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鍔禦矯閉〕

前立腺疾患に対する凍結手術（第1報）

京都市立病院泌尿器科（部長：久量益治博士）
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CRYOSURGERY IN THE TREATMENT OF PROSTATIC

          OBSTRUCTION： PART 1

Mikio IToH， MaSataka TsucH！yA， Masanobu FuKAMi， Mieko MiyAKAwA and Masuji KuzE

Fプ傭伽DePartment tゾひ70109ン，κンotoα砂HosPital， Kyote，／砂僻

           （Chief： M． Kuze， M． D．）

  Thirty－one patients with the obstructive diseases of the prostate received cryosurgery， and

the clinical fol！ow－up was’made．

  1） An excellent result was observed in 19 cases．

  2） No pal！iation was achieved in 6 patients．

  3） Remaining 6 cases dropped out， so the results were uncertain．

  In this series it was concluded that the cryosurgery is usefull to the obstructive diseases

of prostate， if the case was strictly selected even for the patient with inplanted cardiac

pace－rnaker or prostatic carcinoma． Carcinoma of the prostate is particulariy indicated from

the aspect of cancer irnmunology．

 ヒトをはじめとして温血動物は低温にさらされたと

き体温調節中枢のはたらきによってある程度まではそ

の体温を維持することができる．しかしその限界を越

えると体温はしだいに下降し，同時にいろいろの生体

反応をきたす．この場合の低温とは何度ぐらいをいう

のかということになると厳密な区切りはなく温度の低

いほうは絶対0度から一273。Cが限界であることは理

解できるが，高いほうはどの程度までさすかはそれぞ

れの専門領域で異なり，農学関係では常温より少しで

も低ければ低温といい，物理学関係では低温といえば

前述の絶対0度に近いものをさすのが普通である．し

かし医学関係では実にずさんで習慣的に20～30℃の

低体温麻酔にみられるようにプラス範図のものまでも

低温と称しているようである．生体はその構成の80～

90％が水分であるから，氷点以下に局所組織がおかれ

＊医員，＊＊医長，林＊部長

た場合は組織中の液体すなわち水分は固体の氷に物理

的に変化して，すなわち凍結という現象がおきる．凍

結による細胞障害の機序は古くからいろいろいわれ機

械的障害，塩害，pHの変動などいろいろあげられて

いる1）．

 凍結の基礎的原理，作用などに関しては考察の項で

のべることにするとしてcryosurgery（凍結手術）は

約10年ほど前米国においてその装置の臨床化に成功し

て以来外科系各科で諸種疾患に応用され，従来の外科

的開放手術方法によって不可能であった領域において

その有用さは推奨せられている2A’4）． もちろんそれ以

前にも紀元前から冷却，凍結が治療面に応用されてお

り，例えば液体窒素や雪状炭酸が利用されている．し

かし臨床的治療法のひとつとして確立されたのは1961

年脳神経外科医の Cooper5・6）が組織を凍結させるこ

とによって脳腫瘍を破壊することができると報告した

のが最初で，それ以後急速に外科系各科領域で応用さ
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れない分野はないというぐらい普及してきた．泌尿器

