
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

学会抄録 第62回日本泌尿器科学会
中部総会(2012年11月1日(木)-3日(土
), 於富山国際会議場)

学会抄録 第62回日本泌尿器科学会中部総会(2012年11月1日(木)-3日(土
), 於富山国際会議場). 泌尿器科紀要 2013, 59(9): 607-629

2013-09

http://hdl.handle.net/2433/179119

許諾条件により本文は2014-10-01に公開



学 会 抄 録

第62回日本泌尿器科学会中部総会

（2012年11月 1日（木)∼ 3日（土），於 富山国際会議場）

一般演題・ポスター

後腹膜原発不明癌症例の検討 :小糸悠也，福井勝也，高安健太，地

崎竜介，池田純一，山本鉄平，乾 秀和，中川雅之，井上貴博，杉素

彦，木下秀文，松田公志（関西医大) ［目的］当院における後腹膜原

発不明癌 5例について検討した．［対象と方法］2004年 8月から2012

年 7月までに経験した後腹膜原発不明癌 5例について病理結果を踏ま

えた治療法および治療効果などについて検討した． 5例中，全例が男

性で，平均年齢は62.4歳．観察期間は診断から死亡もしくは治療の中

止，変更までとした．［結果］組織型は腺癌が 3例で，小細胞癌が 1

例，尿路上皮癌が 1例であった． 5例中 1例は診断後約 1カ月で死

亡， 4例に一次治療として化学療法などを施行し，CR が 1例，SD

3例を得ることができ，化学療法等により病巣の進行を遅らすことが

できる可能性が示唆された．

腹腔鏡下に摘出した後腹膜神経鞘腫の 2例 : 内本晋也，勝岡洋治

（畷生会脳神経外科），木浦宏真（きうらクリニック），高原 健（大

阪医大） 症例 1は36歳，男性．検診の腹部エコーで左水腎症，左後

腹膜腫瘍を指摘され当科受診となった．CT にて左腎下方に位置し尿

管を腹側に圧排する長径 7 cm の腫瘍を認め，MRI では同部位に T1

強調画像で low，T2 強調画像で high intensity を呈する腫瘍を認めた．

後腹膜神経原生腫瘍を疑い，用手補助腹腔鏡下腫瘍摘除術を行った．

症例 2は70歳，女性．腰椎骨折で入院中に施行された CT で偶然に左

腎頭側に長径 3 cm の腫瘍を指摘され当科紹介となった．症例 1と同

様に神経原生腫瘍を疑い腹腔鏡下腫瘍摘除術を行った．症例 1， 2と

も病理診断は神経鞘腫であった． 2例とも再発，転移は認めず外来経

過観察中である．

副腎皮質癌の臨床的検討 :池田純一，滝澤奈恵，木下秀文，小糸悠

也，高安健太，山本哲平，福井勝也，地崎竜介，乾 秀和，中川雅

之，井上貴博，杉 素彦，松田公志（関西医大) ［目的］当院におけ

る副腎皮質癌症例の臨床的検討を行った．［方法］1994年 1月∼2011

年12月の間に当院において副腎癌の手術治療を行った12例について検

討を行った．［結果］年齢中央値は51.5歳，臨床病期は stage I : 1例，

stage II : 5例，stage III : 1例，stage IV : 5例であった．腫瘍径中央値

は 67.5 mm (35∼170 mm）．転移部位は，肝，骨，リンパ節に認めら

れていた．Adjuvant 治療は 8例で行われ，放射線療法は 2例で行わ

れた．12例中癌死は 7例であった． 5年生存率は46.3％であった．副

腎皮質癌に関して文献的考察を加えて報告する．

排尿困難を契機に発見された副腎悪性リンパ腫の 1例 :石田博万，

松ヶ角 透，松原弘樹，伊藤吉三（京都第二赤十字），牧野雅弘（同脳

神経内科），小林 裕（同血液内科） 9歳，女性．突然の排尿困難，

会陰部のしびれを主訴に前医受診．その後，両下肢のしびれ，軽度筋

力低下が出現したため，原因精査のため当院神経内科に紹介受診され

た．血液検査では LDH，sIL-2 の異常高値を認めた．腹部 CT では，

緩徐に造影される 75×52 mm 大の腫瘍を左副腎に認めた．両側腎臓

にも多数の小斑状の低濃度域を認め，肝臓・脾臓の腫大も認めた．ガ

リウムシンチでは，左副腎に異常集積を認め，両側腎臓の集積もやや

亢進していた．左腰部斜切開にて左副腎腫瘍生検，左腎生検を施行．

病理結果では，びまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫の診断であったた

め，当院血液内科にて R-CHOP 療法を施行している．

秋田大学におけるクッシング症候群およびサブクリニカルクッシン

グ症候群に対する腹腔鏡下副腎摘除術の成績 : 沼倉一幸，五十嵐龍

馬，秋濱 晋，井上高光，成田伸太郎，土谷順彦，佐藤 滋，羽渕友

則（秋田大) ［目的］クッシング症候群 (CS) およびサブクリニカル

クッシング症候群 (SCS) の臨床的検討を行った．［対象と方法］CS

および SCS に対して腹腔鏡下副腎摘除術を行った37例．［結果］男性

4例，女性33例，平均年齢52.9±11.6歳，CS 25例，SCS 12例．手術

時間157.6±88.3分，腫瘍径 3.1±0.9 cm，出血量 50.4±84.6 ml．合

併症は Satava 分類Ⅱ度 3例，修正 Clavien 分類 I 度 1例，Ⅱ度 2例．

術後ステロイド補充は全例で必要とした．術後，症状のいずれかが改

善した症例は16例（53.3％）で，年齢が55歳以上の患者は症状が改善

しづらかった．［結論］治療成績は諸家の報告と比較して同等である．

術後，約半数の症状が改善したが，55歳以上の患者は改善しづらかっ

た．

当院での副腎腫瘍に対する単孔式腹腔鏡下手術 6例の初期経験 :松

崎恭介，岩西利親，岸本 望，中川勝弘，谷川 剛，今村亮一，細見

昌弘，山口誓司（大阪府立急性期・総合医療セ) ［目的］当院におけ

る副腎腫瘍に対する単孔式腹腔鏡下副腎摘除術の術式と成績を報告す

る．［対象と方法］2010年 2月から2012年 6月までに施行した 6例を

対象とした．患側はいずれも左側であり，疾患は原発性アルドステロ

ン症が 2例，褐色細胞腫が 3例，副腎腺腫が 1例であった．ポート孔

は 5 例が臍頭外側 5 cm で， 1 例が臍側であった． 4 例がグラブ法

で， 1例が SILS port 使用， 1例が EZ アクセス使用であった．［結

果］腫瘍径は 17∼47 mm（中央値 22 mm），手術時間は235∼364分

（中央値290分），出血量はいずれも少量であった．ポート孔創長は

2.5∼3.5 cm（中央値 3 cm）であった．重篤な術中・術後合併症は認

めなかったが， 1例に 5 mm ポートの追加を要した．

後腹膜軟部肉腫10例の臨床的検討 : 堀 靖英，西井正彦，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) ［目的］2000年 1月から2011年12月までに後

