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第438回日本泌尿器科学会北陸地方会

（2012年12月 2日（日），於 金沢都ホテル）

副腎原発悪性リンパ腫の 1例 :内藤伶奈人，前田雄司，八重樫 洋，

溝上 敦，高 栄哲，並木幹夫（金沢大），武澤雄太（国立金沢医療

セ），杉本和宏（板谷医院） 症例は78歳，女性． 1年間で 7 kg の体

重減少を主訴に近医内科を受診．画像検査で左副腎腫瘍の急速な増大

を認めた．FDG-PET 検査では左副腎に高度集積 (SUV max 24.8) を

認め手術目的に当科紹介受診となった．術前精査で，LDH・sIL-2R・

ホルモン検査を含めた採血検査に異常を認めなかった．FDG-PET の

高度集積から悪性疾患を強く疑い，開腹下に左副腎摘除術を施行し

た．病理診断にて，悪性リンパ腫（びまん大細胞型 B細胞リンパ腫）

の診断であったため当院血液内科に転科し，化学療法を施行された．

現在術後 1年を経過し再発徴候を認めていない．

腎盂内および後腹膜腔への経皮的ドレナージにて軽快した気腫性右

腎盂腎炎の 1例 :酒本 護，明石拓也（高岡市民） 症例 : 69歳，女

性．主訴 :発熱，右側腹部痛．既往歴 :糖尿病．現病歴 : 2012年 6月

11日過ぎから，主訴を認め，食事もほとんど取れなくなった．16日に

なり嘔吐出現した．このため当院へ救急搬送となった．CT などに

て，右尿管結石に伴う右気腫性腎盂腎炎の診断となった．尿培養にて

嫌気性グラム陽性球菌（同定できず）および嫌気性グラム陰性桿菌

(bacteroides distasonisis) を検出した．治療は，感受性を認めた抗生剤

IPM/CS および PIPC を投与するとともに，腎盂内および後腹膜腔へ

の経皮的ドレナージを造設した．右尿管結石は後日に体外衝撃波結石

破砕術を行った．なお，後日の検査にて右先天性腎盂尿管移行部狭窄

症を認めた．診断および治療方針に関する考察を行い報告した．

Mixed epithelial and stromal tumor of the kidney の 1例 : 手島太

郎，上村吉穂，一松啓介，江川雅之（市立砺波総合），杉口 俊，寺

畑信太郎（同病理） 症例は80代，女性．主訴は下腿浮腫．2012年 6

月中旬より下腿浮腫を自覚し当院腎臓内科を受診．腹部 CT で右腎腫

瘍を認め当科紹介受診した．CT では右腎の中部腹側に石灰化を伴う

最大径 4.7 cm 程度の充実性腫瘍を認め，造影 CT では早期相および

後期相において腎実質に比べて弱い造影効果を認めた．右腎原発悪性

腫瘍の診断にて 8月上旬，右腎摘除術を施行した．腫瘍は腎中腹に腎

実質と腎盂に接して位置し，肉眼的には皺襞のある上皮に包まれた黄

白色の腫瘍で，内部には層状の石灰化と嚢胞状の変化を認めた．病理

組織像は単層上皮に裏打ちされた嚢胞構造と異型のない卵巣固有間質

類似の紡錘細胞の混在した像で，免疫染色の結果などを考慮し mixed

epithelial and stromal tumor と診断した．術後 3カ月時点で再発転移は

認めていない．

PET-CT が術前診断に有用であった透析腎に合併した腎細胞癌の 3

例 : 中井 暖，近沢逸平，森田展代，菅 幸大，森山 学，宮澤克

人，田中達朗，鈴木孝治（金沢医大），湊 宏（同病理），石川 勲

（浅ノ川総合腎臓内科），東 光太郎（同放射線） 長期透析患者に腎

細胞癌が疑われ超音波や CT に加え PET-CT を施行した 2例，他疾

患精査で PET-CT を施行した 1例で腎臓に FDG 集積を認めた．腎摘

除術後の病理検査で，PET-CT の集積と一致する部位に腎細胞癌が検

出された．一般に，尿中に放射性物質が排出されることにより尿路系

腫瘍は診断されにくく，腎細胞癌の原発巣診断における PET-CT は

偽陰性率が高いとされている．しかし，FDG の腎排泄が乏しい透析

患者では，腎内の異常集積の検出が容易であり，透析患者における腎

細胞癌は組織型として乳頭状細胞癌が多いことからも PET-CT が診

断に有用であると考えられる．

後腹膜線維症との鑑別を要した後腹膜悪性リンパ腫の 1例 :高島三