科領域ではそれより3年後Gonder et al（1964）7）が

前立腺疾患に対して利用したのが最初でありそれ以後

泌尿器科系では腎，膀胱，前立腺の腫瘍に対して後述

のごとく応用されている．欧米文献上前立腺疾患に応

用した報告はまことに多く8“’43），概していえば1966年

ごろの報告は報告者も症例数も少なく，1968年ごろか

ら急速に増加し1970年頃197！年代がピークでここ2～

3年はそ¢～臨床面におゆる使用法が確立されたせいか

少なくなってきている．1961年以函嶺10年間を前，

中，後の3期にわけてみると前期における報告者はわ

ずか2機関にすぎないが中期には，すなわち1966年か

ら1970年ごろは各機関の報告も多くその各個の症例も

数百例を越える報告をみ，cryosurgery時の麻酔法，

凍結術後の前立腺組織の変化について検討が加えちれ

ている．また後期では前立腺腫瘍に対してだいたい確

立された治療法となってきているが適応症例を選ぶべ

きとされている。

 症例を無選択的にきめた場合open surgery（開放

手術）と比べればその価値も下がるという報告もある

が42），やはりcryosurgeryの原財である70歳以上の

高齢者で循環器疾患とか糖尿病などの合併症のある患

老，poor riskで開放手術にたえられない患老に限定

すれば凍結療法はぎわめて有用であるといえる，さら

に前立腺癌の場合は古くCgoper et a1・（1963）6＞らが

いうような癌組織の凍結によってできる免疫抗体生成

の可能性，Soanes et a1．（1970）25）およびGursel et

al．（1973）43）によっても報告されているところのcryo－

surgeryによる癌の転移などに対するremissionの

効果といったようなことからも凍結療法はまことに興

味ありかつまた有力な前立腺癌の治療といえる．

 外国で数多くの報告があるに反して本邦では約8年

ほど欧米より遅れて臨床的に応用されはじめ，泌尿器

科領域では前立腺肥大症に対してはユ970年にやっと

百瀬ら44）の報告にはじまり，その他まとまったものと

しては野中ら（1971）の報告がある9すぎない．以

前は国産の凍結手術装置がなくUnion Carbide社製

（アメリカ），Linde社C．E．4型（ドイツ，アメリ

カ），Criotom社R89（イタリヤ）があるがいずれも

高価のため本邦医療機関で購入ができない難点があっ

たが最近東理社理化研究所（販売元武田薬品KK）よ

り低廉な凍結装置が国産化され，わが国でも1973年頃

より多くの医療機関で試用されはじめている．

 京都市立病院においても1974年の初めより東面社製

のcryobarを用いてpoor riskの塗立腺疾愚患者，

延31例に用いて非常に有用であるという結論に達した

のでここに報告するとともにとくに興味あると思われ

た①従来のTURでなかなか困難であった心障害のた

めペースメーカーを使用している論考，②前立腺癌患

者の2例において一時的ではあるが良い結果を得たの

で報告する．なお第2報では症例を重ねて統計的観察

などをのべる予定である．

臨床 成 綾

1）凍結装置

 東理社製‘‘Cryobar”を用いた．容量：4£の液体窒

素を入れる専用ボンベを使用し温度計による先端の冷

却部の温度を＋40～一195．8。Cに調節できる．液体窒

素は沸点を．一195．8℃にもつ無色・無臭・無害で化学

的にも不活性な物質で安定しており液化ガスとして簡

Ptteかつ安全に使用できる．タンク内圧も自動的に

2～2．5kg／cm2に調節するelectric monitoring sys・

temを備えており，液体窒素はfiexible bellows unit

（いわゆる導管）を経てプローベにはいる．前立腺用

のプPt 一一べは尿道ブジー型で直径24F（8 mm），長さ

275mm，冷却部28 mm，またtefton tipをつけて

あるので先端の約15mmは冷却されない。液体窒素

は冷却部で気化して万一195．8。Cの極冷が得られ常水

中では6～10分間で約65×45m血大のice・ballを

形成する．なお冷却部に電熱ヒーターが入れてあり凍

結終了後に加温することができる．

2） 冷凍手術方法

 さきに報告した百瀬ら（1970）44），野中ら（1972）45）

の方法とほとんど変らず特別な知識および技術は全く

必要としない．膀胱高位切開で直視下に膀胱側より冷

却器を前立腺部に直接あてておこなう開放式と経尿道

式の2通りがあるが著者はもっぱら後老の方法でおこ

なった．体位は砕石位で術後の副睾丸炎の予防のため

精管切断術をおこなった症例もある、術前検査として

全例残尿量，膀胱容量を計り，膀胱鏡検査をおこな

い，前立腺腫瘍の大きさ，形，尿管口の位置を確認す

る，そのこ膀胱鏡を順に手前に抜き出しレンズが内尿

道口に接する位置より外尿道口までの距離すなわち

尿道の長さを測定する．これの長さをプローベに目盛

り尿道内挿入の場合の深さのよりどころとするわけで

ある．次いで膀胱内を洗浄，空虚にして150～200m1

の空気を充たす，そのこ冷却部を尿道前立腺部に位置

するようtcするかさらに直腸診により左示指先端にて

ガイドボタン（reference knob）を触れることによっ

て冷却部の位置を確認決定する．この位置と膀胱鏡に

よって測った尿道の長さとはいつも同一一とは限らな

い．さて部位が決定されれば液体窒素の潅流をはじめ



Table 1． ．凍結手術をおこなった前立腺疾患症例（27例：31回）

鷺構諭旨竃垣壁 術前
残尿量
（ml）

術響量
q驫d怪説、翻、（出血持続時間）麟鱒         副

効果判定囎繍箋構
        炎

1 1 70 BPH 2．3 1 力 年 1，800 30 1 17．5 亙 5 0 4 0 不 成 功 S
2 （16 週） 120 10 3． 5． 2 ． 9 0 17 良 S

：2 3 75 BPH， NB 1，2．3 1 ヵ 月 1，100 ？ 3 × ．16．5 ∬ 5 0 3 0 77 不   明 S 1

13 4 70 BPH， NB 2．3 1．5力年 tota1 10，測定不能 X 15．5 1 5 0．、 0 0 9 不 ． 明 Sp ○
4 5 81 BPH 1．3 雪 力 年 total 50 6 15．5 1 7 0 0 0 9 ．良 Sp

、5 6 76 ．BPH 1，2．3 3 力 年 total ？ 呈9．G H 6 0 4 0 ． 7 死亡（他閣） Sp ○

6 7 80 BPH L 2 五 力 年 tota1 15 4 22．0 IV 7 0 0 0 50 死亡（他因） s（ベース。メーカ使用）食道癌

．7 8 68 PC 出血，3 5 ヵ 月 100 30 1 47．5 H 4 2 2 0 23 良 S o
：8 9 71 BPH ． 2．3 3 ヵ 月 950 0 2 16．5 韮 5 0 2 0 9 ．良 S

．9 10 73 BPH 2．3 7 ヵ 月 total 正5，測定不能 ．4 × 20．0 皿 ，6 0． 24 0 lQ 不   明 S i
l1

P2

83

W1

BPH
aPH

1，．
Q，3

PP 3

6 ヵ 月

P年3ヵ月
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V50

？0 42 X 16．5

P8．5

HH 4．30

U

00 48

V2

．0

P日

12

D10

不 ・ 明

@良

SS Ei．

13

P4

P5

72

V3

V8

BPH
aPH
aPH ．

2．3

Q．3

P．2

1年4ヵ月

V ヵ 月

S ヵ 月

450

U00

Q50

550 682 16．O

P6．0

P7．5

II豆 667
0 、

O0

24

Q4

Q4

000 10

P0

P0

． 良

@良
@良

SSS

1．

．15 韮6 70 BPH 2．3 3 カ．年 6QO 5 2 17．0 叢 6 0 24 0 20 良 S
16 17 75 BPH 1，2．3 6 力 年 1，200 5 6 16．O 1 7 ．11 7 0 10 良 Sp
17 18 85 BPH 1，2．3 1． ﾍ 年 300 0 2 18．0 ．H 6 0 72 0 12 ． 良 S 1

L18 ig 82 BPH 1．2 1．5力年 760 O 6 20．0． 皿 7 0 144 0 io 良’ S
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i8  週）
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QQO
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Q5
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U
8 ’望 8
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@良
§1

し．、
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W2
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2．3

P．2

2 カ 月
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R00
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300
O600

44 ×× 18．0

Q2．0

H．IV 767 80 824
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O
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§｝S

○

1・｝
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1，2P 3
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1 ヵ 月

P0   日
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R00

200

O

43
16．5

Q0．5

H皿 77．30 00
24．

Q4

00 13 不 成 功
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26 30 79 BPH 1．3 1 力 年 800 0 4 17．0 丑 7 0 0 O
、b

P0 良 S

27 31 63 BPH 3 3   週 300 20 4 17．5 巫 7 0 48 0 12 良 S
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Table 2．凍結手．術．記録

Rgcorqs ’of the Cryosurge．ry

   Kyoto City’ Hospital

N知r．餌“．． ｨ。・  ■．．．．．．Ad卑it．．

’Piagnpsi．s ： ’BPH， PC，．／NB．

’lnqigatig， ri ；． 1＞ IAge，’．2） dialjgtes．・ me．IL

                    card，iovascular．disotd．

                    gastric 1¢ancer ． ete．

                    poor ’risk．

AtiamnesiS ：

’From・’

3）

To

Pr6bP下士a．tiv典6xa晦natio夏s：．1．．．．．．

     P・IP i ’．’UG・
     IECG．／ ．．． ． ．．． ・residuai urihe’i／
     ／i ．｝｛，lr．i， ． ．． ／ll．6au！ ・ ／． ／1． “，，．． ’・ Ca 1，，i’・91’ ．’，，，R ，

     LD耳．    CRP  ．．．．． GρT  ．．：． ．GPT

     ．．Cl・i’i，iy＄i，i．’，iP9“9，’一’．．”“1‘P ．・． ・．’／・． ’ ．’ ．Tp！！A．・・．

     ’ Utine ． ．cUltureii ・ ．

皐01r潔納elrゆ．r．

     ’An’esthesia ；

     ’・9／ YSt．9S90PY．／；／ g．”．d，e，．，／，．，1．6h／1・ ．．’・・i．・ ’．’ ． ．’ 

．．

D infgetidn

     Digitql ’lgxarnination ； ・ gra．de

     Yase’ctom．Y’ ；． ．（t＞i （T）’

