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第256回日本泌尿器科学会東海地方会

（2012年 6月 9日（土），於 名古屋（中外東京海上ビルディング））

副腎原発巨大骨髄脂肪腫の 1例 :杉浦皓太，内藤和彦，宮本圭輔，

梅田 俊，藤田民夫（名古屋記念） 症例は64歳，女性．2011年 9月

に交通事故で当院救急外来を受診．CT 上，左腎上部に 12×11×14

cm 大の後腹膜腫瘍を認め当科へ紹介された．内分泌学的検査は基準

値内．MRI 上，内部は大部分が T1・T2 強調像で高信号，脂肪抑制

像で低信号を示し，脂肪成分と考えられたが，脂肪抑制像で信号低下

を認めない領域が混在していた．以上より，左副腎原発の骨髄脂肪腫

が第一に疑われ，腫瘍径から自然破裂の可能性を考慮して，2011年11

月に開胸開腹下に左後腹膜腫瘍摘出術を施行した．摘出重量は 1,000

g．病理組織学的検査では成熟した脂肪組織と 3系統の造血細胞を認

め，副腎原発の骨髄脂肪腫と診断された．骨髄脂肪腫は，成熟した脂

肪組織と骨髄類似の造血組織で構成される非機能性良性腫瘍だが，腫

瘍径が 5 cm 以上の場合には悪性腫瘍の可能性や自然破裂・出血のリ

スクを伴うことがあり，外科的治療を考慮する必要があると考えられ

た．

成人 Wilms 腫瘍の 1例 : 近藤啓美，三輪好生，玉木正義，米田尚

生（岐阜市民），山田鉄也（同中央検査） 49歳，女性．腹部エコー

で 6 cm 大の右腎腫瘍を指摘され受診．CT では境界明瞭で造影効果

に乏しく，MRI では T1 で low，T2 では周囲に被膜様構造を認め，

DWI では拡散制限を認めた．非定形腎癌などが疑われ，腹腔鏡下右

腎摘除術を施行．病理所見ではクロマチンに富む類円形の異型細胞

が，腺管構造やロゼット状配列を呈し，免疫染色では CD56 と WT-

1 が陽性となり adult Wilms’ tumor epithelial type favorable histology 病期

1 (NWTS 分類）と診断した．追加治療は施行せず，術後 1年経過

したが，明らかな再発は認めていない．成人Wilms 腫瘍は稀であり，

本症例は文献上，本邦162例目であった．小児と比較して予後はやや

不良であり，小児の治療指針 JWiTS を参考に治療が行われているが，

確立した指針はなく今後の検討が期待される．

副腎出血により発見された褐色細胞腫の 1例 : 坂元史稔，佐野優

太，井上 聡，鈴木晶貴，石田昇平，小松智徳，木村 亨，辻 克

和，絹川常郎（社保中京），水野裕子（同内分泌代謝） 37歳，女性．

安静時の突然の激しい右側腹部痛で発症．これまでに特記自覚症状な

し．ダイナミック CT，MRI にて右副腎腫瘍出血を指摘．血中，尿中

カテコラミンの異常高値および MIBG シンチで右副腎への異常集積

を認めた．全身状態の改善を待って右副腎摘除術を行い，病理組織学

的診断は褐色細胞腫，MIB-1 陽性率約 1％．術前，術後の血圧コン

トロールは良好で，術後約 1年経過も再発・転移は認めず特記問題な

く経過している．無症候性褐色細胞腫の副腎出血による発見は稀であ

り，調べえた範囲で本邦での報告は本症例が 5例目であった．

腎炎精査時に診断された尿路上皮癌の 1例 : 平野泰広，伊藤 徹

（名古屋掖済会），市野 学，早川邦弘（坂文種報徳會） 60歳代，男

性． 3年前に他院で膀胱癌に対して膀胱全摘，尿管皮膚瘻造設術を施

行．2012年 1月当院救急外来受診．RPGN と診断され腎臓内科入院

となった．抗 GBM 抗体が 275 EU と高値のため腎生検施行した．病

理結果は半月体形成腎炎，尿路上皮癌と診断され当科紹介となった．

また診察時，尿管皮膚瘻部に隆起性の病変を認めた，尿管ファイバー

で生検を行い，左腎盂癌，尿管皮膚瘻部も浸潤癌と診断した．維持透

析中であり，皮膚瘻部にも癌の浸潤を認めたため，両側腎尿管全摘，

皮膚瘻部切除を行った．病理結果は左腎尿管癌 (UC，pT3，G3），皮

膚瘻部癌 (UC，pTis) と診断された．その後の経過は良好である，膀

胱全摘後，抗 GBM 型 RPGN を発症し透析導入となり，左腎盂癌，

尿管皮膚瘻部に癌の浸潤を認め，両側腎尿管全摘，皮膚瘻部切除を

行った症例を経験したので報告した．

腎浸潤性移行上皮癌の 1例 :稲見亜紀，米村重則，桜井正樹（松阪

市民） 症例は77歳，男性．腰椎椎間板ヘルニアで精査中，腰椎の

MRI で左腎上極に腫瘤を認めたため2011年 6月に当科初診．CT 上

造影される 3 cm の腫瘤，MRI 上 T1WI で low intencity な腫瘤を認め

た．典型的な腎細胞癌の所見はないことから腎生検行ったが確定診断

