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前立腺凍結術の経験
愛知県厚生農業協同組合連合会更生病院泌尿器科（医長：和志田裕人）

和 志 田 裕 人
上 田 公 介

CRYOPROSTATECTOMY
Hirote WAsHiDA and Kosuke UEDA
FプOm〃τθDePartment（ゾひプ0／09ツげノ（osei HosPtlta／，・肋ノ0
（Chiof： Z−1． ｝Vaslzida， M． D．）

Twenty−four patients with bladder neck obstruction （17 cases of benign prostatic hyper−

trophy and 7 cases of prostatic carcinoma） were treated by means of cryoprostatectomy．
Although 21 cases of them had serious pre−oper．ative cornplications （eg． cardiovascular， re−

spiratory 一system）， cryoprostatectomy was successfully performed with simplicity of the
technique， shortness of operating time， little hemorrhage and slight post−operative compli−
cations．

We confirmed the crYoprostatectomy has advantage in the following cases ： 1） selected
medical cases of poor surgica王risks，2）inoperable carcinomomas of the prostate。
But the following probleins must be solved ： 1） possibility of overlooking the early car−
cimoma of the prostate， 2） continued ur，inary tract・ infections．

緒

言

排尿困難あるいは等等出力減退を主訴とする下部尿
路通過障害は人ロの老齢化に伴い泌尿器科領域の重要
な問題となってきている．それらの大多数は，前立腺
肥大症あるいは前立腺癌を主体とするいわゆるpros−

が注目されつつある．われわれは東宿社製Cryobar⑯
を1974年8月より使用したのでその経験を述べる．

成

績

手術手技については，百瀬ら1。），野中ら11〜13），そ
の他諸家8・14・15）により詳細に述べられており，われわ

tatismである．いかなる疾患にしろ老人に対しての

れもかれらと同様におこなったものであって，ここで

手術はかなりのstressを患者におよぼすものであり，

は省略する．ただし，できる限り術前に前立腺癌につ

このstressに耐えられないと判断され，根治療法が

いての検討を加えるために，著者の1人の和志田16）が

施行されえない症例にときどき遭遇するのであり，先

すすめている入念な直腸内触診，前立腺針生検，前立

人の努力は老人に対していかにすれば手術のstress

腺細胞診，尿道撮影および血清フォスファターゼ値測

がすくなくてすむかに向けられていた．CryOsurgery

定と副睾丸炎を予防する目的で野中ら13）がすすめてい

は1963年Cooperの報告以来1），各科領域で広く応用

る両側精管切断術をroutineにおこなった．

されている．

泌尿器科領域においては， cry

oprostatectomyが

症 例 総 括

現在最も臨床的に応用されており，Gonderら2・3），

われわれが1974年8月から1975年2月までにcryo−

Reuter4）， Rouvalis5），その他6・7）の報告があり，欧米

prostatectomyをおこなったのは24例24回であった．

で本法は有効な手術療法として確立されているようで

その内訳は前立腺肥大症／7例，前立腺癌7例（このう

ある．本邦では前田8），百瀬ら9・．10），その他11〜15）の基

ち2例は数年前に前立腺肥大症の診断で前立腺摘出術

礎的あるいは臨床的経験がありcryoprostatectomy

を受けている）である．年齢分布は61歳から83歳であ
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り，前立腺肥大症，前立腺癌ともに70歳台が多く，平

