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学 会 抄 録

第59回日本泌尿器科学会中部総会

（2009年10月29日（木)∼31日（土），於 金沢市）

当院における経直腸的前立腺生検の臨床的検討 :木瀬英明，西川晃

平，堀 靖英，石井健一郎，曽我倫久人，有馬公伸，杉村芳樹（三重

大） ［目的］当院における経直腸的系統的生検の結果を検討したの

で報告する．［方法と結果］10カ所生検 (sextant＋ansitional zone＋far

lateral zone) 生検は192例に施行し癌検出率は37.5％，12ヶ所生検

(sextant＋最外側底部＋最外側尖部＋最尖部）では134例に施行し

41.3％であった．合併症の発生率はそれぞれ，4.1％と3.0％であっ

た．多変量解析を行うと，癌検出に関しては PSA 値が最も影響し

(p＜0.0001），生検本数は影響しなかった (p＝0.172）．［結論］経直

腸的系統的12カ所生検は10カ所生検と比較して，検出率が高く合併症

の上昇は認めなかった．今後さらに症例数を増やし，臨床的検討を加

え報告する予定である．

当院における経直腸的前立腺生検の検討 :熊本廣実，松本吉弘，明

山達哉（岡波総合），井上剛志，川上 隆，吉川元祥（奈良県立医

大） ［目的］当院における経直腸前立腺生検について検討した．［対

象］2006年 1月から2009年 6月までに，経直腸前立腺生検を施行した

224例．［方法］当院における，癌検出率，合併症などについて検討し

た．［結果］224例中96例（43.1％）に癌を認めた．年齢の中央値 72

歳（33∼93歳），PSAの中央値 8.55 ng/ml (0.02∼10,000 ng/ml）．

PSA 別癌検出率は，4.0未満14.3％（1/7），4.0以上10.0未満28.2％

（37/131），10. 0以上 20. 0未満 46. 2％（18/39），20. 0以上 85. 1％

（40/47）であった．合併症は，止血困難な直腸出血 4 例，38°C以上

の発熱が 2例に認めた．

当院における経会陰式前立腺針生検の臨床的検討 :足立浩幸，清水

信貴，田原秀男（耳原総合） ［目的］当院における経会陰式前立腺

12カ所生検について臨床的検討を行った．［方法］2007年 1 月から

2009年 6月までの200例を対象とした．年齢分布は52∼86歳（中央値

72.5歳），血清 PSA 値は 0.69∼1,000 ng/ml（中央値19.5 ng/ml）で

あった．［成績］200例中81例（40.5％）に癌が検出された．PSA 値

による癌の検出率は4.0以下で10％，4.1∼10.0で34.8％，10.1∼20.0

で38.3％，20.1∼50.0で47.8％，50.1以上で93.3％であった．合併症

は，尿閉を 4例（ 2％）に認めた．［結論］当院で実施している経会

陰式12カ所生検は，合併症も少なく安全性の高い検査と考えられた．

針生検での癌陽性部位の解析，直腸診・US・MRI と生検結果との比

較・検討し報告する．

当院における前立腺多部位立体生検の成績 :伊狩 亮，吉田哲也，

和田晃典，花田英紀，前澤卓也，影山 進，上仁数義，成田充弘，岡

本圭生，岡田裕作（滋賀医大） ［目的］当院で行っている多部位立

体生検について検討した．［対象］2007年12月∼2009年 5月までの35

例を対象として，多部位立体生検を施行した．平均年齢67.1歳，平均

生検陰性回数1.8回，平均 PSA 値は 14.5 ng/mlであった．［方法］主

に腰椎麻酔下に，US ガイド下に経会陰的に14カ所，経直腸的に12カ

所より生検を行った．［結果］35例中11例（31.5％）から前立腺癌が

検出された．癌が検出された箇所は経会陰，尖部腹側からが多かっ

た．［結論］多部位立体生検は通常の経直腸生検では検出しにくい前

立腺癌の検出に有用である．

前立腺針生検時尿における ALA を用いた前立腺癌に対する光力学

的診断 :穴井 智，中井 靖，井上剛志，三宅牧人，田中宣道，藤本

清秀，平尾佳彦（奈良県立医大） 限局性前立腺癌に対する根治的前

立腺全摘除術の際に，Surgical Margin の補助診断として，ALA を用

いた光力学的診断の有用性に関する報告は散見されるが，今回，われ

われは前立腺針生検時尿において ALA 陽性細胞が検出されるかを確

認し，その有用性を検討した．生検時直腸診後尿を ALA (1 mM) 含

有細胞培養液中で反応させた後，蛍光顕微鏡下で 1つでも細胞が観察

された場合ALA陽性と判断した．対象は24名で，ALA 陽性率は

62.5％であり，組織学的診断（生検陽性率62.5％）との感度は80％，

特異度は66.7％であった．ALA による癌同定法が，前立腺針生検時

の補助的役割を果たす可能性が示唆された．

当院における MRI による前立腺癌の診断 :光森健二，堤 尚史，

仲島義治，岩村浩志，川西博晃，西村一男（大阪赤十字） ［目的］

当院の MRI による前立腺癌の診断能について後ろ向き検討を行っ

た．［方法］2004年 4 月から2008年 9 月までに前立腺生検前に MRI

検査を行った PSA ＜30 ng/ml の症例で MRI 所見と生検結果につい

て比較した．［成績］針生検679例中生検前に MRI を施行したのは

374例（拡散強調画像解析212例），T2 で低信号177例，拡散強調画像

で高信号92例であった．T2 で低信号所見は癌検出感度57.1％，特異

度65.8％，陽性的中率57.0％，T2 で低信号＋拡散強調陽性では感度

61.7％，特異度83.1％，陽性的中率68.0％であった．［結論］十分な

感度とは言い難いが拡散強調画像解析を行うことで80％以上の特異度

を示し生検の適応決定の参考所見となると考えられた．

前立腺癌に対する根治的前立腺全摘除術症例の臨床的検討 :萩原徳

康，堀江憲吾，高橋よしと，谷口光宏（岐阜県総合医療セ），中根慶

太（岐阜大） ［目的］前立腺全摘除術の治療成績，生化学的再発に

ついて検討した．［対象と方法］2002年 1月から2007年12月の間に施

行した116例を対象とした．［結果］年齢，PSA，観察期間中央値は，

67歳，12.4 ng/ml，28カ月．術後病期 T0 6例，T2 59例，T3 51例．

Gleson score 6以下46例，7 51例，8以上19例．断端陽性38例．術前ホ

ルモン療法50例，術後補助療法41例に施行されていた．経過観察中前

立腺癌死はなく他因死は 2例であった．術前後補助療法が施行されて

いない57例において，PSA 再発は 8例（14.0％）に認めた．［結論］

当院における前立腺全摘除術症例の術後短期成績は良好であった．さ

らに PSA 再発に関する因子，リスク別成績について報告の予定であ

る．

前立腺生検で片葉のみ癌陽性であった症例に対する全摘病理所見の

検討 : 原田健一，阪本祐一，中村一郎（神戸市立医療セ） ［目的］

前立腺生検で片葉のみ癌陽性であった症例に対する全摘病理所見の検

討を行った．［対象］2000年 6月から2009年 1月までに前立腺生検を

施行した症例で，片葉のみ癌陽性で T1c あるいは T2a と診断し，術

前ホルモン療法なしに前立腺全摘を行った66例．［結果］PSA の平

均値は 7.55 ng/ml，臨床病期は T1c 44例，T2a 22例であった．病理学

的病期は pT0 1例，pT2a 19例，pT2b 24例，pT3a 22例であった．全

摘標本で対側にも癌を認めた症例は35例（53％）であり， 4例で対側

に被膜浸潤を認めた．［考察］さらに詳細に生検と病理所見の関連性

を検討予定である．

刈谷豊田総合病院における前立腺全摘術術後 PSA 再発の検討 : 近

藤厚哉，田中國晃，伊藤裕一，犬塚善博，平林崇樹（刈谷豊田総合）

［目的･対象］2002年から2008年に当院で前立腺全摘術を施行した236

例のうち，PSA 再発を生じた41例について検討した．PSA 再発の

カットオフを 0.1 ng/ml とした．年齢は52∼76歳．術前内分泌療法は

19例に施行した．［結果］診断時 PSA 値は平均 16.2 ng/ml．被膜浸潤

を 9例，断端陽性を 9例，精嚢浸潤を 2例に認めた．PSA 再発まで

の期間は平均21.5カ月．PSA 再発後の治療は放射線照射が17例，内

分泌療法が 4例，両者併用が 7例．治療介入なしが13例．術後観察期

間は平均40カ月であるが癌死は認めていない．［結語］診断時 PSA 値

が高い傾向にある．予後に関しては経過観察が必要と考える．

前立腺全摘標本における免疫組織化学染色法による評価と生化学的

再発の関連 :井上剛志，穴井 智，池田朋博，松村善昭，三宅牧人，

冨岡厚志，清水一宏，田中宣道，藤本清秀，平尾佳彦（奈良県立医

大），島田啓司，小西 登（同病態病理学） COX-2 や p53 などは

前立腺癌を初めとする多くの癌においても異常発現が認められ，生化
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学的再発や転移との関連が多く報告されている．今回われわれは，限

局性前立腺癌に対し前立腺全摘術を施行した症例の全摘標本にて，

COX-2，HIF-1α，MIB-1，p53，Bcl-2，Ki-67 の発現を免疫組織化学

にてそれぞれの発現を調べた．また，Gleason score，PSA 値，生化学

的再発との関連について検討を行った．これらの蛋白発現の程度と生

化学的再発との間に関連性が認められた．前立腺全摘標本における免

疫組織化学的評価は生化学的再発を予測するうえで重要な因子となり

うることが示唆された．

前立腺癌に対する前立腺全摘除術におけるネオアジュバンド療法の

検討 :近沢逸平，森田展代，徳永亨介，菅 幸大，森山 学，宮澤克

人，田中達朗，鈴木孝治（金沢医大），野島孝之（同病理部），喜久山

明，橘 宏典（浅ノ川総合），川村研二（恵寿総合），石井健夫（済生

会金沢） ［目的・対象］前立腺癌に対し根治的前立腺全摘除術を施

行した137症例に関しネオアジュバンド療法の効果と pT0 症例につき

検討した．［方法］全症例に対し PSA，Gleason score，臨床病期，陽

性コア数，NHT 期間につき検討した．［結果］平均65.2歳，pT0 症

例は13例（9.5％）で関係する因子は陽性コア数であった．全症例を

リスク分類すると低リスク39例，中リスク26例，高リスク72例であ

り，それぞれ pT0 症例は 8例（20.5％）， 1例（3.8％）， 4例（5.6

％）認めた．リスク別に，NHT の期間を 3カ月以内施行群と 4カ月

以上施行群に分類し検討した．低リスク群での pT0 症例はNHT期間

に差はなく高リスク群では 4カ月以上施行群で pT0 症例が多かった．

当院における進行性腎細胞癌に対する分子標的薬の使用経験 : 田口

和己，小林大地，窪田裕樹，安井孝周，山田泰之（愛知厚生連海南），

成山泰道(名古屋市立西部医療セ） ［目的］当院における分子標的薬

の使用経験について報告する．［対象］2008年 4月以降に当院におい

て免疫療法抵抗性となった進行性腎細胞癌患者で，ソラフェニブ使用

6例，うち 5例はのちにスニチニブを使用した．［成績］平均観察期

間はソラフェニブ群が7.5カ月，スニチニブ群が2.8カ月であった． 3

カ月後の奏効率ではソラフェニブ群33.3％ (PR 2例），スニチニブ

群 0％であった．有害事象はソラフェニブ群で手足症候群 4例，スニ

チニブ群で甲状腺機能低下症 3例，好中球減少 3例，血小板減少 3例

を認めた．［考察］今後は進行性腎細胞癌に対して早期からの分子標

的薬治療を導入していく予定である．

スニチニブが奏効した脳転移治療後の進行性腎癌の 3例 :伊藤伸一

郎，後藤隆康，細木 茂（大手前） 症例 1 : 61歳，男性．下大静脈

塞栓を伴う左腎癌の脳転移，肺転移 (T3bN2M1）．腎動脈塞栓術およ

びガンマナイフ治療後，IFN を10カ月投与中肝転移が出現し，スニチ

ニブを開始．肝および肺転移は PR．症例 2 : 46歳，男性．右腎癌

(T1N0M0) 摘除後，10年目に肺転移が出現し，転移巣摘除後 IFN お

よび IL2 を投与．68歳時，脳転移が出現しXナイフ治療． 1年後，

膵転移が出現し，スニチニブを開始．膵転移は PR，肺転移は SD．

症例 3 : 69歳，男性．左腎癌の脳転移，肺転移 (T3aN1M1）．脳転移

にXナイフ治療後，左腎摘除．IFN 拒否のため，スニチニブを投与．

肺転移は PR．主な副作用は，高血圧，血液毒性，下痢である．

当科における転移性腎細胞癌に対するソラフェニブの使用経験 :今

村朋理，旦尾嘉宏，飯田裕朗，一松啓介，伊藤崇敏，森井章裕，保田

賢司，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹（富山

大） ［目的］転移性腎細胞癌に対してソラフェニブを投与したので

その効果や副作用などについて検討した．［対象と方法］2008年 5月

から2009年 7月までにソラフェニブを投与した 8例を対象とした．抗

腫瘍効果は RECIST 基準，有害事象は CTCAE v3.0 を用いて判定し

た．［結果］対象症例の平均年齢は69.5歳（55∼84）で，投与期間の

中央値は9.5カ月（4.0∼15.2）であった．効果判定では CR 0例，PR

2例，SD 6例，PD 0例であった．Grade 3 以上の重篤な副作用とし

ては手足の皮膚反応 4例，ヘモグロビン減少 1例であった．［結果］

ソラフェニブによる副作用の発現頻度は比較的高いと思われるが，十

分な治療効果がえられていると思われた．

腎癌術後局所再発に対し分子標的薬 (Sorafenib) が奏功し，消化

管穿孔を認めた 1例 :和田晃典，前澤卓也，伊狩 亮，花田英紀，吉

田哲也，影山 進，上仁数義，成田充弘，岡本圭生，岡田裕作（滋賀

医科大），益田良賢（蘇生会総合） 72歳，女性．進行性腎細胞癌

(cT3bN0M0 左腎静脈内腫瘍塞栓）に対して根治的左腎摘除術施行

し，その後出現した肺転移に対し，INFα を投与するも，腎床に局所

再発を認めた．局所再発巣の下行結腸浸潤があり，分子標的薬（ソラ

フェニブ）による治療を行ったが，投与53日目に穿孔を認め，局所再

発巣および下行結腸切除，人工肛門造設術を施行した．腸腰筋への浸

潤を疑わせる癒着を認めたが，比較的容易に剥離可能であり，被膜に

覆われた腫瘤を一塊として摘出した．局所再発巣に対する分子標的薬

の治療効果は局所再発巣切除を可能にする期待が出来るが，有害事象

として消化管穿孔が起こりうることを念頭に置く必要があると考えら

れた．

微小腎細胞癌多発転移の 1例 :冨岡厚志，中濱智則，三宅牧人，永

吉純一，吉田宏二郎（大和高田市立），仲川嘉紀，堤 雅弘（済生会

中和臨床病理） 78歳，男性．2008年 4月23日からの発熱のため，近

医で抗生剤処方されるも改善せず， 4月28日精査目的のため当院入院

となる．血液検査では炎症所見は認めるものの，消化器内視鏡，胸

部，腹部 CT では異常所見は認めなかった．骨シンチ，PET におい

て多発の集積像を認めたため骨生検を施行し，腎細胞癌の骨転移と診

断された．薬物治療を勧めたが積極的な治療は希望されず緩和療法を

施行し， 8月19日死亡された．病理解剖では左腎に 5 mm 大の腎細胞

癌（淡明細胞癌）を認め，左右肺，肝臓，左右副腎，脾臓，骨に転移

病変を認めた．

Von Hippel-Lindau disease (VHL 病）に伴う腎癌に対する経皮

的 RFA の経験 : 岩本陽一，曽我倫久人，三木 学，佐々木 豪，舛

井 覚，神田英輝，長谷川嘉弘，山田泰司，木瀬英明，有馬公伸，杉

村芳樹（三重大），山門亨一郎，竹田 寛（同放射線） ［目的］

VHL 病に伴う腎癌に対し，経皮的ラジオ波焼灼術 (RFA) を施行し

たので，その短期成績を報告する．［対象と方法］2002年12月から

2009年 6月までに，RFA による治療を行った VHL 病に伴う腎癌 6症

例，11腫瘍．年齢は36∼53歳，平均46歳．男女比 1:5．治療効果の判

定は，造影 CT で行った．［結果］RFA 施行後，平均観察期間8.5カ

月の検討で，全例，腫瘍造影所見は認めず，局所制御が可能であっ

た．腫瘍の進展例は存在せず，死亡例を 1例認めるも他因死であっ

た．［結語］VHL 病に伴う腎癌に対する経皮的 RFA は，安全に施行

でき，短期成績の検討では有用な治療法と思われた．

膵転移を来たした腎癌の 3例 :三木 学，山田泰司，佐々木豪，岩

本陽一，舛井 覚，長谷川嘉弘，神田正輝，吉尾裕子，堀 靖英，曽

我倫久人，木瀬英明，有馬公伸，杉村芳樹（三重大） ［目的］比較

的稀である腎癌膵転移症例 3例に対し，集学的治療を行ったので報告

する．［対象］症例 1は腎摘除術後17年経過後膵転移を来たした76歳，

男性，症例 2は腎摘除術後14年経過後膵転移を来たした74歳，女性，

症例 3は発見時に膵転移を認めた72歳，男性で，それぞれに対し集学

的治療を行った．［結果］ 3例とも膵部分切除を施行し，IFN-α・分子

標的治療薬・ラジオ波凝固療法・放射線治療を追加したが，現在全例

生存している．［結論］腎癌は長期経過後でも転移再発がみられるた

め，長期間の経過観察が必要であり，膵転移に対しても，膵切除を含

めた集学的治療を積極的に行うことも有効と思われた．

当院における腎自然破裂症例6例の臨床的検討 : 阪本祐一，原田健

一，中村一郎（神戸市立医療セ西市民），原田益善（新須磨） 腎自

然破裂の原因は，腎細胞癌 (RCC) のような悪性腫瘍，腎血管脂肪腫

(AML) など良性腫瘍，血管異常，感染など多岐にわたる．2000年当

院開設以来，当科では 6例の腎自然破裂症例を経験したので報告す

る．年齢は36歳から46歳，主訴は全例が側背部痛で右腎が 4例，左腎

が 2例であった．受診当日に緊急腎動脈塞栓術を 2例に施行した． 4

例に待機的腎摘除術を施行したが4例の術前画像診断，術後病理診は

それぞれ RCC 2例→RCC 1例と腫瘍消失 1例，AML 1例→AML，腎

のう胞出血 1例→RCCであった． 2例は保存的に経過観察している

が，内訳は AML と原因不明である．以上 6症例の経過を踏まえ腎自

然破裂について文献的考察を加え報告する．

肺癌両側腎転移の 1例 :矢野公大，山田恭弘，篠田康夫，伊藤吉三

（京都第二赤十字），久保田豊（同呼吸器），高倉康人（内科），河内明

宏（京都府立医大） ［症例］62歳，男性．［現病歴］ 1年 7カ月前に

肺非小細胞癌 (T4N1M0) と診断され化学療法，放射線療法を施行し

PR の効果を認め外来通院していた．2008年 9月に CT で両側腎臓に

造影効果の乏しい内部不均一な径約 3 cm の腫瘍を認めた．超音波断
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層法では内部不均一で hypovascular な所見であった．経皮的腎腫瘍生

検を施行したところ肺癌腎転移であった．その後，腎不全が進行し血

液透析導入となり，腎摘除術を行った．［考察］転移性腎腫瘍は剖検

例ではしばしば認められ生存中に診断されることは比較的稀である

が，生検により術前診断しえた．［結語］腎腫瘍は画像検査のみでは

原発性と転移性の鑑別が困難であるが，本症例では経皮的腎腫瘍生検

が有用であった．

高齢者における鏡視下腎尿管全摘除術の検討 : 大場健史，岡田桂

輔，日向信之，山崎隆文，結縁敬治（神鋼） ［目的］高齢者に対す

る鏡視下腎尿管全摘除術の手術成績，合併症から，手術の適応につき

検討した．［対象］2005年 1月から2009年 7月までに腎盂尿管癌にて

当科で鏡視下腎尿管全摘除術を施行した25例（うち75歳以上の高齢者

6 例）．［結果］75歳以上の症例は75歳未満と比較し術後精神症状

（30％），循環器症状（50％），無気肺（30％）が多く認められた．消

化器症状，創感染，皮下気腫に差は認めなかった．［結論］腎盂尿管

癌において根治術の時期を逸すると，血尿や膀胱タンポナーデなど局

所症状のコントロールも困難となる．全身状態が比較的良好であれば

後腹膜鏡下腎尿管全摘除術は検討すべき治療法と考えられた．

当院における膀胱癌全摘除術症例の治療成績 : 吉川元清，高田

聡，細川幸成，林 美樹（多根総合），藤本清秀，平尾佳彦（奈良県

立医大） ［目的］当院における膀胱癌の膀胱全摘除術治療成績につ

いて臨床的検討を行った．［対象と方法］対象は1993年12月から2009

年 5月までに転移を有しない膀胱癌と診断され，膀胱全摘除術を受け

た63例．［結果］手術時の平均年齢は68歳（52∼82歳）．男性56例，女

性 7例．平均観察期間は52.6カ月．手術時間の平均は407分．尿路変

更は，尿管皮膚瘻17例，回腸導管54例，新膀胱 6例であった．手術症

例の 5年全生存率は49.9％， 5年癌特異的生存率は64.1％であった．

病理学的予後因子について検討を加える予定である．

経尿道的超音波断層法による膀胱癌の深達度診断―Dynamic MRI

との比較による有用性の検討― :亀井信吾（高山赤十字），山田 徹

（掛川市立総合），谷口光宏（岐阜県総合医療セ），江原英俊（村上記

念），出口 隆（岐阜大） ［目的］当院では以前より膀胱癌深達度診

断の tool として，dynamic MRI および経尿道的超音波断層法 (TUUS)

を利用してきた．今回は dynamic MRI と TUUS の診断成績を比較

し，TUUS の有用性を respective に検討した．［対象］術前に MRI と

TUUS 両者で深達度評価を行った膀胱癌患者75症例とし，手術病理

所見との stage 一致率，筋層浸潤の有無に関する正診率，腫瘍径や悪

性度などと深達度診断との関連性を解析した．［結果］Stage 一致係

数 κw は MRI : TUUS (0.58 : 0.50) と MRI がやや優れており，筋

層浸潤の正診率％は MRI : TUUS (84 : 86) と同等の結果であった．

また，深達度診断に関連する独立因子は認められなかった．他，

TUUS の特性などの文献的考察も含め報告する．

回腸導管造設術の晩期合併症と QOL :加藤 学，大西毅尚，保科

彰（山田赤十字），有馬公伸，杉村芳樹（三重大） ［目的］回腸導管

の晩期合併症および QOL の検討．［対象と方法］三重大学病院およ

び山田赤十字病院にて回腸導管造設術が施行された124例につき，晩

期合併症および術後 QOL につき検討した．［結果］ストマ関連合併

症が33.9％と最も多く，水腎症，尿管狭窄は3.2％に，腎機能低下は

5.6％に認められた．術後の QOL の低下もほとんど認められなかっ

た．［結論］合併症および，術後の QOL に関しても満足できる術式

であると考えられたが，body image の変化およびストマ管理の困難さ

に伴う QOL の低下がみられ，術式選択に際しては十分なインフォー

ムドコンセントの上，慎重に行うことが大切であると思われた．

Cyclophosphamide 投与後に発生した膀胱癌の 6例 :丸山琢雄，

山田祐介，上田康生，鈴木 透，樋口喜英，近藤宣幸，野島道生，山

本新吾（兵庫医大），廣田誠一，造住政孝（同病院病理） ［目的］

Cyclophosphamide (CPM) 投与後に発生した膀胱癌の 6 例の検討．

［対象］1997年から2008年に当科で経験した CPM 投与後に発生した

膀胱癌の 6例．原疾患は Wegener 肉芽腫 2例，慢性リンパ性白血病

1例，乳癌 1例，ネフローゼ症候群 1例，SLE 1例．［結果］CPM 投

与期間は 5年から最長22年で，全例尿路上皮癌であった． 4例は膀胱

全摘術を施行し（ 3例は表在性から浸潤性に進展）． 2例は TUR 後

経過観察中である．［結語］CPM 長期投与による膀胱癌の高い発生

率が報告されており，とくに出血性膀胱炎を繰り返す症例では，注意

深い観察が必要と思われる．

チューブレス尿管皮膚瘻造設術後の傍ストマヘルニアの 1例 :金

哲將，瀧本啓太，富田圭司（公立甲賀） 症例は74歳，男性で，スト

マ周囲の腹壁膨隆を主訴に外来受診した． 8カ月前に膀胱癌に対して

根治的膀胱全摘除術・豊田法によるチューブレス尿管皮膚瘻造設術を

受けていた．この症例では尿管皮膚瘻の腹壁尿管トンネルが，本来の

腹直筋内に作製されず腹直筋の外縁に作製されていた．腹直筋外縁部

分は筋膜貫通血管が存在し筋膜の弱い部分であると考えられている．

このことに，われわれのチューブレスの術式では，腹壁尿管トンネル

を示指が十分に通過できる程度に太く作製しているため，この 2つの

要因が重なったことが，尿管皮膚瘻造設術後に傍ストマヘルニアとい

う稀な合併症を発症した原因であると推測された．

当科における進行性尿路上皮癌に対する化学療法の治療成績 :森井

章裕，旦尾嘉宏，飯田裕朗，一松啓介，今村朋理，伊藤崇敏，保田賢

司，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹（富山大）

［目的］当科では進行性尿路上皮癌に対して，first line として M-VEC

療法，second line としてDocetaxel，Carboplatin，Ifosfamide 併用療法

を行ってきた．進行性尿路上皮癌に対する化学療法の治療成績につい

て検討した．［対象と方法］進行性尿路上皮癌に対し M-VEC 療法を

施行した45例およびM-VEC 抵抗性と判断しDocetaxel，Carboplatin，

Ifosfamide 併用療法を施行した12例を対象とした．［結果］M-VEC 療

法を施行した患者の治療回数の中央値は 3回，奏功率は36.4％，全生

存期間の中央値は 8カ月であった．Docetaxel，Carboplatin，Ifosfamide

併用療法を施行した患者の治療回数の中央値は 2回，奏功率は16.7

％，全生存期間の中央値は 5カ月であった．

転移性尿路上皮癌に対するGC 療法の検討 :住吉崇幸，山口憲昭，

増田憲彦，白石裕介，宇都宮紀明，大久保和俊，岡田卓也，清川岳

彦，六車光英，川喜田睦司（神戸市立医療セ中央市民） ［目的］転

移性尿路上皮癌に対するGC 療法の有用性を reospective に検討した．

［対象］2006年から当科で GC を施行した13例（平均年齢66歳，膀胱

癌 8例，腎盂尿管癌 5例）を対象とした．［方法］gemcitabine 1,000

mg/m2 を day 1，8，15 に，cisplatin 70 mg/m2 を day 2 に投与した．

［結果］GC の平均投与回数3.7コース．奏効率は PR 6例，NC 3例，

PD 4例だった．副作用により12例が day 15 を中止し，うち10例は骨

髄抑制が原因だった（血小板減少 9例，白血球減少 6例）．［結語］尿

路上皮癌の化学療法に GC は有効だが，投与法の工夫が今後必要と

思われる．

進行性尿路上皮癌に対する Gemcitabine/Paclitaxel 療法 (GP 療

法）の検討 :岡田能幸，上田政克，東 新，西尾恭規（静岡県立総

合） ［目的］当院では MEC 無効例や高齢，腎機能の悪化した進行

性尿路上皮癌患者に対して GP 療法を施行している．その有用性と安

全性について検討した．［対象と方法］2004年 3月より2009年 4月ま

でに GP 療法を施行した32例を対象とした．投与法は Gemcitabine

2,000 mg/m2 と Paclitaxe l,150 mg/m2 を day 1 に投与し，原則 2週間

おきの投与とした．［結果］奏効率は26.1％ (CR 1例，PR 5例）で

あった．副作用としては G3 の好中球減少を28％に認めた．またほと

んどの症例に軽度の末梢神経障害を認めた．［結論］GP 療法は奏効

率はそれほど高くないが，重篤な副作用は少なく外来ベースの維持療

法としては有用であると考えられた．

当院における表在性膀胱癌 Ta，T1 初発症例に対する TUR-BT 後

の再発，進展度についての検討 :畑中祐二，齋藤允孝，今西正昭（済

生会富田林） ［目的］表在性膀胱癌の問題点は再発と進展である．

今回，再発症例および進展した膀胱癌について retrospective に検討し

た．［対象］2002年から2006年までの初発の膀胱癌に対して TUR-BT

を施行した91例（平均年齢68.5歳，平均観察期間48.3カ月）を対象と

した．［結果］Ta 59例，T1 32例，CIS の併存が21例．初発症例に対

して術後補助療法なし : 51例，抗癌剤膀注 5 例，BCG 膀注35例で

あった．再発は48症例で，うち CIS 併存21症例中17例に再発を認め

た． 6例に膀胱全摘を施行．疾患特異的死亡は 2例．［結論］CIS の

併存は再発しやすく，表在性膀胱癌でも経過中に BCG 抵抗性上皮内

癌に変貌することがあり厳重な経過観察が必要である．
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代替治療としての上部尿路上皮内癌 (CIS) に対する BCG 注入療