できなかった． 8月に腎摘出術を行ったところ，腫瘍の発生は腎髄質

であり組織型は尿路上皮癌であった．腎盂粘膜は若干の炎症があるの

みであり，腎浸潤性移行上皮癌と診断した．術後 GEM と CBDCA を

用いた化学療法を行ったが効果なく，術後 3カ月で死亡した．腎浸潤

性移行上皮癌の概念は1994年に松嵜らが報告したものが広く受け入れ

られており，これに従うと，これまでに本邦で60例ほどの報告があり

稀な症例であると考えられた．

経過中に SIADH を発症した膀胱小細胞癌の 2例 : 船田 哲，仲島

義治，渡部 淳，東 新，西尾恭規，平野秀和，多久佳成（静岡県立

総合） 症例 1 : 83歳，男性．ふらつき，倦怠感の精査加療目的で当

院内科入院．入院時採血にて低Na血症を認め，SIADH の診断基準を

満たした．精査にて膀胱内に腫瘍が見つかり当科紹介．TUR-Bt にて

膀胱小細胞癌の診断．年齢，全身状態を考慮し放射線照射の方針と

なった．症例 2 : 72歳，男性．血尿を主訴に近医受診．細胞診陽性の

ため当科紹介．TUR-Bt にて膀胱小細胞癌の診断．neo-adjuvant 化学

療法中に低 Na 血症を認め，SIADH の診断基準を満たした．化学療

法は中止し膀胱全摘の方針となった．術後骨盤内リンパ節に再発を認

め化学療法施行となった．膀胱小細胞癌は稀である．発症機序は異な

ると思われるが，それぞれ経過中に SIADH を合併した．文献的考察

もふまえて報告する．

高齢者のセミノーマの 2例 :伊藤 博，河合 隆（一宮市民） 症

例 1 : 78歳，男性．2010年 5月食欲低下，尿量低下あり CT にて後腹

膜に著明なリンパ節腫大を認めた，悪性リンパ腫を疑い開放生検が施

行されたが病理検査にてセミノーマと診断された．腎機能低下や高度

の認知症などがあり，有効な治療は施行できなかった．症例 2 : 86

歳，男性．2011年 9月左陰嚢内容の腫大があり左精巣摘出術を施行し

た．病理結果はセミノーマであった．画像検査などで stage I と診断

し，経過観察している．高齢者の精巣腫瘍では悪性リンパ腫が多い

が，セミノーマの報告も増加傾向である．

左陰嚢内に発生した Solitary fibrous tumor の 1例 : 飯沼光司，加

藤成一，増栄孝子，増栄成泰，宇野雅博，藤本佳則（大垣市民） 症

例は56歳，男性．左陰嚢内の腫瘤を主訴に当科受診．触診上，左精巣

に隣接して硬い不整形の腫瘤を認めた．超音波検査上 35×20 mm の

精巣上体との境界不明瞭，内部不均一な hypo echoic な充実性腫瘍を

認めた．MRI では T1，T2 共に低信号であった．精巣との境界は明

瞭で左精索腫瘍と考えられた．脂肪肉腫，平滑筋肉腫などの悪性腫瘍

の可能性も考えられた．腰椎麻酔下に左高位精巣摘除術を施行した．

病理組織検査にて好酸性の胞体を有する平滑筋様の細胞が増生してお

り，免疫染色では SMA 陰性，CD34 陽性を示し solitary fibrous tumor

（以下 SFT と略す）と診断した．Ki-67 陽性は 1∼ 2％と低値であっ

た．SFT は主に胸膜に発生する線維性間葉系腫瘍であり泌尿生殖器

での発生は稀とされている．SFT の特徴的な画像所見はなく診断に

は病理組織学的検査が必要である．本疾患の多くは予後良好であるが

悪性症例も存在するため引き続き経過観察を行う必要があると考えら

れた．

左精索に発生した悪性リンパ腫の 1例 :早川将平，丸山高広，城代

貴仁，西野 将，引地 克，竹中政史，深谷孝介，石瀬仁司，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（保衛

大） 症例は60歳，男性．発熱と無痛性左鼠径部腫瘤を認め当科受

診．左精索腫瘍を疑い左高位精巣摘除術を施行した．病理結果はびま

ん性大細胞型 B細胞リンパ腫であった．血液内科受診後に全身精査を

行ったところ，胃，リンパ節にも病変が確認され，臨床病期は stage

3B と診断された．精索に悪性リンパ腫が発生することは非常に稀で

あり，本症例は文献上本邦で18例目であった．精索に発生した悪性リ

ンパ腫の予後は不良なことが多く，数カ月で死に至る症例が多かっ

た．しかし，本症例は化学療法が著効し，放射線療法を追加すること

で初診から 2年 5カ月を経過した現在も寛解状態を維持している．

両側腎梗塞の 1例 :彦坂和信，佐藤 元，柳岡正範（静岡赤十字）

41歳，男性．右側腹部痛を主訴に救急外来を受診．右尿管結石の疑い
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で鎮痛剤投与され疼痛は軽減．帰宅後，症状再燃し疼痛コントロール