     Length of ・urethra；

     ／Du’ration of coolipg ；

P・st・画atiマe．c・町・e．・．．．

     Paik； （t）， （一）， du；．ation

     Bleeding’；． 〈＋）， 〈；’ ’〉，． ． duration

     ．High・fe・ver；’（十）， （一）， duration

pQstqP煬d、艘1ゆop．the．6neしweek：

     UG

     Bag，catheter； （＋）， （一一），

PostQperative chemical ・examinat．ions ； date ；

’FolloSygp ．re’eords：・

      Date．．

・2 ・Wks ’

．3．．癖ks1

4 ’wkS’

6’wks・

8．曽k9．

B’ag’ catheter・ Res量dual ur量ne Infection’ Other

’Evaluatioti
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その開始とともに経直腸に左示指頭で前立腺部を触れ

ている．そうすると凍結が進むにつれて前立恥部の硬

度が強くなり，さらに冷却されるとまわりに比べて冷

い感じが指先につたわってくる．なお，著者は凍結温

度を～160。C，加温を＋35℃に設定している．前立

腺腫瘍の大きさによってその時間はとうぜん変えるべ

きで小さければ膀胱粘膜に直接傷害をあたえやすいの

で短くし，巨大な前立腺腫蕩の場合は場所を変えたり，

凍結時間を延長したりする．著者はだいたい4～7分

間おこなった．凍結終了後すぐに冷却部につけられた

電熱ヒーターによって加温をおこない，2～3分で抜

去可能となる．冷却後の膀胱鏡検査は異常ない罵り原

則としておこなっていない，術後はバルーンカテーテ

ルをおき膀胱洗浄をする．その留置期間も後述のごと

くはなはだ短期間でカテーテルをひつぼらなければい

けないほどの出血をきたすことはなかった．以上全所

要時間は1症例あたり20～30分ですむ，液体窒素は長

期保存が不可能なため，いちどにまとめておこなうの

が経済的である．・

 以上凍結術式の概略を述べたが方法そのものはなん

のテクニックも必要としないがやはり最初ははなはだ

心もとなかったので著者は千葉県がんセンターの長山

博士にていねいに直接ご指導をいただいた．ここに深

謝の意を表する．

3）臨床結果

 a）前立腺疾患症例（Table 1）

 1972年の始めより11月までに京都市立病院でおこな

った凍結手術は27症例延31回で年齢は63歳～85歳まで

で平均75．6歳，前立腺肥大症26例，うち神経因性膀胱

を合併しているもの3例，前立腺癌1例である．排尿

困難または完全尿閉を訴え始めて凍結療法までの期間

は最短3週間，最長6年間である．術前残尿量につい

ては27例全例とも長期持続カテーテルによって生活し

ていた患者で完全尿閉の経験をもっている．残尿測定

のためカテーテルを試みに抜去して測定した場合完全

尿閉が持続したのが6例，残りの21例は100～1，800

mlの残尿をもち残尿量の平均は約560 m1であった．

膀胱鏡による内尿道口から外尿道口までの距離は27例

平均179mmであった．凍結手術をpoor riskの患

老に重点的にしぼっているので前立腺腫瘍の大きさは

grede I～IVまで種々である．術後入院期間は7日～

77日間で平均20日であるが，だいたい1週間から2週

間で退院させるのを原則とし，Table 1中長期にわた

っているものは老衰による歩行障害，悪性腫瘍，糖尿

病の合併症のための長期入院であり，cryosurgeryに
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術者が熟練すれば外来手術でじゅうぶんであるともい

える．

 なお，京都市立病院の凍結手術記録用紙はにTable

2に示すごときものを作り使用している．

 b）凍結手術の適応（Table 3）

 著者は外来で前立腺肥大症の患者をみた場合は初め

からcryosurgeryにもって行くという考えではなく

適応基準をもうけてopen surgeryが不能な症例に

かぎ？て凍結療法をおこなっており，Open surgery

よりもcryosurgeryが優先するという考えではなく

どちらも優劣はきめがたいし，適応症傍職ま歴然とし

て差があるので比較はできない．だからMarshall et

aL（1973）ωのごとくそれらをこつちゃにして批判し

ているのは理解できない。だいたいTable 3のよう

な3つの点についてチェックし2つ以上に該当するも

のについて原則的におこなうこととしている．すなわ

ち 1）年齢が75歳以上，2）糖尿病，心疾患，悪性腫

瘍例のほか歩行障害などがあって社会復帰できないい

わゆる老衰などのpoor riskのもの，3）epen sur－

geryが拒否された場合の3点でTable 1の適応条件

の項の1，2．3．はこれを意味する．国昆の老齢化・

長寿化にともなって前立腺の閉塞性疾患患者はどんど

んふえていく傾向にあるが，老齢でも健在であれば

open surgeryがおこなえるが，寝たぎり老人のよう

な場合はcryosurgeryかTVRしか方法がないとい

え，その数は年を追って急速に増加して行くと思われ

る．TURとの比較はなかなかむずかしいが前立腺肥

大症の場合は眼で見ながらできるTURのほうが盲目

でするcryosurgeryよりも，もし心疾患がなければ

好ましいといえる．前立腺癌の場合はTURよりも

免疫学的に何らかの抗体を産生するといわれている

cryosurgeryのほうがより合目的である．

Table 3．凍結手術の適応

Indication of Cryoprostatectomy

  1） Age： over 75 yrs．

  2） Diabetes mellitus

   Cardiovascular disorders

   Gastric ca． etc．

   Poor risk

  3） Refuse of open surgery

 c）麻酔

 開放的凍結手術はおこなっていないので除外するが

経尿道的術式の場合は尿道粘膜表面麻酔でじゅうぶん

でありこれは百瀬ら44）の意見と同じである．31例中26

例（84％）が尿道粘膜麻酔のみで残りの5例（16％）
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が脊椎麻酔をおこなった．この5例も最初の頃の症例