法の経験 :長谷川嘉弘，三木 学，佐々木 豪，岩本陽一，舛井 覚，

吉尾裕子，山田泰司，曽我倫久人，木瀬英明，有馬公伸，杉村芳樹

（三重大） ［目的］代替治療として行った上部尿路に対する BCG 療

法の臨床的検討を行った．［対象］膀胱全摘除術時に尿管断端陽性と

診断された症例や BCG 注入後に尿細胞診偽陽性が持続し，上部尿路

CIS が疑われた症例 5症例，11尿管を対象とした．男性 : 女性＝4 : 1

例，平均年齢71.3歳，平均観察期間は1,085日（76∼2,454日）であっ

た．［結果］平均無再発期間は283.6日（76∼797日）であった． 5例

中 3例が生存， 2例が癌死した．生存症例 3例のうち， 2例に遠隔転

移を来たし追加治療を要した．［結論］代替治療としての BCG 治療

は一定期間の効果を認めるものの，早期に外科的治療を考慮する必要

があると考えられた．

ヒト膀胱癌細胞株に対する IAI.3B プロモーターを組み込んだ制限

増殖型アデノウイルスベクターの有用性の検討 :寺尾秀治，アチャ

リャ ビシュヌ，鈴木 透，後藤章暢（兵庫医科大），濱田雄行（愛媛

大産婦人科） ［目的］ヒト膀胱癌細胞株に対する制限増殖型アデノ

ウイルスベクター (AdE3-IAI.3B) の有用性を検討する．［方法］各細

胞株における Ad ベクターの導入効率を β gal staining で検討した．

IAI.3B プロモーター活性を Luciferase assay で検討し，AdE3-IAI.3B

の増殖能と比較した．また，殺細胞効果を Alamer blue assay で検討し

た．［成績］T24，TCC-SUP，253J，では，KK47 と比較して導入効

率は低値であった．IAI.3B プロモーター活性は SV40 とほぼ同程度

であった．KK47 では day 4 で，T24，TCC-SUP，253J では day 6，8

の時点で，AdE3-IAI.3B の強い増殖能，殺細胞効果を認めた．［結論］

ヒト膀胱癌細胞株に対して，本ベクターを用いた治療は有用であると

考えられた．

ピラルビシン術直前膀胱内注入による膀胱前癌病変の検出とその有

用性についての検討 :福田勝洋，渡瀬秀樹（名古屋市立西部医療セ城

北），山田健司，池上要介，安藤亮介，内木 拓，小林大地，橋本良

博，戸澤啓一，郡 健二郎（名古屋市立大），成山泰道（名古屋市立西

部医療セ城西），河合憲康（名古屋市立東部医療セ東市民），秋田英

俊，岡村武彦（安城更生） ピラルビシン (THP) は腫瘍細胞に高率

に取り込まれることから，膀胱癌の膀胱内再発予防において有用であ

ることが知られている．今回私たちはこの作用を応用し，膀胱前癌病

変を検出できるかどうかを検討した．症例は膀胱内再発 9例を対象と

した．執刀 1 時間前に THP 30 mg を膀注し，膀胱内を観察した．

THP が取り込まれた部位および非取り込み部位を生検し，病理組織

学的に病変検出率を検討した．癌を含む病変検出率は63％であり，非

取り込み部からの病変検出率は 0％であった．私たちは膀胱内再発を

予防するには前癌病変をいかに検出し，治療するかが重要と考えてい

る．今後再発期間に関する検討も行っていく予定である．

表在性膀胱癌に対し，長期膀胱注入療法施行し長期非再発期間がえ

たが，浸潤性癌を発症した 2症例の考察 : 山田浩史，吉田真理，塩田

隆子，石田 亮，錦見俊徳，横井圭介，小林弘明（名古屋第二赤十

字） 表在性膀胱癌に対し長期膀胱注入療法を施行．非再発期間は延

長したが，浸潤性癌となり，尿路変更術を強いられた 2症例を経験．

その功罪を考察する．症例 1 ; 75歳，男性．2002年再発．PNT UC

pTa．再発後，約60カ月間 塩酸ピラルビシンを99回注入．非再発期

間60カ月．2007年再発．UC NIT pT2a G3 にて，膀胱全摘＋回腸導管

造設術施行した．症例 2 ; 74歳，女性．1997年再発．UC pTa G1＝2

その後約90カ月間（塩酸ピラルビシン77回＋BCG 8回＋塩酸エピル

ビシン48回）注入．その間再発 5回．最長非再発期間26カ月．2009年

6回目再発時，UC PIT pT2＜G2 にて，膀胱全摘除＋尿管皮膚瘻造設

術施行した．

エストラジオール誘発ラット前立腺炎に対する前立腺肥大症治療薬

エビプロスタットの効果 : 岡 美智子，松井貴弘，上田 誠，尾山達

哉，京谷純子，田中充士（日本新薬創薬研究所） 前立腺肥大症にお

ける前立腺の炎症所見は，病勢の進行や急性尿閉の発症に関係がある

ことが報告されている．Eviprostat○R は，その作用機序として酸化ス

トレス軽減作用ならびに抗炎症作用が報告されている．そこでラット

非細菌性前立腺炎 (NBP) モデルに対する本剤の効果について検討

した．Sham群と比較してNBP 群において炎症性サイトカイン，酸化

ストレスマーカーおよび炎症スコアーの増加が認められたが，これら

の変化は eviprostat 投与により有意に抑制された．以上の結果から

eviprostat は前立腺において抗酸化作用および抗炎症作用を示し，前

立腺肥大に伴う諸症状の改善に寄与する可能性が示唆された．

経尿道的前立腺切除術 (TUR-P) 後の発熱症例に対する臨床的検

討 :富田圭司，瀧本啓太，金 哲將（公立甲賀） ［目的］当院にお

ける TUR-P 術後の発熱について検討を加えた．［対象］2007年 4月

から2009年 3月までに TUR-P を施行した165例である．［結果］術後

発熱を認めた症例は13例（7.9％）であった．発熱のあった群とな

かった群で年齢，手術時間，切除時間，前立腺容積，切除重量，術前

PSA 比較したが有意差を認めなかった．発熱があった群では術前尿

道カテーテルの留置や尿閉の既往のあった症例の割合が有意に高かっ

た．［結語］術前に尿道カテーテルの留置や尿閉のあった症例では術

後発熱を生じる可能性が高くなることが示唆された．

前立腺肥大症に対する塩酸タムスロシン 0.4 mg 増量投与の臨床的

検討 :廣瀬泰彦，岡村武彦，西尾英紀，守時良演，加藤利基，秋田英

俊（安城更生） ［目的］前立腺肥大症に対する塩酸タムスロシン

0.2 mg から 0.4 mg 増量投与の臨床的検討を行った．［方法］タムス

ロシン 0.2 mg 投与中に，IPSS が 8以上の患者19例を対象とした．タ

ムスロシン増量前と，増量後 4∼ 8週目にIPSS・QOL スコア，尿流

量測定，残尿量を測定した．［結果］増量前後の平均値は，IPSS

15.3±5.6から13.0±8.3 (p＝0.0397），残尿量は 35.7±27.0 ml から

19.6±18.0 ml (p＝0.0157) であった．タムスロシン増量により，

IPSS と残尿量は有意に改善がみられた．［結語］タムスロシンを 0.4

mg に増量することで排尿障害が有意に改善した．

IPSS を用いた評価による α1 遮断剤の前立腺肥大症治療効果 :今

西武志，栗田 豊，松本力哉，伊藤寿樹，杉山貴之，永田仁夫，大塚

篤史，高山達也，古瀬 洋，麦谷荘一，大園誠一郎（浜松医大），新

保 斉，鈴木孝尚（JA 静岡厚生連遠州） ［目的］前立腺肥大症に対

する α1 遮断剤の治療効果を IPSS を用いて評価した．また，年齢・

PSA・前立腺体積・TZV・TZI・前立腺内血流の RI と効果判定の相

関について調査した．［対象と方法］未治療前立腺肥大症患者172例を

対象に，ナフトピジル 50 mg を投与し，治療効果判定は IPSS の 4ポ

イント以上の改善をもって「効果あり」として評価した．［結果］奏

功率は IPSS を用いた評価で55.2％，従来のガイドラインによる評価

では57.6％と差を認めなかった．投与前後の IPSS・QOL・Qmax・

PVR において有意な改善を認め，有効無効群間では PSA・PSA-D・

TZV・TZI・RI に有意差を認めた．［結語］IPSS のみを用いた評価方

法においても従来の効果判定と差を認めなかった．

当科における BPH inpact index の検討 :伊藤崇敏，旦尾嘉宏，飯

田裕朗，一松啓介，今村朋理，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎

哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹（富山大） ［目的］下部尿路

症状を有する患者における BPH impact index（以下 BPHII) の有用性

について検討した．［方法］2007年 1月より2008年12月までの 2年間

に下部尿路症状を主訴として当科外来を受診した男性233例を対象と

した．評価項目は BPHII，IPSS，QOL score，OABSS，残尿量，経直

腸的前立腺超音波検査により算定した前立腺体積などであり，BPHII

と他の項目との相関関係を統計学的に検討した．［結果］BPHII は

IPSS，QOL score，OABSS と正の相関関係を認めたが，残尿量，前

立腺体積とは相関関係を認めなかった．

大阪大学における腹腔鏡下根治的腎摘除術の治療成績 :中井康友，

波多野浩士，河嶋厚成，向井雅俊，永原 啓，中山雅志，高山仁志，

辻畑正雄，野々村祝夫，奥山明彦（大阪大） ［目的］過去10年間の

腎癌に対する腹腔鏡下手術の集計．［対象］腎癌に対して腹腔鏡下根

治的腎摘除術を受けた112例．観察期間の中央値は29カ月（ 1∼114カ

月）．［結果］出血量，手術時間，入院期間の中央値は 60 ml，290分，

15日， 5年非再発生存率は90.4％であった．これらに関与する因子を

性別，左右，到達法，手技，手術年，T stage，BMI を変数として検

討すると，到達法，手術年，T stage が手術時間に関与し，手技と T

stage が入院期間に関与していた．T stage 以外に腫瘍の再発に関与す

る因子はなかった．［結語］手術成績は過去の文献と同様であった．

後腹膜アプローチ，純腹腔鏡下手術が手術時間や入院期間を短縮させ

る可能性があることが示唆された．
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当院における腎細胞癌手術症例の治療成績 :田丸裕巳，小倉友二，

脇田利明，林 宣男（愛知県がんセ中央） ［目的］当院における腎

細胞癌の手術治療成績について臨床的検討を行った．［対象］1994年

から2008年12月までの15年間に当院で外科的治療を行った腎細胞癌症

例152例について治療成績を検討した．［結果］性別は男性101例，女

性51例．手術時平均年齢は60.1歳（26∼80歳）．患側は右側70例，左

側82例．平均観察期間は58.6カ月．TNM 病期は pT1a 83例，pT1b 19

例，pT2 19例，pT3 29例，pT4 1例で，pN (−) 144例，pN (＋) 7例

で，M (−) 128例，M (＋) 24例．全体の 5年および10年全生存率は

それぞれ79.4％，68.5％．病期別の 5 年全生存率は，pT1a で88.8

％，pT1b で86.6％，pT2 で81.4％，pT3 以上で48.9％であった．各

因子について生存率，予後因子の検討を行った．

当科における後腹膜軟部腫瘍の検討 :杉山貴之，鈴木孝尚，伊藤寿

樹，古瀬 洋，栗田 豊，高山達也，永田仁夫，今西武志，松本力

哉，大塚篤史，麦谷荘一，大園誠一郎（浜松医科大） ［目的］当科

における後腹膜軟部腫瘍につき集計を行い，特に悪性腫瘍例につき考

察する．［対象・結果］1993年から2008年の15年間に当科にて生検・

または手術療法にて後腹膜腫瘍の病理組織診断を受けたのは，血液・

リンパ疾患，GIST，胚細胞腫瘍を除くと 9症例（女 4例，男 5例．

年齢17∼71歳，中央値56歳）であった．この内，病理組織学的に悪性

所見を認めたのは 5例（男 3例，女 2例）．脂肪肉腫 2例，悪性線維

組織球症 2例．横紋筋肉腫 1例．前 2者はいずれも摘出術施行され現

時点で 4例とも生存しているが 2例で再発に対し手術施行されてい

る．それらの病理組織学的検査の詳細とともに報告する．

後腹膜脂肪肉腫 5例の臨床的検討 : 大石正勝，本郷文弥，平原直

樹，藤原敦子，岩田 健，中村晃和，三神一哉，沖原宏治，高羽夏

樹，河内明宏，三木恒治（京都府立医大），飯田明男（いいだクリ

ニック），宮下浩明（近江八幡市立総合医療セ） ［目的］後腹膜脂肪

肉腫は比較的稀な疾患である．組織型，臨床像および予後について検

討した．［対象・方法］2003年 4月から2009年 4月の間に手術を行っ

た後腹膜脂肪肉腫 5例（男性 4例，女性 1例）を対象とした．年齢は

57∼78歳（平均65.6歳），経過観察期間は 3∼70カ月（平均22.6カ月）

であった．組織型は高分化型 1例，粘液型 3例，脱分化型 1例であっ

た．［結果］粘液型 1例と脱分化型 1例で再発を認め，それぞれ腫瘍

摘除術とラジオ波焼灼術を行った．粘液型の 1例は術後化学療法施行

も，術後 8カ月で癌死した．他 2例（高分化 1例，粘液型 1例）は再

発を認めず，経過観察中である．文献的考察を加え報告する．

後腹膜線維症に対するステロイド療法の検討 :武縄 淳，松岡崇

志，北 悠希，牧野雄樹，伊波 恵，田岡利宜也，宗田 武，井上幸

治，寺井章人（倉敷中央） ［目的］後腹膜線維症に対するステロイ

ド療法の有効性について検討した．［対象］1995∼2009年の間にステ

ロイド療法が施行された17例について臨床症状，検査所見，治療効

果，再発について検討した．［結果］男性14例，女性 3 例，年齢は

47∼84歳であった．プレドニゾロン 1日 30∼40 mg から開始，減量

しながら 3∼127週間にわたり経口投与した．観察期間は 3∼146カ

月，14例で水腎症の改善ならびに腫瘤縮小を認めたが，そのうち 2例

で再発を来たした．残りの 3例では水腎症の改善を認めなかった．

［考察］後腹膜線維症に対してステロイド療法は試みる価値のある治

療法と考えられた．

後腹膜繊維症の臨床的検討 :橋本晃佳，小山敏樹，柏木 明，熊谷

章（手稲渓仁会），信野祐一郎（市立小樽），野々村克也（北海道大）

［目的］後腹膜繊維症の治療と再燃について検討．［対象］当院ならび

に北大病院，市立小樽病院で原発性後腹膜線維症と診断された21例．

年齢51∼86歳．観察期間1.5∼15年．［方法］患者背景，合併症，画像

所見，検査，治療法と成績，再燃の頻度と予測因子について

respective に検討．［結果］Steroid 治療は14/17例で有効も，6/14例で

再燃．初期投与量と再燃に一定の傾向認めず．投与期間 1年未満で高

い再燃率を示した．手術は 7例施行．全例有効で再燃 2例．治療開始

時の赤沈高値例で再燃例が多い結果であった［結語］Steroid 治療は

低用量を 1年以上使用すべき．赤沈高値例は再燃に注意が必要であ

る．

岐阜県のプライマリケア施設における下部尿路症状の実態調査 :土

屋邦洋，伊左次悟，中川高行，西脇健太郎，廣瀬英生，市川伸也，根

尾実喜子，根尾 浩，吉村 学，後藤忠雄（岐阜プライマリケア・地

域医療研究ネットワーク），三輪好生，出口 隆（岐阜大） ［目的］

プライマリケア施設に定期通院中の患者を対象に，下部尿路症状をど

れほど有するか検討した．［方法］岐阜県内10ヶ所の地域診療所にお

いて，30歳以上の定期通院患者に対し IPSS，OABSS，ICIQ-SF など

の自記式アンケート調査を行った．［結果］有効回答は2,204人（男性

897人，年齢中央値74歳．女性1,307人，年齢中央値75歳）．男女それ

ぞれ，昼間頻尿は28％および30％，夜間頻尿は86％および81％，尿失

禁は19％および35％，OAB の診断基準を満たすものは17％および

14％で認めた．全体の25％が排尿について悩みを有し，うち37％が医

師に相談していなかった．［結論］患者の多くで下部尿路症状を認め

た．プライマリケア施設でも適切なマネジメントが期待される．

二分脊椎患者における Body mass index (BMI) と手術合併症に関

する検討 :星山文明，喜馬啓介，藤本 健，小野隆征，大山信雄，百

瀬 均（星ヶ丘厚生年金） ［目的］Donovan らによると BMI と二

分脊椎患者の手術合併症には相関があるといわれている．本邦におけ

る二分脊椎患者の BMI と手術合併症の関連について検討をした．［対

象と方法］1999年 1月から2009年 6月までに二分脊椎患者に行った開

腹手術25例を対象とし，周術期および外来フォローアップ期間中の合

併症と BMI の関係について検討した．［結果］肥満傾向にあるほど早

期合併症数・手術時間が増加する傾向にあった．［結語］海外におけ

る報告と近似する結果であった．

当院における後期高齢者在宅自己導尿患者の検討 :七浦広志，水向

恵美（国民健康保険坂下），山田芳彰，深津英捷，本多靖明（愛知医

科大） ［目的］今回われわれは当院における後期高齢者の在宅自己

導尿患者（以下 CIC という）について検討したので報告する．［対象

と方法］2001年 6月から2009年 5月の間に当院外来にて CIC を行っ

た218例のうち75歳以上の147例．［結果］年齢は75∼93歳（中央値

84.7歳）．男性135例，女性12例．原疾患は神経因性膀胱126例，前立

腺肥大症18例，尿路変更術後 2例，前立腺癌 1例．回数は 1∼ 8回．

自己導尿期間は 2∼96カ月（平均21.4カ月）．UTI にて入院を要した

のは 7例．敗血症に至る重篤な感染症は認めなかった．85例が CIC

を離脱した．［結語］半数以上の患者が離脱できた．後期高齢者にお

いても比較的安全に施行できた．CIC は有用な治療法である．

当院での膀胱鏡検査前処置としての尿道麻酔による除痛効果の検

討 :高田 聡，吉川元清，細川幸成，林 美樹（多根総合），藤本清

秀，平尾佳彦（奈良県立医科大） ［目的］軟性膀胱鏡検査における

尿道麻酔の方法について検討した．［対象と方法］2008年 3 月から

2009年 6月までに表在性膀胱癌の経過観察目的で膀胱鏡検査を受けた

男性201例．麻酔方法は（1）4％リドカイン液 10 ml 時間10分，(2）

4％リドカイン液 10 ml 時間 5分，(3）2％リドカインゼリー 10 ml

時間 5分，(4）2％リドカインゼリー 10 ml 時間なしの 4グループと

した．検査終了後，質問紙に記入してもらい，ゼリー注入時，内視鏡

挿入時，膀胱内観察時，検査終了後の痛みについて VAS により評価

を行った．［結果］各グループ間で有意差は認められなかった．引き

続き尿道麻酔の方法につき検討中である．

ホルモン抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法の検討 :山中和

樹，福原 恒，近藤 有，井上隆朗（兵庫県立がんセ） ［目的］ホ

ルモン抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法の有用性について検

討した．［対象と方法］2008年 6月から2009年 6月までに当院におい

てドセタキセル（ 3週ごと投与）を中心とした化学療法を20例に施行

し，解析可能であった17例を対象とした．年齢中央値は69歳，治療前

PSA の中央値は 104.8 ng/ml であった．［結果］12例（70.6％）にお

いて PSA の低下を認め，10例（58.8％）において50％以上の PSA 低

下を認めた．［結論］ホルモン抵抗性前立腺癌に対してドセタキセル

療法は有効な治療であると考えられた．

ホルモン不応性前立腺癌に対する Docetaxel＋Prednisolone 療法

の検討 :小野隆征，喜馬啓介，星山文明，藤本 健，大山信雄，百瀬

均（星ヶ丘厚生年金） ［目的］ホルモン不応性前立腺癌 (HRPC) に

対するDocetaxel＋Prednisolone 療法の有効性と有害事象について検討

した．［対象］2007年 1月以降に HRPC と診断し，本治療法を施行し

た10例．［方法］Docetaxel 60 mg/m2 を 3∼ 4週ごとに点滴静注し，

Prednisolone 10 mg を連日内服した．［結果］治療開始時年齢の中央値
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74歳，PSA の中央値 13.902 ng/ml，治療回数の中央値は7.5回，観察

期間の中央値は10.5カ月．50％以上の PSA の低下を 4例に認めた．

無増悪生存期間中央値は 4カ月，全生存期間中央値は10カ月．G3/4

の有害事象は好中球減少 8例，倦怠感 1例，心不全 1例，肺臓炎 1

例．［結語］HRPC に対する本治療法は有効と考えられるが，有害事

象には注意が必要である．

ホルモン抵抗性前立腺癌に対するステロイド併用ドセタキセル療法

の経験 : 橋本良博，戸澤啓一，安藤亮介，池上要介，福田勝洋，河合

憲康，岡村武彦，郡 健二郎（名古屋市立大） ［目的］ホルモン抵抗

性前立腺癌となった16例を対象に，ドセタキセル療法を施行し，治療

効果と安全性について検討した．［対象と方法］ホルモン療法あるい

は前治療後に血清 PSA が 3回以上連続して上昇した57∼81歳までの

前立腺癌16症例を対象とした．方法はドセタキセル 70 mg/m2を 3週

ごと，LH-RH agonist は継続とした．［結果］血清 PSA 値での効果判

定は，PR (PSA 50％以上の低下）5例，SD 8例，PD (PSA 25％以上

の増加）3例であった．Grade 3 以上の有害事象としては骨髄抑制を

2例に認めた．［結語］当施設でのドセタキセル療法の治療効果は，

重篤な有害事象も少なく，ホルモン抵抗性前立腺癌に対して有効な治

療法であると考えられた．

ホルモン不応性前立腺癌に対するドセタキセル療法導入後のリン酸

エストラムスチンの位置づけ :清川岳彦，住吉崇幸，山口憲昭，宇都

宮紀明，増田憲彦，白石裕介，根来宏光，大久保和俊，岡田卓也，岩

村博史，諸井誠司，岡 裕也，六車光英，川喜田睦司（神戸市立医療

セ中央市民） ［目的］ドセタキセル療法時代のリン酸エストラムス

チン（エストラサイト）の位置づけを検討する．［方法］当院にてド

セタキセル療法を導入した2003年以降のエストラサイト使用症例72例

を検討した．原則的にドセタキセルはエストラサイト併用で行ってお

り，併用療法症例（グループ ED），エストラサイト単独療法症例

（グループ E）に分類し比較した．［結果］グループ ED， Eはそれぞ

れ46，26名であり，年齢は72.3，77.6歳，治療前 PSA 25.5，10.4

ng/ml，PSA Nadir 6.6，6.7 ng/ml，生存期間は28.5，19.9カ月（中央

値）であった．［結論］併用療法が優っている傾向はみられたものの

統計学的有意差はなく，単独療法も選択肢の 1つになるものと考えら

れた．

ゾレドロン酸が奏効したホルモン抵抗性前立腺癌の 1例 : 平山幸

良，金丸智寛，園田哲平，青山真人，中村敬弘，川村正喜，仲谷達也

（PL） 症例は66歳，男性．進行性前立腺癌（初診時多発骨転移あ

り，PSA 3,281 ng/ml) に対して2008年 3月よりMAB 療法開始した．

2008年 9月 PSA failure を来たし，二次内分泌療法，ドセタキセルに

も抵抗性を示した．2009年 1月 (PSA 457 ng/ml) よりゾレドロン酸の

点滴静注を開始したところ PSA 値は測定感度以下に著明に低下した．

ゾレドロン酸は大規模試験により骨転移を有する進行前立腺癌に対し

て骨関連事象を減らすという効果が立証されている．今回ゾレドロン

酸が有効性を示したホルモン抵抗性前立腺癌を経験したので，若干の

文献的考察を加えて報告する．

当院における局所前立腺癌に対する根治的前立腺外照射療法の検

討 :桑田真臣，山本広明，雄谷剛士，丸山良夫（松坂中央総合），野

本由人（同放射線治療） ［目的］当院における局所前立腺癌根治的

外照射放射線療法治療成績の検討．［方法］2002年から2008年までに

根治的外照射を施行した74例を対象とした．臨床病期は T1 24例，T2

31例，T3 16例，T4 3例．治療前の PSA の中央値は 12.0 ng/ml．総線

量は63∼70.8 Gy で内分泌療法は64例に併用した．［成績］内分泌療

法併用群の平均観察期間は39.3カ月，再燃例は認めず外照射単独群

の，平均観察期間は18.2カ月で再発を旧 ASO 基準で 2例認めたが，

2006年 RTOG-ASO 基準では認めなかった．内分泌療法併用群の詳細

な検討と合併症についても報告予定である．

当院における限局性前立腺癌に対する放射線外照射療法の検討 :真

殿佳吾，大年太陽，小林憲市，桃原実大，今村亮一，高田晋吾，松宮

清美（大阪警察），藤岡秀樹（野崎徳州会） ［目的］当院での限局性

前立腺癌に対する放射線外照射の治療成績について検討した．［対象

と方法］2001年 4月から2008年12月までに限局性前立腺癌に対して放

射線外照射 66∼70 Gy を施行した54例を対象とした．内分泌療法は

48例に併用した．［結果］年齢の中央値73歳，観察期間の中央値44カ

月，診断時 PSA の中央値 29.1 ng/ml，病期A 3例，B : 39例，C : 12

例，D’ Amico 分類でのリスク分類は低11例，中10例，高33例であっ

た．PSA 再発を12例（22％）に認め，すべて高リスクの症例であっ

た．観察期間中に死亡例および grade 3 以上の有害事象を認めなかっ

た．［結語］高リスクの症例に対する内分泌療法の併用およびその併

用期間の設定が重要と考えられた．

前立腺癌に対する金マーカー留置による強度変調放射線療法

(IMRT) の初期経験 : 平林 淳，古澤 淳，黒松 功（名古屋セン

トラル） ［方法と対象］当院において IMRT 施行した24例を対象と

した．低リスク群 8例，中間リスク群 4例，高リスク群12例であっ

た．総線量は 74 Gy が13例，76 Gy が11例で，平均観察期間は 2∼24

カ月であった．［結果］観察期間において PSA 再発症例は認めなかっ

た．急性期有害事象は頻尿（37.5％），排尿困難（20.8％），排尿時

痛，違和感（16.7％）と泌尿器関連症状を比較的多く認めたが，

grade 2 以上の有害事象は認めなかった．晩期有害事象としては直腸

出血 (grade 2 1例，grade 1 1例）を認めたが，その他重篤な合併症は

認めなかった．［考察］短期間の成績ではあるが，治療効果は良好で，

従来の外照射に比べ，安全な治療方法であると考えられた．

前立腺癌密封小線源永久挿入治療後の排尿障害の検討 : 川喜多繁

誠，杉 素彦，原田二郎，乾 秀和，西田晃久，佐藤 尚，室田卓之

（関西医大滝井），志賀淑子，播磨洋子（同放射線），木下秀文，松田

公志（関西医大枚方） ［緒言］2006年に密封小線源永久挿入治療開

始．当院では原則として術後排尿障害に対する予防措置として α 遮

断薬の追加投与は行っていない．術後排尿障害が出現し α 遮断薬が

必要となった症例に関し検討した．［対象と方法］密封小線源永久挿

入単独治療後 α 遮断薬を追加投与した 6例について治療前 IPSS・尿

流量測定，治療時前立腺体積・シード数・処方線量，治療 1カ月後

D90・Ur30 を用いて非投与25例と比較した．［結果］治療前 IPSS 排

尿症状・尿勢低下の高い症例や高齢者に α 遮断薬の投与が必要であ

る傾向が認められた．

下血を繰り返した前立腺癌治療後の放射線大腸炎の 1 例 : 川上

隆，近藤秀明，坂 宗久（大阪暁明館），上甲政徳（森之宮），田中洋

造（国保中央） ［緒言］今回，治療に難渋した放射線大腸炎を経験

したので報告する．［症例］74歳，男性．前立腺癌にて2005年 3月前

立腺全摘術施行．2006年 2月，尿道膀胱吻合部に再発，放射線療法

(66 Gy) を施行．2007年 7月頃から下血．2007年 8月入院，輸血と止

血剤の投与，サラゾピリン，ステロイド投与・スクラルファート注腸

も効果なく，アルゴプラズマ凝固法 (APC) を 2回施行し，下血が消

失した．［考察・結語］治療法は，消化管の安静，サラゾピリン，ス

テロイド投与，スクラルファート注腸法，ヒートブローブ止血法，

APC，直腸粘膜ホルマリン固定術，高酸素療法など様々な方法が報告

されている．今回の症例では APC 後下血を認めず，APC が有効で

あった．

当院における Modulith SLX-MX による ESWL の治療成績 :伊関

亮，佐竹直哉，栗原浩司，池田龍介（赤羽中央総合） ［目的］当院

での Storz 社製 Modulith SLX-MX のよる ESWL の治療成績について

検討した．［方法］2004年 4月から2009年 6月までに上部尿路結石に

対して ESWL を施行した453例のうち評価可能であった408症例を対

象とした．結石部位は R1 2例，R2 64例，R3 26例，U1 247例，U2 22

例，U3 46例であった．治療効果判定は 1カ月以内に行った．［結果］

平均治療回数は1.51回であった．治療 1カ月後の有効率は72.8％．完

全排石率は68.1％であった．効果不十分例に対する追加治療法として

TUL を 5例（1.2％）に施行した．合併症は腎被膜下血腫 2例（0.5

％）で輸血を要さず，保存的に改善した．［考察］Modulith SLX-MX

のよる ESWL は有効性が高く安全性も高いと考えられた．

当院におけるドルニエリソトリプターDを用いた上部尿路結石の治

療成績の検討 :玉木正義，斉藤昭弘（中濃厚生） ［目的］当院の上

部尿路結石症に対する ESWL の治療成績を検討した．［対象］2002年

1 月から2008年12月までにドルニエ社リソトリプターDにて587名

（男403名，女184名），683結石に対して，1,327回 ESWL を施行した．

［結果］部位 : 腎200結石 (R2 134，R3 66），尿管483結石 (U1 338，

U2 24，U3 121）．大きさ (DS) : DS2 7結石，DS3 390結石，DS4 247

結石，DS5 24結石，DS6 15結石． 3 カ月後完全排石率は，79.2％
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（腎56.3％，尿管88.4％），有効率は，88.6％（腎77.3％，尿管93.2