不良のため救急外来を再受診．造影 CT を行い右腎梗塞と診断した．

心房細動などの基礎疾患は認めなかった．緊急入院の上，血栓溶解療

法としてヘパリン : 12,000単位/日を開始した．発症22時間後に血管

造影，血栓除去術を施行．血栓を除去し血栓溶解療法としてウロキ

ナーゼ，プロスタグランジンを動脈内投与し再灌流を認めた．また，

右腎動脈本幹にプラークを疑う所見あり，腎動脈解離を疑い右腎動脈

本幹にステントを留置した．第 4病日の造影 CT にて新たに左腎梗塞

を確認．血管造影の際，反対側の背部痛の訴えあり，カテーテル操作

による左腎梗塞を来たした可能性が示唆された．両側腎梗塞診断後，

ヘパリン増量し，ウロキナーゼ全身投与にワーファリンを追加投与し

た．現在，腎機能は増悪傾向を認めていない．

透析患者の両側腎癌を契機に診断した Birt-Hogg-Dube 症候群の 1

例 :神沢英幸，岡田淳志，惠谷俊紀，濱川 隆，新美和寛，水野健太

郎，窪田泰江，安井孝周，戸澤啓一，林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋

市大） 65歳，男性．血液透析医院の超音波検査で，両側腎腫瘤を指

摘され，当院紹介．CT 検査で，腹部に両側多発性腎腫瘍を認めたほ

かに，胸部で多発肺嚢胞を認めた．透析関連腎癌，もしくは多発肺嚢

胞の存在から Birt-Hogg-Dube (BHD) 症候群由来腎癌を考えた．腹腔

鏡下両側腎摘除術を施行．病理所見では荒廃した腎実質や多発腎嚢胞

と共に，淡明細胞―乳頭状腎細胞癌・嫌色素性腎細胞癌・乳頭状腎

癌・淡明細胞癌・oncocytosis などが混在しており，透析関連腎癌と

BHD 症候群由来腎癌の両者を合併していた．遺伝子検査を追加し，

FLCN 遺伝子 exon 11 内の C8-tract に cytosine 1 塩基挿入を認め，

BHD 症候群と確定診断した．免疫染色で，本症例の腎嚢胞壁が

cytokeratin (CAM5.2) 陽性であったことから，本症例の多発腎嚢胞が

BHD 症候群由来ではと推察された．さらに FLCN の発現低下・

mTOR の発現亢進を認めたことから，再発・転移時にはmTOR 阻害

剤を検討すべきと考えられた．

肉腫様分化を伴った巨大乳頭状腎細胞癌の 1例 :小林郁生，全並賢

二，吉澤孝彦，梶川圭史，西川源也，加藤義晴（愛知医大），荒川真

紀（同薬剤），中村小源太，住友 誠（愛知医大），鈴村 和義（同

外） 症例は75歳，男性．主訴は腹部膨隆，食欲不振．精査にて右腎

に径 20 cm 超の腫瘤を指摘され，当科紹介受診．右巨大腎腫瘍，多

発肺転移，骨転移，リンパ節転移を認めた．右腎細胞癌 cT4，N2，

M1 の診断の下，右腎摘除および右半結腸合併切除術を施行され，切

除重量は 4,100 g だった．割面は壊死組織と思われる茶色の部分と，

黄白色の充実性部分を認めた．病理診断は肉腫様分化を伴う 1型乳頭

状腎細胞癌であった．肉腫肉腫様部分は腫瘍の約40％を占めていた．

NCCN ガイドライン上，stage 4 非淡明細胞癌，poor risk であり，術

後全身療法として temsirolimus を使用した．12コース使用し PD で

あった．肉腫様分化は腎細胞癌において進行症例に認めることが多

く，予後不良である．現在確立された治療法はなく，本症例では，報

告において有効とされている temsirolimus を使用した．

膀胱尿路上皮癌 Nested variant の 1例 :加藤大貴，鈴木孝尚，大塚

篤史，谷島崇史，田村啓多，甲斐文丈，杉山貴之，永田仁夫，高山達

也，石井保夫，古瀬 洋，麦谷荘一，大園誠一郎（浜松医大） 57

歳，女性．既往に二分脊椎．両側水腎症，顕微鏡的血尿で紹介．膀胱

右側壁に広基性浮腫状病変を認めた．尿細胞診は陰性．経尿道的生検

で nested variant of urothelial carcinoma (NVUC) を確認．膀胱全摘除術

を行い NVUC，G2，pT3aN1M1 であった．術後 GEM＋CDDP 療法

を 2コース施行するも多発骨転移出現．術後 5カ月で腸閉塞，術後 8

カ月で死亡．剖検で多量の混濁腹水，腸管への直接浸潤を認め，死因

は癌性腹膜炎，急性汎発性腹膜炎であった．また顕微鏡的に肺門部リ

ンパ節，肝多発転移を認めた．NVUC は稀な組織型であり，尿細胞

診は陰性の症例が多い．核異型は軽度であるが早期に進行するため，

速やかな根治的外科的切除が必要である．

腎移植術により著明に心機能が改善した尿毒症心の 1 例 : 馬嶋

剛，松尾一成，高井 峻，鶴田勝久，舟橋康人，藤田高史，佐々直

人，松川宣久，加藤昌史，吉野 能，山本徳則，服部良平，後藤百万

（名古屋大） 60歳，女性．多発嚢胞腎による慢性腎不全にて2001年

10月血液透析を導入．夫をドナーに生体腎移植を目的に来院．術前の

心エコーにて EF 30％と著明な低心機能を認めた．冠動脈造影などに

て異常所見を認めず，長期透析に伴う尿毒症心と診断した．2012年 3

月生体腎移植術を施行．術後速やかに腎機能は改善し，Cr 0.8 mg/dl

にて第28病日退院．移植後 2週後 EF 46％， 4週後 EF 52％，12週後

EF 61％と心機能は改善した．長期透析の低心機能患者では移植によ

り心機能の改善が得られにくいと報告がある．本症例は，病識が高く

コンプライアンスが良かったこと，冠動脈病変を認めなかったことな

どが心機能改善に影響したと考えられた．

前立腺原発悪性リンパ腫の 1例 :堀 靖英，西井正彦，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，