腹膜軟部肉腫と診断された10例の臨床背景，病理組織学的所見などを

解析した．［結果］年齢（中央値）は57歳，男性 6例，女性 4例．脂

肪肉腫 6例，平滑筋肉腫 1例，横紋筋肉腫 1例，未分化多形型肉腫 1

例，その他 1例． 9例で摘出術（ 7例で他臓器合併切除）を施行し

た． 4例に局所再発を認め，うち 2例ではラジオ波焼灼 (RFA) によ

り良好なコントロールを得た．脂肪肉腫以外の症例は全例死亡した．

［結論］腫瘍隣接臓器の合併切除を積極的に施行したが，局所再発率

は高かった．再発巣に対する RFA でコントロールが得られる脂肪肉

腫症例が存在する一方で，脂肪肉腫以外の症例は予後不良であった．

褐色細胞腫自然破裂 4例の検討 :森川 愛，田村啓多，今西武志，

青木雅信，平野恭弘，阿曽佳郎（藤枝市立総合） 当院において2004

年 8月から2012年 2月までに自然破裂を来たした褐色細胞腫を 4例経

験したため文献的考察を加え報告する．症例の男女比は 1 : 3で年齢

の中央値は61歳（30∼78歳）であった． 3例が患側の側腹部痛を訴

え，全例に著明な高血圧を認めた．いずれも保存的加療にて循環動態

を安定させた後に副腎摘除術を行い良好な経過をたどっている．褐色

細胞腫の自然破裂は稀であるが，致死率の高い病態である．正確な術

前診断に基づき十分な循環血漿量の補正を行った後，待機的に手術を

行うことが良好な予後につながると考えられた．

後腹膜腫瘍11例の検討 : 早川将平，日下 守，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，丸山高広，石川清仁，白木良一，星長清隆（藤田保衛大) ［目

的］当院で手術加療を施行した後腹膜腫瘍11例に対し，手術方法，術

前画像診断との整合性，病理診断について検討した．［対象］年齢 :

45∼79歳．男性 2例，女性 9例．腫瘍径 : 1.5∼20 cm．［結果］摘出

重量 : 3∼3,200 g．病理診断は良性 6例（血管筋脂肪腫 2例，脂肪腫

1例，神経鞘腫 1例，パラガングリオーマ 1例，Castleman 病 1例），

悪性 5例（脂肪肉腫 2例，平滑筋肉腫 2例，Ewing 肉腫 1例）．術前

画像診断で悪性と判断し病理診断が良性であった症例が 2例．良性 3

例に対し腹腔鏡下手術を施行．悪性が疑われた 5例で患側腎の合併切

除を施行．［結語］悪性が疑われる症例に対しては周囲合併切除を含

む術前手術計画が重要と考えられた．
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“分子標的薬治療の時代”以前の腎癌の臨床的検討―免疫療法につ

いて― : 堀江憲吾，前田真一（トヨタ記念），永井真吾，服部愼一，

中根慶太，萩原徳康（岐阜腎癌研究グループ），出口 隆（岐阜大)

［目的］本邦で分子標的薬が使用可能となる以前の岐阜大学関連施設

にて治療された腎癌症例のうち，免疫療法を行った症例を対象として

retrospective に検討した．［対象と方法］1991年から2007年までに治療

された腎癌症例1,194例のうち，免疫療法を行った400例に関して，患

者背景，臨床病期，病理組織学的病期，予後を検討した．臨床病期，

病理組織学的分類は腎癌取り扱い規約第 4版に準じた．［結果］男 :

女＝278例 : 122例，臨床病期 stage 1 : 2 : 3 : 4 : 不明＝216例 : 57例 :

