 症例 2:77歳，男性.勝脱会摘回腸導管造設後 l年

イレウス解除術後に高熱左背部痛出現. CTで左右腸腰筋膿傷を認

め，切開排膿術施行 症例 3: 71 歳，男性.Yグラフト感染で右下肢

切断するも再度感染し水腎症も出現.CTで両側腸腰筋膿蕩認めた

感染グラフト除去，膿蕩切開排膿術施行するも術後大腸穿孔おこし，

全身状態悪化し死亡したー

小児の低形成腎に合併した Xanthogranulomaの1例:森本康裕，

山本豊，上島成也，松浦健，栗田孝(近畿大).磯川貞之(問

小児科)，八木誠(1可小児外科) 症例6歳，女児ー臨床経過;腹

痛を伴う発熱を主訴に他院受診し，急性腎孟腎炎として当院小児科に

転院となった.入院後に有痛性腹部腫癒が判明し，小児外科に紹介さ

れた 小児外科では後腹膜殿場と診断し. VCGでは両側の勝脱尿管

逆流症が判明した.その後に当科に紹介となり，画像所見から低形成

腎に合併した巨大尿管および勝脱尿管逆流症と診断した 諸条件を考

慮し，右腎尿管全摘徐術を施行した.術中に腎と上行結腸が強固に癒

着していたために迅速病理診断を行い. Wilms腫蕩との診断をえた

このために上行結腸の合併切除を追加施行した.術後の病理診断では

xanthogranulomaであった 小児の xanthogranulomaに関して文

献的考察を加えて報告する

尿路性器外傷

外傷性尿管完全断裂の 1例:田中一矢，加藤慶太朗，西川英二(名

古屋被i斉会).上保 渉(1首都市民 30歳，男性. 2002年 l月16日，

車を運転中に電柱に激突し当院救急外来へ搬送された.全身におよぶ

多発外傷を認め整形外科入院となった 尿道カテーテルより肉眼的血

尿を認め当科依頼となった.造影 CTにて腎損傷を認めないものの

左腎周囲への造影剤の漏出を認めたため，左 RPを施行したところ

腎孟尿管移行部付近での途絶を認め尿管断裂と診断し緊急手術となっ

た.腰部斜切開にて後腹膜腔からアプローチし左尿管が腎下極レベル

にて完全に断裂していたため端々吻合を行いステントを留置した 術

後経過順調にて退院後ステントを抜去した.現在尿管狭祭などの術後

合併症を認めていない.

小児泌尿器科

当施設において根治術を施行した小児勝脱尿管逆流症の検討:飴本

剛之介，佐4木ひと美，泉谷正伸，市野学，日下守，石川清仁，

白木良一，星長清隆(藤田保衛大)).菅田健，浅野喜造 ([jjJ小児

科). [目的]当施設にて 1991年 l月から2002年3月までに VUR根

治術を施行した77症例の外科的治療成績を検討する [結果J77症例

は男児55例，女児22例で初発症状は 4例を除き有熱性尿路感染症で

あった.全例に VUR診断後予防的抗生剤投与が行われ，腎シンチ

にて腎綴痕の有無が確認されているー手術適応は(1) [目度以上で腎

婚を痕がある場合. (2) 町度以上高度逆流. (3)抗生剤投与下でも繰り

返す尿路感染症. (4) 6歳以上で目度以上の逆流とし，根治術を施行

した 根治術は生後6カ月から 13歳までに施行され，全例に VUR

の消失を認めている 腎鍛痕の進行は 2例のみで i歳未満で根治術を

施行した症例15例では腎娠痕の進行を認めず，満足のし 3く結果であっ

た.

中等度の尿道下裂に対する手術計画:林祐太郎，丸山哲史，小島

祥敬，最上美保子，浅井伸章，水野健太郎，郡健二郎(名古屋市大)

われわれは中等度の尿道下裂に対して，陰茎の屈曲の程度を術中にモ

ニタリングしながら最適な術式を選択してきた. 39例の中等度(陰茎

開口型または陰茎陰嚢音11関口 ~m 尿道下裂に対して skin degloving 

した後に，人工勃起をさせ，屈曲がなかった22例には onlayi去を，
軽度・中等度の屈曲があったII例には dorsalplicationを行って屈曲

を是正してから onlay法を行った.高度の属山か残存した6例には，

尿道板を屈曲の最も強い部分で切断し，阿端は onlayし，中央の尿

道板の欠損した部分には tubeをはめ込んだ 単純な onlay法で修復

した33例中30例 (91%). onlay-tube-onlay i去を行った 6例中 4例

(67%)は初回手術に成功し，残る 5例も次期手術で修復に成功した

TIP法による尿道下裂修復術とその改良:野尻佳克，辻克利，

平野篤志，古川亨，絹川常郎(社保中京)，木村亨(名古屋大J.
寛英雄(四日市市民 1999年10月より 2002年9月に社会保険中京

病院および関連施設にて TIPi去による初回尿道下裂修復術を行った

25例につき報告した 平均年齢2.0歳. Dislal type 23例. Proximal 

type 2例 初期 15例は Snodgrass原法にて行った.痩孔形成 5fJU. 

外尿道口狭窄 l例であったー後期10例は2002年 l月より Dorsalinlay 

graft併用による TIPi去を行った.尿道板切開の後，切開部に背側包

皮内板より採取した仕eegraftを inlayした (KolonTF. Gonzales 

ET Jr : J Urol 2000 Jun. 163 (6) : 1941-3) 平均観察期間 6カ月で

はあるが，全例痩孔形成，狭窄なとを認めていない. TIP i去は優れ

た手術法であるが亀頭の形態によっては外尿道口を亀頭先端に閉口す

るには，尿道板切開を亀頭先端へ延長する必要がある 尿道板切開の

延長は尿道狭窄の危険を増すが. Dorsal inlay graftを併用すること

により，そのリスクを減らすことができると考えた

日帰り手術による尿道下裂術後尿道皮虜獲閉鎖術の臨床的検討:渡

辺仁人，杉多良文，吉野 薫，奇風三郎(兵庫県立こども目的]

日帰り手術による尿道下裂術後尿道皮府痩閉鎖術の臨床的検討を行っ

た目[対象]過去II年間の49症例(手術時年齢 1-15歳，平均 6歳)

[手技]全身麻酔下に棲孔を尿道近くまで剥離・切除し，尿道，皮下

組織，皮膚をそれぞれ 7-0吸収糸で縫合する (simplifiedclosure) 

尿道は invertedrunning sutureとする.尿道カテーテルは l例のみ

留置した [結果]成功率は97.9% (特例中48例)であった.再痩孔

を認めた l例および痩孔を見逃した 3例中 2例は再手術により閉鎖，

l例は再手術予定ー[結語]入院を必要としない日帰り手術による痩

孔閉鎖術は成功率が高く有用であると考えられた.

新生児に対する膜脱皮膚凄造設術の適応:丸山哲史，林祐太郎，

浅井伸章，最上美保子，益本憲太郎，郡健二郎(名古屋市大) 勝

脱皮膚獲を造設した新生児4症例の尿路管理について報告する.一般

的に，尿道からもしくは経皮的なカテーテル留置は，尿路感染などの

問題があり緊急避難的な適応、である.一方. CICが適応となること

もあるが，総排j世膝遺残症などでは確実に勝脱内にカテーテルを挿入

することは不可能である このような症例では. (1)簡潔な手術方

式. (2) 再尿路変更の容易さ. (3) 将来的な勝脱機能障害が少ない点

などから，勝脱皮膚棲造設術は有用な尿路変更術である 症例U1:総

tJl'i世!怪遺残+右水腎症+左腎異形成 症例 2 総排池膝遺残+右腎異

形成+左水腎症 症例 3:プルンベリー症候群+尿道低形成+両水腎
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症症~iJ4鎖虹+尿道低形成+左水腎症.

