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第437回日本泌尿器科学会北陸地方会

（2012年 9月 8日（土），於 ホテル金沢）

後腹膜に発生した線維腫症の 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20代，男性．主訴は右下腹部痛．2011年10月下旬より右下腹部

痛を自覚し近医を受診．採血で炎症反応の上昇を認め当院外科を紹介

受診．腹部 CT で右水腎症を認め当科紹介受診した．CT では右尿管

を巻き込むような径 6 cm 前後の腫瘤影と，右水腎症および後腹膜へ

の尿の溢流所見を認めた．MRI からは線維性の腫瘍が疑われた．

2011年11月中旬，後腹膜腫瘍摘出術を施行した．右尿管・回結腸間膜

の巻き込みや回腸および上行結腸との癒着を認め，右腎尿管・結腸間

膜および上行結腸・回腸の癒着部位を一塊として腫瘍を摘出した．病

理組織像は分化した線維芽細胞と膠原線維の増殖像を認め，周囲への

浸潤性や核に染まる β カテニンの染色性から後腹膜原発の線維腫症

と診断した．術後 1年現在再発転移などを認めていない．

尿管結石嵌頓を契機に発見された下大静脈後尿管の 1例 : 山内寛

喜，山岸瑞希，加藤綾子，高田昌幸，三好 満，河野眞範，片野健

一，伊藤正典，小松和人，塚原健治（福井赤十字） ［背景］下大静

脈後尿管は稀な疾患である．今回われわれは右尿管結石を契機に診断

に至り，治療する貴重な機会を得たため報告する．［症例］60歳，女

性．心窩部痛を主訴に近医受診．超音波検査で右水腎症を指摘され当

科初診．CT にて右下大静脈後尿管と尿管結石の診断となった．［既

往歴］2005年左尿管結石にて DIP 施行も下大静脈後尿管の診断に至

らず．［治療］右尿管結石は自然下降を認めなかったため，腹腔鏡下

にて尿管尿管新吻合＋結石摘出術を施行した．［考察］近年，結石の

診断に CT を用いる頻度が増えており，DIP の読影機会が減少してい

る．本疾患は DIP で診断できる代表的な疾患であり覚えておきたい

画像であると考える．

尿膜管囊胞内に発生した尿膜管癌の 1例 :岩本大旭，町岡一顕，重

原一慶，中嶋孝夫，島村正喜（石川県立中央） 2011年 6月に腰痛を

主訴に当院救急受診し，単純 CT で膀胱頂部に腫瘤が指摘されたため

に当科紹介受診となった．臍に所見はなく，採血，検尿，膀胱鏡，尿

細胞診にも異常所見はなかった．超音波，造影 CT，MRI で囊胞性腫

瘤に一部壁肥厚，造影効果を認めたため，尿膜管癌を疑い腹腔鏡下尿

膜管摘出術・膀胱部分切除術を施行，病理診断は尿膜管腺癌であっ

た．尿膜管囊胞内に発生した尿膜管癌は自験例で本邦 8例目と考えら

れた． 5年生存率は 2∼16％で予後不良とされている．そのため50歳

以上の尿膜管疾患は積極的に癌を疑って治療し，治療後は厳重な経過

観察が必要である．現在術後 8カ月目で再発転移は認めていない．

生体腎移植後 片側尿路に発生した重複泌尿器癌の 1例 :西田翔一，

三浦聖子，中井 暖，森田展代，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） 生体腎移植後に片側尿路