62例 : 48例 : 17例，adjvant : salvage＝362例 : 38例［結語］治療効果

などについて報告する．

免疫賦活療法から分子標的製剤療法に切り替え腎細胞癌多発肺転移

後 4年以上の生存中の 2例の検討 :能見勇人，稲元輝生，高原 健，

南 幸一郎，光野絢子，上原博史，小村和正，右梅貴信，東 治人

（大阪医大），西田 剛（松原徳州会） 症例 1 : 69歳，女性．2003年

右腎摘除術 (clear cell，pT2）．2008年多発肺転移認め IFN-α 療法11カ

月間も PD，スニチニブとしたが12カ月後に PD エベロリムスとして

一時 SD も 9カ月後に PD となりネクサバールとし現在 SD 維持．症

例 2 : 80歳，男性．2008年に多発肺転移を伴う左腎癌にて腎摘除術

(clear＞glanular cell pT3a）．IFN-α→IL-2 療法も PD．2009年 6月スニ

チニブに変更も 7カ月後 PD．ソラフェニブとしたが 6カ月後に PD．

エベロリムスに変更し SD 続いたが17カ月目に PD，胸水貯留，腰椎

骨転移も来たした．再度スミチニブに変更し肺転移巣は PR を得た

（胸水も治癒）．チロシンキナーゼ阻害剤 (TKI)→ mTOR 阻害剤→

TKI として SD 以上の効果を得た 2例につき報告する．

横浜市立市民病院における進行性腎癌に対する分子標的治療の現

状 : 澤田卓人，河野 充，南村和宏，藤川 敦，太田純一，森山正敏

（横浜市立市民) ［対象］当院で分子標的薬を投与した進行性腎癌患

者18例．［患者背景］男女比＝15 : 3，投与開始時年齢＝平均70歳，腎

摘あり＝14例，前治療あり＝ 8 例（全例 INF），組織型は clear＝14

例・unknown＝ 4例，MSKCC のリスク分類で good＝ 1例・interme-

diate＝14例・poor＝ 3 例．［結果］無増悪生存期間の平均は sora-

fenib＝22.1週，sunitinib＝37.7週．分子標的薬 1 剤目で投与終了と

なった症例が10例あり，今後の検討課題になると考えられた．

スニチニブにより長期 CR を維持している転移性腎癌の 1例 :渡部

明彦，伊藤崇敏，保田賢司，小宮 顕，布施秀樹（富山大） 66歳，

男性．2002年 8月血尿にて前医受診．右腎癌の診断にて根治的右腎摘

出術を施行された (pT1bN0M0，RCC，alveolar type，clear cell sub-

type，G1＝2）．術後 4年で 5カ所の肺転移を認め，右 S8 部分切除術

施行．残存肺転移巣に対して INFα 単独および IL2 との併用療法施行

も右 S1 転移巣が PD となり2009年 1月当科紹介．ソラフェニブを開

始したが副作用のため中止し，2009年11月右 S1S4 部分切除術施行．

術後 2カ月で右 S5 に新規肺転移巣が出現し，スニチニブ開始．治療

2カ月で CR を得て以来，減量投与継続にて 2年 3カ月 CR を維持

している．

腎癌膵転移に対し Sunitinib を施行した 7例の検討 : 原田健一，西

川昌友，鄭 裕元，熊野晶文，古川順也，村蒔基次，三宅秀明，藤澤

正人（神戸大) ［目的］腎癌膵転移に対する sunitinib の成績を検討

した．［対象と方法］sunitinib を導入した膵転移を有する腎癌 7 例

（男性 5例，女性 2例，年齢の中央値70歳）を対象とした．［結果］全

例に sunitinib を投与し，内 1 例は sunitinib failure 後に temsirolimus

を投与した．膵転移巣に対する治療効果は CR が 2例，PR が 3例お

よび NC が 2例であり，PD 症例は認めなかった．sunitinib 開始後の

経過観察期間の中央値は15カ月で，全例が生存中である．［結論］腎

癌膵転移に対する sunitinib は有用である可能性が示唆された．

当科における mTOR 阻害剤エベロリムスの使用経験 : 舛井 覚，

西井正彦，西川晃平，堀 靖英，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) ［目的］進行性腎細胞癌に