Monti法による腹壁導尿路5例の経験:杉多良文，吉野薫，il度

遺仁人，奇風三郎(兵庫県こども目的]小腸を用いた Monti法

による腹壁導尿路を 5例経験したので報告する [対象]総排池膝外

反症を基礎疾患とする 5例(手術時年齢 5-9歳，平均 7歳).術後

観察期間 lカ月 -2年8カ月(平均6カ月). [結果]導尿路を勝枕に

吻合した 3例および代用勝脱の問に吻合した l例では導尿に問題はな

かったが，勝目光拡大に用いた胃に吻合した l例で，勝脱緊i商時(約

5oomI)に導尿路の屈曲による導尿困難を認めた，少量の尿漏れを 3

例に認め，パッドによる管理を必要とした [結語JMonti i:去による

腹壁導尿路は虫垂を利用できない症例などに対して有用であり，導尿

に関する手技的な問題は少なかったが，程度の尿漏れが生じた.

当施設において恨治術を施行した小児勝脱尿管逆流症の検討:菅田

健，佐4木ひと美，泉谷正伸，市野学，日下守，石川清仁，白木

良一，星長清隆(藤田保衛大)，浅野喜造(同小児科) 目的:当施

設にて1991年 l月から2002年3月までに VUR根治術を施行した77

症例の外科的治療成績を検討する.結果 77症例は男児55W1J，女児22
W1Jで6例を除き原発性であった.全例に VUR診断後予防的抗菌剤

投与が行われ，腎シンチにて野娠痕の有無か確認されている 手術適

応は(1)m度以上で腎椴痕がある場合， (2) N度以上の高度逆流，

(3)繰り返す症候性尿路感染症， (4) 6歳以上で匝度以上の逆流とし

根治術を施行したー根治術は生後 6カ月から13歳までに施行され全例

に VURの消失を認めている 腎嬢痕の進行は4例のみで 1歳未満

で根治術を施行した症例15例では腎椴痕の進行を認めず満足のいく結

果であった

不完全重複腎孟尿管に合併した下腎水腎症に対する内視鏡治療の検

討:谷口光宏，三輪好生，竹内敏視，酒井俊助(岐阜県立岐阜)，後

藤高広，山本直樹(木沢記念)，西国泰幸，小出卓也(岐阜県立下呂

温泉)，出口 隆(岐阜大目的]通過障害を伴った不完全重複腎

京尿管は稀である これらの症例に内視鏡治療を試みたので臨床的な

検討を行った. [対象J1999年から2002年6月までに治療した 3例.

[結果]いずれも下半腎のみの水腎症であった.男性 l例 (28歳入女

性 2例 (65，51歳)で，右側 2例，左側 l例であったー 2~~では経尿

道的に Ho: Y AG laserで合流部より腎孟間の切開が可能で，合併症

なく術後 1週間で退院した 術後6週間ステントを留置し，抜去後

DIPで水腎症の改善を認めた. I例は合流部をワイヤーが通過せず

開放手術を行った. [考察]通過障害を伴った不完全重複腎孟尿管に

対する内視鏡治療は低侵襲でありまず試みる治療法と考えられた

前立腺発育における，乳児期の工ストロゲン暴露の影響について・

速水慎介，石川 晃(焼津市立総合)，大田原佳久，鈴木和雄，藤田

公生(浜松医大)，本間誠次郎(帝国臓器製薬株) [目的]ラットで

は，前立腺が肥大化するには，乳児期エストロゲン投与が必要とされ

ているが，その機序は不明である.発育について検討したので報告す

み[方法JWistar系ラ y トにて，無処置群 (N群 n=4)，生誕直後

1， 3， 5日に 25μgの estradiol投与群 (E群 n=4)に分類し，

生後160日堵殺，前立腺重量/体重比，アンドロゲンレセプターおよび

エストロゲンレセプタ一発現量について検討した. [除車結古果]前す

葉/体重比およぴ精嚢/体重比に差を認認、めた(ヤp<0.05引).腹側前立腺ア

ンドロゲンレセプター (AR/18S)およびエストロゲンレセプタ一発

現 (ER/18S)も有意差を認めた (p<0.05). 

婦人泌尿器科

成人女性 VURに対する内視鏡的コラーゲン注入療法の有用性:

杉山高秀，花井禎，大西規夫，栗田孝(近畿大 20級以上の友

性で，急性腎孟腎炎を契機に発見された勝l此尿管逆流症 (VUR)18 

症例を対象とした.方法は GAXコラーゲンを内視鏡的に尿管口胎l

閉粘膜に注入し， I囲注入後半年以上経過で判断した.結果は18症例

(26尿管)中16尿管 (62%)の成功率であった.原発性は18尿管中14

尿管 (78%)，神経肉性勝脱によるもの 8尿管中 2尿管 (25%)で

あった. Grade別では GIで9尿管中 8尿管 (89%)，G2で3/5

(60%)， G3で4/7 (57%)， G4で 1/3(33%)， G5で0/2(0%)の

成功率であった

TVT手術における腫壁形成術合併の影響:影山慎二，新保斉，

速水俣介，牛山知己，鈴木和雄，藤田公生(浜松医大)，西口富三

(同産婦人科)，渡辺哲也(丸山対象と方法J1999年12月より

2002年6月まで，当科および関連施設で30症例の女性に TVT手術

を施行した. TVT手術のみの21例 (TVT群)と腹壁形成を合併し

た群 (VP群) 9例で手術成績の比較を行った. [結果JTVT群と

VP群に術前の年曲者，体重なと"の背景因子に有意な差はなかった.術

前の15点満点の失禁スコアおよび5点満点の QOLは VP群の方が

悪い傾向があった.カテーテル抜去日は TVT群1.9日に比べ VP群

4.2日と有意に長かった.治療前・後でパッドテストは TVT群の方

が改善例が多く，失禁スコア， QOLの改善率は VP群の方が低い傾

向にあった

尿失禁根治術 (TVT法)が奏功した25歳，女性腹圧性尿失禁の 1

症例:大村政治，三宅弘治(土岐市立総合)，金井 茂(岐阜社保)，

桃井守，鈴木靖夫(県立多治見はじめに]女性腹圧性尿失禁

に対して全人的医療が有用であった症例を経験したので報告する.

[症例J25歳，女性で，小学校 3年生の頃より咳や，笑ったり，走っ

たりした時，階段の昇降時に尿失禁が出現した，保存的療法を試みた

が症状は改善が見られなかった 中学生よりパニック障害，抑修傾

向，過換気症候群に標患，以来精神科にて加療中，当科を紹介受診し

た.パッドテストは 6.5g/hrで，鎖使用勝日光造影の検査所見より真

性腹圧性尿失禁 (ISD)と診断した.治療方針の決断には苦慮した

が，全人的医療の観点に立ち尿失禁根治術 (TVT法)を行い良好な

結果をえることができた. [結語]女性腹圧生尿失禁における全人的

医療の重要性を再認識した.

女性尿失禁症例に対する Extracorporealmagnetic innervation 

(ExMI)の検討:吉川羊子，千田基宏，松沼寛，後藤百万，服部良

平，小野佳成，大島伸一(名古屋大目的]女性の腹圧性，切迫

性尿失禁に対して，磁気による骨盤底筋群刺激治療である Extracor-

poreal magnetic innervation (以下 ExMI)を施行し，臨床的に検討

した. [対象と方法J2001年6月より女性尿失禁症例5例(腹圧性

4例，切迫性 l例， 28-61歳平均47歳)に対して ExMIを施行し，

10， 50 Hzにておのおの10分間の刺激を行い週 2回8週間を lクール

とした [結果JIクール終了直後は，切迫性尿失禁 l例が不変で他

は尿失禁が改善した しかしながら改善群のうち 3例は強い腹圧負荷

時の尿失禁が消失せず， 3例が TVT手術を施行した. [結論]

ExMIは非侵襲的で安全な骨盤底筋刺激療法として，軽度の尿失禁

に対しては有用な治療法である.