と患者の希望や疹痛の訴え方が大な症例（2例医師）

におこなったものであり原則として局所粘膜麻酔でこ

と足りる．なお凍結中に一195．8℃前後のice、ball

が形成されれば知覚神経は完全に麻痺するとされる“・

45）．』ｽだし術後尿意を訴える症例にままあるがどくに

それに対しては坐薬、とか尿道麻酔剤の注入はおこなっ

ていな械。、

 d）凍結時蘭

 腫瘤の大きさによって．また悪性か良挫かによって

変えられるべぎであるがTable 1に示すごとく・4 e．

7分で一毅に6分前後である．凍結中止をするめは経「．

直腸的に挿入した心底指頭にふれる前立腺部が他所に七・

比べて鋤く感じたときであるがt’やはり指先に頼るよ

りも時闘をみて中止していることが多い．欧米文献を

みると凍結時間がさらにこれよりも長いが壊死の範囲

が大となり括約筋の損傷，尿失禁，直腸痩などの後遺

症の発生を防ぐため，より短く，より頻回におこなう

ことが好ま、しいと考える．．またいちどで自排尿がみら

れなかった4例症例（11，19，22，23＞は2回ずつ試

みられている‘

 e）術後のカテーテル留置期間

 最初の頃の韓貨の．Gonder et al（1964）7） tまカテー

テルはできるだけ早期7属目の抜去をとなえ，その他

め報告もだいたい工週前後で抜いている．われわれは

’より慎重にかまえて1～6週間留置した．原則として

は2週間を基準として抜去している．31回凍結手術を

おこなっていちおう抜去したがふたたび尿閉をきた

したものが9例，残尿が減少したものが24例，．、うち

Om1となったのが9例，逆に2例においては術前よ

り増加をしたのカミあった．これは残尿測定の方法に問

題があるようである．・留置期間としては本邦の報告は

外国例と比べてやや長く凍結時間は短い．著者27例を

・カテーテルの抜宏成功と残尿量の減少などの面からみ

れば成功19例（80％弱），不成功6例，不明6例であ

った（Table ．4）．

     Tabie 4．凍結手術の効果判定

でもっとも長くて7H間ほとんどが24時間以内に消失

している．明細を訴えたのがわずか5例でいずれも2

時聞以内に消えている．高熱をきたしたのはわずか症

例11の1例のみであった、とくに留意するほどの合併

症はなかった．、いちおう術前両側精管切断術をおごな

ったのが5例，おこなわなかったのが22例であり，．．2

例（9％）に副睾丸炎を経験したが切断術による有意

の効果はみられなかった．・

Conditions．aiter Cryopros’tatectomy

   S“ccessf登五               19

   U工1successf皿－6
   Uロcertai丘             6

Table 5．凍結季術直後症状

Conditions after cryoprostatectomy，

Phin

Bleeding

High fever

Yes No
 ・5 26
25’ 6
”t 30

 f）術直後の症状

Table 5に示すように出血に関してopen surgery

とくらべることは少量すぎて比較にならないがいちお

う肉眼的にみられた亀の25例，全然なかったのが6例

 9）衛前術後尿道撮影

 劇的に効果のあったと思われる症例19の術前術後の

尿道膀胱撮影像をFig，1およびFig 2で示したが前

立腺部尿道および内尿道口近辺の開大がみられた．．し．

かしこれは長期にわたる持続カテーテルでも，、す．C L

は尿道の拡張をおこなうことになるので割引する必要

がある．．尿道がcryosurgeryによって拡張された匹

もかかわらず長matcわたる排尿障害のため膀胱機能障、

害がある場合は自尿不能のことがある．

 h）興味ある症例

 次いで興味あると思われた2症例について簡単に紹

介する．

 i）房室ブ冒ヅク，食道癌を合併症とする前立腺肥

大症患者：患者番号12622，80歳，1965年よりAda；

ms・stokes症候群の診断をうけ1969年よりdemand

type pace・makerの埋込みをうけ2年おきにすでに

2回generatorの交換をうけている．本年（1974）

4月，食道癌手術施行以後尿閉をきたし，当科紹介さ

れる．尿道撮影にて前立腺肥大症の診断をうけたが「

poor riskのためTURかcrysurgeryの適応と判’

定した．一般にpace・makerは徐脈疾患，例えば房

室ブPック，洞房ブロックに対して用いられ2つの型

があり④いつもきまった刺激を出す丘xed rate typ6

と◎異常をきたしたときのみ作動するdemand typ6「

の2つで，㊥のdemand typeは高周波によわく，・．

TURをおこなうさいには慎重な心機能の監視が必要

である．その点cryosurgeryは心機能に刺激をあた

えないので非常に有利である．Fig．3は術前の尿道撮

影像である．血液化学などめ全身所見にとくにかわっ‘

たものはなく直腸診でgrade IVの前立腺肥大症であゴ

つた．精管切断術はおこなわず，尿道長は220 mm， t tt、
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Fig．1．術前尿道撮影

騨欝気1 懸欝1灘
                                  ト

 「
    ．齢

Fig・4．前立腺癌術前尿道撮影

騨

Fig．2．術後尿道撮影（尿道拡張）

灘
麟腰一欝

  馳 じ，横．

 ・幽＝L‘、

．凝

Fig．5．前立腺癌術後

智

Fig．3．術前尿道撮影      Fig．6．前立腺癌組織所見
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凍結時間は7分，術後落痛はなく高熱もきたさなかっ