洋，折戸松男（金沢社保），湊 宏（金沢医大臨床病理），尾崎 淳

（NTT 西日本金沢内科） 症例は64歳，男性．2012年 7月 6日意欲低

下，腹痛，嘔気にて近医受診，CT にて左水腎症，尿の溢流による腹

痛が疑われ， 7月10日当科紹介入院となる．画像診断にて後腹膜に左

尿管を取り囲むように，腎盂尿管移行部から膀胱尿管移行部近傍に達

する腫瘍性病変を認め，悪性リンパ腫が疑われたが，後腹膜線維症と

の鑑別を要した．尿管鏡下尿管生検にて悪性リンパ腫―非ホジキンリ

ンパ腫―びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫との確定診断が得られた．

臨床病期はⅢ期，A，X2 であった．自然史に基づく臨床的類型化は

aggressive リンパ腫で，aggressive リンパ腫の国際予後指標 (IPI) は

high-intermediate，revised-IPI は poor であった．R-CHOP 療法 3コー

ス終了時，PET で FDG 集積は改善し，S-IL-2R も正常化した．

膀胱悪性黒色腫の 1例 : 加藤智規，旦尾嘉宏，伊藤崇敏，森井章

裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹

（富山大） 症例は79歳，女性．2012年 3月より肉眼的血尿を認め紹

介となった．膀胱鏡にて膀胱頸部に暗黒色腫瘍を認めた．尿細胞診は

class V であり，悪性黒色腫の存在が示唆された．CT，MRI 上は膀胱

以外の病変を認めなかった． 8月TUR-Btを施行し，病理結果は悪性

黒色腫（表在性・筋層浸潤なし）であった．膀胱全摘除術は本人希望

せず．補助療法として化学療法を勧めるも本人拒否．追加治療を行わ

ないまま，経過観察中である．11月 膀胱鏡・細胞診・CT 上，再発

を認めていない．膀胱原発の悪性黒色腫はきわめて稀であり，現在ま

でに20例程度が報告されているに過ぎない．われわれは文献的考察を

加え報告した．

播種性骨髄癌症を来たした膀胱尿路上皮癌 Lymphoma-like and

plasmacytoid variant の 1例 : 多賀峰克，伊藤秀明，茂原明子，秋野

裕信，横山 修（福井大），尾崎嘉彦，大谷昌弘，中本安成（同消化

器内科），今村好章（同病理） 腰背部痛，両肩痛のため受診された

62歳，男性．LD，ALP 高値精査で CA19-9，CEA 異常高値を認めた．

内視鏡，画像検査では膀胱以外腫瘍性病変を認めず，びまん性骨髄転

移を認めた．TURBT 組織では lymphoma-like and plasmacytoid variant

を伴った尿路上皮癌，T2 を認め，免疫染色で CA19-9，CEA 陽性．

骨髄生検標本でも CA19-9 陽性を認め，膀胱癌による播種性骨髄癌症

と診断．GC 療法，ゾレドロン酸による治療により，腫瘍マーカーの

正常化，腰背部痛改善を認めており，治療が奏功していると考えられ

た．

経尿道的ドレナージを行った前立腺膿瘍の 1例 :森下裕志，山口一

洋（金沢市立），小林雅子（同病理） 症例は75歳，男性．以前より

前立腺肥大症に対して，当科にて内服加療を施行していたが，血糖異

常高値を指摘され，当院内科に緊急入院となった．その際，夜間頻尿

の増悪も認めた．CT にて前立腺膿瘍が認められ，サイズが増大して

きたため，当科に転科の上，経尿道的前立腺膿瘍切開術を施行した．

術後経過は良好で，以後再発を認めていない．前立腺膿瘍は前立腺疾

患の約0.5∼2.5％に認められる比較的稀な疾患である．急性細菌性前

立腺炎の約2.7％が前立腺膿瘍に移行するとされており，前立腺生検，

尿道カテーテル留置などが誘因となることが多い．危険因子として，

未治療の糖尿病，肝硬変，免疫抑制療法，HIV 感染，慢性腎不全な

どが挙げられる．起因菌としてはグラム陰性桿菌，その中でも大腸菌

が最も多い．

当科における腎細胞癌に対する RFA の臨床的検討 : 大筆光夫，北

川育秀，栗林正人，泉 浩二，上野 悟，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），香田 渉，松井