頻尿，切迫性尿失禁に対する仙骨部高頻度連続磁気刺激治療ー骨鍍

内血流の変化についてー:花井禎，松本成史，尾上正浩，大西規

夫，杉山高秀，栗田孝(近畿大)，畑中佑二，紺屋英児，西岡伯，

秋山隆弘(近畿大堺) 頻尿，切迫性尿失禁に対する般気刺激治療の

効果について検討し骨盤内血流の変化についてむ検討した. Over 

active bladderの患者II例に対し仙骨部高頻度連続磁気刺激治療を

行った.治療前と治療後 1-12週の自覚症状スコア， 3日間排尿記

録，尿流動体検査で効果判定を行い，超音波ドプラー法にて骨盤内の

血流の変化についても検討した.他覚所見は，他の報告とほぼ同等の

ものであったが.自覚症状はほとんどの症例が不変で，改善したのは

わずかに 3例であった.骨盤内のI血流は有意な変化は認められなかっ

た 磁気刺激の効果発現と骨盤内や勝枕壁内の血流の変化については

測定法も含めさらなる検討が必要である.

ラット脳内ムスカリン受容体の排尿反射に対する機能的役割につい

て 中村靖夫，並木幹夫(金沢大)，楠山修(福井医大)， de 

Groat William C (ピッツパーグ大目的]ラットを用い，脳内

ムスカリン受容体の排尿への関与を検討した. [方法]勝脱藩より生

食を持続注入しながら，側脳寒内にムスカリン作動薬である

oxotremorine-M (OXO-M)を投与し，覚醒下でラットの勝脱内圧

測定を行った. [結巣JOXO-M (0.1μg)の投与により 2相の反応

カぎ認められた.第一相においては勝目光容量，勝脱収縮期圧および凋値

圧の増大，排尿効率および勝l抗コンブライアンスの減少が認められ

た 第二相において勝目光容量および勝枕コンブライアンスの減少，勝

脱収縮期圧の増大が認められた [結論]脳内ムスカリン受容体は排

尿機能に対して抑制および促進の両方の機構に関与しており，その作

用は経時的に変化することがわかった
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回復期脳梗塞および糖尿病合併症例の神経因性跨脱に対する検討:

石浦嘉之，長坂康弘，水野 岡1]，河野英範，四柳智嗣，児玉浩一，中

村靖夫，小松和人，並木幹夫(金沢大)，横山修(福井l短大目

的]脳梗塞， DM合併症例の NBに対する報告は皆無. [方法]寝学

療法を要する回復期脳梗塞， DM合併6例を対象に，後ろlulきに検

討 [成績]脳梗塞発症後に DMを指摘されたのは l例のみで残尿

無し.他5例は全例残尿量 200ml以上で，薬物療法， ADLの改善

とともに問駄導尿から離脱.主訴は失禁 i例のみ，他は尿閉など排出

障害 UDSは4例に行われ，全例知覚減弱. 3例で不随意収縮無く，

勝脱容量は 480mlJ-:J，上 [結論]知覚減弱は両疾患とともに伴いう

るが，勝目光容量増大症例は DM優位と考えられる. DM優i立の NB

における排尿効率の低下は ADLに依存している可能性があり，腹圧

排尿不可による排出障害顕性がその臨床像と示唆.

神経因性勝目光を伴った原発性副甲状腺機能克進症の 11列:藤井孝

祐，芝政宏，高寺博史(八尾徳洲会総合 69歳，女性 2002年2

月15日尿閉となり当科受診.尿閉による腎後性腎不全 (Cre7.7 mgl 

dI)およぴ高 Ca血症 (Ca13.0mg/dI)を認め緊急入院となった 腹

部X線 CT検査では，両側水腎症を認めた.血液透析を 2日間施行

した 勝脱内圧測定では，知覚琳揮性の神経因性勝目光であった-

PTH-intactは高値 (3，260pg/mJ)を示し， ~Ji部エコーにて甲状腺右

下方に径 3cmの腫傷を認め，面Ijrp状腺腺腫と診断.線腫切除術を施

行 病理診断は副甲状腺腺腫であった.術後 Ca値は正常化し CIC

後に自排尿が可能となり排尿機能の正常化がみられた 神経肉性勝脱

と高 CaJIIl症との関連が示唆される

アンドロロジー・男性不妊・精巣機能

腹腔鏡下精索静脈癌根治術における UgaSureTMLAP使用の安全

性と有用性の検討:木内 寛，平井利日月，古賀 実，竹山政美(健保

連大阪中央目的1LigaSureTMLAPが腹腔鏡下精索静脈樹根治

術において安全に使用でき，かつ有用であるかについて検討した.

[方法]安全性については高位内精索静脈結数術時に採取した 8例の

精索静脈を用いて，一端を LigaSureTMLAPで sealingした後，血

管破裂時の圧力を測定した 有用性については腹腔鋭下手術で Liga-

SureTMLAPを用いたA群4例と従来i去のヘモクリソプを用いた B

群35例の手術時間を検討した. [結果]平均破裂圧は 449mmHg

(317 -545 mmHg)と十分に安全性が証明された.また平均手術時間

はA群， B群それぞれ l時間16分， 1時間随分と有意に手術時間を短

縮することができ，有用であることが示された，

MRIを用いた Gd-DTPA併用精襲精管損影の有用性-MIP，

volume renderingによる三次元画像作成の試みー:大岡均至，朴

寿展(i可内総合)，大嶋太一，前回年彦，向井正弘，下埜嘉之(同放

射線)，藤津正人，荒川創ー.守殿貞夫(神戸大目的]精嚢精管

の形態の非侵襲的な把握のため Gd-DTPA併用 MRIに三次元画像

処理を試み(以下， MR-seminographyと略す)有用であったので報

告する. [対象および方法]対象は，精路の精査を希望した不妊症例

4例.撮像には fastadvanced spin echo (FASE) i去を用い，えられ

た画像に MIP (maximum intensity projection) および volume

rendering処理を行い，えられた 3次元画像を評価した. [結果]精

管中枢側から膨大部・精嚢腺の抗出は，満足すべき結果がえられたー

[考察1MR-seminographyは精路中枢側から精嚢腺の立体的な形態

観察に有用で，優れた検査j去の lつである.

非閉塞性無精子症患者における MultipleTESEと Microdissec-

tion TESEの比較検討:辻村晃，松岡庸洋，高橋徹，高尾徹也，

宮川康，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)，小森和彦，高田 岡IJ，藤岡秀樹(大阪響祭 Mic-

rodissection TESEの登場以来，高い精巣内精子採取率が報告されて

いる.今回，われわれは非閉塞性無精子症患者に multipleTESE 

(37例)と microdissectionTESE (56例)を行い精子採取率を比較し

た.なお精巣組織所見(JSC)と患者宵景は阿群聞に羨を認めなかっ

た.精子採取率は前者で35.1%であったのに対し，後者では42.9%で

あった 特に Sertolicell only syndrome患者においては前者が

13.0%であったのに対し，後者では22.5%と高い有用性を示した.ま

た両群とも術後の合併症やホルモン補充を要する hypogonadismは

認めなかった. Microdissection TESEの有用性を再確認するととも

に，術中精細管所見と精子採取率についても検討を加える.

去勢したラット陰茎海綿体における TGF-β1の発現と CoIlagen

増生:西原恵司，梅本幸裕，佐々木昌一，神谷浩行，金子照功，窪田

裕樹，窪田泰江，郡健二郎(名占尾市大)，山本洋人(員弁厚生)，

回貫浩之(東市民)，池内陸人(守山市民)，矢内良昌(安城更生)

[目的]去勢後のラット陰茎における TGF-sIの発現および阿賀の

collagen上自生への TGF-sIの関与を検討した. [方法18;~齢の SD

系ラットを control群7匹，去勢群 7匹の 2群に分け， 7および14日

後に I~茎を摘出した. HE染色，抗 collagen抗体，抗 TGF-sI抗体

による染色を施行した. [結果]去勢 7，14日後の陰茎組織に TGF

sIが，肉質では collagentype 1， 3， 4が染色された Type 3がよ

り多く認められた. [考察]去勢により陰茎海綿体に TGF-βlが誘導

され，その結果間質に collagentype 1. 3， 4の増生が起こった可能

性が示唆されたー

ヒト精子におけるカルパインの役割:侮本幸裕，最上徹(大|百Il，

佐々木昌 ，神谷浩行，山本洋人，酋原恵司，金子朋功，田賀浩之，

池内隆人，窪田裕樹，窪田泰江，矢内良昌，郡健二郎(名古尾市大)

[目的]カルシュウム依存性システインプロテアーゼであるカルパイ

ンが受精能にかかわっているかを検討した [方法]用手的に採取し

た精液を SWlmup 後，カルパインインヒピター (CI)を 0，0.1， 1. 