％）であった．TUL 併用例は 9 例，尿管ステント留置例は37例で

あった．腎被膜下血腫が 4例認められたがすべて保存的に治癒した．

尿管結石に対する TUL の治療成績についての検討 :谷 満，原本

順規（高井），中農 勇（高の原中央），清水一宏（柏井クリニック），

永吉純一（大和高田市立），平山暁秀，田中宣道（奈良県立医大）

［目的］当科で尿管結石に対し施行したTULの治療成績を検討した．

［対象と方法］2000年 1月から2009年 6月までにTULを施行した120

例(男性78例，女性42例)を対象とし，治療翌日，3カ月後の残石状況

を評価した．［結果］平均年齢は58.7歳，患側は右側56例，左側60例，

両側4例であった．90例(72.6％)は前にESWLが施行されていた．治

療翌日に88例(71.0％)が残石なし，または残石4mm以下で有効と評

価された．75例(60.5％)がTUL単独で 3カ月後までに残石なしとな

り，44例(35.5％)にESWL，TULまたは尿管切石術の追加治療が施行

された．合併症は 6例に尿管損傷を認めた．

コープおおさか病院における TUL 症例についての検討 :檀野祥

三，中谷 浩，内田潤二，大原 孝，松下嘉明（コープおおさか）

［目的］コープおおさか病院（旧うえに病院）で施行した TUL 症例

の治療成績，その特色について検討した．［対象］1992年 4 月から

2009年 5月までに施行した TUL 95例を対象とした．［結果］95例の

うち初期治療として TUL を行った症例は25例で，多くは（70例73.7

％）先行治療として ESWL を施行していた．また TUL に至るまでの

平均 ESWL 施行回数は7.2±4.43回（ 1 ∼26回）であった．術後

stone free rate は77.9％であった．［結論］当院では TUL の多くが

ESWL の salvage therapy として施行されており，TUL に至るまでの

ESWL 治療回数も多かった．

当院における TUL の治療成績 :藤本 健，喜馬啓介，星山文明，

小野隆征，大山信雄，百瀬 均（星ヶ丘厚生年金） ［目的］当院に

おいて尿管結石に対して施行した TUL 症例の治療成績を検討した．

［対象と方法］2005年 1月から2009年 6月までにレーザー結石破砕装

置を用いて TUL を施行した61症例を対象とし，有用性について検討

した．［結果］平均年齢は57.3歳．25例に ESWL の前治療あり．平均

手術時間は73.5分． 3例で術後尿管狭窄に対して尿管部分切除術を

行った．追加治療を必要としなかった者を有効と評価すると，TUL

の有効率は80.3％であった．

経皮的腎砕石術 (PNL) における腎瘻拡張用バルンダイレーターの

使用経験 : 小山耕平，稲元輝生，枝川 右，藤末 裕，伊夫貴直和，

能見勇人，右梅貴信，水谷陽一，東 治人，勝岡洋治（大阪医科大）

2007年 8月から2009年 7月までの 2年間で，20 mm 以上の結石，う

ち部分珊瑚状結石 4例の計 9例の腎結石に対して PNL を施行した．

当初の 3例に関しては腎瘻造設後，翌日筋膜ダイレーターを用いて 2

期的に手術を施行，最近の 6例に関しては，バルンダイレーターを用

いた 1期的手術を行った．すべての結石に対して，追加治療の必要は

なく完全排石がえられた．全体としては術前後の腎機能に有意な変化

は認めなかったが，バルンダイレーターを用いた方が，入院期間，手

術時間ともに短く，術前後の貧血の程度も軽度であった．当科におい

て，まだ経験の浅い手術であるが，バルンダイレーターを用いること

で，安全で，治療効果の高い手術であると考えられた．

長期臥床患者に発症した尿路結石症の 8例 :土山克樹，上木 修，

南 秀朗，川口光平（公立能登総合） 2008年4月から2009年 6月ま

でに 8例の長期臥床患者の尿路結石症を経験した．診断の契機は急性

腎盂腎炎 4例，血尿 3例，膿尿 1例．部位は尿管 3例，膀胱 2例，

腎・尿管 2例，尿管・膀胱 1例．治療内容は無治療経過観察 2例，

ESWL＋TUL 1例，膀胱砕石術 3例，腎瘻造設 1例，ESWL＋TUL＋

PNL 1例．入院期間は11∼101日（平均46.8日）．治療による主な合併

症は肺炎 1例，敗血症 2例（中心静脈カテーテル感染を含む）．［考

察］長期臥床患者は疼痛など自覚症状が乏しい場合もあり，敗血症な

ど重篤な状態で発見される傾向があった．治療においては根治を目指

す以外に，腎瘻など姑息的な治療が必要な場合もあった．

巨大膀胱結石の 2例 :福井浩二，東郷容和，中尾 篤，古倉浩次

（宝塚市立） 当院での過去10年間（1999年 6月∼2009年 6月）の膀

胱結石摘出術は120例であり，経尿道的膀胱砕石術112例（93％），膀

胱切石術 8例（ 7％）であった．結石重量 100 g 以上の巨大膀胱結石

を 2例（1.6％）経験し，報告する．症例 1 : 82歳，女性．排尿困難

を主訴に紹介受診．膀胱結石 (φ10.5×10×9 cm），両側水腎症と診断

し，膀胱切石術を行った．結石重量は 380 g，成分は燐酸アンモニウ

ムマグネシウムであった． 症例 2 : 90歳，女性．膀胱タンポナーデ

にて紹介受診．膀胱結石 (φ7×6×5 cm) と診断し，膀胱切石術を

行った．結石重量は 100 g，成分は燐酸アンモニウムマグネシウムで

あった．

メラミン摂取による腎障害メカニズムの基礎研究 : 小林隆宏，岡田

淳志，廣瀬泰彦，藤井泰普，新美和寛，宇佐美雅之，浜本周造，広瀬

真仁，安井孝周，伊藤恭典，戸澤啓一，郡 健二郎（名古屋市立大）

［目的］昨年中国でメラミン混入粉ミルクにより腎結石・腎不全が多

数発生したと報道された．そこで私たちはメラミンによる腎結石形成

機序を調べた．［対象］SD ラットに各1.2，12，120 mg/kg/day のメ

ラミンとシアヌル酸の胃管投与を行い，3，7，14日目に sacrifice し，

尿沈渣，腎組織を光学，電子顕微鏡で観察した．［結果］低濃度群で

は結晶形成を認めず，中濃度群では遠位尿細管・集合管を中心に，高

濃度群では近位尿細管を中心に結晶形成を認めた．結晶成分分析は

C，N，O を主成分とし，Ca 成分を認めなかった．［考察］メラミン

結石形成機序は投与濃度により形成部位が異なったことから，尿細管

管腔内で濃縮されて析出するものと考えられた．

当科で経験した尿道結石症の 7例 :濱口卓也，片岡真一，谷村正信

（近森会近森） ［緒言］当科で経験した排尿障害を伴う尿道結石症 7

例について報告する．対象 :対象は2008年 7月から2009年 6月まで，

当科で経験した尿道結石症 7例．年齢の中央値は60歳（44∼78歳）．

全例男性であった．［結果］主訴は尿閉3例，排尿困難などの排尿障害

4例，肉眼的血尿を呈するものはなかった．検尿沈渣では顕微鏡的血

尿 3例，膿尿 1例， 3例は異常を認めなかった．尿道結石のサイズは

平均 11.9mm (7∼15 mm）．結石個数は 1例は 2個，他は 1個であっ

た．結石成分は全例 Ca 含有結石であった．上部尿路結石が合併する

ものは 7例，下部尿路閉塞疾患の合併するものは 3例であった．治療

は 1例を除き，経尿道的砕石術を施行．全例結石の再発なく経過良好

である．

脂肪肉腫22例の検討 : 山口憲昭，住吉崇幸，宇都宮紀明，清川岳

彦，六車光栄，川喜田睦司（神戸市立医療セ中央市民），増田憲彦

（京都大）

［対象］1999年 1月∼2009年 6月の泌尿器を含めた 8診療科にて入院

加療を行った22例の検討を行った．［結果］男性 9名，女性13名，平

均56歳，平均フォロー期間は50カ月であった．原発巣は後腹膜11例，

非後腹膜11例であった．高分化型12例，粘液腫型 3例，脱分化型 7例

であった．治療はすべて原発巣を切除し，後腹膜，非後腹膜それぞれ

6，5例が36.3，89.6カ月を経て初回再発している．また病理組織別

では，高分化型 3例，粘液腫型 2例，脱分化型 6例再発している．後

腹膜群 NED 7例，AWD 2例，DOD 2例，非後腹膜群 NED 10例，

AWD 1例，DOD 0例であった．［結語］後腹膜原発のものは，脱分

化型が多く予後不良の主な要因と考えられたが，再発頻度に関しては

原発部位に大きな差を認めなかった．高分化型では，全例 NED と予

後良好であったが，脱分化型は80％以上の再発を生じ，再発時の完全

切除が困難であった．

精索脂肪肉腫の 1例 :園田哲平，平山幸良，金丸知寛，青山真人，

中村敬弘，川村正喜（PL），仲谷達也（大阪市立大） ［症例］78歳，

男性［主訴］右陰嚢内容の腫大．［現病歴］2008年 6月頃より，徐々

に増大する右陰嚢内部腫瘤を自覚するも放置していた．2009年 4月頃

より，腫瘤の急速な増大を自覚して来たために，2009年 6月，当科を

受診．陰嚢内に小児頭大の腫瘤を認め，陰嚢部エコー，陰嚢 MRI に

て精索脂肪肉腫を疑われたために，加療目的に入院となる．腫瘍マー

カーにおいて，異常値は認めず．2009年 6月10日，腰椎麻酔下に右高

位精巣摘除術施行．病理診断は混合型脂肪肉腫であった．脂肪肉腫

は，陰嚢内に原発することは比較的稀であり，若干の文献的考察を踏

まえてここに報告する．

精索に発生した富細胞性血管線維腫の 1例 :渡辺将人，瀧 知弘，

吉澤孝彦，西川源也，加藤義晴，全並賢二，勝田麗美，飛梅 基，成

瀬克也，中村小源太，青木重之，山田芳彰，本多靖明（愛知医科大）
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65歳，男性．既往歴に肺癌で肺切除術（63歳時），胸部大動脈瘤（59

歳時）．2009年 2月右陰嚢部痛で近医を受診した．右陰嚢内に腫瘤を

触知し，陰嚢内腫瘍を疑われ当院紹介となった．触診では，右精巣の

頭側，精索にそった鳩卵大・表面不整・石様硬の腫瘤を触知した．悪

性腫瘍の否定が出来ず，高位精巣摘除術を施行した．腫瘍は精巣とは

境界明瞭で，精索と連続性を有していた．病理診断は富細胞性血管線

維腫で精索より発生したものと考えられた．術後経過良好で外来経過

観察中である．分権的考察を加え報告する．

男性尿道に発生した Clear cell adenocarcinoma の 1例 : 一松啓

介，旦尾嘉宏，伊藤崇敏，野崎哲夫，小宮 顕，布施秀樹（富山大），

三輪重治，高野康雄（同病理診断），釣谷晋二，奥村昌央（黒部市

民） 59歳男性．2009年 3月排尿困難にて前医受診．尿閉となり，同

年 4月経尿道的手術施行．尿道球部から膜様部にかけて乳頭状腫瘍あ

り，切除．病理診断は clear cell adenocarcinoma であり，当科紹介．

MRIにて腫瘍の陰茎海綿体への浸潤が疑われ，尿道腫瘍 T3N0M0 と

診断．同年 6月膀胱全摘除術，尿道摘除術，全除精術，骨盤内リンパ

節郭清術，回腸導管造設術を施行した．病理組織所見は clear cell

adenocarcinoma．尿道海綿体および前立腺，膀胱頸部に浸潤してお

り，右閉鎖リンパ節転移を認めた．今後化学療法を施行予定．男性に

発生した尿道 clear cell adenocarcinoma はきわめて稀である．

Pax2 遺伝子導入 ES 細胞からの尿細管細胞分化の基礎研究 : 中根

明宏，林 祐太郎，黒川覚史，水野健太郎，小島祥敬，丸山哲史，郡

健二郎（名古屋市立大），西中村隆一（熊本大） 将来の腎再生医療

を目指し，胚性幹 (ES) 細胞から腎構成細胞への分化誘導メカニズム

について検討するため，遺伝子発現の調節が可能な ES 細胞である

MGZRTcH2 細胞に，腎発生初期において発現する転写因子である

Pax2 遺伝子を導入し胚様体 (EBs) を形成させた後，腎臓発生関連遺

伝子の発現を RT-PCR で，腎構成細胞存在の有無について免疫組織

化学染色法を用い検討した．Pax2 を発現させた ES 細胞より分化さ

せた EBs において，integrin α8 と aquaporin-1 の上昇が認められ，免

疫組織染色で aquaporin-1 陽性細胞数が増加した．これらの結果か

ら，腎構成細胞またはその前駆細胞の構成比率が増加し，近位尿細管

細胞への分化が誘導されたことが示唆された．

淋菌性尿道炎患者に対する非淋菌性尿道炎の初診時同時治療につい

て―医療経済学的観点からの検討― : 増栄孝子，中根慶太，安田

満，出口 隆（岐阜大），高塚直能（同疫学・予防医学），前田真一

（トヨタ記念） 男子淋菌性尿道炎 (Gonococcal Urethritis ; GU) 患者

の約 3割が C. achomatis (CT) など淋菌以外の病原体に同時感染して

いる．GU と診断された患者に対し，初診時にはまず GU に対する治

療を行い，再診時に非淋菌性尿道炎 (NGU) と診断された患者に対し

てのみ追加治療を行うのが理想的である．しかし現実的には尿道炎患

者の再診率は高くないため，NGU に対する追加治療を行えず放置さ

せてしまうことがある．今回われわれは，GU と診断された患者に対

し初診時に NGU の治療も同時に行う方が良いのか否か，医療経済学

的観点から検討した．GUの診断から始まる判断樹 (Decision ee) を作

成し，各シナリオに必要な費用を計算し比較したのでその結果を報告

する．

肺炎に腎膿瘍を伴った放線菌症の 1例 :金宮健翁，室崎伸和，新井

浩樹，本多正人（近畿中央），大崎 匡（同呼吸器内科），吉田恭太郎

（同病理診断） 症例は55歳，男性．主訴は咳そう，発熱．2007年12

月，近医にて肺炎と診断され抗生剤を投与されるも解熱せず，起因菌

も不明にて当院呼吸器内科に紹介入院．胸部X線写真，CT で多発性

結節影を認めた．腹部 CT で左腎膿瘍を認め泌尿器科に転科．抗生剤

にて一旦解熱するもその後炎症反応は増悪，CT で炎症は皮下まで波

及してきた．左腎摘術を考慮するも呼吸機能不良で全身麻酔は不適と

判断され，やむなく局所麻酔下に開放ドレナージを試みたが起因菌は

同定できず，敗血症により永眠され，病理解剖にて放線菌症と診断さ

れた．若干の文献的考察を加えて報告する．

長期血液透析患者に発生した陰茎 Calciphylaxis の 1例 : 廣瀬裕

子，星 清継，笹川五十次（山形徳洲会） ［症例］76歳，男性．慢

性糸球体腎炎による慢性腎不全のため，1991年 3月より血液透析を導

入した．2008年12月10日 ADL の低下のため，当科入院となる．2009

年 3月下旬より亀頭部に難治性潰瘍を認め，病変部の拡大を認めるた

め， 4月24日に陰茎部分切除術を施行した．病理組織学的検査では，

陰茎の calciphylaxis と診断された． 5月下旬より左第 2趾の壊死を認

め，全身状態の悪化を認め， 6月 8日死亡した．［結語］長期血液透

析患者に発生した陰茎 calciphylaxis を経験したので，若干の文献的考

察を加え報告する．

生体腎移植ドナーの術後の腎機能の検討 :米田龍生，壬生寿一，清

水一宏，木村昇紀，安川元信，谷 善啓，坂 宗久，青山秀雄，石橋

道男，藤本清秀，吉田克法，平尾佳彦（奈良県立医大） ［緒言］近

年，慢性腎臓病 (CKD) の概念が広がり腎移植ドナーの術後の CKD

としての管理の必要性が報告されている．当科における腎移植ドナー

の腎機能につき検討した．［対象・方法］2000年∼2008年に当科でド

ナー腎摘出術を受けた55名の術後 1週，1・3・6月，1・2・3年の腎

機能を eGFR で検討した．［結果］術後 1 週，1・3・6月，1・2・3

年の eGFR は50.7・52.3・50.8・51.2・52.7・53.2・58.1 ml/min

で，eGFR＜60 ml/min は84・73・83・76・83・75・69％であった．

［結語］腎移植ドナーは CKD stage 3 が多く厳重な術後管理が必要と

思われる．

当院で施行した脳死および心停止ドナーからの献腎移植に関する比

較検討 :石村武志，兵頭洋二，竹田 雅，三宅秀明，田中一志，武中

篤，藤澤正人（神戸大） ［目的，方法］1995年から2009年の間に当

院で施行された献腎移植28例で，脳死ドナーからの腎提供による 4例

(HBDTx) と心停止ドナーからの24例 (NHBDTx) に関する比較検討

を行った．［結果］全症例の 1，5，10年生着率は91，81，57％で，

機能廃絶4例はすべて NHBDTx であった．HBDTx と NHBDTx のレ

シピエント年齢は28.1 vs 40.4歳，WIT は 0 vs 4.9分，TIT は782.8 vs

792.0分，移植後透析期間は3.0 vs 13.3日，移植後 1年の SCr は 0.9

vs 1.6 mg/dl であった．［結論］HBDTx は NHBDTx に比べ，移植後

透析期間は短く 1年後の SCr は低かった．

糖尿病透析患者に発症した陰茎壊死の 2 例 : 藤井令央奈，稲垣

武，柑本康夫，松村永秀，南方良仁，児玉芳季，倉本朋未，西澤

哲，森 喬史，金川紘司，佐々木有見子，原 勲（和歌山県立医大）

陰茎壊死の 2例を経験したので報告する．症例 1 : 60歳，男性，糖尿

病歴17年，透析歴 3年．主訴は亀頭部の疼痛，壊死．2007年11月陰茎

部分切除術施行．術後疼痛は改善するも両側下肢の壊死が進行し，12

月敗血症のため永眠された．症例 2 : 79歳，男性，糖尿病歴19年，透

析歴11年．主訴は亀頭部の黒色壊死．2009年 5月手術目的で当科紹介

となるも，心機能の著明な低下を認め手術は断念．心不全のため永眠

された．陰茎は虚血に強く，壊死になりにくいとされているが，糖尿

病慢性腎不全患者では陰茎壊死を発症する例が報告されている．多く

は数カ月で死亡しておりきわめて予後不良である．病態について文献

的考察を加え報告する．

前立腺癌骨転移症例107例における予後予測因子の解析 : 成瀬克

也，山田芳彰，西川源也，吉澤孝彦，加藤義晴，渡邊将人，勝田麗

美，全並賢二，飛梅 基，中村小源太，瀧 知弘，本多靖明（愛知医

科大），七浦弘志（国保坂下），松原広幸（旭労災） ［目的］前立腺

癌骨転移症例における各種臨床データの予後との関連性をレトロスペ

クティブに検討した．［対象と方法］1998年 1月から2006年12月まで

の 8年間に当院において前立腺癌と診断された344例中，骨転移を有

する107例（31.1％）を対象とし，2009年 5月までの経過を観察した．

初診時年齢は54歳から91歳(平均74歳)．平均観察期間は47カ月（ 1∼

122カ月），平均 PSA は 925.9 ng/ml (15∼10,060）．検討項目として

は，T分類，N分類，Gleason score，治療前 PSA 値，EOD，その他

各種血算生化学検査データを分析対象とした．当日は分析結果を報告

する予定である．

前立腺全摘後に発見された膀胱癌症例の臨床的検討 :嘉元章人，金

光俊行，小林泰之，佐藤元孝，森 直樹，関井謙一郎，吉岡俊昭，板

谷宏彬（住友） ［目的］前立腺癌患者においては，膀胱癌の合併率

が有意に高いとの報告がある．今回，われわれは1999年 1月∼2008年

12月の10年間に当院で経験した前立腺全摘後に発生した膀胱癌症例に

ついて，臨床的に検討した．［対象］1999年 1月∼2008年12月の10年

に当院で前立腺全摘を施行した473名を対象とした．［結果］前立腺全

摘後の膀胱癌の合併は473名中 5名に認められ，合併率は約1.1％で

あった．［考察］今回のわれわれの検討では，前立腺全摘患者におけ
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る膀胱癌の合併率は1.1％であったが，同年代の対象者に比べれば膀

胱癌の発症率は有意に高いと考えられる．第 1癌発見後もその再発の

みにとらわれず，第 2癌の早期発見に努めるべきと考える．

前立腺の発癌早期における C-MYC 蛋白の過剰発現 : 岩田 健，

高羽夏樹，三木恒治（京都府立医大），Isaacs William，Luo Jun

（ジョンスホプキンス大），Gurel Bora（同病理），Koh Chery（京都

府立医大，ジョンスホプキンス大），De Marzo Angelo（ジョンスホ

プキンス大，同病理） ［目的］C-MYC 蛋白は細胞の増殖，分化，

アポトーシスを制御する転写因子である．MYC 遺伝子は 8q24 に存

在するが，前立腺癌では正常組織に比較して 8q24 の増幅や MYC

mRNA の過剰発現が認められると報告されてきた．［方法］今回われ

われは，前立腺の正常，萎縮，PIN，癌，転移組織で C-MYC 蛋白の

発現を比較するために免疫組織化学を施行した．［結果］C-MYC 蛋

白の過剰発現は PIN，癌，転移組織で認められた．［結論］C-MYC

の過剰発現は多くの癌で悪性化を誘導する重要な因子であるので，前

立腺癌発生における早期の段階で C-MYC の過剰発現が癌の誘導に関

与していることが示唆された．

前立腺癌に対する間欠的内分泌療法の試み :篠原雅岳，吉井将人，

渡辺秀次（済生会中和），近藤秀明（大阪暁明館），中井 靖（奈良県

立医大） ［目的］長期間内分泌療法を施行した前立腺癌患者35症例

に対し，間欠的内分泌療法 (IAS) を試み，内分泌療法中止後の血中

テストステロン値と血中 PSA 値の推移を追跡し，IAS の有効性につ

いて検討した．［症例］年齢は65∼88歳(中央値77)，診断時 PSA 値は

4.5∼16,920 ng/ml（中央値 13.5 ng/ml) で，Gleason スコアは 3＋3

10例，3＋4 12例，4＋3 8例，4＋4 4例，5＋4 1例であった．［結果］

内分泌療法休止時の PSA 値は 0.008∼0.734 ng/ml（中央値 0.008

ng/ml），テストステロン値は 0.05∼0.35 ng/dl（中央値 0.05 ng/dl)

