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学 会 抄 録

第61回日本泌尿器科学会中部総会

（2011年11月16日（水)∼18日（金），於 ホテルグランヴィア京都）

一般演題・口演

MRI および拡散強調像 ADC 値で前立腺癌針生検病理結果の予測は

どこまで可能か？ :影林頼明，中井 靖，松本吉弘，三馬省二（奈良

県立奈良），宮坂俊輝（同放射線） ［目的］前立腺癌病理診断におけ

る拡散係数 (ADC) の有用性を検討した．［対象と方法］2010年 4月

から2011年 3月までに針生検を施行し前立腺癌と診断された症例のう

ち，術前 PSA が20 ng/ml 以下の30症例を対象とした．生検前 MRI

にて拡散強調像 ADC 値測定をし，生検病理結果との比較検討を行っ

た．［結果］30症例中25症例（83.3％）で術前 MRI と針生検での癌

陽性部位が一致した．部位一致症例中21症例において拡散強調 ADC

値の測定が可能であり，その平均値は0.96±0.36であった．Gleason

score が 5または 6の症例（11例）における ADC 値は1.14±0.40，

7または 8の症例（10例）における ADC 値は0.77±0.20と，Gleason

score 高値群において有意に ADC 値が低かった．

系統的12カ所前立腺生検に MRI 陽性個所生検を追加することの意

義についての検討 :角井健太，重村克巳，山崎隆文，結縁敬治，山下

真寿男（神鋼），岡田桂輔，（神戸大），日向信之（鳥取大），大場健史

（三田市民），山中 望（山中医院） ［目的］系統的12カ所前立腺生

検に MRI 陽性個所生検を追加することの意義について検討した．

［方法］2008年 8月から2011年 1月の間に当科で系統的12カ所経直腸

的前立腺生検もしくはそれに MRI 陽性個所生検を追加した661例を

対象とした．558例は系統的12カ所生検，103例は 1∼ 3カ所の MRI

陽性個所生検を追加した．［結果］MRI 陽性個所生検を追加した103

例中前立腺癌が検出されたのは58例（56.3％）であり，そのうち追加

部位のみから癌が検出されたのは 1例のみ（1.72％）で low risk の癌

であった．［結論］系統的12カ所前立腺生検に MRI 陽性個所生検を

追加しても 1％程度の確率で low risk 癌がみつかるのみであり，その

意義につき再考が必要と考えられた．

当院における前立腺再生検例の検討 :新井浩樹，上原 満，室崎伸

和，本多正人（公立学校共済組合近畿中央），山中和明（兵庫県立西

宮），金宮健翁（日本生命済生会日生） ［目的］2003∼2009年の期間

に施行した前立腺再生検100例について検討した．［方法］PSA 値，

年齢，生検の間隔，再生検の理由などを検討した．［成績］再生検の

理由と陽性率は PSA 値の上昇（55例，陽性率29％），画像診断（18

例，陽性率56％），TURP を前提としたもの（16例，陽性率 0％），

病理診断（ 9例，陽性率67％），直腸診（ 2例，陽性率100％）であっ

た．［結論］陽性例は34例（34％）であった．直腸診，病理診断，画

像診断を理由とした再生検で陽性率が高い傾向があった．

立体前立腺生検法による Repeat biopsy の経験 :宇野裕巳，斉藤昭

弘，河田幸道（中濃厚生），仲野正博，出口 隆（岐阜大） ［目的］

経直腸式 (TR) と経会陰式 (TP) を組み合わせた立体生検法を用い

て repeat biopsy を行い陽性部位の検討を行った．［方法］対象は2010

年12月∼2011年 7月の間に立体生検を行った51例のうち repeat biopsy

を行った31例（ 2回目24例， 3回目 6例， 4回目 1例）．年齢（中央

値）67歳，PSA 値（中央値）9.74 ng/ml，生検方法はサドルブロック

にて TR・TP 生検を併用し18∼24本採取した．初回生検法は全例 TR

で 8∼10本だった．［成績］（1）癌陽性率42％（13/31）．（2）生検陽

性領域 ; TP のみ陽性 6例，TR のみ陽性 2例，TP・TR 共に陽性 5

例．（3）TR のみ陽性の 2例の陽性部位は共に外側領域だった．［結

論］TP のみ陽性症例が多く初回 TR 生検による sampling error の可

能性がある．

治療に難渋した経直腸的前立腺針生検後の直腸出血の 1例 :加藤綾

子，山内寛貴，高田昌幸，三好 満，河野眞範，伊藤正典，小松和

人，塚原健治（福井赤十字），黒川哲之，横山 修（福井大） 63歳，

PSA 高値 (24.0 ng/ml) で13カ所の経直腸的前立腺針生検を施行．穿

針部からの出血が出現，内視鏡的クリッピング施行． 3回のクリッピ

ングの効果不十分と判断し，外科的に経肛門的結紮術を施行した．手

術後も出血を繰り返し，複数回の内視鏡的処置を要した．外科手術35

日後の内視鏡観察にて出血がなくその後経過観察となった．最終的に

合計 9回の内視鏡的観察（クリッピング，トロンビン散布を含む）と

1回の外科的結紮術を要した．経直腸的前立腺針生検後の何らかの処

置を要する直腸出血は0.0∼0.6％という報告がある．止血困難であっ

た場合，クリッピング，結紮止血術，選択的動脈塞栓術の有用性が報

告されており，文献的考察を含めて報告する．

経会陰的前立腺生検における癌検出率および合併症の検討― 8カ所

生検と12カ所生検の比較― :田岡利宜也，楊 東益，中西裕佳子，白

石裕介，東郷容和，鈴木 透，中尾 篤，樋口喜英，兼松明弘，野島

道生，山本新吾（兵庫医大） 当院における経会陰的前立腺生検の生

検本数別癌検出率および合併症を検討した．2005年12月∼2009年12月

に 8カ所生検を行った307例と2010年 1月∼2011年 5月に12カ所生検

を行った110例を対象とし，癌検出率および合併症の頻度を比較した．

その結果，癌検出率は生検本数を増やすことで49.8％から62.7％に上

昇した (p＝0.02）．血尿の頻度は31.9％から45.7％に増加したものの

(p＝0.01），尿閉および周術期感染症の発症率は 8カ所生検でおのお

の2.9％と0.1％，12カ所生検で2.7％と 0％であり有意差を認めな

かった．12カ所への生検本数の増加は，癌検出率を向上させると考え

られた．

前立腺癌病期診断における骨シンチの必要性に関する検討 :澤崎晴

武，千菊敦士，宮崎 有，高橋 彰，小倉啓司（大津赤十字） ［目

的］前立腺癌病期診断にて AUA ガイドラインは PSA≧25 ng/ml 時

CT または MRI を，PSA≧20 ng/ml 時骨シンチを推奨している．今

回 PSA 値および Low risk 群において骨シンチの必要性を検討した．

［方法］前立腺癌413人に対し PSA 値別および low risk 群の骨シンチ陽

性率を検討した．［結果］平均年齢72.2歳，PSA 中央値 11.5 ng/ml．

PSA≦10 : 183人，10＜PSA≦20 : 91人，20＜PSA : 139人．PSA≦10

で 9人シンチ陽性ですべて転移なし，10＜PSA≦20 で 2人シンチ陽

性ですべて転移なし，20＜PSA で50人シンチ陽性ですべて骨転移で

あった．Low risk 群はシンチ陽性 2人ですべて骨転移なし．［結語］

PSA≦20 では骨シンチを省略可能，Low risk 群では骨シンチの必要は

ないと思われる．

広島市立安佐市民病院泌尿器科における前立腺全摘除術の手術成

績 :加藤昌生，小畠浩平，三田耕司（広島市立安佐市民） ［目的］

腹腔鏡下手術導入後の前立腺全摘除術の手術成績を検討する．［対象

と方法］対象は2010年 4月より2011年 7月までの61例，開放手術（恥

骨後式) : O群27例，腹腔鏡下手術 : L群34例で 2群を比較した．［結

果］年齢，BMI，PSA，生検 Gleason Score，摘出重量は 2群間に有意

差はなかった．全例輸血は不要で L群はすべて腹腔鏡下に終えた． L

群は経験とともに手術時間が短縮したが，全体ではO群に比較し有意

に長かった． L群は尿込み出血量が有意に少なく，尿道カテーテル留

置期間は有意に短かった．術後退院日までの期間，病理組織，切除断

端陽性率は 2群に有意差はなかった．［結論］腹腔鏡下手術は従来の

開放手術に比較し同等以上の成績が期待できる．

前立腺全摘除術におけるソフト凝固の有用性―出血量の減少による

確実な前立腺尖部処理― : 川村研二（恵寿総合），森田展代（金沢医

大） 蛋白変性により確実に止血する事ができるソフト凝固を用いて

前立腺全摘除術15例（平均年齢67.7歳，59∼76歳）を行った．ソフト

凝固群の平均出血量は 276 ml（80∼500）であり，対照群の 515 ml

（200∼950）と比べ有意な減少を認めた．ソフト凝固群では73％の患

者で自己血輸血量を 800 ml から 400 ml に減量可能であった．T2 で

の切除断端陽性率は，ソフト凝固群で14例中 1例（膀胱側での断端陽

性 : 7.1％）および対照群で24例中 0例（ 0％）であった．ソフト凝
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固を用いることにより前立腺全摘除術で出血量を減少させることが可

能であり，無輸血でも前立腺全摘除術を行える可能性が示唆された．

根治的前立腺全摘除術が施行された局所進行性前立腺癌の臨床的検

討 : 山本致之，中山雅志，上田倫央，武田 健，中田 渡，新井康

之，垣本健一，西村和郎（大阪府立成人病セ） ［目的］局所進行性

前立腺癌の臨床的検討を行った．［対象と方法］1995年11月∼2011年

1月に局所進行性前立腺癌 (cT3N0M0) に対し根治的前立腺全摘除術

を施行した64例を対象とし，後方視的検討を行った．［結果と考察］

年齢は48∼74歳（中央値67歳），診断時 PSA は 2.2∼76.2 ng/dl（中

央値 14.1 ng/dl）．術前内分泌療法を53例に施行．10年全生存率は

98％．術後補助療法を施行しなかった44例の 5 年 PSA 非再発率は

59％．診断時 PSA 15 mg/dl 以上，生検 GS8 以上が PSA 再発の有意

な危険因子であった．［結論］症例を選択すれば，根治的前立腺全摘

除術は局所進行性前立腺癌に対する有効な治療法となりうることが示

唆された．

当科における前立腺全摘術の膀胱尿道吻合の方法と術後尿失禁に関

する検討 :篠原雅岳，堀 俊太，森澤洋介，喜馬啓介，三宅牧人，穴

井 智，田中宣道，藤本清秀，平尾佳彦（奈良県立医大） ［目的］

前立腺全摘術時の膀胱尿道新吻合を変更し，術後の吻合部 leakage や

尿失禁の改善率を検討した．［対象と方法］2009年10月から現在まで

に前立腺癌に対して当院で前立腺全摘除術を施行した20例を対象と

し，膀胱尿道新吻合をA法（ 6針）と B法（ 8針）の 2群に分け，術

後の膀胱造影で吻合部 leakage 有無を評価し， 1日の使用パッド枚数

で尿失禁の改善率を評価した．［結果］吻合部の leakage 有無に関し

て，A， B群で有意差は認めなかった (p＝0.54）．現在のところA，

B群でパッド使用有無も有意差を認めなかった．［考察］膀胱尿道吻

合部の運針を減らすことができる可能性が示唆された．今後，引き続

き検討を行っていく予定である．

恥骨後式前立腺全摘術後における QOL の経時的な変化の検討 :中

井康友，植村元秀，高山仁志，野々村祝夫（大阪大），松宮清美，西

村和郎，辻畑正雄，原 恒男，目黒則男，吉岡俊昭，菅尾英木，中山

雅志（大阪前立腺癌研究グループ (OPCSG)） ［目的］恥骨後式前

立腺全摘術後 (RRP) の QOL を経時的に評価すること［方法］

OPCSG 参加施設（大阪警察病院，大阪大学，大阪府立成人病セン

ター，大阪労災病院，市立池田病院，市立豊中病院，住友病院，箕面

市立病院）にて2007年 3月以降 RRP を受けた患者を対象に，経時的

に QOL を EPIC 調査票で評価した．［成績］対象症例は375例．術後

排尿総合スコアと性総合スコアが有意に低下した．術後 2年の尿失禁

を予測する因子として，摘除前立腺重量，Gleason score，術前の尿失

禁スコアが挙げられた．性機能スコアは神経温存手術を受けた患者が

高かったが，性負担感スコアは逆に神経温存手術を受けた患者が低

かった．

当院での内視鏡下小切開前立腺全摘術の術前評価の検討 :柏木佑

太，武田宗万，中野洋二郎（公立陶生），高井 俊，藤田高史，山本

徳則（名古屋大） 内視鏡下小切開前立腺全摘術は創が小さく気腹に

伴う合併症が少なく，当院では2009年から施行している．術前カン

ファレンスで，難易度の評価となりえる前立腺尖部形状・恥骨上端か

ら前立腺尖部までの距離・骨盤幅・皮下脂肪厚さ・前立腺体積・局所

浸潤と生検陽性部位を検討項目として，術中の注意点を討論．今回，

われわれは当院で経験した内視鏡下小切開前立腺全摘術の術前評価と

手術時間・出血量の関連について検討した．

腹腔鏡下前立腺全摘除術との比較により再認識されたロボット支援

腹腔鏡下前立腺全摘除術の利点 :戸澤啓一，小島祥敬，安井孝周，梅

本幸裕，濱川 隆，河合憲康，郡健二郎（名古屋市大） ［目的］10

年間で400例余の後方アプローチでの腹腔鏡下前立腺全摘除術 (LRP)

の経験をもとに，2011年 5月から LRP と同様の術式でロボット支援

腹腔鏡下前立腺全摘除術 (RALP) を開始した．LRP と RALP の手術

成績，手術の特徴を比較検討した．［対象］2011年に LRP，RARP を

施行した各10症例を対象として，手術時間，出血量，合併症などセッ

ションごと，手術のセクションごとに比較した．［結果］手術時間，

出血量に有意差を認めなかった．手術操作に関しては，LRP に比べ

前立腺後面の剥離，膀胱頸部の剥離と膀胱尿道吻合が RALP できわ

めて容易に行えることが再認識された．

ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の経験 :田中一志，小田晃廉，

古川順也，石村武志，中野雄造，三宅秀明，藤澤正人（神戸大）

［目的］ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術 (RALPN) を 2例の T1

腎癌に対し施行し，臨床的検討を行った．［対象と方法］症例 1は35

歳，男性．右腎外側に直径 25 mm の腫瘍を認めた．症例 2は68歳，

男性．右腎外側に直径 16 mm の腫瘍を認めた．左下側臥位， 5本の

ポートにて経腹膜到達法による RALPN を施行した．腎阻血は動脈の

みとし，腎縫合は barbed suture を用いた 2層縫合で行った．［結果］

平均手術時間，コンソール時間はそれぞれ，315分，270分であった．

阻血時間は症例 1が21分，症例 2が19分であった．病理結果は 2例と

も腎癌で切除断端は癌陰性であった．［結語］RALPN は T1 腎癌に対

し有効な術式であると思われた．

腎実質クランプによる鏡視下小切開腎部分切除術 :切除面縫合の工

夫 : 深津顕俊，上平 修，平林毅樹，山口朝臣，平林裕樹，守屋嘉

恵，吉川羊子，松浦 治（小牧市民），木村恭祐（国立病院機構名古

屋医療セ） ［目的］当院では小径腎腫瘍に対し腎実質クランプによ

る腎部分切除術を施行しており，最近，切除面の縫合を工夫し良好な

結果を得たので報告する．［対象と方法］2009年 1月から2011年 6月

までに，腎実質クランプ法による小切開腎部分切除術を施行した13例

を対象とした．後期の 8例は切除面の髄質を cross over 法にて連続縫

合後，クランプを解除した．［結果］前期（ 5例)・後期（ 8例）の腎

実質クランプ時間，手術時間，出血量の平均はそれぞれ30.7、16.4分

(p＝ 0. 02），181. 0、142. 6分 (p＝ 0. 09），163. 4、140. 5 ml (p＝

0.81），術前後の血清 Cr および eGFR は全13例ほぼ不変であった．

［結論］cross over 法によって早期腎実質クランプ解除が可能になっ

た．

腹腔鏡下腎摘除術を施行された小径腎癌の長期予後の検討 : 高井

峻，服部良平，藤田高史，佐々直人，吉野 能，後藤百万（名古屋

大），木村 亨，絹川常郎（社保中京），山田 伸（岡崎市民），上平

修，松浦 治（小牧市民） ［目的］検診の普及，画像診断の進歩に

より早期腎癌症例が増加している．われわれは腹腔鏡下腎摘除術を施

行された小径腎癌の長期予後を検討した．［対象と方法］対象は1992

年から2009年までに，名古屋大学および関連病院で腹腔鏡下腎摘除術

を施行され，pT1aN0M0 の腎細胞癌と診断された222例．平均年齢

56.5歳，男/女＝170/52．平均観察期間205.3カ月．［結果］無再発率

は， 5年98.0％，10年93.8％，15年93.8％であった． 9例に再発を認

めた（肺 3例，右腸骨 1例，後腹膜リンパ節 1例，左顎下腺 1例，対

側腎 2例）．全生存率は 5年95.4％，10年90.8％，15年84.5％であっ

た．［結語］小径腎癌に対する腹腔鏡下腎摘除術の長期予後は良好で

あると考えられた．

腹腔鏡下腎部分切除術の臨床的検討 : 川端和史，木下秀文，河

源，飯田剛嗣，原田二郎，滝澤奈恵，福井勝也，乾 秀和，地崎竜

介，中川雅之，日浦義仁，大口尚基，松田公志（関西医大） ［目的］

腹腔鏡下腎部分切除術の手術成績について検討した．［対象］2002年

5月から2010年 7月に当科で腎動脈阻血下に腹腔鏡下腎部分切除術を

施行した100例を対象とした．［結果］アプローチは後腹膜が86例，経

腹膜が14例．腫瘍サイズは平均 2.5 cm．阻血時間は平均28分．食事・

歩行の開始は 1∼ 2日．腎機能は平均75％の腎機能温存が可能であっ

た．断端陽性症例は2.2％で他施設との遜色はなかった．［結論］腹腔

鏡下腎部分切除術は低侵襲で術後の回復も早く，術後の腎機能温存の

面からも良い適応である．最近の症例数を追加検討し報告する．

鏡視下腎・副腎手術におけるスポンジスペーサー（セクレア
TM
）

の使用経験 :田中浩之，宮崎 彰，小川悟史，寺川智章，近藤 有，

井上隆朗（兵庫県立がんセ） セクレアTMは日本医科大学外科とホ

ギメディカル社との共同開発により製品化された鏡視下手術用スポン

ジスペーサーである．楕円形のポリウレタン・スポンジで X 線不透

過の紐が付与されている．12 mm トロッカーより体内に挿入し，止

血，貯留液の吸収，臓器の圧排・保護などを目的として使用する．当

科ではセクレアTMを2010年12月より導入し，鏡視下腎・副腎手術で

使用している．非常に有用なデバイスであると考えるが，充分に活用

するためには使用法の理解と若干の慣れが必要があると思われた．今

回，われわれがセクレアTMを使用した鏡視下手術のビデオを供覧し

報告する．
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硬性腹腔鏡手術器具で行う Transumbilical LESS adrenalectomy の

経験 :瀧本啓太，灰谷崇夫，佐野剛視，梶田洋一郎，七里泰正（大津

市民） 2011 年 3月以降，homemade single-port device と硬性腹腔鏡

手術器具を用いて行う transumbilical LESS adrenalectomy を 3例経験し

た．症例はいずれも60歳代男性，BMI が18.4ないし24.2 kg/m2．腫

瘍径 22 mm の左側 Cushing 症候群，17 mm の左側原発性アルドステ

ロン症，10 mm の右側原発性アルドステロン症であった．平均手術

時間は151分，全例出血量は少量で周術期合併症を認めることなく手

術可能であった．

副腎出血の 7例 :竹澤健太郎，金城孝則，種田建史，米田 傑，野

村広徳，鄭 則秀，高田晋吾，松宮清美（大阪警察） ［目的・方法］

2007∼2011年に当院で経験した非外傷性副腎出血の 7例について報告

する．［結果］年齢は30∼66歳．男性 4例，女性 3例．主訴は腰背部

痛，腹痛，心窩部痛．両側 1例，右側 1例，左側 5例．最終診断は特

発性副腎出血が 1例，他の 6例は副腎腫瘍からの出血で，そのうちの

3例は褐色細胞腫であった．治療は保存的治療 2例，待機的腹腔鏡手

術 3例，TAE および緊急開腹術 2例であった．［考察］副腎出血は比

較的稀な疾患でその臨床像は様々である．なかでも褐色細胞腫の破裂

は時に致死的で治療に難渋する事が多い．当院では 3例中 2例で試み

た TAE は無効であった．

本邦における mTOR 阻害剤エベロリムス使用腎癌患者に関する後

方観察研究―第 3報― : 木下秀文，植村天受，野々村祝夫，西村和

郎，本郷文弥，東 治人，三宅秀明，吉岡俊昭，原 勲，松田公志

（大阪泌尿器腫瘍（OUOG）），植田 健（千葉県がんセ），高橋正幸

（徳島大），丹司 望（愛媛大） 2010年 1月以降にエベロリムスが投

与された腎細胞癌患者130例を対象とした．エベロリムスの投与継続

例は30例，投与中止例は100例であり，100例のうち64例は有害事象の

発現によりエベロリムスが投与中止された．発現率の高い有害事象と

しては，口内炎（48.5％），血小板減少症（27.7％），間質性肺疾患

（21.5％）であった．口内炎と血小板減少症はエベロリムスの投与初

期（28日以内）に，間質性肺疾患は投与開始後 3カ月以内に高頻度に

出現する傾向が見られた．有害事象による中止率が高いことから，エ

ベロリムスは抗腫瘍効果を示しながらも十分な治療ベネフィットが得

られていないケースもあると考えられた．

当院における進行性腎癌に対するエベロリムスの初期治療経験 :宮

崎 彰，寺川智章，田中浩之，井上隆朗（兵庫県立がんセ） ［目的］

進行性腎癌に対するエベロリムス治療の初期の治療経験について報告

する．［対象・方法］2011年 7月までに当科でエベロリムス治療を開

始した進行性腎細胞癌10例を対象として，治療継続期間・腫瘍縮小効

果・有害事象について検討した．［結果］最大治療効果は PR 1例，

SD 3例，PD 1例であった．Grade 3 以上の有害事象として腎機能悪

化，発疹，肺炎，血小板減少などを認め 9例で休薬減量を要し， 5例

は投与中止となった．［結論］エベロリムスは半数以上の症例で G3

以上の有害事象を認め投与には十分注意が必要であるが，休薬・減量

を含め投与継続可能であった症例では長期 SD や PR が得られる可能

性があると考えられた．

当院における pT3a 腎細胞癌の臨床的検討 : 宇都宮紀明，関井洋

輔，河野有香，松本敬優，住吉崇幸，増田憲彦，白石裕介，根来宏

光，常森寛行，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］当院における pT3a 腎癌

症例につき臨床的検討を行う．［対象と方法］1992年から2011年まで

に腎癌で手術を行った症例のうち，UICC TNM 第 7版に準じ pT3a

とされた115例が対象．再発に関しては，グレード，静脈浸潤の有無，

浸潤様式，アジュバント療法の有無，部分切除の有無，cT 分類，腎

静脈腫瘍塞栓の有無で検討した．［結果］平均観察期間は58.1カ月，

全症例での 5年疾患特異的生存率は79.5％だった．初診時転移のない

91例で再発危険因子に対し検討したところ，単変量解析ではグレー

ド，浸潤様式，cT，腎静脈腫瘍塞栓の有無で有意差を認め，多変量

解析では浸潤様式で有意差を認めた．［結論］再発に関し浸潤様式が

リスクファクターであった．

von Hippel-Lindau 病関連腎癌の経験 : 高山達也，杉山貴之，甲斐

文丈，TanCheng，加藤大貴，田村啓多，鈴木孝尚，永田仁夫，大塚

篤史，石井保夫，古瀬 洋，麦谷荘一，大園誠一郎（浜松医大）

［目的］von Hippel-Lindau 病関連腎癌 (VHLRCC) の 5例について報

告する．［方法］2011年 7月までに経験した 5例の VHLRCC を臨床

病理学的に検討した．［結果］男 3例，女 2例． 2例に典型的な家族

歴を認めた．腎癌診断時の平均年齢は46.2歳（33∼65）．両側腎癌が

1例．偶発癌 4例，症候癌 1例．全例が腎癌の診断以前に VHL と診

断された．VHL 診断時から腎癌診断までの期間は平均13.3年（4.4∼

29.4）．根治的腎摘除術 3 例，腎部分切除術 2 例．pT1a : pT1b :

