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第434回日本泌尿器科学会北陸地方会

（2011年12月 4日（日），於 金沢都ホテル）

腎血管筋脂肪腫を有する結節性硬化症患者に合併した腎結石の 1治

療例 :児玉浩一，高瀬育和，元井 勇（富山市民） 結節性硬化症に

は，腎病変，中でも血管筋脂肪腫（以下 AML) が高率に合併する．

出血の危険性のために，AML 腎に合併した結石の治療法として

ESWL や PNL を選択することは一般に困難である．今回，4 cm を超

える腎結石に対して fTUL を施行したので報告する．症例は65歳，男

性． 1年前に右腎 AML の自然破裂によるショック状態にて救急搬送

された際，結節性硬化症と診断されている．CT 検査では両側腎に多

発する AML と左腎結石を認めた．その後，左腎の AML も一度自然

破裂し，同時に黄色ブドウ球菌による菌血症も併発して加療した． 1

年の経過で中腎杯∼下腎杯の左腎結石は 43×13㎜ まで増大した．上

腎杯拡張もきたしたため，結石治療を行うこととした．fTUL 手術時

間は195分，合併症はなく，術後 5日目に尿管ステントを抜去した．

術後 3カ月目の KUB では結石は完全に消失した．

腹腔鏡下左腎摘除術中に上腸間膜動脈を誤認・切断した 1例 :福田

護，手島太郎，上村吉穂，一松啓介，江川雅之（市立砺波），田畑

敏，家接健一（同外科），富田重之（金沢大心臓血管外科） 60代，

男性．左腎下極に膿瘍を伴う 9 cm 大の cT2 腎癌を認めた．抗菌加療

および糖尿病のコントロールを行った後に腹腔鏡下左腎摘除術を施行

した．術中，上腸間膜動脈 (SMA) を誤認離断する合併症を併発し，

SMA 再建を要した．温阻血時間は 4時間であった．術後 1年以上経

過したが，後遺症なく経過観察中である．SMA 誤認の原因として，

○1感染症による炎症性癒着・リンパ節腫脹があり，腎門部の十分な露

出が難しかった事，○2腎動脈クランプを先行したいと考え，膵脾脱転

を行わずに腎茎血管処理に固執した事，○3スコピストが初心者であっ

たにも関わらず，不適切なカメラアングルを修正しなかった事が考え

られた．

カンジダ感染による尿管真菌球の 1例 :楠川直也，品川友親，松田

陽介，棚瀬和弥，大山伸幸，三輪吉司，秋野裕信，横山 修（福井

大），今村好章（同病理），中村直博（福井総合クリニック） 症例は

72歳，女性．2011年 1月発熱あり，抗生剤投与で改善せず．尿路感染

疑われ，他院泌尿器科受診，腎盂腎炎と診断され，当院紹介受診．

L2 近傍の結石による炎症性ポリープを伴う，閉塞性腎盂腎炎と診断，

DJ カテーテル留置．CTRX 2 g/日 投与．2011年 5月発熱あり．尿培

養で candida albicans 1×105検出．Fosfluconazole 投与．TUL 施行する

も結石認めず，尿管ポリープ生検施行．ステント抜去後発熱あり．左

尿管ポリープ摘出，カンジダ症と診断された．DJ カテーテル抜去後

発熱は認めない．易感染性の患者で尿路感染を伴う腎盂，尿管の腫瘤

の原因に真菌球によるものも鑑別すべきと考えられた．

結石を合併した尿膜管膿瘍の 1例 : 奥村昌央，釣谷晋二（黒部市

民），桐山正人（同外科），高川 清（同臨床検査） 症例は75歳，女

性．主訴は腹痛と食欲不振．現病歴は2011年 8月23日に腹痛と食欲不

振で当院救急外来受診し内科入院．CT で膀胱に接する腫瘤を認め 8

月24日当科紹介受診．身体所見では臍には異状認めず，臍の右下方に

超手拳大の腫瘤があり同部を中心に圧痛を認めた．CT および MRI

で結石を合併した尿膜管膿瘍と診断し 8月25日に全身麻酔下で手術を

施行した．腫瘤は小腸および大網と強固に癒着し膀胱との境界は不明

瞭であり剥離時に膿瘍が穿孔し膿が腹腔内に排出された．膀胱に正中

切開を加え膀胱内側からも剥離し膀胱頂部の一部をつけ摘出した．病

理診断は尿膜管膿瘍であり悪性所見は認めなかった．膿培養は E.