であった．内分泌療法を再開した症例は 7例で，再開後全例 PSA 値

は低下した．［結語］IAS は前立腺癌に対する治療選択肢の 1つにな

る可能性が示唆された．

ホルモン療法中止可能前立腺癌の検討 :初鹿野俊輔，鳥本一匡，影

林頼明，三馬省二（奈良県立奈良） 当院において前立腺癌診断時よ

りホルモン療法を施行し，ホルモン療法奏効後治療中断した前立腺癌

8症例の検討を行った．前立腺癌診断時の年齢は平均75.6歳で，治療

開始時の PSA は平均 14. 4 ng/ml，臨床病期は T2N0M0 7例，

T1cN0M0 1例であった．ホルモン治療中断までの期間は37から172カ

月（平均90.4カ月）で，治療中断時の PSA 値は 0.008 ng/ml 以下か

ら 0.046 ng/ml であった．中断後の平均フォローアップ期間16カ月に

おける直近の PSA は全例 0.1 ng/ml 以下であった．以上より，局所

前立腺癌でホルモン療法に対する効果が長期間持続している症例に対

しては，ホルモン療法中断フォローアップも 1つの選択肢となりうる

と考えられた．

MAB 療法再燃前立腺癌に対して Antiandrogen withdrawal

syndrome が 3年以上継続している 1例 : 堀越幹人，木下秀文，井

上貴昭，増田朋子，地崎竜介，安田鐘樹，大口尚基，河 源，松田公

志（関西医科大） 79歳，男性．PSA 385.5 ng/ml にて，2005年 8月

2日前立腺生検施行した．前立腺癌，cT3bN0M0 (stage C1），Gleason

score 4＋5＝9 に対して MAB 療法 (Leuprorelin＋bicalutamide) を開

始． 2 カ月目で PSA 0.81 ng/ml となるも，10カ月目で PSA 10.01

ng/ml と再燃を認め antiandrogen withdrawal (AWD) を施行．施行後

より PSA は低下し，AWD 9カ月目には PSA 0.01 ng/ml 未満に低下．

その後， 2年以上 PSA は 0.01 ng/ml 未満を維持．MAB 療法再燃前

立腺癌に対する AWD の意義も含め検討する．

岐阜大学病院および関連施設における精巣腫瘍の臨床統計 :南舘

謙，菅原 崇，江原英俊，出口 隆（岐阜大） 1998年 1月∼2007年

12月までに診断された，岐阜大学および関連施設による精巣腫瘍146

例の年齢，臨床症状，病理組織像，臨床病期，治療法について検討し

た．年齢は 1∼82歳で平均35.9歳であった．患側は右側が73例，左側

が73例と同数であった．主訴は，無痛性陰嚢内腫脹および腫瘤が129

例と最も多かった．病理組織像は102例が Seminom，NSGCT が32例

であった．臨床病期は stage I が110例，IIA が 8例，IIB が 9例，III0

が 1 例，IIIA が 5 例，IIIB1 が 4 例，IIIB2 が 6 例，IIIC が 1 例で

あった（日本泌尿器科学会病期分類第 3版）．Seminoma，NGSCT と

も全例，高位精巣摘除術を施行された．術後，あるいは再発後の化学

療法は BEP 療法が主体であった．これらを文献的考察を加え発表す

る．

愛知医科大学泌尿器科における精巣腫瘍の臨床的統計 : 西川源也，

山田芳彰，吉澤孝彦，加藤義晴，渡邊将人，勝田麗美，全並賢二，飛

梅 基，成瀬克也，中村小源太，青木重之，瀧 知弘，本多靖明（愛

知医大），三井健司（常滑市民） ［目的］精巣腫瘍の臨床的検討を

行った．［対象と方法］1999年 1月∼2008年12月までに精巣腫瘍にて

治療された47例を対象とした．平均観察期間は50.7カ月であった．

［結果］平均年齢36.7歳，右19例，左28例，主訴は無痛性陰嚢内腫瘤

42例，精巣痛 5例であった．病理組織学的には seminoma 27例，non-

seminoma 15例，非胚細胞腫瘍 5例であった．術後補助化学療法が施

行された胚細胞腫瘍は 9例， 3例に後腹膜リンパ節郭清が行われた．

［結論］精巣腫瘍の予後は一般に良好であったが，stage III の1例が癌

死しており，また，術後18カ月に対側精巣腫瘍を経験した．治療後の

経過観察が重要であると考えられた．

当院における精巣腫瘍149例の臨床的検討 :佐々木 豪，曽我倫久

人，三木 学，岩本陽一，舛井 覚，長谷川嘉弘，神田英輝，山田泰

司，木瀬英明，有馬公伸，杉村芳樹（三重大） ［目的］当院におけ

る精巣腫瘍の臨床的検討を行った［対象］1975年 1月∼2009年 6月ま

でに治療した精巣腫瘍149例．［結果］平均年齢33.9歳（ 0∼86歳），

組織分類はセミノーマ74例，非セミノーマ71例，非胚細胞腫瘍 4例で

あった．病期分類では，セミノーマ 1期65例， 2期 7例， 3期 2例，

非セミノーマ 1期36例， 2期12例， 3期23例であった． 1期・ 2期の

5年生存率は100％であったが，非セミノーマ 3期は 3年生存率68％，

5年生存率61％と予後不良であり，多変量解析にて AFP 値が有意な

危険因子であった．［結語］ 3期非セミノーマの予後改善に向けての

治療法開発が今後の課題と考えられた．

両側同時発生した精巣原発悪性リンパ腫の 1例 :浜本幸浩，長谷川

義和（松波総合），村瀬貴幸，池田庸子（同病理），野田雅俊（野田泌

尿器科クリニック） 57歳，男性．両側の無痛性陰嚢腫大を主訴に当

科を受診した．超音波検査で精巣は，多巣性の低エコー部を認めた．

腹部 CT では，腹腔内の多発性リンパ節腫大を認めた．PET 検査で

は，腹腔内リンパ節と両精巣への集積を認めた．腫瘍マーカーは，

LDH，AFP，β-HCG はいずれも正常であり，可溶性 IL-2 recepter は

1,400と高値であった．右精巣全摘を行った．腫瘍は40×40 mm の大

きさで，小-中リンパ球様細胞から成り，免疫表現型は CD3−，

CDE5−，CD10−，CD20＋ であった．Non-Hodgkin’ slymphoma，

diffuse large cell type，B-cell type と診断された．Rituximab を中心とし

た化学療法の施行し経過観察中である．

骨盤内臓脱 (POP) に対する TVM 手術と排尿状態の変化 :棚瀬和

弥，高原典子，稲村 聡，関 雅也，岡田昌裕，大山伸幸，三輪吉

司，秋野裕信，横山 修（福井大），河野眞範（福井赤十字），辻 隆

博（同産婦人科） ［目的］骨盤内臓脱 (POP) に対し TVM (ansva-

ginal mesh) 手術を行い，手術前後で排尿状態の変化を検討．［方法］

2006年12月から当科および関連施設において TVM 手術を行った39例

(TVM-A 17例，TVM-AP 20例，TVM-A＋経膣子宮摘除術 2例）のう

ち，手術前後で排尿状態が検討できた24例を対象とし，排尿状態の変

化を検討した．［成績］平均年齢は70.2歳だった．最大尿流量率は術

前平均 26.2 ml/s が術後平均 26.4 ml/s と変化はなかったが，残尿量

は術前平均 93.3 ml が術後平均 24.2 ml と有意に減少した．術前に尿

失禁の自覚があった10例のうち， 4例で失禁が消失した．［結論］排

尿障害や尿失禁を伴う POP に対し，TVM 手術は症状を改善させう

ると考えられた．

TOT手術後尿失禁再発症例での TVT 手術有用性の検討 : 山口晶

子，竹山政美（泉北藤井ウロギネセ），加藤稚佳子（梅田ガーデンシ

ティ女性クリニック），高比優子，木内 寛，，木村俊夫，市丸直嗣

（健保連大阪中央） ［目的］腹圧性尿失禁の治療として，TOT

(Transobturator Tape) を行った後，尿失禁の再発を認め TVT

(Tension-free vaginal Tape) を行った症例を検討する．［対象］2005年

4月∼2009年 3月の期間に，腹圧性尿失禁に対して，TOT 術後に，

再発を来たし，TVT を行った14例．［結果］初診時の年齢 ; 49∼75歳

（中央値62歳），術前パッドテスト（失禁量) ; 0.1∼95.6 g（中央値
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28.5 g）．TOT 術後から尿失禁再発自覚までの期間 ;術後 2週間∼術

後 4カ月，ISD 合併症例 2例であった．TVT 手術の成功は14人中10

人（71.4％）であった．［結語］再手術が必要となった症例での TVT

手術の有効性を検討する．

TVM (tension-free vaginal mesh) 術後 SUI に対する尿失禁手術

の至適時期の検討 :木村俊夫，高比優子，木内 寛，市丸直嗣（健保

連大阪中央），山口晶子，竹山政美（泉北藤井），加藤稚佳子（梅田

ガーデンシティ女性クリニック） 当院では2005年 6月より骨盤臓器

脱 (POP) に対し TVM を導入し，現在では900例を超えている．POP

術後に尿失禁が出現することはよく知られており，その頻度は，従来

法では 2割程度との報告が多い．当院で施行し，術後 1年以上経過し

た TVM のみを施行した507例の術後尿失禁 (SUI) の検討では，49.5

％に SUI を認めた (TOT 施行例を含む）．TVM 術後，尿失禁手術施

行の至適時期を検討した．全症例の術後経過では術後 3 m 以降変化

は認めなかった．全症例での検討では，術後 1 m で SUI が認められ

ても術後 3 m では13.0％に改善を認められたが，術後 1 m の SUI 重

症度別で検討した場合，術後 1 m SUI 重症群では，以降 SUI が残存

する可能性が高いため，術後 1 m の時点で SUI 重症である場合には

早期の尿失禁手術も問題ないと考えられた．

手術症例を中心とした夜尿症治療の検討 :豊島優多，金子佳照（奈

良県立三室） 今回われわれは，夜尿症を主訴に受診した患児の治療

を集計し，夜尿症における泌尿器科疾患の診断・治療の必要性を，手

術による効果を中心に検討した．夜尿症の治療方針決定の対象は，過

去 8 年間の症例116例（男児87例，女児29例）で，手術症例は36例

（男児33例，女児 3例）だった．そのうち手術単独は18例，薬剤併用

は11例，夜尿アラーム併用は 1例，薬剤および夜尿アラーム併用は 6

例だった． 1年以内の夜尿の消失は22例と良好であった．夜尿は発達

段階における症状であるが泌尿器科疾患が基礎疾患となっていること

もあり，泌尿器科医が夜尿症治療に積極的に関与すべきだと考えられ

た．

地域住民における夜間頻尿の実態と水分および塩分摂取量の影響 :

大菅陽子，野尻佳克，岡村菊夫（国立長寿医療セ），大塚 礼，加藤

友紀，下方浩史（同疫学），今井具子（東海学園大人間健康学），安藤

富士子（愛知淑徳大医療福祉学） ［目的］夜間頻尿は中高年者の

QOLを障害する要因である．夜間頻尿の実態と要因としての水分摂

取，塩分摂取の影響を明らかにする．［対象および方法］40歳から88

歳までの，無作為抽出された地域住民男女2,080人を対象に夜間頻尿

の有症率を検討した．また夜間頻尿と塩分摂取量，水分摂取量との関

連を年齢別に検討した．［結果］夜間頻尿は加齢とともに増加し，夜

間尿 1回以上は60.1％， 2回以上は19.6％であった．夜間頻尿がある

群では40，50代で水分摂取量が60代では塩分摂取量が有意に増加して

いた．［結論］40，50代では水分摂取量が，60代では塩分摂取量が夜

間頻尿の要因となっていた．

射精障害13例に対する臨床的検討 :安藤 慎，山口耕平，千葉公

嗣，藤澤正人（神戸大） 射精障害，特に逆行性射精症例ないし

emissio less 症例に対して行った治療と，その有効性について検討し

た．挙児希望ないし射精障害を主訴に当科男性不妊外来を受診し，逆

行性射精，emission less と診断され，薬物療法(塩酸イミプラミンない

しアモキサンピン 25∼75 mg/日内服）を開始した13例（逆行性射精

9例，emission less 4例，平均35.7±6.2，34±3.4歳）．逆行性射精症

例で 6/9例，emission less で 2/4例で有効であった．治療効果発現ま

での平均期間は2.4±1.8カ月であった．逆行性射精ないし emission

less に対して，塩酸イミプラミンないしアモキサンピン投与は，安全

で有効な治療法であると考えられた．

関西医科大学における腎外傷の検討 :福井勝也，杉 素彦，川喜多

繁誠，河 源，室田卓之，木下秀文，松田公志（関西医科大） 1996

年 1月∼2009年 3月までに経験した腎外傷74例（男性50例，女性24

例，中央値24歳）を，2008年日本外傷学会腎損傷分類に基づき分類

し，年齢，受傷原因，診断と分類，他臓器合併損傷，治療について検

討した．受傷原因は，交通外傷38例，転倒・打撲35例，切創 1 例で

あった．他臓器合併損傷は40例に認めた．腎損傷分類では，Ⅲ型

34％，Ⅱ型32％，Ⅰ型31％，PV は 2例で認めた．治療法は， 3例で

腎摘除術を行った．71例で保存的加療を行った．うち 4例で尿瘤に対

してドレナージ術を施行し，保存的加療が可能であった．腎外傷の多

くの症例で保存的治療が奏功したが，症例によっては時期を失せず外

科的治療を行うことが重要であった．

腹腔内悪性腫瘍手術時の尿管再建における尿管対側尿管端側吻合術

の有用性の検討 :石戸谷 哲，大西裕之（滋賀県立成人病セ），財間正

純（同外科） ［目的］腹腔内悪性腫瘍手術に際し，尿管の合併切除

を要する事がある．今回われわれはその再建に尿管対側尿管端側吻合

術を検討したので報告する．［方法］2006年 6月から2009年 5月まで

の間に同再建術を施行した 3症例．これらを後ろ向きに検討した．

［成績］原疾患は大腸癌 3例． 3例とも複数回の手術の既往を持ち，

局所再発症例．全例で術前水腎症を認め，局所再発腫瘤摘除に加え尿

管および腸管の合併切除を要した．尿管カテーテルを抜去後，外科的

処置の追加を要する症例はなかった． 2例は 1回目の手術よりおのお

の 3・6年経過し生存中． 1例は術後約 1年で永眠された．［結論］吻

合時に血流と局所の緊張に注意すれば有効な手術と思われた．

当科におけるチューブレス尿管皮膚瘻術の検討 : 山田裕二，三浦徹

也，玉田 博，濱見 學（兵庫県立尼崎） ［目的］チューブレス尿

管皮膚瘻術の成績を検討した．［対象と方法］当科にて2006年 4月か

ら2008年12月までに膀胱癌の診断で膀胱全摘除術，尿管皮膚瘻造設術

を施行した23例（男性17例，女性 6例）を対象とした．［結果］年齢

中央値は73（55∼82）歳，経過観察期間中央値は17.3（3.0∼35.3）

カ月であった．術式は豊田法18例（78.3％），広川法 4例（17.4％），

その他 1例（4.3％）で，単腎症例は 5例（21.4％）であった．23例

中20例（87％）がチューブレスとなった．チューブレスとなった右腎

尿管20例中 4例（20％），左腎尿管17例中 4例（23.5％）に軽度の水

腎症を認めた．［結論］尿管皮膚瘻術は有用な尿路変向術の 1つであ

るが，さらに長期成績の検討が必要である．

非機能性副腎腫瘍のアウトカム∼術後に併存症の改善はみられる

か？ :丸山 覚，守屋仁彦，丸晋太朗，大澤崇宏，青柳俊紀，安部崇

重，佐澤 陽，篠原信雄，野々村克也（北海道大） ［目的］非機能

性副腎腫瘍の内分泌機能からみた手術治療の意義につき検討した．

［対象・方法］良性非機能性副腎腫瘍と診断し副腎摘除した21例．年

齢中央値55歳（35∼77歳），男女比12/9，腫瘍長径中央値は 40 mm

(13∼66 mm）．病理組織診断は，副腎皮質腺腫11例（52％）その他．

術前併存症の頻度，術後改善の有無を解析した．［結果］高血圧症と

診断されていたのは 8 例（38％）．術後に降圧薬中止または減量と

なった症例は 3例あったが，以後全例加療必要域まで血圧は上昇し

た．耐糖能異常を認めた症例は 7例（33％）であり，薬物治療例 3例

は術後も治療法に変更はなかった．［結語］術後の併存症の改善は少

数例に限られ，手術による改善は期待できないと考えられた．

肺癌副腎転移と鑑別が困難であった副腎皮質癌の 1例 :井口太郎，

前田 覚，芝野伸太郎，森本和也，西川徳彰，鞍作克之，川嶋秀紀，

仲谷達也（大阪市立大） 61歳，男性．近医で右肺門部腫瘤陰影を指

摘され，当院呼吸器内科紹介．CT にて右副腎に腫瘤陰影も認めた．

原発巣不明のために副腎生検にて転移性副腎癌が疑われ，右肺癌・右

副腎転移と診断．右肺門部に対する放射線照射および化学療法（ドセ

タキセル＋カルボプラチン）施行．腫瘍の軽度縮小を認めた，しか

し，特殊免疫染色の結果，副腎皮質原発癌と病理結果が変更されたた

め，当科紹介された．開腹下に副腎摘除術が予定されたが，腫瘍は

IVC および大動脈に強固に癒着しており，試験開腹術となった．こ

の際に施行した生検で副腎皮質癌であることを病理学的に確認．オペ

プリムによる化学療法を開始したが，効果なく，腫瘍の増大を認め，

死亡された．

多発性内分泌腫瘍 2型に発生した両側巨大褐色細胞腫に対して，二

期的後腹膜鏡下副腎摘除術を施行した 1例 :米田 傑，中澤成晃，竹

澤健太郎，谷川 剛，藤田和利，奥見雅由，細見昌弘，山口誓司（大

阪府立急性期総合医療セ），島津宏樹，伏見博彰（同病理），矢澤浩治

（大阪大） 症例は，38歳の女性．2007年の検診にて高血圧を指摘さ

れたが放置していた．その頃より動悸も自覚し始めた．2008年 9月，

右腹痛にて近医を受診し，CT にて両側に巨大な副腎腫瘍を指摘され

た．家族歴や採血などから多発性内分泌腫瘍による褐色細胞腫が疑わ

れたため，同年10月，当院紹介受診となった．当院での精査にて甲状

腺の腫大も認めたため，生検を施行したが，悪性所見を認めなかった
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ため，まずは副甲状腺を摘出する方針となった．しかし，両側共に巨

大であったため，二期的手術を行う方針となった．同年12月，左副腎

腫瘍摘出術を施行した．2009年 1月，右副腎腫瘍摘出術を施行した．

術後経過は良好に推移している．

集学的治療により長期生存がえられている転移性副腎癌の 1例 :八

重樫 洋，栗林正人，成本一隆，三輪聰太郎，宮城 徹，金谷二郎，

北川育秀，角野佳史，小中弘之，溝上 敦，高 栄哲，並木幹夫（金

沢大） 症例は50歳，男性．2004年12月咳・胸痛を主訴に近医受診．

画像診断にて腫瘍径 14 cm に及ぶ腎浸潤を伴う左副腎癌，多発骨・

肺転移を認めた．経皮的腫瘍針生検の結果，副腎皮質癌が強く疑われ

た．2005年 1月よりオペプリムを開始．以後，同剤内服による cancer

control，骨転移巣に対する放射線照射，ビスホスフォネート製剤投

与，疼痛に対する pain control が行われている．2009年 4月右腸骨転

移巣に対し RFA が施行され，後日撮影された MRI では造影不良が

確認された．一般的に転移性副腎癌の予後はきわめて不良であるが，

発見から54カ月を経た現在も長期生存がえられている．

ソナゾイドによる造影超音波にて TEF3 転座嚢胞腺腎細胞癌が診

断された 1例 : 大菅昭秀，金井 茂（土岐市立総合），山本徳則（名

古屋大），桃井 守，高士宗久（岐阜県立多治見） ［症例］73歳，男

性，主訴は発熱．［現病歴］腹部骨盤 CT にて右腎下極に 3 cm 大の

腫瘍指摘される．腹部造影 CT，MRI では出血性嚢胞疑いの診断で

あったが，ソナゾイド造影超音波施行嚢胞内中心部に線状に造影効果

があり，右腎嚢胞腺癌が強く疑われた．［経過］右腎腫瘍核出術施行．

境界明瞭な 3 cm 程度の嚢胞状腫瘍を摘出，病理は腫瘍内の出血が目

立ち好酸性から淡明な胞体を有する細胞が乳頭状，充実性に増殖．砂

粒成分が目立っており，腎癌の特殊型であると考えられた．免疫組織

化学的には AMACR，CD10，RCC-Ma，TFE3 陽性であり，TEF3 転

座腎細胞癌と診断した．ソナゾイド造影超音波の腎細胞癌に対する有

用性と TEF3 転座腎細胞癌について検討を行った．

動脈塞栓術 (TAE) 後に摘除しえた巨大な腎 Solitary fibrous

tumor の 1例 :山口唯一郎，湊 のり子，古賀 実，菅尾英木（箕面

市立） 39歳，女性．半年前から不明熱，腹部膨満があり，検診で腹

部腫瘤を指摘され当院受診．CT，MRI では左腎下極から突出した最

大径 20 cm の腫瘍が骨盤腔内まで及んでいた．各種腫瘍マーカーは

正常．Hypervascular な腫瘍であり，血管造影検査で腫瘍は左腎動脈

と下腸間膜動脈から栄養されていた．左腎動脈を塞栓した翌日に，左

腎を含めた腫瘍摘出術を無輸血で施行しえた．摘除標本は重量 1,530

g で，割面褐色な数個の充実性腫瘍と嚢胞状腫瘍が白色の結合織で囲

まれていた．免疫染色で CD34 陽性であり Solitary fibrous tumor と診

断した．嚢胞内溶液細胞診陽性であったが，現在のところ転移・再発

は認めていない．

腎嫌色素性細胞癌の 5例 :松原重治，津村功志，松下 経，山中邦

人，川端 岳（関西労災） 腎嫌色素性細胞癌の 5 例の検討を行っ

た．2008年 9月から2009年 4月までに当科で根治的腎摘除術を施行し

た 5 例（男性 2 例，女性 3 例）を対象とした．年齢50.4±17.0歳

（30∼77歳），全例右腎癌であった．腎腫瘍径 50±16.5 mm (30∼75

mm），術式は開腹術 1例，腹腔鏡下摘除術 2例，後腹膜鏡下摘除術

2 例であった．Stage は pT1aN0M0 が 1 例，pT1bN0M0 が 3 例，

pT2N0M0 が 1 例であった．造影 CT は全例造影効果は弱く，

hypovascular な所見であった．MRI は T1 強調像で低∼中信号，T2

強調像で中∼高信号であった．文献的考察を加え，報告する．

化学療法が著効したベリニ管癌の 1例 :加藤 実，岩井謙仁（和泉

市立），玉田 聡，森本和也，西川徳彰，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪

市立大） 症例は27歳，女性．左鎖骨上リンパ節腫大を主訴に近医受

診．生検で転移性腺癌と診断され，精査の結果，左腎癌および左鎖骨

上リンパ節，肺，肺門部リンパ節，傍大動脈リンパ節，坐骨，仙骨の

多発性転移と診断した．根治的左腎摘除術を施行し，病理組織診断は

ベリニ管癌であった．術後ゲムシタビンとカルボプラチンによる化学

療法を施行し，肺転移巣は NC であったがその他すべての転移巣は

CR であった．しかしその後呼吸困難が出現し，徐々に全身状態が悪

化，発見後約 6カ月で死亡した．病理解剖による死因は癌性リンパ管

症，心膜転移による心タンポナーデであり，肺，肝臓，全身のリンパ

節にも転移を認めた．

腎細胞癌多発膵転移に対して膵全摘術を施行した 1例 :結縁敬治，

大場健史，山崎隆文，日向信之，岡田桂輔，山中 望（神鋼），藤本

康二，東山 洋（同肝胆膵外科），木股邦恵（同糖尿病内科） 膵全

摘術は膵外分泌，内分泌機能の欠落に伴う栄養障害，糖尿病が必発の

ために適応を慎重に考慮しなければならない術式である．症例は73

歳，男性，左腎細胞癌にて左腎摘除後15年，骨盤内転移に対する切除

術後 4年目に 1 cm 大の右腎細胞癌，多発膵転移が出現し，2008年 2

月膵全摘術，右腎部分切除術を施行した．術後 1年半腎細胞癌の再発

を認めず，また栄養状態や糖尿病の管理もほぼ順調に経過している．

腎細胞癌膵転移に対して膵全摘術を施行した報告は稀であり，腎細胞

癌が膵全体に多発性転移を来たした転移様式や膵全摘術後の管理につ

いての考察をふくめて報告する．

無阻血下にイリゲーションバイポーラ鑷子にて血管のシーリングを

行った腎部分切除術の経験 :深津顕俊，上平 修，平林裕樹，守屋嘉

恵，木村恭祐，吉川羊子，松浦 治（小牧市民） 57歳，女性．

RCC（左腎中外側・直径 2.5 cm) の臨床診断のもと腎部分切除が検

討されたが，上極を直接小動脈が栄養しており腎門の処理が困難なこ

とから腎門をクランプせず直接腎実質を大動脈鉗子で圧迫し血流の制

御と腎の把持を行うこととした．手術は鏡視下小切開で行った．腎実

質の切離にはモノポーラ電極とメッチェンバウムを用い，実質からの

出血や露出した血管の処理はイリゲーションバイポーラ鑷子を用いて

凝固止血した．腫瘍の部分切除後，腎の剥離面に自家脂肪を詰めて縫

い込み圧迫止血した．イリゲーションバイポーラ鑷子は ERBE 社製

VIO と組み合わせることで強力な凝固を可能にし，腎実質内に入る

程度の太さの血管のシーリングも可能であった．

腎部分切除後に仮性動脈瘤を発症した 3例 :灰谷崇夫，大久保和

俊，植村裕一，後藤崇之，増田憲彦，清水洋祐，井上貴博，渡部

淳，神波大己，吉村耕治，兼松明弘，西山博之，小川 修（京都大）

［緒言］腎腫瘍に対する腎部分切除術では時に術後仮性動脈瘤を発症

することがある．また近年体腔鏡下での部分切除も普及して来てい

る．今回われわれは腎部分切除術後の仮性動脈瘤について検討した．

［症例］1991年から2008年に腎部分切除術を行った115例のうち，仮性

動脈瘤を発症した 3例を検討した．腫瘍径は 15∼40 mm．開腹 2例，

体腔鏡下 1例．術後 5∼10病日に全例肉眼的血尿で発症．コイルで選

択的に動脈塞栓術を行い， 1例に残存動脈瘤を認めるものの全例再出

血はなかった．［結語］腎部分切除後に肉眼的血尿が出現した際には，

仮性動脈瘤を考慮し画像診断を行い，必要に応じて動脈塞栓術を施行

することが重要である．

同一ポートで腹腔鏡下腎摘除術と消化器外科手術を行った 2例 :針

貝俊治，鴨井和実，河内明宏，本郷文弥，邵 仁哲，内藤泰行，平原

直樹，藤原敦子，松ヶ角透，三木恒治（京都府立医大） 症例 1 : 75

歳，男性，胆石症の精査中に右腎腫瘍を指摘される．腹腔鏡下右腎摘

除術後に胆嚢摘出術施行．症例 2 : 57歳，女性，上行結腸腫瘍の精査

中に左腎腫瘍を指摘される．腹腔鏡下右半結腸摘除術後に左腎摘除術

施行．総手術時間はそれぞれ294分と374分，出血量は 250 ml と 300

ml，術中・術後合併症なし．症例 1は Clear cell carcinoma，G2，INF

α，pT3a と Chronic cholecystitis，症例 2は Clear cell carcinoma，G2＞

G3，INFα，pT1a と Adenocarcinoma of the colon，tub2＞por2，ly1，

v2，n2，Stage IIIb であった．適応があれば，同一ポートを利用して

腹腔鏡下に腎摘除術と消化器外科手術を同時に行うことが可能である

と考えられた．

腎部分切除術の臨床的検討 :吉田真理，塩田隆子，石田 亮，錦見

俊徳，山田浩史，横井圭介，小林弘明（名古屋第二赤十字） ［目的］

当院で施行した腎部分切除術に対する成績につき検討したので報告す

る．［対象］2001年 1月から2008年 3月までに腎部分切除術を施行し

た26例を対象とした．絶対適応 3例，相対適応23例，年齢21∼77歳，

平均観察期間は49.3カ月であった．手術は冷阻血法による開放手術に

て施行した．［結果］手術時間は89∼470分，阻血時間は14∼64分，出

血量は 20∼1,310 m（ｌ輸血例 0 例），切除腫瘍径は 10∼61 mm で

あった．組織型は papillary 2例，clearcell 21例，chromophobe 3例で

あった．転帰は癌死 0例，遠隔転移 1例，対側腎転移 1例，非再発生

存24例であった．腎機能低下例 0例．［結語］腎部分切除は腎機能の

温存，制癌効果ともに満足出来るものであった．
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小径腎腫瘍に対する術式と CKD の検討 :杉本公一，橋本 潔，江