有馬公伸，杉村芳樹（三重大） 77歳，男性．左背部痛を主訴に当科

受診．CT 画像上，左水腎症，前立腺腫瘤を認めた．PSA 4.65，直腸

指診で鶏卵大，石様硬の前立腺を触知した．経過中に尿閉となり，尿

道カテーテルを留置したが，留置後より肉眼的血尿を認め，経尿道的

止血術を要した．その際の TUR 生検により，びまん性大細胞型 B細

胞性リンパ腫 (stage IVA) と診断．可溶性 IL-2 レセプターは 5,172

U/ml であった．その後，右水腎症も来たしたため，両側腎瘻を造設

し，現在，他院内科で R-CHOP 療法を施行中である．前立腺原発悪

性リンパの頻度は低いが，PSA が高値でない石様硬の前立腺，著し

い排尿困難など特徴的な兆候に留意し，前立腺癌として典型的でない

前立腺腫瘍の鑑別疾患とすべきで，その予見を得たうえで，生検に臨

むべきである．

集学的治療によって寛解を得ている後腹膜原発縦毛癌の 1例 :城代

貴仁，深見直彦，西野 将，引地 克，竹中政史，早川将平，深谷孝

介，石瀬仁司，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（保衛大） 40歳代，男性，検診で胸部異常陰影を指