対しエベロリムス使用しその効果について検討した．［対象］2010年

5月から2012年 7月までに TKI 治療抵抗性となった 9症例（男性 8

例，女性 1例，年齢44∼79歳）にエベロリムス治療を施行した．前治

療はソラフェニブ 2例，スニチニブ 6例，両者の交代治療例 1例で

あった．［結果］CR，PR は認めず， 6カ月以上の SD が 4例であっ

た．Grade 3 以上の副作用で 4例（感染症 2例，間質性肺炎 1例，貧

血進行 1例）が治療中止となった． 9例中 7例に間質性肺疾患の発症

を認め，grade 3 が 3例であった．［結語］TKI 治療抵抗性腎癌に対す

るエベロリムス治療は，間質性肺炎などの副作用に留意が必要だが，

長期にわたる SD を維持できると考えられた．

Sorafenib を長期投与した転移性腎癌の 1例 : 木村仁美，風間泰蔵

（済生会富山） 症例は71歳，男性．1999年58歳時，根治的左腎摘除

術施行．結果は淡明細胞癌 G1＞G2，INFα，pT3bN1M0．59歳時，膵

頭部転移切除．64歳時，右橈骨転移切除．術後 INF-α 施行中に多発

肺転移出現．IL-2 に変更するも，中止後 2カ月で左耳下腺転移出現

し切除．その後，左頬部全体に再発，肺転移増大．2008年 sorafenib

投与開始．肺転移は縮小し，その後不変．左頬部転移は耳鼻科にて数

回に及ぶ切除を行い，増大と縮小を繰り返している．sorafenib の有

害事象として，手足症候群，高血圧，下痢などを認めたが，2012年現

在，当科外来通院にて継続投与中である．

ソラフェニブにより CR を得た局所再発腎細胞癌の 1例 : 吉永敦

史，一柳暢孝，鎌田成芳（草加市立） 66歳，男性．左腎癌にて左腎

摘除術 (clear cell carcinoma，G2＞3，pT3a) を施行． 6 カ月間イン

ターフェロン α を投与するも，術後 9カ月で局所再発を認めたため，

ソラフェニブの投与を開始した．ソラフェニブ投与後よりC反応性蛋

白 (CRP) の一過性の上昇がみられた． 3カ月後の造影 CT では腫瘤

辺縁のみが造影効果を示し，その後も縮小傾向が続いた．投与開始後

13カ月には腫瘤は消失し，CRP も正常化した．投与開始後25カ月の

現在再発なく経過している．ソラフェニブ投与後の CRP 上昇が腫瘍

壊死の指標となる可能性が考えられた．

重度腎機能低下患者に対するネクサバールの使用経験 :吉田真貴，

黒住 顕，関山和弥，貝淵俊光，戸邉豊総（済生会宇都宮） 症例は

65歳，男性．最大径 28 mm の 3個の肺転移および 10 mm の膵尾部の

リンパ節転移を伴う径 10 cm の左腎腫瘍．既往に腎硬化症による慢

性腎不全があった．治療方針として根治的左腎摘出術を施行し，転移

巣に対して分子標的薬の使用を計画した．病理は G2 の淡明細胞癌で

あり pT3a であった．術後腎機能は，Cr 3.75 mg/dl，eGFR 15 ml/

min/l まで低下した．分子標的薬導入はネクサバールを 200 mg 隔日

投与より開始し，副作用を見ながら 200 mg 連日投与まで増量した．

5カ月経過した時点で腎機能の著明な悪化はなく，全体的に腫瘍は縮

小し標的病変は PR を呈している．

多発脳転移およびリンパ節転移を認めた腎細胞癌に対して，高分子

標的剤および γ ナイフが奏功した 1例 : 中村雅至（六地蔵総合），三

木恒治（京都府立医大），原島 裕，馬場武彦，平田育大，霜澤 真

（六地蔵総合内科） 54歳，男性．2011年 4月にふらつき主訴に受診．

右腎細胞癌および，多発脳転移，右肺門部リンパ節転移を認めた．多

発脳転移に対して，γ ナイフを施行．その後同年 5月19日腎摘出術を

行った．同年 6月20より，スニチニブ 1日 50 mg を 1クール 6週間

（ 4週投与， 2週休薬）で開始．現在まで，10クール行っている．こ

の間肺門部リンパ節は消失した．多発脳転移は， 2回再発し， 7月

と，10月に γ ナイフを行った．現在，寛回状態でスニチニブの内服

を継続している．また，スニチニブ内服中に著名な副作用は，認めな

かった．

T1 膀胱癌に対する 2nd-TUR の臨床的検討 :土屋邦洋，高橋義人，

河田 啓，亀山紘司，石田健一郎，谷口光宏（岐阜県総合医療セ），

加藤成一，増栄孝子，増栄成泰，宇野雅博，藤本佳則（大垣市民），

山田 徹，出口 隆（岐阜大) ［目的］T1 膀胱癌に対する 2nd-

TUR の治療成績に関する臨床的検討．［対象・方法］2008年10月よ

り岐阜県総合医療センターおよび大垣市民病院で 2nd-TUR を施行さ

れた46例についてレトロスペクティブに解析した．［結果］年齢は中

央値69歳，男性42例，女性 4例．初回病理はすべて UC，pT1 であり

G3 成分を含むものは31例であった．2nd-TUR までの期間は中央値で

47日，19例に残存腫瘍を認めた．pTa/is 7例，pT1 11例，深達度評

価不能が 1例であり，筋層浸潤が明らかなものはなかった．［結論］

T1 膀胱癌に対しての 2nd-TUR は，腫瘍の完全切除や正確な診断に

対する有用性が示唆された．
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pT1 膀胱癌に対する 2ndTUR の検討 :米田尚生，玉木正義，三輪