左篤宣（NTT 西日本大阪） ［目的］小径腎腫瘍（4 cm 以下）にお

ける術後長期腎機能成績を CKD の観点から報告する．［対象と方法］

1997年 1月から2008年 4月までに画像上診断した小径腎腫瘍 (4 cm

以下）63症例に対して，術式（腎部分切除術 vs 根治的腎摘術），年

齢，高血圧の有無，糖尿病の有無，術前 GFR の各項目に対して，術

後 GFR を悪化させる因子を多変量解析を用いて行った．［結果］術

式，術前 GFR が術後 GFR の悪化させる因子であった (p＜0.05）．

腎部分切除群では術後新たに転移を来たした症例はなかった．［結論］

腎温存手術により CKD 分類 stage 3 となるリスクを回避することが

可能と考えられた．

前立腺生検の臨床的検討 : 阪倉民浩，安達高久（大阪市立住吉市

民），堀井明範（大阪市立北市民），吉村力勇，仲谷達也（大阪市立

大），千住将明（千住泌尿器科クリニック），後藤 毅（後藤クリニッ

ク） ［対象］2000年 7月から2009年 6月までに施行した前立腺生検

538例．年齢は46∼95歳（中間値71歳），PSA 値 0.851∼4,960 ng/ml

（中間値 9.9 ng/ml) であった．［方法］全例経会陰的に検体を採取し，

原則，脊髄麻酔下で施行した．［結果］前立腺癌と診断されたのは179

例（33％）であった．PSA 値による陽性率は 4未満， 4以上10未満，

10以上20未満，20以上，それぞれ14，22，35，61％であった．生検数

による陽性率は 6∼ 8点，10∼12点，14点以上でそれぞれの陽性率は

35，30，43％であった． 2回以上生検を行ったのは28例であり，その

うち 9例は再検で前立腺癌と診断された．

千葉県がんセンターにおける前立腺生検施行症例の臨床的検討 :深

沢 賢，佐塚智和，宮坂杏子，小丸 淳，江越賢一，浜野公明，丸岡

正幸，植田 健（千葉県がんセ），今村有佑，鈴木啓悦，市川智彦

（千葉大） ［目的］前立腺生検施行例の紹介経路などが癌検出率など

に影響を及ぼすかを検討した．［対象］2004年 6月 1日から2008年11

月 7日までの間に初回生検を行った1,002例．［結果］中央値はそれぞ

れ年齢69歳（40∼89歳），血清 PSA 値 9.7 ng/ml (0.6∼12,700 ng/

ml），前立腺重量 34.9 ml (7.2∼175 ml）．PSA 10未満の症例は約 5割

で受診契機は泌尿器科をまず受診して紹介される症例が40％で最多で

あった．全体の癌陽性率は54.7％で grayzone の癌検出率は38.5％．

検診を契機に受診した群と症状があり紹介された群で癌陽性であった

症例の GS と stage を比較したところ検診群の方で有意に悪性度が低

く stage が低い傾向にあった．［結論］検診は前立腺癌発見に有用で

あり早期発見に有用と思われた．

前立腺癌生検における MRI 拡散強調画像の有用性に関する検討，

第 1報 : 喜馬啓介，星山文明，藤本 健，小野隆征，大山信雄，百瀬

均（星ヶ丘厚生年金），田中健寛（同放射線） ［目的］前立腺針生検

の適応決定および癌検出効率に関する MRI 拡散強調画像 (DWI) の

有用性を検討．［方法］過去 1 年に当院で生検が施行され，PSA ＜

100 ng/ml，生検前に DWI が撮像された130名を対象とし，DWI 画像

所見と生検結果の関係を検討した．［結果］PSAgray-zone 症例の生検

での癌検出に対する DWI の感度は60％，特異度は84％，PPV7 2.4

％，NPV 75％．DWI で PZ に所見を認めた場合，同側の PZ からの

癌検出率は約80％，所見を認めない場合は20％未満であった．［結語］

前立腺癌生検の適応決定において DWI が有用であることが示唆され

た．

施設病理・中央病理の前立腺針生検病理所見の相違 : 中井 靖，田

中宣道，辰己佳弘，伊丹祥隆，藤本清秀，平尾佳彦（奈良県立医大），

森田 昇，井上剛志（奈良友紘会），雄谷剛士，山本広明，桑田真巨

（松坂中央総合），岸野辰樹（奈良県立五條） ［目的］前立腺針生検

における病理診断所見の施設間での違いについて検討する．［対象と

方法］2006年 4月から2008年 5月に， 3つの関連施設で行われた前立

腺針生検774例において，それぞれの関連施設で診断されたのち，当

院で再評価し，病理所見の違いを検討した．［結果］774例のうち，

297例が前立腺癌と診断された．そのうち，Gleason score (GS) が一

致した症例が186例（62.6％），GS が上がった症例が66例（22.2％），

GS が下がった症例が43例（14.5％），癌の診断であったが nocancer

と診断された症例が 2例（0.7％）であった．［結語］前立腺針生検の

病理診断における施設間での相違が示された．

無麻酔経直腸前立腺生検における疼痛に関する検討 :橋村正哉，山

田 篤，田中宣道，藤本清秀，平尾佳彦（奈良県立医大），中濱智則，

富岡厚志，永吉純一，仲川嘉紀（大和高田市立），相原衣江，望月祐

司，田中雅博（大阪回生），近藤秀明，川上 隆（大阪暁明館） ［目

的］無麻酔経直腸前立腺生検における疼痛に関する検討．［対象と方

法］2006年 4月から2008年 5月までに，奈良医大および関連施設で行

われた前立腺生検250例において，生検直後に 5段階の visual analogue

pain score (VAS) を用いて痛みの検討を行った．［結果］年齢，

prostate volume (PV），transition zone volume (TZV），生検本数，PV/

生検本数，PSA，CRP，病理結果での prostatitis の有無，癌の有無に

ついて検討を行った．PV が小さい群において有意に VAS スコアが

高く，また CRP が低い群において有意に VAS スコアが高かった．

［結語］PV が小さな前立腺において針生検時により強い痛みを感じ

ていた．

経会陰的前立腺 Saturation 生検―複数回施行例での検討― :矢田

康文，小島宗門（名古屋泌尿器科），早瀬喜正（丸善クリニック）

当院では2003年 2 月より，主に再生検症例に対し経会陰的前立腺

Saturation 生検 (SBx) を行っている．今回，初回 SBx 陰性後の PSA

上昇に伴い施行した複数回 SBx 例を対象に生検陽性率，各種パラ

メータについて検討したので報告する．対象は当院において複数回の

SBx を受けた16例．初回 SBx における陽性率は33％（65/195）で，

陰性130例のうち16例が再 SBx を受け，その陽性率は25％（4/16）で

あった． 1例で再々 SBx を行い，結果は陽性であった．陽性・陰性

例間において年齢，生検間隔，採取数，前立腺容積，PSA，PSAD，

PSAV に有意な差を認めなかった．SBx にても偽陰性症例が少なから

ず存在することから，結果を過信せず，SBx 後の経過観察が重要であ

ると考えられた．

経会陰式前立腺生検における癌症例の領域別分布に関する検討 :宇

野裕巳，豊田将平，高田俊彦，竹内敏視（岐阜市民） ［目的］経会

陰式生検を行い陽性症例の領域別分布を検討した．［方法］対象は

2007年 4月から2009年 3月までの間に経会陰式14∼20カ所生検を施行

した gray zone 症例238例（中央値年齢73歳，PSA 8.29 ng/ml）．生検

適応は直腸診異常または血清 PSA 値 4.01 ng/ml 以上．前立腺領域を

辺縁領域内側，外側，最外側，移行領域前面，後面，尖部腹側の 6領

域に分けて検討した．［成績］癌検出率は全体で36.9％（88/238例），

各領域ではおのおの5.5，7.2，7.7，7.7，6.7，9.3％．陽性本数 2本

以下だった46例の領域別分布は移行域前面と尖部腹側に多く，同部の

生検を行わないと30.4％（14/46）の癌は見落とされる．［結論］癌

好発部位を考慮した生検方法が望ましい．

地域連携パスを用いた前立腺癌診療に関する病診連携のための取り

組み : 平野恭弘，青木雅信，阿曽佳郎（藤枝市立総合），田森真弓，

薮崎史子（同地域医療連携室） ［目的］前立腺癌診療における地域

連携パスを用いた病診連携の推進．［対象・方法］対象は市の前立腺

癌検診受診者および当科通院中の前立腺癌患者．2007年 4月より 6種

の地域連携パス（前立腺癌検診・内分泌療法（薬物治療)・内分泌療

法（両側精巣摘除後)・放射線療法後経過観察・前立腺全摘除術後経

過観察）を作成した．かかりつけ医への説明会を催し協力を募り開始

した．［結果］2009年 5月現在，計59人の患者に地域連携パスを用い，

当科と診療所双方による前立腺癌診療を行っている．［結論］地域連

携パスを用いることによって，拠点病院とかかりつけ医による標準的

で効率的な前立腺癌診療が可能になるのではないかと思われた．

前立腺特異抗原定性検査法の有用性の検討 :雄谷剛士，桑田真臣，

山本広明，丸山良夫（松阪中央総合），本宮善恢（NPO 法人飛鳥医療

福祉研究会），大西昌子，平野 均，矢尾明美（松阪中央総合中央検

査） ［目的］新たに開発された前立腺特異抗原定性検査法の有用性

について検討を行った．［方法］同意をえられた127人の泌尿器科外来

受診男性患者に対して前立腺特異抗原（高感度 Tandem 法）と定性

測定法である TKK-PSA を同時測定し，その精度について検討した．

［結果］PSA 4.0 ng/ml を cut off 値と設定し検討を行った．PSA が4.0

以上64例，4.0未満63例に対し TKK-PSA 陽性73例，陰性54例であっ

た．感度は100％，特異度は85.7％であり，陽性反応的中度は87.7％

であった．［結論］TKK-PSA は前立腺癌検診における簡易スクリー

ニング法として有用なツールとなりうると考えられた．

前立腺がん手帳の作成運用による地域連携の試み :永江浩史（聖隷
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三方原） 前立腺がん地域連携パスは医療者間の診療の標準化と分担

に有用ではあるが，診断∼緩和ケアの全経過上の医療計画の提示→患

者理解・自己決定の担保・支援は不十分である．これらの点を補完し

た前立腺がん手帳を当医療域で試作運用した．対象は2009年 1月以降

の71例（平均73.9歳）で，前方連携 (PSA follow) 3例，後方連携45

例，再燃進行期（緩和ケア期）23例．後方連携の内訳は，治療後安定

期45例（全摘術後18例，根治照射後17例，ホルモン療法10例）連携先

は専門医 5カ所10例，非専門医20カ所52例．患者の自己管理責任も活

用している点に最大の特徴がある．経過と課題につき報告する．

前立腺癌における 18F-FDG PET 検査の有用性の検討 :松谷 亮，

平川和志（恵佑会札幌），伊藤和夫（同放射線画像セ），藤田昌宏（同

臨床病理研究会） 2006年 1月16日から2009年 3月31日までに行われ

た男性初回 PET 検査2,361例中，24例に前立腺異常集積を認めた．21

例が前立腺癌疑い， 2例が前立腺炎疑い， 1例が直腸癌前立腺浸潤疑

いであった．癌疑いの21例のうち10例が当科を受診した． 5例で前立

腺針生検を施行し， 4例に悪性所見を認めた．当科を受診しなかった

11例中 5例は他院で前立腺癌の診断，治療を受けていた．生検で癌が

認められた 4例での異常集積部位は後の病理診断での癌の局在とほぼ

一致した．泌尿器科領域での PET の有用性はまだ確立されていない

が，PET での前立腺異常集積に対しては針生検など積極的な精査を

行う必要性があることが示唆された．

Optical view 法を用いた腹腔鏡下腎摘除術における遊離腎の摘出

方法 : 横井繁明，三輪好生，中根慶太，仲野正博，出口 隆（岐阜

大），高橋義人（岐阜県総合医療セ） われわれは経腹的な腹腔鏡手

術における第 1 trocar にXCEL を用いた optical view 法を用いている．

［目的］Optical view 法を用いた腹腔鏡下腎摘除術における遊離腎の摘

出方法を報告する．［方法］腎が遊離したところで傍腹直筋切開に小

切開を加え，Endocatch2 を挿入し腎を収納する．袋で気腹を漏れな

いようにし，止血を確認し，ドレンを留置後，必要最小限な切開を加

え摘出する．［成績］40症例で本法を用いた．歩行・経口摂取開始に

は影響を与えなかったが鎮痛剤の使用はより軽減した印象であった．

［結論］Trocar 以外に新たな創が必要であるが，体型に左右されず，

筋肉の損傷をより防ぐことも可能で，摘出時のストレスも軽減でき有

用な方法と思われた．

腹腔鏡下前立腺全摘除術における LaproCLIP の有用性 :稲元輝

生，伊夫貴直和，小山耕平，枝川 右，水谷陽一，右梅貴信，東 治

人，勝岡洋治（大阪医科大） 腹腔鏡下前立腺全摘除術における一連

の手術手技のうち神経血管束の処理は手術時間を決定する因子となり

うる．われわれは吸収性クリップ LaproCLIP を最近の腹腔鏡下前立

腺全摘除術における神経血管束処理に用いておりその使用法と有用性

を検証した．デノビエ筋膜を前立腺側で切開し前立腺辺縁の形状を意

識しながら vascular pedicle の処理をクリップにて行った．この際，凝

固装置は必ずしも使用する必要はなかった．前立腺基部にて血管茎の

処理を行った後には体部と尖部は鈍的に容易に剥離できた．クリップ

周囲の癒着や尿道の瘢痕性狭窄などはいずれの症例においても観察さ

れなかった．LaproCLIP は安全に用いることが出来る有効なツール

であると思われる．

腹腔鏡下前立腺全摘除術における助手変更の影響を軽減するための

助手マニュアル試案の検討 :佐野剛視，中嶋正和，七里泰正（大津市

民） 熟練助手のビデオを元に作成した腹腔鏡下前立腺全摘除術の助

手マニュアルを使用し，助手を変更しても周術期パラメータが安定す

るか検討した．新規助手は実地前に，各ステップの countertraction や

suction を標準化したマニュアルを学習した．2007年 5月以降の40例

（熟練助手20例，新規助手初期10例，同後期10例）において3群の周術

期パラメータを比較した．各群とも手術合併症を認めず，手術時間の

中央値はそれぞれ244，224，230分，出血量の中央値は 413，247，

323 ml で群間に有意差を認めなかった．助手マニュアルの学習で，

周術期パラメータは助手変更の初期から安定すると考えられた．

腹腔鏡手術の術中・術後合併症の検討 :坂本 亘，葉山琢磨，出口

隆司，牧野哲也，浅井利大，石井啓一，上川禎則，杉本俊門（大阪市

立総合医療セ） ［目的］1992年から当院で施行した518例の腹腔鏡手

術の術中・術後の合併症を検討した．［対象］疾患は，副腎・後腹膜

腫瘍135例，腎・腎尿管腫瘍126例，腎部分切除32例，水腎症39例，前

立腺全摘55例，非触知精巣39例，VUR 12例，尿失禁 6例，腎下垂 2

例，尿膜管 2例，膀胱憩室 2例，大静脈後尿管 1例，骨盤リンパ節 6

例，RPLND 1例などである．［結果］開腹移行を17例（ 3％），術式

変更を 3例（腎部分切除がラパロ腎摘へ），後日再手術を 5例に認め

た，輸血を45例（ 9％）に行った．大きな合併症を11例（十二指腸，

小腸，直腸損傷，尿管狭窄，気胸，腹壁ヘルニア，尿漏，リンパ漏，

下肢マヒ）に認めた．

膀胱全摘除術後，癌性髄膜炎を急速に来たした 1例 :岩崎比良志，

杉本貴与，酒井晨秀，布施春樹（舞鶴共済），野原隆弘（富山赤十

字），今村好章（福井大病理） 症例は67歳，男性．主訴は肉眼的血

尿と体重減少．近医にて浸潤性膀胱癌と診断され当科紹介となる．

T3N2M0 との診断のもと MVAC 2コース施行．腫瘍の縮小認めたた

め，2009年 3月18日膀胱全摘除術，回腸利用新膀胱造設術施行した．

病理組織学的所見は UC＞SCC，G3，pT3b であった．術後 9日目に

左上肢の脱力感が出現，頭部 MRI にて脳梗塞が疑われたため治療開

始するも病状は悪化．項部硬直も出現したため髄液検査を施行したと

ころ尿路上皮癌細胞を認め，癌性髄膜炎の確定診断となった．術後35

日目に患者は永眠された．尿路上皮癌による癌性髄膜炎はきわめて稀

で，調べた限りでは本邦 9例目であった．

膀胱全摘除術後に鼠径リンパ節転移を来たした膀胱癌の 2例 :小林

正雄，木内利朗，木下竜弥，植田知博，井上 均，高田 剛，原 恒

男（市立池田） ［症例 1］65歳，男性．2004年12月膀胱全摘除術＋

回腸導管造設術施行，病理組織は UC，G3＞G2，INFβ，pT4，pN0，

pMx．術後残存尿道へ CDDP 併用リニアック（計 60 Gy) 施行．2009

年 1月の腹部 CT で両側鼠径リンパ節転移が疑われ両側鼠径リンパ節

摘除術を施行したところ病理組織は UC であった．［症例 2］73歳，

男性．2007年 6月膀胱前立腺尿道全摘除術および尿管皮膚瘻造設術施

行，病理組織は UC，G3＞ G2，INF β，pT3b，pN2，pMx．術後

MVAC 療法 2サイクル施行し経過観察していたが2008年 8月陰茎根

部腫脹・両側鼠径リンパ節腫大を認めたため二期的に陰茎部分切除術

ならびに左鼠径リンパ節摘除術を施行，病理組織は UC であった．

High grade pT1 腫瘍に対する初回 TURBT と second TUR の意

義 :藤本清秀，穴井 智，山田 篤，福井真二，中井 靖，平尾佳彦

（奈良県立医科大），吉川元清，高田 聡，細川幸成，林 美樹（多根

総合），吉川 聡（阪奈中央） High-grade (HG) pT1 腫瘍に対して，

各ガイドラインでは restaging を目的とした診断的意義から，second

TUR の実施を推奨している．今回，初回 TURBT で HG pT1 腫瘍と

診断された17例に対して second TUR を施行し，初回および second

TUR の病理組織診断を比較検討した．17例中 3例（17.6％）に残存

腫瘍 (pTis，pTa，pT1 各 1例）を認めたが，筋層浸潤による残存腫

瘍は認めなかった．海外の報告と異なり残存率は低く，表在性に残存

する腫瘍は認めたが，浸潤性腫瘍の staging error は認めず，初回

TURBT で完全切除と正確な病期診断を得れば，BCG 術後補助療法

も有効であり，second TUR が必要な症例は高度多発例など HG pT1

腫瘍の一部に限定できると思われた．

T1G3 膀胱癌に対する Second TUR-Bt の検討 :児玉芳季，佐々木

有見子，金川紘司，高見智世，倉本朋未，森 喬史，藤井令央奈，南

方良仁，松村永秀，稲垣 武，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医

大） ［目的］T1G3 膀胱癌に対する second TUR-Bt の意義について

検討する．［対象・方法］1999年 8月から2009年 5月までに当科を受

診した表在性膀胱癌患者のうち，初回 TUR の病理診断が G3，pT1

であったため，約 1カ月後に second TUR-Bt を施行した28例について

検討した．［結果］平均年齢74.0歳．男性26例，女性 2例．初回 TUR

時にランダム生検を行い， 7 例に CIS の合併が見られた．Second

TUR-Bt では，14例（50％）に残存腫瘍が認められ，Tis 1例，Ta 6

例，T1 6例，T2 1例であった．T2 の検出された 1例は，治療方針変

更により後日膀胱全摘除術が行われた．

上部尿路を含めた尿路上皮内癌に対する BCG 膀胱内注入療法の臨

床的検討 :宮崎 有，松田 淳，西原千香子，長谷太郎，熊田憲彦，

柏原 昇（市立吹田市民） ［目的］上部尿路上皮内癌に対する BCG

注入療法を施行した症例について検討した．［対象・方法］上部尿路

上皮内癌に対する BCG 注入療法を施行した 5例について解析した．
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すべて男性症例で平均年齢71歳 右側 2例，左側 1例，両側 2例．尿

管ステントを留置し，逆流を利用し膀胱内注入を行う方法をとった．

［結果］観察期間は32.8カ月（ 2∼73カ月) で，再発があったものが

1例，尿路内に再発ないものの膀胱内再発を認めたものが 1例，再発

のないものが 3例．再発があった症例においても再度 BCG 注入療法

施行し，その後膀胱内再発あるも，上部尿路には再発を認めなかっ

た．［結論］上部尿路上皮内癌に対する BCG 注入療法は有効である

と考えられた．

上部尿路癌エピソードをもつ BCG 膀胱内注入症例 :西尾英紀，岡

村武彦，守時良演，廣瀬泰彦，加藤利基，秋田英俊（安城更生），戸

澤啓一 郡 健二郎（名古屋市立大） BCG 膀胱内注入療法施行例に

ついて，治療前後における上部尿路上皮癌発生例の臨床的検討を行っ

た．対象は25例で，上部尿路上皮癌非発生253例と比較した．G1 :

G2 : G3＝4 : 18 : 3，深達度 Tis : Ta : T1＝1 : 10 : 14．BCG 治療後

の観察期間は平均53カ月で，最長128カ月．上部尿路上皮癌発生時期

については BCG 治療前が19例，治療後が 5例，前後で両側に発生し

た例が 1例あり，この症例は結果的に両側腎摘後透析に移行した．25

例中21例が生存， 3例が癌死， 1例が他因死であった．時期について

は，治療前で最長 6年，治療後で10年に及ぶものまであり，BCG 治

療後の経過観察は上部尿路の検索も含め，長期にわたって定期的に行

う必要があるものと思われた．

高齢者（80歳以上）に対する BCG 膀胱内注入療法の検討 :森 康

範，大関孝之，加藤良成，井口正典（市立貝塚） 当院にて BCG 膀

胱内注入療法を施行した83例（80歳以上16例，70歳代35例，60歳代17

例，60歳未満15例）を対象とし高齢者（特に80歳以上）における効

果，安全性などを検討した．副作用は80歳以上37.5％，80歳未満31.8

％（60歳未満40％）と若年者に多く認めた． 2年 cancer free survival

は上皮内癌群 : 80歳以上0.24，80歳未満0.52，再発予防群 : 80歳以上

0.59，80歳未満0.63と80歳以上で低かった．また，再発までの平均期

間は80歳以上で短かった．今回の検討では BCG 膀胱内注入療法は高

齢者においても効果は劣るけれども安全に施行できると考えられた．

上部尿路上皮内癌に対する BCG 注入療法の検討 :竹澤健太郎，中

澤成晃，米田 傑，谷川 剛，藤田和利，奥見雅由，細見昌弘，山口

誓司（大阪府立急性期・総合医療セ） ［目的］上部尿路 CIS に対す

る DJ 尿管ステントを用いた BCG 注入療法の有効性を検討した．［対

象と方法］2000年12月∼2008年11月に上部尿路 CIS と診断した22例，

36腎尿管に対し DJ ステント留置の上，膀胱内 BCG 注入療法を施行

した．［結果］片側施行が 8 例，両側施行が14例，平均年齢74歳

（55∼86歳），平均観察期間38カ月（ 4∼101カ月)． 2例が副作用のた

め目標回数を遂行できなかった．奏効率は72％， 2年以上の非再発率

は50％であった．観察期間中2例が癌死した．［結論］DJ ステントを

用いた BCG 注入療法は有効な治療法と考えられたが無効例は早期に

手術を考慮すべきと考えられた．

後腹膜アプローチ腹腔鏡下腎尿管全摘術の臨床的検討 :田中一志，

山口耕平，兵頭洋二，石村武志，村蒔基次，原口貴裕，中野雄造，三

宅秀明，武中 篤，藤澤正人（神戸大） ［目的］リンパ節郭清術を

施行しなかった後腹膜アプローチ腹腔鏡下腎尿管全摘術の臨床的検討

を行った．［対象と方法］当院にて2000年 9月から2009年 4月までの

間に同手術を施行された43人を対象とし，retrospective に解析を行っ

た．［結果と考察］年齢の中央値は73歳．病理結果は pTa 12例，pT0

1例，pT1 12例，pT2 2例，pT3 15例，pT4 1例で，異型度はG1 4例，

G2 21例，G3 18例であった．観察期間の中央値は41カ月で， 5年生存

率および非再発率は，全生存率78％，疾患特異的生存率81％，非再発

率51％であった．全生存率において，異型度で有意な差を認め，low

grade 腫瘍に関し本術式は有用であると思われた．

進行性尿路上皮癌に対する低濃度抗癌剤併用局所ハイパーサーミア

の効果 : 上田公介，前田二美子（名古屋前立腺セ），長谷川武夫（同

志社大），山田泰之（厚生連・海南） ［目的］進行性尿路上皮癌に対

して低濃度抗癌剤併用局所ハイパーサーミアの効果について調べた．

［対象と方法］対象は2004年 4月から2009年 3月までに治療した進行

性尿路上皮癌 7例である． 2例が腎盂癌， 5例が膀胱癌である．治療

方法は，抗癌剤として CDDP，MMC，GEM などを使用した．ハイ

パーサーミア前に生食水 500 ml に CDDP 2.5∼10 mg，MMC 1 mg，

GEM 200 mg をそれぞれ溶解し，静脈内に点滴投与した．［結果と考

察］治療効果は，CR 3例，PR 1例，NC 3例であった．現在までに

3例が死亡し， 4例が生存中である（16∼58カ月）．副作用は軽度の

疲労感のみであった．本治療は副作用が少なく，生存期間の延長をね

らったものと考えられた．

当院における尿路上皮癌に対する GC (Gemcitabine＋Cisplatin)

療法の使用経験 : 西川徳彰，田中智章，芝野伸太郎，森本和也，井口

太郎，松山昌秀，玉田 聡，鞍作克之，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市

立大） 進行尿路上皮癌に対する全身化学療法として，Cisplatin を中

心とした多剤併用療法が標準的である．最近，Gemcitabine を組み合

わせた GC 療法がM-VAC 療法と比較して，同等の近接効果があるこ

と，また副作用が少ないことが報告されている．今回われわれは，

2008年 9月より現在までに進行尿路上皮癌 3例，転移性ベリニ管癌 1

例に対して GC 療法を施行した．その効果および副作用につき，臨

床的検討を加え報告する．

転移を有する尿路上皮癌に対する GC (Gemcitabine/Cisplatin)

