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学 会 抄 録

第431回日本泌尿器科学会北陸地方会

（2011年 3月 5日（土），於 ホテル金沢）

膿腎症を合併した後腹膜平滑筋肉腫の 1例 :旦尾嘉宏，飯田裕朗，

今村朋理，伊藤崇敏，森井章裕，渡部明彦，野崎哲夫，小宮 顕，布

施秀樹（富山大） 症例は60代，男性．2001年より頸髄損傷による四

肢麻痺，神経因性膀胱に対して前医内科および泌尿器科通院中であっ

た．2010年10月より発熱を認め，同院内科にて抗菌剤加療されていた

が軽快しなかった．CT にて右後腹膜腫瘍，造影効果のある右腎嚢胞

性腫瘤，右水腎症を認めたため，同年11月当科紹介．右嚢胞性腎腫

瘍，右水腎症，後腹膜腫瘍と診断し，2010年12月，根治的右腎摘出

術，後腹膜腫瘍摘出術施行．術中所見では，後腹膜腫瘍により右尿管

が圧排されており，右腎周囲には多量に膿の貯留を認めていた．病理

診断は右膿腎症，後腹膜平滑筋肉腫であった．本症例では後腹膜腫瘍

の尿管圧排により水腎症を来たし，腎盂腎炎から膿腎症に至ったと考

えられた．

フェナセチン乱用によるものと思われた腎盂癌の姉妹例 : 朝日秀

樹，小橋一功（加賀市民） 症例 1は77歳，女性．左水腎症で当科を

受診し，左腎盂癌と診断された．30年にわたるフェナセチンの長期内

服歴があり，腎盂癌の原因と考えられた．症例 2は症例 1の妹で肉眼

的血尿を主訴に当科を受診した．姉と同様にフェナセチンの長期内服

歴があり，左腎盂癌と診断された．フェナセチンは長期服用で腎盂

癌，腎機能障害を惹き起こすとされ，現在は製造が中止されている．

内服が終了しても数年後に発症する事があり，今後も散発的に認めら

れる可能性がある．鎮痛剤多用患者には，フェナセチン内服歴の聴取

と腎盂癌の合併に注意が必要であると考えられる．

腎腫瘤で発見された IgG4 関連間質性腎炎の 1例 :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），大越忠