それは15分とやや後者のほうが長かった（Fig．1），

均73．2歳であった（Table 1）．24例中21例，96％は術

術後の肉眼的血尿持続日数は0から5日平均正．1日で

前検査でいろいろな合併症が見いだされ，open pros−

あり，術後留置カテーテル持続日数は8日から21日平

tatectomyあるいは TUR−Pの施行が不可能かもし

均12．4日であったが，再留置を2例におこない，1例

くはその術後管理がきわめて困難と考えられた症例で

は術後30日，他は術後3ヵ月にて抜去し，いずれも岡

あった．その内容はTable 2に示したように，心筋

三良好であった，・24例中23例，96％に1回のcryo−

硬塞冠動脈不全，あるいは高血圧を含む心，循環器

prostatectomyで排尿障害は除去されたが， 1例は

系障害が13例と最も多く，呼吸審系3例消化器系3
例の順であった．麻酔は，21例が低位腰椎麻酔，残り

術後1ヵ月してTUR・Pを必要とした．
術後合併症として尿道狭窄4例，尿失禁2例，左陰

の3例がBenoxll jelly②による尿道粘膜麻酔で施行

嚢膿瘍1例を経験したが，術前合併症が悪化した症例

できた．低位腰椎麻酔を使用したのは，術直前に両側

はなかった．尿道狭窄の4例はいずれもブジー法にて

精管切断術をおこなうに都合がよかったからである．

軽決，尿失禁2例のうち1例は，留置カテーテル抜去
後（術後8日目り5日間，ごく軽度の急迫性尿失禁を

Table 1．年齢と疾患

牽顯引回騒立齪大症 前立腺癌

訴えたが，自然治癒した．他の1例は留置カテーテル
を抜去してから，しばらくの間（16日間）は全く良好

5

1

な経過であったが，術後25日目におこなった尿道撮影

70 N 79

9

5

後より，急迫性尿失禁となり，諸種の保存的療法によ

80 以 上

3

1

60

s・ 69

りその3ヵ月後ほぼ消失した（後述する症例3の項参
照）．左陰嚢膿瘍の1例は膿瘍三三培養と同時に施行

Table 2，術前合併症

した膀胱尿細菌培養で同一の菌 （Proteecs vulgaris）
13例

を検出し，尿路感染が波及したものと考えられた．

心
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呼

吸 器 系
化 器 系

3

CryoProstatectomyが患者trこおよぼす全身的侵襲

中

3

の1つの指標として白血球数の変動をみると，術後

中

枢 神 経 系

3

そ

の

2

他

1日目に著明な1eucocytosisをみるが，3日目には
ほぼ正常，7日目には正常となる傾向にあっk（Fig・
2）．

前立腺凍結時間は最短5分から最：長25分平均13分であ

エエ

．り，前立腺の大きさと凍結時間の間セこはとくに相関関

係はなく，前立腺肥大症では平均12，1分，前立腺癌の
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術前から尿路感染を有していたもの（本稿では，尿

一般細菌定量培養で105／ml以上の細菌を検出した
ものを尿路感染を有するとした）24例中21例，88％に

llll焔さ
Fig・1．前立腺の大きさと凍結時間
●前立腺肥大症
○前立腺癌

認めた．なお，この21例中19例は留置カテーテルが使
用されていた，術後1ヵ月では24例中23例，96％に，
2ヵ月ではfollow Upのでぎた13例中12例，．92％，

同じく3ヵ月では11例中7例，．63％に尿路感染を認

めた。術後5ヵ月fo110w upできた2例ともに尿路
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感染を認めた（Fig．3）． この尿路感染の原因菌は，

瘍は切開18日後には軽快し退院した．そのときには残

Enterobacler aerogenes， Citrobacter， Proleus

尿は約50m1で排尿状態は良好であり，術後73日目

vu／garisの enterobacteriaceaeが大多数を占めた

の尿道像はPhoto．3である．

（Table 3）．

症例2．60歳前立腺肥大症、1944年来両側肺結核
で某医にて加療中であったが，1974年10月21日排尿困
難を主訴として当科に紹介された．両側肺結核による

例

呼吸困難は著明であり，肺機能検査で％肺活量48．4

20

〔］：尿
口、尿路感染〔一｝

％，1秒率35，4％であった．前立腺は小鶏卵大，弾性

尿路感染（十｝
囮；尿

硬，表面平滑で，前立腺針生検および細胞診ではとも

に前立腺肥大症と診断され，尿道撮影像はPhoto．4
のごとくである，！2月17日，低位腰椎麻酔にて，凍結

時間24分のcryoprostatectomyを施行した，・術後軽

10

度の血尿が5日間続いたが，21日目に留置カテーテル
／

を抜去した．抜去後自門は良好で，残尿は0であっ
た．術後36日目に退院した．そのときの尿道撮影像が

・ノ

／
前

2

1

Ph。to．5であり， Photo．6は術後3ヵ月である，
3

4

5

月数

症例3．73歳．前立腺癌1974年10月23日より心不

Fig，3，術後月数と尿路感染間数

全にて内科入院中であったが，10月28日排尿困難の精

Table 3．術後尿路感染起炎菌

査のため当科へ紹介された．既往には，1967年open

畜．看．

prostatectomyを受け， その組織診では良性であっ

術後月数

前 1 2 3 4 5
Pseerdomonas aerogenes 1 i4 i
i

た．直腸内触診では前立腺は鶏卵大，板状硬，表面凹
3

凸不整であって前立腺癌に特有な所見があり，尿道撮

F碑z〃yenteroろacteriacae

影像はPhoto．7である，前立腺針生検および細胞診

Escherichia coli 1 ／
Citrobacteブ

！ア 7

Klebsiel／a ，2
E・te珈㈲㈱騨・1則5

P・伽・躍9薦

……39

で前立腺癌と診断されたE11月25日低位腰椎麻酔にて
2

1

cryoprostatectonlyが施行された． 凍結時間20分，
！

1

8 5 2 ！
4

／

StaPhylococcus ePidermidis 1 2

術中心電図モ＝ターにて監視したが，ECGにはとく
に変化なく，術後血尿もなく，留置カテーテルは術後
9日にて抜去した，抜去後自尿は良好で残尿はほとん
どなかった．術後25日尿道撮影後（Photo．8），尿道