療法の検討 : 牧野雄樹，松岡崇志，北 悠希，田岡利宜也，伊波

恵，宗田 武，井上幸治，武縄 淳，寺井章人（倉敷中央） ［目的］

転移を有する尿路上皮癌に対し， 1次化学療法として GC 療法を施

行した症例について，有効性と安全性を検討した．［対象と方法］対

象は，2004年から当院で 1次化学療法として GC 療法を施行した22

例． 3週を 1コースとし，1,000 mg/m2 の GEM を day 1，8 に，70

mg/m2 の CDDP を day 1 に投与．［結果］年齢52∼80歳（中央値74

歳），男性17例，女性 5例．原発層は，膀胱癌12例，腎盂癌 4例，尿

管癌 5例，尿道癌 1例．平均観察期間は12.4カ月で，GC 療法施行数

は 1∼ 4（平均2.4）コース．CR 3例，PR 7例，SD 10例で，奏功率

は45.5％．有害事象は，grade 3 以上の好中球/血小板減少を11例/10

例に認めたが治療関連死はなかった．［結論］GC 療法の有効性と安

全性を確認した．

膀胱原発腺癌に対し TS-1＋CDDP 併用療法を行った 2症例 : 林

泰司，野澤昌弘，石井徳味，植村天受（近畿大），大関孝之（市立貝

塚），花井 禎（恒進会排尿セ） 症例 1は59歳，男性．主訴は肉眼

的血尿．T3N1M0 の膀胱腫瘍と診断．膀胱全摘除術を試みたが骨盤

壁と強固に癒着しており，不完全切除となった．病理結果は，低分化

型腺癌であった．術後，追加治療として TS-1＋CDDP 療法を 3クー

ル施行し，一時NC であったが，約 1年後に病勢悪化し，癌死した．

症例 2は，35歳，男性で主訴は肉眼的血尿．T3N0M0 の膀胱腫瘍と

診断．膀胱部分切除術を行い，病理結果は，腺癌であった．TS-1＋

CDDP 療法を 3クール施行後に腹膜転移出現し，その後さらに TS-

1＋CDDP 4クール追加し，現在 TS-1 単独療法行っているが，NC を

維持している．膀胱原発腺癌は稀な疾患であり，確立された治療法は

なく，今後さらなるエビデンスの蓄積が期待される．

単一の長期療養型入所施設における Foley catheter 留置のリスク

ファクターの検討 :稲元輝生，東 治人，勝岡洋治（大阪医科大），

小山耕平，枝川 右（大阪医科大，衿正会生駒），福川由美子，水越

美佐子，柴田みどり，斉藤恵理子，福田勝英（衿正会生駒）

長期療養型入所中の高齢者における Foley catheter の留置症例を対象

として調査した．356人の入所中患者を対象として摂食割合・BMI・

年齢・摂取カロリー・血清アルブミン値・ヘモグロビン・血糖値・コ

レステロール値・Cr・BUN・糖尿病の有無・脳血管障害の既往・感

染兆候の有無を全例で調査した．得られた結果から Foley catheter 留

置の有無を従属変数とした 2項ロジスティックモデルを用いて多変量

解析を行った．その結果，感染兆候の有無 (p＜0.001 : 95％ CI＝

2.28∼17.50) と脳血管障害の既往 (p＝0.001 : 95％ CI＝3.04∼

56.04) がカテーテル留置のリスク要因となることが判明した．

夜間多尿に及ぼす下肢浮腫と起床時尿中抗利尿ホルモンの関係 : 山

田 篤，平山暁秀，藤本清秀，平尾佳彦1（奈良県立医大），松下千

枝，木村昇紀（西奈良中央），谷 満，原本順規（高清会高井），夏目

修（宇陀市立），山本雅司（松下会白庭） ［目的］夕刻の下肢水分貯

留と夜間の抗利尿ホルモンの分泌の関係を検討した．［対象と方法］

63例の50歳以上の男性を対象とし，24時間排尿日誌にて夜間尿量が

0.9 ml/min 以上の症例を夜間多尿と定義した．下肢浮腫値について

は bioelectric impedance analysis を用いた．［結果］夜間尿量と下肢浮
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腫値および起床時尿中抗利尿ホルモンはそれぞれ相関関係を認めた．

また夜間多尿に影響を与える因子として多変量解析を行ったところ独

立影響因子は尿中の抗利尿ホルモンのみであった．［結語］夕刻の下

肢の水分貯留は夜間の抗利尿ホルモンの分泌を抑制し夜間多尿を生じ

ている可能性が示唆された．

女性下部尿路症状に対する干渉低周波刺激療法の Carry-over

effect の検討 :大口尚基，中川雅之，三島崇生，河 源，松田公志

（関西医大） ［目的］干渉低周波刺激療法は頻尿，尿意切迫感，尿失

禁などの下部尿路症状に対してその有用性が確かめられている．今回

われわれは干渉低周波でえられた効果がどのくらい続くのかその

carry-over effect につき検討した［方法］2007年 1月から2009年 7月ま

でに当院女性泌尿器外来を受診した患者で干渉低周波刺激療法を施行

し，効果が認められ終了後，経過観察ができた11症例，年齢（33∼77

歳），QOL 評価表 (ICIQ-SF，KHQ，OABSS，IPSS) を用い評価

検討した［結果］効果持続は最短で 3カ月，最長で24カ月であった．

効果発現が早かった症例ほど効果持続は長い傾向であった．さらなる

検討を加え報告する．

高齢者の排尿管理，特に排尿ケアの社会学的検証 : 松田久雄（泉北

藤井），植村天受（近畿大），渥美公秀（大阪大人間科学） ［緒言］

医療的ケア，特に介助導尿と絡む排尿ケアにおける問題に焦点をおき

検討した．［方法］2004年に，大阪府南部を中心に排泄障害について

の意識調査を行ったが，その後介護現場において，意識変化がどのよ

うに変化しているかの検討するため，2009年 3月から 6月にかけ再調

査を行った．［結果・考察］排尿困難な患者に対しての間歇的自己導

尿，介助導尿ならびに排尿誘導に関して意識に変化は 5年間で向上し

ている結果であった．介護現場における泌尿器科領域においてもその

臨床領域が広がり，かつては考えられなかったような問題が持ち込ま

れ，そうした現実のなかで，実際に使える理論や方法が必要とされて

いると思われる．

間質性膀胱炎の男女差 : 高原典子，棚瀬和弥，稲村 聡，伊藤秀

明，大山伸幸，秋野裕信（福井大），南後 修，藤田知洋，中井正浩，

塩山力也（藤田記念），吉田浩士（吉田医院） 当院と関連病院にて

間質性膀胱炎の診断と治療を行った25例（女性18例，男性 7例）の検

討を行った．男性 7例中 6例に前立腺疾患としての治療歴があった．

症状出現から診断までの期間は，有意差はないものの中央値で男性が

6 年，女性が 3 年であった．当院では膀胱水圧拡張術と，膀胱内

DMSO 注入，IPD 内服の 3者併用療法を行っているが，全例が 3者

併用療法開始後に何らかの改善を認めた．しかし男女ともに短期間に

症状再発する例が多く，また，有意差はないが男性の方が症状再燃ま

での期間が短い傾向にあった．男性は前立腺肥大症や慢性前立腺炎と

して治療される期間が長く，診断までに時間がかかり，女性よりも治

療に難渋する傾向が認められた．

直腸瘤に対するメッシュが一塊となり再発していた 1例 : 高比優

子，木内 寛，木村俊夫，市丸直嗣（健保連大阪中央），山口晶子，

竹山政美（泉北藤井），加藤稚佳子（梅田ガーデンシティ女性クリ

ニック） 直腸瘤に対するメッシュ手術後，同部位に再発したため

に，当院にて一塊に丸まったメッシュを摘除し，Tension-free Vaginal

Mesh (TVM) 手術を施行した症例について報告する．61歳，女性．

近医にて直腸瘤に対して，メッシュ手術を施行されたが，術後 2カ月

で再発して来たため，再手術を希望され，当院受診．内診にて直腸瘤

stage III，後膣壁にメッシュと思われる腫瘤を触れた．メッシュが一

塊となったために直腸瘤が再発したと診断し，メッシュ摘除と TVM-

P を行った．メッシュは完全に摘除可能であり，定型通りに TVM-P

を行うことができた．術後 6カ月を経過した現在，再発を認めていな

い．

強固な頸部固定と子宮前屈により骨盤臓器脱再発を予防するメッ

シュ手術 : 鈴木省治，加藤久美子（名古屋第一赤十字女性泌尿器），

山本茂樹，古橋憲一，鈴木弘一，吉田和彦，村瀬達良（名古屋第一赤

十字） 骨盤臓器脱に対する TVM 手術は約6％の再発率が問題点で，

子宮頸部だけが再脱出するという特徴的な症状が報告されている．一

般的に子宮の傾きは前屈が 8割強で後屈が2割弱を占めるが，骨盤臓

器脱の悪化に伴い子宮後屈が増加するという報告がある．われわれが

TVM 手術を行った骨盤臓器脱の700症例でも，術前の超音波検査で

子宮後屈の割合が増加して，シネ MRI では骨盤臓器が脱出するとき

には，子宮が後屈しながら頸部が下垂することが示された．骨盤臓器

脱の再発予防には子宮頸部を骨盤腔高位に固定すること以外に子宮前

屈が有効であると考え，TVM 手術に工夫を加えることで確実な頸部

固定と子宮前屈を行う術式を考案した．

当科における TVM 手術の検討 :栗林正人，成本一隆，北川育秀，

小中弘之，並木幹夫（金沢大） ［目的］当科で施行した骨盤臓器脱

に対する TVM 手術の治療成績を報告する．［対象と方法］2005年11

月∼2009年 6月に90例の TVM 手術を施行した．年齢は中央値67歳

（44∼83歳）であった．［結果］手術時間は a-TVM 87±31分，ap-

TVM 133±28分，p-TVM 114±14分であった．出血量は中央値 62 ml

(0∼2,900 ml），抗凝固療法中の患者 1例に輸血を要した．術中，膀

胱損傷を 4例（ 4％）生じたが，いずれも経膣的に修復可能であっ

た．術後，stage 2 以上の再発を 3 例（ 3％），メッシュ露出を 7 例

（ 8％），de novo SUI を12例（16％）に認めた．術前 PFS における 1

度以上の閉塞の有無は，術後 de novo SUI の有無と相関した．［結論］

TVM 手術の安全性や優れた短期∼中期成績が確認された．

骨盤臓器脱に対する TVM 手術の臨床的検討 :米田尚生，藤本佳

則，宇野雅博，山田佳輝，高木公暁（大垣市民），増栄孝子（岐阜

大） ［目的］Tension-free vaginal mesh (TVM) 手術は手術侵襲が少

なく，再発の少ない術式とされ，日本でも骨盤臓器脱に対する手術法

として急速に普及している．当科における本術式での治療成績につい

て検討した．［方法］2007年 8月から骨盤臓器脱に対して TVM 手術

を行った31例を対象とし，合併症や治療効果について検討した．［成

績］TVM-A は23例，TVM-AP は 8例に施行．合併症としては排尿困

難 1例，血腫形成 1例，膣壁貫通 1例あったが，膀胱・直腸穿孔や

メッシュ糜爛は認めなかった．再発例は 4例に認め，術後 SUI のた

め 4例に TVT 手術を施行した．［結論］重篤な合併症はなく，TVM

は骨盤臓器脱に対する標準手術法となりうると考えられた．

骨盤臓器脱に対する TVM 手術後の排尿困難症例に関する検討 :三

輪好生，増栄孝子，菊地美奈，佐藤 啓美，出口 隆（岐阜大），守

山洋司，藤広 茂（岐阜赤十字），西野好則（西野クリニック） 骨

盤臓器脱に対する TVM 手術の術後，一過性の排尿困難を認めること

がある．これまでわれわれは TVM を施行した55例のうち， 7例に一

時的な間歇自己導尿を必要としたが，これらの症例に関して術前後の

尿流量測定および残尿，排尿日誌による排尿状態の変化を調べ，その

特徴について考察した．また 1例は手術前後の UDS 所見， 3例は術

後の UDS 所見も評価した． 7例中 4例において術前の Qmax は 10

ml/s 未満であり，また 7例中 4例で術前の残尿が 100 ml 以上であっ

た．術後 UDS を行った 4例はいずれも閉塞を認めず weak detrusor を

呈していた．術前より Qmax が低く残尿の多い症例に対しては術前

UDS を施行し，術後排尿困難のリスクを評価する必要がある．

高齢者に発生した精巣胚細胞腫瘍の 1例 :早川将平，佐藤 元，柳

岡正範（静岡赤十字），置塩則彦（置塩泌尿器科クリニック） 症例

は78歳，男性．無痛性の右精巣腫大を主訴に受診．超音波検査にて充

実性の腫瘤を認め，AFP 205 ng/ml，HCG-β 0.9 ng/ml と腫瘍マー

カーは高値を示した．右精巣腫瘍の診断にて右高位精巣摘除術を施

行．病理組織診断はセミノーマ，胎児性癌，奇形腫の混合型であっ

た．胸腹部 CT，骨シンチで明らかな転移は認めず，臨床病期Ｉ非セ

ミノーマ．術後，腫瘍マーカーは正常化し，現在経過観察中である．

高齢者に発生する精巣胚細胞腫瘍は比較的稀な症例であり，若干の文

献的考察を加えて報告する．

縦隔原発胚細胞腫瘍の 3例 :岡所広祐，村上 薫，千菊敦士，澤田

篤郎，柴崎 昇，奥村和弘（天理よろづ相談所），神頭 徹，中川達

雄（同呼吸器外科） 縦隔原発胚細胞腫瘍を 3例経験した．症例 1 :

39歳，男性．主訴は胸部圧迫感．AFP 1513，HCG 539．13 cm の縦隔

腫瘍に対して EP 4コース後残存腫瘍切除．Non-seminomatous germ

cell tumor (mixed type) の残存を認めた．症例 2 : 25歳，男性．検診に

て縦隔異常陰影を指摘．生検の結果 7 cm の germinoma と診断．肝と

肺に転移あり．AFP 正常，HCGβ 10,410．化学療法計 6コース施行

後, 転移は消失した. 残存腫瘍を切除し viable cell を認めず. 症例 3 :

29歳，男性．主訴は血痰．AFP 15,000，13 cm の縦隔腫瘍を認めた．

化学療法計 7コース施行後切除．標本に未熟奇形腫の残存を認めた．
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尿閉を来たした尿道血管腫の 1例 : 田原秀一，牛嶋 壮，深澤陽

平，宮下浩明（近江八幡市立総合医療セ），細川洋平（同病理検査）

67歳，女性．尿閉を主訴に紹介受診．外尿道口を覆うように直径約 3

cm の暗赤色の腫瘤を認めた．膀胱鏡検査で尿道，膀胱には異常所見

を認めなかった．MRI 検査にて腫瘤は外尿道口に限局しており周囲

への浸潤，リンパ節転移は認めなかった．診断と治療をかねて外尿道

口腫瘍切除術を施行した．術後 7日目に尿道カテーテルを抜去し，排

尿可能となり，残尿を認めず排尿状態は改善した．病理診断結果は尿

道血管腫であった．尿道血管腫は稀な腫瘍であり文献的考察を加えて

報告する．

陰嚢内に発生した EGIST (extragastrointestinal stromal tumor)

の 1例 : 中川勝弘，安田宗生，能勢和宏，西岡 伯（近畿大堺），前

倉俊治（同病理診断），秋山隆弘（堺温心会） 症例 : 59歳，男性．

2005年 2月陰嚢内に無痛性腫瘤を触知したが放置していた．2008年 1

月腫瘤の増大を自覚して当科受診．当初は右精巣上体炎として治療を

行っていたが，さらに増大傾向を認めたため右精巣腫瘍を疑い同年 3

月に右高位精巣適除術を施行した．病理組織診断は精巣鞘膜から発生

した GIST であった．術後，上下部消化管内視鏡検査，PET-CT にて

原発巣および転移巣を疑う所見を認めず，陰嚢内に発生した extra-

gastrointestinal stromal tumor (EGIST) と診断した．メシル酸イマチニ

ブによるアジュバント療法を施行し，現在まで再発なく経過してい

る．若干の文献的考察を加えて報告する．

VIO システムを用いた前立腺全摘術の経験 : 上平 修，吉川羊子，

深津顕俊，木村恭祐，守屋嘉恵，平林裕樹，松浦 治（小牧市民）

［目的］新しい止血凝固装置である VIO システムの有用性を検討し

た．［方法］システム導入後の前立腺全摘30例を導入前30例（対照群）

と比較した．［結果］出血量は中央値 197 ml（対照群 591 ml 以下同

様），手術時間は180分（217分），入院期間も14.9日（19.3日）と改善

した．尿禁制率は 1 年 92％（100％），PSA 非再発率は 3 年 92％

（86％）で差を認めなかった．［結論］VIO システム導入後，安全，

迅速に手術を行うことが可能になった．患者の回復も良好で，癌制御

の点からも従来の方法と遜色のない結果であった．VIO システムは

今後の手術器具の標準装置になりうると考えられた．

根治的前立腺摘除術におけるミニマム創内視鏡下手術と開腹手術の

臨床的検討 :高木康治，成島雅博，下地敏雄（名鉄） ［目的と方法］

2005年 9月から2009年 4月までの間に当院にて逆行性アプローチで施

行した根治的前立腺摘除術症例50例を臨床的に検討した．開腹術18

例，ミニマム創内視鏡下手術（ミニマム創）32例である．［結果］手

術時間は開腹術204.6（161∼301）分，ミニマム創244.4（178∼310）

分．出血量は開腹術1,174（324∼3,071) ml，ミニマム創996（284∼

2,505) ml．術後 1年での尿禁制率は開腹術83.3％，ミニマム創87.5

％．断端陽性は開腹術 4例，ミニマム創 1例．［結語］ミニマム創内

視鏡下手術は低侵襲であり，手術成績も開腹術に劣らない．また開腹

術から安全に移行できる術式でもある．

当院での腹腔鏡下前立腺全摘除術における術後尿失禁対策 : 伊夫貴

直和（北摂総合），稲元輝生，藤末 裕，小山耕平，能見勇人，右梅

貴信，水谷陽一，東 治人，勝岡洋治（大阪医科大） 当科で2007年

8月より2008年12月までに腹腔鏡下前立腺全摘除術を施行した53例に

ついて尿失禁対策（膀胱頸部温存，膀胱後壁の補強，尿道の温存，膀

胱尿道吻合部の吊り上げなど）施行前および施行後の 2群にわけ， 2

群間での患者背景，手術結果および術後の尿失禁の改善についての検

討を行った．結果，尿失禁対策施行前 (Gp1），施行後 (Gp2) では手

術時間 (median : 280分 vs 283分）および出血量 (median : 390 ml vs 510

ml) では有意差は認めなかったが，尿失禁改善率 (Pad-free 率）では

3カ月（8.1％ vs 31.3％）， 6カ月後（22.2％ vs 81.8％）と有意に改

善を認めた．

当院における腹腔鏡下小切開根治的前立腺全摘除術 (PLES-RRP)

の治療成績 : 舛井 覚，曽我倫久人，佐々木豪，三木 学，岩本陽

一，西川晃平，長谷川嘉弘，神田英輝，山田泰司，木瀬英明，有馬公

伸，杉村芳樹（三重大） ［目的］当院で施行した PLES-RRP の治療

成績を検討した．［対象］2003年 4 月から2009年 3 月までに PLES-

RRP を施行した55例．［結果］切開創平均 7.6 cm，手術時間中間値

284分，出血量中間値 1,278 ml．術中直腸損傷 1例（1.8％），術早期

合併症 2 例（3.6％），晩期合併症 7 例（12.7％）．術後病理診断 :

pT0 が 3例，pT2 が42例，pT3 が10例．ew 陽性率 : pT2 が4.7％，

pT3 が80.0％． 5年 PSA 非再発率 : pT2 が94.2％，pT3 が66.7％．

［結語］術後合併症の頻度は低く，pT2 で ew 陽性率および PSA 再発

率が低値であった．

腹腔鏡下前立腺全摘除術後の再発予測因子の検討 :戸澤啓一，橋本

良博，梅本幸裕，郡 健二郎（名古屋市立大），河合憲康，永田大介

（名古屋市立東部医療セ東市民），秋田英俊（安城更生），安井孝周

（海南），伊藤恭典（名古屋市立西部医療セ城西） ［目的］われわれ

はこれまで，腹腔鏡下前立腺全摘除術の術後長期成績が開腹手術とほ

ぼ同等であることを示してきた．今回，術後再発予測因子を検討し

た．［対象］2000年 8月より2009年 5月までに当科で行われた腹腔鏡

下前立腺全摘除術320症例のうち 1年以上経過観察可能であった T2

以下の101例を対象とした．生存分析は Kaplan Mayer 法，再発予測因

子の検討は多変量解析を用いた．［結果と考察］術前 PSA，

Gleasonsum，ネオアジュバント療法の有無が有意な術後再発予測因子

と考えられた．これらの症例，特に highrisk 症例には術後，アジュバ

ント療法を考慮する必要があると考える．

前立腺癌に対するヨウ素125密封小線源治療の初期経験 :宇都宮紀

明，山口憲明，住吉崇幸，増田憲彦，白石裕介，大久保和俊，岡田卓

也，清川岳彦，六車光英，川喜田睦司（神戸市立医療セ中央市民），

奥野芳茂（同放射線） ［目的］I-125 を用いた密封小線源治療の初期

経験を報告する．［対象］2007年 5月から2009年 5月までに小線源治

療を行った35例（外照射併用 4例）を対象．平均年齢は69.2歳，診断

時の平均 PSA 値は 8.03 ng/ml，臨床病期は T1c 16例，T2a 11例，

T2b 2例，T2c 6例，Gleasonscore は 3＋3 21例，3＋4 11例，4＋3 3例

であった．［結果］線源挿入に要した平均時間は112分，線源個数は平

均72.7個， 1カ月後における V100，D90 の平均値はそれぞれ95.6，

118.33％であった．一時的な尿閉 1例，線源迷入 5例を認めた．［結

論］I-125 密封小線源治療は重篤な合併症を来たすことが少なく安全

な治療法である．さらに症例を重ねて手術時間の短縮，良好な線量分

布を得ることが必要である．

限局性前立腺癌に対するシード治療の初期経験 : 術中計画法のすす

め : 小中弘之，八重樫洋，島 崇，成本一隆，泉 浩二，三輪聰太

郎，宮城 徹，前田雄司，金谷二郎，北川育秀，角野佳史，溝上

敦，高 栄哲，並木 幹夫（金沢大） 当院で2007年 5月より開始し

た限局性前立腺癌に対するシード治療の初期経験を報告する．対象は

2009年 5月までの約 2年間にシード治療が施行された50例．治療はヨ

ウ素125を用いたシード単独療法とし，処方線量は 145 Gy．治療計画

はアプリケーター針刺入後に行う interactive planning 法を全例に用い

た．術後線量の平均値は，前立腺 D90 166.7 Gy，V100 95.6％，尿道

V150 23.2％，直腸 V100 0.33 cc．短期の観察期間ではあるが，現時

点において明らかな PSA 再発および，尿道・直腸に対する重篤な有

害事象は認められず，良好な線量分布と安定した術後経過がえられて

いる．術中計画法の導入によって，より効果的で安全なシード治療が

可能と考えられた．

前立腺密封小線源永久挿入療法における排尿症状の検討 : 徳永亨

介，森田展代，石井健夫，橘 宏典，近澤逸平，菅 幸大，森山

学，宮澤克人，田中達朗，鈴木孝治（金沢医大），大田清隆，的場宗

孝，利波久雄（同放射線），湊 宏（同病態診断） ［目的］前立腺

癌密封小線源永久挿入療法前後の排尿症状を検討した．［対象］2007

年 3月から2009年 6月までに治療した80例を対象とした．治療前，治

療後 1，3，6，9，12カ月目に I?PSS および尿流量測定を施行し排

尿症状を検討した．［結果］I?PSS は術後 3カ月目に増加のピークを

認め，術後12カ月目に術前状態まで改善した．刺激症状と閉塞症状に

分けて評価したところ，閉塞症状は術後 1カ月目に増加のピークを認

めた．尿流率は術後 6カ月目まで低下，術後12カ月目に術前の状態ま

で改善した．残尿量と残尿率は術後 1カ月目に増加のピークを認め，

術後12カ月目に術前の状態まで改善した．

限局性前立腺癌に対する IMRT の短期成績 :米田達明，吉田将士，

今井 伸，工藤真哉（聖隷浜松） ［目的］限局性前立腺癌に対する
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IMRT の短期成績を検討した．［対象と方法］2007年 5月∼2008年 7

月までに IMRT 単独で治療した26例で，PSA 値は 3.2∼49.6 ng/ml

(15.6），臨床病期は T1c 7例，T2 19例，GS は 6 5例，7 12例， 8∼

9 9例であった．照射装置は VARIAN-Clinac21EX を使用し，線量は

76 Gy/38 Fr を前立腺局所に照射した．［結果］ 1 年後の PSA 値は

0.2∼6.5 ng/ml (2.0），PSA 低下率は21∼97％（83）， 1年生化学的

非再発率は96％であった．生化学的再発の 3例に内分泌療法を開始し

た．急性期有害事象は18/26例（69％），晩期は 1 例で，いずれも

grade 1 であった．［結語］IMRT 単独療法の短期間の有効性が示さ

れ，さらなる症例の集積と追跡調査が必要である．

限局性前立腺癌に対するトモセラピーを用いた単独治療後の PSA

推移の検討 :西田泰幸，石原 哲（木沢記念），南舘 謙，仲野正博，

出口 隆（岐阜大） ［目的］根治的に IMRT を行った限局性前立腺

癌の PSA の推移を検討した．［対象と方法］リスク分類により内分泌

療法なしで 74∼76 Gy 照射を実施した cT1c-T2b，N0，M0 のうち 6

カ月以上 PSA を連続測定した結果を解析した (n＝100)．［成績］治

療終了時に PSA は治療前値のおおよそ60％となり，治療後 2カ月ま

でに40％， 6カ月まで緩やかに低下して安定した．PSAnadir＋2.0以

上の上昇を 2例に，臨床再燃を 1例に認めた．［結論］IMRT 単独治

療でおおむね 6カ月までにおおよそ PSA は nadir レベルになるもの

と考えられた．

NovalisBody による Goldmarker 併用限局性前立腺癌の治療経

験 : 喜久山 明，橘 宏典（浅ノ川総合），太郎田融，石黒 充（定位

放射線外科セ），高仲 強（金沢大放射線） 対象は，2004年11月∼

2009年 6月までに IMRT を行った T1 21例，T2 65例，T3 16例の計

102例の限局性前立腺癌である．照射は 7 ∼ 9 門の IMRT にて

goldmarker 埋め込みを併用し，76 Gy/38 F で前立腺および精嚢を標

的として照射した．なお高リスク群は 50 Gy/24 F で所属リンパ節へ

の照射も行った．治療計画は Brain scan を用い，照射は Novalis body-

exac trac system にて行った．同 system を用い全例治療計画との誤差 1

mm 以下で毎回の照射が可能であった．観察期間の中央値は27.6カ月

で高リスク群の 2例に PSA 再発を認めているが重篤な有害事象の発

生もなく高精度な前立腺癌 IMRT の施行が可能であった．

ホルモン抵抗性前立腺癌に対する Docetaxel/Estramustine (DE)