た．当科的処置はうまく行き，術後3週Eの残尿15

mlでカテーテル抜去に成功したが原疾患の食道癌の

ため4週目不幸な転帰をとったl

 ii）前立腺癌症例：患者番号12847，68歳，本症例

は前立腺癌であることは本人が医師であるため熟知し

ておりopen surgeryを拒否され2年前より排尿困

難があり，女｛生ホルモン療法を長期にわたりおこなっ

たが無効で肉眼的血尿が約5ヵ月間続いているため

cryOSurgegyをおこなった．術前術後の尿道撮影像は

Fig．4，5で添す．．

 全身の骨に転移なく，血液所見も正常で，酸フォス

ファタ」ゼは4まぼ正常値であった．尿道粘膜麻酔のも

とにcryosurge可（凍結時間4分）をおこなった．尿

’道長175mm，精管切断術はすでに除睾術が施行され

てあっ．たため不要，術後経過としては寮痛が2日間，

血尿が2日間，．高熱は．きたさず，2週間でカテーテル

抜表，自覚症状としてあ痔痛，肉眼的壷尿も消失，排

尿が楽になった．尿所見はまだ膿尿が続いているがい

．ちおう初期の目的である血尿と排尿障害に対してはド

ラ’マティヅクな効果を得たし，転移もそのこきたして

いないというヒとは一時的であるにせよ特筆されるべ

きで．このことは凍結療法が単なる局所の物理的障害

による壊死効果のみでなくCooper （1963）6）， Soanes

et a1．．（1970＞25）l Gursel et al．（1973）43）の述べてい

るように癌組織の凍結によって免疫抗体生成による結

果ともいえその面からも前立腺癌には数回以上の凍結

療法が好ましいと思われる．Fig．6はその組織像であ

、るがこのよ．うなタイプの前立腺癌には凍結療法が免疫

航体を生成して有効であるという結果が症例を積み重

ねることによって認められるかもしれないので参考ま

でに示した．

考 察

次の3項目についてのべてみたい．

1）凍結の定義と外科的治療への応用

2） 泌尿器科領域における凍結手術

3） 自験例の検討

1） 凍結の定義と外科的治療への応用

 医学界で「緯におこなわれている低温というのは平

常体温以下の20～3σ。Cのようなプラス温度も含んで

いることは前述したが氷点に達しないもの，たとえば

月賦，消炎の目的でおこなう氷器法や低体温法を冷却

療法（cooling， hypothermia， refrigeration）とい

い，さらに温度を下げ凍結現象をおこす寒冷麻酔と凍

結外科を凍結療法（freezing）といっている． Rand

（1968）’46）のまとめた眼科領域でのK，elmanの報告に

 よると凍結現象の根本は

 （D cryoadhesion

 ＠ cryosolidification

 ＠ cryo－ipflammation

 ＠ cryo－degeneration or－necrosis

とされている．またin vitroおよびin vivoに限ら

ず凍結は直接的傷害（破壊）作用と間接的傷害（破壊）

作用に分けられ，一方，一細胞内液凍結およ．び細胞外液

凍結の差，slow freezingおよびrapid freezingの

差，およびその協力などたより破壊作用をきたすどさ

れる．

 ．Gonder（1947）7）は極度の低温がもたらすその化学

および形態的変化を5つの機転に，すなわち

 1） Dehydration and toxic concentration of elec－

   trolytes

 2） Crystalization and rupture of cellular mem－

   branes

 3＞ Denaturation of liquid protein’ substances

   within the cell structure

 4） Vascular stasis with subsequent cel！ death

 5） Thermal shock causing cellu｝ar death

にまとめられるとした．限られた肉体の一部の生体組

織を破壊することはlCooper（1961）．5）によって始めら

れ凍結手術をcryogenic surgeryまたはcryosurgery

と呼んだ．crYoとはKρvog（ギリシャ語）に発し意

味はcoldまたはfreezeなどの意味であり邦語では

凍結，冷凍，低温，超低温とよばれる．低温による局

所組織破壊をおこなった最初はRand et al．（1968）46）

およびLeden et aL（1972）47）によると，ユ851年に

Londonの外科医James Arnettが冷．い食塩水によ

って一23℃で悪性腫瘍の治療をおこなったものであ

るとされ，歴史的考察を簡単におこなうと1889年に

Whiteがアデノイドや皮膚疾患に液体空気，1903年

Juliusbergは皮膚病にドライ．アイスを使用，1942年

Smith48）は4℃前後の長期冷却法を悪性腫瘍に対し

ておこない，1959年Rowbotham49）はドライアイスに

よる脳腫瘍治療をおこなった．．やはり本格的な臨床応

用はCooper（1961）5・6）が開発した液体窒素使用の凍

結装置以後である，それから約3年ほどして眼科，皮

膚科および脳神経外科領域から泌尿器科領域に応用さ

れるようになってきた．

2） 泌尿器科領域における凍結手術

 いちおう今までおこなわれているのは腎，膀胱，前

立腺が主である．1
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 ①腎臓

 前立腺と同じように最近10年間にいろいろな試みが

おこなわれているが前立腺と比べて腎臓や膀胱に対し

てはかなり少ない．1968年Lyrnberopoulos5。）が腎の

cryosurgery，1971年Lutzeyer et al．51）はイヌやウサ

ギの動物実験ではあるが術前術後の組織所見，腎機能，

IVP，血管撮影などをおこなって腎茎部の血流遮断を

必要としない本術式は腎障害の度合いも少なく，血栓

形成もなく出血および腎実質の荒廃化はきわめて少な

くてすむといい腎部分切除にむいているとしているが

そのこ臨床応用は少ない．また直接腎に対してではな

いが腎癌末期の骨転移の病巣IC cryosurgeryをMar・

cove et al．（1972）60）がおこない8例のほとんどに一

時的ではあるが苦痛の消失に効果があったとしてい

る．このことはやはり免疫学的にも意義があるといえ

る．

 ②膀胱

 1950年McDonald et al．52）の引用しているde Qu・

ervain（1927）の報告は環状炭酸を膀胱の乳頭腫にお

しつけることによって消失せしめたとし，膀胱壁に対

する液体窒素応用の凍結療法はKaplan et al．（1967＞

53）， Siegel et al． （1967）54）， Hechberg et al． （969）55），

Reuter（1970）56・6Dらの試みがある．イヌを用いて野

中ら（1972）45）は膀胱高位切開をおこなって凍結をお

こない肉眼的，組織的所見よりその臨床的応用は考え

られるとしている．しかし臨床的には内視鏡的におこ

なう方法と膀胱高位切開ま「たはtrocal cryoprobe．を

用いる3通りの：方法があるが，いずれも大規模な臨床

経験の報告はなく従来よりポピュラーにおこなわれて

いる膀胱腫瘍に対する電気凝固法やTUR法よりも有

利だとは特殊な場合をのぞいて考えにくい．そのほか

膀胱大出血に対して凍結療法を応用した報告もある57）。

免疫学的に膀胱腫瘍に対して凍結療法が優れていると

いうことが確認されたら話は別であるがTUR・Btや

電：気凝固にまさるとはいえない．

 ③前立腺

 前立腺に対する文献としての本邦の報告は百瀬ら44），

野中ら45）の2機関のみであるが欧米ではまことに多く

1964年のGonder et aF）以後枚挙にいとまがない．

凍結手術後の前立腺はウサギおよび臨床例で肉眼的に

は凍結した部の白色硬化，それがとけると実質内に出

血がおこり割面ではクサビ形の硬塞に似た出血破壊巣

をみる．また組織学的にその部の出血性凝固壊死の像

をみ，エ都遷で結合識の増殖，4週後で一部再生がお

こなわれるとされる．Reuter et aL（1970）56・61）はtro・

carを用いて cryosurgeryをおこなっているが確か

75

に高位切開術をおこなった場合と同様安全性および凍

結部位範囲の確実性では優れているが著者はそれほど

の必要はないと考えている．またpoor risk患者で

はRouvalis（1971）28）は膀胱癌を作るのをすすめ臨

床的に前立腺肥大症や前立腺癌患考に有用であると述

べている’．

3） 自験例の検討

 27例31回の凍結手術をおこなったが適応はあくまで

もopen surgeryができないTable 3に示す3項目

のうち原則的には2つ以上に該当するものとしてお

り，凍結手術と観血的前立腺手術と比較す有ことはで

きない．日本人の平均寿命が長くなればなるほど高齢

男子の前立腺性閉塞性疾患が多くなりてくることは明

らかで観血的手術が不可能の場合が多くTURおよび

cry◎surgeryの症例はどんどん増えてくるものと思わ

れる．麻酔に関しては野中ら45）は腰椎麻酔下が多く，

百瀬ら44）は尿道粘膜麻酔をおもにおこなっている．著

者は原則として尿道粘膜麻酔をおこなった．凍結時間

は・・一met／c 6分前後としているがDow26・27・29’33）は前立

腺を経尿道的に触れ被膜が一10～一20℃になるまで

凍結すべきといい，野中ら4S）は著者よりやや長く前立

腺肥大症では平均13．6分，前立腺癌では18分としてい

る．またReuter は6分以下と短く， Rouvalis28）

は2週間おきに4分前後の凍結を数回繰り返すことと

している．また百瀬ら44）は腫瘍の大きさによって変え

ているが前立腺肥大症および癌では5～11分である．

いちどに腫瘍のすべての凍結を企てて合併症をきたす

よりも安全を期するため著者は短く凍結し，再凍結を

おこなう方法のほうがよいと考える．術後のカテー

テル抜去時期であるがGonder et al．7・9）は7日目，

Jordanら14）は8日目に抜去している。またWalker

らle）や百瀬ら44），野中ら45）は平均3週間以内であるの

で感電は2週間を基準として抜去したがこれはあくま

でも膀胱機能障害のないものに限られ，またあっても

軽度なものに適される．カテーテル留置期間を短く

するためにOrtvedら13）， Rouvalis2s）， Reuter37），

Marshallら42）はTURとの併用をすすめている．

TURを先にしてそのあとに凍結をおこなうと出血も

少なくなり尿道管腔が広くなり排尿がうまく行きカテ

ーテル留置期間が短くなるという利点があるとされ

る．術後の出血はほとんどなく，Jerdanら14）の報告

では約80mlとしているがバルP一ンカテーテルをひ

つばらなくてはならないような出血は著者は経験して

いない．術後の尿道撮影は典型的なのをFjg・1，2に

示したがHascheck（1971）32），百瀬ら44）の所見と同

様の結果を得た．術後の合併症は27例ともなく，有効
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率としては80％弱であった．TURとの比較では凍結