Coli，E. faecalis，Bacteroides fragilis であった．結石分析はシュウ酸 Ca

51％，リン酸 Ca 49％であった．結石を合併した尿膜管嚢腫は本邦25

例目であった．

顎骨壊死をきたした去勢抵抗性前立腺癌の 1例 :飯田裕朗，旦尾嘉

宏，伊藤崇敏，森井彰裕，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），樋口広大，津野宏彰（同歯科口

腔外科） 症例は70歳代，男性．1997年に検診で PSA 4.09 ng/ml を

指摘．同年12月当科初診．前立腺生検施行され前立腺癌の診断．ホル

モン療法開始し1998年 7月に前立腺全摘術施行，術後もホルモン療法

継続．2004年 9月に PSA 14 ng/ml と上昇，骨シンチグラフィーで右

恥骨転移を認めたため化学療法開始．2008年からゾレドロン酸開始．

2011年 8月より化学療法中止し，デキサメサゾン内服開始．同時期よ

り下顎に隆起性病変出現，耳鼻咽喉科，歯科口腔外科コンサルト．下

顎骨髄炎の所見と，下顎骨露出認め顎骨壊死の診断．ゾレドロン酸中

止し口腔洗浄，抗生剤開始された．今回ゾレドロン酸使用中に顎骨壊

死をきたした去勢抵抗性前立腺癌の 1例を経験したので報告した．

大腸癌の前立腺転移の 1例 :朝日秀樹，小橋一功（加賀市民） 症

例は69歳，男性．大腸癌で手術の既往があった．排尿困難を主訴に当

科を受診した．前立腺部に嚢胞性腫瘤を認めたため，経尿道的前立腺

切除術を行った．病理結果では，前立腺粘液腺癌を認め，免疫染色で

は PSA 陰性，CK7 陰性，CK20 陽性であり，大腸癌の前立腺転移と

考えられた．術後，急速に肝転移，肺転移が出現したが，

FOLFOX4，ベバシズマブ投与などの治療にて約60カ月の長期生存が

得られている．大腸癌の前立腺転移は非常に稀であり，診断には免疫

染色所見が重要である．

原発性精巣カルチノイドの 1 例 : 岩本大旭，三輪聰太郎，溝上

敦，並木幹夫（金沢大），北村星子（同病理），町岡一顕（石川県立中

央），宮城 徹（富山県立中央） 症例は77歳，男性．右精巣が硬い

ことに気づき某院受診．その際の CT で軽度造影効果を認め，精巣腫

瘍疑いで当科紹介受診．sIL-2 レセプターを含む腫瘍マーカーは陰性．

CT では 3×3 cm 大の腫瘤を認め，リンパ節腫大はなし．他に原発

巣，転移巣を疑う所見もなし．右精巣腫瘍の術前診断にて右高位精巣

摘除術を施行．免疫染色では chr omogranin (＋），synaptophysin

(＋），CD56 (＋) で，病理診断は精巣カルチノイド．精巣カルチノ

イドの約10％で転移を認めるため，悪性腫瘍に準じた厳重な経過観察

が必要と考えられる．また，経過観察には CT や腫瘍マーカーの 5-

HIAA 測定などが有用と考えられる．

金沢大学附属病院における腹腔鏡下副腎摘除術の検討 :前田雄司，

武澤雄太，飯島将司，栗林正人，杉本和宏，上野 悟，三輪聰太郎，

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） 副腎疾患に対する手術治療として現在では鏡視下手術が主流