併用療法の意義 :寺川智章，酒井伊織，村蒔基次，三宅秀明，武中

篤，藤澤正人（神戸大） 2007年 5月から2009年 5月までの間にホル

モン抵抗性前立腺癌の診断で Tri-weekly DE 療法 (Docetaxel 70 mg/

m2，day 1，Estramustine 560 mg/day，day 1∼7) を施行した32例の成

績を検討した．年齢および治療前 PSA の中央値は，それぞれ71歳お

よび 37.0 ng/ml であった．Tri-weekly DE 療法は中央値で 3コース施

行した．近接効果は CR，PR，NC および PD が，それぞれ10，10，

10および 2例であった．Grade 3 以上の有害事象は，白血球減少，貧

血，血小板減少，食欲低下および全身倦怠感を，それぞれ26，7，1，

5および 4例に認めた．Tri-weekly DE 療法は，ホルモン抵抗性前立

腺癌に対する有効な治療法であると考えられた．

当院における去勢抵抗性前立腺癌に対する Docetaxel を用いた化

学療法の成績 :杉山大樹，白木良一，引地 克，糠谷拓尚，和志田重

人，森川高光，深見直彦，丸山高広，佐々木ひと美，日下 守，石川

清仁，星長清隆（藤田保衛大） ［目的］去勢抵抗性前立腺癌に対す

る Docetaxel を用いた化学療法の成績について Retrospective に検討し

た．［対象と方法］2005年 5月から2009年 6月までの25症例．年齢は

50∼82（中央値70）歳．化学療法開始時 PSA 値は 1.79∼3，869 ng/

ml（中央値113.62）であった．Docetaxel (70 mg/m2) を 3∼ 4週ごと

投与しハイドロコーチゾンを併用して治療した．［結果］施行コース

数は 2∼34（中央値 8）コース．PSA 30％以上の低下を10例（40％）

に認め， 8例（32％）で50％以上の低下を認めた．治療開始からの生

存期間は 2∼40（中央値11）カ月であった．［結語］ホルモン不応性

前立腺癌に対して Docetaxel を用いた化学療法は有用である．

持続勃起症を呈した前立腺癌 Neuroendocrine differentiation の

1例 :藤井秀岳，森田壮平，阿部弘一，稲葉光彦，中ノ内恒如，納谷

佳男（京都第一赤十字） 84歳，男性．2005年12月から前立腺癌

stage C にて MAB 療法開始（精巣摘除術＋ビカルタミド）されてい

た．その後 PSA＝0.2 前後で推移しており，コントロールは良好で

あった．2009年 5 月，low-flow type の持続勃起症にて他院で Winter

シャント術施行も軽快せず，加療目的で当院転院となった．同日，

Barry 法ならびに Quackels 法を施行したが完全寛解には至らなかっ

た．血清 NSE 高値と術後 CT にて前立腺の著明な腫大と多発性肺転

移・溶骨性骨転移像認めたため，前立腺針生検施行したところ前立腺

癌 neuroendocrine differentiation を来たしていた．

高密度焦点式超音波 (HIFU) 療法後に生じた尿道直腸瘻に対し外

科的治療を施行した 3例 :中山雅志，波多野浩士，河嶋厚成，向井雅

俊，永原 啓，中井康友，高山仁志，奥山明彦，野々村祝夫（大阪

大），小林正雄（市立池田），三宅 修（正志会みやけクリニック）

他院で限局性前立腺癌に対する高密度焦点式超音波 (HIFU) 療法施

行後に生じた尿道直腸瘻に対し，外科的治療を施行した 3例を報告す

る． 1例目は初回 HIFU 施行後に，残りの 2例は 2度の HIFU 施行

後尿道直腸瘻が出現． 1例目は前立腺全摘除術および瘻孔修復術を施

行．残りの 2例は前立腺全摘除術および直腸低位前方切除術を施行し

た．全例，術後経過順調に直腸瘻は完治した． 3例中 2例で前立腺に

残存腫瘍を認めた．外科的切除断端は 1例で陽性であった．HIFU 施

行後の尿道直腸瘻に対する外科的治療は安全に施行できると思われ

た．しかし，HIFU 後のサルベージ療法としての前立腺全摘除術と考

えた場合，手技的な難しさを感じた．

前立腺肥大症患者に対する酢酸クロルマジノン投与後の PSA およ

びテストステロンの変化と排尿症状について :辻 秀憲，植村天受

（近畿大） ［目的］酢酸クロルマジノン (CMA) は前立腺を縮小させ

る目的で投与される一方，PSA，テストステロン (T) は低下する．

今回投与後，休薬後の数値推移と，排尿症状の変化を中心に検討し

た．［方法］114例の多施設共同研究で，対象は50歳以上，PSA ≦10

ng/ml，IPSS ≦8 かつQOL スコア ≧2，前立腺推定体積 ≧20 ml，尿

流量測定にて最大尿流率 ＜15 ml/s とした．［結果］CMA 投与開始時

の PSA は 5.39 ng/ml，Tは 4.48 ng/ml（平均値）．投与16週後の PSA

は 2.37 ng/ml，Tは 0.91 ng/ml と有意に低下した．前立腺体積，I-

PSS による排尿症状の変化についても報告する．

外科的治療が奏功した左水腎症を伴うナットクラッカー症候群の 2

例 : 上村吉穂，福田 護，高島 博，江川雅之（市立砺波総合），小

杉郁子 (同心臓血管），大竹裕志 (金沢大心肺・総合外科） 症例 1 :

64歳，女性．主訴は左側腹部痛と肉眼的血尿．DIP で左水腎症，左

上部尿管蛇行を指摘.腹部 CT, 血管造影検査より,ナットクラッカー

症候群と診断．左腎静脈転位術，左尿管剥離術を施行．術後経過は良

好．術後 3カ月目の CT で左腎静脈拡張，水腎症は消失．症例 2 : 25

歳，男性．主訴は左背部痛．DIP で左水腎症，左腎盂尿管移行部狭

窄，多発左腎結石を指摘．腹部 CT，血管造影検査より，ナットク

ラッカー症候群と診断．左腎静脈転位術，左腎盂形成術，左腎盂切石

術を一期的に施行．術後経過は良好．術後 9日目に退院．以上 2例に

文献的考察を加えて報告する．

横行結腸導管の 3例 :植村祐一，神波大己，後藤裕文，白石裕介，

清水洋祐，井上貴博，大久保和俊，渡部 淳，吉村耕治，兼松明弘，

西山博之，小川 修（京都大） 放射線治療の既往のため尿路変向に

回腸が使用できない 3例に対して横行結腸導管造設術を施行した． 2

例は人工肛門造設を同時に施行した．症例 1 : 68歳，女性．子宮癌で

術後放射線照射．直腸周囲膿瘍，膀胱膣瘻に対し横行結腸ストマ，横

行結腸導管造設．症例 2 : 78歳，男性．膀胱癌で膀胱部分切除後放射

線照射．放射線直腸炎に起因する直腸膀胱瘻，仙骨前面膿瘍あり，横

行結腸ストマ，横行結腸導管造設．症例 3 : 64歳，女性．子宮癌で術

後全骨盤照射．膀胱癌にて膀胱全摘術，横行結腸導管造設． 3例とも

比較的術後経過良好であった．横行結腸導管は回腸導管が施行できな

い症例に対して安全に施行可能な術式と考えられた．

前方腹膜外到達法によるミニマム創腎部分切除 :小嶋一平，荒木英

盛，黒田和男，田中篤史，長井辰哉（豊橋市民） ［目的］前方腹膜

外アプローチによるミニマム創内視鏡下腎部分切除について報告す

る．［方法］仰臥位にて患側約 5 cm の傍腹直筋切開で腹膜に到達す

る．体腔鏡観察下で腹膜を剥離し，腎側面で外側円錐筋膜を切開し，

さらに内側へ腹膜を剥離すると腎前面，腎茎部から大血管までが容易

に露出される．本術式は開腹手術と同様に，容易に迅速な縫合が行
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え，マイクロターゼにより凝固し，腫瘍を切除する．［結果］手術翌

日より食事を開始し，また疼痛も軽度であるため，歩行も第 2病日に

は制限なしとしている． 3例の腎細胞癌の患者に本術式を行ったが全

例で本術式を完遂，術後経過も良好であった．

前部尿道狭窄に対する Prepucial flap による一期的尿道形成術の

経験 :青木勝也，初鹿野俊輔，藤本清秀，平尾佳彦（奈良県立医大），

喜馬啓介，星山文明，藤本 健，小野隆征，大山信雄，百瀬 均（星

が丘厚生年金） ［目的］前部尿道狭窄に対する初期治療として内視

鏡下切開が行われることが多いが，治療に難渋するケースも少なくな

い．今回，難治性前部尿道狭窄に対して prepucial flap による一期的

尿道形成術を行ったので報告する．［症例 1］73歳，男性．医原性尿

道狭窄に対して計 3回の内視鏡下切開後に circularprepucial flap によ

る onlay 法で形成した．［症例 2］19歳，男性．特発性前部尿道狭窄

に対して計 4 回の内視鏡下切開後に augmented anastomotic urethro-

plasty 法で形成した．［結果］現在それぞれ術後16， 4カ月が経過し，

合併症なく経過良好である．［結論］難治性前部尿道狭窄に対する

prepucial flap による一期的尿道形成術は有用であると考える．

ソフト凝固を用いた TUR-P :増田 裕（藍野），勝岡洋治（大阪医

科大） ［方法］藍野病院泌尿器科で行った低電圧凝固を使用した 2

泊 3日の短期入院 TUR-P の46例について検討した．前立腺腺腫切除

後の前立腺切除面からの出血にローラー型の電極を用い低電圧凝固を

用いた．［結果］患者年齢は72.91±7.52（58∼85）歳，平均在院日数

は3.42±1.12（ 3∼ 8）日，カテーテル留置期間1.04±0.21（ 1∼

2）日，平均切除量は 13.04±12.03 (3∼65) g であった．術後の合

併症は少なく，入院当日手術で，TUR-P の在院日数を最短の 2泊 3

日で実施可能であった．［結語］新たに開発された電気外科手術装置

の低電圧凝固を用いる事により，TUR-P の合併症の減少および在院

日数の短縮が可能となりうることが示唆された．

私が行っているHoLEP の手技 : 平林康男，浦 邦委（橋本市民），

豊澤徳行，松岡 啓（久留米大） 現在，HoLEP は本邦において120

施設以上において行われており，その症例数は年々増加している．し

かしながらまだ絶対的な手技は確立されておらず，個々の術者の技

量，経験に基づく方法にゆだねられている．疑問点とし，1）外科的

被膜にどこでアプローチするか？，2）精阜近位の横切開の深さは？，

3） 5時 7時の切開の深さは？（頸部），4）膀胱頸部の処理は？（穿

孔の危険性），5）尖部の粘膜切開のタイミング，位置は？この疑問点

を解決するために私の行っている方法を理論的な裏付けとともに供覧

する．

HoLEP により切除重量が 100 g を超えた症例の検討 :彦坂和信，

桜井孝彦，石瀬仁司，浅野晴好（愛知県済生会） 当院で施行した

HoLEP により摘出重量が 100 g を超えた症例について，その有効性

と安全性を検討した．対象は215例中13例で，年齢68∼85歳（平均

78.0歳），摘出重量 100∼265 g（平均 143.2 g），平均手術時間は175

分．術前後の Hb 値の変化は 2.1 g/dl であり，輸血を施行した症例は

なかった．100 g 未満の症例と比べ，手術時間や Hb 値に差はあるも

のの，平均尿道カテーテル留置期間は両者に差はなく術後経過は共に

良好であった．HoLEP は 100 g 以上の症例に対しても比較的安全に

行うことが可能で，早期退院など術後 QOL の点においても有効な手

術方法であると思われる．

当院における経尿道的バイポーラ前立腺核出術 (TUEB) の初期治

療成績 : 中川雅之，福井勝也，井上貴昭，駒井資弘，川端和史，河

源，大口尚基，木下秀文，松田公志（関西医大枚方） ［目的］BPH

患者に対し経尿道的バイポーラ前立腺核出術 (TUEB) を行い，手術

時間，切除量などにつき検討した．［対象と方法］2008年 5 月から

2009年 6月までに関西医科大学枚方病院で行った TUEB を施行した

18名．［結果］平均66.9歳（60∼76歳），前立腺推定容量平均 65.1 ml

(34∼190 ml），推定 TZ 容量平均 39.9 ml (15∼120 ml)，手術時間平

均202.5分（75∼266分），摘出重量 33 g (6∼78 g）．排尿状態は術前と

術後 3∼ 4カ月の比較で最大尿流量率 5.7 ml/sec (3∼9 ml/sec) から

16.1 ml/sec (6∼35 ml/sec)，残尿量 86.1 ml (9∼273 ml) から 49.1 ml

(0∼201 ml) と改善した．前立腺皮膜損傷を 1 例に認めたが，TUR

反応は認められなかった．［考察］TUEB は BPH 患者に対し有効で

より安全性の高い治療法であると考える．

当院における TUEB (Transurethral enucleation with bipolar)

の初期治療成績 : 山中邦人，津村功志，松下 経，松原重治，川端

岳（関西労災） ［目的］前立腺肥大症に対する低侵襲手術として経

尿道的前立腺核出術 (TUEB) を経験したので初期治療成績について

検討した．［対象］2009年 6月までに TUEB を施行した17症例を対象

とした．［結果］年齢60∼77歳（平均66歳），前立腺推定体積 23∼105

ml（平均 60.4 ml），切除重量 10∼60 g（平均 28.9 g），全手術時間

73∼200分（平均125分），カテーテル留置期間 3∼ 7日（平均4.4日）

であった．合併症として術後低血圧 2例，腹圧性尿失禁 1例を認め

た．［結語］治療導入初期で症例数も少ないが，本治療は前立腺肥大

症に対して有力な治療選択肢になりうると思われた．

当院における仙骨ブロック下での TURisV の経験 :浅妻 顕，中

山義晴，高山秀則（高山クリニック） ［目的］仙骨ブロック下での

TURisV の治療成績と安全性について検討した．［対象と方法］BPH

6例，年齢71∼90歳（中央値78.5歳）に対し， 2％リドカイン 10 ml

にて仙骨ブロックを行い，TURisV を施行した．［結果］手術時間は

19∼47分（38分）， 3例で術中疼痛に対しペンタゾシン静注を施行し

た．尿道カテーテル留置期間は 1∼ 4日（ 1日），カテーテル牽引・

膀胱内持続洗浄はそれぞれ 3， 4例で不要であった．早期の術後安静

解除が可能であり， 1例が外来手術， 2例は翌日退院であった． 2例

でカテーテル抜去後の尿閉を認め，カテーテル再留置となった．全例

で術後残尿は減少した．［考察］仙骨ブロック下での TURisV は，日

帰り・短期入院での BPH 外科治療の選択肢となりうる．

TURP 後の止血と痛みの関係 : 野尻佳克，大菅陽子，岡村菊夫

（国立長寿医療セ） ［目的］TURP 終了時の止血についての検討は

ほとんどない．［方法］2005年 6月から2007年 7月までの間に当院で

TURP を行った患者で認知症のない105例を，切除面を切除ループで

こすっても出血がなくなるまで十分に止血をした止血群73例と，通常

の止血を行った対照群32例にわけ比較した．［成績］鎮痛剤使用回数

は手術日から順に，止血群0.8，0.6，0.3，対照群0.8，1.0，0.5と手

術翌日で有意に少なかった．排尿時痛スケールはカテーテル抜去日か

ら順に，止血群1.6，1.1，0.9，対照群2.2，1.9，1.4と有意に止血群

で低かった．［結論］TURP 終了時に十分止血を行うことで，TURP

術後の痛みを減らすことができた．

排尿中の尿道コンプライアンスが低下すると尿道抵抗が増加し，排

尿圧が増大する :西本憲一，黒木慶和，桝田周佳，播本幸司，西川慶

一郎（生長会府中） ［目的］排尿中の尿道コンプライアンス (C) が

低下すると尿道抵抗 (R) が増加し，排尿圧が増大することを尿流曲

線を使用して検討する．［対象および方法］262例の正常および前立腺

肥大症と診断された男性の尿流曲線を使い排尿モデルで曲線を近似し

て，C，R，排尿圧の積分値を排尿量で除した単位尿量当たりの排尿

圧を計算した．［結果］Cが低下するとRが増加し，単位尿量当たり

の排尿圧が増大していた．［考察］Cが低下すると，尿道内の圧が上

昇しても尿道の拡張が不良となり，尿道抵抗が増加する．BPH や

BNC などでCが低下すると，尿道抵抗が増大して，高圧排尿となる

ことを示している．BPH 例でもCが低下しない例はRも小さく，相

対的に低圧であった．

前立腺肥大症患者における下部尿路症状の実態調査とタムスロシン

の有用性に関する検討 :辻村 晃，高尾徹也，宮川 康，奥田英伸，

山本圭介，福原慎一郎，中山治郎，奥山明彦（大阪大） ［目的］

BPH 患者の下部尿路症状の実態を確認し，タムスロシン (Tam) の病

態別の有効性を検討した．［方法］BPH 患者に Tam 0.2 mg/日を4週

間投与し，治療前後に I-PSS と OABSS，BII の調査をした．［結果］

BPH 患者の OAB 合併率は64％であった．Tam 投与により I-PSS と

OABSS は有意な改善を示した．QOL スコアと BII の全項目で有意な

改善効果が確認された．OAB 合併の有無に関わらず Tam の治療効果

は良好であった．［考察］BPH 患者は高頻度にOAB を合併しており，

QOL が低下している可能性がある．BPH 患者では OAB 合併の有無

に関わらず，Tam は第一選択薬として有用である．

BPH/LUTS 症例に対するナフトピジル投与の包括的健康関連

QOL に与える影響 ; SF-8 質問表による縦断的検討 :小宮 顕（富山

大），三上和男（富山大，千葉県済生会習志野，千葉排尿障害 QOL

調査グループ），鈴木啓悦，阿波裕輔，荒木千裕，市川智彦（千葉大，
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千葉排尿障害 QOL 調査グループ），中津裕臣（国保旭中央，千葉排

尿障害 QOL 調査グループ），藤村正亮（千葉県済生会習志野，千葉

排尿障害 QOL 調査グループ），佐藤直秀，桜山由利，大木健正，太

田 詔，布施秀樹，大西哲郎（千葉排尿障害 QOL 調査グループ）

［目的］BPH/LUTS 症例に対するナフトピジル投与の包括的健康関連

QOL に与える影響を縦断的および前向きに検討した．［方法］BPH/

LUTS 症例99例を対象とした．ナフトピジル投与前・ 4・8週後の 3

点で IPSS および SF-8 質問表（健康関連 QOL) にてアンケート調査

を行った．［成績］IPSS は治療前と比べ 4・8週で有意な改善を示し

た．治療前に PF およびGH，RE は国民標準値より低下していたが，

治療 8週で標準値と同等にまで改善し，BP はより有意に良好となっ

た．MCS は改善したが， 8 週目でも依然として有意に低値であっ

た．［結論］BPH/LUTS 症例では，ナフトピジルによる治療により，

排尿症状改善とともに身体的および精神的健康度でも有意な改善効果

を示した．

既治療 BPH 症例における薬剤変更の有用性に関する研究 : 中農

勇，百瀬 均，原本順規，三馬省二，坂 宗久，田中雅博，明山達

哉，鳥本一匡，池田朋博，平山暁秀，藤本清秀，平尾佳彦（奈良泌尿

器疾患研究治療グループ） ［目的］α1A 受容体に選択性の高いシロ

ドシンへの変更が有用な BPH 症例の特徴について検討した．［対象

と方法］対象は，シロドシン以外の α 遮断薬服用中の BPH 症例94

例．変更前と変更後 4，12週後の排尿症状，尿流測定結果を比較し

た．［結果］変更前薬剤は塩酸タムスロシン69例（T群），ナフトピジ

ル25例（N群）．T群では，4，12週後のIPSS・排尿症状スコア・蓄

尿症状スコア・QOL と 4週後 PVR が有意に減少したが，Qmax は

変化を認めなかった．N群では，さらに12週後の排尿症状スコア・

QOL と 4，12週後 PVR に改善を認めなかった．［結語］タムスロシ

ンで十分な効果がえられない症例に対するシロドシンへの薬剤変更の

有用性が示唆された．

当院で経験したフルニエ症候群の症例 :柏木佑太，萩倉美奈子，山

本徳則，武田宗万，中野洋二郎（公立陶生） 症例 1 : 79歳，男性．

2009年 4月初旬当院救急搬送．陰嚢黒色変化あり，フルニエ症候群に

よる敗血症性ショックと診断．症例 2 : 40歳，男性．2005年11月初旬

にクローン病による肛門周囲膿瘍を trigger とするフルニエ症候群と

診断． 2症例ともに，緊急で広範囲デブリードマンと洗浄ドレナージ

を施行し，ICU で呼吸循環管理となった．その後，高気圧酸素治療

施行し感染コントロールついたところで形成手術を施行し，経過は良

好．フルニエ症候群は外陰部や会陰部に発症する壊死性筋膜炎であ

り，治療が遅れれば致死的な経過をたどる予後不良な感染症であり，

早期の広範囲デブリードマンと洗浄ドレナージ・高気圧酸素療法を含

めた感染症対策が重要である．

早期の腎摘出術が有効であった糖尿病患者に発症した気腫性腎盂腎

炎の 2例 :高木公暁，山田佳輝，宇野雅博，米田尚生，藤本佳則（大

垣市民），傍島裕司，落合啓史，水越俊博（同糖尿病腎臓内科） 気

腫性腎盂腎炎の死亡率は11∼42％と高く重篤な尿路感染症の 1つであ

る．今回われわれは無治療の糖尿病患者に発症した気腫性腎盂腎炎に

対し，エンドトキシン吸着療法，腎摘出術を施行し救命しえた 2例を

経験したので若干の文献的考察を加えて報告する．症例 1 : 64歳，女

性．腹痛，嘔吐，発熱，歩行障害あり夜間救急外来受診．採血検査に

て腎機能障害，高血糖，炎症反応高値を認めた．CT にて右腎実質内

にガス像を認め気腫性腎盂腎炎と診断．翌日腎摘出術施行した．症例

2 : 63歳，女性．悪寒，腹痛あり近医受診．採血検査にて腎機能障

害，炎症反応高値認め当院へ救急搬送．CT にて同様のガス像を認め

気腫性腎盂腎炎の診断．翌日腎摘出術施行した．

当科における気腫性腎盂腎炎 7例の臨床的検討 :佐々木有見子，金

川紘司，高見智世，森 喬史，倉本朋未，児玉芳季，南方良仁，藤井

令央奈，松村永秀，柑本康夫，稲垣 武，原 勲（和歌山県立医科

大） ［目的］当科で過去10年に経験した気腫性腎盂腎炎 7例につい

て臨床的検討を行った．［方法］2000年 1月から2009年 6月までに当

院で経験した気腫性腎盂腎炎 7例について，背景，治療法，転帰など

を検討した．［結果］平均年齢57歳，全員女性で， 5例で重度の糖尿

病が認められた．治療法は内科的治療のみが 2例，エンドトキシン吸

着療法が 1例，経皮的ドレナージが 4例であった．腎摘除術施行例は

なく，死亡症例は見られなかった．［結論］経皮的ドレナージを含め

た保存的治療で良好な治療成績がえられた．若干の文献的考察を加え

て報告する．

尿路敗血症39例の検討 : 中野雄造，安福富彦，松本 穣，田中一

志，武中 篤，荒川創一，藤澤正人（神戸大） ［目的と対象］Com-

promised host の増加に伴い，尿路カテーテル留置に関連した複雑性尿

路感染症などで，しばしば治療に難渋する症例を経験する．さらに重

篤化を来たし尿路性敗血症に至った場合は，生命を脅かす危険があ

る．そこで，神戸大学病院泌尿器科入院患者のうち尿路敗血症と考え

られた39例を対象に，治療法および感染リスクファクターについて検

討を加えた．［結果と考察］基礎疾患として悪性腫瘍，抗癌化学療法

中および術後状態が多く認められ，これらが感染リスクファクターと

考えられた．治療として Empric な抗菌薬の投与に加え，閉塞してい

る尿路通過性の確保，感染病巣になっているカテーテルの除去が必要

であった．

2008年に外来患者の尿中分離細菌の薬剤感受性について : 石川清

仁，引地 克，糠谷拓久，和志田重人，杉山大樹，森川高光，深見直

彦，丸山高広，佐々木ひと美，日下 守，白木良一，星長清隆（藤田

保衛大） 2008年に当院の外来を受診した患者の尿中から分離された

起炎菌につき，その薬剤感受性を調べ，耐性獲得状況を検討した．提

出された検体数は1,793検体で，起炎菌として577株が同定された．大

腸菌（211株）の LVFX 耐性率は15％で，2004年をピークに感受性は

回復傾向にあった．腸球菌（55株）は ABPC・IPM に優れた感受性を

示した．緑膿菌（16株）は CEPs と NQs で25％程度の耐性を示し，

年次推移も増悪傾向にあった．K. pneumoinae（44株）とP. mirabilis

（21株）では ESBL 産生菌が 1 株ずつ検出された．MRSA（20株），

MSSA（37株）の感受性率は通年通りであった．

尿中分離菌の年次的変遷と薬剤感受性について : 三浦徹也，玉田

博，山田裕二，濱見 学（兵庫県立尼崎） 兵庫県立尼崎病院におけ

る泌尿器科外来，入院ならびに他科入院別の2004∼2008年の各菌種分

離頻度および主要分離菌の薬剤感受性について集計し，その推移を検

討した．2008年は，全体で463菌株が尿中から分離された．各菌種の

分離頻度に関してはほぼ例年通りであった．薬剤感受性率に関して

は，P. aeruginosa において IPM 耐性菌は39株中 7株（17.9％）に認

め，MDRP を 4株（10.3％）認めた．また，2008年は泌尿器科病棟

においてMDRP のアウトブレイクを経験した．E. coli において ESBL

産生株は，149株中12株（8.1％）に認め，E. coli のフルオロキノロン

系薬剤の耐性化は進んでおり，LVFX 耐性 E. coli の頻度は28.9％と過

去最高であった．

ソラフェニブ内服中に発症した急性膵炎の 1例 :小林泰之，金光俊

行，嘉元章人，佐藤元孝，森 直樹，関井謙一郎，吉岡俊昭，板谷宏

彬（㈶住友） 症例は71歳，男性．2005年 3月28日根治的左腎摘除術

および腫瘍塞栓摘除術を施行．病理結果は Renal cell carcinoma，clear

cell および spindle cell であった．2008年 4月の腹部 CT にて右副腎転

移を認め IFN を開始するもその後増大認めた．ネクサバール内服開

始 (800 mg/日）した所，day 14 にアミラーゼおよびリパーゼの上昇

認め内服を中止．腹部 CT にて膵臓の腫大を認めた．また採血再検し

アミラーゼ 973 IU/l，リパーゼ 2,733 IU/l，P-アミラーゼ 964 IU/l と

高値認め急性膵炎と診断した．

肺・肝・骨転移を伴う紡錘型腎細胞癌に対するスニチニブの使用経

験 : 岡村基弘，上田朋宏，吉田 徹，田上英毅（京都市立） 症例は

64歳，女性，2005年 9月に腎細胞癌 (T2N0M1) にて右腎摘後補助療

法にて INFα の投与を開始し IL-2 の追加投与と骨転移巣に対して放

射線療法 39 Gy を実施．2008年 4月よりゾレドロン酸を投与するが，

骨転移進行のため分子標的治療薬スニチニブを 4週間投与 2週間休薬

を 1コースとし 50 mg で 9月 3日より開始した．投与21日目に白血

球減少グレード 2を発現したため 37.5 mg に減量し2009年 2月 3日

まで 4 コース投与継続．肺・肝転移に対しては RECIST 評価で SD

であったが，骨転移に対する効果は得られた．今回われわれは骨転移

を伴う紡錘型腎細胞癌に対してスニチニブを使用し効果がえられたの

で報告する．

分子標的薬治療中に腸管穿孔を合併した進行性腎癌の 2例 :出口隆

司，上川禎則，牧野哲也，葉山琢磨，浅井利大，石井啓一，金
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卓，坂本 亘，杉本俊門（大阪市立総合医療セ） 進行性腎癌に対し

分子標的薬治療中に腸管穿孔を合併した 2症例を経験した．症例 1 :

59歳，女性．右腎癌術後，肺・副腎転移に対し IFN 療法行うも PD．

スニチニブ開始したが，嘔吐などの副作用のため 2週間で中止．その

後下血，腹痛を認め，腸管穿孔を疑い緊急開腹術施行． S状結腸に多

発性穿孔を認めた．症例 2 : 54歳，男性．腎移植後で免疫抑制剤投与

中．左腎癌術後，左後腹膜腔に局所再発を認め，IFN 療法行うも

PD．ソラフェニブ開始し腫瘍縮小効果を認めたが，下痢が増悪し 9

カ月目で中止．腎機能障害と炎症反応高値のため入院中，腸管穿孔を

疑い緊急開腹術施行．回盲部穿孔を認めた．両症例の治療経過につき

文献的考察を加えて報告する．

脳転移を定位照射でコントロールしながら分子標的治療を行った腎

細胞癌の 2例 : 永江浩史（聖隷三方原），山田和成（同放射線） 症

例 1 : 71歳，男性．2007年 9月腎摘除 (pT4N1M1＝多発性肺転移，淡

明細胞癌，G2) 後 1カ月で小脳転移発見，定位照射 1回目．IFNα，

IL2 で PD．2008年 5月に左後頭葉の新病変に定位照射 2回目． 1カ

月後よりソラフェニブ開始．11月に新病変出現し定位照射 3回目． 1

カ月後スニチニブ開始． 4 カ月後癌死した．症例 2 : 55歳，男性．

2008年 6月腎摘除 (pT3aN1M1＝多発性肺・骨転移，嫌色素性，G3)