pT3b がそれぞれ 3例 : 1例 : 1例．全例 N0M0，Clear cell RCC，G1-

2．腎癌診断後の平均観察期間は 2年（1.1∼2.8）で腎癌死が 1例，

その他 4例は生存中．［結論］VHL の診断時から注意深い経過観察が

必要である．

紡錘細胞型腎細胞癌の成分を含む腎細胞癌の治療経験 :塩田恵里，

新井隆之，李 芳菁，宮坂杏子，齋藤允孝，小林将行，小丸 淳，深

沢 賢，植田 健（千葉県がんセ前立腺セ），市川智彦（千葉大）

2008年以降当センターで腎細胞癌と診断された症例のうち，紡錘細胞

型腎細胞癌の成分を含む組織型であった 5症例につき報告する．性別

は男性 4例，女性 1例，年齢の中央値は56歳(52∼74歳），術前病期は

T3aN0M0，T3aN2M1，T3bN0M0，T4NxMx，T4N2M1 であった．

4例は腎摘除術を行い， 1例は生検した．全例で分子標的薬での治療

を行った．治療開始後の生存期間（中央値）は 7カ月で， 3例は癌

死， 2例は担癌生存となっている．当センターで経験した症例に文献

的考察を加え報告する．

転移性腎細胞癌における低ナトリウム血症の予後予測因子としての

有用性に関する検討 :古川順也，酒井伊織，原田健一，楠田雄司，村

蒔基次，三宅秀明，藤澤正人（神戸大），井上隆朗（兵庫県立がん

セ） ［目的］転移性腎細胞癌における血清 Na 値の予後予測因子と

しての有用性に関する検討．［方法］2002年∼2006年に免疫療法を導

入した52例（免疫療法群）および2008年∼2010年にスニチニブを導入

した51例（分子標的治療群）の転移性腎細胞癌症例において各臨床パ

ラメータと癌特異的生存の相関を検討した．［結果］Cox 比例ハザー

ドモデルを用いた生存分析では，血清低 Na 血症は免疫療法群では有

意な予後不良因子であったが独立した予後不良因子ではなかった．一

方分子標的治療群では血清低 Na 血症は独立した予後不良因子であっ

た．［結論］転移性腎細胞癌における低 Na 血症の予後不良因子とし

ての有用性が示唆された．

低線量 CT による尿路結石診断の試み :長谷川 徹，大武礼文，長

澤丞志，十二町明，長谷川眞常（医療法人社団長谷川），利波久雄

（金沢医大） ［目的］放射線被曝に対する昨今の国民的関心の高まり

を鑑み，CT の線量を低減して尿路結石診断を試みたので報告する．

［対象］2011年 3月から 6月までに臨床上尿路結石を疑ったが KUB

で診断確定に至らなかった40症例．［方法］当院 CT 装置 (GE 社

製 : BrightSpeed8ch) において，通常の 1/4 の管電流 (80 mA) で評価

した．［結果］腹部軟部組織の診断能は若干劣るものの，尿路結石を

通常 CT と同様に確認することが出来た．［考察］低線量 CT は，結

石・水腎症の有無の判別が可能で，尿路結石を診断できる．KUB よ

りはるかに正確な診断能を維持しつつ，被曝線量の低減を図る意味

で，本法は有用と考えられた．

低侵襲効率的治療を目指した経皮・経尿道同時アプローチによる内

視鏡下腎砕石術 :浜本周造，安井孝周，田口和己，岡田淳志，戸澤啓

一，郡健二郎（名古屋市大），池上要介（JA 愛知厚生連豊田厚生）

［目的］大きな腎結石の治療には，複数回の PNL や SWL などが必要

であり，総治療期間，手術の侵襲などが問題となる．今回，低侵襲で

効率的な腎砕石をめざし，軟性尿管鏡による腹臥位 TUL を併用し

た，12Fr 小径腎盂鏡 mini-PNL を行った．［対象］2011年 6月までに

本術式を施行した腎結石患者11例．結石長径は平均 44 mm で，珊瑚

状結石を 6例に認めた．［結果］手術時間は平均169分． 8例は本術式

単回治療で，残りの 3例は ESWL を追加した．重篤な合併症は認め

なかった．［考察］TUL の併用により，PNL 単独では到達困難な腎

杯内結石の砕石が可能となり，大きな腎結石に対する治療成績の向上

が期待できた．

当院における ESWL での衝撃波照射速度の低速化による結石破砕

効果の臨床的検討 :山田祐介，花咲 毅，上田康生，相原衣江，古倉

浩次（宝塚市立），東郷容和，中尾 篤（兵庫医大） ［目的］上部尿
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路結石に対し衝撃波照射速度を毎分120 回と毎分60回で施行した治療

成績を比較検討した．［方法］エダップテクノメイド社製体外衝撃波

結石破砕装置 Sonolith Vision を用い，上部尿路結石に対し衝撃波照射

速度が毎分120回（高速群）の192症例と毎分60回（低速群）の155症

例を比較検討した．［結果］平均治療回数は高速群，低速群が2.96，

2.54回，有効率は84.1，87.6％，完全排石率は68.6，70.9％であっ

た．鎮痛剤を追加した症例は4.4，1.3％であった．腎被膜下血腫形成

は3.4，1.1％であった．［結論］衝撃波照射速度を低速化することに

よって治療効果を下げることなく，安全性が向上することが確認でき

た．

自然排石しない 5 mm 以下の尿管結石症例における尿管鏡所見の

検討 :岡田真介，加藤祐司，工藤大輔，山内崇生，三浦浩康（八戸平

和） ［目的］自然排石しない 5 mm 以下の尿管結石症例における尿

管および結石介在部の内視鏡所見を検討する．［対象］2009年10月か

ら2011年 6月の間に疼痛が継続する，または自然排石しない最大径 5

mm 以下の尿管結石に対し尿管鏡を施行した76例．［結果］平均年齢

は53.0歳，結石部位は U1 : 43例，U2 : 19例，U3 : 14例であった．

結石介在部では浮腫が50例，狭窄が38例に認められた．また下部尿管

狭窄が43例に認められ， 6例は stent 留置のみで終了した．［考察］疼

痛継続や自然排石のない多くの症例では結石介在部の浮腫，狭窄に加

え下部尿管狭窄が認められ，これらが自然排石を困難とする要因と考

えられた．

福井大学における膀胱結石に関する検討 :石田泰一，堤内俊喜，品

川友親，楠川直也，松田陽介，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），塩山力也（福井社

保） 1990年からの 6年間と最近 6年間とを比較検討し，70歳以上の

患者数が増加していた．介助の必要のある患者数は増加し，比率も

16％から28％と増加していた．シュウ酸結石，尿酸結石単独症例と，

リン酸結石を含む感染結石との手術時間を比較した所，シュウ酸カル

シウム，尿酸結石は平均約60分，感染結石は平均約130分と約 2倍の

時間を要し，有意に感染結石の手術時間が長くなっていた．原因とし

て，最大径を比較したが，有意差はなかったが，感染結石は約 31

mm と大きくなる傾向が認められ，これに加え尿の濁りや開脚不十分

による内視鏡操作の難しさなどが，手術時間に影響を与えたのではな

いかと考えた．

前立腺癌患者とその配偶者における過活動膀胱の検討―東濃前立腺

研究会― :小出卓也，渡邊将人，原 浩司，和志田重人，大菅昭秀，

七浦広志，田中利幸，桃井 守，大村政治，高羽秀典，高士宗久，金

井 茂（大阪厚生年金） ［目的］前立腺癌患者とその配偶者に対し

て過活動膀胱に関する調査を施行した．［対象と方法］対象は，2009

年 9月から11月までに，前立腺癌患者とその付き添いとして来院した

配偶者70組．方法は OABSS を中心とする質問票で調査し，OABSS

の質問 3 の尿意切迫感スコアが 2 点以上かつ合計点数 3 点以上を

OAB と診断した．前立腺癌患者とその配偶者の排尿状態の相関関係

や就寝時の同室状況なども調査した．［結果］前立腺癌患者の平均年

齢は77.4歳であり，22.9％が OAB と診断された．配偶者の平均年齢

は73.9歳で，11.4％が OAB と診断された．［結語］前立腺癌患者とその

配偶者において OAB の存在を留意する必要性があると考えられた．

女性過活動膀胱患者におけるソリフェナシンの有用性と安全性の検

討 : 黒田秀也（泌尿器科くろだクリニック） ［目的］女性の過活動

膀胱 (OAB) 患者におけるソリフェナシンの有用性と安全性について

検討した．［方法］未治療の女性 OAB 患者30名に対して，ソリフェ

ナシンによる治療を行い，質問票により治療効果を検討した．［結果］

対象患者において OABSS は7.5から3.4，IPSS は8.3から4.7，QOL

スコアは5.5から2.8と，いずれも有意に改善した．IPSS 排尿症状ス

コアと残尿量に有意な変化は見られなかった．［まとめ］治療前に排

尿症状を伴わない OAB 症例ではソリフェナシンの有効性は高く，安

全性にも問題がないことが示された．

過活動膀胱に対してプレガバリンを使用した10例 :中島敏彦（沼津

市立緩和医療），花井 禎，小川将宏，日暮太朗（沼津市立），赤倉功

一郎（東京厚生年金） ［目的］近年の報告において，過活動膀胱の

原因の 1つとして膀胱求心性神経活動の亢進の関与が示されている．

そこで知覚神経の興奮伝達を抑制し，神経障害性疼痛を改善する作用

を持つプレガバリンを使用しその有効性を retrospective に検討した．

［方法］通常の泌尿器科的治療を行われているにもかかわらず効果が

不十分，副作用により抗コリン剤が増量できない，もしくは使用でき

ない症例を男女を問わず対象とした．それまで行っていた治療に加え

てプレガバリンを 25∼75 mg/日から開始し，症状をみながら 300

mg/日を上限として増減した．Primary endpoint はOABSS の改善とし

た．［成績］有効率は62.5％であり夜間頻尿，IPSS，QOL スコアも

有意差をもって改善した．［結論］過活動膀胱に対してプレガバリン

は有効と考える．

二分脊椎患児の排尿管理における抗コリン剤の有効性の検討 :福井

真二，渡辺仁人，吉野 薫（あいち小児保健医療総合セ） ［目的］

二分脊椎症患児の排尿管理における抗コリン剤の効果について検討し

た．［対象］2003年から2010年までに当科で UDS を施行した二分脊

椎症例210例で抗コリン剤は70例に投与されていた．うち，膀胱機能

の経時的な評価が可能であった60例119回を対象とした．［方法］

UDS において，抗コリン剤の開始もしくは増量の前後での所見の変

化について検討した．［結果］60例の原疾患は脊髄髄膜瘤48例，脊髄

脂肪腫12例で，初診時年齢は平均48カ月であった．60例のうち，抗コ

リン薬開始もしくは増量によるビデオ UDS 所見の改善もしくは増悪

なしを47例74回，増悪を25例45回に認め，学童前期に増悪が多い傾向

であった．

尿閉による膀胱の過進展が原因となり喚起された深部静脈血栓症の

1例 :南 秀朗，上木 修，稲村 聡，川口光平（公立能登総合），

山下 朗，吉村大樹，村田義治（同循環器） ［症例］症例は82歳，

女性．2011年 6月上旬に下腹部痛出現，近医受診． 2日後に腸閉塞の

診断として当院紹介．単純 CT にて尿閉とそれに伴う両側の外腸骨静

脈血栓症認め，当科入院．尿道バルーン留置，1,300 ml 排出． 3日

後に右下肢全体の腫脹認め，超音波にて右外腸骨静脈から浅大腿静

脈，浅大腿静脈から膝窩静脈に多発性に血栓あり．採血所見上は，深

部静脈血栓症（以下 DVT) を喚起する危険因子なし．循環器科にて

下大静脈フィルター留置．ウロキナーゼ投与後，ワーファリン開始．

右下肢腫脹は軽減．2011年 7月に退院．本症例は尿閉による膀胱の過

進展により DVT が喚起されたきわめて稀な症例かと思われ若干の文

献的考察を加えてここに報告する．

LOH 症候群患者における ED と腎機能との関連 : 高尾徹也，奥田

英伸，山本圭介，福原慎一郎，吉岡 巌，木内 寛，宮川 康，辻村

晃，野々村祝夫（大阪大） 勃起障害 (ED) および慢性腎臓病

(CKD) 発症のリスクファクターは，加齢，高血圧，糖尿病，肥満な

ど共通のものがある．加齢男性性腺機能低下 (LOH) 症例では，ED

の発症率が高く，慢性腎不全でも ED の発生率が高い．今回，LOH

症候群患者における腎機能やテストステロン値と ED との関連を検討

した．対象は2007年 6月から2011年 7月までに LOH 症状を主訴に受

診した103例．eGFR，テストステロン値，年齢，BMI，高血圧の有

無，DM の有無，高尿酸血症の有無の各項目と IIEF5 との関連性を解

析した．IIEF5 と eGFR，テストステロン値はそれぞれ正の相関を認

め，年齢，BMI とは，負の相関を認めた．重回帰分析では，年齢，

テストステロン値，BMI が IIEF5 と関連していた．

停留精巣・精巣固定術の既往のある非閉塞性無精子症に対する

MD-TESE の治療成績 :梅本幸裕，佐々木昌一，岩月正一郎，窪田裕

樹，窪田泰江，水野健太郎，小島祥敬，林祐太郎，郡健二郎（名古屋

市大） ［背景］停留精巣は非閉塞性無精子症 (NOA) の原因となる

が，その病態は不明である．当院で施行した MD-TESE 手術例にお

いて，停留精巣の既往を有する症例について検討した．［対象］2004

年 3月から2011年 5月までの間に，MD-TESE を施行した NOA 患者

93名のうち，停留精巣・精巣固定術の既往のある患者10名を対象とし

た．［結果］10名のうち， 7名から採精可能であった．採精不能 3名

はクラインフェルター症候群（すべて47，XXY) であった．［結論］

停留精巣の既往のある NOA 患者では，染色体異常がなければ採精が

可能であった．特発性 NOA 患者と比較すると，良好な採精成績を期

待できる可能性があることが考えられた．

前立腺癌のホルモン除去療法における勃起障害の発症率と PDE5 阻

害薬の有効性に関する検討 :針貝俊治，邵 仁哲，内藤泰行，鴨井和

実，河内明宏，三木恒治（京都府立医大），兼光紀幸（洛和会丸太
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町），納谷佳男（京都第一赤十字），藤原光文（藤原泌尿器科医院），

落合 厚（愛生会山科） Androgen deprivation therapy (ADT) におけ

る性機能障害は，古くから当然起こりうる合併症として，広く理解さ

れているが，実際の ED の発生率や ED 発症の経時的な増加率を詳細

に検討した報告はほとんどなく，大多数が独自の質問票を用いたもの

であり，ADT による ED の治療の開始時期や治療効果の予測に対す

る客観的指標がないのが現実である．これは，前立腺癌に対する手術

療法や放射線療法後に発症した ED が詳細に検討され，数多くの報告

が認められることと対極を示している．そこで私たちは，Interna-

tional Index of Erectile Function 5 (IIEF-5) を用いて，前立腺癌に対す

る ADT による ED の発生率や ED 発症の経時的な増加率，および

PDE5 阻害薬の有効性を詳細に検討したので報告する．

外傷性遊走精巣を伴った大腿ヘルニアの 1例 :小村和正，和辻利和

（市立枚方市民） 68歳，男性．腹痛，嘔吐症にて紹介医を受診し，

右鼠径ヘルニアの診断で徒手整復を受けるも，同部位に 20 mm 大の

弾性軟で可動性良好な腫瘤を触知し，当科を受診した．既往歴に中学

生時に陰嚢部を蹴られ，以後右精巣が挙上していた．外傷性遊走精巣

と診断し，精巣摘出術，ヘルニア根治術を同時に施行した．

右精索静脈瘤を契機に発見された肺動脈血栓塞栓症の 1例 :山本雅

司（白庭），岡島英二郎，吉川元清，木村昇紀，清水一宏，柏井浩希，

上島成也，際本 宏，中村 潤，寺崎豊博（北和泌尿器地域連携協議

会） 52歳，男性． 2， 3週間前よりの右陰嚢内無痛性腫瘤を主訴に

当科を受診．同時期より軽度の労作時息切れを自覚していた．理学的

には右精索静脈瘤 (grade 2) を認め，両側下腿浮腫を伴っていた．血

液検査にて肝機能障害 (AST 104，ALT 197，γGTP 207) がみられた．

腹部 CT にて右腎に異常を認めなかったが，下大静脈や肝内静脈の拡

張がみられ，心エコーにて著明な右房拡張を指摘された．右心負荷に

よるうっ血性疾患を疑い，内科に紹介．胸部 CT にて肺動脈血栓塞栓

症と診断され，紹介当日に t-PA の投与および下大静脈内フィルター

留置が行われた．発症後約 1年を経過したが，肺動脈血栓は消失する

も，右精索静脈瘤は残存している．

抗癌剤が誘発する悪心，嘔吐に対する制吐剤の効果に関する検討 :

吉岡 厳，吉田栄宏，中井康友，高尾徹也，矢澤浩治，高山仁志，宮

川 康，辻村 晃，野々村祝夫（大阪大） ［目的］抗癌剤が誘発す

る悪心，嘔吐に対する制吐剤の効果を検討した．［対象と方法］2006

年より2011年の間に尿路上皮癌に対して抗癌剤治療を行った症例を対

象とする．（GC : 34症例），（GN : 41症例）制吐剤として 5HT-3 受容

体拮抗薬のみを使用した群，デキサメサゾンを併用した群，さらにア

プレピタントを併用した群にわけて，悪心，嘔吐についてレトロスペ

クティブに検討を行った．［結果］GC 療法，GN 療法いずれでも，

5HT-3 受容体拮抗薬のみ使用の群と比較して，デキサメサゾンおよ

びアプレピタントの使用は急性，遅発性ともに嘔吐，悪心を軽減させ

る．［考察］デキサメサゾンやアプレピタントは積極的な使用が望ま

れる．

自己皮下脂肪組織からの脂肪組織由来再生（幹）細胞抽出の基礎

的，臨床的検討 : 山本徳則，服部良平，後藤百万（名古屋大），岩畔

英樹（サイトリ・セラピューティクス社） われわれは皮下脂肪組織

由来再生（幹）細胞（腹圧性尿失禁症例 :第15回ヒト幹細胞指針にて

認可）移植治療の臨床研究を開始した．今回は，脂肪組織由来再生細

胞抽出装置 (Celution800 : Cytori Therapeutics，Inc) を用いて行われ

た基礎的実験（豚 N＝ 6）および臨床症例 (n＝ 4）の有用性ならび

に安全性について検討した．この装置の特徴は， 1）骨髄と比較し

100∼2,500倍の量の細胞が抽出可能）， 2）コンパクトで運搬可能，

3）完全閉鎖回路， 4）抽出技術が安定，している事である．採取さ

れた細胞は 3×107個以上，細胞生存率は90％以上であり，内訳は幹

細胞 (CFU-F) が 1∼ 5％であり，抽出した細胞が臨床効果に関与し

ているものと推測された．

当院における結石性腎盂腎炎の臨床的検討 : 伊藤康久，永井 司

（揖斐厚生） ［目的］当院において加療した結石性腎盂腎炎について

検討した．［対象と方法］対象は2005年 7月から2011年 4月までの30

例．［結果］平均年齢は62.8歳（16∼87），男女比は 1 : 2であった．

尿または血液から起炎菌を同定できた症例は16例で，起炎菌は大腸菌

が 6例と最も多く，グラム陰性桿菌がほとんどであった．泌尿器科処

置としてドレナージを施行した症例は20例（尿管ステント11例，腎瘻

9例）で，結石に対する治療は ESWL 13例，TUL 10例，腎摘 3例，

PNL 2例であった．［結論］結石性腎盂腎炎に対する治療は早期のド

レナージ治療が有用と思われた．

尿路感染症におけるプロカルシトニン (PCT) 測定の有効性の検

討 :細川幸成，橋村正哉，高田 聡，林 美樹（多根総合），田中志

津香，北川 篤，北澤俊美，竹浦久司（同臨床検査），藤本清秀，平

尾佳彦（奈良県立医大） ［目的］敗血症併発が疑われる尿路感染症

におけるプロカルシトニン (PCT) 値測定の有効性について検討を

行った．［対象と方法］尿路感染症と診断した症例のうち，敗血症が

疑われ PCT 値測定・血液培養検査が施行されていた54例．血液培養

の結果と PCT 値との関連について検討した．［結果］年齢は中央値

で72.5歳．臨床診断は腎盂腎炎が42例，急性前立腺炎が11例，会陰部

膿瘍が 1例．血液培養陽性は16例．PCT 値 2 ng/ml をカットオフ値

とした場合，血液培養陽性の感度87.5％，特異度47.4％，陽性反応予

測値は41.2％であった．［結語］尿路感染症で敗血症併発を疑った場

合，PCT 値測定は有効である．

尿路感染を契機に発症したと考えられた化膿性脊椎疾患 3例の臨床

的特徴 : 八重樫 洋，石浦嘉之，越田 潔（金沢医療セ），内藤充啓

（舞鶴共済整形外科），上田康博（福井県立整形外科） 化膿性脊椎疾

患は糖尿病患者，透析患者，悪性腫瘍患者などの compromised host に

発症が多く，比較的稀な疾患であるが，近年報告例が増加している．

感染経路としては血液培養陽性例がほとんどであり，各種感染症から

の血行性感染が原因と考えられている．泌尿器科領域では急性腎盂腎

炎を契機に発症した例，TUR-P 後の創部感染より発症した例が過去

に報告されている．当院において2010年 8月∼11月に臨床経過から急

性閉塞性腎盂腎炎を契機に発症したと考えられた本疾患 2例，および

腸腰筋膿瘍に続発し発症したと考えられた本疾患 1例を経験した． 3

例の臨床的特徴について，若干の文献的考察を加え報告する．

泌尿器科領域における経尿道的内視鏡手術の周術期抗菌薬予防投与

の現状 : 石川清仁，石瀬仁司，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） ［目的と方法］日本

泌尿器科学会は2006 年に「泌尿器科領域における周術期感染予防ガ

イドライン」を発表し 5年目を迎えた．その妥当性を検討するため，

TUR の周術期に投与されている抗菌薬とガイドライン推奨薬との一

致率や術後感染症発生頻度につきアンケート調査を行った．［結果］

TUR-P : ガイドラインとの一致率は79.6％，ガイドラインに沿った

投与法を行っている施設のうち92.3％の施設では術後感染症発生頻度

が 5％以下であった．TUR-Bt :一致率は77.6％で，ガイドラインを

遵守している95.4％の施設では発生頻度が 5％以下であった．［結論］

今回の結果からガイドラインが推奨する TUR 時の周術期抗菌薬投与

法の妥当性が示唆された．

当院における透析患者の骨・軟部組織感染症 8例についての検討 :

萩原暢久，中ノ内恒如，高橋和美，上野彰久，井戸本陽子，中山雅由

花，竹内一郎，薗村和宏，稲垣哲典，森 優，草場哲郎，納谷佳男

（京都第一赤十字透析セ） ［目的］透析患者の骨・軟部組織感染症は

日常診療において注意が必要である．当院でも近年症例が増加してお

り，その経過について検討した．［対象］2008年11月から2010年11月

に骨・軟部組織感染症を発症し加療を行った透析患者 8例．すべて男

性で平均年齢64.4歳．［結果］化膿性脊椎炎 3例，化膿性関節炎 2例，

大腿膿瘍 2例，陰部壊死性筋膜炎 1例であった．糖尿病性腎症が 6

例． 3例から MRSA が検出された．［考察］透析患者の骨・軟部組織

感染症は原因として易感染性，末梢血流不良，高齢や糖尿病性腎症の

増加などがあげられる．時には重篤な転帰となることもあり，早期発

見と外科的ドレナージも含めた適切な治療を積極的に行うことが重要

である．

前立腺癌における術前 Neoadjuvant hormonal therapy の意義につ

いての単一術者での検討 : 重村克巳，山下真寿男（神鋼），山中邦人

（明石市立市民） ［目的］前立腺癌 (PC) における術前 neoadjuvant

hormonal therapy (NHT) の意義について単一術者で検討した．［方

法］明石市民病院泌尿器科で PC にて根治的前立腺全摘を行った53例

を対象とし，術前 NHT の有無で 2群に分け，治療前 PSA 値，手術

時間，出血量，切除段端陽性率，被膜侵襲陽性率，切除標本 Gleason
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score，術後 PSA 再発に関して比較検討した．［結果］術前 NHT 併用