摘され受診．血液検査で hCG の著増と CT にて両肺野に多発性腫瘤

と大動脈近傍に 7 cm 大の腫瘤像がみられ CT ガイド下肺・後腹膜腫

瘍生検を施行，病理にて単一組織型の絨毛癌と診断．後腹膜異所性絨

毛癌，cTxN3M1bS3（多発肺・脳・骨転移），IGCCC poor prognosis

の診断にて導入化学療法を開始．BEP 療法開始するもブレオマイシ

ンの副作用みられ救済化学療法として TIP 療法に変更，脳転移病変

に対して全脳照射も併用した．TIP 療法 8コース施行後に腫瘍マー

カーは陰性化し，各転移病変の CR を得て後腹膜腫瘍摘除術を行っ

た．病理診断では viable cell を認めず寛解を得ている．

セミノーマに同時発生した精巣原発悪性リンパ腫の 1例 :永井真

吾，高木大介，前川由佳，菅原 崇，清家健作，水谷晃輔，土屋朋

大，山田 徹，安田 満，横井繁明，仲野正博，出口 隆（岐阜大），

廣瀬善信（同病理） 56歳，男性．右無痛性精巣腫大を主訴に2012年

2月に当科初診．hCG・hCG-β の軽度上昇を認めた．2012年 3月右

高位精巣摘除術施行．病理診断では大部分はセミノーマであったが一

部に悪性リンパ腫が存在した．免疫染色にて悪性リンパ腫は末梢性T

細胞リンパ腫，非特定と診断された．hCG・hCG-β は術後陰性化し，

胚細胞腫瘍部分はセミノーマ (pT2N0M0，S0 stage IB) と診断した．

悪性リンパ腫は stage IE と診断され，全身化学療法および髄注療法と

対側精巣への放射線照射の予定となった．現在治療継続中である．同

側精巣内でセミノーマと悪性リンパ腫の同時発生を認めた報告は，本

症例が初の報告であった．

初診時急性腎盂腎炎が疑われ，造影 CT にて診断しえた Fitz-Hugh-

Curtis 症候群の 3例 :飴本剛之介（南生協），深見直彦，丸山高広，

日下 守，石川清仁（保衛大） 症例はそれぞれ37，23，20歳，女

性．数日前からの右側腹部，上腹部痛で近医からの紹介などで当科受

診．初診時身体所見などで急性腎盂腎炎が疑われたが，造影 CT およ

び初診時の子宮頸部スメアからのクラミジア・トラコマティス抗原陽

性，血清学的クラミジア IgA 抗体価の上昇および尿中クラミジア

PCR 陽性で診断が可能であった．

BCG 膀胱内注入後に発症した肉芽腫性前立腺炎の 2例 :安藤亮介，

小林隆宏，中根明宏，秋田英俊，岡村武彦（安城更生） 症例 1 : 75

歳，男性．左水腎症精査目的に初診．CT 上，左尿管腫瘍を認めた．

左腎尿管全摘術後，膀胱再発を認めた．TUR-Bt 後に BCG 膀胱内注

入施行．その後，PSA 17.5 ng/ml と上昇し，前立腺生検施行．症例

2 : 73歳，男性．健診 PSA 5.6 ng/ml であり，初診．前立腺生検施行

し，悪性所見を認めなかった．PSA 上昇し，再初診．同時に膀胱腫

瘍を指摘され，TUR-Bt 施行．BCG 膀胱内注入後，精巣上体炎発症．

その後，PSA 高値となり前立腺生検施行．いずれも肉芽腫性前立腺
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炎と診断された． 2症例とも MRI 画像では，前立腺癌との鑑別が困