好生，近藤啓美（岐阜市民），山田鉄也（同中央検査室) ［目的］

pT1 膀胱癌に対する 2ndTUR の有用性について検討した．［対象と方

法］2010年 4月から2012年 6月の間に当科にて筋層非浸潤膀胱癌と診

断し，TUR-Bt を施行した症例のうち，病理組織学的に pT1 と診断

され，2ndTUR を施行した12例について臨床的に検討した．［結果］

患者背景は46∼86歳（平均72.3歳），男性10人，女性 2人．2ndTUR

までの期間は35∼70日（平均46日）．初回の病理診断は low grade T1

が 1例，high grade T1 11例であった．2ndTUR で残存腫瘍をみたのは

4例（33.3％）で， 1例は pT2 と診断され，膀胱摘出術施行． 2例

は pT1 以下， 1例は CIS であった．［結論］High grade T1 症例にお

いては残存腫瘍を考慮して，2ndTUR を行うべきと考えられた．

en bloc TURBt の治療成績 :田中達朗，中井 暖，森田展代，近沢

逸平，菅 幸大，森山 学，宮澤克人，鈴木孝治（金沢医大) ［目

的］en bloc TURBt の治療成績を報告する．［方法］2008∼2011年に

施行した表在性膀胱腫瘍初回治療72例を対象とした．手術法は，針型

電極にて，腫瘍および腫瘍と考えられる部位より約 5 mm 離れた粘膜

面に灌流液の注入方向に直角に切開線を入れ，斜頸ループ電極で筋層

深部を剥離し腫瘍を en bloc で摘除した．［成績］Ta，T1 と診断され

た59例のうち20例で切除組織辺縁断端に腫瘍を確認した．59例の 1年

非再発率は85.0％， 3年非再発率は71.5％であった．［結論］en bloc

TURBt は，浸潤度の評価に有用で，切除断端の腫瘍の有無が確認で

き，適切な追加治療が可能だった．

筋層非浸潤性膀胱癌における BCG 注入抵抗例に対する 2nd line

BCG 注入療法 : 今西正昭，安田宗生，畑中祐二（済生会富田林）

筋層非浸潤性膀胱癌に対し BCG 注入療法を施行し抵抗例に引き続き

BCG 注入療法を施行した 7例を検討した．症例は男性 6例，女性 1

例，年齢75歳（57∼81歳）． 7例すべて尿路上皮癌であり，CIS 3例

(G2 1 例，G3 2 例），Ta 4 例 (CIS 併発 2 例，G2 4 例）であっ

た．BCG は東京株 (40，80 mg），コンノート株 (81 mg) とも週 1回

6∼ 8週注入したのち病理組織学的評価し抵抗例に継続して注入し

た． 7例中 6例は東京株，コンノート株の交替療法とした．観察期間

は48カ月（45∼76カ月）であり， 6例が CR となり 1例に対して膀

胱全摘術を施行した．BCG 注入抵抗例に対する 2nd line BCG 注入療

法は治療効果が期待できると考えられた．

筋層非浸潤性膀胱癌初回再発時のピラルビシン 7日間膀胱注入療法

の臨床的意義 : 船田 哲，仲島義治，渡部 淳，東 新，西尾恭規

（静岡県立総合) ［目的］筋層非浸潤性膀胱癌に対し，初回再発時に

ピラルビシン膀胱内注入療法を行い，その臨床的意義を検討する．

［対象と方法］2006年 7月から2012年 6月までに筋層非浸潤性膀胱癌

の初回再発した43例に対し，ピラルビシン 30 mg/40 ml を10分間，術

直後から 7日間連日投与を行った．［結果］初発時の平均年齢は69.2

歳，男女比は36 : 7．ピラルビシン投与後の再発は30例，無再発生存

期間は353日， 1年非再発率は27.9％．ピラルビシン膀注後再発期間

の中央値は221日．有害事象として排尿時痛が12例にみられたが，投

与中止はなし．［結語］初回再発時のピラルビシン 7日間膀胱内投与

は安全に投与可能であった．有効性について文献的考察も交え検討す

る．

T1 膀胱癌に対する Second TUR の検討 :花房隆範，福本 亮，福

井辰成，黒田昌男（日生) ［目的］T1 膀胱癌に対する second TUR

の治療成績について検討した．［方法］2005年 1月以降当科 で second

TUR を施行した49例を対象とした．［結果］平均年齢は70.9歳，男

性40例，女性 9例，初発43例，再発 6例，観察期間中央値は24.3カ月

であった．腫瘍の残存を 9例（18％）に認め，深達度は pTis 2例，

pTa 5例，pT1 2例であった．いずれも CIS 随伴のない second TUR

後無治療群と second TUR 非施行群の 2年再発率はそれぞれ43，72％

であった．［結語］当科の検討では second TUR が初回 TUR 後残存腫

瘍を認めない症例において再発率を低下する効果が示唆された．

転移性尿路上皮癌における維持化学療法の治療成績 :三浪圭太，大

澤崇宏，安住 誠，原林 透，永森 聡（北海道がんセ) ［目的］転

移性尿路上皮癌に対する化学療法は奏効率は高いが， 5年生存率は低

い．効果を持続させる目的に維持療法を施行した．［方法］維持療法

は 3∼ 6コース施行後，PD まで同一治療を 3カ月ごとに 1コース，

2年間施行した．2001∼2012年までの49例を対象とした．24例で維持

療法を行い，維持療法を施行していない25例と比較した．［結果］維

持療法を意図した24例中 7例は PD で維持療法は行えなかった．維持

サイクルの中央値は 4回で，総治療数は7.3回であった．一方従来の

化学療法では3.8回であった．PFS は維持療法で18カ月，従来の化学

療法で 8カ月であった．［結論］維持療法により通常の化学療法より

効果が維持される症例が存在する．

腎盂癌にスニチニブが奏功した 1例 :金丸知寛，伊藤嘉弘，園田哲

平，青山真人，中村敬弘，伊藤哲二（医療法人宝生会 PL），仲谷達也

（大阪市大） 症例は54歳，女性．前医にて切除不能左腎細胞癌，

cT4N2M1，肝転移（＋）と診断されスニチニブ投与を 1コース施行

された後，継続治療目的で当院に紹介となった．当院でスニチニブさ

らに 1コース投与し，評価の CT にて原発巣，転移巣の著明な縮小効

果を得られた．原発巣の切除可能と判断し，左腎摘出術施行．病理結

果は左腎盂癌の診断であった．術後，尿路上皮癌に準じた抗癌剤治療

を行ったが，術後約 1年で癌死した．スニチニブは本邦では尿路上皮

癌には適応がないが，海外では尿路上皮癌に対するスニチニブの

phase 2 study も行われている．今後，尿路上皮癌でも分子標的薬の適

応が拡大されることも考えられる．

尿膜管癌の臨床的検討 :松村直紀，橋本 潔，加藤良成，井口正典

（市立貝塚），小林泰之，清水信貴，山本 豊，南 高文，林 泰司，

野澤昌弘，吉村一宏，石井徳味，植村天受（近畿大） 1990年から

2012年までの22年間の尿膜管癌14例を対象に，臨床的検討をした．年

齢は31∼68歳．性別は男性 4例，女性10例．主訴は肉眼的血尿が最も

多く，次いで下腹部腫瘤，下腹部痛，無症状．腫瘍マーカーは CEA，

AFP．病理組織は全例腺癌であり，多くがムチン産生であった．

Stage はすべて 3A 以上であり，3A が 8例，3C が 1例，3D が 3例，

4A が 1例，4B が 1例であった．治療法は膀胱部分切除術が主であ

り，膀胱全摘術＋骨盤リンパ節郭清は 2例に行われ， 1例は S状結腸

合併切除術を行った． 4例は全身化学療法が施行され 1例で CR を

得られた．本疾患は非常に稀な疾患であり，有効な治療法は確立され

ておらず若干の文献的考察を加えて報告する．

膀胱小細胞癌の 1例 :石川哲生，鬼塚史朗（東京女子医大八千代医

療セ) ［緒言］膀胱小細胞癌は稀な疾患である．今回，膀胱小細胞癌

の 1例を経験したので報告する．［症例］70歳，女性．2011年10月 5

日肉眼的血尿で紹介受診，膀胱癌と診断され同年11月 7日 TURBT

施行した．病理の結果，urothelial carcinoma，G3，底部生検陽性で

あったため同年12月20日 T2N0M0 の診断で膀胱全摘・回腸導管造設

術を施行，病理は小細胞癌であったが画像上転移を認めないため経過

観察としていた．2012年 4月頃より右臀部に疼痛が出現し PET-CT

を施行したところ仙骨，右腸骨などの多発転移を認めた．現在，疼痛

コントロール目的で放射線治療中である．［結語］膀胱小細胞癌は予

後不良の悪性腫瘍である．

当院における根治的前立腺全摘除術の臨床的検討 :玉田 博，杉山

武毅（西脇市立西脇），小林康浩（こばやし腎・泌尿器科クリニッ

ク），田中幹人（三木市民) ［目的］根治的前立腺全摘除術 (RP) の

臨床的検討．［対象と方法］2007年 9 月∼2012年 3 月までに行った

RP 117例について，年齢，PSA，手術時間，出血量，病理診断，術後

合併症，PSA 再発につき検討した．［結果］年齢58∼75歳，手術時間

110∼260分，出血量 400∼6,700 ml，pTx 1例/pT2a 44例/pT2b 32例/

pT3a 44例，EPE 15例（12.8％），RM＋ 6例（ 5％），N＋ を 2例に

認めた．合併症として骨盤内リンパ嚢腫 1例，尿失禁（術後 3カ月で

1枚以上の pad が必要） 1例，吻合部狭窄13例（11.1％），術後平均

観察期間38カ月で18例（15.3％）に PSA 再発を認めた．［結語］当院

における RP は短時間で終了するが，比較的出血が多く，特に吻合部

狭窄が問題であると考えられた．

High risk 限局性前立腺癌 (NCCN 分類）に対する拡大前立腺全摘

の成績―拡大前立腺全摘の限界と可能性― : 岡島英二郎，増田安政，

桑田真臣（市立奈良），吉川元清（大和高田市立），岩井哲郎，田中宣

道，藤本清秀（奈良県立医大），明山達哉（岡波総合），清水一宏（柏

井クリニック） 藤元らが開発した拡大前立腺全摘により pT3a の治

癒切除率が顕著に向上することを報告してきた．今回 PSA が 20

ng/ml 以上，GS8 以上，術前病期 cT3a 以上のいずれかを満たす38例
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（平均年齢68.6歳，平均 PSA 23.3 ng/ml．RM1 は 9例）に拡大前立