群と手術単独群とで，治療前 PSA 値にて有意に前者の方が高かった

(p＜0.05) が，術後 PSA 再発，手術，周術期に関して有意差を認め

なかった．明かな NHT による合併症を認めなかった．［結論］今後

前向き検討が必要ではあるが，術前 NHT の有用性が示唆された．

去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル (DTX) を用いた化学療

法の臨床成績 : 康 根浩，稲垣 武，楠本浩貴，佐々木有見子，浦

邦委，西澤 哲，吉川和朗，児玉芳季，南方良仁，松村永秀，柑本康

夫，原 勲（和歌山県立医大） ［目的］去勢抵抗性前立腺癌に対す

るドセタキセル (DTX) を用いた化学療法の臨床成績を検討するこ

と．［対象と方法］2005年 6月∼2010年 7月の間 DTX を基軸とした

化学療法を施行した70症例を対象とした．患者年齢の中央値は73歳で

あった．治療開始時の PSA 値の中央値は 75.2 ng/ml で，骨以外の臓

器転移を有する症例が29例であった．［結果］観察期間の中央値は13

カ月であった．42例に50％以上の PSA 下降が認められたが，奏効期

間の中央値は 6カ月であった．生存期間の中央値は14カ月であった．

治療開始時の Hb 値と骨以外の臓器転移の有無が癌死と有意に関連し

ていた．［結語］DTX 療法は，内分泌療法抵抗性前立腺癌に対して

有効な治療法である．

ホルモン抵抗性前立腺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（長期生存例を中心に) : 上田公介，前田二美子（は

ちや整形外科名古屋前立腺セ），伊藤靖彦（聖霊） ホルモン抵抗性

前立腺癌に対して低濃度抗癌剤併用局所ハイパーサーミアを行い， 5

年以上の長期生存例がみられてきたので，治療成績について報告す

る．対象は2004年 4月から2011年 6月までに当科で治療を行ったホル

モン抵抗性前立腺癌11症例である．治療時の年齢は50∼82歳，stage

はいずれも D2 で，Gleason score は 7∼ 9，PSA は 4∼2,000であっ

た．治療方法は抗癌剤として CDDP 5∼10 mg，あるいはタキソテー

ル 2.5∼5 mg をハイパーサーミア30分前に投与開始し，加温中から

終了時（約 1時間）にかけて投与した．結果は，CR 4例，PR 3例，

NC が 4例であった．生存期間は 2カ月から 7年 2カ月であった．副

作用は軽微であり，長期生存が期待できる治療法であった．

高齢者前立腺癌に対する当院での治療成績 :金宮健翁，田中雅登，

花房隆範，福井辰成，黒田昌男（財団法人日本生命済生会日生）

［背景］社会の高齢化に伴い，高齢者前立腺癌の治療法が問題となっ

ている．［方法］前立腺癌診断時年齢が80歳以上の症例に対する治療

方法および成績について検討した．［結果］過去10年で生検による前

立腺癌診断患者は41名，その内当科での経過観察数は25名．年齢は中

央値82歳，観察期間は中央値822日．診断時 PSA は中央値 12.2

ng/ml．初回治療法は抗アンドロゲン剤単独継続療法が 7名，間歇的

療法が 9名．MAB 継続療法が 1名，間歇的療法が 7名．待機療法が

1名であった．前立腺癌死は 2名であった．［考察］高齢者前立腺癌

への抗アンドロゲン剤単剤治療は効果が期待でき，選択肢の 1つとな

りえる．

前立腺肥大症の進展と排尿可能量の減少の関係―尿流曲線と仮想円

面積比による検討― :西本憲一，小熊一輔，黒木慶和，桝田周佳，播

本幸司，西川慶一郎（生長会府中） ［目的］前立腺肥大症 (BPH)

が進展すると排尿可能な 1回尿量が減少するのかを検討する．［方法］

男性のべ310例の尿流曲線を使用した．BPH の進展程度を示す指標と

して仮想円面積比 (PCAR) を使用した．尿流曲線を排尿モデルで近

似し，PCAR，排尿中の尿道内圧差の累積値（積分値）(P’，cmH2O・

s），排尿量 (VV，ml) をシミュレーション計算した．［結果］PCAR

が0.75より大きくなると VV/ P’ の値が急速に減少した．［考察］同

一圧での排尿量の比較のために VV でなく VV/P’ を使用した．

PCAR＞0.75 で排尿可能な一回排尿量が減少する，すなわち残尿が

発生するようになると考えられた．PCAR＞0.75 で尿道抵抗が急速

に増大していくことの結果と考えられた．

過活動膀胱をともなう前立腺肥大症患者に対する α ブロッカー治

療の有効性の検討 :本多登代子，松川宜久，高井 峻，馬嶋 剛，山

本徳則，水谷一夫，服部良平，後藤百万（名古屋大） 前立腺肥大症

(BPH) は排尿障害のみならず，蓄尿障害も併発する．今回OAB を有

する BPH 患者に対する α1 ブロッカー治療の有効性の検討を行った．

対象は OAB を合併する BPH 患者75例．シロドシン 8 mg/day を投与

し治療前後で自覚症状の変化 (IPSS，QOL，OABSS) ならびに PFS

(pressure flow study) により，蓄排尿機能の変化を検討した．IPSS，

QOL，OABSS は，17.5→11.2，4.8→3.2，7.3→4.9と変化し有意な

改善がみられた．また PFS では有意な閉塞所見の改善に加え，膀胱

不随意収縮も57.4％で改善がみられた．OAB をともなう BPH 患者に

対するα1ブロッカー治療は，閉塞症状・機能だけでなく，蓄尿症状・

機能の改善も認め有用な治療法であると考えられた．

バイポーラを用いた経尿道的前立腺核出術 (Transurethral

Enucleation with Bipolar : TUEB) の中期治療成績 :三島崇生，岡田卓

也，堀越幹人（大阪府済生会野江） ［目的］前立腺肥大症に対し施

行した TUEB 症例の中期治療成績を検討した．［対象と方法］2009年

4 月∼2011年 7 月に施行した 57例．手術前後の IPSS，QOL，

OABSS，最大尿流量率，残尿量を評価した．［結果］（評価項目術

前 : 3カ月 : 6カ月 : 12カ月，値は平均値で記載）IPSS 19 : 6.8 :

6.8 : 6.3，QOL 4.9 : 2.4 : 1.7 : 1.7，OABSS 7.0 : 4.7 : 3.7 : 3.1，

最大尿流量率 (ml/s) 6.2 : 16.7 : 17.9 : 18.3，残尿量 (ml) 127 :

33.9 : 25.5 : 27.4であった．［結論］IPSS・QOL・最大尿流量率に加

え OABSS も改善を示し，12カ月後も継続していた．

当院における経尿道的前立腺核出術 (TUEB) 60例の経験 : 坂野恵

里，足立浩幸，田原秀男（耳原総合） ［目的］前立腺肥大症に対し

経尿道的前立腺核出術 (TUEB) を施行した症例について，後方視的

検討を行った．［対象］2008年 7月∼2011年 5月に TUEB を施行した

60例．［結果］平均年齢は69.7歳（59∼83歳），平均前立腺内腺重量

40.6 g (5∼155 g），平均前立腺核出重量 27.8 g (2∼152 g），平均手術

時間は117分，平均カテーテル留置期間は3.1日であった．また術後 3

カ月で IPSS は20.9→9.8，QOL スコアは4.6→1.8，最大尿流量率は

7.9→14.4 ml/sec，残尿量は120.5→28.6 ml と改善を認めた．合併症

は尿道狭窄を 4例（6.7％），後出血を 1例（1.7％）に認めた．PSA

の平均低下率は72％であった．［結語］前立腺肥大症に対する TUEB

は安全性，有効性ともに高い治療法と考えられた．

経尿道的前立腺切除術 (TUR-P) の LUTS に対する効果 : IPSS を用

いた検討 :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 TUR-P を施行し術前後の IPSS 比較が可能で

あった879例について，各項目別に術前 2点以上であった症例を対象

に治療効果を検討した．改善率は，各項目の術後 3カ月値を術前値で

除し，0.25以下，0.25∼0.5，0.5∼0.75，0.75以上をそれぞれ著効，

有効，やや有効，無効に 4分類し，著効，有効の 2群を効果あり，そ

れ以外を効果なしとした．その結果，閉塞症状である第 3，5，6各

項目はすべて90％以上で効果ありだったが，刺激症状（第 2，4，7

項目）の効果ありは65，76，47％ と低く，閉塞症状に比べ刺激症状

の改善率が有意に低い結果となった．今回の検討で刺激症状の治療の

難しさが改めて明らかとなり，手術適応を決める際に考慮すべきだと

考えられた．

経尿道的前立腺剥離術における新しい術式の提案 : 大西裕之，石戸

谷 哲，牛田 博，植村祐一（滋賀県立成人病セ） ［目的］従来の

TUR-P は，血管の分布上末端から中枢側に何度も出血を生じるため，

輸血，TUR 症候群のリスクが比較的高いと考えられてきた．

HoLEP，TUEB の登場にて経尿道的に前立腺が剥離核出可能となり，

前立腺腺腫の中枢側での止血によって得られる出血量の減少と腺腫の

残存率の減少において革新的進歩となった．当科では2008年 6月より

従来の TUR システムのみで，前立腺腺腫の剥離を行い，昨年の本会

総会にて発表した内容に引き続き症例を重ねたため，その方法と手術

成績，合併症について報告する．

腎盂尿管癌に対する腎尿管全摘出後に発生する進行性膀胱癌につい

ての臨床病理学的検討 : 馬嶋 剛，服部良平（名古屋大），山田 伸

（岡崎市民），絹川常郎（中京），上平 修，松浦 治（小牧市民），都

築豊徳（名古屋第二赤十字） ［目的］腎盂尿管癌に対する腎尿管全

摘術（以下 NUx) 後における，進行性膀胱癌（以下 pBT) 発生の危険

因子について検討した．［方法］名古屋大学およびその関連施設にお

いて1982年 6月から2011年 4月までに腎盂尿管癌に対し NUx を受け

た701人中，243人が術後膀胱内再発を生じた．このうち術前に膀胱癌

の既往を有しない155人を対象とした．pBT 発生を end point とし，

各臨床病理学的因子について解析した．［結果］27 例が pBT を発症
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した．単変量解析では，腫瘍数，NUx 前の尿細胞診，pathologica T

stage，CIS が，多変量解析では，CIS が有意に pBT 発生の危険因子

であった．［結論］NUx 後の pBT 発生における危険因子について臨

床病理学的検討を行った．

当院におけるU字型回腸利用新膀胱造設術の経験 :北本興市郎，壁

井和也，立花大和，大年太陽，山崎健史，井口太郎，玉田 聡，田中

智章，鞍作克之，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市立大），鎌田良子（育

和会記念），前田 覚（ベルランド総合） ［目的］QOL 向上のため

新膀胱造設が行われているが，手技習得は容易ではなく普及している

とは言い難い．そこで弘前大学にて考案されたU字型回腸新膀胱造設

術を施行し，手術方法や成績に関し検討した．［対象と方法］回腸利

用新膀胱造設術を施行された 4例を対象とした．男性 3例，女性 1

例，平均年齢70歳．新膀胱は回腸を約 40 cm 遊離し，U字状に flap

を作成後球状にした．尿管は free end で新膀胱と吻合し，スリットを

入れるのみとした．［結果］平均手術時間は439分．術後尿管吻合部の

狭窄や逆流は認めず，直後から 100 ml 以上の膀胱容量を得た．［考

察］本術式は簡便で術後の膀胱容量も良好のため，新膀胱造設術のオ

プションになりうると思われた．

多発性筋炎に合併した尿管癌の 1例 :荒瀬栄樹，鈴木竜一，荒木富

雄（鈴鹿中央総合） きわめて稀な多発性筋炎に合併した尿管癌の 1

例を経験したので報告する．78歳女性．肉眼的血尿，高熱にて受診．

左尿管腫瘍，左水腎症を伴う急性腎盂腎炎と診断．左腎瘻造設，抗生

剤治療で腎盂腎炎は軽快．尿管鏡検査で乳頭状腫瘍認め，生検で尿路

上皮癌と診断し，根治的左腎尿管摘除術を行った．患者は，15年前か

ら間質性肺炎を合併する多発性筋炎にてステロイド剤とシクロスポリ

ン A (CyA) で治療中であり，周術期管理として，厳重な呼吸管理や

薬物投与量モニタリングを要した．病理組織結果は，左尿管癌 UC

pTa G2＞G1 であった．術後の経過は良好で，多発性筋炎の再燃も認

めず退院した．

当センターにおける Second TUR-Bt の成績と今後の課題 : 宮坂杏

子，李 芳菁，塩田恵里，齋藤允孝，小林将行，小丸 淳，深沢

賢，植田 健（千葉県がんセ前立腺セ），市川智彦（千葉大） 2006

年 4月から2011年 3月までの 5年間に TUR-Bt を施行した延べ754例

のうち，病理組織学的に尿路上皮癌が確認されたのは682例であり，

そのうち second TUR-Bt を施行されたのは79例であった．男性71例，

女性 8例，年齢は中央値66歳（40∼82歳），初回 TUR-Bt から second

TUR-Bt までの期間は中央値44日（19∼146日）であった．病理組織

学的に腫瘍の残存が認められたのは42例（53.1％）であり，そのうち

上皮内癌随伴を認めない症例は28例（35.4％）であった．65例は追加

治療を施行しており，内訳は BCG 膀胱内注入療法54例，膀胱全摘除

術 8例，化学療法 3例であった．second TUR-Bt の成績と，今後の可

能性について検討する．

10年以上経過して再発した尿路上皮癌の 2例 :野々村大地，片山欽

三，真殿佳吾，嘉元章人，森 直樹，関井謙一郎，吉岡俊昭，板谷宏

彬（住友） 症例 1 : 68歳，男性．1998年 TUR-BT を施行，病理結

果は尿路上皮癌，pTa で，その後膀胱癌の再発は認めていなかった．

2011年 2月腹部 CT で腹腔内腫瘍を認め，生検で膀胱癌の再発と診断

し，放射線化学療法を施行した．症例 2 : 68歳，男性．1991年右腎盂

癌に対して右腎尿管摘除術を施行．1993年左腎盂癌，pTis に対して

BCG 注入療法を施行したが，1998年に再発を認めたため，左腎尿管

膀胱全摘術を施行した．2011年後腹膜腫瘍を指摘，生検で尿路上皮癌

の再発と診断され，後腹膜腫瘍摘除術を施行し，残存腫瘍に対して放

射線化学療法を施行した．尿路上皮癌の晩期再発の 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．

膀胱小細胞癌の 4例 :横川竜生，塚 晴俊，村中幸二（市立長浜）

泌尿器科領域における小細胞癌は比較的稀であり，またきわめて予後

不良の疾患である．その中で当科では膀胱小細胞癌の 4例を経験した

ので報告する．症例は62∼78歳の男女それぞれ 2名．そのうちの 1例

は初発時は尿路上皮癌であったが 3年後の再発時では小細胞癌と組織

学的な変化を認めた症例であった．また 4例中 2例は経尿道的膀胱腫

瘍切除術および術後補助化学療法にてそれぞれ術後約 1年および約 2

年 6カ月経過した現在も比較的長期の生存を得ている症例である．

診断，治療に苦慮した膀胱腫瘍の 2症例 :實重 学，林 暁（練馬

総合） 診断，治療に苦慮した膀胱腫瘍の 2症例を経験したので報告

する．［症例 1］75歳，女性．近医で左側壁の 2 cm 大膀胱腫瘍を指

摘．受診時，腫瘍は広基性に 4 cm に増大，組織生検は炎症性・反応

性リンパ球浸潤像であった．急速拡大する腫瘍，持続的血尿などの臨

床所見より，膀胱癌も否定できず，膀胱全摘術および尿路変向術を施

行した．病理結果は MALT lymphoma と診断された．［症例 2］74

歳，男性．肉眼的血尿あり，膀胱鏡を行ったところ左尿管口後方に非

乳頭状腫瘍を認めた．CT 検査画像に左外腸骨静脈周囲に約 5 cm 弱

のリンパ節腫脹を認めた．膀胱腫瘍は TUR-Bt で完全切除．病理結果

はリンパ上皮腫瘍様癌と診断された．

精巣上体ウェゲナー肉芽腫性血管炎の 1例 :米田一樹，市野 学，

伊藤 徹，佐竹立成（名古屋掖済会） 患者は32歳，男性で，特に既

往はなく生来健康であった．左陰嚢のしこりを自覚し，当科外来を受

診した．身体所見上で左精巣の無痛性腫大を認め，精巣腫瘍が疑われ

たため，各種精査を施行した．同日の AFP は 2.6 ng/ml であった．

その後に撮像した骨盤 MRI で左精巣と連続し，34×23 mm の大きさ

の境界明瞭な腫瘤を精巣上部に認めた．画像所見よりセミノーマが疑

われたため，左高位精巣摘除術を施行した．術後病理診断結果より，

ウェゲナー肉芽腫性血管炎と診断され，耳鼻咽喉科・呼吸器内科・腎

臓内科にて以後の経過観察を行った．現在（術後 2年），再発は認め

ていない．

当院における膀胱小細胞癌の臨床的検討 :酒谷 徹，清水洋祐，杉

野善雄，山崎俊成，松井喜之，今村正明，井上貴博，大久保和俊，神

波大己，吉村耕治，小川 修（京都大） ［目的］膀胱小細胞癌の臨

床的検討を行った．［対象］1995∼2011年に当院で膀胱小細胞癌と診

断された11例（男10，女 1）．平均年齢は76.9歳（58∼87）．臨床病期

は stageⅠ 以下/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ : 3/3/2/3例．術前補助化学療法 (NAC)＋

膀胱全摘除術 (TC) を 4例，NAC＋放射線治療 (RT) を 2例，術前

補助 RT＋膀胱部分切除術 (PC) を 1例，TC 単独を 2例，PC 単独を

1例，RT 単独を 1例に施行．［結果］生存期間の中央値は12.6カ月

（3.2∼92.7）．生存は 4例（癌なし生存 3例）．癌なし生存は stage I/

II/III : 1/1/1例で，すべて NAC＋TC を施行され，生存期間は16.0/

75.7/92.7カ月であった．［結論］転移を認めない膀胱小細胞癌に対

しては NAC＋TC が有効である可能性が示唆された．

悪性精巣上体腫瘍（腺癌）の 1 例 :植垣正幸，木村博子，青山輝

義，橋村孝幸（関西電力） 77歳，男性．パイプカット手術既往歴あ

り． 3カ月前より陰嚢腫大を自覚し近医受診．右陰嚢水腫の診断で当

科紹介初診．2011年 6月 2日右陰嚢水腫根治術を施行．黄色透明の陰

嚢内液 150 ml を認めた．右精巣上体に 2.5 cm の硬結を認めたため，

右精巣上体切除術を追加した．病理結果は腺癌であった．腫瘍残存の

可能性を考えて， 6月10日右高位精巣摘除術を施行．また CT にて多

発肺転移巣を認めた．上部および下部消化管内視鏡検査と PET 検査

にて他に明らかな病変はなかった．精巣上体腫瘍による肺転移と診

断．化学療法として CBDCA＋PTX を予定．

鼠径部脂肪肉腫の 1例 :旦尾嘉宏，伊藤崇敏，保田賢司，渡部明

彦，小宮 顕，布施秀樹（富山大） 症例は79歳，男性．1993年に前

医にて右鼠径部腫瘍摘出．病理結果は脂肪腫であった．2000年に腫瘤

再発し右鼠径部腫瘤および右精巣摘出術施行．高分化型脂肪肉腫の診

断であった．2011年 1月に再度鼠径部の硬結を自覚し，局所再発の診

断にて同年 3月当科紹介受診となった．腫瘤摘出術を行ったところ脱

分化型脂肪肉腫の診断であった．現在，厳重経過観察中である．脱分

化型脂肪肉腫は高分化型脂肪肉腫の一部が非脂肪性の低分化な肉腫に

脱分化し二相性の様相を呈するものとされている．再発，転移巣が脱

分化型へと変化していき，ひとたび脱分化の経過をたどると予後不良

である．

局所前立腺癌に対する強度変調放射線治療 (IMRT) の初期成績 :

大関孝之，安富正悟，小池浩之，江左篤宜（NTT 西日本大阪） 局

所性前立腺癌に対する強度変調放射線治療 (IMRT) の短期成績につ

いて報告する． 2007年 7月∼2010年11月までに当院にて IMRT で治

療した計53例 (IMRT 単独群25例，内分泌療法先行 IMRT 群28例）

を対象とした．内分泌療法先行期間は 1カ月∼29カ月（中央値 7カ

月）． D’Amico のリスク分類で低リスク群 6例，中リスク群15例，高
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リスク群32例であった．照射線量は 70∼74 Gy で前立腺局所に照射

した，経過観察期間は18∼48カ月（中央値30カ月），生化学的再発は

計 4例（低リスク群 1例，中リスク群 1例，高リスク群 2例）に認め

た．急性期有害事象 (NCI/CTCAE) は32例（60.4％）でいずれも

grade 1∼2 であった．晩期有害事象は認めなかった．

当院における限局性前立腺癌に対する密封小線源治療の治療成績 :

西野 将，深谷孝介，河合昭浩，引地 克，彦坂和信，平野泰広，石

瀬仁司，深見直彦，丸山高広，佐々木ひと美，日下 守，石川清仁，

白木良一，星長清隆（藤田保衛大） ［目的］当院での限局性前立腺

癌に対する密封小線源治療の有効性と有害事象につき検討する．［対

象］I-125密封小線源治療を施行し 1年以上の観察期間がある321例．

年齢は48∼81歳（中央値 : 68歳），PSA は3.2∼86.8 ng/ml（中央値 :