和，内木 宏（同分子病理学），横山由就，高橋直生（同腎臓内科）

症例は78歳，男性．腹部 CT 検査時に右腎腫瘤を指摘された．病変部

は単純像で腎実質よりやや高濃度，造影効果に乏しく，PET-CT 検査

で同部の FDG 取り込み増加を示した．血液検査上高 IgG4 血症，低

補体血症，好酸球増多と IgE 増加を認めた．腎生検の所見はリンパ

球，形質細胞，好酸球の浸潤と線維化を伴う間質性腎炎像で，形質細

胞の大部分は IgG4 陽性であった．IgG4 関連疾患は高 IgG4 血症と標

的臓器のリンパ球，IgG4 陽性形質細胞の密な浸潤と線維化を特徴と

する疾患で，間質性腎炎は過去二十数例の報告がみられる．発生機序

として Th2 優位の免疫反応と制御性T細胞の関与が示唆されており，

若干の文献的考察とともに症例報告を行う．

腎膿瘍から進展したと思われる脾膿瘍の 1例 : 中村直博（福井総

合），杉森順二，泉 俊昌（同外科），水口敏宏（同内科） 76歳，女

性．2010年 2月に 40°C 台の発熱・脱水症状のため施設より当院内科

に入院．CT にて左水腎症を伴う尿路結石を認め腎盂腎炎の診断で抗

菌剤の投与を行うも改善せず DIC を併発し当科を受診．左尿管にス

テントを留置し DIC は改善するも発熱が持続．ステント留置後15日

目に再検した CT で左腎上極に径 2.5 cm の膿瘍および同病変と一部

接して径 7×6 cm の孤立性の脾膿瘍が出現．脾膿瘍に対しては経皮

的ドレナージを施行．ドレナージ38日後の CT では腎膿瘍・脾膿瘍と

も消失しドレナージを抜去．同年 6月に退院後は尿管ステントの定期

的な交換を行い経過観察しているが再発は認めていない．経過・画像

診断から，脾膿瘍は左腎膿瘍から直接炎症が及んだことが原因と思わ

れた．

尿管内に残存した「ストーンコーン」先端を順行性に除去した 1

例 :金谷二郎，田谷 正（田谷医院） 60歳，男性．2010年 2月人間

ドックで右水腎症を指摘され， 8月25日当院初診．12×7 mm の右尿

管結石，右水腎症を認めた．体外衝撃波結石破砕術を施行するも同部

位に 8×5 mm のサイズで残存した． 2カ月後，経尿道的尿管砕石術

を施行した．尿管鏡はストルツ社 Flex X2（外径 7.5 Fr），レーザー発

生装置はルミネス社 VersaPulse を使用した．開始時は結石の上方 2

cm にストーンコーンを展開したが，結石の観察に難渋し，展開部位

を結石に近接させた．直視下に Ho-YAG レーザーを照射，十分な砕

石を確認し，ストーンコーンを抜去するも先端が残留した．腎瘻を造

設し，手術を一時終了した．後日，ストーンコーン先端を順行性に除

去した．術後 1カ月の DIP で右水腎症は軽快した．

エンドトキシン吸着と尿管ステント留置にて救命できた気腫性腎盂

腎炎の 1 例 : 森田展代，福本真理絵，近沢逸平，菅 幸大，森山

学，宮澤克人，田中達朗，鈴木孝治（金沢医大），藤本圭司，横山

仁（同腎臓内科） 気腫性腎盂腎炎は重篤な尿路感染症であり，糖尿

病患者の増加や画像診断の進歩に伴い報告が増えている．エンドトキ

シン吸着と尿管ステント留置により，救命できた 1例を経験したの

で，文献的考察を加え報告した．症例は60歳，男性．ショック状態で

当院救急搬送．CT で右尿管結石と腎周囲にガス産生を認めた．気腫

性腎盂腎炎と診断し，右尿管ステント留置，エンドトキシン吸着療法

を開始．本邦報告155例について検討を行った．最近の症例は，抗菌

薬の発展や診断技術の向上により保存的に加療したものが多く報告さ

れていた．初期治療にエンドトキシン吸着療法を併用することが有用

と考えられ，ドレナージや手術は診断後早期に行うことが必要であ

る．

膀胱尿管逆流症に対する非動物由来安定化ヒアルロン酸ナトリウム

/デキストラノマー・ゲル注入療法の経験 : 酒井清祥，宮本正俊（金

沢大小児外科・小児泌尿器科），清水正樹（同小児科），太田和秀（金

沢医療セ・小児科），前田雄司，並木幹夫（金沢大） 膀胱尿管逆流

症 (VUR) における内視鏡治療の新規注入物質として非動物由来安定

化ヒアルロン酸ナトリウム/デキストラノマー・ゲル (NASHA/Dx ゲ

ル）を使用した症例を経験したので報告する．症例は15歳，女児．発

熱を主訴に近医小児科を受診．腎盂腎炎，両側膀胱尿管逆流症の診断

にて紹介となった．コラーゲンによる内視鏡治療を行うも 2カ月後に

腎盂腎炎を再燃し本治療を行った．現在，術後 3カ月が経過するが尿

路感染症の徴候は認めていない．NASHATM/Dx ゲル注入療法は小児

VUR に対する新しい治療選択の 1つとなりえると考えられた．

前立腺癌乳腺転移の 1例 :町岡一顕，三輪聰太郎，宮城 徹，溝上

敦，池田博子，並木幹夫（金沢大） 症例は67歳，男性．排尿困難を

主訴に近医を受診．PSA 34 ng/mlであり，前立腺生検で Gleason score