IFNα 3カ月で PD（骨，肝，前頭葉に径 7 mm の転移巣）．10月に定

位照射実施， 1カ月後ソラフェニブ開始．TTP 6カ月で現在緩和ケア

中である．腎癌脳転移に対する定位照射は，中枢神経死を阻止し分子

標的治療につながることにより予後延長に寄与する集学的治療として

の意義がある．

転移性腎癌に対するソラフェニブの治療成績 : 玉田 聡，加藤

実，浅井利大，金 卓，上流水雅人，池本慎一，中村敬弘，田部

茂，鞍作克之，田中智章，川嶋秀紀（大阪化学療法研究会），仲谷達

也（大阪市立大） ［目的］転移性腎癌に対する分子標的薬の治療成

績と副作用について検討した．［方法］2008年 4月からソラフェニブ

を投与した40人を対象とした．［成績］Overall survival は12カ月で

80％，progression free survival は 9カ月で66％であった．Motzer のリ

スク分類別の overall survival は favorable 100％，intermediate 85％，

poor 0％であった．副作用では手足症候群が70％以上の症例で認め

られ，次いで高血圧，脱毛が多くみられた．［結論］ソラフェニブの

治療効果は短期の観察期間ではあるが良好な結果であった．しかし

poor group の生存率は他群と比較し有意に低下しており治療効果がえ

られていない可能性がある．

転移性腎癌における Sorafenib と Sunitinib の Sequential the-

rapy についての検討 :楠川直也，松田陽介，石田泰一，棚瀬和弥，

伊藤秀明，青木芳隆，大山伸幸，三輪吉司，秋野裕信，横山 修（福

井大） 転移性腎癌を有する患者に対してサイトカイン療法を行い，

無効あるいは治療抵抗性となった症例に対して分子標的薬 (Sorafenib

と Sunitinib) を投与し，重大な副作用もしくは評価病変の増大のため

もう一方の分子標的薬に変更する sequential therapy について検討し

た．対象症例は 4 例，全例男性，平均年齢62.5歳（55∼78歳）．

Sorafenib→Sunitinib 2例，Sunitinib→Sorafenib 2例．結果 : Sorafenib→

Sunitinib 1例で変更後 1コース目で SD，残り 3例は PD．SD の症例

も 2カ月後にPDとなった．分子標的薬使用順序など今後さらなる検

討が必要と考えられる．

腎摘出術前に分子標的薬の投与を行った進行腎癌 4症例の検討 :森

川高光，星長清隆，白木良一，石川清仁，日下 守，佐々木ひと美，

丸山高広，深見直彦，杉山大樹，和志田重人，糠谷拓尚，引地 亮

（藤田保衛大） 2008年 4月より当院で分子標的薬を投与された進行

腎癌29例のうち，摘除不能などの理由により 4例に腎摘術前から投与

を開始した（スニチニブ 2例，ソラフェニブ 2例）．そのうち 2例で

投与後に腎摘術を施行した．止血困難，強固な癒着など手術への影響

は少なく，創傷治癒を遅延させるような術後合併症はなかった．他の

2例は経過中 PD となり腎摘術をすることなく癌死した．投与後の画

像診断では SD 2例，PD 2例であり，腫瘍径の縮小効果は認められな

かったが，病理診断で原発腫瘍および転移巣の多くの部位が壊死組織

で占められていた症例もあり，分子標的薬の効果と考えられた．分子

標的薬の術前投与の可能性が示唆できた．

当科における進行腎細胞癌に対する分子標的薬の治療経験 :福井真

二，藤本清秀，穴井 智，岡島英二郎，田中宣道，平山暁秀，平尾佳

彦（奈良県立医大），田中洋造（国保中央），池田朋博，青山秀雄（済

生会奈良） Sorafenib で治療した進行性腎細胞癌13例の治療成績を

検討した．平均年齢58歳（39∼77歳）で，男性11例，女性 2例で，評

価病変は原発巣 1例，転移巣では肺 7例，骨 5例，肝 3例，リンパ節

3例，膵 2例であった．平均投与期間は9.8カ月（ 1∼26，中央値13

カ月）で，PR 1例，SD 6例（平均奏効期間14カ月），PD 7例で，癌

死を 3 例に認めた．副作用では grade 2∼3 の手足症候群が 9 例，

grade 1∼2 の下痢を 5例，grade 1 の倦怠感を 4例，grade 1 の脱毛を

1例に認めた．Grade 2 の胸水と薬疹の各 1例が中止，grade 2 の膿胸

の 1例が休薬，その他は減量した．Sorafenib の有効性と安全性につ

いては今後も多症例で慎重に検討する必要がある．

VEGF 受容体阻害薬による腎癌原発巣への効果の検討 :野澤昌弘，

沖 貴士，奥田康登，南 高文，持田有香，永江幸子，西垣こずえ，

植村天受（近畿大） ［目的］従来，サイトカイン療法では腎癌原発

巣に対する治療効果はほとんど期待できなかった．これに対し，

VEGF 受容体阻害薬では転移巣のみならず腎癌原発巣に対して縮小

効果を示した症例がいくつか報告されている．今回，当科において原

発巣を有する腎癌患者に対して VEGF 受容体阻害薬による治療を

行ったのでその原発巣に対する効果を検討する．［方法］進行性腎癌

で即時，腎摘出術の適応とならず，VEGF 受容体阻害薬を投与した

症例 8例を対象とした．腎癌原発巣について治療前後で画像評価し

た．［結果］評価可能であったのは 7例であった． 7例中 2例はソラ

フェニブおよびスニチニブの逐次交替療法が行われた．詳細を報告す

る．

軟性鏡を用いた経尿道的尿管砕石術 (fTUL) の 4例―当院での初

期経験― : 藤田昌弘，上原 満，鄭 則秀，志水清紀，今津哲央，目

黒則男，清原久和，中村吉宏（市立豊中） 2001年 4月∼2009年 5月

まで当院での TUL は84例であり，そのすべてにおいて硬性鏡を用

い，Lithoclast による砕石術を行っていた．今回われわれは，2009年

6 月に 4 例の fTUL を経験した． 1 例目は右腎盂尿管移行部結石

(11×11 mm）， 2例目は左上部尿管結石 (6 mm 大×2）， 3例目は左

上部尿管結石 (19×10 mm）， 4例目は左不完全重複尿管合流部の中

部尿管結石 (18×10 mm) であった．今回， 4例すべてにおいて軟性

鏡を用い，Holmium-YAGLASER にて砕石を行った．軟性鏡における

手技の利点，欠点および今後の改善点についてわれわれの初期経験を

踏まえて考察し報告する．

U2，U3 尿管結石に対する TUL，ESWL 治療成績の検討 : 阿南

剛，實重 学，林 暁（練馬総合），山中弥太郎（日本大練馬光が

丘），荻原秀隆（荻原クリニック），長谷川倫男（長谷川クリニック）

当院での U2，U3 尿管結石の治療成績を検討した．2007年 1 月∼

2009年 8月までに TUL 治療を施行した33結石と ESWL 治療を施行し

た21結石を対象とし， 2週間後の KUB で治療成績を判定し，残石な

しを成功とした．結果は，TUL では，U2 は 9結石中 7結石成功，

U3 は24結石中24結石で成功した．ESWL では，U2 は 5結石中 2結

石，U3 は16結石中12結石で成功した．追加治療症例では TUL，

ESWL 相互使用もしくは複数回の施行にて全体としては54結石中50

結石で結石除去に成功している．統計学的有意差を検討し，χ 2乗検

定では U3，U2＋U3 にて TUL 治療が ESWL 治療に対して有意差を

認めた．U2，U3 尿管結石では TUL 治療の方が成功率も高いことか

ら，ESWL 治療よりも望ましいと思われた．

シュウ酸カルシウム結石形成における性ホルモンの関与とそのメカ

ニズムの解明 : 吉岡 厳，辻畑正雄，野々村祝夫，奥山明彦（大阪

大） ［目的］尿路結石症発症率の男女差について，ラット結石形成

モデルで検討を行う．［対象と方法］M1（正常オス），M2（去勢オ

ス），M3（テストステロン投与したオス），M4（エストラジオール投

与したオス），F1（正常メス），F2（去勢メス），F3（テストステロン

投与したメス）の 7群で実験を行った．腎臓での結晶沈着を比較し，

NADPH oxidase 活性と antioxidant enzyme の活性について比較を行っ

た．［結果］テストステロン投与は結晶沈着を促進し，エストロゲン

投与は抑制した．エストロゲンは腎臓における antioxidant enzyme の

活性を促進して酸化ストレスを抑制すると考えられた．［結語］性ホ

ルモンは酸化ストレスを介して，結晶沈着へ影響を与えると考えられ

た．
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尿路結石形成初期におけるミトコンドリア崩壊を介した腎尿細管細

胞傷害に対する緑茶の抑制効果 :広瀬真仁，藤井泰普，新美和寛，小

林隆宏，浜本周造，宇佐美雅之，岡田淳志，伊藤恭典，安井孝周，戸

澤啓一，郡 健二郎（名古屋市立大） ［背景］私たちは，尿路結石形

成への腎尿細管細胞傷害の関与を報告した．今回は緑茶の細胞傷害抑

制効果を用いて，結石形成初期変化の違いを検討し，細胞傷害の役割

を解明した．［対象と方法］普通飲料水および緑茶を投与したマウス

へ glyoxylate を連日投与し，投与前，6，12，24，72時間後の腎臓

を採取した．細胞傷害について免疫染色，透過型電子顕微鏡観察を

行った．［結果］緑茶投与マウスでは細胞傷害の抑制によって，結石

形成初期の腎尿細管細胞のミトコンドリア崩壊を軽減させ，細胞の崩

壊物質を減らし，結石形成を遅らせた．［考察］細胞傷害は結石形成

初期に，尿細管細胞やミトコンドリアを崩壊させて，結石形成を促す

ことが示唆された．

骨盤腎の 2例 :安原克彦（埼玉県厚生連熊谷総合） 近年，引き続

いて 2例の骨盤腎を経験したので報告する．［症例 1］20歳，男性．

血尿を主訴に近医受診．CT 上，左骨盤腎を指摘されて，2007年 3月

3日当科受診．両側腎に結石を認めた．数年前から，血尿と結石自排

を認めていた．［症例 2］17歳，男性．血尿，下腹部痛を主訴に近医

受診．2008年10月28日当科受診．CT 上，右骨盤腎を認めた．明らか

な結石は認めなかったが，臨床経過より，尿路結石症と診断した．そ

の後も，血尿と下腹部痛を繰り返している．文献的考察を加えて，こ

の 2例を報告する．

自宅飼育オウムによって CAPD カテーテルが破損した 1症例 :鎌

田良子，武本佳昭，長沼俊秀，山崎健史，仲谷達也（大阪市立大），

池内博和（成山・池内クリニック） 症例は68歳，男性．慢性腎不全

で腹膜透析を施行している．以前より自宅でオウムを飼育していた．

オウムをゲージの外に出し，腹部に乗せていて遊んでいたところ，本

人が気付かないうちに，オウムが CAPD カテーテルに噛み付き，カ

テーテル損傷を起こした．排液が漏れてきたことで，本人がカテーテ

ル損傷に気付き，当院に受診し，Yセット交換の対応で事なきをえ

た．その後は飼育オウムに注意し，問題なく CAPD を施行されてい

る．結語として，腹膜透析患者は自宅で鳥類を飼育する際に，鳥類に

CAPD カテーテルを破損される可能性があることを念頭に置く必要

があり，われわれ医療従事者も留意する必要があると思われた．

転移を有する担癌患者末期腎不全に対し腹膜透析を導入した 2症

例 :徳地 弘，岡垣哲弥（高槻赤十字） 症例 1は75歳，女性．横行

結腸癌にて横行結腸切除術施行． 2年後腹壁，大腸再発認め切除術施

行． 3年後右下腹部皮下転移認め切除術施行．腫瘍は腹膜に浸潤して

おり腹膜も一部切除． 6年後横行結腸再発にて横行結腸切除術，胃部

分切除術施行．左肺転移も認める．血液透析導入．シャント不全に

て，腹膜透析を開始．症例 2は59歳，男性．左肺癌にて放射線治療施

行．放射線性肺臓炎あり．腹膜透析導入後，後頭部皮下，脳転移認め

血液透析併用にて化学療法，放射線治療施行．腹膜透析においてもっ

とも注意を要する被嚢性腹膜硬化症は腹膜透析施行 5年までは発生

率，致命率とも低い．腹膜透析は担癌患者の慢性腎不全治療として有

用であると考えられる．

手根管症候群に対する観血的手術療法 :森本和也，長沼俊秀，山崎

健史，鎌田良子，芝野伸太郎，西川徳彰，武本佳昭1，仲谷達也（大

阪市立大），木下義久（染矢クリニック） ［目的］透析アミロイドー

シスは長期透析患者の合併症の 1つであるが，今回われわれは手根管

症候群に対し当院で施行された観血的手術例に関して考察を行った．

［方法］当院にて1994年から2008年に観血的手根管開放および滑膜切

除術を施行した94症例に関して症状の改善率，再発率などの検討を

行った．［結果］術後疼痛は全例で改善を認め，また再発率は平均観

察期間42.9カ月で 0％であった．また94例中93例において切除滑膜へ

のアミロイド沈着が病理学的に証明された．［結語］観血的手根管開

放および滑膜切除術は手根管症候群に対し有効な治療法の 1つである

と考えられた．

組織血流に与える内シャント作成術の影響 :鎌田良子，武本佳昭，

長沼俊秀，山崎健史，仲谷達也（大阪市立大），小早川 等（山口クリ

ニック高石） 透析患者の高齢化および糖尿病性腎症の増加に伴い手

指の血流不全を呈する患者も増加して来ていると考えられる．透析施

行のために作成される標準的バスキュラーアクセス (VA) は橈骨動

脈と橈側皮静脈を吻合して作成されるために末梢の血流に影響を与え

る可能性がある．そこで本研究ではレーザー血流計を用いて VA 作成

前後の末梢の組織血流を測定した．対象は当院で血液透析導入のため

VA 作成術を施行した 5名（男 2名，女 3名）とした．VA 作成翌日

は全例において末梢の組織血流は減少したが， 4週間後には作成前と

比較して有意に組織血流は増加していた．したがって，短期的には

VA 作成術が抹消循環不全を惹起するとは考えられなかった．

透析患者における脳 Small artery disease の検討 :長沼俊秀，武

本佳昭，山崎健史，鎌田良子，仲谷達也（大阪市立大） ［背景］透

析患者において無症候性脳梗塞 (SCI) の頻度が高いことが報告され

ているが，同様に脳の small artery disease に起因する Crebral micro-

bleeds (CMBs) や大脳白質病変 (PVH，DSWMH) に関する報告はほ

とんどされてないのが現状である．［対象と方法］安定した明らかな

脳血管障害の既往のない透析患者172名を対象に T2 スター法による

撮像を加えた脳 MRI を施行し，SCI，CMBs，PVH，DSWMH の頻

度および背景因子を検討した．［結果］透析患者の40.1％に SCI，

23.3％に CMBs，41.9％に PVHが，43.6％に DSWMH 認められた．

CMBs と PVH，SCI と CMBs には有意な関連が認められた．［結語］

透析患者の脳 small artery disease の頻度は高値であると考えられた．

超高耐圧バルーン (ConquestTM) の使用経験 : 西川徳彰，長沼俊

秀，山崎健史，鎌田良子，井口太郎，武本佳昭，仲谷達也（大阪市立

大），大山 哲（大山クリニック） ［背景］VA 不全に対する

VAIVT において，強固な狭窄を経験することがよくある．最近，30

atm 以上の加圧が可能である超高耐圧バルーンが使用可能となったの

でこれを報告する．［対象］症例は透析歴15年の43歳，男性，2007年

4月に右前腕に人工血管留置したが，以後ほぼ 3∼ 4カ月置きに静脈

圧上昇するたびに PTA を繰り返し， 7回目の PTA で ConquestTM を

使用する機会をえた．［結果］最大 35 atm の加圧で，従来のバルーン

より20％程度の狭窄率の改善を認めたが完全拡張は得られなかった．

バルーンラプチャーは認めなかった．［結語］超高耐圧バルーンは難

治性狭窄において有効なデバイスであると考えられた．

腎不全患者に対する炭酸ガス造影の有用性 :芝野伸太郎，長沼俊

秀，山崎健史，武本佳昭，仲谷達也（大阪市立大） 近年血管内手術

の発展に伴い正確に Vascular Access の狭窄，走行および血流動態を把

握することが必要となってきている．造影剤を用いた digital

subtractionangiography 検査は血管評価の goldstandard であり，血管内

治療や血行再建術を行う前に必要十分な情報を得ることができるが，

造影剤はアレルギーや腎障害という副作用があるため，造影剤にアレ

ルギーの既往のある患者や保存期腎不全の患者，また喘息を有する患

者には使用が困難である．腎不全患者に対して二酸化炭素を用いた

digital subtractionangiography を行い，その有用性を評価したので報告

する．

3次性副甲状腺機能亢進症に対してシナカルセトを投与した 2症例

の検討 :芝野伸太郎，長沼俊秀，北本興市郎，山崎健史，内田潤次，

武本佳昭，仲谷達也（大阪市立大），吉田直正（吉田） 移植後の三

次性副甲状腺機能亢進症に対して，シナカルセトを投与した 2症例に

ついて報告する．症例 1 : 56歳，男性．53歳時に生体腎移植を施行．

移植後，高 Ca 血症が持続するため移植後35カ月目よりシナカルセト

25 mg/隔日で内服開始した．投与開始 2週後では，int-PTH は変化な

かったが，血清 Ca の低下を認めた．投与開始14週時点では Ca 10.5

mg/dl，int-PTH 322 pg/ml まで低下した．症例 2 : 34歳，女性．32歳

時に生体腎移植施行．移植後，血清 Ca は徐々に上昇し，移植後 2カ

月目よりシナカルセト 25 mg/日内服開始．投与開始 2週後には血清

Ca の低下を認めた．投与開始 7週後には Ca 10.7 mg/dl まで低下し

たが，副作用（脱毛）により内服中止を余議なくされた．

二次腎移植を施行した 9例の検討 :深見直彦，佐々木ひと美，引地

克，糠谷拓尚，杉山大樹，和志田重人，森川高光，丸山高広，日下

守，早川邦弘，石川清仁，白木良一，星長清隆（藤田保衛大），杉谷

篤（同臓器移植再生医学） 二次腎移植を施行した 9例（生体 3例，

献腎 6例）につき報告する．一次移植腎廃絶の原因は慢性拒絶反応

（ 7例），primary nonfunction（ 1例），促進型急性拒絶反応（ 1例）．

二次移植時平均年齢は39.8 歳．透析再導入から二次移植までの平均
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期間は54カ月， 2例が preemptive であった．二次移植前 PRA 陽性の

2例は移植前に血漿交換を行い，脾摘もしくは Rituximab を追加し

た．二次移植後 4例に急性拒絶反応を認め， 1例は OKT3 を使用し

た． 1例は移植後46 カ月で Functioning Death，他は現在も生着中で

平均 S-Cr 値 1.39 mg/dl と良好な腎機能を維持している．

移植後 1年目の移植腎プロトコール生検における IgM 陽性の検

討 :角田洋一，斉藤 純，蔦原宏一，阿部豊文，矢澤浩治，市丸直

嗣，奥山明彦（大阪大），岡 一雅（大阪回生病理），京 昌弘（桜橋

医誠会クリニック），小角幸人（高橋クリニック），猪阪善隆，高原史

郎（大阪大先端移植基盤医療学） ［背景］移植腎生検における糸球

体の IgM 陽性に関しては慢性拒絶反応などで報告されている．移植

後 1年目のプロトコール生検(PBX) においてのIgM 陽性例の割合，

組織学的な検討を行った．［方法］移植後1 年目にPBX を行った37名

を対象 IgM，IgG，IgA，C4，C3 の陽性の検討をした．［結果］IgM

陽性は10名（26％）であり，糸球体メンサギウム領域を主に segmen-

tal∼global に認めた． 内訳は IgM のみ 4例，IgM＋C3 2例，IgM＋

IgA＋C3 2例，IgM＋IgA 2例であった．IgM 陽性症例において急性，

慢性拒絶反応のスコアリングで有意な項目は認めなかった．［考察］

移植後 1年目の PBX において変化の少ない糸球体に比較的高頻度に

IgM 陽性を認めた．

大阪市立大学における腎移植症例の検討 :北本興市郎，町田裕一，

長沼俊秀，内田潤次，仲谷達也（大阪市立大） ［目的］当施設にお

ける腎移植の成績を報告する．［対象］1986年 3月から2008年12月ま

でに当施設において施行した腎移植症例190例（生体腎124例，献腎66

例）．［結果］1999年から血液型不適合生体腎移植を開始し，血液型不

適合腎移植は18例，血液型適合腎移植は172例であった．Recipient の

平均年齢は生体腎39.9歳，献腎41.3歳であった．2001年以降の急性拒

絶反応発症率は19.7％とそれ以前に比べて大幅に改善された． 5年生

存率は生体腎98.7％，献腎96％， 5年生着率は生体腎87.1％，献腎

66.6％であった．2001年以降の症例および血液型不適合生体腎移植症

例は生着率100％であった．［結論］近年の免疫抑制剤の発達により，

生着率の向上が認められた．

兵庫医科大学泌尿器科における体腔鏡下ドナー腎採取術50例の臨

床的検討 :樋口喜英，山田祐介，上田康生，鈴木 透，丸山琢雄，近

藤宣幸，野島道生，山本新吾（兵庫医大） 2003年 2月から2009年 5

月までに当科において施行した体腔鏡下ドナー腎採取術50例の検討を

行った．49例が経腹膜アプローチで，開腹手術の既往のある 1例のみ

が後腹腹アプローチで行われた．術中合併症は，腸間膜血管損傷 1

例，脾臓損傷 1例，虫垂損傷 1例，自動縫合器のミスファイヤー 1例

で，開放手術への移行は体腔鏡下手術の導入初期にのみ 3例認めた．

術後合併症は，薬剤性肝障害 2例，腸閉塞 2例，硬膜外麻酔後頭痛 2

例，胃潰瘍 1例，尿閉 1例であった．術前合併症，手術時間，気腹時

間，出血量，術後経過，術後血清クレアチニン値について検討し，文

献的考察を加えて報告する．

Glomerulation を伴い膀胱水圧拡張術が有効であった小児昼間遺

尿症 :小島祥敬，井村 誠，神沢英幸，水野健太郎，佐々木昌一，林

祐太郎，郡 健二郎（名古屋市立大） ［緒言］Glomerulation は成人

の間質性膀胱炎において膀胱水圧拡張時に認められる特徴的な所見で

あるが，小児例での報告は少ない．昼間遺尿症を主訴に来院し，

Glomerulation を伴い膀胱水圧拡張術が有効であった症例を経験した

ので報告する．［症例］ 8歳および 6歳，男児．主訴は昼間遺尿．抗

コリン剤などの投薬を受けたが改善せず当院紹介受診．膀胱水圧拡張

を施行したところ，膀胱内に Glomerulation が認められた．水圧拡張

術後，症状は改善した．［考察］NIDDK による間質性膀胱炎の除外

基準の中に18歳未満という項目が認められる．小児昼間遺尿症の中に

も，成人に認められる間質性膀胱炎に類似した病態が存在する可能性

が考えられた．

小児科と連携した夜尿症外来の設立とその前後 2年間の外来診療実

績について : 石浦嘉之，飯島将司，越田 潔（NHO 金沢医療セ），

大田和秀（小児科） ［目的］小児科と連携した夜尿症外来を設立し

たので報告する．［方法］一方の科に初診の際他方の科への受診の有

用性を説明し，了解を持って紹介．泌尿器科では IVP，VCUG を，

小児科では血液検査を必須とした．初めに受診された科が治療を施

行．非単一症候群（ 9名）は基本的に泌尿器科で抗コリン剤主体の治

療を施行．［成績］設立前の 2年間で新規例は小児科12名，泌尿器科

4名，互いの紹介はなし．設立後の 2年間で小児科57名，泌尿器科 4

名が初診され，52名は両科を受診．短期間ながら治癒軽快例も見られ

た．尿管異所開口や停留精巣など手術を要した疾患も診断しえた．

［結論］親の受け入れが良好，各専門医が確認できるという意味で継

続の価値あり．

治療前後での夜尿症児とその母親のHealth Related Quality of life

の検討 : 上野彰久，内藤泰行，河内明宏，松ヶ角透，針貝俊治，邵

仁哲，三木恒治（京都府立医大） ［目的］夜尿症児とその母親の

Health Related Quality of Life (HRQOL) を治療の前後で評価した．

［対象と方法］対象は当科を受診した夜尿症児とその母親139組．夜尿

症児は Kid-KINDLE，その母親は SF-36，STAI（不安症），SDS（抑

うつ）を用いて治療前と治癒後に評価した．［結果］夜尿症児の

HRQOL は『家族』の領域で，その母親の HRQOL は，SF-36 の

「活力」の領域と，STAI で有意に低下がみられた．さらに，損なわ

れた夜尿症児と母親の HRQOL は，治癒後いずれも改善した．［考

察］夜尿は患児の HRQOL のみならず，その母親の HRQOL にも影

響を与えることが明らかとなった．

原因疾患を認める非閉塞性無精子症の MD-TESE の採精率の検

討 :梅本幸裕，佐々木昌一，岩月正一郎，金子朋功，神谷浩行，矢内

良昌，窪田泰江，窪田裕樹，池内隆人，郡 健二郎（名古屋市立大）

［目的］非閉塞性無精子症 (NOA) 現在microdissection-TESE が行われ

ている．今回 NOA において原因疾患を認めた症例での採精率につい

て検討した．［方法と対象］2004年 3月から2009年 3月までに施行し

た MDTESE 55症例のうち原因疾患が判明している23症例．［結果］

Klinefelter 症候群15例，停留精巣 4 例，DAZ 関連 2 例，Klippel-Feil

anomaly 1例，抗がん剤治療後 1例であった．採精率は23例中12例で

52％であった．［考察］NOA の MD-TESE の採精率は50％ 前後であ

る．原因疾患が存在する NOA については造精機能がもともと悪いこ

とが予想されるにもかかわらず採精率に変化はなかった．今回の結果

から原因疾患が存在する NOA について MD-TESE の有効性が認めら

れた．

上部尿路に留置したドレナージカテーテルによる合併症の臨床的検

討 :渡辺仁人，吉野 薫，松本真由子，谷風三郎（あいち小児保健総

合医療セ） ［目的］小児において上部尿路に留置したドレナージカ

テーテルに関連した合併症について臨床的検討を行った．［対象・方

法］2003年から2008年の間に上部尿路にドレナージカテーテルを留置

した54例．術後に発生したカテーテルに関連するトラブルについて後

方視的に検討した．［結果］54例中ダブル J カテーテル (DJ カテ）は

36例，腎瘻は18例（うち経皮的腎瘻 9例）に留置した．合併症は有熱

性尿路感染 5例，DJ カテの挙上 2例，尿路結石の発生 1例，DJ カテ

の断裂 1例，腎瘻の事故抜去 2例を認めた．［結語］尿路に留置した

カテーテルによる合併症（18％）を認め，小児特に乳幼児ではトラブ

ルの発生率が高く，適応を吟味する必要がある．

性交後の肉眼的血尿―13症例の検討― :龍華由江，小谷俊一，千

田基宏（中部労災），天野俊康，今尾哲也，竹前克朗（長野赤十字）

［目的・方法］性交を契機に血尿を生じて来院した13症例に関して，

臨床的に比較検討を行う．［結果］対象となった13名の年齢は26∼64

歳．主訴はいずれも性交後の肉眼的血尿であり， 3名は膀胱タンポ

ナーデの状態を呈した． 3名は血精液症を伴っていた． 2名がバイア

スピリンを使用していたが，他の11名は基礎疾患を有していなかっ

た．治療は，経過観察，止血剤，抗菌剤の投与が行われた．［考察］

性交後に肉眼的血尿を来たす例は稀である．文献的には，射精後の血

尿の原因として，前立腺部尿道の静脈の拡張や後部尿道（前立腺）ポ

リープなどが報告されているが，今回の症例では明らかな原因が判明

されたケースはなかった．

骨盤動静脈瘻の 2例 :青山輝義，眞鍋由美，植垣正幸，橋村 孝

（関西電力），河原貴史（国立がんセ中央），浅妻 顕（高山クリニッ

ク） 外傷や手術既往のない骨盤内動静脈瘻はきわめて稀な疾患であ

る．今回有症状の 2例を経験したので報告する．症例 1は77歳，男

性．排尿障害精査中，CT にて右内腸骨領域のリンパ節腫大疑いにて

紹介受診．PSA 2.76 ng/ml 前立腺体積 65 g 生検目的に造影MRI 撮像
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したところ内腸骨動静脈瘻との診断となった．症状，size を f/u し，

経皮的動脈塞栓術 (TAE) を予定している．症例 2は55歳，男性． 1

年前より血液透析施行中．肉眼的血尿・尿閉にて紹介受診．CT にて

右内腸骨動静脈瘻を疑い当日緊急の TAE を前後 2回，経尿道的凝固

術を 2回施行し，止血しえた．
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