6.7 ng/ml），単独治療240 例，外照射併用81 例であった．［結果］平

均観察期間36.1カ月で，PSA 再発 (nadir＋2.0 ng/ml) を 3例に認め

た．Grade 2 以上の有害事象ではGU を11例に，GI を14例に認めた．

［結論］限局性前立腺癌に対する密封小線源治療は低侵襲で有効な治

療法である．今後，中長期の治療成績についても検討が必要である．

前立腺癌に対する強度変調放射線治療 (IMRT) における内分泌療

法併用の意義 : 河合憲康，小林大地，内木 拓，山田健司，戸澤啓

一，郡健二郎（名古屋市立大），杉江愛生，芝本雄太（同放射線），橋

本良博（豊田厚生），山田泰之（海南），岡村武彦（安城更生） ［目

的］前立腺癌に対する IMRT における内分泌療法併用の意義を検討

した．［対象と方法］対象は2005年 8月から2010年12月までに IMRT

を行った118例．再発基準は Phenix の定義に準じた．［結果］年齢は

平均71歳，D’Amico 分類で低中高リスクは各32，37，49例，平均観察

期間は25.5カ月．低リスクでは内分泌療法併用は行ず，再発はなかっ

た．内分泌療法の内訳は ｢MAB」，「non MAB」，「内分泌療法なし」

の 3つであり，中リスクではおのおの 9，9，19例，高リスクは19，

16，14例であった．中リスクでは再発はなく，高リスクでは ｢MAB」

5例，「内分泌療法なし」 2例に再発を認めた．［考察］高リスクでの

内分泌療法併用は必要であると思われた．

前立腺癌に対する Transrectal high intensity focused ultrasound に

対するホルモン療法の意味 :稲元輝生，藤末 裕，増田 裕，東 治

人（大阪医大），小村和正，和辻利和（枚方市民） HIFU を施行さ

れた134名の stage T1/T2 患者を対象とした．再発の基準として 2 ng/

ml 以上の nadir 値からの PSA 上昇を再発ありとした．平均年齢は

68.3±7.3歳であった．49名（36.6％），46名（34.3％），39名（29.1％）

が順に low，intermediate，high risk に属していた．平均前立腺重量は

21.1±9.9 cc であった．さらに PSA nadir は 3カ月までに85.1％の患

者で達成した．ホルモン療法を施行された患者はそうでない患者に比

較して 2日目の PSA 上昇を来たす割合が少なかった (P＝0.001）．さ

らに生化学的再発の有無にも 2 群間での差異は見当たらなかった

(P＝0.825）．HIFU 療法の施行においてホルモン療法は治療成績には

寄与しないことが判明した．

潜在的尿道狭窄が臨床的な尿道狭窄と共に HIFU の治療成績に与え

る影響 :稲元輝生，藤末 裕，東 治人（大阪医大），小村和正，和

辻利和（枚方市民） HIFU 合併症中で潜在的な尿道狭窄は存在する

ことはあまり知られていない．限局性前立腺癌に対する HIFU 療法

後の臨床的・潜在的尿道狭窄の発生率を調査し，さらに治療成績との

相関関係を研究した．T1-T2N0M0 の限局癌144例を治療対象とした．

観察中央値は47カ月であった．Grade 1∼4 の臨床的に問題となる尿

道狭窄は28例（19.5％）に認めた．潜在的尿道狭窄は30例（20.8％）

に認めた． 5年再発なし生存率は全患者で61.2％であった．臨床的尿

道狭窄と潜在的尿道狭窄のいずれかを有する患者群では 5年再発なし

生存率78.2％に至り，狭窄を有しない群では47.8％であり群間で有意

差を認めた (p＜0.001）．狭窄の存在が予後と正に相関した．

原発性膀胱尿管逆流症に対するデフラックス注入手術の初期治療成

績 : 河村秀樹，濱野 敦（静岡県立こども） ［目的］原発性膀胱尿

管逆流症40例51尿管に対し経尿道的デフラックス注入手術を施行し，

初回手術 3カ月後の治療効果について評価を行った．［対象と方法］

男24名，女16名．片側29例（右13例，左16例），両側11例．Grade 別

では grade 1 が 4尿管，grade 2 が14尿管，grade 3 が23尿管，grade 4

が10尿管．全例日帰り手術で行った．Grade 4 に対しての治療は最初

の10例では行っていない．［結果］逆流の消失を有効とした．有効率

は grade 1 では75％（両側例の 1例で残存），grade 2 では86％，grade

3 では87％，grade 4 では60％であった．最初の10例を除くと grade 2

では100％，grade 3 では93％と成績が向上した．

尿閉を契機に発見された腎低形成を伴う単尿管性異所性尿管瘤の 1

例 :矢野公大，荒木博孝（済生会滋賀県） 症例は17歳，男性．2011

年 4月に尿閉にて受診．腹部エコー，膀胱鏡にて膀胱頸部から突出す

る嚢胞性病変を認めた．CT では右腎が同定困難であり，MRI にて

嚢胞性病変へ連続する右尿管と考えられる索状物を認めた．2011年 6

月，経尿道的右尿管瘤切除術を施行した．腫瘤の茎部は前立腺部尿道

まで及んでおり，腫瘤内には右尿管を確認したので，単尿管性異所性

尿管瘤と診断した．術後排尿困難の改善が得られた．術後 VUR を認

めるものの尿路感染症の合併は認めず，経過観察中である．

当院における急性陰嚢症の検討 :佐野友康，山田 伸，馬嶋 剛，

鶴田勝久，勝野 暁（岡崎市民） 急性陰嚢症は緊急に鑑別と適切な

処置を必要とする症候群で近年医療訴訟の対象となることがあるが診

断には苦慮する．［対象・方法］過去13年間の当院データベースから

得た急性陰嚢症78例を対象とし，症状，季節，回転度，survival など

について検討した．［結果］陰嚢痛，あるいは下腹部痛を主訴に来院

した78例中，外来のみのフォローは38例（ 2∼33歳 ; 14.2±6.9歳），

試験開腹に至ったのは40例（ 6∼47歳 ; 16.6±9.5歳）であった．手

術診断が精巣捻転（28例 : 70％）で救済出来たのは14例（50％）であ

り，回転度180度を境に相違が見られた．［結語］精巣捻転症での精巣

温存は初診から捻転解除までの時間が重要であり，より一層の啓蒙が

課題である．

当院における急性陰嚢症の経験 :永井康晴，伊丹祥隆，小林泰之，

清水信貴，山本 豊，南 高文，林 泰司，辻 秀憲，野澤昌弘，吉

村一宏，石井徳味，植村天受（近畿大） 急性陰嚢症は陰嚢領域に急

性有痛性腫脹をきたす疾患郡の総称である．原因として精索捻転，精

巣，精巣上体付属垂捻転，精巣上体炎などが多く鑑別は容易でない．

当院において2005年からの 5年間で経験した急性陰嚢症を集計し検討

した．結果，急性陰嚢症30例，発症から来院までの平均時間は36時間

（ 3時間∼ 7日），平均年齢13.2歳（ 3∼27歳），左17例，右11例，両

側 2例．うち手術症例は18例であり，精索捻転は 7例， 4例に精巣摘

除術を施行した．精索捻転は診断が遅れると精巣摘除を余儀なくされ

るため迅速な診断が必要とされる．除外できなければ緊急手術をすべ

きであると思われる．

初期治療として夜尿アラーム療法を行った小児夜尿症の治療成績 :

堀 俊太，青木勝也，森澤洋介，喜馬啓介，篠原雅岳，三宅牧人，穴

井 智，鳥本一匡，平山暁秀，田中宣道，藤本清秀，吉田克法，平尾

佳彦（奈良県立医大） ［目的］夜尿症の治療法は行動療法，薬物療

法などあるが，当科では初期治療としてアラーム療法を用いており，

その成績を報告する．［対象と方法］対象は 1次性夜尿症に対する初

期治療としてアラーム療法を行った22例（男児20例，女児 2例，平均

年齢9.8±1.8歳）． 2カ月以上のアラーム療法を行い，改善がなけれ

ば薬物療法の併用を行った．［結果］アラーム療法の有効率は35％

（8/22），消失率18％（4/22），再発率は 0％．Second line としての薬

物併用療法の有効率は 100％，消失率 89％（16/18），再発率 50％

（9/18）．［結論］夜尿アラーム療法は有効率がやや低いが，再発率が

低く，副作用を考える必要がないことから初期治療として有用と考え

る．

当院における女性泌尿器科外来の受診患者についての検討 :浦田聡

子，北川育秀，栗林正人，小中弘之，並木幹夫（金沢大），川口昌平，

成本一隆（泉北藤井） ［対象］2008年 4月から2011年 6月までに当

院女性外来を受診した352名，患者の平均年齢は65.2±11.6歳．［結

果］主訴は POP 関連症状が最多で202名（57％），以下尿失禁が98名

（28％），頻尿・尿意切迫感26名（ 7％）の順であった．受診動機は他

院からの紹介155名（44％），新聞68名（19％），院内からの紹介37名

（11％）が多かったが，口コミやウェブ検索により受診した患者もい

た．診断は POP が204名（58％）と最多で，以下OAB 51名（14％），

SUI 33名（ 9％），MUI 17名（ 5％）と続いた．TVM 手術や TOT

手術などの外科的治療を行った患者は全体の約半数であった．［考察］

他院泌尿器科，産婦人科医師への患者紹介の呼びかけやマスメディア
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の利用により安定した症例の確保が可能であった．

当院におけるグラセプターを使用した新規腎移植症例の検討 :町田

裕一，内田潤次，桑原伸介，村尾昌輝，北和 晃，香山郁弘，壁井和

也，立花大和，長沼俊秀，仲谷達也（大阪市大），岩井友明（八尾市

立），熊田憲彦（市立吹田市民） ［目的］当院におけるグラセプター

を使用した新規腎移植症例を検討した．［対象と方法］2009年 2月か

ら2011年 4月までに腎移植を施行した17例（生体14例，献腎 3例）を

対象に検討した．［結果］全例生着・生存しており，退院時血清 Cr

は 1.42±0.52 mg/dl であった． 2例（11.7％）に急性拒絶反応を認

めた．AUC とトラフ濃度に高い相関性が認められた． 1例で術後早

期にプログラフ持続点滴からグラセプター内服へ切り替え後にタクロ

リムス腎毒性による急性腎不全が生じたが，内服量の調節により改善

した．［結語］グラセプターはコンプライアンスの向上も期待でき，

安全に使用できる薬剤であるが，術後早期の投与量の調節には注意す

る必要がある．

新規腎移植症例におけるタクロリムス徐放性製剤 (TAC-ER) の使

用経験 :奥見雅由，矢澤浩治，加藤大悟，角田洋一，蔦原宏一，阿部

豊文，野々村祝夫（大阪大），高原史郎（大阪大先端移植基盤医療

学） ［背景］TAC-ER は 1日 1回投与が可能で，コンプライアンス

向上と Cmax 低下による副作用軽減が期待できる．しかし，新規導

入での使用経験はまだ多くなく，安全な投与法の確立が望まれる．

［目的］TAC−ER＋MMF＋PSL＋BSM により免疫抑制導入． 3カ月

目移植腎生検結果および術後半年以内の感染症有無により，術後 1カ

月以内の TAC 目標トラフ値の設定を行った．［対象］2010年 1月よ

り TAC-ER 0.15 mg/kg/日で新規導入した生体腎移植患者23例．［結

果および結語］術後 1カ月以内のトラフ値を 5∼9 ng/ml で維持， 3

カ月目移植腎生検にて AR1a を 2例に認めた．移植後 6カ月以内に

CMV 感染症を 2例，内 1例が PCP を合併したが治療治癒した．上

記目標トラフ値で安全に管理できた．

大阪市立大学医学部泌尿器科における高齢レシピエント腎移植の検

討 : 桑原伸介，内田潤次，町田裕一，仲谷達也，香山侑弘，壁井和

也，長沼俊秀，武本佳昭（大阪市大），熊田憲彦（市立吹田市民），岩

井友明（八尾市立） ［目的］近年，透析導入患者の高齢化がすすみ，

結果として高齢者への腎移植症例が増加している．今回，当院におけ

る高齢レシピエントの腎移植成績について検討した．［方法］当院で

施行した生体腎移植158例のうち，レシピエントの年齢が65歳以上で

あった 7例（男性 6例，女性 1例）を対象とし，生存率・生着率・術

後合併症などにつき検討した．［結果］術後最良血清 Cr 値は平均

1.05 mg/dl であった．CMV 抗原血症を 3例で，リンパ嚢腫を 1例で

認めたが，急性拒絶反応を合併した症例はなく，全例生着・生存して

いる．［結論］高齢レシピエントであっても腎移植後成績は良好であ

り，推進すべきであると考える．

腎移植前後の ABI/PWV，頸動脈エコー所見の変化 : 石村武志，竹

田 雅，中野雄造，三宅秀明，田中一志，藤澤正人（神戸大） 上

肢―下肢脈波伝播速度 (ba-PWV) や頸動脈エコーによる頸動脈内中

膜複合体厚 (IMT) が早期動脈硬化の評価法として確立されつつあ

る．移植前後の同検査値の変化を検討した．［方法］2007年 7月から

2010年 4月の間に当院で施行された腎移植患者で，移植前および 1年

後に ba-PWV および IMT を測定した25症例でその変化を検討した．

［結果］移植前， 1年後の ba-PWV 値は 1,420.6±299.7，1,433.2±

435.6 (cm/s），IMT 値は 0.62±0.19，0.61±0.19 (mm) とほぼ変化

を認めなかった．［結論］観察期間を延長してさらなる検討を加える

必要があると思われた．

自己導尿施行中生体腎移植を施行した 2症例の経験 :増田安政，米

田龍生，堀 俊太，森澤洋介，壬生寿一，坂 宗久，石橋道男，藤本

清秀，吉田克法，平尾佳彦（奈良県立医大） ［症例 1］38歳，女性．

二分脊椎による神経因性膀胱で VUR を生じ，腎機能悪化し，先行的

腎移植術施行．コンプライアンス 22.5 cmH2O で膀胱拡大術施行せ

ず，抗生剤予防投与下術後15日に尿道カテーテル抜去し腎盂腎炎を認

めていない．［症例 2］28歳，男性．生下時膀胱外反症で膀胱拡大術，

尿管尿管吻合術，右尿管利用導尿路造設術施行．HD 導入 2カ月後に

腎移植術施行．術前膀胱容量 300 ml 以上，VUR なく，術後39日に導

尿路留置カテーテル抜去も腎盂腎炎生じ，再留置後抗生剤予防投与下

抜去し，感染を認めていない．［まとめ］下部尿路障害症例に対する

腎移植では術前の評価や術後の尿路感染の管理が重要と考えられた．

生体腎移植後 3日目に発生した十二指腸潰瘍穿孔を保存的に治療し

得た 1例 :光野絢子，能見勇人，上原博史，藤末 裕，南 幸一郎，

高木志寿子，西田 剛，稲元輝生，水谷陽一，右梅貴信，東 治人

（大阪医大） ［症例］22歳，男性．紫斑病性腎炎から21歳時 CAPD

導入．母をドナーとする生体腎移植を希望されたが，CAPD カテー

テル部の持続感染があり，導入後15カ月で血液透析に変更しカテーテ

ルを抜去．創部の感染治癒を待ち，PD 導入後20カ月目に腎移植術を

施行した．しかし，術後 3日目に下血．内視鏡で十二指腸潰瘍を認

め，画像上，多量の free air も認めた．絶食継続と薬物療法により症

状は保存的に軽快した．内視鏡で十二指腸潰瘍の治癒を確認し，移植

後23日に摂食開始．移植後35日目に退院．移植腎機能には問題なく経

過した．［考察］腎移植後の消化管潰瘍穿孔に対する外科的治療の報

告を散見するが，本症例は移植腎機能に問題なく保存的に治療し得

た．

Nerve Integrity Monitor（NIM）システムを用いた PTx 術中の反回

神経モニタリングの経験 : 村尾昌輝，長沼俊秀，立花大和，大年太

陽，前田 覚，武本佳昭，仲谷達也（大阪市大） ［背景］PTx にお

ける術者の最大のストレスは，言うまでもなく反回神経の障害であ

る．最近，日本でも反回神経の神経刺激装置の 1 つである Nerve

Integrity Monitor（NIM）システムによる PTx における術中の反回神

経モニタリングが使用可能になった．［対象と方法］2010年12月から

2011年 6月までに当科で施行した PTx5 例に対してNIM を使用した．

［結果］今回施行した PTx5 例中 4例で NIM により反回神経，迷走神

経の同定が可能であった． 1例のみ NIM がうまく機能せず反回神経

の同定が不可能であった．［結語］PTx における NIM は，非常に有

用なサポートシステムであると考えられた．

コアヒビター使用下顆粒球除去療法 (GCAP) におけるアレルギー

症状の検討 :立花大和，長沼俊秀，壁井和也，香山侑弘，大年太陽，

前田 覚，武本佳昭，仲谷達也（大阪市大） ［背景］潰瘍性大腸炎

(UC) に対する顆粒球除去療法 (GCAP) 時の抗凝固剤としてのメシ

ル酸ナファモスタット (MN) の使用に際してはアレルギー症状の報

告が散見される．［対象と方法］UC 患者に対して施行した GCAP 症

例40例中，MN としてコアヒビターを使用した36例において副作用

について検討した．［結果］36症例中， 5例（13.9％）に，気分不良，

嘔吐，呼吸苦，顔面紅潮，悪寒，背部痛といったアレルギー症状が出

現した．［結語］通常，血液透析でのコアヒビター使用ではほとんど

アレルギー症状は経験しないが，コアヒビター使用下 GCAP では，

機序不明だがアレルギー症状を起こす症例が少なからず存在すること

が示された．

上部尿路石灰化により血液透析するに至った，水腎症を認めない腎

後性腎不全の 1例 :竹内一郎，萩原暢久，高橋和美，石田 良，中山

雅由花，園村和宏，森 優，稲垣哲典，草場哲郎，中ノ内恒如，納谷

佳男（京都第一赤十字腎セ），矢野公大，伊藤吉三（京都第二赤十

字） 76歳，男性．他院にて膀胱癌に対し根治的膀胱全摘除術および

回腸導管造設術を施行されている．手術 9カ月後，肉眼的血尿および

腎機能障害の急激な進行を認め紹介受診，CT にて腎盂から上部尿管

にわたる壁の石灰化を認めた．血液透析を 5回施行し腎機能が改善

し，尿量が維持されたため透析を離脱した． 2週間後再度腎機能障害

を来たし，CT にて上部尿路石灰化が進行しており，血液透析を 4回

施行し改善した．CT 上上部尿路の明らかな拡張はないが，慢性腎盂

腎炎による腎後性腎不全と判断し，両側尿管ステント留置した．その

後慢性腎盂腎炎の遷延はみられたが腎機能障害は改善している．

コレステロール結晶塞栓症が疑われ動脈表在化術を施行した 1例 :

大年太陽，長沼俊秀，前田 覚，武本佳昭，仲谷達也（大阪市大）

症例 : 61歳，男性．2010年12月上旬に ASO の悪化にて右下肢バイパ

ス術を施行された後に腎機能の悪化を認め，2011年 2月には S-Cre 8.

34 mg/dl と上昇したため透析療法施行のため当院紹介となった．比

較的急速な経過および，左足背動脈触知可の上に左足第 5趾に塞栓症

状あり，左大腿部の網状皮疹および好酸球数増多を認めたためコレス

テロール塞栓症 (CCE) が強く疑われた．腎機能改善が認められない

ため 3月にバスキュラーアクセスを作成することになったが，通常の
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AVF では AV シャントを通して，コレステロール結晶による肺塞栓

症のリスクが報告されているため，動脈表在化術の選択となった．動

脈表在化が使用可能になって後， 4月上旬に退院となった．

自然破裂を契機に発見された透析腎癌の 1例 :高村俊哉，鳥山清二

郎，廣田英二（綾部市立） 症例は60歳，男性．末期腎不全のため35

歳から血液維持透析中である．2011年 5月，突然の左下腹部痛と嘔気

を認め，当院救急外来を受診した．腹部 CT で左腎周囲に広範な血腫

を認めた．画像上 ACDK の所見で，明らかな腫瘤性病変は認めな

かった．透析腎癌の破裂の可能性も否定できなかったため，保存的に

出血をコントロール後，開腹左腎摘除術および血腫除去術を施行し

た．摘出腎の病理組織結果は clear cell carcinoma であった．ACDK に

合併した透析腎の自然破裂の場合，腎癌の可能性を考慮して全身状態

が許す限り腎摘除が望ましいと考えられた．

一般演題・ポスター

多根総合病院における根治的前立腺全摘除術症例の臨床的検討 :橋

村正哉，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］根治的前立腺全摘除術症例 (RRP)

の治療成績を検討した．［対象および方法］2003年 2月から2011年 5

月に当科で RRP を施行した症例の内，術前または術後補助ホルモン

療法を施行していない計116例を対象とした．PSA 再発は日本泌尿器

科学会前立腺癌取り扱い規約第 4版に従った．［結果］年齢39∼76歳

（中央値68歳）．PSA 値 4.1∼87.2 ng/ml（中央値 8.02 ng/ml）．観察

期間は0.6∼99.2カ月（中央値37.9カ月）． 5 年 PSA 非再発率は

65.9％であり，観察期間中に死亡症例はなかった．［結論］手術単独

療法での PSA 非再発率は諸家の報告と同等であった．

京都大学病院での前立腺全摘除術における骨盤リンパ節拡大郭清の

検討 :加藤敬司，井上貴博，杉野善雄，山崎俊成，松井喜之，今村正

明，清水洋祐，大久保和俊，神波大己，吉村耕治，小川 修（京都

大） ［目的］京都大学病院での前立腺全摘除術における骨盤リンパ

節拡大郭清の検討．［対象］2009年 6月から2011年 7月までの前立腺

全摘除術84例．［結果］拡大郭清群（13例）と限局郭清群（71例）の

リンパ節数は，平均15.7，7.25個で前者に有意に多かった (P＝

0.0001）．リンパ節転移陽性例はおのおの 1，0例．開放前立腺全摘

での拡大郭清群（13例）と限局郭清群（17例）の比較では平均手術時

間はおのおの373，362分で有意差はなかった．術後リンパ漏がおのお

の 3例（23％）， 1例（1.5％）で有意に拡大郭清群が多かった．［結

論］拡大郭清群が有意にリンパ節摘出数は多かったが，有意に術後リ

ンパ漏が発症した．症例数が少ないため，今後さらなる症例の蓄積と

検討が必要である．

腹腔鏡下小切開前立腺全摘除術における短期治療成績の検討 :高木

康治，成田英生，成島雅博，下地敏雄（名鉄） ［目的と対象］2006

年11月から2010年12月までに単一術者が施行した腹腔鏡下小切開前立

腺全摘除術60例を初期，中期，後期の 3群に分け，ラーニングカーブ

を含めた短期治療成績について検討した．［結果］出血量は初期

1,081 ml，中期 780 ml，後期 683 ml と有意に減少した．術後 1カ月

後， 3カ月後の尿禁制は初期10， 5％，中期 0，10％，後期30，53％

と有意に改善した．断端陽性例は初期 0例，中期 3例，後期 6例と有

意に増加した．手術時間，術中術後合併症は各群間で有意差を認めな

かった．［考察］症例数を重ねるに従い治療成績が向上した項目もあ

ればそうでない項目も見られた．さらなる検討を加え報告する．

腹腔鏡下前立腺全摘除術における止血・凝固装置の有用な使い方 :

梅本幸裕，戸澤啓一，安井孝周，小島祥敬，河合憲康，佐々木昌一，

林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋市大） ［目的］腹腔鏡下前立腺全摘

除術に止血・凝固装置として，先端形状が 3 mm（以下 TRIO) と 5

mm（以下 round) の 2種類のエンシールを用いている．それらの有

用性を検討した．［方法］深陰茎背静脈 (DVC) および lateral pedicle

の処理で比較した．［結果］DVC の処理では round は TRIO と比べ

て十分に止血が可能であった．前立腺尖部および尿道周囲の剥離も

round は容易であった．Lateral pedicle の切開では，TRIO は厚い組織

には凝固切開が困難で，装置が破損してしまう症例を認めた．Round

は全例で凝固切開が手術終了時まで行えた．［結語］腹腔鏡下前立腺

全摘除術において round は TRIO より有用に活用できると考えられ

た．

当施設における da Vinci S-HD システムを用いたロボット支援腹腔

鏡下前立腺全摘除術 (RALP) の成績 : 石瀬仁司，丸山高広，河合昭

浩，西野 将，引地 克，深谷孝介，彦坂和信，平野泰広，深見直

彦，佐々木ひと美，日下 守，石川清仁，白木良一，星長清隆（藤田

保衛大） ［目的］当施設における RALP の手術成績を報告する．

［対象］2009年 8月∼2011年 6月に RALP を施行した64症例．年齢は

50∼73（中央値 : 64）歳．PSA 値は 4.0∼57.1（中央値 : 7.3) ng/ml

で，臨床病期は T1c : 15例，T2a : 23例，T2b : 24例，T2c : 1例，

T3a : 1例．［結果］手術時間は 2時間 8分∼ 9時間30分（中央値 : 3

時間18分），術中同種血輸血例や開腹術移行例はなかった．重篤な有

害事象は 1例で遅発性結腸穿孔による人口肛門造設を必要とした．術

後 1カ月の尿禁制は55％（32/58例）と良好であった．［結語］RALP

は安全かつ有効な治療法と考えられた．

前立腺癌断端陽性例の検討 :小川将宏，日暮太郎，中島敏彦，花井

禎（沼津市立） 当院で2006年から2008年までに行われた，前立腺全

摘出術に対して，断端陽性例であった31例のその後を解析した．［目

的］実際に前立腺全摘術を行われ断端陽性であった症例のその後の特

徴を知り，その取り扱いに習熟すること．［方法］術後の PSA 値の半

減期と，その後の PSA 再発との関連の解析を行い，早期に PSA 再発

を予測できる因子となりえるのか検討した．また，そのほかに断端陽

性例のうち PSA failure をきたしやすい症例の特徴を検討した．若干

の文献的考察を加え報告する．

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 :山野 潤，今井聡士，西川昌友，阪本祐一，中村一郎（神戸市

立医療セ西市民） ［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

2011年 6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97症例．［結果］PSA 中央値 7.86 ng/ml，臨床病期 T1c : 68例，