10μMの濃度で添加し，前崎養を 3時間行った.引き続きハムス

ター卵とともに 4時間共培養し，精子進入率を比較した. [結果]精

子進入率は CIOμ44:1:1.7，0.1μ37士8.2，1μ: 21:1: 12.1， 10 

μ・20:1:8.3であり， CIOとCIO.Iの悶には有意差は認められなかっ

たが， CIOとCI1， CllOには有意差が認められた. [考祭]カルパ

インが精子の受精能にかかわっている可能性が示唆された.

精巣内精子採取術 (TESE)前後における血中テストステロン，フ

リーテストステロン濃度，抗精子抗体について:小森和彦，山本圭

介，高田 岡IJ，本多正人，藤岡秀樹(大阪警察)，北村雅哉(国念大

阪)，三浦秀信(市立柏原)，辻村晃，松宮清美，奥山明彦(大阪

大) 精巣内精子採取術(以下 TESE)が患者のJIJI.中テストステロ

ン，フリーテストステロン濃度および抗精子抗体に影響を及ぼすかど

うか検討した 無精子症患者 26例に対して，当院で TESE(con 

ventional TESE 15例， microdissection TESE II 例)を施行し，術

前，術後 1，6カ月の 3回にわたり胤中テストステロン，フリーテス

トステロン，抗精子抗体の有無を測定した 26例全体では，術前後で

のテストステロン，フリーテストステロンの有意な変1tは認められ

ず，術後抗精子抗体が陽性化した症例はなかった. Microdissection 

TESE群では，術後テストステロン，フリーテストステロンの低下

傾向を認めたが，有意なものではなかった

アンド口口ジー・インポテンス・性機能

大阪市立大学におけるクエン酸シルデナフィルに関する臨床的検

討:鞍作克之，内田潤次，杉村一誠，仲谷達也(大阪市大)，桝田周

佳，西阪誠泰，安本亮二(大阪市立十三市民) 当院性機能外来にお

いて勃起傷害 (ED)を主訴に受診し，クエン酸シルデナフィルを処

方した患者の治療成績について臨床的検討を行った.対象は禁忌とな

る合併症がなく，クエン酸シルデナフィル 25mgまたは 50mgの投

薬を受けた47人で，平均年齢は52歳 (22-74歳)であった 全47例中

39例 (83%)が有効であった また IIEF5を用いた問診を投薬前と

後に行いその結果を比較した 投薬前の IIEF5の合計点数の平均が

8.6点であったが，投与後では平均18.1点と上昇し，特に勃起力維持

に関する IIEFの質問 3，4ではそれぞれ平均1.6点から3.4点， 1. 6 

点から3.8点と改善が認められた クエン酸シルデナフィルによる副

作用は全例認めなかった目

測定キット聞で LH値に差を認め LH単独欠損症が疑われた 1

例:平井利明，木内寛，古賀実，竹山政美(健保連大阪中央)

症例は27歳，男性 勃起障害をま訴に当科受診.外性器に異常はな

く，精巣萎縮も認めず， IIEF5スコアは11点であった 内分泌検査

ではテストステロン (4.69ng/mIl， FSH (7.68 mIU/ml)などは正

常範四内であるものの， LHのみ低値 (0.1mIU/ml未満)を示した

ことから LH単独欠損症が疑われた しかしながら臨床所見などに

は矛盾もあり， LHについて他のキソトを用いて再検したところ，正

常値 (7.32mIU/mI)を示した このことから初回の LHの測定結

果は LH憐造異常による測定エラーである可能性が示唆された 本

症例について者干の文献的考察を加えて報告する.
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腎機能・腎不全・腎移植・腎機能・腎不全

重篤なシャン卜静脈高血圧症に対しシャン卜閉塞ならびに鎖骨下静

脈ステント留置が奏功した維持透析患者の3例:近藤秀明，吉田克

法，多武保光宏，藤本清秀，高尾雅也，大国誠一郎，平尾佳彦(奈良

県立医大)，吉川公彦(何放射線)，宮川幸子(同皮病緒言]透

析患者の AVシャントは，透析継続の命綱である一方，合併症発現

因子ともなる 今回，重篤なシャント静脈白血圧症に対しシャント閉

塞ならびに鎖骨下静脈ステント留置が奏功した 3例を経験した. [症

例 1]60歳，女性， CGNにて1988年より維持透析中.シャントトラ

ブルを繰り返し，右手の重篤な浮艇と感染性潰場を認めた.対側!胞に

シャント作製後，右シャント閉怒し改善した. [症例 2]59歳， W性，

PCKにて1979年より維持透析中.シャントトラブルを繰り返してい

た [症例 3] 66歳，男性， IgA腎症にてシャント作製し外来観察

中 症例 2，3では左腕全体の著明な浮腫を認め，狭窄部にステント

留置し改善した {結語]シャント静脈高血圧症に対する血流変更術

は有用である.

内シャン卜閉塞に影響を与える要因の検討:壬生寿一，松本吉弘，

影林頼明(大阪回生)，上申政徳，坂宗久(大阪暁明館)，吉田克

法，大圏誠一郎(奈良県立医大)，時実孝至，時実昌泰(時実クリ

ーック目的]内シャント閉塞に影響を与えている要因について

の検討 [対象と方法] 1999年 l月一2002年4月までの40カ月間で，

3カ月以上良好に血液透析を行えていたにもかかわらず，内シャント

閉塞をきたした46例(のベ51fJU) を対象とし，閉塞原因および臨床背

景について検討した. [結果]内シャント閉塞までの期間は37.7カ月

で，複数回閉塞症例は， 5例存在した 苦手刺あるいは止血上のトラブ

ルがあった症例は13例(のべ16例)存在した.非閉塞群との比較で

は，閉塞群において HD中の血圧変動をきたす症例が有意に多かっ

た. [結論]慎重な穿刺および止血と循環動態コントロールが，重要

と考えられた

腎機能・腎不全・腎移植・腎移植

腎移殖後に発症した敗血症に関する臨床的検討:石川清仁，早川

敏，佐々木ひとみ，桑原勝孝，樋口徹，日下守，泉谷正伸，白木

良一，星長清隆(藤田保衛大方法]対象は2002年10月までに藤

田保健衛生大学病院で移殖を受けた献腎移殖88例，生体腎移殖20例

中，動脈.UD.培養で起炎閣が同定され，感染源が明らかな 3例を対象と

した. [結果]感染源は前烹腺炎，腸炎，腎孟腎炎で発症までの期間

は18日と448，症例 3はウイルス性脊椎炎後の発症で483日であった.

起炎菌は P.aeruginosa， Listeria， E. coliで多剤耐性傾向はなかった

[考察]敗血症の特徴として免疫力低下が著しい期間に感染が成立し

たと思われた.成人例では珍しい Lisleriaが腸炎の起炎菌となってい

た. [結論]移嫡医療が広がりつつある現在，感染症に対する脅威と

その予防の重要性を再認識する必要があると忠われた.

アンギオテンシンE受容体括抗剤 (ARB)投与後に腎機能の悪化を

来した腎移植症例6例の検討:佐身木ひと美，深見直彦，白木良一，

桑原勝孝，樋口徹，目下守，泉谷正伸，石川清仁，星長清隆(藤

田保衛大) 当施設における腎移m症例105例(生体18例，献腎87例)

中，移村i後 ARBを投与された55例において， 20%以上のJfili青Cr備

の上昇を認め薬剤投与中止にて腎機能が回復した6例につき検討する.