次に前立腺肥大症2例，前立腺癌1例の経過を略記
する，

撮影像からは外尿道括約筋まで凍結の影響があるとは
思われないのであるが，突然急迫性尿失禁となり，ノ

症例1．83歳．前立腺肥大症．尿閉にて，1974年8

イロトロピン特号⑪2筒筋注を連日約3ヵ月にわたっ

月14日来院，約1，000 mlの尿を導尿す．直腸内触診

ておこない，同時に活性型ビタミン50 mgによるカ

では超鶏卵大，弾性硬，表面平滑な前立腺をふれた．

テラン氏硬膜外注入法を4回おこなったところ，尿失

前立腺針生検および細胞診では悪性像は認められなか

禁はほとんど消失し，術後4ヵ月にて退院した．なお

った．尿道撮影像をPhoto．1に示す．高度の虚血性

Honvan⑳100 mg／日を術後1ヵ月目より心循環器系

心筋障害がECGで認められた，9月17日，低位腰椎

に注意しながら投与している．術後3ヵ月の尿道撮影

麻酔にてcryoprQstatectomyを施行，凍結時間20分，

像はPhoto．9である．

術後21日目に留置カテーテルを抜去した．残尿は約
IPO mlで尿路感染も強度であったが，自尿がなんと

考

察

かできるのでぜひとも退院したいと熱望したため，

人口の老齢化に伴い泌尿器科領域においても，前立

術後28日目に尿道撮影後（Photo． 2）退院した．！1月

腺肥大症あるいは前立腺癌を対象とした手術が増加す

15日（術後約2ヵ月）左陰嚢部腫張を主訴として来院

る傾向にある，老人外科においては一般状態の良好な

す．左陰嚢は超鶏卵大に州県し，弾性軟，波動を証明

患者が少なく，手術対象となる症例の約半数がなんら

した．膿瘍と診断し，切開排膿をおこなう．そのとき

かの異常を術前検査にてみいだされる．

の膿と膀胱尿からProteers vu／garisを険出した，膿

Cryoprostatectomyは，欧米ではほぼ確立された
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＜写真説明＞

1〜6は正面（前→後）の，7〜9丁目urmkin氏
体位の尿道撮影である．

Photo．1． 症例1（前立腺肥大症）術前，尿道前
立腺部の圧迫と雪隠の消失および前立腺への造影剤の

白1血球の機能は，生体の防衛に参加することにあり，

その変化は生体反応の一部であるから，その程度は
個々の状態にも，原因となる疾病の生体におよぼす障
害の程度にも関連しているとされ17），白血球の数のみ

溢流がみられる．

ならずその質も問題となるが，副腎皮質機能および

Photo．2・ 症例1，術後28日目，組織脱落した尿
道前立腺部を認めるが，その辺縁は不整であり，組織

γ一globuiinの変動より百瀬9）がcryoP「ostatectomy

脱落が不完全であることを推定させる，

Photo．3， 症例1，術後73日目，尿道前立腺部の
辺縁は整となり，じゅうぶんな組織脱落を推定させ
る．

Photo．4． 症例2（前立腺肥大症）術前，尿道前
立腺部への圧迫が著明である．

Photo．5． 症例2，術後36Ei目T尿道前立腺部へ
の圧迫はまだあるが，不じゅうぶんではあるが組織脱
落を推定させる尿道前立腺部の辺縁の不整をみる．

Photo．6． 症例2．術後3ヵ月，尿道前立腺部の
拡張と辺縁が整となっているのを認める．

Photo．7． 症例3（前立腺癌）術前，尿道前立腺

の手術侵襲は軽微のようだ，と述べていることにわれ
われは同感である，

CryoProstatectomyの安全性およびそれが治療効
果をあげることは諸家が報告し，今回われわれも確認
したところであるが，われわれの経験では次のことが
問題点と考えられた．

第1には，凍結はどの程度おこなうとよいのか判然
としないことである．野中ら13）は，腫瘤が大きいほど

腫瘍全体の凍結に長時間を要することは当然である
が，腫瘍を構成する細胞，すなわち上皮性と線維筋性

部の圧迫，延長を認める．

細胞の割合，局所の血流状態などによっても凍結作用

Phot。、8， 症例3．術後25日目，尿道前立腺部は
拡張されているが，凍結の影響が外尿道括約筋までお

が影響されるので，単に腫瘤の大きさだけでは凍結時

よんでいる所見はない，

Photo，9． 症例3．術後3ヵ月，尿道前立腺部の
拡張と辺縁が整となっているのを認める．

間を規定することはできないと述べており，直腸内触
診による腫瘤の大小と凍結時間は必ずしも相関しない
ようであり，われわれは直腸内触診にて前立腺全体が
つめたくなったところをめやすとして凍結終了として