T2a : 29例．病理学的病期は pT0 : 2例，pT2a : 30例，pT2b : 35例，

pT3a : 30例であった．被膜外浸潤を術前に予測するパラメーターは

PSA 9以上，生検陽性 3本以上，GS 7以上であった．［考察］生検

で片葉のみ癌陽性の T1-2 症例は，全摘標本で癌の進展形式は多様で

あり，根治的治療の選択は種々のパラメーターを十分に考慮して決定

する必要がある．

前立腺癌内分泌単独療法を施行した670例の検討 : 宇野雅博，加藤

成一，増栄孝子，増栄成泰，藤本佳則（大垣市民） 大垣市民病院泌

尿器科において前立腺癌と診断され，内分泌単独治療を施行した症例

について検討した．1999年 1月から2008年12月までに内分泌単独療法

を施行した670症例を対象とした．年齢中央値76歳（49∼93歳），平均

観察期間49カ月（ 3∼127カ月），stage A 11例，stage B 334例，stage C

79例，stage D 214例であった．全生存率は 5年75.6％，癌特異的生存

率は 5年87.4％であった．多変量解析にて，癌死では PSA nadir 値，

stage，再発では PSA nadir 値，GS，stage，初診時 PSA 値の順に危険

因子であった．Stage A∼C 症例の全生存率曲線は Ederer 2 法による

期待生存率曲線と同等であった．

前立腺癌に対する内分泌療法施行患者の Hot flush と QOL の検

討 : 森井章裕，旦尾嘉宏，飯田裕朗，保田賢司，渡部明彦，小宮

顕，布施秀樹（富山大），横山豊明（真生会富山） ［目的］前立腺癌

に対する内分泌療法施行患者の hot flush と QOL について検討した．

［対象と方法］2006年 1月から2010年12月までに当科にて前立腺癌に

対し内分泌療法を開始した患者に対し，質問票を用いて hot flush の有

無と QOL に関する調査を行った．［結果］解析を行った全61例にお

いて，患者の年齢は平均73.5±8.2（53∼91）歳，病期は Bが27例，

Cが19例，Dは15例であった．治療前 PSA の中央値は27.6 (4.0∼

16,930) ng/ml であった．Hot flush は全61例中26例（42.6％）に見ら

れた．FACT-P を用いた QOL の解析も行った．

初診時 PSA 値が100以上であった前立腺癌症例の検討 :松崎 敦，

平井 勝，齋藤公俊，小林 裕，戸塚一彦（自治医大さいたま医療

セ） ［目的］前立腺癌検診は普及してきたが，いまだに初診時に転

移を有する前立腺癌が多い．初診時に PSA 値が100以上を呈した症例

の臨床的検討を行った．［方法］2001年から2011年 6月までに，針生

検で前立腺癌と診断された症例は801例であり，そのうちの116例を対
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象とした．［成績］初診時平均年齢は71.8歳，PSA の平均値は 848.5

ng/ml，病期 D が 79例（68％）であり，Gleason score≧ 8 は 71例

（61％），内分泌併用化学療法施行例が43例（37％）であった． 1年生

存率が94％， 5年生存率が75％であった．［結論］内分泌単独治療群

では， 5年生存率が88％であった．短期間で内分泌療法抵抗性が予想

される症例に，早期に化学療法を行うことが必要かもしれない．

去勢抵抗性前立腺癌 (CRPC) に対するドセタキセル療法の治療効

果の検討 :原田二郎，木下秀文，飯田剛嗣，滝澤奈恵，福井勝也，乾

秀和，中川雅之，川端和史，大口尚基，河 源，松田公志（関西医大

枚方） ［目的］去勢抵抗性前立腺癌 (CRPC) に対するドセタキセル

療法の治療効果について検討．［対象と方法］2002年 9月から2011年

7月までに関西医科大学においてドセタキセル療法を行った82例のう

ち， 3クール以上継続した56例における臨床的パラメーターについて

検討．［結果］年齢中央値70.5歳，PSA 中央値 65.6 ng/ml，治療回数

中央値 8回，化学療法有効率 (PSA 50％以上の低下）27例（48.2％），

45例（80.3％）において PSA の低下を認めた．治療後の生存期間中

央値14.6カ月，G3/4 の骨髄抑制は44例（78.6％）で認めた．［結語］

ドセタキセル療法はホルモン抵抗性前立腺癌に対して有効であると考

えられた．

当院での前立腺癌骨転移症例に対するストロンチウム-89 (Sr-89)

治療の臨床評価 : 伊丹祥隆，清水信貴，林 泰司，永井康晴，小林泰

之，山本 豊，南 高文，野澤昌弘，吉村一宏，石井徳味，植村天受

（近畿大），沖 貴士（同堺），吉岡伸浩（同奈良） ［目的］近畿大学

附属病院における前立腺癌骨転移症例に対する Sr-89 治療の有効性と

安全性について検討した．［対象］2008年 1月から2011年 4月までに

Sr-89 を投与した患者は14例であり，評価可能な10例を対象とした．

［結果］平均年齢は71.8歳（55∼83歳），自覚症状改善，もしくは鎮痛

剤減量可能であった有効例は 6例，不変は 3例，悪化は 1例であっ

た．副作用として，grade 2 の白血球減少が 1例，ヘモグロビン減少

が 5例，血小板減少が 1例認めたが，grade 3 以上は認めなかった．

Nadir までの平均期間は47.4日（24∼90日）であった．これらの症例

で PSA，ALP の推移も含めて報告する．

当院における過去10年間の腎尿管全摘除術症例の臨床病理学的検

討 :鈴木 透，中西裕佳子，楊 東益，白石裕介，東郷容和，田岡利

宜也，中尾 篤，樋口喜英，兼松明弘，野島道生，山本新吾（兵庫医

大） 当院において過去10年間に腎尿管全摘除術を施行した腎盂・尿

管癌65例を臨床病理学的に検討した．生存率，膀胱癌非再発率は

Kaplan Meier 法を用い，各因子間の有意差検定は log rank test を用い

て行った．また，多変量解析は Cox 比例ハザードモデルを用いた．

5年全生存率は73.9％であった．単変量解析では深達度と脈管浸潤が

有意な予後因子であり，多変量解析では脈管浸潤のみが有意な予後因

子であった．併発する膀胱癌の有無は予後には影響しなかった．術後

膀胱癌の非再発率は 1年で64.6％， 2年で51.3％であった．予後には

影響しないものの，特に術後 2年間は膀胱再発についても慎重に経過

観察する必要があると考えられた．

腎盂尿管癌手術単独治療症例における腫瘍発生部位と予後の検討 :

亀井信吾（木沢記念），土屋邦洋，河合篤史，加藤成一，山田 徹，

谷口光宏，玉木正義，竹内敏視（岐阜尿路上皮癌研究グループ），出

口 隆（岐阜大） ［目的］腎盂尿管癌の発生部位と予後との関係に

ついて検討した．［対象と方法］腎尿管全摘術を施行された腎盂尿管

癌354例を対象とし，腫瘍発生部位による生存率の差をレトロスペク

ティブに解析した．予後への影響を考慮し，術前後に化学療法を施行

した症例は除外して検討した．［結果］腎盂165例，尿管167例，腎盂

尿管同時発生22例であった．腎盂癌は尿管癌に比べてT3症例が多く，

深達度が高かった (p＝0.0082) が，生存率には差がなかった．腎盂

尿管同時発生例はそれぞれの単独症例に比べ，有意に生存率が低かっ

た（ 5年生存率59.7，85.1％，P＜0.0001）．［結論］ :腎盂癌と尿管

癌は生存率に差はないが，両者の同時発生例は予後不良であった．

尿路上皮癌の臨床的検討 :早稲田悠馬，中込一彰，後藤修一（浜松

医療セ） 2000年 4月から2011年 3月までに浜松医療センターで腎尿

管全摘術を実施し，病理組織学的に腎盂尿管癌と診断された40例につ

いて検討した．患者背景では男性29人（73％），年齢44∼84歳（中央

値68.5歳）で，観察期間中央値は41カ月であった．病理組織学的結果

では腎盂癌のみ22例，尿管癌のみ13例，重複 5例であり，それぞれの

深達度 pT3 以上の割合は14，8，3例と同等であった．予後因子とし

て異型度，診断時水腎の存在が挙げられた．腫瘍部位別 5年生存率は

腎盂癌95％，尿管癌57％であった．pT3 以上または脈管侵襲陽性例

のうち16例に術後補助療法を実施したが予後改善は示せなかった．な

お，術後膀胱内再発の大部分は 3年内に生じ， 3年非再発率は45％で

あった．

当院における上部尿路上皮癌に対する手術治療成績 :奥野優人，福

原 恒，山尾 裕，松原重治，田口 功，川端 岳（関西労災）

［目的］当院における上部尿路上皮癌に対する手術治療成績を検討し

た．［対象］2004年 4月から現在までに経験した全76例のうち， 2年

以上の観察期間が得られた54例．また80歳以上の高齢患者に対する手

術治療成績についても検討し，対象は体腔鏡下手術を施行した48例の

中で80歳未満の患者との比較検討を行った．［結果］開放手術と体腔

鏡下手術との比較では体腔鏡下手術で出血量が有意に少なく，また退

院可能までの日数が有意に短かった．体腔鏡下手術において80歳以上

の高齢患者と80歳未満の患者との手術治療成績は，手術時間・出血

量・経口摂取開始までの日数・歩行開始までの日数・退院可能までの

日数の各項目において，いずれも有意差を認めなかった．

巨大水腎症に発生した腎盂腫瘍の 1例 :窪田徹矢，今荘智恵子，立

川隆光（千葉西総合） 症例は63歳，男性．20年前から左水腎症指摘

されるも放置，2009年10月21日左側腹部痛，腹満感を主訴に当院受

診．CT にて巨大水腎，多数の腎結石を認め10月22日に左腎瘻を増設

し 4,300 ml の血性腎盂尿が排出された．腎盂尿細胞診 class 1 であっ

た．炎症，疼痛継続するため11月26日経腹的腎摘除術を施行した．病

理組織診断は urotherial carcinoma，pT4，G2＞G3，INFβ，pT4N0M0

と診断し術後 GC1 コース施行した．2010年 2 月 9 日 CT にて肝転

移，後腹膜リンパ節転移認めたため GC2 コース開始したがその後状

態悪化し 7月16日に死亡した．今回われわれは長期的な経過で発生し

た腎盂腫瘍の 1例を経験したので，文献的考察を加え報告する．

進行・再発尿路上皮癌に対する維持化学療法の経験 :花田英紀，影

山 進，沖中勇輝，草場拓人，山下寛人，窪田成寿，富田圭司，水流

輝彦，吉田哲也，上仁数義，成田充弘，岡本圭生，荒木勇雄，岡田裕

作（滋賀医大） ［目的］当院における進行・再発尿路上皮癌に対す

る維持化学療法の経験について検討した．［対象］進行・再発尿路上

皮癌に対して GEM を含むレジメンで維持化学療法を施行した 7例を

対象とした．［成績］2008年以後 GEM を含む同じレジメンで複数回

施行した維持化学療法 7例のうち， 3例は GEM と CDDP による GC

療法を， 4例は GEM と PTX による GP 療法を施行した．GC 療法

では平均10.7回，GP 療法では平均12.3回継続して施行されている．

それぞれについて治療中の有害事象や治療効果について画像評価など

も含めて，さらなる比較検討をする予定である．［結論］再発・転移

尿路上皮癌に対し維持化学療法として GEM を含むレジメンにより有

効性と安全性が期待できる．

BCG 膀胱内注入療法 : 治療年代別についての検討 : 安藤亮介，岡

村武彦，秋田英俊，中根明宏，小林隆宏（安城更生），橋本良博，岩

瀬 豊（豊田厚生），濱本周造，梅本幸裕，安井孝周，河合憲康，戸

澤啓一，郡 健二郎（名古屋市大） 私たちは1985年 2 月より BCG

膀胱内注入療法を行ってきた1980年代，1990年代，2000年以降の 3つ

の年代別に治療効果を調べた．対象は 3年以上経過観察可能であった

146例（各年代39，61，46例）．全体では55例（37.7％）に再発を認

め，14例（9.6％）が進行し， 1例が癌死した．年代別解析の結果，

log-rank test で P＝0.229 と有意差はないものの，2000年以降の症例で

非再発率が低い傾向にあり，46例中 7例（15.2％）に進行例を認め

た．進行例を除外した解析では各年代に有意な差は認めず，2000年以

降の治療効果が悪い傾向の原因として BCG に対する症例選択基準の

変化，病理診断学的な変遷など複数の因子が関与している可能性が示

唆された．

糖尿病罹患膀胱癌患者におけるピオグリタゾン塩酸塩内服に伴う癌

発症リスクについての考察 : 山田浩史，山内裕士，吉田真理，石田

亮，錦見俊徳，横井圭介，小林弘明（名古屋第二赤十字） アクトス

（ピオグリタゾン塩酸塩）は糖尿病治療薬として，治療の一翼を担っ

てきた．しかし，2011年 6月長期投与（ 2年以上）に伴う膀胱癌発癌

第61回日本泌尿器科学会中部総会 377



リスクの増加が示唆された．2005年 1月から2010年 2月までの期間に

膀胱癌の診断にて，当院で手術を受けた患者数のべ470例（男性375

例，女性 75例 平均年齢 70. 26歳）のうち糖尿病患者のべ 58例

（12.3％）．うちアクトス服用患者は，のべ12例（2.55％）．癌発症以

前から内服を確認されたのはのべ 7例（1.49％）であった．病理は，

すべて TCC であり G2 pTa 2例，G2 pT1 1例，G3 pTis 2例，G3

pTa 1例，G3 pT2a 以上 1例であった．われわれは，薬剤の服用お

よびその服用期間がどの程度発症に関与しているか検討する．

回腸利用膀胱拡大術50年後に拡大膀胱部に発生した腺癌の 1例 :毛

利 学，杉下圭治，竹内一郎，西村陽子（苫小牧市立），篠原信雄

（北海道大） ［症例］70歳，女性．［主訴］血尿．［既往歴］1948年腎

結核で左腎摘．1961年萎縮膀胱に対して回腸利用膀胱拡大術 (Scheele

法）．［経過］2010年12月血尿で初診．尿細胞診はクラスV．CT で拡

大膀胱部に腫瘍疑い．増大傾向があるため，2011年 3月膀胱部分切除

術を行った．病理組織検査では拡大膀胱部に発生した腺癌であった．

現在当科にて経過観察中である．腸管を用いた尿路変更術を施行し，

長期経過後に癌が発生したとの報告は散見されるが，50年を経過した

報告例は稀と思われたので若干の文献的考察を加えて報告する．

胃癌による転移性膀胱腫瘍の 1 例 : 金川紘司，森山泰成，西川

徹，萩野惠三（りんくう総合医療セ） 76歳，男性．2008年11月に進

行性胃癌に対し，部分切除術を施行．2010年 7月，転移性大腸腫瘍に

対して右半結腸切除術を施行．術後化学療法を開始するも副作用のた

め中止．2011年 4月腹部造影 CT で造影効果を示す膀胱右側壁の肥厚

を認めたため，精査目的で当科紹介となった．膀胱鏡検査では右側壁

粘膜の浮腫状肥厚を認めた．同年 6月に診断目的のため TUR 生検を

施行．病理組織像により胃癌を原発とする腺癌と診断された．胃癌を

原発とする膀胱転移が約2.4％と比較的稀であり，今回若干の文献的

考察を含め報告する．

女性尿道癌の 3 例 : 佐々木有見子，児玉芳季，楠本浩貴，西澤

哲，浦 邦委，吉川和朗，南方良仁，康 根浩，松村永秀，稲垣

武，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大） 今回われわれは組織型の

異なる女性の尿道癌 3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は67歳．排尿困難，尿道狭窄のため紹介．症例 2は

69歳．血尿，尿閉を主訴に受診．尿道を取り囲むように 4.5 cm 大の

充実性嚢胞性腫瘤を認めた．症例 3は67歳．外尿道口から陰核にかけ

て増大傾向のある有痛性腫瘤と両側鼠径リンパ節腫大を主訴に紹介．

いずれも生検後に膀胱尿道全摘術を施行．病理診断の結果は症例 1が

UC， pTis で膀胱や尿管断端にも病変を認めた．症例 2は尿道憩室発

生の clear cell adenocarcinoma，症例 3は UC，sarcomatoid variant であ

り術後 GC 療法を追加した．

2010年における当院のシャント PTA の使用経験 : 後藤大輔，壬生

寿一，谷 善啓，坂 宗久（大阪暁明館），中井 靖（県立奈良），川

上 隆（河内総合），上甲政徳（森ノ宮） ［はじめに］シャント

PTA が定着してきたが，長期透析や高齢者などの患者が増加し，複

数回施行したり人工血管に施行する症例が増えている．今回，当院に

おいて2010年に20症例・26回シャント PTA を施行しその効果につい

て検討した．［対象］症例 : 20例，男性 9例，女性11例，原疾患 :糖

尿病10例，慢性糸球体腎炎 6例．年齢 :平均73歳，透析歴 : 23カ月．

［結果］初回症例は10例であった． 4例が人工血管に対して施行，血

栓を伴った 6例に対しては血栓溶解術を併用した．開存率は75％で

あった．［考察・結語］狭窄率は50％以上の症例で施行しているが，

シャント作製困難症例には MRA や 3D-CT を施行して VA 機能のモ

ニタリングを十分に行いながら早期の PTA を考慮する必要がある．

膵腎同時移植術患者における膀胱機能の検討 :河合昭浩，佐々木ひ

と美，西野 将，引地 克，深谷孝介，彦坂和信，平野泰広，深見直

彦，丸山高広，日下 守，石川清仁，白木良一，星長清隆（藤田保衛

大），杉谷 篤（同臓器再生医学講座） 膵腎同時移植患者の膀胱機

能の報告は少ない．今回，膵腎同時移植術前に膀胱機能を検討に膀胱

機能評価を施行した 6例（男性 1例，女性 5例）につき報告する．膀

胱機能評価は，移植直前から12カ月前で施行した．膀胱内圧測定は全

例施行され，初期尿意 77∼163 ml，最大尿意 102∼411 ml，Pmax

35∼62 cmH2O であった．尿流量測定が不可能であった 3例には排尿

時膀胱造影を施行し，膀胱の形態異常，残尿は認めていない．移植

後，全例に術後利尿を認めた．術後の尿路合併症は， 2例で腎盂腎

炎， 1例で一過性神経因性膀胱にてカテーテル留置，膀胱尿管移行部

狭窄を 1例認めた．全例排尿可能であり，現在も外来フォロー中であ

る．

IgG4 関連硬化性疾患による後腹膜線維症の臨床的検討 :藤内靖喜，

飯田裕朗，森井章裕，渡部明彦，野崎哲夫，小宮 顕，布施秀樹（富

山大），石井陽子（同病態・病理学） ［緒言］IgG4 関連硬化性疾患

は，血清 IgG4 高値，組織での IgG4 陽性の形質細胞浸潤と線維増生

を特徴とする疾患で近年注目されており，それによる後腹膜線維症の

報告も散見される．［方法］当科で診断した IgG4 関連硬化性疾患に

よる後腹膜線維症 6例（男 5，女 1，平均67歳）について，臨床的特

徴などを検討した．［結果］左下腹部痛にて診断されたものが 1例，

他疾患の経過観察中に画像診断にて発見されたものが 5例，その内，

両側水腎症，腎不全合併が 4例であった．膵病変は 2例に認められ

た．治療は全例でステロイド内服を行い臨床所見の改善が認められ

た．尿管ステントを留置した 5例中 4例でステントを抜去することが

できた．

妊娠・出産した透析患者の 1例 :北 和晃，村尾昌輝，長沼俊秀，

武本佳昭，仲谷達也（大阪市大），岡田千佳子，岡田茂樹 （岡田クリ

ニック） 症例は37歳，女性．2002年に左腎無形成，右腎盂尿管狭窄

症のため透析導入．不妊治療により2010年に妊娠．妊娠24週目に入院

加療となり，入院後は週30時間の長時間透析を施行した．母体・胎児

ともに経過良好であり，妊娠36週に子宮収縮薬を使用し，経膣分娩に

て出産した．透析患者では内分泌機能の障害などのため，妊娠する頻

度は年間妊娠率0.66％程度という報告がある．妊娠した場合，透析管

理に加え，妊娠高血圧症候群・羊水過多・早産などの合併症頻度も高

く，流産・新生児死亡・母体保護のために行う人工中絶も多いため，

生児をえるのは50％程度である．今回，妊娠36週で出産した透析患者

の 1例を経験したので報告する．

ネフローゼ再発時にステロイド抵抗性を示した MCNS に対しシク

ロスポリンが著効した 1例 : 佐竹 伸，熊田憲彦，西出峻治，宮崎

有，長谷太郎，松田 淳，柏原 昇（市立吹田市民），武本佳昭，仲

谷達也（大阪市大） 28歳，男性．ネフローゼ症候群にて腎生検施行

し MCNS と診断した．ステロイド療法を施行し完全寛解となり退院

した．退院後 5カ月間は通院継続するも自己判断で中断し，その 3カ

月後にネフローゼが再燃した．ステロイド療法を再開したが反応性は

悪く， 1日尿蛋白量 1.6∼2.3 g と完全寛解もしくは不完全寛解I型へ

の導入は困難であった．そこでシクロスポリンを追加投与したとこ

ろ， 5日間で 1日尿蛋白量 0.09 g に減少し，その後も再燃を認めず

完全寛解に導入することが可能であった．今回，再発時にステロイド

抵抗性を示した MCNS に対しシクロスポリン療法が著効した症例を

経験したので，若干の文献的考察を加え報告する．

当院での TUL の経験と課題 : 松村善昭，初鹿野俊輔，明山達哉

（岡波総合），松本吉弘（県立奈良），熊本廣実（国保中央総合），田中

洋造（奈良友紘会） ［目的］当院での r-TUL，f-TUL の治療成績に

ついて検討した．［方法］2009年 1月∼2011年 7月に当科で TUL で

治療した上部尿路結石患者63例94結石（最大径 5.4∼59 mm，中央値

13.7 mm，平均 15.4 mm) を対象とした．結石効果判定は，完全排

石・4 mm 以下の破片となったものを有効と判定した．［結果］初期

治療として TUL を施行したのは55例で，前治療として ESWL の既往

は 9例，PNL 2例であった．結石部位は R2 : 14個，R3 : 9個，U1 :

44個，U2 : 4個，U3 : 18個であった．TUL 単回での治療の有効例は

46例（73％），TUL，ESWL の追加治療を行い完全排石できたものが

58例（92％）であった．

当院における f-TUL の治療成績 :辰巳佳弘，山本広明，雄谷剛士，

丸山良夫（松阪中央総合） ［目的］腎尿管結石症に対する f-TUL 導

入後の治療成績について検討を行った．［対象と方法］2009年12月か

ら2011年 7月までに f-TUL を施行した38症例（男性29人，女性 9人）

を対象とした．年齢は中央値59歳（24∼85際），砕石装置は HoYag

レーザーを用いた．［結果］治療前の結石長径は中央値 (10.5 mm，

4.7∼33 mm），結石部位は R1 1例，R 3例，U1 22例，U2 10例，U3

6例．手術時間は平均値108分（47∼200分）．初回治療後 stone free 症

例は30例（78％），残石 4 mm 以上の症例は追加治療として TULを 5
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例，ESWL を 1例施行した．［結論］軟性尿管鏡を使用する f-TUL は