ARBを投与した55例中 6例 00.9%) に腎機能の低下を認めた. 6 

例の ARB投与時期は移fiIi後 3カ月から 10年，投与開始理由は尚I飢圧

2例，蛋白尿4例でカンデサルタン 8mgまたはノ、ルサルタン 40-

80 mg/dayにて投与開始した 投与後 lカ月から l年で血消 Cr11砲の
24-54%の上昇を認め， 2例は投与中薬剤lの変斑を， 2例はi成;魁を試

みた また l例は腎機能の回復後iJ}投与を試みるも再度1待機能の恋化

を認めた.他に理由を認めなかったため投与を中止，以降腎機能は凶

復した.

超音波パワーモードおよび血流計測による移植腎血流評価:牛山知

己，青木雅{言，高山達也，鶴信雄，古瀬洋，影山慎二，鈴木和

雄，藤田公生(浜絵医大目的]腎移椴後無尿期の移M腎Ifll流変

化を超音波パワードプラモード (PD)および血流計islJにより検討し

た. [対象・方法] 15例を対象に， 3，7，14，21，28日に検交を行っ

た. PDによる評価は，腎実質内の血流範囲により 6段階に分けた

I飢流百十iRlJは業開動脈の平均，段高，最低流速， resistIvc index， pul-

satility index (PJ)で評価した [給巣]経時的にみて有意な変化は，

3日から 7日で血流範聞増加，最高流速増加， PI上昇であった 拒

絶反応5例では，血流範四の変化はl例のみで，.uD.流計測では4fJUに変

化がみられた [結語]無尿期からの腎血流の回復をみるのに PDは

有用な方法であり，拒絶反応の診断には凪1流計測が有用であった.

小切開法ドナー腎摘除術による生体腎移植の経験 z藤津正人，石田

敏郎，田中一志，原勲，川端岳，岡田弘，荒川創ー，守殿貞夫

(神戸大目的]生体腎移中ilIドナーに対して，小切開法を用いた腎

摘除術を行い，腎移植を施行した [方法]症例数は4fJU(右側 2例，

左側 2例).体位を側臥伎とし腎門部を中心に 7cmの傍腹直筋切闘

をおき，直視下にすべての操作を行い腎摘除術を行った [成績]平

均手術時間は 2時間25分，平均出血量は 245mlであった.術中，術

後に合併症を認めず，会例に良好な移械腎機能の発現を見た. [結論]

小切防法を用いたドナー腎摘除術は，安会かつ，侵襲を最小限にし，

術後の QOLを向上させると考えられた.

二次移植を施行した 5例:南高文，森康範，森本康裕，能勢和

宏，松浦健，栗田孝(近畿大)，西岡伯，秋山隆弘(近畿大

堺)，国方聖司(近畿大奈良) 当院における 1983年から現在に至る

までに施行された移植腎機能廃絶のために再移植(二次移植)の 5例

について報告する.初回移植は年齢10歳から36歳で生体腎移植2例，

死体腎移植3例，二次移植は年併16歳から49歳で生体腎移植 l例，死

体腎移植4例であった 5例中移植腎機能廃絶は 2例認め生着期間は

19， 38カ月であった.今回の5例中腎機能廃絶した 2fJUは，初回移植

は生体腎移植であったこと，二次移植は死体腎移植であったこと，比

較的若年で施行されていることが共通しており二次移植の生着率低下

の因子として示唆されたー

Calcineurin inhibitorによる腎内の Calcineurinsubtypeの発現

変化:日下守，深見直彦，桑原勝孝，佐4木ひと美，伊藤徹，樋

口 徹，石川清仁，泉谷正イ申，白木良一，息長清隆(藤田保衛大)

[目的]Calcineurin inhibitorには免疫抑制効果、に加え臓器毒性が存

在し，腎移植における ATNや慢性移植臓器不全の riskfactorとな

りうる. Calcineurin (CN)には subtypeが存在し，臓器での局在の

相違から，毒性との関連が示唆される.今回 CsA腎毒性モデルにお

ける CNsubtypeの発現につき検討した. [方法]Lew ratに CsA

20 mg/kg/day scを5日あるいは10日間投与し無投与群と比較した.

CNAα と As おのおのの発現をプロープ法による realtime PCR 

で検討した. [結果および結語]腎における発現は Aα 優位であり，

Aα， Asともに投与群で抑制されていた Aaの抑制は20%未満で

あったが， Aβ は全て 1/3以下に抑制されていた 他臓器での検討を

加え報告する.

腎移植後の骨塩量減少に関与する因子についての検討:西川晃平，

OE Franco，金原弘幸，有馬公イ申，柳川 il:，杉村芳樹(三重大)，

曽我倫久人(紀南対象] 1988年12月から2001年3月までに腎移

植を施行された外来経過観察中の16例. [方法]DEXAi去を用い第

2-4腰椎あるいは大腿骨頚部の骨温量を測定し， YAM (Young 

Adult Mean)の85%未満を骨泡量減少群， 85%以上を正常群とした

これらの 2群問で骨塩量減少に関与すると思われる図子について比較

検討した. [結果]ステロイド総投与量は骨塩量減少群において有意

(p<0.045)に多かった.また，有意差はiiEめられないものの.骨塩

量減少群において移納後期間が長<，クレアチニンクリアランスは低

い傾向にあった. [結論]ステロイド総投与量を減らすために早期か

らのステロイド減量カぎ望まれる.

肺移植後の慢性拒絶反応(閉塞性気管支炎)のマウスモデルを用い

た免疫寛解誘導:樋口 徹，佐々木ひと美，日下 守，泉毛是正伸，石

川清仁，白木良一，皇長清隆(藤田保衛大)， T Mohanakumar (ワ

シントン大目的]ijijj移椴後の慢性拒絶反応(閉塞性気管支炎)

のマウスモデル(異所性気管移楠)を用い， minor histocompatibiト

l!yant弔問 (mHag)を recipientに投与し免疫寛解誘導を試みた.

[方法] Donorは C57BLlIO(H13a)で recipientは C57BLlIOCE 

(H13b) を凋いた. A君rは処置なし， B群は re口plentに HI3a

(SVL9) peptidcを adjuvantとともに皮下注をした.C群は 1mg 

の SVL9を経静脈的に投与した.移被後 3カ月でグラフトを摘出後

マッソン染色で問答病変を見た. [結果]B群はA群に比べ，病変の

進行が早かった.C鮮は41'[絶反応をほぼ認めなかった. [結語]
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mHagの経静脈的投与で免疫寛解誘導をみた

Gasle田 Hand-assistedRetroperitoneoscopic Live Donor Neph-

rectomy (GHRDN) :手技の改良点について:鈴木和雄，影山慎二，

牛山知巳， iJ奪回公生(浜松医大 GHRDNの手伎の改良点につい

てビデオにて供覧する.体伎は半側臥位ー約 7.5cmの上腹部または

下腹部傍腹直筋切開にて後腹膜腔に入る Protractorを創縁に装着

し，瑞穂社製牽引鈎にて腹壁を挙上した. 3本のトロソカーを留置

ハンドアシストにて腎筋膜を切開し，引き続き尿管を剥離 尿管を中

枢に追い腎静脈を同定・剥離した.次に腎被膜にそって用手的に腎会

周を剥離.尿管を切断した後腎動静脈を処理した.下腹部傍腹直筋切

開の場合は助手の手を圧排用に使用し，剰l離操作は鏡視下に行った.