腺全摘を施行し retrospective に解析した．術前無治療の32例で平均観

察期間21.8カ月に対し無生化学的再発期間は平均16.3カ月，術前ホル

モン療法施行 6例ではそれぞれ35.8，24.7カ月であった．術前無治療

かつ 2年以上の観察期間がある13例中 7例で再発認めず．以上より

high risk 前立腺癌に対する拡大前立腺全摘は症例を選べば集学的治療

の 1つとして生命予後を延長する可能性が示唆された．

名古屋大学におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術を施行し

た100例の治療成績 :前田基博，松尾かずな，高井 峻，鶴田勝久，

馬嶋 剛，舟橋康人，藤田高史，佐々直人，松川宜久，加藤真史，吉

野 能，山本徳則，後藤百万（名古屋大），服部良平（名古屋第一赤

十字） 目的と対象 :ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の手術成

績について，2010年 5月∼2012年 7月に当科で施行した初期100例を

対象とした．結果 : 年齢中央値66歳（46∼78歳），initial PSA 値の中

央値 7.19 ng/ml（4.09∼38.12）であった．手術時間，推定出血量は

それぞれ中央値300分（173∼464分），122 ml (0∼700 ml) であった．

同種血輸血例は認めなかった．摘出前立腺重量は平均33（11∼72）g，

尿道カテーテル留置期間は平均 5日，術後から退院までの期間は平均

11日であった．切除断端陽性率は32.3％ (pT2 症例では22.6％）で

あった．合併症は腸骨静脈損傷 1例，リンパ嚢胞 1例，尿瘻 1例，後

腹膜血腫 1例，小腸損傷 1例（ポート造設時）を認め，追加治療を必

要とした．

前立腺全摘除術後の鼠径ヘルニア発症予防についての検討 :宮後直

樹，林 裕次郎，武田 健，山口唯一郎，中山雅志，新井康之，垣本

健一，西村和郎（大阪府立成人病セ) ［目的］前立腺全摘除術時に精

索剥離を行うことで術後鼠径ヘルニアの発症を予防できるか検討し

た．［対象・方法］2007年 1月∼2011年12月に当院で前立腺全摘除術

を受けた373例のうち，両側鼠径ヘルニア術後 2例を除いた371例．精

索剥離施行した115例（予防群）と，未施行の257例（対照群）を後方

視的に検討した．［結果］両群間の年齢・BMI に有意差なし．観察期

間中央値は予防群/対照群でおのおの，17カ月/39カ月．術後鼠径ヘ

ルニアの発症はおのおの， 4例/45例．Kaplan-Meier 法では無ヘルニ

ア生存率はおのおの， 1 年で99％/90％， 2 年で96％/88％であり，

予防群で有意に高かった (P＝0.026）．［結語］前立腺全摘除術後の鼠

径ヘルニアの予防に術中精索剥離は有効であった．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術と開腹根治的前立腺全摘除術

との術後感染予防に関する比較検討 : 松本 穣，重村克巳，田中一

志，荒川創一，三宅秀明，藤澤正人（神戸大) ［目的］ロボット支援

腹腔鏡下前立腺全摘除術 (robotic-assisted laparoscopic prostatectomy :

RALP) と開腹根治的前立腺全摘除術 (open radical prostatectomy :

ORP) を対象に術後感染予防に関して比較検討した．［方法］2010年

7月から2012年 5月までに当科で施行された RALP 63例と2008年 3

月から2012年 5月までに当科で施行された ORP 107例に対し，有熱

性感染症の発症率などについて検討した．［結果］術後有熱性合併症

は RALP では 1例（ドレン腔感染），ORP では 5例（創部感染 2例，

精巣上体炎 2例，ドレン刺入部蜂窩織炎 1例）であった．［結論］今

後症例の蓄積が必要ではあるが，RALP は開腹手術に比較して術後感

染率を低下させる可能性が示唆された．

前立腺癌に対する当院放射線治療の経験 :藤田昌弘，後藤隆康，細

木 茂，内田鉄也（国家公務員共済組合連合会大手前），広川恵子

（同放射線） 2008年 1月∼2012年 4月までに前立腺癌に対して放射

線治療を行った59例の検討．初期は照射線量を 66∼70 Gy の多門照

射，2011年 1月からは 74 Gy の IMRT を開始した．年齢は54∼88歳，

PSA 値は2.7∼980 ng/ml，TNM 分類は T1c 13例，T2a∼c 30例，T3a

11例，T3b 3例，T4 および N＋ 2例であった．照射線量は，低リス

ク群 70 Gy，中高リスク群 74 Gy (IMRT 開始までは 70 Gy) を基本と

した．照射線量ごとに合併症の検討を行い，非転移性前立腺癌に対し

てはリスク別に PSA 再発率を比較した．急性期副作用では 1例のみ

grade 3 の尿道出血を経験したが，その他の副作用は，grade 2 以下で

あり，有意差もなかった．PSA 非再発率は観察期間が短い影響もあ

り，有意差を認めなかった．

前立腺癌に対する強度変調放射線治療 (IMRT) の治療経験 :飯田

裕朗（黒部市民），旦尾嘉宏，伊藤崇敏，加藤智規，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) ［目的］前立腺癌に対する強度変調放射線治療 (IMRT) の初期

治療成績および生活の質 (QOL) について検討した．［対象と方法］

前立腺癌 (T1a-T3b，N0，M0) に対して IMRT を施行した患者35例

を対象とした． 照射は計 70.2 又は 78 Gy を施行した．治療による

PSA の推移，有害事象，QOL について検討した．QOL の評価には，

I-PSS，FACT-P の各質問票を使用した．［結果］IPSS，FACT-P の各

項目は治療前後で有意な差は認めなかった．早期有害事象は排尿困難

G2 が17％，晩期有害事象は直腸出血 G2 が14％，G3 が 2％で認め

られた．［結語］治療を要する有害事象も認められたが，重篤な合併

症は少なく，QOL の低下も少ないため，IMRT は有用な治療である

と考えられた．

前立腺癌永久挿入密封小線源療法の臨床経過 :越田 潔，三輪聡太

郎，武澤雄太，斎藤泰雄（国立病院機構金沢医療セ） 2007年 3月か

ら2010年 6月までに当施設で小線源治療が行われた前立腺癌症例116

例（単独 ; 87，外照射併用 ; 29）について検討した．治療後 2∼ 5年

の観察期間における再発例は 6例（単独群 ; 1，併用群 ; 5）であっ

た．再発までの期間は 9∼28カ月，再発診断時の PSA 値 ; 9.8∼251，

3例において転移が確認された．PSA bounce（一過性の 0.4 ng/ml 以

上の上昇）は14例（12％）に認められた．Phoenix 定義を用いて PSA

再発を規定すると，14例で PSA 再発と定義されたが，上記を除く 8

例（57％）は，PSA bounce と考えられた．PSA 再発の判断には PSA

bounce の除外を慎重に行う必要があると考えられた．

当院における塩化ストロンチウムの使用経験 :線崎博哉，倉本朋

未，山際健司，稲垣 武（社保紀南），覚野芳光（同放射線），田村志

宣（同血液腫瘍内科) ［諸言］ストロンチウムは β 線を放出する放

射性同位元素で，有痛性多発骨転移を有する癌患者の疼痛緩和目的で

使用される．当院での使用経験を報告する．［対象と方法］対象は

2009∼2012年の間に，泌尿器科癌骨転移に対する疼痛コントロール目

的で投与を行った患者 7例．年齢は64∼84歳（平均73.5歳），前立腺

癌 6例，膀胱癌 1例．治療効果と有害事象について検討した（複数回

投与も別症例とした）．［結果］治療効果は，著効例 2例，有効例は 3

例，不変 1例，無効例 4例であった．有害事象はヘモグロビン低下 1

例，血小板低下 2例であった．［結論］塩化ストロンチウムは，疼痛

コントロールに安全かつ有効であった．

最近 4年間の当院における進行性胚細胞腫瘍症例の臨床的検討 :平

林崇樹，成田知弥，犬塚善博，近藤厚哉，田中國晃（刈谷豊田総合)