修（同放射線） ［目的］腎細胞癌に対する経皮的ラジオ波焼灼術

(RFA) の治療成績について検討した．［対象］2007年 1月から2012年

11月までに金沢大学附属病院にて小径腎腫瘍に対して RFA を施行し

た24例を対象とした．［結果］24例のうち23例が腎細胞癌で 1例が大

腸癌の腎転移であった．22例で完全焼灼することができ，平均 1年 9

カ月の観察期間で局所再発はみられなかった．術前後の血清 Cr 値に

有意差はみられなかった．合併症として被膜下血腫が 2例，疼痛が 5

例，発熱が 2例，嘔気が 3例みられたがいずれも軽度であった．［考

察］RFA は全身麻酔困難な患者に対しては有効な治療法であると考

えられた．

当院における TUL 100例の治療成績 :岩堀嘉郎（岩堀メディカルオ

フィス），横山 修（福井大） 2003∼2012年に施行した100例の検討

を行った．部位は R2 が22例，R3 が19例，U1 が18例，U2 が10例，

U3 が31例であった．軟性尿管ファイバースコープと硬性尿管鏡を併
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用し，Ho : Yag レーザーで砕石した．手術時間は 3∼214分（中央値

48分）で部位との相関がみられた． 3例が疼痛のため， 1例が尿管狭

窄のため尿管鏡挿入ができず砕石不可能であった． 1カ月後の完全排

石率は R2 で64％，R3 で64％，U1 で73％，U2 で80％，U3 で85％

であった．尿管鏡の挿入を容易にするガイドワイヤー 2本を用いた

guide wire railway method を紹介する．硬性鏡のように使える軟性鏡

hybrid ureteroscope の提案と術後の多尿についての私見を述べる．

当院における腹腔鏡下前立腺全摘除術の初期経験 :山本秀和，横井

聡始，田谷正樹，武田匡史，菅田敏明（福井済生会），多賀峰克（福

井大），福島正人（泉北藤井），小松和人（福井赤十字），七里泰正

（大津市民） 目的 :当院での LRP の成績を検討した．対象 : 2011年

1 月より2012年11月までに当科で手術を完遂した33例．術前平均

PSA 8.24 ng/ml，臨床病期 T1c∼T2．手術は後腹膜順行性．Inter-

fascial nerve sparing sugery を片側15例，両側 8例に行った．結果 ;手

術時間は271∼512分，出血量は尿込みで 150∼2,995 ml．直腸損傷を

1 例認めた以外重篤な合併症なし．断端陽性率は，pT2 で 3/30，

pT3 で 3/3．術後尿禁制は，術後 3カ月で 20/28．両側の神経温存症

例は退院時 4/8， 2カ月で 7/7．結論 : 手術時間以外は比較的良好な

結果であった．

卵巣静脈症候群は存在するのか？―単孔式後腹膜鏡下の診断と治

療― :児玉浩一，高瀬育和，元井 勇（富山市民） 症例は17歳，女

性． 4年前からの右腰痛を主訴に受診．同期間に右急性腎盂腎炎も 3

回繰り返していた．腹部造影 CT 検査では，右腎は肥大し水腎水尿管

を呈する一方，左腎は多嚢胞より成り 15×15 mm であった．逆行性

腎盂造影では L5 レベルで管外性右尿管狭窄を認めた．対側に多嚢性

異形成腎を合併した右卵巣静脈症候群を疑った．2.5 cm の皮切をお

き後腹膜鏡を用いて右尿管を観察したところ，右尿管は周囲線維組織

に捕えられ閉塞をきたしていた．右卵巣静脈は尿管閉塞に関与してい

なかったため，同静脈は温存し尿管剥離術および尿管形成術を施行し

た．術後 1年経過した現在，自覚症状は消失し右水腎症も改善してい

る．これまで卵巣静脈症候群とされてきた中部尿管閉塞の中には，本

例のように卵巣静脈が関与しないものも含まれているのではないかと

推察した．

勃起障害と耐糖能異常との関係について―人間ドック受診者を対象

とした解析― : 岡田昌裕，青木芳隆，茂原明子，金田真実，関 雅

也，稲村 聡，大山伸幸，三輪吉司，秋野裕信，横山 修（福井大），

日下幸則（同環境保健学） 人間ドック受診者を対象に勃起機能を調

査し，耐糖能異常との関連に注目して統計学的検討を行った．［対象

と方法］労働者ドック受診者男性から IIEF5 質問票にすべて回答した

人で，かつ経口糖尿病薬を内服していない779名（平均年齢 : 48.2歳）

を解析対象とした．自己記入式の質問紙法は ADAM，IIEF5 を用い

た．ED の保有率を算出し，さらに一般検診データ結果と ED との相

関の有無を統計学的に解析した．［結果］中等症以上の ED は9.4％の

受診者に認められた．また IIEF5 合計スコアは耐糖能異常と有意な相

関を示した．
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