砕石効率が良く，部位をとわず有用であった．

上部尿路結石に対する TUL/f-TUL の治療成績 :藤本 健，武長真

保，豊島優多，小野隆征，大山信雄，百瀬 均（星カ丘厚生年金）

［目的］当院ではビデオスコープを用いた TUL を導入したので，治

療成績について検討した．［対象と方法］2010年 8月より2011年 6月

までに TUL を施行した36症例（男性22例，女性14例，平均年齢58.8

歳）を対象とし，治療成績を検討した．［結果］R2 症例は12例，R3

症例は 3例含まれ，両側症例は 2例であった．結石最大径は，11.4

mm (4∼25），手術時間は平均94.6分であった．TUL による結石消失

率は80.5％であり，追加治療として TUL や ESWL を 6例に行った

が，これらの症例はすべて R2，R3 の結石の残石であった．［結語］

腎結石に対する TUL のさらなる治療成績の向上が必要と考えられ

た．

当院における f-TUL の治療成績 :田中尚夫，山越恭雄，渡邊美博，

江崎和芳，川中俊明（石切生喜） ［目的］当院では2009年 8月に f-

TUL を導入した．今回，その治療成績について報告する．［対象と方

法］2009年 8月から2011年 7月までに，当院にて f-TUL を施行した

46名，うち男性25名，女性21名．年齢は39∼82歳．治療成績の評価項

目として，結石のサイズ，部位，手術時間，合併症，残石の有無など

を調査した．［結果］結石部位は R2 : 8例，R3 : 2例，U1 : 22例，

U2 : 6例，U3 : 6例，R2＋U1 : 2例，R2＋U2 : 1例．初回完治例29

例． 2回以上 TUL を要し完治 5例．合併症は，術中ショック 1例，

翌日 38°C 以上の発熱 5例．［結論］f-TUL は，安全かつ有効な手段

と考えられた．しかし，巨大結石に関しては，初回完治困難であり

ESWLとの併用なども考慮すべきと考えられた．

当院における PNL の治療成績の検討 :福井勝也，河 源，飯田剛

史，地崎竜介，中川雅之，川端和史，大口尚基，木下秀文，松田公志

（関西医大） ［目的］当院における PNL の治療成績について検討し

た．［対象と方法］2000年 1月から2010年12月までに施行した PNL を

対象とした．男性86例87腎，女性32例32腎で，平均年齢は56.5歳

（ 5∼84歳）であった．患側は右56例，左63例，両側 1例．結石の平

均最大経 28.7 mm (8∼83 mm) で，結石の内訳は珊瑚状結石が17腎，

腎結石が79腎，腎尿管結石が19腎，尿管結石が 4腎であった．16腎で

PNL 前に ESWL を施行していた．［結果］平均手術時間は253.9分

（87∼614分）で，PNL 後の成功率（残石 4 mm 以下）は，68.9％で

あった．合併症は，16.8％で認めた．［結語］PNL は侵襲的治療だ

が，治療成績は良好で比較的大きな結石に対して有効的な治療法と考

えられる．

腎尿細管上皮細胞と脂肪細胞との共培養条件による結石関連パラク

ラインシステムの解明 :市川 潤，岡田淳志，安井孝周，廣瀬泰彦，

藤井泰普，新美和寛，東端裕司，伊藤恭典，戸澤啓一，郡 健二郎

（名古屋市大） ［目的］メタボリックシンドローム (MetS) 環境での

腎結石の形成機序を調べるため，腎尿細管上皮細胞 (M-1) と脂肪細

胞 (3T3-L1) の共存環境での変化を観察した．［方法］M-1 と 3T3-

L1 の共培養システムを作成し，各細胞の結石―動脈硬化の関連遺伝

子の発現変化を，単離培養群と比較した．［結果］共培養群の 3T3-

L1 は，MCP-1，OPN，IL-6，TGF-β の発現が有意に高かった．M-1

は，どの遺伝子においても変化はなかった．［考察］MetS 環境モデ

ルとしての共培養系により，脂肪細胞と腎尿細管上皮細胞との間には

結石形成においてパラクラインが存在することが示唆された．

当院における腎癌に対する分子標的薬治療の経験 :上平 修，吉川

羊子，深津顕俊，守屋嘉恵，平林裕樹，山口朝臣，平林毅樹，松浦

治（小牧市民），木村恭祐（名古屋医療セ） 進行性腎癌に対する分

子標的薬治療について報告する．2008年 5月から2011年10月までに分

子標的薬を投与した進行性腎癌患者は28例（ソラフェニブ14例，スニ

チニブ20例，エベロリムス 9例，テムシロリムス 2例（重複投与例含

む））あった．投与目的は腎摘前投与 4例，腎摘不能例投与 4例，術

後残存に対し 7 例，術後再発に対し30例であり，adjuvant 投与はな

かった． 1年生存率59％で，副作用または効果不十分で他剤に変更ま

たは治療中止したものが18例（64％）であった．術前投与の 2例で術

後根治が得られたものの，14例（50％）が投与開始後平均9.9カ月で

死亡した．治療効果は不十分で，今後最適症例の選択，投与法の改良

が望まれる．

腎癌肺・副腎転移に対し分子標的治療が著効した 1例 :成山泰道，

廣瀬真仁，福田勝洋，窪田裕樹，山田泰之（愛知厚生連海南），田口

和己，河合憲康，戸澤啓一（名古屋市大） 症例は68歳，男性．CT

にて直径 5.6 cm 大の左腎腫瘍および 2.5 cm 大の左副腎腫瘍を指摘

され，経腰的左腎摘除術施行．病理結果は clear cell carsinoma. pG3，

INFβ，pT1b，左副腎転移であった．術後 IFN 開始するも術後1.5カ

月 CT にて右肺転移出現． 5カ月にて息切れ出現にて中止． 3カ月後

新たな右肺転移および右副腎転移出現にてスニチニブ開始．1.5カ月

後 SIADH 出現にて中止． 2カ月後転移巣増大にてエベロリムス開

始． 2週間後 grade 3 の口内炎にて中止．1.5カ月後ソラフェニブ内

服開始． 1カ月後右副腎・肺転移の縮小認め， 5カ月後 CR を得た．

現在も副作用なく CR を維持している．

転移性腎細胞癌の透析患者に対する分子標的薬の使用経験 :近藤秀

明，原本順規（高清会高井），永吉純一（西奈良中央），谷 満（大和

高田市立） 症例は62歳，男性．他院で両側の腎細胞癌に対して2005

年 8月に左腎摘除術，2006年 1月に右腎摘除術を施行．病理組織は淡

明細胞癌だった．当院で維持透析を行い，術後再発予防目的に IFN-

α を投与していたが，2007年 1月に多発肺転移巣出現．IL-2 を追加投

与するも，転移巣が次第に増大し，2010年12月よりスニチニブによる

治療に変更．37.5 mg 4週間投与を行い PR を得たが，重篤な血小板

減少症のため以降は 25 mg， 2週間投与， 3週間休薬のスケジュール

で PR を維持． 5コース目の休薬期間中に肺転移巣からの出血を来た

し左無気肺となり，気管支鏡で血腫および腫瘍除去を行い軽快．現

在，放射線照射を併用しつつスニチニブの内服を再開している．

当院の転移性腎癌に対する分子標的薬治療中止理由についての検

討 :小林 聡，原野正彦，安達拓未，尾形信雄（九州厚生年金）

［目的］当院の転移性腎癌に対する分子標的薬治療中止理由について

の検討．［対象］2008年 4月から転移腎癌に対する分子標的薬治療症

例 (sorafenib 11例，sunitinib 6例，everolimus 3例）．［結果］Sorafenib

治療期間は 8カ月，AE により 5例休薬減量， 4例投 AE で中止，転

移巣が PD で 2例投与中止後他剤へ変更， 5例は継続投与している．

sunitinib 治療期間は 5カ月，PD により 4例中止し 3例は他剤へ変更，

2例は SD から NC で継続投与している．Evelolimus 治療期間6.5カ

月， 2例で AE を認め， 1例 PD で中止， 2例は継続投与している．

［結論］長期治療継続のために AE 対策や適切な投与量を検討するこ

とが大切である．

ソラフェニブが完全奏効を示している進行性腎癌の 1例 : 平林崇

樹，前田基博，犬塚善博，近藤厚哉，田中國晃（刈谷豊田総合） 症

例は67歳，男性．右腎癌の診断にて経腹的腎摘を施行 (RCC，clear

cell type，G2，T3aN0M0)．術後インターフェロン投薬したが抑鬱症

状にて中止．術後 5カ月にて多発肺転移が出現した．ソラフェニブ

800 mg/day 内服開始，PR となった．内服開始後 8カ月で手足症候群

増悪し減薬のち休薬．休薬により転移巣のリバウンドを来たし胸膜播

種による胸水貯留出現．連日の胸水穿刺が必要な状態となった．ソラ

フェニブを 200 mg/day より再開し最終的に 800 mg まで増量．次第

に転移巣縮小し，胸水貯留も停止した．再開後 7カ月で CR の状態

となり，以後14カ月 CR を維持している．ソラフェニブによる CR

症例は非常に稀であり，文献的考察を加え報告する．

分子標的薬を使用した腎細胞癌脳転移症例の検討 :堀江憲吾，高橋

義人，土屋邦洋，石田健一郎，谷口光宏（岐阜県総合医療セ），萩原

徳康（松波総合），中根慶太，亀山紘司（岐阜大） ［目的］腎細胞癌

の脳転移に対して分子標的薬を投与した 3症例について臨床的検討を

行った．［対象］2011年 7月までに腎細胞癌，脳転移に対して定位脳

照射もしくは摘出術を行った 3例（男性 1例，女性 2例）を対象とし

た．［結果］平均年齢60歳．Sunitinib，sorafenib，everolimus，temsiro-

limus と変更しつつ投与したものが 1例．Sorafenib を投与したのが 1

例，everolimus を投与したのが 1例であった．危惧された脳出血は起

こすことなく，投与可能であった．［結論］定位脳照射もしくは摘出

術後の症例に対しては分子標的薬の投与も検討すべきと考えられた．

兵庫医科大学における腎癌手術症例の臨床的検討 : 東郷容和，楊

東益，中西裕佳子，白石裕介，田岡利宜也，鈴木 透，相原衣江，中
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尾 篤，樋口喜英，兼松明弘，野島道生，山本新吾（兵庫医大），造

住誠孝，廣田誠一（同病理） 1999年 4月から2011年 3月までの間に

当院にて手術を施行した腎癌症例219例を対象とし臨床的検討を行っ

た．性別は男性151例，女性68例．年齢は17∼86歳（平均62.9歳）．患

側は右側105例，左側108例，両側 3例．観察期間は 1∼137カ月（中

央値27カ月）．手術方法は根治的腎摘除術（開放80例，鏡視下102例），

腎部分切除術（開放23例，鏡視下14例）．Stage I 135例，stage II 21例，

stage III 28例，stage IV 35例．Stage 別 5年生存率は stage I 97.5％，

stage II 94.4％，stage III 72.5％，stage IV 37.3％であった．

当院における腎破裂症例の検討 :梅田 俊，内藤和彦，杉浦皓太，

藤田民夫（名古屋記念） 非外傷性の腎破裂は，比較的稀な病態であ

る．原因として，腎血管筋脂肪腫，腎癌，血管病変，特発性などが挙

げられる．当院では2005年 4月 1日∼2011年 3月31日の 5年間におい

て 5例の非外傷性の腎破裂症例を経験した．症例は男性 4例，女性 1

例，透析症例がそのうち 4例であった．年齢は33∼61歳（平均52.8

歳）．全例で腎摘除術を施行した．病理組織診断より原因として腎癌

が 3例，原因不明な特発性が 2例であった．腎破裂では，全身状態や

血腫の大きさ，予測される原因などにより治療方針が異なる．特に腎

癌が疑われた際には積極的に開腹手術を施行するべきと考えられ，若

干の文献的考察を加え報告する．

エベロリムスによる間質性肺疾患の検討 :粥川成優，本郷文弥，大

石正勝，中村晃和，三神一哉，高羽夏樹，三木恒治（京都府立医大）

［目的］当科では進行性腎細胞癌に対し，2010年 5月よりエベロリム

スによる治療を開始している．有害事象として注意を要するものの 1

つに間質性肺疾患 (ILD) が上げられる．当科での ILD の経験につい

て報告する．［対象・方法］2010年 5月から2011年 7月の間に当科で

エベロリムス治療を行った進行性腎癌16例のうち，ILD を生じたの

は 4例であった．［結果］ILD を生じた 4例のうち G1 が 1例，G2 が

3例であった． 3例は休薬のみで ILD の改善を認めた， 1例はステ

ロイド投与を必要とした． 4例ともにエベロリムスの再投与が可能で

あった．［結語］ILD を発症した場合でも休薬などによる改善後に注

意深く経過観察を行うことにより再投与が可能な症例があると考えら

れた．

当院における結石性腎盂腎炎の臨床的検討 : 西畑雅也，鈴木淳史

（市立岸和田市民） ［目的と対象］結石性腎盂腎炎は早期に尿路のド

レナージを要することが多く，治療のタイミングが遅れると生命を脅

かすことのある疾患である．今回われわれは2007年 4月から2011年 3

月までに当院で加療された結石性腎盂腎炎の40例についてその背景や

経過を検討した．［結果］年齢は中央値75歳（38∼91歳），男性13例，

女性27例で右14例，左26例であった．SIRS が26例（65％），DIC が

9例（22.5％）に認め，死亡例が 1例（2.5％）であった．尿管ステ

ント留置術を24例（60％），腎瘻造設術を 2例（ 5％）に施行した．

［考察］本疾患は重症化しやすく早急にドレナージを必要とした症例

が多かった．

当科における気腫性腎盂腎炎 4例の臨床的検討 :西川昌友，今井聡

士，山野 潤，阪本祐一，中村一郎（神戸市立医療セ西市民） 気腫

性腎盂腎炎は比較的稀な疾患だが致死率が高く，症例に応じた迅速か

つ適切な判断が求められる．当科において過去10年で 4例の気腫性腎

盂腎炎を経験した．症例 1）78歳，女性．Huang らの腹部 CT によ

る分類 class 2．保存的治療により加療するが最終的に腎摘出術を施行

し軽快した．症例 2）71歳，女性．class 2．尿管ステント留置・持続

的血液透析 (CHD) を施行し軽快した．症例 3）57歳，男性．class 4．

敗血症性ショックに対して，CHD およびエンドトキシン吸着療法を

施行したが入院後12日目に死亡した．症例 4）76歳，女性．class 2．

腎瘻造設術により軽快した．以上の経験を文献的考察を加え考察す

る．

高 IgE 症候群に合併した巨大後腹膜膿瘍の 1例 : 吉澤孝彦，中村

小源太，梶川圭史，小林郁生，西川源也，勝田麗美，飛梅 基，青木

重之，伊藤要子，山田芳彰，本多靖明，住友 誠（愛知医大） 症例

は17歳，女性．2010年 8月頃から腹部膨満感を自覚．発熱・腹痛を主

訴に内科受診．CT にて左腎腫瘤を認めたため当科紹介受診．既往歴

として高 IgE 症候群にて幼少期より他院受診．腹部触診にて左下腹

部に可動性の乏しい小児頭大の腫瘤を触知．画像検査より左腎中部か

ら下部にかけて多房性嚢胞性腫瘤を認めた．2010年 9月に後腹膜腫瘍

摘除＋左腎摘出術を施行．摘出重量は 1,120 g．病理診断は infectious

inflammatory lesion であった．術後 9カ月間再発なく，経過良好であ

る．

壊死性膀胱炎の 2例 : 岡田卓也，三島祟生，堀越幹人（済生会野

江） 壊死性膀胱炎は最近では比較的稀な疾患となっているが，早期

診断と病態に合わせた積極的な治療が必要とされる．［症例 1］76歳，

男性．発熱およびイレウスにて入院，CT にて膀胱壁の不整と周囲の

膿瘍形成を指摘された．MRI，膀胱鏡にて膀胱後三角部∼後壁の壊

死，穿孔と診断し，単純膀胱全摘，両側尿管皮膚ろう造設，骨盤部膿

瘍ドレナージを施行した．［症例 2］76歳，男性．尿道カテーテルの

抜去後に発熱，尿混濁，気尿を生じ，MRI，膀胱鏡にて膀胱後面∼

頂部の広範な壊死を認めた．保存的治療として抗生剤投与と 2週間の

高圧酸素療法を施行，さらに膀胱内の壊死組織を 2回の TUR にて切

除し，約 3カ月で膀胱壁は修復された．

当院における気腫性膀胱炎 4例の臨床的検討 : 山下真平，森 喬

史，山内敏樹，上門康成（和歌山労災） ［目的］当院で経験した気

腫性膀胱炎の 4例に関して臨床的に検討した．［対象と方法］2010年

8月から2010年11月までに経験した当院における気腫性膀胱炎の 4例

に関して，既往歴・起炎菌・治療方法・臨床経過などについて検討し

た．［結果］年齢は53∼88歳であった． 2例の患者に糖尿病の既往を

認めた．起炎菌は 1例が E. Coli，その他 3例は不明であった．全例

が抗生剤による内科的加療のみで治療が可能であり，本疾患による死

亡例はなかった．［考察］文献的考察も踏まえ，本症例 4例について

検討する．

経直腸的前立腺生検におけるレボフロキサシン (LVFX) の感染予

防投与に関する検討 :森 喬史，山下真平，山内敏樹，上門康成（和

歌山労災） ［目的］以前感染予防として行われていた LVFX 300

mg/日の 3∼ 5日間投与と比較し，近年発売された LVFX 500 mg/日

の 2日間投与による感染予防効果について検討を行う．［対象と方法］

2006年 7 月から2011年 7 月までの359例を対象とした．LVFX 100

mg× 3回/日を 3∼ 5日間投与した175例と LVFX 500 mg× 1回/日を

2日間投与した184例に分け， 2群間の生検後の発熱や尿路感染症な

どについて検討した．［結果］ 2群おいて発熱や尿路感染症を発症し

た症例は認められなかった．［結論］経直腸的前立腺生検における感

染予防として LVFX 500 mg/日の 2日間投与は有用であった．

経直腸的前立腺生検における感染予防抗菌薬の検討 :松本 穣，中

野雄造，三宅秀明，田中一志，荒川創一，藤澤正人（神戸大），重村

克巳（神鋼） ［目的］経直腸的前立腺生検における予防抗菌薬と感

染性合併症との関連性について検討した．［対象］2008年11月から

2010年 3月までに当科にて経直腸的前立腺生検を行った患者312例を

対象とした．［方法］TAZ/PIPC (4.5 g× 3回）投与群207例と TAZ/

PIPC (4. 5 g× 2 回）投与群 105例との 2 群について，生検後の

38.0°C 以上の発熱を認めた感染性合併症の発生の有無について比較

検討した．［結果］有熱性感染性合併症の割合はそれぞれ0.96％

（2/207）と0.95％（1/105）であった．［結論］経直腸的前立腺生検

時における予防抗菌薬として TAZ/PIPC は両群において有熱性感染

性合併症の発生率に有意な差を認めず，TAZ/PIPC (4.5 g× 2回）の

有用性が示唆された．

Doripenem のヒト前立腺組織への移行性の検討および部位特異的

PK-PD 解析 : 中村小源太，西川源也，梶川圭史，小林郁夫，吉澤孝

彦，飛梅 基，青木重之，山田芳彰，住友 誠（愛知医大），猪川和

郎，森川則文（広島大医歯薬学総合研究科 臨床薬物治療学） ［目

的］血漿中および前立腺組織中 doripenem (DRPM) 濃度の経時的観

察により前立腺組織への移行性を検討し，前立腺炎に対する DRPM

投与法の妥当性を評価した．［対象と方法］対象は，TUR-P 施行前に

DRPM 250 mg または 500 mg を30分間点滴投与された BPH 症例 48名

であった．DRPM 濃度の測定は高速液体クロマトグラフィーで行い，

薬物動態モデル解析はプログラム MULTI を用いて行った．さらに投

与法のシミュレーションを行った．［結果］最大薬剤濃度の組織/血

漿比は17.3％であった．Escherichia coli・Klebsiella に対して 500 mg 1

日単回投与にて90％以上の効果を認めた．［結語］前立腺炎を引き起

こす主な細菌に対して，DRPM の有効な投与法が支持された．
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原発性アルドステロン症に対する単孔式腹腔鏡下手術 7例の臨床的