に発生した重複泌尿器癌の症例を経験したので報告する．症例は64

歳，女性．32歳に生体腎移植を施行．2011年に肉眼的血尿にて当院紹

介され，左固有腎癌，尿管癌疑いにて左腎尿管摘除術を施行．病理所

見は clear cell carcinoma，G1＞G2 と尿管癌 (invasive urothelial carci-

noma，G2) の重複癌であった．現在再発は認めていない．本邦での

移植後悪性腫瘍の合併頻度は，1987年の0.9％から2009年の6.1％と上

昇している．欧米では移植後のがん検診ガイドラインが作成されてお

り，本邦でも移植後各種癌における定期的な癌検診が推奨される．

亀頭包皮に播種性転移をきたした尿路上皮癌の 1例 :牧野友幸，内

藤伶奈人，中野泰斗，栗林正人，北川育秀，並木幹夫（金沢大），池

田博子（同病理） ［症例］70歳，男性．真性包茎の所見あり．広範

囲にわたる表在性膀胱腫瘍 (cT1N0M0) に対し，2008年 8月に二期的

に TUR-Bt を施行．病理は UC，pTa，G2．その後も再発する膀胱腫

瘍に対し，2012年 5月までに計 6回の TUR-Bt を施行．病理は UC，

pTa，G2∼G3．その間，MMC および BCG 膀胱内注入施行．2012年

5月に 7回目の TUR-Bt の際，包皮に乳頭状腫瘍を認めたため，環状

切除術を施行．病理は尿路上皮癌の陰茎転移に矛盾しなかった．［考

察］自験例では，病理組織所見や他臓器への転移を認めていないこ

と，包皮のみに孤発性に乳頭状腫瘍を認めたことなどから，尿を介し

た播種性転移が考えられた．真性包茎により，癌細胞が存在する尿が

亀頭包皮部に長期間うっ滞していたことが原因の 1つと示唆された．

テガフール中止により膀胱部の疼痛が消失した間質性膀胱炎の 1

例 : 吉田浩士（吉田医院），山岸瑞希，加藤綾子，山内寛喜，髙田昌

幸，三好 満，河野眞範，片野健一，伊藤正典，小松和人，塚原健治

（福井赤十字） 70歳代，女性．間質性膀胱炎で 2年間に 2回の水圧

拡張術と潰瘍部電気焼灼術を施行後，膀胱部の疼痛は軽度で安定して

いた． 2度目の手術後， 1年 3カ月後に乳癌に対して手術．術後経口

化学療法開始後 1カ月に膀胱部の疼痛が増大した．内服中のテガフー

ルを中止したところ 3日で疼痛は消失し， 4カ月間症状は安定してい

る．間質性膀胱炎の原因は多彩で，今回の症例も複数の要因が関与し

ていると考えられるが，抗悪性腫瘍剤であるテガフールが，膀胱粘膜

の創傷治癒機転を妨げたり，末梢神経障害を来たしたりするなどの機

序で，疼痛を惹起した可能性が考えられた．間質性膀胱炎の症状の原

因については，投与中の薬剤も考慮する必要があることが示唆され

た．

高圧酸素療法が奏功した放射線性膀胱炎の 1例 :旦尾嘉宏，飯田裕

朗，伊藤崇敏，加藤知規，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65歳，女性．

2005年，子宮頸癌にて動注化学療法後，子宮全摘術施行．術後に化学

療法併用放射線療法を施行．2012年 2月，腹痛のため他院消化器外科

入院．腹部 CT にて膀胱穿孔疑われ，尿道カテーテル留置のうえ保存

的加療を行われたが，血尿コントロールが困難となり，同年 3月当科

紹介入院．膀胱穿孔は認めなかったが，放射線性膀胱炎の診断にて高

圧酸素療法（2.0気圧，60分）を 5日/週，計20回施行．血尿は消退

し，膀胱鏡，膀胱造影にて確認した後，尿道カテーテルを抜去した．

その後血尿の再発は認めなかった．放射線性膀胱炎に対する高圧酸素

療法は，低侵襲で合併症が少ないながら奏効率が高く有用である．

術後17カ月目に新膀胱皮膚瘻を形成した 1例 : 高瀬育和，児玉浩

一，元井 勇（富山市民） 症例は50歳代，男性． 2年前に右尿管癌

に対して腹腔鏡下右腎尿管全摘，17カ月前に膀胱癌に対して膀胱前立

腺全摘および回腸新膀胱造設術を施行している．術後の排尿状態は良

好であった． 1週間前から発熱と下腹部痛を認め，自排尿も不可能に

なったため当科再診．CT にて明らかな再発所見を認めないが，新膀

胱に多量の尿貯留，左水腎症および下腹部皮下に液体貯留を認めた．

膀胱尿道鏡にて新膀胱尿道吻合部に狭窄を認め，尿道拡張術を施行し

て尿道留置カテーテルを留置．その後に下腹部手術痕より排液あり．

CT，膀胱尿道鏡にて新膀胱皮膚瘻の診断．保存的加療にて瘻孔は閉

鎖．尿道留置カテーテル抜去後も排尿状態は良好であった．

パクリタキセル・カルボプラチン抵抗性前立腺癌に対してドセタキ

セル・プレドニンが著効した 1例 :楠川直也，石田泰一，棚瀬和弥，

青木芳隆，大山伸幸，三輪吉司，秋野裕信，横山 修（福井大） 症

例は60歳，男性．排尿困難を主訴に近医受診，PSA 276 認めたため当

科紹介受診．Gleason score 4＋3，左腸骨に 1カ所，多発肺転移認め，

前立腺癌 stage D2 と診断された．1999年 4月より LH-RH analogue 開

始， 9カ月後に PSA 4.3 まで低下．ホルモン療法開始 6年 9カ月後

に去勢抵抗性前立腺癌になり PSA 43.8 まで上昇，パクリタキセル＋

カルボプラチン開始．化学療法後 8カ月後 PSA 25.9 まで低下した

が， 6年 1カ月後，PSA 925 まで上昇あり中止．2012年 3月よりドセ

タキセル＋プレドニン開始．化学療法開始 3カ月後 PSA 3.1 まで低

下，骨転移の改善傾向を認めた．

前立腺小細胞癌の 2例 : 森下裕志，山口一洋（金沢市立），小林雅

子（同病理） 症例は81歳，男性．尿閉にて当科受診．前立腺癌

(T3N1M1) にてMAB 療法を約 2年間施行後，癌の増悪を認め，再生

検にて小細胞癌と診断された．肺や肝に多発性転移が出現し，診断後

約 2カ月で死亡した． 2例目は87歳，男性．表在性膀胱癌に対して

TUR-Bt 施行時に生検を行い，前立腺癌 (T1N0M0) と診断された．

MAB 療法を約 7年間施行後，癌の増悪を認め，再生検にて小細胞癌
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と診断された．Carboplatine＋ETP 療法を 1コース施行したが，全身