Protractorを用いることにより切開創が均一に拡張され，直視下の操

作も容易になった

手術・手術唯一般

明石市立市民病院における鏡視下手術経験:杉山武毅，安福富彦，

山下真寿男(明石市立市民) 明石市立市民病院では2000年10月より

他科の協力をえて腹膝鏡下手術に必要な機器の調達撃備を行い， 2001 

年 l月より腹膝鏡下手術を開始した 2002年 7月までに副腎摘徐術 5

例(経腹膜アプローチ 4例，後腹膜アプローチ l例)，腎摘出術4例

(HALS 2例，後腹膜アプローチ 2例)，腎・尿管摘出術 i例，腎主E

尿管移行部狭窄に対する腎孟形成術 1fylJを行った.手術時間，出血

量，術後の入院期間，術中術後合併症などを検討し報告する E

当院における腹腔鏡手術の経験:古川亨，絹川常郎，辻克利，

平野篤志，野尻佳克，松川宣久(社保中京)，木村亨，服部良平，

小野佳成，大島伸一(名古屋大) 社会保険中京病院で施行された腹

腔鏡手術について検討を加えて報告する. [対象11992年より 2002年

までに当院で施行された腹腔鏡手術(検査) 157例を対象とした，単

純腎摘出術が1611U，腎癌に対する根治的腎摘術カ斗2例，腎孟尿管腫湯

に対する腎尿管全摘術が16例， ドナー腎嫡術が13例であった その他

には不触知精巣に対する腹腔鏡検査が18例，副腎摘除術治宝22例，前立

腺癌の骨盤リンパ節生検が17例などであったー[結果]根治的腎摘術

で4例 (9%)が出血のため，腎尿管全摘術で 3例(19%)が術中合

併症のため，開腹術に移行した.またこれら悪性腫傷患者において

は，現在のところ局所再発および癌死症例は認めていないー ドナー腎

摘術においては重篤な合併症はなく，移植腎機能も開腹手術施行例に

比較して，遜色ない結果であった. [結語]腹腔鏡手術(検査)は低

侵襲であり，術後の QOL向上に有用であると考えられたー

骨悠内臓器全嫡除術症例の臨床的検討:大山信雄，細川幸成，岸野

辰樹，小野隆征，百瀬均(星ケ丘厚生年金目的]骨盤内臓器

会摘除術 (TPE)は高侵襲であると同時に，通常施行される腸管利用

尿路変更術に関連する合併症に対し，細心の注意を要する.そこで最

近5年間に施行された TPE症例の問題点，臨床的背景につき検討す

る [対象11997年 7月以降，星ケ丘厚生年金病院において TPEを

施行した 9例(男性 7例，女性 2例，平均年齢60.6歳)を対象とし

た 原疾患は直腸癌 4例， S状結腸癌 3例，勝脱癌，前立腺癌各 l例

で会例，尿路変更として回腸導管造設術が施行された. [結果]早期

合併症として尿管 回腸吻合部縫合不全2例，導管壊死 l例と 9例中

3例に尿路系合併症を認めた [考祭1TPEは術後尿路系合併症のリ

スクの高い術式と考えられた

腹腔鏡周エンドワイパー(仮称)の使用経験:積井繁明，清家健

作，菅原崇，加藤成一，小倉孝子，増栄成泰，安田満，仲野正

博，伊藤慎一，西野好則，江原英俊，高橋義人，石原哲，出口 隆

(岐阜大目的]内視鏡器機の進歩は目覚ましいがレンズの汚れへ

の対処法は従来のままである.今回，オリンパス社製の試作品エンド

ワイパー(仮称)を使用する機会をえたので供覧する [方法]エン

ドワイパーは先端にシリコンゴムを装着している外筒管で30度の 10

mm光学視管に被せ，光学視管を前後させることでレンズの汚れを

拭き取る [成績]経腹的および後腹膜到違法手術で使用した，レン

ズが汚れた場合， 2 -3回の振幅で良好な視野を確保でき光学視管を

抜くことなく手術の継続が可能であった.膝内を飛散する血液やミス

トで油膜を形成した場合，長時間の使用は困難であった. [結論]使

用方法に慣れが必要であるが場面に応じては非常に有用であった

その他の疾患・腎

体外血管再建，自家腎移植を施行した腎動脈窟の 1例:石田健一

郎，柚原一哉，蟹本雄右(掛)11市立総)，伊藤慎一.出口 隆(岐阜

大) 腎動脈癒は比較的稀な疾患であり，手術適応・術式について確

fr.ーしたものはない.症例は73歳，男性.血圧の変動に対する精査中.

腹部 CTにて左腎動脈に最大径 2.5cmの動脈痛を指摘され当科受診

した.血管造影では左腎動脈起始部より 3.5cmの部位に動脈癒があ

り，癒直後に腎下極へ i本分枝があった目上腹部正中切開にて腎動脈

宿を腎臓と共に摘出し， Bench Surgerγ にて動脈癒を切除し動脈矯

中枢側の約 1.5cmの腎動脈をグラフトとして再吻合し，左腸骨街へ

移植した 手術時間は 7時間35分，出血道は 420g 術後経過は良好

で，術後レノグラム・D1Pにて左右腎機能は術前とかわりはなかっ

た.動脈癌の壁は肥厚しておりまた硬化が強かった.

生理食塩水を用いた新 TURシステムの臨床使用:三宅修，辻川

浩三，辻畑正雄，吉村一宏，野4村祝夫，松宮清美，高原史郎，奥山

明彦(大阪大目的]生理食塩水を還流液とし，対極板を必要と

しない新しい TURシステム (TURis)で勝目光腫蕩および前立腺切除

術を行ったので報告する. [方法12002年 1-3月までに前立腺肥大

症2例，勝脱腫協4例を全例腰椎麻酔のみで治療した [結果]勝脱

臆傷4例のうち 2例は従来迎 TURならば閉鎖神経プロックを要す

る症例であった.TURisにおいては， 1 切除片が小さい， 2 電極

コードが2本ある， 3. 生理食塩水(lL)の交換が煩雑，の欠点があ

るものの，長所として， 1.ループへの組織の焦げ付きがない， 2 閉

鎖神経反射はほとんど起こらない，などが指摘された. [結論]従来

型 TURに比べ体組織を電流が流れない TURisはより安全な手術手

技であると考えられたー

特発性副腎出血の 1例:佐藤元，柳岡正範(静岡赤十字)，市野

学(藤田保衛大)，置塩則彦(置塩クリニアク) 急性副腎出血は比

較的稀で，さまざまの原因で発症し，症状もさまざまである 今回わ

れわれは，保存的治療のみで治癒した特発性副腎出血の l例を経験し

たので報告する.症例は77歳，女性，既往歴に高血圧.主訴は突然の

右側腹部痛 CT上，右副腎から右腎上極・ IVCにかけての血腫を

認めた 明らかな外傷の既往なく 腫蕩からの出血も否定できなかっ

たため，出血源の検索をすすめたが，血清ホルモン値に著明な異常を

認めず，また，副腎シンチなど画像所見でも腫場性病変は確認できな

かったー TAE，手術による止血術も考慮しながら，輸血，輸液など

の保存的治療を行った lカ月後の CTで，副腎の血肢は著明に縮小

しており，特発性副腎出血と診断した

巨大腎動脈癌の I例:山野潤，沼井豊，田中浩之，下垣博義，

漬見学(兵庫県立尼崎) 症例は49歳，男性数年前より腹部経癒

を指摘されるも飯症状にて放置していた. 2002年 4月下旬，上腹部痛

が出現したため近医受診，腹部に拍動性の腫癌を認めた CTにて左

腎内側に約 13cm大の内部不均ーな massを認め，巨大な腎動脈砲

の疑いにて， 5月 l日当院へ紹介となった.向日左腎動脈造影を施行

し，左腎動脈癒と診断，左腎の萎縮および機能低下があり自家腎移植

は行わず，緊急に左腎摘出術を行ったーわれわれの調べえた限り，過

去にこれほどの巨大な腎動脈婚の報告はなく，若干の文献的考祭を加

えて報告する.