難であった．近年，BCG 膀胱内注入後に上昇した PSA 値が 3∼12カ

月かけて，低下するとの報告があり，症例によっては前立腺生検を回

避できると考えられた．

陰茎海綿体周囲膿瘍の 1例 :飯田啓太郎，西尾英紀，守時良演，井

村 誠，内木 拓，廣瀬泰彦，梅本幸裕，河合憲康，佐々木昌一，林

祐太郎，郡 健二郎（名古屋市大） ［症例］76歳，男性．2004年，前

部尿道狭窄に対して内視鏡的尿道切開術を施行され，その後自己尿道

拡張療法を継続中．2008年には陰茎背側の腫瘤を自覚．2011年 6月よ

り勃起時の陰茎部痛を訴え同年 9月に受診．MRIT2 強調画像では陰

茎背側に高信号域を示す腫瘤を認め，陰茎海綿体を圧排していた．手

術所見は Buck 筋膜下に膿瘍が存在しており，陰茎海綿体周囲膿瘍と

診断した．排膿し閉創したが 2カ月後膿瘍が再燃，深部の死腔に膿が

貯留していたため開放創とした．その後 4カ月経過するが再燃は認め

ていない．陰茎海面体周囲膿瘍は本邦 2例目の報告であった．尿道切

開術時に Buck 筋膜内へ灌流液が流入したこと，および自己尿道拡張

療法に伴う持続炎症が成因であると考えられた．

シスチン尿道結石により尿閉となった10カ月男児の 1例 : 佐々木

豪，大西毅尚，保科 彰（伊勢赤十字） 10カ月，男児．食欲低下，

腹部膀満，尿が出ないことを主訴に来院した．腹部エコーで右水腎

症，膀胱内多量の尿貯留を認めたため，導尿を試みるも亀頭部異物の

ため導尿ができなかった．異物確認および尿閉の状態を評価するため

に，腹部単純 CT 施行し，右水腎症，膀胱内多量の尿貯留，亀頭部に

12×8 mm 大の尿道異物を認めた．尿道異物に伴う尿閉と診断し，緊

急で全身麻酔下に尿道異物摘出術を行い，経尿道的に異物を除去し，

異物は結石であり，280 ml の尿流出を認めた．結石分析結果はシス

チン結石であった．小児尿路結石は稀な疾患であるが，特に 1歳未満

児の報告例は非常に稀である．シスチン尿道結石により尿閉となった

1歳未満児の報告は初めてである．

前立腺摘除後の全尿失禁に対して人工尿道括約筋植え込み手術を施

行した 2 症例 : 松川宜久，服部良平，高井 峻，加藤真史，吉野

能，山本徳則，後藤百万（名古屋大） 前立腺手術後の尿失禁は

QOL を大きく損なう病態であり，尿道括約筋障害による重度尿失禁

に対しては，現在，人工尿道括約筋の埋め込み術が唯一の根治療法で

ある．今回われわれは，前立腺癌に対して根治的前立腺摘除術施行後

の全尿失禁に対して，AMS800 を用いた人工尿道括約筋植め込み手術

を行った症例を経験したので報告する．症例は77歳と80歳，男性． 2

症例ともに前立腺癌に対する根治手術後に全尿失禁がみられ，当科を

受診．尿流動態検査における最大尿道閉鎖圧は 25 cmH2O 以下と著

明な低下を来たし，重度の尿道括約筋障害が疑われた．2011年 8月に

AMS800 人工尿道括約筋埋め込み手術施行．両症例ともに経過は順調

で，失禁は改善した．人工尿道括約筋植め込み手術は今後，保険収載

されたことで，手術治療が増加すると思われる．適応を選べば非常に

有効な治療法であるが，感染や再手術などのリスクもあることから十

分な修練のもと行う必要があると考えられた．