手術がなかば盲目的操作であるに対してTURは眼で

みながらおこなえるという安全な利点があるが，凍結

療法に比して麻酔も腰椎麻酔が必要で手術時間が長い

という欠点がある．前述のごとき心臓疾患に対する

pace・maker使用患者の場合はTURは不適当であ

り，↑URとcryosurgeryを比較する場合cryosur・

geryのほうがよりpoor riskの患著に用いるこ．とが

できる．前立腺癌患者の場合は後者のほうが免疫学的

機序は不萌であるが有利といわれている5－7・43）．

Gursel et al．1（1973）43）は39例の痛みをともなう進行

した前立腺癌症例に対してcryosurgeryをおこなっ

たがこれは㌔rずれも除睾術および女牲ホルモン療法を

おこなって無効であったものでその2Q例にいちおう痛

みの緩解をみており，これは免疫学的responseすな

わち凍結によって抗体ができるのではないだろうかと

想像している．卑疫学的ア，ffロ 一一チがManci且i et．aL

（1965）5e）やShulmanら（1967）59）によって試みら

れたがいまだに？きりしていない．臨床家の報告にあ

るごとく，著老の例でもよい結果を得たということ

は，．こういう経験をするまでは信じていなかったが前

立腺癌と凍結療法との間にはなんらかの免疫学的関連

があることは明らかといえる．

結 語

 1） 閉塞性前立腺疾患患者27例のべ31例に凍結手術

をおこないその約80％に効果をみとめ，すなわち自排

尿に成功し．たボ6．例は無効であった．

 2）凍結手術療法は観血的手術とその対象がはっき

り．とちがうめで比較するべきではなく，TURと比較

した場合心疾患でpaceTmakerをつけているような

よりpo◎r risk，合併症のある患者にその手術時間の

短．さ」麻酔の問題などの面で適していると思われる．

あくまで観血手術不能の場合，はじめて凍結療法にう

っすべきで始めから凍結療法を推奨するべきでない．

しかしTURよりもその安全度からいえばかなり有利

である．

 3）．前立腺癌患者に対してはその免疫学的機序は不

明である．七かしわずか1例ではあるが明らかによい

結果を得たというζとはこの方面での凍結外科の前途

は明るいものであると考える，

 本論文の要旨に1974年5月18日第67回日本泌尿器科学会関

西地方会，お．よび1974年11月17日第24回泌尿器科中部連合地

方会において宮川が報告した．

主要参考文献

1）根井外喜男二低温外科特集序論．最新医学，27：

  624一一・626， 1972．

2）宇都宮譲二・八重樫寛治・浜口栄祐・小川伸一郎

  ．．・内田正興・金田浩一・津屋 旭・清水正嗣：凍

  結外科の経験，外科診療，10：908～919，1972．

3）宇都宮譲二・八重樫寛治・小川1＄一一N郎・内田正興

  ・高根宏展・緑用浩祥；多目的型液体窒素凍結装

  置とその臨床応用の試み．最新医学，27：681～

  654， ．1972．

4）亀谷寿彦；Cryosurgeryの現況と将来．外科治

  療，28；461～467，1973．

5） Cooper， 1． S． and Lee， A． St． J．：． Cryothala－

  metomy－hypothermic congeia．tion ： A techni－

  cal advance in basal ganglia surgery． preli－

  minary report． 」． Amer． Geriat． Soc．， 9 ： 717，

  1961．

6） Cooper，．1． S．： Cryogenic surgery－A new

  method of destruction er extirpation of

  benign or malignant tissues． New Engl． J．

  Med．， 268： 743， 1963．

7） Gonder， M．J．， Soanes，，W．A． and Smith， V．：

  Experimental prostate cryosurgery． ’Invest．

  Urol．， 1 ： 610一一619， 1964．

8） Madsen， P． O．， Kaveggia， L． and Atassi， S．

  A．： The effect of estrogens （premarin） and

  regional hypothermia on blood loss during

  transurethral prostatectomy． J． Urol．， 92：

  3i4’一316， 1964．

9） Gonder， M．J．， Soanes， W．A． and Smith， V． ：

  Chemical and morphologic changes in the

  prostate follpwing extrerne cooling． Ann． N．

  Y． Acad． Sci．， i25 ： 716－v729， 1965．

10） Robson， C． J． and Sales， J． L． ： The effects of

  local hypothermia on blood lpss during

  transurethral resection of the prostate． 工

  Urol．， 95： 393－h－395， 1966．

11） Calams， J． A．， Flanagan， M． J． and Mc

  Donald， J． H． ： Rapid freezing of the prostate ：

  An experimental study． 」． Uroi．， 96：512N

  518， 1966．

12） Jordan， W． P．， Miller， G． H， and Drylie， D．

  M．： Cryosurgery of the prostate： A 一prelimi－

  nary report． J． Uro！． 98： 512“一515， 1967．

13） Ortved， W． E．， O’Kelly， F． W．， Todd， 1．A．D．，

  Maxwell， J． B． and Sutton， M． R．： Cryosur一



高東．’ 1まか：筋立腺聯手術．一．．．．．．1．．．．．？7

    gical pros．ta・tgcton！y： ’ A’ repbrt．． of 100 cas＄．・

    Brit． J． Urol．， 39：・ 577fl－583， 1967．・．・ ”・ ・

14） Jordan， W． P．’， Walker， D．， Mill’er， G．．！j． ． and．

    ・Drylie， D． P．’： ’／Cryotherapy of ． bePign．’ and

    neoplastic tum’or’gf the prostate： Surg‘ GYnee：

    ＆’ObsL， 125：12．65．h－1268， 1967． ’ ． ・

15）・ Dow． J． A． i’Effects ・of ・surgical Capsaler temr．

    per．atvre ．on cryosurgety of the’ proStgte． Jr

    Ur91．i．IQO：，66一・71， 1968， ， ．． ．

16）W・’lke・・D・・」・・d・P・甲・．？・， P・y重∫・・D・M．・ ・’・d

    Miiler，／G．・H．：．Blood loss’following CTyosuT一・

g，s・g．g． ／gf ・the， pTosFg．1“・， 」． ：，Y’pi；・． i99 1． 1epri89・