治療法のようであり，本邦においても，野中ら11−13），

いる．

百瀬ら9・］O），その他の報告8・14・15）以来，凍結装置の国

そして癌細胞と非癌細胞に対する凍結効果において

産品が市販され始めたことも一因となり，普及しつつ

も差があるようであり，HowardE8）によると，癌細胞

ある．

は水分含有量が多く，正常細胞にくらべて低温に対

われわれは前立腺肥大症あるいは前立腺癌患者で心

s一

る反応が強いと述べているが，野中らは前立腺肥大症

・循環器系，呼吸器系，その他に重篤な合併症があ

の凍結時間は平均13．6分であったのにたいして，前立

り，open ProstatectomyあるいはTUR−Pが不可

腺癌のそれは18分であり，われわれも前者が12．1分，

能と考えられた症例（24例中21例）をおもな対象とし

後者が！5分と前立腺癌のほうがやや長い傾向にあり，

て，1974年8月よりCryobarca（無理社製）を使って

Howardの説に疑問をもつところである．

cryoprostatectomyを24例（前立腺肥大症ユ7例，前

第2は，open prostatectomyあるいはTUR−Pの

立腺癌7例）に24回施行した．先人の報告によると，

ように手術時組織を大量に採取できないので，組織学

cryoprostatectomyの利点は， ①手術侵襲が非常に

的検討をじゅうぶんに加えることが困難なために潜在

少ない，②かるい麻酔あるいは無麻酔でも施行でき

前立腺癌を見のがす可能性が大きいことである，野中

る，③手術手技は簡単で，手術時間は短時間である，

ら12）は術前に前立腺生検をおこなうことをすすめてい

④局所麻酔でおこなっても術中術後に高音を訴えるこ

るが，和志田16）が前立腺癌の診断法に検討を加え，そ

とはない，⑤術中術後の出血はわずかであることであ

の対象症例の大半が進行した前立腺癌であったにもか

る12）

かわらず，前立腺針生検では94％の診断的信頼であ

われわれの成績は，前項で述べたように，24例中23

り，針生検は絶対的なものでないと警告している，わ

例，95％に良好な手術成績をあげ術後重篤な合併症も

れわれは術前に入念な直腸内触診前立腺針生検，前

なく，これらの利点を確認した．cryoprostatectomy

立腺細胞診（前立腺液，前立腺マッサージ後の尿，前

が患者に与える侵襲を白血球数の変動からみると，術

立腺穿刺吸引物を検体とする），尿道撮影ならびに血

後1日目に著明な1eucocytosisをみるが，3日目以

清フォスファターゼ測定をrQutineにおこない，前立

後は平常化され，小手術後12から36時間で最も高い

腺癌の見のがしをすこしでもなくすように努力してい

leucocytosisとなるといわれることと一致していた．

る．今回われわれが前立腺癌として，cryoprostatec一
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tomyを施行した7例中2例は，数年前にopen pro−

て短く，麻酔も低位腰椎麻酔でじゅうぶんであり，術

statectomyを受けその組織診で良性とされていたの

後出1血はわずかで，術後合併症は軽度であったことよ

であり，このような症例にはときどき遭遇するのであ

り， このようなpoor riskの患者や前立腺癌患者で

り，星野ら19）は90例のoPen Prostatectomy中の5％

根治術の対象とならない症例においても下部尿路通過

がそうであったと報告している．cryoprostatectomy

障害を除去するのに簡単でしかもじゅうぶんな効果を

においても術後に前立腺癌が発症することが考えられ

あげうる手術方法であることを確認した．

るのであるから，今後この方面の追跡がたいせつであ

しかし，手術時に組織を得られないために前立腺癌

ると考えられる．

を見のがす可能性の大きいこと，また難治性尿路感染

第3には，術後難治性尿路感染が持続することであ

が持続することは今後解決されるべき問題である．

る． この原因として，野中ら12）が指摘しているよう

に，留置カテーテルが他の術式に比較してやや長期に

わたって使用されるし，また凍結による組織壊死物
が脱落する時期は4から6週頃が多いために，手術創

稿を終わるにあたりご校閲を賜わった恩師名古屋市立大学
岡 直友教授に深謝します．

なお，本論文の要旨は第21回凍結と乾燥研究会にて発表し
た．

が正常な尿路上皮に覆われるのに時聞がかかるため
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