腎動静脈奇形の 2例:岡田真介，伊藤尊一郎，津ヶ谷正行(豊川市

民) 症例 1: 30歳，女性.主訴は肉眼的血尿 腸脱タンポナーデに

て入院，出血性ショックにて輸血を必要とした. CTにて右腎出血を

疑い腎血管造影を施行.右腎上極に動静脈奇形 (cirsoidtype)を認め

た.スポンゼル，エタノールにて塞栓術施行した.腎機能を考慮しす

べての動静脈奇形に塞栓は施行しなかった.症例 2・21歳，男性 主

訴は肉眼的血尿 勝枕タンポナーデにて入院 CT， MRIで右腎孟

内に凝血を認め血管造影を施行，右腎上極に動静脈寄形 (orsoid

type)を認めた エタノールにて塞栓術施行した. 2例とも血尿の再

発を認めていない.文献的考察を加えて報告する

その他の疾患・精巣・陰嚢内容物

精巣微小石灰化症13例の検討:井原英有(いはらクリニック)，丸

山琢雄，近藤宣幸，鳥 博基(兵庫医大) 精巣微小石灰化症とは精

細管内に特徴的な石灰化を生じ，小さな商工コ一点状陰影が精巣実質

内に認められるものである.症例は17歳から65歳(平均31歳入主訴
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(診断)は排尿痛・陰嚢内容の有痛性腫大(急性尿道炎・急性精巣上

体炎)7例，陰嚢内無痛性腫癌(被膜下石灰化 1，精巣腫蕩 1，精液

溜 1)3例，鼠径音11不快感(精管炎) 1 f7U，左陰嚢部不快(精索静脈

癌) 1 f7iJ，尿道不快感(左精液溜) 1例であった 精巣腫楊の疲例は

44自主，超音波検査で左精巣下部に直径1.9cmの heteroechoicmass 

と両側精巣内に多発性微小石灰化を認めた.病理診断は mixedgerm 

cell tumor (embryonal cell ca， seminoma)であった.

その他の疾患・その他

臭化ジスチグミンにより発症した悪性症候群の I例:峠 弘，青枝

秀男(国保日高総合) 症例は50歳，男性.症状は乏尿・発熱現病

歴は当院精神神経科にて慢性精神分裂病でハロペリドール・塩酸ピベ

リデン・ベゲタミンA錠・フルニトラゼパムで経過観察中，排尿状態

の悪化で当科紹介勝脱内庄の低下を認め，臭化ジスチグミンで治療

を開始した 投与後12日目に乏尿，発熱が出現し翌日当院救急受診

導尿で IOmlと少量で腹部エコーでも両腎に異常はみられなかった

が， sCr 4.3 mg/dl， CK 72，580 U/Iと高値を認め，当院緊急入院と

なった 血液透析を 4回施行後，離脱可能であり，全身状態・腎機能

は改善した 本症例の発症原因として臭化ジスチグミンにより誘発さ

れた悪性症候群が考えられた

電子カルテによるカルテ開示ー配布型から共有型へー:大堀 賢，

B比初紀(協立総合)，三井健司(愛知医大目的]全病院的な電

子カルテ導入に際し，患者によるカルテ所有を開始したので報告する

[方法]従来ベヅドサイドにカルテを配布する配布型カルテ開示を実

施してきた.今回病棟の電子カルテ実施に伴いマイカルテというプロ

グラムで会診療録を印刷・配布した.これでカルテ配布による開示か

ら自分の金カルテ情報を自分の所有物とし，希望者には持ち帰り可能

とし寸情報の共有が可能となった.このシステムが系統的診療に寄与

しているかどうか調査した [結果]患者は知りたい診療・看護内容

が所有できるため，より安心して治療が受けられるようになった.

[考祭]退院後も情報を共有するためより深い理解がえられ，外来経

過観祭でも有用である

左腎癌術後に発症した上腸間膜動脈症候群の 1症例 2右梅貴f言，坂

元武，木山賢，木浦宏真，丸山策勲，西田剛，勝岡洋治(大阪

医大) 症例は70歳，男性. 2002年3月心街部痛を主訴に近医を受

診， CT上，左腎上極に世8cmの腫蕩を認め当科入院.血管造影で

左腎上極に hypervascularな腫蕩を認め左腎癌の診断のもと，経腹的

左根治的腎摘除術を施行した 術後経過良好であったが， 10日目より

眠気，日駒土出現，胃内減圧と消化管運動賦活弗lを投与したが改善しな

かったため CT，MRI，上部消化管透視を施行したところよ腸間膜動

脈症候群 (SMAS)が疑われた.消化管の蟻動充進を期待しエリスロ

マイシン投与したところ 10日目より食事摂取可能となった 術後消化

管合併症の原因として SMASを念頭に入れる必要があると考えられ

fニ

泌尿器科領域における術後肺塞栓症についての検討:錦見俊徳，石

田 亮，山田浩史，繍井圭介，小林弘明，小幡浩司(名古屋第 2赤十

字) 泌尿器科領域においても，術後の下肢深部静脈血栓症および肺

塞栓症の合併は非常に深刻な問題である.当院泌尿器科においては，

最近 3年間に術後の肺塞栓症は 3例発生したーそのうちわけは， 79 

歳，男性:TUR-bt (載石位)・ 70歳，男性 TUR-P (載石位)・ 34

歳，男性 :TUUL(載石位)であった.発生後， 3例とも ICUに入

室・治療を行っており，そのうち 2例は心停止後，心肺蘇生を行って

いる.今回われわれは，その 3例につき検討し泌尿器科手術後の下

肢深部静脈血栓症および肺塞栓症の合併につき文献的考察を加えこれ

を発表する.

健常人における猪冷湯投与による血液，尿化学への影響:吉村麦

(愛北)，坂倉毅(加茂)，本間秀樹(知多厚生)，線崎博哉，多和田

俊保(常滑市民)，藤田圭治，伊藤泰典，安井孝周，戸津啓一，郡健

二郎(名古屋市大目的]結石患者の排石促進，予紡のために猪

冷湯を使用しているが，その有効性の根拠はほ乏しい，今回結石の既

往などのない健常成人に猪冷湯を投与し血液生化学，尿生化学の経目

的変化を調べた [方法]尿路結石の既往がない健常成人9名に l日

当たり猪冷湯 7.5gを7臼関投与，投与 7目前， 3日前，投与 3日

後， 7臼後の血液生化学 (Na，K， CI， Ca， IP， BUN， Cre)血ガ

ス，尿生化学 (Na，K， CI， Ca， IP， Mg，蔭酸，クエン酸，オス

テオポンチン)を調べ，その推移を検討した [結論]低下したのは，

尿中穆酸，クエン酸，無機リン， Kであった.尿中 Ca，Mg， Na， 

CIは上昇した.とくに尿中穆酸は投与前 28.4mg/mlであったが，

投与 7日後には 20.4mg/mlまで低下した.

検査法・測定法・装置・器具

新しい勝脱ビデオスコープとビデオシステムの開発→胡経験およ

び硬性鏡との侵襲性の比較ー:合奇信行，東問 紘(東京女子医大)，

横山雅好(愛媛大)，山口秋人(J京三信)，下回直威，加藤哲郎(秋田

大目的]新しい勝枕ビデオスコープ (CYFtypeVA， Olympus) 

と周辺機器の開発に参加した.また患者の受ける侵襲を硬性鏡と比較

した. [対象と方法]外来患者15名に，男性は尿道麻酔で女性は局所

麻酔剤のゼリー塗布下に仰臥伎で検査した.このうち男性8名，女性

3名に悲痛，体伎の快適さについて質問した. [結果および結語]こ

のビデオスコープは，硬性鏡と比較して色調，解像度ともに遜色無く

操作性も良好であった 男性では，疹痛は軟性鏡の方が少なく，体位

は半数が仰臥位の方を選んだカ会慣れた，患者ではどちらでも良いとする

傾向もあった 女性では，例数が少ないが，疹痛には差が無いという

結果であった 検者の技術の要素も大きいと判断された.
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購読要項(1996年 1月改訂)

1. 発行は毎月，年12固とし，年間購読者を会員とする.

2. 一般会員は年間予約購読料10，000円(送料とも)を前納する.賛助会員は20，OOOPi(送料とも)とする.

払込みは郵便振替に限る.口座番号 01050-9-4772 i~必尿器科紀要編集部宛.
3. 入会は氏名，住所を記入のうえ泌尿器科紀要刊行会宛，はがきか FAXにて申し込めば所定の用紙を送付

する.

投 稿 規定(1996年 l月改訂)

1. 投稿:連名者を含めて会員に限る.