検討 :飯田剛嗣，駒井資弘，原田二郎，滝沢奈恵，福井勝也，乾 秀

和，中川雅之，川端和史，大口尚基，河 源，木下秀文，松田公志

（関西医大枚方） ［目的］当院における原発性アルドステロン症に対

する単孔式腹腔鏡下副腎摘除術の術式と成績を報告する．［対象と方

法］2010年 7月から2011年 7月までに施行した 7例を対象とした．体

位は患側を上とした側臥位とした．ポートは臍横（患側）を基本とし

た．経腹膜到達法にて副腎摘除を行った．最初の 1例のみフレキシブ

ルシザーズ（ノバレ社）を用いたが， 2例目以降は通常のストレート

の器具を用いてパラレル法で行った．［結果］手術時間は71∼171分

（平均135分），気腹時間は32∼117分（平均78分），出血量は全例で少

量であり，周術期に特記すべき合併症は認められなかった．

当院で経験した副腎皮質癌の 5症例 :武澤雄太，前田雄司，田谷正

樹，飯島将司，杉本和宏，角野佳史，北川育秀，小中弘之，溝上

敦，高 栄哲，並木幹夫（金沢大） 副腎皮質癌は頻度が0.5∼2.0

人/100万人/年と非常に稀な腫瘍である．予後は不良であり， 5年生

存率は stage I : 60％，stage II : 58％，stage III : 24％，stage IV : 0

％と報告されている．当院では局所浸潤，静脈腫瘍塞栓を伴うような

stage III 以上の症例に対しても切除可能である場合，長期生存を期待

し手術を施行している．2008年から 4年間に副腎皮質癌の 5症例を経

験した． 4例は外科的に腫瘍切除した． 1例は切除不能例で，オペプ

リム内服による化学療法を行った．これら 5例の臨床経過を若干の文

献的な考察を交えて報告する．

後腹膜に発生した Solitary fibrous tumor の 2例 :秦 健一郎，井上

貴昭，増田朋子，西田晃久，川喜多繁成，杉 素彦，室田卓之（関西

医大滝井），吉田健志，松田公志（同枚方） 症例 1は60代，男性．

脊椎ヘルニア精査の際，MRI で腎実質から腎盂に突出する 3 cm 大の

右腎腫瘍あり．単純 CT にて腎実質と等吸収域，造影 CT 皮質相で均

一に造影，排泄相で wash out を認めた．非典型的な腎腫瘍であった

が悪性腫瘍を否定できず，後腹膜鏡下右腎摘除術を施行．病理診断は

solitary fibrous tumor であった．症例 2 は60代，男性．下肢に痺れあ

り．MRI で直腸周囲から右坐骨裂孔を経て外方に突出する周囲に造

影効果を伴う腫瘤あり，整形外科で schwannoma と診断され手術目的

で当科紹介された．骨盤内腫瘍摘出術施行するも，脈管と腫瘍は高度

に癒着し全摘出は困難と判断，術中迅速で sarcoma と診断されたため

閉腹．のちの永久病理で solitary fibrous tumor と診断された．

後腹膜脂肪肉腫症例の臨床的検討 :福田聡子，石津谷 祐，小森和

彦，井上 均，西村健作，原 恒男（市立池田） ［目的］当科で診

断，治療，フォロ−している後腹膜脂肪肉腫について臨床的検討を行

う．［対象と方法］2002年から現在までの間に当院で治療し，病理診

断が確定した脂肪肉腫症例 4例を対象とし臨床的検討を行った．［結

果］年齢は63∼79歳（中央値は67歳），性別は男性 4例，腫瘍長径は

9∼35 cm（中央値は 15 cm) であった．原発部位は後腹膜 2例，精索

2 例で，分化度は well differentiated liposarcoma が 2 例，dedifferen-

tiated liposarcoma が 1例，mixed type が 1例であった．全例に腫瘍摘

出術を施行．術後再発を 2例に認め，追加切除を行った．予後につい

ては NED 2例，AWS 1例，DOD 1例であった．

水腎症を契機に診断された後腹膜脂肪肉腫の 1例 :玉田 博，片岡

頌雄，杉山武毅（西脇市立西脇），松村 勝（まつむら泌尿器科）

［要旨］症例は63歳，男性．数年来慢性前立腺炎にて近医にて加療中，

スクリーニング US にて左水腎症を認め CT 施行．左水腎症と腎下極

に 6 cm 大の腫瘤を認め，2011年 5月当科紹介受診となった．鑑別疾

患として悪性リンパ腫，GIST，腹腔内腫瘍を考え，消化管精査を施

行も異常なく，sIL-2R を含む各種腫瘍マーカーも正常であった． 6

月22日開腹後腹膜腫瘍摘除術施行．術中所見として，腫瘍は左尿管を

巻き込んでおり，腸間膜浸潤，腸腰筋への浸潤も認めた．左腎尿管合

併切除＋腸間膜切除＋腸腰筋部分切除（腸切は施行せず）を行い手術

を終了した．病理組織診断は，脱分化型脂肪肉腫であった．文献的考

察を加え症例提示する．

診断に難渋した後腹膜血管肉腫の 1例 :野口 剛，太田純一，石垣

華子，小貫竜昭，加藤善健，森山正敏（横浜市立市民） 60歳，女

性．2010年 7 月腹痛主訴に受診．CT で左後腹膜腫瘍を認め当科紹

介．CT 上，左腎上極に 9 cm 大の腫瘍あり．MIBG，MRI で褐色細

胞腫は否定的だった．造影効果は乏しく，画像診断上は慢性血腫の疑

いだった．腫瘍増大傾向にあり 8月経腹的左後腹膜腫瘍摘出術を施

行．腎温存予定だったが， 1部腎門部に浸潤しており左腎合併切除し

た．病理結果は CD31（＋），第 8因子関連抗原（＋）で後腹膜血管

肉腫の診断．10月施行の PET で腸腰筋前面に腫瘍残存を認め，rIL-2

療法を開始．2011年 5月，PET で腫瘍の縮小を認め，現在も外来に

て rIL-2 療法継続中である．後腹膜原発の血管肉腫はきわめて稀であ

り，術前の診断は困難である．今回過去の報告例をまとめ考察・検討

する．

後腹膜原発巨大滑膜肉腫の 1例 :杉山武毅，玉田 博，片岡頌雄

（西脇市立西脇） 50歳，男性．上腹部痛を自覚し近医受診，触診上

左上腹部に腫瘤を触れ，画像診断にて後腹膜腫瘍と考えられたため当

科紹介となる．CT にて左腎上方に直径 15 cm の腫瘍を認め，後腹膜

腫瘍との診断のもと手術目的に入院となった．後腹膜腫瘍摘除術を施

行したが，術中所見にて浸潤所見は認められないものの腫瘍は強固な

capsule をもち，腸間膜と癒着していた．摘出腫瘍は 15 cm，1,650 g

であった．病理組織所見は，腫瘍細胞が立方状で類円形の核と淡好酸

性の細胞質を有し乳頭状，索状あるいは充実性の上皮様配列を呈し，

免疫染色ではサイトケラチン陽性，s-100 蛋白陽性，EMA 陰性で，

滑膜肉腫との診断であった．

当院における膀胱癌に対する膀胱全摘除術の臨床的検討 : 小川悟

史，鈴木光太郎，桃園宏之，三浦徹也，近藤 有，山田裕二，濱見

學（兵庫県立尼崎） ［目的］浸潤性膀胱癌に対し膀胱全摘除術を施

行した症例について臨床病理学的検討を行った．［対象と方法］2006

年 1月から2011年 5月までに当院で施行した膀胱全摘除術52例を対象

とした．年齢中央値71.5歳．男38例，女15例．観察期間中央値21カ

月．疾患特異的生存率は 1年86.9％， 3年80.6％， 5年51.8％．単変

量解析の結果，リンパ節転移が有意な予後不良因子であった．pT

(≧pT3），脈管浸潤，リンパ管浸潤，組織型 (UC or not），化学療法

施行の有無では有意差を認めなかった．［結論］リンパ節転移は有意

な予後不良因子であった．予後についてさらに詳細な臨床的検討を加

える予定である．

非尿路上皮癌を含む筋層浸潤性膀胱癌の臨床的検討 :楠本浩貴，松

村永秀，佐々木有見子，西澤 哲，浦 邦委，児玉芳季，南方良仁，

康 根浩，稲垣 武，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大） ［目的］

非尿路上皮癌を含む膀胱癌症例につき検討した．［対象と方法］2001

年 4月から2011年 6月までの過去10年間に尿路上皮癌 (UC) 以外の

組織型を含む浸潤性膀胱癌患者で膀胱全摘除術を施行した22例（扁平

上皮癌10，腺癌 6，小細胞癌 5，未分化癌 1）を対象とした．組織型

を非 UC 単独型（10例），UC との混合型（12例）の 2群に分類し，

生存解析を施行した．［結果］年齢は平均68.8歳（43∼88）．再発症例

は11例で単独型と混合型の 1 年癌特異生存率は45.0，77.8％ (log-

rank test P＝0.08) であった．小細胞癌の 4例については成分の多寡

にかかわらず予後不良であった．［結論］混合型は単独型と比較して

予後良好な傾向だが，小細胞癌成分が含まれると予後不良であった．

膀胱全摘後死亡症例の検討 :守屋嘉恵，上平 修，平林毅樹，山口

朝臣，平林裕樹，深津顕俊，吉川羊子，松浦 治（小牧市民） ［初

めに］当科で施行した膀胱全摘後死亡症例に対し予後因子を検討した

ので報告する．［対象と方法］2003年 1月から2010年12月までに膀胱

全摘を施行した158例のうち膀胱癌が原因で死亡した25例で，病理お

よび進展様式・治療法につき検討した．［結果］手術時平均年齢61.7

歳，すべて男性，尿路上皮癌は13例（すべて G3) であった．術前遠

隔転移のない20例のうち16例で術前化学療法を施行，有効であった症

例は 2例のみであった．原発腫瘍は25例中17例で pT3 以上，所属リ

ンパ節は12例で pN0，手術から死亡するまでの期間は平均568日で

あった．［結語］術前化学療法無効症例および尿路上皮癌以外の成分

を有する症例は予後不良で，GC 療法導入後も検討が必要と考えられ

た．

維持透析患者の膀胱癌に対する膀胱全摘術の検討 :藤本清秀，米田

龍生，喜馬敬介，篠原雅岳，堀 俊太，森澤洋介，吉田克法，平尾佳

彦（奈良県立医大），吉川 聡（阪奈中央） ［目的］透析患者におけ

る膀胱全摘症例の臨床病理像を評価した．［対象］2002年以降，膀胱

癌に対し膀胱全摘を施行した 8例．［結果］男性 6例，女性 2例，平
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均年齢68.9歳，透析歴50.6カ月，診断契機は血尿 7例，定期検診 1例

であった． 2例で腹腔鏡下腎尿管全摘術， 1例で尿管皮膚瘻術を同時

に施行．平均手術時間346分，出血量 2,155 ml，平均在院日数 35日，

周術期合併症は創感染 3例，水腎症 2例，誤嚥性肺炎，下肢静脈血

栓，腸閉塞，急性心筋梗塞，敗血症があった．pT stage は Tis，T2，

T3，T4 が各 2例で，癌死 4例，他因死 2例であった．［まとめ］上

部尿路癌合併や心血管系・感染など術後合併症が多く，予後不良例も

多いため，早期発見の必要性を感じた．

回腸利用膀胱拡大術後38年で発症し胸膜および脳転移を来たした膀

胱腺癌の 1例 :永井真吾，山田 徹，蟹本雄右（掛川市立総合），菅

原 崇（岐阜大） 症例は56歳，男性．38年前に尿路結核に対して右

腎摘術および回腸利用膀胱拡大術を施行されていた．血尿・倦怠感を

主訴に当科初診，膀胱鏡にて膀胱内に腫瘍を認めた．TUR-Bt を行っ

たところ病理診断は adenocarcinoma であった．膀胱腺癌の診断にて

膀胱全摘術を施行した．術後 1年目のフォローアップ CT にて胸膜転

移を指摘されたため，TS-1 および CDDP による化学療法を開始した

が， 2カ月後には痙攣発作と意識障害を来たし，頭部 CT にて多発脳

転移を指摘された．以後は支持療法を行ったが， 1カ月後に永眠され

た．

T1a 腎癌に対する手術の経験 :増田朋子，杉 素彦，秦 健一郎，

井上貴昭，西田晃久，川喜多繁成，室田卓之（関西医大滝井），松田

公志（同枚方） ［目的］当院における T1a 腎癌に対する手術の経験

を報告する．［対象］2005∼2011年に術前の画像診断で腎癌が疑われ

cT1a と診断し手術を行った29例について報告する．［結果］16例は腹

腔鏡下に腎摘出術 (LRN) を行い13例に開腹部分切除術 (PN) を行っ

た．腫瘍径は PN : 1.5∼4 cm（中央値 2.2 cm) LRN : 1∼3.6 cm（中

央値 2.4 cm）手術時間は PN : 140∼241分（中央値180分），LRN :

120∼342分（中央値 215分），出血量は少量∼2, 490 ml（中央値

325ml），LRN : 少量∼320 ml（中央値 200 ml）であった．PN の予定

のうち 1例は出血コントロールのために根治的腎的に移行した．28例

は RCC で 1例は AML であった．［考察］術前術後の腎機能，合併症

も含めて考察する．

当科における小径腎腫瘍に対する鏡視下手術の臨床的検討 :吉田将

士，今井 伸，米田達明，工藤真哉（聖隷浜松） ［目的］当科で施

行した小径腎腫瘍に対する鏡視下手術において，腎部分切除術と腎摘

除術の術式選択に影響を及ぼした因子について解析を行った．［対象］

2002∼2011年までに腎腫瘍と診断し，鏡視下手術を行った102例（部

分切除45例，腎摘57例）．［方法］腫瘍部位，最大径，突出率，深さ，

尿路までの距離について検討を行った．［術式］腎部分切除術に関し

ては，無阻血下にてマイクロターゼを使用した．［結果］腫瘍が 2 cm

より大きい症例，底部が 2 cm より深い症例においては腎摘を選択す

る傾向がみられた．［結語］上記結果の症例において腎温存手術を選

択する場合，阻血を行うかあるいは開腹術による腎部分切除術を試み

ることが必要と思われた．

星カ丘厚生年金病院における腎部分切除術の検討 :豊島優多，大山

信雄，武長真保，藤本 健，小野隆征，百瀬 均（星カ丘厚生年金）

［目的］小径腎腫瘍に対する腎部分摘除術症例の臨床的検討を行う．

［対象と方法］2001年 7月∼2011年 4月に腎癌の診断で手術を行った

20例21腎（男性13例，女性 7例，年齢中央値75歳）．術式は開腹手術

14腎（阻血下手術 5腎，マイクロターゼ使用無阻血手術 9腎），腹腔

鏡下手術 7腎（阻血下手術 4腎，マイクロターゼ使用無阻血手術 3

腎）であった．［結果］腫瘍径 12∼42 mm（中央値18 mm），病理診断

は腎細胞癌18腎（淡明細胞癌16腎，その他 2 腎），AML 2 腎，オン

コサイトーマ1腎で，切除断端は全例陰性であった．術後腎機能の推

移についても報告する予定である．

腎部分切除術に関連する腎機能障害の検討 :小嶋一平，加藤真史，

本多登代子，萩倉祥一，馬嶋 剛，藤田高史，佐々直人，松川宜久，

小川輝之，水谷一夫，吉野 能，山本徳則，服部良平，後藤百万（名

古屋大） ［目的］腎部分切除術における阻血再潅流障害を，99mTc-

MAG3 renal scintigraphy を使用して評価した．［方法］腎部分切除術

を29例で温阻血下に，25例で冷阻血下に施行した．有効腎血漿流量

(ERPF) を 99mTc-MAG3 renal scintigraphy から計算し，regional

MAG3 uptake で腎実質の阻血障害を術前および術後 1週， 6カ月に

評価した．［成績］Regional MAG3 uptake は温阻血群にて，術前より

83％まで uptake が低下し，冷阻血群では術前値の105％と2群で有意

差を認めた (p＝0.001）．温阻血群では，阻血時間と MAG3 uptake の

減少が有意に相関し，冷阻血群ではこの相関を認めなかった．［結論］

温阻血で腎部分切除を長時間要する場合，冷却を併用するべきであ

る．

腎細胞癌患者における術後腎機能推移の検討 : 山崎俊成，神波大

己，新垣隆一郎，柴崎 昇，井上貴博，吉村耕治，小川 修（京都

大） ［目的・方法］2003∼2009年に当院で腎摘除術 (RN) または腎

部分切除術 (NSS) を施行した236例のうち，両側腎癌および術前

ESRD を除外し， 3カ月以上経過観察した198例の術後残腎機能を評

価した．e-GFR 値は MDRD 推算式を用い，術後 e-GFR 値が 60 ある

いは 45 ml/min/1.73 m2 未満になるまでの期間を Kaplan-Mayer 法を

用いて求めた．平均観察期間は46±24カ月であった．［結果］RN ま

たは NSS 後の 3，5年温存率はそれぞれ62，56％および90，86％ (e-

GFR＞60），91，86％および94，90％ (e-GFR＞45）であった．術後

e-GFR＜30 となったのは RN 群 5例，NSS 群 0例であった．［結語］

術後腎機能障害の発生を回避する上で NSS は有用であり，CKD stage

4 に至る症例はなかった．

腎腫瘍に対する経皮的腎生検の臨床的検討 :増栄成泰，加藤成一，

増栄孝子，宇野雅博，藤本佳則（大垣市民） ［目的］腎腫瘍に対す

る腎生検については賛否両論がある．しかし不要な手術を回避するた

めに，腎生検で術前病理学的診断を行うことは有用と思われる．当院

にて2004∼2011年に腎腫瘍に対して経皮的腎生検を施行した14例を検

討した．［結果］平均年齢は70歳（47∼84歳，男性12例，女性 2例）．

悪性と良性の鑑別目的が10例，原発と転移の鑑別目的が 4例．14例

中，悪性12例（腎または腎盂原発 9例，転移 3例），良性 1例，判定

不能 1例であった．うち腎原発悪性腫瘍であった 4例に対して腎摘除

術， 2例に対して腎部分切除術， 1例に対してラジオ波焼灼術を施

行．手術施行例は2011年 7月現在全例生存していたが，転移症例は原

疾患により全例死亡した．

腎細胞癌，気管支転移に対し，気管ステント留置・焼灼術を施行し

急死を回避し得た 1例 : 吉岡伸浩，上島成也，宮崎隆夫，国方聖司

（近畿大奈良），武本智樹，塩野裕之，池田直樹（同呼吸器外科） 症

例は46歳，女性．2010年 6月21日右根治的腎摘除術を施行した．右腎

細胞癌 T4N1M1（腎門部・縦隔リンパ節，右大腿骨，肺転移）で

あった．スニチニブ療法施行するも， 8月左主気管支に腫瘍の突出あ

り高度の狭窄認め 9月 3日に左気管ステント留置を施行した．その

後，スニチニブ療法続行し腫瘍縮小効果認めたが，10月気管分岐部の

腫瘤による狭窄で左無気肺を認めた．右の気道確保のため11月 2日に

右気管ステント留置を施行した．2011年 2月呼吸困難再発．気管分岐

部にバルブ様腫瘍あり 3月 1日にレーザー焼灼術を施行した．その

後，全身状態悪化し 5月16日永眠した．緊急気管支鏡処置により急死

を回避できた 1症例を経験したので報告する．

当院における精巣腫瘍の臨床的検討 :植村祐一，牛田 博，石戸谷

哲，大西裕之（滋賀県立成人病セ），宇都宮紀明（神戸市立医療セ中

央市民），恵 謙（市立島田市民） ［目的］当院における精巣腫瘍の

臨床的検討を行った．［対象］2005年 1月より2011年 7月までに当院

で治療を行った精巣腫瘍18例を対象とした．［結果］平均年齢37.9歳，

患側は右側 8例，左10例，主訴は無痛性陰嚢腫瘤16例，その他 2例で

あった．病理組織像は seminoma 8 例，non-seminoma 8 例，非胚細

胞腫瘍 2例であった．術後補助化学療法を 7例に施行，後腹膜リンパ

節廓清を 2，3例に放射線治療を追加照射した．［結論］精巣腫瘍は

比較的予後良好の腫瘍である．追跡可能な症例のうち，再発は現在の

ところ認められていない．若干の文献的考察を加え報告する．

上腕留置式中心静脈ポートの使用経験 :大塚憲司，金子佳照（奈良

県立三室），越智朋子，日高晶子，阪口 浩（同放射線） ［目的］わ

れわれは，肘関節直上の尺側皮静脈を穿刺し，上腕外側皮下にポート

を埋没する上腕留置式中心静脈ポートの有用性を検討した．［対象と

方法］対象は2007年 4月∼2011年 6月に上腕留置式中心静脈ポートを

留置した13例（男性 : 9例，女性 : 4例，年齢50∼82歳（平均69歳）．

原疾患は全例尿路悪性腫瘍であり，中心静脈ポートを留置，その効

果，合併症を検討した．［結果］使用目的は全例化学療法で，留置期
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間は 4∼1,287日（平均323日）であった．合併症として，創部離開 1

例，カテーテル感染 2例，薬剤漏出 2例を認めた．肘関節の屈曲によ

る滴下不良を認めず，終末期にも利用された．［結論］上腕留置式中

心静脈ポートは有用な留置方法と考える．

医療的ケアの観点から見た介助導尿 : 松田久雄（樫本），渥美公秀

（大阪大），植村天受（近畿大） いわゆる介助導尿の施行が必要と

なった場合，これは医療的ケアとして医師・看護師，および家族以外

は現在の日本では施行できなくなっているため，主介護者は困窮して

いる現状がある．介助導尿が必要であった 3症例を提示し，「排尿」

という行為を生活の流れの中から「医療」として切り出すことの不自

然さを検証した．また退院した時点で「医療的ケア」というものでし

ばられている現状確認を行った． これに対する解決法として大阪府

医師会は「小児の在宅生活支援のための医療的ケア・マニュアル」を

作成し「善きサマリア人法」の制定促進を掲げている．今回，これが

日本の介護現状にあったものであるのかの検証を行った．

Vena cava malformation を伴った Zinner 症候群の 1 例 : 藤田昌

弘，後藤隆康，細木 茂（国家公務員共済組合連合会 大手前） 症

例は76歳，男性．2010年 1月夜間頻尿を主訴として受診した．前立腺

肥大症と診断し，ナフトピジル 50 mg/日の内服にて軽快していた．

初診から約 8 カ月後の PET 検診において，膀胱の右背側に70×60

mm の嚢胞を指摘され，精査の結果，右精嚢腺嚢胞と診断した．右腎

欠損症も判明し，Zinner 症候群と診断した．2010年10月，経会陰的

に右精嚢腺嚢胞穿刺術を施行した．嚢胞液はチョコレート色で，内容

量は約 200 ml であった．膀胱鏡所見において，左尿管口は正常，右

の尿管口および ridge は欠損していた．術後，以前からの頻尿は改善

された．本症例は，Zinner 症候群の中でも vena cava malformation を

伴う非常に稀な症例であったため，文献的考察を加えて報告する．

骨盤内動静脈奇形の 1例 :細田光洋，大嶺卓司（京都きづ川），鴨

井和実，沖原宏治，河内明宏（京都府立医大），落合 厚（愛生会山

科） 症例は41歳，男性．骨盤部外傷などの既往なし．下腹部痛を主

訴に内科受診し単純 CT にて前立腺近傍に腫瘤影を指摘されたため当

科紹介．PSA は0.5で正常であった．経直腸的超音波断層法では

cystic lesion として描出された．造影 CT にて早期相での強い造影効

果および排泄相での wash out を認め，骨盤内動静脈奇形と診断した．

非常に稀な疾患との報告があり，若干の文献的考察を加えて報告す

る．

滑脱ヘルニアを合併した 46XY DSD の 1例 :福井真二，渡辺仁人，

吉野 薫（あいち小児保健医療総合セ） 1 歳，男児．右非触知精

巣，左鼠径ヘルニア，尿道下裂で当科紹介．性分化疾患を疑い膀胱鏡

検査，腹腔鏡検査，左鼠径ヘルニア根治術，尿道下裂形成手術目的に

入院．左鼠径部アプローチのヘルニア修復術時に，右未熟卵巣様性

腺・子宮様組織・左右付属器がヘルニア内容として滑脱し，腹腔鏡検

査では右内鼠径輪は閉鎖，右精管はなく右性腺血管は左内鼠径輪にむ

かっていることが確認された．右性腺・卵管・子宮をヘルニア嚢ごと

一塊に摘出．左陰嚢内に位置した性腺は卵精巣で卵巣部分を摘出し精

巣部分は生検した．尿道下裂は一期的尿道形成術を施行した．染色体

は 46XY，病理結果で右性腺は卵巣，左性腺は卵精巣で生検した精巣

はセルトリ細胞のみであった．

思春期精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位結紮術の経験 : 武長真保

（星カ丘厚生年金），青木勝也，藤本清秀，平尾佳彦（奈良県立医大），

中井 靖，三馬省二（奈良県立奈良），雄谷剛士（松坂中央総合）

［目的］思春期精索静脈瘤は一般的に患側の精巣萎縮を認める場合や

症状を有する場合が手術適応と考えられている．術式は様々あるが，

当科では顕微鏡下低位結紮術を行っておりその成績を報告する．［対

象と方法］対象は顕微鏡下低位結紮術を行った 6例（平均年齢18.3

歳，11∼25歳）．全例に鼠径管下到達法による低位結紮術を行った．

2例に患側精巣萎縮， 4例に不快感や痛みなどの症状を認めた．［結

果］有症状の 4例では術後速やかに症状は消失したが 1例に再発を認

めた．精巣萎縮の 2例のうち 1例に術後 catch up growth を認めた．

陰嚢水腫の発生および精巣萎縮は認めなかった．［結論］顕微鏡下低

位結紮術は安全で合併症が少ない有用な術式である．

小児陰嚢水腫における精巣長径と精巣組織の関係 : 黒川覚史，西尾

英紀，守時良演，神沢英幸，水野健太郎，小島祥敬，林 祐太郎，郡

健二郎（名古屋市大） ［目的］小児陰嚢水腫が精巣発育に及ぼす影

響は明らかでない．精巣長径と組織所見の関係を検討した．［対象と

方法］陰嚢水腫67例（精索水瘤36例，精巣水瘤31例）における患側の

精巣長径，精巣組織所見を評価した．［結果］精索水瘤 (17.2±2.1

mm) において精巣水瘤 (15.3±2.7 mm) より患側長径が有意に高値

であった (p＝0.003）．長径 20 mm 以上の腫大を精索水瘤に 6例，13

mm 以下の萎縮を精巣水瘤に 5例認めた．組織学的に腫大精巣で間質

の浮腫，萎縮精巣で未熟な精細管を認めた．［考察］瘤の物理的な圧

排の局在に応じて，精索水瘤は精巣間質浮腫による腫大を，精巣水瘤

は精巣発育の遅延を来たしていることが考えられた．

当科における小児腎移植 9例の経験 :平野泰広，佐々木ひと美，西

野 将，河合昭浩，引地 克，深谷孝介，彦坂和信，石瀬仁司，深見

直彦，丸山高広，日下 守，石川清仁，白木良一，星長清隆（藤田保

衛大） 1990年 9月∼2011年 2月に腎移植を施行した小児 9例（男児

6例，女児 3例），平均14.2歳（ 5∼18歳）を対象に検討した．原疾

患は，IgA 腎症，Wilmus tumor，Alport synd，CGN，FGS，ANCA 関

連腎炎，RN 3 例であった．全例が術前に透析導入されていた．ド

ナーは祖母 1例，親 8例，ABO 適合 8例，不一致 1例であった．維

持免疫抑制剤は，CNI，ステロイド，ブレディニンまたはセルセプト

であり， 1例にノンコンプライアンスによる急性拒絶反応を認めた．

最長21年で腎機能は全例安定している．

腎盂形成術と峡部離断を腹腔鏡下に施行した馬蹄腎の 1例 :伊藤吉

三，中河秀生，山田恭弘，矢野公大，石田博万，平原直樹（京都第二

赤十字），杉本浩造（杉本クリニック），大江 宏（学研都市），河内

明宏（京都府立医大） 症例は22歳，女性． 8年前より座位から起立

する際と，歩行開始時の腰背部痛があった．他科の検査の CT で左水

腎症と馬蹄腎を指摘され泌尿器科紹介となった．術前の 3D-CT で，

腎動脈は右に 6本，左に 3本認めた．手術は経腹膜的に施行した．腎

盂尿管移行部腹側に交差血管を認めた．馬蹄腎峡部を剥離し，テーピ

ングを行い，峡部周囲の腎動脈を剥離し，テーピングを行った後に，

無阻血で LigaSure を用いて峡部を離断し，断端は吸収糸で連続縫合

を行った．腎盂形成は Anderson-Hynes 法で行った．最後に内側に変

位している左腎下極を腸腰筋に固定し，外側へ移動させる Psoas hitch

法を行った．手術時間は 7時間32分，出血量は 40 g であった．

当科における LOH 症候群の治療成績 :堀 靖英，三木 学，舛井

覚，西川晃平，吉尾裕子，長谷川嘉弘，神田英輝，山田泰司，曽我倫

久人，有馬公伸，杉村芳樹（三重大） 当科では，2010年10月より

LOH 症候群を担当する専門外来を設置し，現在までに43例が当外来

を受診した．このうち，遊離テストステロン FT＜8.5 pg/ml でホル

モン補充療法 ART を開始した23例につき臨床的検討項目を解析し

た．平均年齢は56.6歳，平均 FT は 5.6 pg/ml．AMS は，施行前→投

与 3回終了時→ 3カ月目で，身体スコアが23.3→16.8→16.4，心理ス

コアが16.2→12.4→10.1，性機能スコアが19.5→14.1→12.9と減少し

た．PSA，血清ヘモグロビン値に有意な変化は認めなかった．ART

が無効との理由で 3例が，頭痛で 1例が ART を中止した．LOH 症

候群に対する ART の効果は，AMS の全項目で開始後早期から認め

られ， 3カ月間の投与で特記すべき合併症は認めなかった．

関西医大における性同一性障害患者の現状 :地崎竜介，河 源，木

下秀文，松田公志（関西医大），織田裕行，山田妃沙子（同精神神経

科） 当院では2003年より性同一性障害 (gender identity disorder :