17＞ Soangs，．W． A．．．ahd Gonder， tvf． i i．Ure of．

潔器P「．『llt岬cel’．国尽「9”1．99：．

i8）R。b・・t・・． M・T・・鵬・b・・凱・M・・．Gi・’ №奄r・A・・．．

    Longo， E． ’and Lattimer， J． Kr： Experimenthl

    ctyosurgery． e’f ureteral・’oriffces’i4 rabbits．

    J． ，Urol．， 99．： 551’一・555s 1968，’ ・ ・ ・”

19．） Rouvalis．， P．： Cryosprgery ／pf ．the prbstote

    ．under lgcal tinesttiesia．．． J． ’Urol．， IQ2； 244’N

    245，・1969． ’ ．．・・ ’1 ・ ． ．・ ． ．

20）．S・ap…W：A・’ ・nd q。nd…M・J・iq・y6・肛g・士y

    in’ bepign and malignqnt diseasg of the pro－

    state．工nternan士．． Surg．；．51：1G4～116，1969．

21） Sesia， G．， Fer’ranaor’U．， Laudi， M． and’Te！p－

    pi’a，．G． ：． Use’of nitrous oxide as a’free2ing

    ／aggnt ’in cryosurgery gf’ proFtate． ． lntern2｝；．it，

   ’Surg．， 53：・82・一一99， ！970．’・ ．．． ／．’ ． ・

22） Norrel， H．， Alres， A．’ M．， ’Winternitz， W．・W：

   ．・and Maddy， J． ：．A clini．copathologic analysis

    of cryohypephysectomy in patients with ad－

   vanced capcer． ．Capcerl， 25： 1050NIO60， 1970．

23）Kish・マ， S・V．．C・血gゆ，エD…d．D帆J・A・・．

   ．Late resul’tS ’following crYgSurgery・of’ ／the ．

   P「Qstatr．（A． r！i”iCql．and．paneゆscopic stFdY．．．

   ・f80 P・・ie蹴・）・．J・．V；・1・・89き～897・．1970・．．．．

24）’@Dow， J．．A． arid Waterhousei’ lg． ：． Ap ．exPeri．

   甲・・1・互．・t・dy i血1・th・1．．f「ee・i畔即…t・・e・．．

   of the prost’ate gland．．J．． Urpl．， llO3；一 454・v・’

   457， 1970‘ ’．’． ． ’．’・． ．・ ” i． ・ ’．

25＞’Soanes， W．A．， Ablin， R．J． and’60nder， H．J． t

   Remisson of’ metastatic・lesions fellbwing

   cryosdrgery in prpstatic canCer 1’mmunologic ．

   considerations．’J． Urol．， le4： 154；v159， 1970．

   ’． 26） Dow， S： A．，’ Coughlin，． ・」． D． ’and’ Waterhouse，

． K．：一Lathal freezing temperatures Qf th’

       surgical capsu’le and’cryosurgery’of ’the proL

       state． 」． Urol．，’ le4 ： 459”・一462i 197e．

   27） ／ D6w， J． A． ： The ’fun6，ti6nal ariat6my． of uro一

． ’ @logic cryosur’ №奄モ≠?unit’ @and its r61ation ．to’

’ ’the’ techniqu6， co’mplicat・ionsl and． r’ ?唐浮撃狽?of

． ごty。・u・g・・y・f・h・・pr。・・…J・匂・。1・，・・4・572

       ～．577，．．ユ970．

   28）R・・v・li・， P．・・P…1・t・b加y；ボ．．．C伽P・・i・。riSi

．．

D 1  b．etweep plain’cryesurgerY， trab’Surethral．

、．．
D1搬亡鴨脚1翻職．

 ．’ 1Surgery， 54 t 4・Nr5， 197e．’

29）

F認、護器、義1諜舗
． ’ 盾氏D cry6sutgety of the．prostate．’lnternatl

・ ・ Surgery，，’53：’ Q51一・t25Z 197e．

． ． 3d） ． Se＄ia．｝ G．．， Fqrrando， UL， Laudi， M． and Tem一

    ・’ ． P・i・a，・G． ：’ ．A，itew－Mg’thod for ・cryotherapy．of

． ・ D ’the proState ’urider ri・tual control． 1nte．rnat．

・．  Sutg．， 54： 1．12・・一115， 1970．

’31）． Gill， W．，．Fraser，． S． J．， Lang， W．・’and iLess，

 ’ ・ ・P．： An exPerience’wi・th．．cryop’rostatectomy．

’・ ’ DStrgL GYneci ＆ ObSt．，1 131 ： 877N884， 1970．

． 32）’・Hascheij， H， ： Cryosurgery of prostatic hyper一．

’ ・ ・trophy．・lnterRant．・Surg．， 56．； 33！一一340； 1971．

   83） bow． ’J． A．： The technique ・of cryosurgery

／ ． ・of the’ 垂窒盾唐狽≠狽?狽i．’ UroL， le5： 286－v290， i971．

   34） Feminella， J． G．， Tgrnashe．fsky， ’P．，
Tapnen一

    ・ ’baum，’Ml． and’ Lattimer， ．J． K．： Differences

      ．in regeneration Qf． ．the prpst・ai’e after cryopro－

      statectorny， fulguration and excision． J．

      UroL・ 105： 291 N294， 1・971．

   35）・Rouvalis，’P． J．：．Experimental combination

      qf electroresection・and cT． yesurgery for prO－

      statectgm．y， clinical applian¢e of cryosutgerY ．

      as a tool for b．etter prestatic electrqresections． ，

      J．・ Urgl．， 105； 826N83e’， 1971，

’ 36） M4ddy，．J． Ai， Wintern／itz’， W， W． apd Norrel；，

      H．；． Cryohypophyseetomy in the rnanagement ’

      ρf．ad・・h・6d p・。・t・tiご．．cancer・C・n．ce・・．38・

／ ’