2. 原稿:泌尿器科学領域の全般にわたり，総説，原著，症例報告，そのほかで和文または英文とする.原著，

症例報告などは他の雑誌に発表されたことのない内容でなくてはならない.

(1) 総説，原著論文，その外の普通論文の長さは，原則として，刷り上がり本文 5頁 (400字X20枚)までと

する.

(2) 症例報告の長さは，原則として，刷り上がり本文 3頁 (400字X12枚)までとする.

(3) 和文原稿はワープロを使用し， B5または A4判用紙に20X20行，横書きとする.年号は西暦とする.文

中欧米語の固有名調は大文字で，普通名調は小文字で始め(ただし，文節の始めにくる場合は大文字)，明

瞭に記載する.

(イ) 原稿の表紙に標題，所属機関名，主任名(教授，部長，院長，科長，医長など)，著者名の順で和文で

記載する.筆頭者名と， 2語以内の runningtit1eを付記する.

例・山田，ほか:前立腺癌 PSA 

(ロ)和文の表紙，本文とは別に，英文標題，英文抄録をつける.標題，著者名，所属機関名， 5語(英文)

以内の Keywords，抄録本文 (250語以内)の順に B5または A4判用紙にダブルスペースでタイプする.

別に抄録本文の和訳を添付する.ワープロ原稿可.

判原稿は，和文標題，英文標題，英文抄録，その和訳，緒言，対象と方法，結果，考察，結語，文献，図

表の説明，図，表の順に配置し，原稿下段中央部に和文標題ページを lとするページ番号を付ける.

(4) 英文原稿は A4判用紙にダブルスペースでタイプし，原稿の表紙に標題，著者名，所属機関名， Key 

words (和文に準ず)， running title (和文に準ず)の順にタイプし，別に標題，著者名，所属機関名，主

任名，抄録本文の順に記した和文抄録を英文原稿の後に添付する.和文原稿と同様にページ番号を付ける.

(5) 岡，表は必要最小限にとどめ，普通論文では図10枚，表10枚まで，症例報告では図 5枚，表 3枚までと

する.

図，表，写真などはそれぞれ台紙に貼付し，それらに対する説明文は別紙に一括して一覧表にする.説明

文は英文とする.原稿右欄外に挿入されるべき位置を明示する.写真はトリミングし，図 表は誤りのない

ことを十分確認のうえ， トレースして紙焼したものが望ましい.様式については本誌の図 表を参照する.

写真は明瞭なものに限り，必要なら矢印(直接写真に貼付)などを入れ，わかりやすくする.

(6) 引用文献は必要最小限にとどめ，引用箇所に引用文献番号を入れる.文献番号は本文の文脈順に付すこと

(アルファベット順不可).その数は30までとする.
{列:山田1.3.7) 田中ら8.1ト 13)によると…

雑誌の場合一著者名 (3名まで，それ以上のときは「ほかJ r et a1.J とする)標題.雑誌名 巻:最初

頁一最終頁，発行年

例1)Kalble T， Tricker AR， Friedl P， et a1.: Ureterosigmoidostomy: long-term results， risk of 

carcinoma and etiological factors for carcinogenesis. J Urol 144: 1110-1114， 1990 
例 2)竹内秀雄，上田 填，野々村光生，ほか.経皮的腎砕石術 (PNL)および経尿道的尿管砕石術

(TUL)にみられる発熱について.i~必尿紀要 33 : 1357-1363， 1987 

単行本の場合一著者名 (3名まで，それ以上のときは「ほかJ r et a1.J とする):標題，書名.編集者名

( 3名まで，それ以上のときは「ほかJ r et a1.J とする).版数，巻数，引用頁，発行所，出版地，発行年

例 3)Robertson WG， Knowles F and Peacock M: Urinary mucopolysaccharide inhibitors of cal-

cium oxalate crystal1ization. In: Urolithiasis Research. Edited by Fleish H， Robertson 
WG， Smith LH， et a1. 1st ed.， pp. 331-334， Plenum Press， London， 1976 

例 4)大保亮一.腫蕩病理学.ベッドサイド泌尿器科学，診断治療編.吉田 修編.第 l版，

pp. 259-301，南江堂，東京， 1986 

(7) 投稿にあたっては，本誌を十分参考にして体裁を守ること.

(8) 原稿は，オリジナル l部とコピー 2部(図，写真は 3部ともオリジナル)を書留で送付する.万一にそ

なえて，コピーを手元に控えておくこと.

(原稿送付先)〒606-8392京都市左京区聖護院山王町18 メタボ岡崎301号 j必尿器科紀要刊行会宛

3. 論文の採否:論文の採否は Editorialboardのメンバーによる査読審査の結果に従い決定される.ただし，

シンポジウムなどの記録や治験論文については編集部で採否を決定する.
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4. 論文の訂正:査読審査の結果，原稿の訂正を求められた場合は， 40日以内に，訂正された原稿に訂正点を

明示した手紙をつけて，前記泌尿器科紀要刊行会宛て送付すること，なお， Editorの責任において一部字句

の訂正をすることがある.

5. 校正:校正は著者による責任校正とする.著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する.

6. 掲載.論文の掲載は採用順を原則とする.迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること.

(1)掲載料は l頁につき和文は5，500円，英文は6，500円，超過頁は l頁につき 7，000円，写真の製版代，凸

版. トレース代，別冊，送料などは別に実費を申し受ける.

(2) 込速掲載には迅速掲載料を要する 5頁以内は30，000円， 6頁以上は l頁毎に 10，000円を加算した額を

申し受ける.
(3) 薬剤の効果，測定試薬の成績，治療機器の使用などに関する治験論文および学会抄録については，掲載料

を別途に申し受ける.

7. 別冊:実費負担とし，著者校正時に部数を指定する.

Information for Authors Submitting Papers in English 

1. Manuscripts， tables and figures must be submitted in three copies. Manuscripts should be typed 

double-spaced with刈 emargins on 8.5 by 11 inch paper. The text of all時 ularman附叩s伽 lld

not exceed 12 typewritten pages， and that of a case report 6 pages. The abstract should not exceed 

250 words and should contain no abbreviations. 
2. The first page should contain the title， full names and affiliations ofthe authors， key words (no more 
than 5 words)， and a running title consisting of the first author and two words. 

e.g.: Yamada， et al.: Prostatic cancer' PSAP 

3. The list ofreferences should include only those publications which are cited in the text. References 

should not exceed 30 readily available citations. Reference should be in the form of superscript 

numerals and should not be arranged alphabetically. 

4. The title， the names and affiliations of the authors， the director's name， and an abstract should be 

provided in J apanese. 
5. For further details， 'refer to a recent journal. 

編集後記

先日，卒後臨床研修のための研修医マッチングの結果が報告された.総参加者数は8，283人で，マッチングが

決まったのは7，756人(マッチ率:95.6%) と発表されている R また，希望順位 l位の研修プログラムにマッチ

した参加者は6，014名であり，マッチ者全体の約 4分の 3が希望どおりのプログラムに参加出来たということに

なる.

そのような中.全国の大学病院の人気は惨'陰たるものであることがわかってきた.ほとんどの大学病院が定員

割れであり，京都大学病院でも 110人の定員のうちマッチング出来たのは60人程度であった.今臨床実習を回っ

ている学生に聞くと，彼らも大学病院は専門医養成には良い環境だが初期の基礎研修には向いていないと思って

いるようだ.これからは多くの研修医が大学病院以外のところで初期研修をうけることになる.以前の編集後記

にも書いたが，研修医としての最初の 1-2年は生涯にわたる医師としての基本的なスタンスを確立させる重要

な時期であり，指導医の情熱が不可欠である.指導医への手当も出さないようなシステムには強い不安を感じる

が，是非，良い方向へ向いていってほしいと思う.

それにしてもマッチング出来なかった353人はどうなるのだろう.彼らの研修先と，彼らがどんな医学生の集

聞なのか非常に興味がある.誰か調査してくれないだろうか.

(小JII 修)
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