となっている．当科では1996年に本術式を導入・開始し，2011年 8月

現在までに合計131症例の腹腔鏡下副腎摘除術を施行した．対象疾患

の内訳は原発性アルドステロン症55.7％，クッシング症候群17.6％，

褐色細胞腫12.2％，非機能性腺腫6.1％，その他8.4％であった．周術

期合併症は導入初期に術中膵損傷 1例，術中大量出血 3例あり，うち

3例は開腹手術へ移行した．最近の50症例は術者がほぼ固定してお

り，平均手術時間171分（中央値168分），平均出血量 28.1 ml（中央

値 5 ml），周術期合併症を認めていない．2010年からは単孔式腹腔鏡

下副腎摘除術を導入した．

前立腺癌に対する CAB 療法における J-CAPRA スコアの有用性につ

いての検討 : 北川育秀，上野 悟，中嶋一史，杉本和宏，三輪聰太

郎，前田雄司，角野佳史，小中弘之，溝上 敦，高 栄哲，並木幹夫

（金沢大），重原一慶，中嶋孝夫，島村正喜（石川県立中央），八重樫

洋，石浦嘉之，越田 潔（金沢医療セ） ［目的］前立腺癌に対する

一次内分泌療法についてのリスク分類として J-CAPRA が提唱され

た．今回，J-CAPRA の予後予測因子としての有用性を検討した．［対

象と方法］2000年 1月∼2008年12月の間に 3施設にて病理学的に前立

腺癌と診断され，一次内分泌療法として bicalutamide を用いた CAB

療法が施行された319例を対象とした．各予後因子と J-CAPRA スコ

ア別に予後を検討した．［結果］J-CAPRA の各因子において，ポイン

ト間の再燃率に有意差が認められた．J-CAPRA スコアの増加に伴い，

再燃率は有意差をもって段階的に上昇した．リスク分類別に非再燃

率，癌特異的生存率，全生存率に有意差が認められた．［結語］J-

CAPRA スコアは bicalutamide を用いた CAB 療法中の予後を予測す

るのに有用であった．

PSA 高値症例における経尿道的前立腺切除術と PSA 減少値 : 石井
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健夫，宮澤克人，田中達朗，鈴木孝治（金沢医大） 前立腺癌の診断

には PSA 値が広く用いられているが，PSA 高値の前立腺肥大症は，

前立腺生検が繰り返される可能性がある．われわれは，PSA 高値で

過去 2回以上生検を行った 7症例に経尿道的前立腺切除術を施行し，

手術前後の PSA 値と切除重量の関係を調べた．対象の平均年齢は

65.3歳，PSA 8.9 ng/ml，前立腺体積 48.0 cc，生検数3.7回だった．

手術前後の比較で，PSA 値は 1例を除き大幅に減少した．PSA 減少

がない 1例は膀胱頸部硬化症で，手術による切除重量は 2 g だった．

術後 PSA 減少値との関係をみると，年齢，前立腺体積，TZ 体積で

は相関せず，前立腺切除重量，術前の PSA 値とは強い正の相関がみ

られた．経尿道的前立腺切除術で TZ を多く切除すると PSA 値は減

少し，前立腺の再生検を避けられる可能性があると考えた．

当院における前立腺癌に対する強度変調放射線治療 (IMRT) の治

療成績∼急性期有害事象に関する検討 : 野原隆弘，宮城 徹，瀬戸

親（富山県立中央），今村朋理，井口治男，豊嶋心一郎（同放射線）

［目的・方法］当院では前立腺癌に対する IMRT を2008年 8月に導入

し，2011年 5月までに148例に対し施行した．このうち 6カ月以上観

察可能であった当院経過観察中の70例を対象に，NCI-CTCAE ver 4.0

を用いて有害事象について検討した．［結果］平均年齢は70.6歳，D’

Amico リスク分類での高リスク群が 4割を占めていた．術前ホルモン

療法は 4割の患者に施行されていた．術後ホルモン療法を行っている

症例は 4 例（5.7％）のみであった．急性期有害事象は尿路系17例

（32.7％），消化器系 1例（1.4％）であり，いずれも grade 2 以下で

あった．［結語］IMRT 後の有害事象についての今回の検討では，諸

家の報告よりも発生頻度が少ない傾向がうかがえた．

TOT 術後切迫性尿失禁症例の検討 : 棚瀬和弥，高原典子，金田真

美，品川友親，渡邉 望，多賀峰克，黒川哲之，青木芳隆，秋野裕

信，横山 修（福井大） 腹圧性尿失禁および混合性尿失禁を有する

女性患者に TOT (transobturator tape) 手術を行い，術後に切迫性尿失

禁 (UUI) があった症例で，術前チェーン CG により UUI の発生予

測が可能か検討した．47例（平均62.3歳）で検討．術後，自覚症状の

各パラメーターは有意に改善が見られた．47例中30例（60％）で術前

に UUI が合併していた．うち 6例（20％）で術後も UUI が残存し

た．術前に UUI がなかった17例中 6例（35.3％）で術後新たに UUI

が発生した．術前の失禁量が少ない場合や後部尿道膀胱角が狭い場合

に術後 UUI が発生（残存）する傾向があった．術前に UUI がない場

合，術前の OABSS が高いと術後 UUI が新たに発生する傾向があっ

た．
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