@322・v328， ’1971．

  37）．Reuter， H． J．： ’Endoscopic cryosurgery ef

      prostate and’ bladqer tumo；．．J． Urol，，’le7：

’ 389’一393， 1972．



78． ．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．  ． 伊東・ほか；前立腺凍結手術

38）’ ’ diOOk＄i，・1／R． ：1 ｝！…”．Ne！Sp・ri．r ．9：｝Y．［・41 qnd． ．Boatman，

    恥．・戸白岬ρry・9・．・r「yf・r餌b・t⑳ccal・

   ／lcinQn｝q：’．J・’．．Yrol・t’le8．： 9． 33r－935； 197Z：． ．

39） “Ee．b．g’ r，t，”W；．IK’il”， apd i，P． amic．g， （］． i ・Prosta．tic ．

諮躍ボ：躍ll艦潔；
   ．60エをβ⑫：．．1P72・．．．．．．．．．．．．1．．．．．．．■．．．．・．．．．．．

．40） ’GUr，se．i．i，／El・’；．，Bg．be“s，・ ・｝，t［1 ．and Yeepeg｝a．，，，R．／J． ：

   ／／R．egres’Slg．，“． lbf ・／Prgsta．tic cancgt ’follpwi．n－g

   ・r知的ゆg瞭aP・‡。． lhε．．P「6state・．IJi・

   ．．P・ρ恥1．．愉革Q＄．．・i． 1928ん932孔．‡972・．．：、．．．．．．．．

．ρ．．．Pゴy’1と1．卿・撃dl．H・1’・・．G・S・・．鋭i蜘rti・P

．・

P． ’，of．’ @ptf．＄t4． “．．g，．．anti’bgq．ies’ ． bY cryog．urger．y． ，．／ ．J‘．

   ．．Urpl－1，le．；／，324r．3．25r’1973r．．’．， ’，． ’1・ ．’ ．・

4『）．1畿聖齢謙懸ll、謙淵二．．

   ．p“，tg．f ryllip’．t’b，e．’，treqtpaerit．’・of ． prostatic oPFt一 ．

   ．．⑩ゆ・1・J・．．9rq1・・．零09．1．1026－1028・．ユ973・．．．．．．．

／43） ［ dls．e．｝・， ￥’・’9．．lt．gobe“／s，． M．／＄．． an｛ ．veenemp， ，

   Ri J．’tl／．・ 9．rybth；／4py ’・・ip ’ 4dyanced’ p；gStatic． ．

，．／ ．1／．／．gancer・．U．t．olOgy’，’li．．392－y396，．1973． ，1 ．

噸酔榊醗治・長岬雄；蘇三三
、藤織欝欝：叢＝1欝1

．篇鰹獅’七1嫡医学’l17：．

46）． ’ 撃?≠獅早C R， W． ，iR；’4．irgt， A’1 P；’ and／ Van Le4en，

   HLi 9rysu；g．erY， ’C．C． ・’llhol．nas，． 1．llinois， 1968：

47｝．Leゆ，．耳11．即・C・lml．W・． G・：．．．C「y99eA・igs ln．

   ．＄ti・rgf ry． lgaktis．bQin PII’D；， Tokyo｛ 1972． ’ @・，

49）1．S卑ith・．．． 曹?l．Th・u・e．・f．・・ユd三h m・dirlh・・

   ．A？・・．．1叩・．楓・17．・．618～6事6μ％2ご

49＞／・Rpwbo“aln， ／．El．．A：L． ．．arid ．Leslig，． ／W・G． ： CoolT

   ・ipg．’canp’u．Ja ．．fpt ．’use ’in t．he treatment of

   ge1．ebgal． ngoplalns’．． Lancet，． 1 ： 12・一・・15， ’1959． ．

5e） Lylnbg；opQy．lps，．S． i．Die ．． Kryocbirugie der

   Nigrgr ．ll． P・4S1“KtYgskalpe｝1” ．zur Dtrc．hfifhrr・

   g’pg ， k．ryo6hirtitgischer ． ・’ Parenchymeingiffe

躍呼11∵岬llll岬．1騨τ211

51） ’ Ltit2eyeti．W． ・and． Lymbe．rQpouloS’， ’S． ： The．

’ ．． cryoca！pel fpr renal surgery； an．’experiment．a．1

      ’study． lnvest． iUrol．， 8： 462， 1971r

．’@5？） McDgnaid， J． H．，／TaYlor， C， B． arid Heckel，

・ ・ ．N． j．： Rapid．・freezi4g of ，・thg，’bladdeT；．．an

r：面識 ipirai s．t血咽’U．「．L

   53） Ka／plaB， J．H． ．and・ ICudish， H：G． ：． ．EpdgscoPiq

．．，． ｾP・・b・・．」・．U・・1・95・．588－589・．196『・

   s4） Sigel， S．，’ Schrott， Kl M’ und’ Yeller， G： ： Pie

                                   ．a血f exト   ． ・Reaktion・ der gesundgn Harnblase．

． ・ reme’ DKalte14． sion’．Experimeptelle’Untersu一

     ． ch“ngen mit’ flilssigerp Stigkstoff． Urdloge，

． ．’ @’ C6．：．312”一321， 1967．

．．

T5）．Hochb・tg・．K・．．und鯛1・UT：． pie．Kaltρchi口

rll．1．．器膿二lli？．「1，；13搬「岬ll

．．’@56） Reute；， H． J．：・Pie’endeskopische・Kaltechir一

．． urgi’e ．von PrQ’stata－und Blasentuir｝oren． 〈Err

’． ． ．’” ^ fghtungb．n gn 300 F411en）’ lsghr． Utol．f 63’：．

 ， ・ ’53i一一一540， 1970．・ ． ・・． ． ’ ． ，．

．．57）Cah・馬W。 G。 A伽， Y．， Mack・且・i・， R． A，，

，．・
D” DP，rpgkttnier， Ar．．anq Clatk， ’P；G． ：・ lntracthple

lll．欝隅重聯1欝

．．．聖鷲轟臨ll，瀦灘：
D9…．by．・i・gl・・adi・l i魚mun・qiff・・i・n・．． lm二

．／． ・’

@mgnochemistgy， 2．： 235．tr254， 1965．

． 59） Shulman， S．， Yantorno） C． land Tissue， P．．B．

．．1．C・y・・正m血・n。1・9γ・A． m・・h・d・fi斑m・・i・a・．

  ． ．tiQn to autolQgous． Proc． Soc． Exp． Bio．．and

   ’ Med．， 124： 658r661， 1967．

   6e） Marcove， R． C．， Sadrl’eh， J．， Huvos， A． G，

’ ’・・and Grabstald， H．： Cryosurger．y in’the treqt一

．．．

D．m・nt・f．・・lit・・y・・．m・王tipl・b・n・．憩eta・tase

   ・ ．ftorn renal cell ca・rcinorpa． J． Urol．， 198： 540

．． ’ @t－547，．1972．

   61）．’ Regter，’ ．H． j． i Cryosurgery ・in urology，

一Geo「ge@Thie卑e T鞭諮濫欝）