［目的］当院における進行胚細胞腫瘍の治療成績の検討．［対象］2008

年 1月以降に加療した精巣腫瘍症例のうち臨床病期分類Ⅱ期以上の 8

例および縦隔原発の胚細胞腫瘍症例の 1例．［結果］平均年齢は35.2

歳（23∼46歳），平均観察期間は25.7カ月．病理組織学的には全例

non seminoma．精巣腫瘍の病期分類はⅡ期が 3 例，Ⅲ期が 5 例．

IGCC 分類による good prognosis 群は 2 例，intermediate 群が 2 例，

poor 群が 5例であった．導入化学療法は原則 BEP 療法， 2次化学療

法は VeIP 療法， 3次化学療法として IrN（イリノテカン，ネダプラ

チン）療法を施行．後腹膜リンパ節郭精術を 4例，肺切除を 3例，縦

隔腫瘍摘出を 1例に施行． 9例中 7例で癌なし生存が得られている．

難治性胚細胞腫瘍に対する Irinotecan，Nedaplatin 併用療法 (IrN

療法）の治療成績 :河野 仁，大久保和俊，杉野善雄，山崎俊成，松

井喜之，今村正明，清水洋祐，井上貴博，神波大己，吉村耕治，小川

修（京都大) ［目的］難治性胚細胞腫瘍に対する IrN 療法の治療成

績を検討した．［方法］2001∼2011年に難治性胚細胞腫瘍に対し，

2nd line 以降の救済化学療法として IrN 療法を行った19例を後方視的

に検討した．［結果］年齢中央値は28歳，投与回数は 1 ∼ 8 コース

（中央値 3）．治療効果は CR/PR/SD/PD がおのおの 0 / 3 /15/ 1例．

13例中 9例（69％）でマーカーが陰転化した．IrN 療法後に15例で残

存腫瘍切除術を行い，13例が癌なし生存中である．全例で grade 3 以

上の好中球減少を認めたが，神経毒性を生じた 1例を除き投与継続可

能であった．［考察］IrN 療法は有効で安全な救済化学療法と考えら

れた．
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名古屋大学における精巣腫瘍に対して RPLND 施行した症例の検