倦怠感が強くなり，以後は外来にて経過観察中である．前立腺小細胞

癌は神経内分泌癌の 1つに分類されている． 2例とも最初は前立腺癌

と診断され，その経過中に小細胞癌が認められた．通常の前立腺癌の

治療中に PSA が低値であるにもかかわらず，病勢の進行が認められ

た場合には，積極的に生検を行うべきと思われた．

保存的治療のみで治癒した巨大前立腺膿瘍の 1例 :高島三洋，折戸

松男（金沢社保） 51歳，男性．2012年 1月26日から肉眼的血尿が出

現し，尿混濁，排尿時痛，残尿感，便秘も認められ， 1月31日当科初

診．40歳から糖尿病を指摘されるも放置．初診時直腸診で前立腺は柔

らかく鶏卵大に突出していたが，波動は触れず．血膿尿がみられ，血

算で白血球 17,300/μl，CRP 10.81 mg/dl であった．血糖は 205 mg/

dl，HbA1c 11.3％であった．尿培養では MSSA が 107/ml 以上認めら

れた．MRI で前立腺膿瘍と診断．入院の上，タゾバクタム/ピペラシ

リン，レボフロキサシンの投与，糖尿病に対する加療を開始した．排

尿困難に対し，バルーンを留置した．入院翌日から発熱は改善し，第

14病日 MRI で膿瘍は著明に縮小，第15病日バルーンを抜去し，第19

病日に退院となった．第63病日 MRI では膿瘍はほぼ消失していた．

福井大学における献腎移植の経験 :秋野裕信，伊藤秀明，大山伸

幸，三輪吉司，棚瀬和弥，石田泰一，青木芳隆，横山 修（福井大），

木村秀樹，岩野正之（同腎臓内科），鈴木裕志（公立小浜） 日本臓

器移植ネットワーク設立後に施行した献腎移植症例18例を検討した．

平均年齢は44歳で15歳未満の小児例は 2例．移植までの血液浄化療法

施行期間は平均149カ月．ドナーは平均年齢44歳で最高齢は66歳，死

因は半数がくも膜下出血であり，温阻血時間は平均 6分，総阻血時間

は平均772分であった．急性拒絶反応を 3例に認めた．生着率は 1年

83％， 5年74％で，生存率は 1年89％， 5年83％であった．移植早期

の死亡が 2例あり，死因は脳出血と上腸管膜動脈塞栓症であった．移

植成績の向上のためにはハイリスクレシピエントや高齢者ドナー腎へ

の適切な対応が重要であると考えられた．

経直腸的前立腺生検後に発症した急性前立腺炎の検討 : 岩本大旭，

重原一慶，町岡一顕，中嶋孝夫，島村正喜（石川県立中央），中嶋一

史（金沢大），杉本和宏（板谷医院） ［諸言］前立腺生検後に発症し

た急性前立腺炎について臨床的検討を行った．［対象と方法］2010年

1月から2012年 6月までの間に前立腺生検を実施した323例のうち，

生検後に急性前立腺炎を発症した 8例を対象とした．前処置としてタ

ゾバクタム/ピペラシリン配合剤 (TAZ/PIPC 4.5 g) を生検前および

生検施行後 6時間に点滴静注し，生検は経直腸的に 8カ所採取とし

た．［結果］平均年齢は61.9歳（60∼81歳），生検後発症までの期間は

5時間∼15日であった．初回生検例 6例， 2回目生検 2例，前立腺体

積は 17.7∼81.0 ml であった．尿培養における起因菌は E. coli 5例，

ESBL 産生 Klebsiella 1例，E. faecalis 1例，起因菌同定できず 1例で

あった．起因菌のすべては TAZ/PIPC 感受性株であった．前立腺炎

は，セフェムまたはカルバペネム系抗菌薬の 5∼ 9日間投与で全例軽

快した．

当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術時の神経温存術式

と術後尿禁制 : 角野佳史，上野 悟，牧野友幸，坂本次郎，八重樫

洋，前田雄司，溝上 敦，高 栄哲，並木幹夫（金沢大），宮城 徹

（富山県立中央） 前立腺全摘後の尿失禁は，QOL を損なう問題と

なる合併症だが，勃起能温存のために開発された神経温存術式により

術後尿禁制にも良好な結果が得られるとの報告が多くなされている．

ロボット手術の特徴である立体視野と，細かな操作が可能なロボット

アームの使用により，緻密な神経温存も可能となった．当院で行った

ロボット使用による神経温存前立腺全摘でも，過去の報告と同様，非

温存に比較して早期に尿禁制が得られていた．術前勃起の有無や勃起

能温存希望の有無によらず，術前の癌の状態の評価により，制癌性に

問題がないと判断されれば，積極的に神経温存を行うのが望ましいと

考えられた．
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