前立腺浸潤直腸癌に対し直腸切断術および前立腺全摘術を施行した

1例 :小岩 哲，伊勢呂哲也，濱本周造，神谷浩行，橋本良博，岩瀬

豊（豊田厚生） 50歳，男性．血便で消化器外科を受診し，下部消化

管内視鏡にて進行癌を認めた．その後，MRI にて腫瘍の前立腺浸潤

が疑われ当科受診．直腸診で下部直腸前壁から右側壁に 2型腫瘍を触

知，前立腺・精嚢は腫瘍により触知できず．術前の排尿機能は良好．

血液・生化学・尿検査所見では特記すべき異常なし．CT，MRI で下

部直腸に全周性の腫瘍を認め，前立腺浸潤が疑われた．クリニカルス

テージ T4N1M0 と診断．直腸切断，前立腺・精嚢合併切除術および

人工肛門造設術施行．尿道は温存でき，膀胱尿道吻合を施行．病理組

織像で腫瘍の精嚢への浸潤を認めた．術後は吻合部 leak 認めるも保

存的に軽快．術後排尿機能は保たれた．本術式において，最も多い合

併症である吻合部縫合不全に対する工夫の報告はいまだなされていな

い．また，術後膀胱機能の温存を図るためには少なくとも片側の下膀

胱静脈の温存が必要であり，還流を保つことが重要と言われている．

医原性尿管損傷の 2例 :和志田重人，田中利幸（中津川市民） 症

例 1 : 80歳代，男性．直腸癌に対して低位前方切除術＋D2 リンパ節

郭清（病理 : adeno Ca，pT3N1M0) を施行．ドレーンより尿を認め

術後16日目に当科に依頼．逆行性腎盂造影 (RP) を行い血管交差部で

の損傷を認め左尿管損傷として DJ stent を留置す．ドレーン排液は消

失し術後26日目にドレーンを抜去した．今後ステント抜去を検討して

いる．症例 2 : 30歳代，女性．子宮筋腫に対しての単純子宮摘出術術

中に右尿管損傷を生じ当科へ依頼される．右尿管は完全に断裂してお

り尿管膀胱新吻合を施行した．術後は両側水腎症を認めたが現在は水

腎症も消失し経過良好となっている．考察 :医原性尿管損傷は単純子

宮摘出術では0.22％，結腸切除術では0.24％程度生じるとの報告があ

る．損傷の程度や部位によって，一時的な尿管ステント留置や各種吻

合法による対応が選択される．損傷の状態もさることながら当科対応

までの時間も重要であり，日頃の他科との連携の重要性を実感した．

内視鏡手術にて治療した外傷性尿道完全断裂の 1例 :糠谷拓尚，平

野真英（知多市民），篠原 聡（渥美） 症例は，40歳代，男性．主

訴は尿閉．仕事中に転倒して会陰部を強打し受傷， 2時間後に尿閉と

なり受診．尿道造影を施行し，尿道完全断裂のため膀胱瘻を造設．膀

胱瘻より順行性にアプローチするが再開通困難．受傷後 2カ月の膀胱

尿道造影，MRI にて断裂長は約 3 cm．受傷後 3カ月で腰椎麻酔下に

内視鏡的尿道形成術を施行．断裂は長く，尿道切開刀では困難と考

え，ホルミウムレーザーを使用．透視下に挿入したブジー，軟性膀胱

鏡を目標に切開を進め，24 Fr 腎盂バルーンを留置．術後 1カ月で尿

道カテーテルを抜去したが，自尿が見られず，バルーン再留置．術後

2カ月で内尿道切開術と同時にステント留置術を施行し，翌日より自

尿を認めた．術後 1年でステント抜去，術後 2年で尿流量測定を行っ

たが，特に問題はなく排尿状態も良好．
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