GID) 患者に対して，日本精神神経学会の性同一性障害に関する診断

と治療のガイドラインに基づき関西医科大学医学倫理委員会の承認を

得て診療を行っている．性同一性障害患者の診療・研究に当たる医療

チームは精神科・泌尿器科・産婦人科・形成外科から構成され，当科

では生物学的性の決定およびホルモン治療を行っている．2011年 7月

までに533名が当院ジェンダークリニックに受診され，その内訳は

MTF (male to female) が196名，FTM (female to male) が337名となっ

ている．性同一性障害に関する問題点・今後の展望について臨床的検

討を含めて報告する．

当院における TVM 手術56例の初期経験の検討 :荒木英盛，田中篤

史，山本晃之，長井辰哉（豊橋市民），小嶋一平（名古屋大），加藤久
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美子，鈴木省治（名古屋第一赤十字） ［目的］当院では2009年10月

より2011年 6月まで骨盤臓器脱56例に TVM 手術を施行したので報告

する．［対象］症例は POP-Q，stage 2 : 2例，stage 3 : 12例，stage 4 :

42例．患者の平均は68歳（50∼81）．［結果］TVM-A 12例， 1 例に

TOT 手術を併用した．TVM-C 5例，TVM-AP 38例．TVM-P 2例で

あった．出血量は平均 97 ml（ 5∼201）．12例の de novo SUI に対し

て TVT/TOT 手術 5例に施行した．合併症は，膀胱損傷 3例，膀胱

誤穿刺 1例，尿管・直腸損傷は認めなかった．術後，一過性の排尿障

害 8例（14％）を認めた．再発 stage 2 を 2例認めた．［結論］TVM

手術は，初期症例でも重篤な合併症は認めず安全に施行可能であっ

た．

当院における TVM (Tension-free Vaginal Mesh) 手術の臨床的検

討 :近藤厚哉，前田基博，平林崇樹，犬塚善博，田中國晃（刈谷豊田

総合） ［目的］当院では2010年 6月から骨盤臓器脱に対して TVM

手術を導入している．治療成績を臨床的に検討した．［対象］TVM

手術を施行した30例を検討した．選択術式は a-TVM 17例，aP-TVM

10例，c-TVM 3例であった．［結果］平均年齢70.0歳（55∼84歳），

平均手術時間114.4分，平均出血量 33.6 ml であった．合併症は膀胱

誤穿刺が 3例，術後一過性の排尿困難が 5例，de novo SUI が 1例で

あった．再発，メッシュ露出は認めていない．P-QOL で手術による

自覚症状の改善を認めた．［考察］骨盤臓器脱に対する TVM 手術は

安全に施行可能であり，自覚的にも他覚的にも有効な手術である．

TOT スリング手術における術前後の排尿状態，QOL 変化の検討 :

中川雅之，大口尚基，河 源，木下秀文，松田公志（関西医大 枚

方） ［目的］腹圧性尿失禁手術に対する TOT 手術の尿失禁改善度，

排尿状態，QOL の変化について検討．［対象，方法］2005年11月∼

2010年12月の間に TOT 手術を受けた54例．尿道過可動 (AI) 34例，

尿道括約筋不全 (ISD) 12例，複合型 (AI＋ISD) 8例．改善度はスト

レステスト，ICIQ-SF，排尿状態は UFM，残尿量，QOL 評価は

ICIQ-SF，OABSS，KHQ で評価．［結果］改善度はストレステスト

陰性/ICIQ-SF で漏れなしを success とし84％．UFMは改善，RU は

5.0∼21.2 ml，ICIQ-SF は改善，OABSS 合計は平均5.0∼2.0，KHQ

も改善．［考察］AI は success 94％と改善．しかし，AI＋ISD は75％

であり AI 単独と比べて低く，成功率は ISD の要素で下がると考え

る．

膀胱全摘除術を施行した治療抵抗性間質性膀胱炎の 1例 :松尾かず

な，佐々直人，萩倉祥一，松川宜久，小川輝之，加藤真史，水谷一

夫，吉野 能，山本徳則，服部良平，後藤百万（名古屋大） 64歳，

男性．残尿感，膀胱充満時痛を主訴に受診．水圧拡張術と生検で間質

性膀胱炎と診断．内服治療，水圧拡張術，DMSO 膀胱注入療法もす

べて無効．症状が強く，治療抵抗性間質性膀胱炎として膀胱全摘除術

を施行した．膀胱は至る所で炎症がみられ，萎縮しており，病理では

マスト細胞をはじめ，炎症性細胞の誘導がみられ，筋層まで線維化を

認め，不可逆的変化がみられた．術前後の QOL 評価で大幅に改善を

認め，術後経過も良好であった．

岐阜県東濃地区における前立腺癌の現状 :七浦広志，渡邊将人，原

浩司，和志田重人，大菅昭秀，小久保公人，田中利幸，桃井 守，大

村政治，小出卓也，高羽秀典，高士宗久，金井 茂（東濃前立腺研究

会） ［目的］岐阜県東濃地区における前立腺癌症例の進行割合，初

期治療に関する調査を施行した．［対象と方法］対象は，2008年 4月

∼2009年 3月に生検を施行し前立腺癌と診断された121症例．方法は

前立腺癌診断時の患者背景や臨床病期，初期治療を調査した．［結果］

平均年齢は72.9歳，stage C : 12％，stage D : 21％で進行癌の割合は

32％であった．また Gleason score 8以上の症例は34％であった．［結

語］今回，東濃地区における前立腺癌の現状を調査した．今後も引き

続き調査を継続することで地域における前立腺癌の集計を積み重ねた

い．

当院における経直腸的前立腺針生検 :桑田真臣，岡島英二郎（市立

奈良），吉川元清（大和高田市立），清水一宏，柏井浩希（柏井），際

本 宏（クリニック きわもと），寺崎豊博（寺崎クリニック） ［目

的］前立腺生検の実情から改善点を見いだす．［対象］2009年 1月∼

2011年 5 月に当科施行前立腺針生検の182件．対照群として2011年

3∼ 6月に PSA を測定したが生検非施行の156例．［方法］受診契機，

年齢，PSA値，前立腺体積，本数，Gleason score など各種要因を生検

施行例と非施行例，癌検出例と非検出例で比較．［結果］生検非施行

例で平均 PSA 4.081（中央値 2.145，0.261∼65.430) ng/ml．生検施

行例は平均 PSA 80.03（中央値 7.944，0.854∼1,711) ng/ml．癌検出

率は51.6％．［結論］比較的高い癌検出率であった．その原因を解析

する予定である．

静岡市立病院における経直腸前立腺針生検の臨床的検討 : 野口哲

哉，井口 亮，土橋一成，影山慎二，佐々木美春（静岡市立静岡），

前野 淳，河野 仁（京都大），植垣正幸，土橋一成（関西電力），影

山慎二（しお医院） 2007年 1月から2010年12月までに当院にて経直

腸前立腺針生検を施行した延べ567人を臨床的に検討した．PSA が

∼4，4∼10，10∼20，20∼30，30∼50，50 ng/ml∼ の癌陽性率がそ

れぞれ25.0，35.9，48.2，65.1，82.4，98.2％．通院で施行した507

例中，38°C 以上の発熱を11例（2.1％），生検直後の意識障害を10例

（2.0％）に認め， 9例（1.8％）が緊急入院した．系統的 6カ所生検

と12カ所生検にそれぞれ狙撃生検 1カ所を含めた 6∼ 7カ所生検と

12∼13カ所生検で癌陽性率，合併症，緊急入院に有意差がなかった．

6カ所生検での癌陽性率が47％， 7カ所生検で67％と，狙撃生検を 1

カ所加えることで陽性率が増加した (p＝0.024）が，12カ所生検で

44％，13カ所生検46％と差がなかった．

ヘパリン化し前立腺生検を施行した症例の臨床的検討 :伊藤崇敏，

旦尾嘉宏，保田賢司，渡部明彦，小宮 顕，布施秀樹（富山大），里

見定信（上越総合） ［目的］抗血栓療法を施行している患者に対す

る前立腺生検の安全性を検討する．［対象と方法］2005年 1月∼2011

年 6月に抗血栓療法中にヘパリン化を行い前立腺生検を施行した15例

を対象とした．［結果］年齢は平均73歳（51∼91歳）．PSA は平均

11.07 ng/ml，生検本数は全例10本，抗血栓療法の原因疾患は心房細

動が 8例，ペースメーカーが 3例，弁置換術後が 3例などであった．

内服薬はワルファリンカリウム単独が 8例，ブコロームとの併用が 4

例，アスピリンとの併用が 2例，アスピリンとシロスタゾームの併用

が 1例であった．重篤な合併症の発生はなかった．［結論］ヘパリン

化することによって安全に前立腺生検を施行できた．

大阪市立大学における前立腺再生検の検討 :仁田有次郎，田中智

章，壁井和也，西原千香子，鞍作克之，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市

大） 2008年 1月から2010年12月までに当院において施行された前立

腺生検のうち， 2回目以上の再生検症例における適応基準に関して検

討を行った．初回，再生検とも経会陰式前立腺生検を施行．麻酔は局

所麻酔または仙骨硬膜外麻酔下に行い，系統的12カ所生検を基本とし

ている．再生検症例74例．平均年齢は70.6歳（53∼86歳）．そのうち

29症例において癌が検出された．癌陽性症例と癌陰性症例の 2群にお

いて PSA 関連マーカー含めて検討したところ，PSA velosity，PSA

density，PSA doubling time，前立腺容積で統計学的な有意差を認め，

初回生検時および再生検時のPSAは統計学的な有意差を認めなかっ

た．

当院における系統的12カ所前立腺生検結果と前立腺全摘標本との比

較検討 : 佐々木 豪，大西毅尚，保科 彰（山田赤十字），矢花 正

（同病理） ［目的］当院における系統的12カ所前立腺生検結果と前立

腺全摘標本との比較検討を行った．［対象］系統的12か所前立腺生検

を開始した2009年12月∼2011年 7月の間に前立腺全摘術を施行した

cT1c から cT2b の患者26例（術前ホルモン治療なし）．［結果］平均

年齢66.8歳，初診時 PSA 中央値 7.08 ng/ml，生検陽性本数中央値3.0

本．前立腺全摘標本病理結果は，pT2a : 3例，pT2b : 4例，pT2c :

11例，pT3a : 8例，EPE（＋) : 33.3％，RM（＋) : 18.5％，術前片

葉のみ癌陽性であった症例のうち前立腺全摘標本で対側に癌を認めた

症例 : 37.0％．［結語］生検時，移行領域病変および辺縁領域の微小

病変が見落とされる傾向があった．

抗 PSMA 抗体を用いた前立腺癌臨床検体の発現プロファイル解

析 :引地 克，白木良一，西野 将，河合昭浩，深谷孝介，彦坂和

信，平野泰広，石瀬仁司，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］ヒト抗体ライブラ

リーで単離に成功した抗 PSMA 抗体の有用性の検討．［方法］ヒト型

抗体ファージ・ライブラリー (AIMS5 ライブラリー）から PSMA に

対する抗体を抽出し，すでに抗原決定されている抗体（15種類）と併

泌尿紀要 58巻 7号 2012年384



せて前立腺癌組織20例，良性前立腺組織20例に免疫組織染色を行っ

た．［結果］良性前立腺組織では MCP，ALCAM が95％，JAM-1 は

80％の症例で陽性であったのに対して PSMA 陽性率は 5％であった．

一方，前立腺癌組織では ALCAM が全例で膜陽性を示し，PSMA は

95％，EpCAM，MCP は70％が膜陽性であった．［結論］今回単離に

成功した抗 PSMA 抗体のみ癌特異的染色性が確認され前立腺癌組織

診断において有用な抗体であると考えられた．

当院における前立腺癌患者に対する EBRT (external beam radia-

tion therapy) の現況 : 平林康男，峠 弘（橋本市民），森田照男（森

田クリニック） 当院において2005年 5月より2011年 2月までの間に

施行された前立腺癌に対し EBRT を施行した 141例を検討した．治療

前評価 として D’Amico risk 分類を行った．［結果］照射線量は 60 Gy

3例，66 Gy 52例，70 Gy 76例，72 Gy 10例であった．内分泌療法併

用は66.4％であった．有害事象はほとんどが G1-2 であった．PSA

failure は 8例（6.1％）であった．［考察］EBRT は根治療法として，

安全に施行可能であり，内分泌療法併用することにより十分な効果が

あると考えられた．EBRT 単独，または high risk 症例では照射線量が

66 Gy では内分泌療法併用を行っても，不足していると考えられた．

当院における前立腺癌に対する密封小線源治療初期38例の検討 :水

野卓爾，松本力哉（磐田市立総合），今井美智子（同放射線治療），高

山達也（浜松医大） 前立腺癌に対する密封小線源治療を2009年 7月

から導入し2011年 7月までに38例施行した．D’Amico リスク分類で低

リスク群は小線源単独治療（145 Gy），中間リスク群は小線源治療

(110 Gy) と外照射 (45 Gy) の併用治療を，また高リスク群に関して

は内分泌治療，小線源治療 (110 Gy），外照射 (45 Gy) の併用治療を

行った．治療計画は初期 3例は術前計画法，その後は術中計画法，線

源配置は修正型辺縁ローディング法で施行した．PSA は今のところ

全例で低下している．重篤な合併症は認められなかった．小線源治療

は十分な治療効果が得られ，また一般の市中病院でも特に支障なく行

うことが可能であると考えられた．

前立腺癌密封小線源永久挿入療法施行前内分泌療法による前立腺体

積縮小効果の検討 : 川喜多繁誠，杉 素彦，秦 健一郎，井上貴昭，

増田朋子，西田晃久，室田卓之（関西医大），志賀淑子，播磨洋子

（同滝井放射線），木下秀文，松田公志（同枚方） ［目的］前立腺癌

密封小線源療法施行前の内分泌療法による前立腺体積の縮小率に関し

て検討を行った．［方法］治療を希望し，内分泌治療が必要であった

72症例を対象とし，内分泌開始前，開始後 3，6カ月後の前立腺体積

を測定し，前立腺縮小率を計算．さらに IPSS，OABSS の変動を検討

した [結果］縮小率は LHRH 単独群で74，66％，MAB 群では75，

63％であった．IPSS，OABSS に関しては軽度の蓄尿障害の傾向が認

められたがおおむね変化はなかった．［結論］60 cc 程度の前立腺体積

まででは内分泌治療により治療に必要な体積の縮小が期待できる．し

かし 60 cc 以上のものは時間がかかることから患者の治療選択の一因

子として示すべきであると考えられた．

高密度焦点式超音波 (HIFU) 療法を施行した限局性前立腺癌の検

討 : 文野美希，栗本勝弘，木下修隆，加藤廣海（武内），有馬公伸，

杉村芳樹（三重大） 限局性前立腺癌に対する高密度焦点式超音波

(HIFU) 療法を施行した症例について検討した．対象は2006年 4月よ

り2011年 4月までに HIFU 療法を行った34例．年齢は57∼78歳（平

均69歳），臨床病期は T1c 28例，T2a 6 例，診断時 PSA 4.1∼59.9

ng/ml．腰椎麻酔あるいは硬膜外麻酔下にて Focus surgery 社製

Sonabulate 500 を用いて治療した．手術時間は68∼178分（平均105

分），照射時間は54∼121分（平均70分），入院期間平均 7日，術後合

併症は尿道狭窄が多く 5例であった．若干の文献的考察を加えて報告

する．

当科における精巣上体温存去勢術の経験 :山田泰司，三木 学，舛

井 覚，堀 靖英，西川晃平，吉尾裕子，長谷川嘉弘，神田英輝，有

馬公伸，杉村芳樹（三重大） 精巣上体温存手術は精巣上体を温存す

ることにより，美容上に外観を保ちつつ，確実に精巣を摘出し去勢す

る術式である．2006年 9月∼2011年 7月に本術式を施行された29例を

対象としてその手術成績・安全性・効果などについて検討を行った．

手術時間は中央値で47（22∼154）分，術後合併症は精巣上体痛（後

日摘出術施行）の 1例以外，処置を必要とするものは認めなかった．

術後テストステロンが測定可能であった症例すべてにおいて去勢域ま

で低下していた．精巣上体温存精巣摘出術は，美容上の面から優れて

おり，かつ手技的に簡便で，安全で，確実に去勢域までテストステロ

ンが低下することなどの利点から，今後普及すべき手術と考えられ

た．

前立腺小細胞癌の 3例 : 倉本朋未，線崎博哉，山際健司（社保紀

南） 症例 1 : 61歳，排尿困難で受診．PSA 744 ng/ml，中分化型腺

癌 stage 4 でMAB 施行．PSA は 0.1 ng/ml まで低下したがMAB 開始

から17カ月後に食欲不振出現．前立腺は石様硬，NSE 262 ng/ml．再

生検で小細胞癌と診断．化学療法施行するも 4カ月後に癌死．症例

2 : 65歳，肉眼的血尿で受診．前立腺は石様硬．PSA 1.18 ng/ml，

NSE 122 ng/ml．生検で小細胞癌と診断．AMR 著効したがその後 PD

となり治療から 2年後に癌死．症例 3 : 72歳，尿閉で受診．CT で前

立腺不整で約 8 cm に腫大．前立腺石様硬．PSA 3.86 ng/ml，NSE 142

ng/ml．生検で小細胞癌と診断．放射線併用化学療法施行したが PD

となり現在 BSC 中である．

前立腺容積 30 ml 未満の症例に対する経尿道的前立腺切除術

(TUR-P) の臨床的検討 : 村井亮介，佐野太一，金 哲將（公立甲

賀），富田圭司（滋賀医大），瀧本啓太（大津市民） 2009年 4月から

2010年 3月までに当科で施行した TUR-P は100例であった．手術前

後の IPSS，QOL index，残尿量，最大尿流量により手術効果を判定し

た．前立腺容積 30 ml 未満の症例は37例（37％）で，すべて data が

得られた25例で検討した．平均前立腺容積は 24.4 ml，切除重量は

4.8 g であった．術前の IPSS，QOL index，残尿量，最大尿流量はそ

れぞれ 16.6±6.8，4.3±1.1，59.4±57.0 ml，14.0±9.4 ml/sec で，

術後 3∼ 4カ月目にはそれぞれ 9.2±5.3，2.8±1.5，6.3±16.3 ml，

13.6±5.4 ml/sec となり改善傾向を示した．α1 ブロッカーはすべて

の症例で内服中止となり，抗コリン剤は術後 4例で内服を要した．

TURP 術後管理と術後出血 :野尻佳克，岡村菊夫（国立長寿医療研

究セ），粕谷 豊，桝永浩一（東京都健康長寿医療セ），松田陽介（福

井大），増田朋子（関西医大） TURP 術後の出血のコントロールの

ために，持続膀洗やカテ牽引が行われるが，有効性は明らかではな

い．2007∼2009年の前立腺肥大症手術の全国調査から，2010年の追加

調査に回答があった Conventional TURP の73施設，3356例を検討し

た．術後持続膀洗の頻度は10％以下11施設，50％程度 8施設，90％以

上54施設，出血によるカテ閉塞は1.9，5.7，3.1％であった．カテ牽

引の頻度は10％以下14施設，50％程度11施設，90％以上48施設であ

り，カテ閉塞は2.6，2.5，3.6％であった．止血を十分に行っている

施設では持続膀洗は必要ない．一般的な施設では，血尿の悪化に備え

全例に持続膀洗を行うべきである．カテ牽引はかえって出血を増加さ

せる可能性がある．

経尿道的前立腺切除術および経尿道的バイポーラ前立腺核出術の治

療効果の比較検討 :喜馬啓介，堀 俊太，森澤洋介，篠原雅岳，鳥本

一匡，平山暁秀，藤本清秀，平尾佳彦（奈良県立医大） ［目的］前

立腺肥大症に対して実施した経尿道的前立腺切除術 (TURP) および

経尿道的バイポーラ前立腺核出術 (TUEB) の治療効果を比較検討し

た．［方法］当院で施行された TURP 126例，TUEB 42例を対象とし

た．両群間での術前後 IPSS，QOL の変化について比較検討した．ま

た，治療効果に寄与する因子について多変量解析を行った．［結果］

両群間で術前後 IPSS，QOL の変化に有意な差は認められなかった．

また，治療効果に対する独立影響因子は，IPSS では年齢と BOO

index が，QOL では BOO index であった．［結論］TURP と TUEB

において，両群間に治療効果の差は認められなかった．

当院における HoLEP の初期経験 :桃園宏之，鈴木光太郎，小川悟

史，三浦徹也，近藤 有，山田裕二，濱見 學（兵庫県立尼崎）

［目的］当院で施行した HoLEP における初期治療成績について検討

した．［対象］2006年 1月から2011年 5月までに HoLEP を施行した

81例．［結果］年齢57∼85歳（平均69.1歳），核出時間40∼232分（平

均103分），核出重量 1∼147 g（平均 39.5 g) であった．術前と術後

で，IPSS 19.8→8.1点，QOL index 4.6→1.7点，最大尿流率 9.2→

17.6 ml/sec，残尿量 51.4→20.3 ml，と改善した．主な合併症とし

て，膀胱損傷を 1例，輸血を 3例，術後 3カ月の腹圧性尿失禁を10例

に認めた．［結論］HoLEP は大きな腺腫に対しても安全に施行するこ
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とができ，術後の排尿機能や QOL を改善する術式と考えられた．

尿道ステントの使用経験 : 室崎伸和，上原 満，新井浩樹，本多正

人（近畿中央），金宮健翁（日生），山中和明（県立西宮） ［対象お

よび方法］下部尿路閉塞症状を有する男性19例が対象で，尿道粘膜麻

酔下，尿道ステント・メモカスを留置した．［結果］年齢平均 83.2

歳，前立腺体積平均 43.1 ml，残尿量平均 646 ml，尿閉が15例．既往

歴は循環器系疾患13例，脳・神経系疾患12例，糖尿病 4例．尿道長平

均 44.3 mm，留置期間平均8.6カ月．19例中18例で排尿状態が改善，

尿閉の15例は全例自排尿可能になり，残尿量は平均 60.6 ml に減少し

た．合併症は尿道出血 2例，尿路感染12例，ステント逸脱 2例，結石

付着による内腔閉塞 1例であった．［考察］メモカスは抗凝固剤も中

止不要で外科的治療の困難な症例においても留置可能であり有用な治

療法であると言える．

前立腺肥大症に対するデュタステリドの早期臨床効果の検討 :小澤

雅史，福間祐二（東葛） ［対象］2010年 9月∼2011年 3月に前立腺

容積 ＞40 ml の前立腺肥大症に，単独（ 7 例），α1 ブロッカー併用

（タムスロシン11例，ナフトピジル 6例，シロドシン 6例）を 3カ月

以上経過観察した30例．年齢75歳，前立腺容積 78 ml，PSA 8.68 ng/

ml，IPSS 16.8点．［結果］ 3カ月後，前立腺容積は21％縮小，PSA は

32％低下，IPSS は6.5点減少．副作用は乳房傷害 1例（単独），射精

障害 1例（シロドシン併用）．PSA が上昇した 2例に前立腺再生検で

前立腺癌を認めた．［結論］デュタステリドは早期より前立腺容積縮

小と臨床効果を認めた．症例数の追加，観察期間の延長を行い報告す

る．

LUTS/BPH 症例に対するナフトピジルの増量効果および剤形の切

り替えの影響について :田沼 康（社会福祉法人北海道社会事業協会

函館），田中吉則（北海道立江差），竹山 康（国立病院機構函館），

岡本知士（岡本ひ尿器科医院） ［目的］ナフトピジル 50 mg 普通

錠/日から 75 mg OD 錠/日への増量効果と剤形変更の影響について検

討した．［方法］LUTS/BPH 症例に対して25 mg 普通錠×2/日を 4週

間投与し，その後 OD 錠 75 mg/日を 4週投与して有効性，服薬状況

を調査した．［結果］50 mg/日によって IPSS，QOL は有意に改善し，

75 mg 増量後は排尿症状がさらに改善した．50 mg/日無効例は，症状

が重症，Qmax が低い例であり，増量による排尿症状の改善により，

ガイドラインでの評価も改善した．薬剤の有効性に剤形の差はなかっ

た．［結論］増量療法は特に排尿症状に有効であり，50 mg/日無効例

にその有効性が高い．
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