4＋5の前立腺癌と診断．CAB による内分泌療法が開始されたが，再

燃状態となり当科に紹介された．経過中に全身への多発転移と左乳房

に 55 mm 大の腫瘤が認められたため，乳腺生検を施行．組織は前立

腺生検時の前立腺癌の組織像と類似しており，免疫染色では PSA 陰

性であったが，androgen receptor や AMACR が陽性であり，estrogen

receptor や progesterone receptor は陰性であった．原発性乳癌との鑑別

が困難であったが，これらの結果を総合的に判断し，前立腺癌の乳腺

転移と診断した．

前立腺全摘術後に再発した慢性骨盤痛症候群に対しプレガバリンが

奏功した 1例 : 棚瀬和弥（宮崎・福井大），宮崎茂夫，藤井俊哉，宮

崎茂和（宮崎外科），大嶋昭代，小林章子（同看護部），岡田昌裕（厚

生連高岡），大山伸幸，秋野裕信，横山 修（福井大） 症例は54歳，

男性．排尿時違和感，会陰部痛で受診．前立腺の圧痛と VB3 で膿尿

を認めた．尿培養陰性，PSA 20.8．炎症性慢性骨盤痛症候群 (NIH

カテゴリー IIIA) の診断で LVFX 内服，前立腺マッサージ施行．症

状軽減後も PSA の上昇あり生検を行ったところ前立腺癌が両葉より

検出された．T2bN0M0 の診断で MAB 後に前立腺全摘施行．手術後

自覚症状は軽減した．術後 8カ月目に排尿時違和感，会陰部痛が再発

した．NSAIDs などの内服は無効．神経原性疼痛を考慮しプレガバリ

ンを投与したところ，速やかに症状は改善した． 2カ月後に内服終了

したが症状の再発を認めていない．
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去勢抵抗性前立腺癌患者に対するエチニルエストラジオールの有効

性 :角野佳史，泉 浩二，町岡一顕，飯島将司，島 崇，川口昌平，

重原一慶，田谷正樹，栗林正人，高瀬育和，三輪聰太郎，宮城 徹，

前田雄司，北川育秀，小中弘之，溝上 敦，高 栄哲，並木幹夫

（金沢大） Ethinylestradiol は去勢抵抗性前立腺癌患者 (CRPC) に対

して使用されることはあるが，その報告は少なく，その有効性を検討

した．本薬剤を使用した日本人 CRPC 患者24例の PSA 値変化と，

PFS および OS を後ろ向きに検討した．観察期間中央値は227日で投

与期間中央値は195日．16例（70％）で最大50％以上の PSA 減少を認

めた．PFS 中央値は300日で，観察期間内に死亡した症例は 1例のみ

であった．有害事象は 3例に認められ， 1例は肝障害のため 3日間で

投与を中止，その他食欲低下および心不全が各 1例に認められた．

Ethinylestradiol は，CRPC 患者に対して高い確率で PSA response をも

たらし，有害事象も少なく，試してもよい治療法と考えられた．

当院における HoLEP の初期経験 : 野原隆弘，上野 悟，瀬戸 親

（富山県立） 当院では前立腺肥大症に対し2010年 1月より HoLEP

を導入し，2011年 1月までに計40例に対して施行した．導入にあたり

術者の 1人が熟練指導者の指導を受け，現在 3人の術者で行ってい

る．手術時間は平均158分（65∼360分），切除腺腫重量は平均 42 g

(10∼153 g）．次第に手術手技が向上し，手術時間は短縮してきてい

る．周術期合併症は，出血による再手術が 2例，モーセレート困難が

2例など，いずれも少数であった．輸血症例はなかった．また，ほぼ

全例において IPSS，QOL スコア，最大尿流量，残尿量が著明に改善

した．晩期合併症は，遷延する腹圧性尿失禁が 1例，尿道狭窄が 2例

であった．初期経験での難しい点は，回転運動を含めたシースの動か

し方や defocusing であり，これらの習得が手技向上のポイントとなる

と思われた．

勃起障害と睡眠障害の関連 :三輪吉司，大山伸幸，秋野裕信，横山

修（福井大） ［目的］勃起障害 (ED) と睡眠障害の関連を検討し

た．［対象・方法］315名のボランティアを質問紙で検討．勃起機能

(IIEF) と睡眠障害 (aging males’ symptoms scale : AMS より抜粋）の相

関を検定．ED (＜IIEF 50）を従属因子，年齢，睡眠障害/眠気，下部

尿路症状 (IPSS），運動習慣，喫煙習慣，うつ症状，基礎疾患を独立

因子とし logistic regression analysis で検定．［結果］対象は21∼65歳

（平均38.8±9.9歳）．睡眠障害は勃起機能と有意に関連し，orgasmic

function との相関が最も強かった．睡眠障害は ED の有意な危険因子

であったが，うつ症状に強く依存していた．
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