討 :松尾かずな，前田基博，高井 峻，鶴田勝久，馬嶋 剛，舟橋康

人，藤田高史，佐々直人，松川宜久，加藤真史，吉野 能，山本徳

則，後藤百万（名古屋大），服部良平（名古屋第一赤十字) ［目的］

当院で経験した精巣腫瘍における RPLND の治療成績について検討す

る．［対象/方法］1994年 6月から2012年 7月までに当院で治療を施

行した154例の精巣腫瘍および性腺外胚細胞腫瘍患者のうち，RPLND

を施行した65例を対象とした．［結果］年齢中央値31（17∼60）歳．

観察期間は47（ 1∼292）カ月であった．病理組織学的にはセミノー

マ12例，非セミノーマ51例であった．病期分類ではⅠ期12例，Ⅱ期19

例，Ⅲ期27例であった．導入化学療法は59例に施行した．腹腔鏡施行

例は25例であった．Ⅰ期症例で viable cell を 2例に認め，うち 1例が

癌死した．RPLND 後の再発および治療抵抗例は15例で認め，14例が

非セミノーマであった．うち癌死 6例であった．

縦隔原発性腺外胚細胞腫瘍10例の臨床的検討 : 上山裕樹，今村正

明，杉野善雄，寺田直樹，小林 恭，山崎俊成，松井喜之，大久保和

俊，神波大己，吉村耕治，小川 修（京都大) ［目的］当院における

縦隔原発の性腺外胚細胞腫瘍症例の臨床的検討を行った．［方法］

2002年 1月から2012年 4月までの約10年間に当院で治療された縦隔原

発性腺外胚細胞腫瘍10例を対象とし，レトロスペクティブに検討し

た．［結果］初診時の年齢は平均28.9歳（17∼48歳），観察期間の中央

値は30.5カ月（11∼125カ月）．病理学的分類は seminoma 4例，non

seminoma 6例．癌死 4例はすべて non seminoma 症例であった．［結

語］縦隔原発の性腺外胚細胞腫瘍であっても non seminoma 症例は予

後不良であるが，seminoma 症例は予後良好と考えられた．

過活動膀胱に対するミラベグロンの有効性および安全性の検討 :瀧

知弘，津村芳雄（社会医療法人杏嶺会一宮西) ［諸言］新しい作用機

序であるミラベグロンが臨床応用可能となり，有用性が期待されてい

る．［目的と方法］過活動膀胱患者に対しミラベグロン 50 mg を 1日

1回投与し，投与開始前，投与開始後 2， 4， 8週にOABSS，IPSS，

KHQ にて有効性および安全性を検討した．［結果とまとめ］症例は

12例．OABSS，IPSS の評価では畜尿症状を中心に 2∼ 4週後に有意

に改善し 8週後も効果は持続した．また KHQ スコアも生活への影

響・睡眠活力・重症度評価を中心に治療後有意な改善を認めた．安全

性においては，重篤な有害事象は認めなかったが， 1例に胸部不快を

みとめ投与を中止した．症例数がまだ少なく，かつ短期間の検討であ

るためさらなる症例報告が待たれる．

過活動膀胱患者におけるミラベグロンの有用性の検討 :星山文明，

田中雅博（大阪回生） 過活動膀胱は，尿意切迫感を主訴とし QOL

を低下させる症状症候群である．近年，複数の抗コリン剤が臨床的に

使用できるが，効果が不十分な症例も少なくない．本邦では，2011年

9月に世界初の作用機序である選択的 β3 受容体作動薬のミラベグロ

ンが発売され，使用可能となった．そこで，ミラベグロンの有効性・

安全性を検討し報告する．

抗コリン薬投与により長谷川式認知症スケールが低下したと考えら

れた過活動膀胱の 2例 :塩田隆子，望月裕司（済生会奈良），鳥本一

匡，平山暁秀，藤本清秀（奈良県立医大），百瀬 均（星ヶ丘厚生年

金），中室卓也（済生会奈良神経内科） 過活動膀胱に対する抗コリ

ン薬の副作用として認知機能障害の報告は少ない．今回，抗コリン薬

に関連した認知機能低下症例を 2例経験した．症例 1 : 79歳，女性．

6カ月前に認知症検査を受けたが，HDS-R 26点と正常．イミダフェ

ナシン（以下，IMD) 0.2 mg/日内服を開始後35日目に，物忘れのた

め神経内科を受診．HDS-R 17点と低下しており，IMD の関与が疑わ

れ，投薬を中止．22日目には HDS-R 25点まで回復．症例 2 : 82歳，

女性．認知症に対して塩酸ドネペジル内服中．IMD 0.2 mg/日を開始

後，認知症の増悪が疑われ，神経内科を受診．他剤への変更後，

HDS-R 11点から15点にやや改善．

過活動膀胱患者に対するミラべクロンの有用性の検討 :寺尾秀治

（てらおクリニック），三浦徹也（神鋼），近藤 有，楠田雄司，山田

裕二，濱見 學（兵庫県立尼崎) ［目的］新規 OAB 治療薬であるミ

ラべクロンの有用性を検討した．［方法］対象は OAB 患者．ミラべ

クロン 50 mg を 8週間投与し，投与前と投与 2， 4， 8週間後にお

ける自覚症状を排尿症状質問票 (OABSS/QOL) を用いて検討した．

残尿量，副作用の有無も検討した．［成績］対象は16例（男性11例，

女性 5例）で，平均年齢73.7歳．治療前 OABSS/QOL は7.7/4.1で

あったが，治療 2， 4， 8 週間後ではそれぞれ5.9/3.3，4.8/2.7，

4.4/2.6と低下した．残尿量の増加や副作用も認めなかった．［結論］

OAB 患者に対するミラべクロン 50 mg 投与では，副作用や残尿量増

加を伴わず比較的早期から治療効果が確認された．今後は中長期的な

有用性の検討が必要と考えられた．

緩和病棟における終末期の排尿に関する臨床的検討 :熊本廣実，吉

井将人（国保中央），四宮敏章，徳岡泰紀（同緩和ケア) ［目的］終

末期がん患者の排尿に関する検討を行った．［対象］2011年 4月から

2012年 3月までに緩和病棟に入院し，死亡退院した248例を対象とし

た．［結果］入院時平均年齢72.6歳．原疾患では消化器癌が101例と最

も多く，次いで肺癌が53例であった．PS 0 ∼ 2 : 75例，3 : 82例，

4 : 91例．平均在院日数30.4日．入院前に尿道カテーテル留置症例は

45例（18.1％）．入院後尿道カテーテル留置症例は125例（50.4％）．

入院後の留置理由は ADL 低下が63例と最も多く，次いで排尿障害28

例，頻尿25例であった．［結論］排尿障害，頻尿を理由として尿道カ

テーテル留置がされている症例も多く，排尿管理について緩和医との

連携の必要性が考えられた．

高齢者が LUTS 治療を受ける契機となる因子 :橋村正哉，鳥本一

匡，平山暁秀，藤本清秀（奈良県立医大) ［目的］高齢者が下部尿路

症状 (LUTS) のため受診する契機となる因子を見出す．［対象と方

法］奈良県で65歳以上の独歩可能な高齢者を対象に健康寿命に対する

科学的知見をえるためのコホート研究（藤原京 Study）が行われてい

る．LUTS のため受診した254例と受診しなかった2,796例を対象に群

間比較を行った．［結果］単変量解析で有意差が認められた，年齢，

男女比，国際前立腺症状スコア (IPSS），QOL スコアについて多変量

解析を行った．年齢，男女比，排尿・蓄尿症状スコアの増加と QOL

スコアが独立影響因子であった．［結語］LUTS のため受診するか否

かは，調査開始時の症状より経過中の症状変化に依存していた．

コープおおさか病院における結石性腎盂腎炎症例の臨床的検討 :檀

野祥三，内田潤二，中谷 浩，松下嘉明（コープおおさか) ［目的］

結石性腎盂腎炎症例について臨床的検討を行った．［対象］2004年 4

月から2012年 4月までに結石性腎盂腎炎にて治療を行った53例．［結

果］平均年齢65歳（22∼91），男女比は 1 : 1.65．ドレナージを施行

した症例は26例（49.1％）で尿管ステント11例，腎瘻15例であった．

発熱からドレナージまでの日数は平均2.9日（ 0∼10）であった．全

症例の解熱までの日数は平均5.3日（ 1∼14）でドレナージを行った

症例は平均6.8日（ 2∼14）と長かった．結石に対する治療は ESWL

35例，自然排石 7例，TUL 5例，PNL 3例，腎摘 2例．結石性腎盂

腎炎症例は年々増える傾向にあり，17％が認知症を有していた．［結

論］高齢化とともに結石性腎盂腎炎症例の増加が危惧された．

Solution G 腎盂内還流で溶解した感染結石 3例の経験 :高安健太，

地崎竜介，小糸悠也，池田純一，山本哲平，福井勝也，乾 秀和，中

川昌之，井上貴博，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大付属枚

方) ［目的］感染結石に対し Solution G 腎盂内還流による結石溶解療

法を 3例経験したので報告する．［対象と方法］2010年 4月∼2012年

5 月，結石溶解療法を 3 例経験した．症例 1 : 32歳，女性．16×10

mm 左腎部分サンゴ状結石，症例 2 : 66歳，女性．21×7 mm 右腎部

分サンゴ状結石，症例 3 : 73歳，男性．15×10 mm 左腎結石．いずれ

の症例も腎瘻造設後に solution G 腎盂内還流により，結石溶解療法を

施行した．［結果］症例 1 : 結石完全消失，その後再発を認めず．症

例 2 : 結石完全消失し，術後 2 カ月目には再発を認めず．症例 3 :

90％の結石縮小あり，残石に対し ESWL，TUL を施行．［考察］手術

困難症例や ADL 低下例での感染結石に対し良好な治療成績を得た．

当科における上部尿路結石に対する TUL の臨床的検討 : 一松啓

介，手島太郎，上村吉穂，江川雅之（市立砺波総合) ［目的］当科に

おいて TUL を施行した症例について検討を行った．［対象と方法］

2008年11月から2012年 4月までの間に上部尿路結石に対し TUL を施

行した238症例（男性162例，女性76例）を対象とした．［結果］患者

の平均年齢は61.2歳，結石の平均最大径は 11.1 mm (2∼41 m)，手術

時間の中央値は90.5分（14∼456分）であった．軟性尿管鏡を使用し

た症例は181例（76.1％）であった．術中合併症として，軽度の尿管
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損傷を18例（7.6％）に認めた．術後合併症は急性腎盂腎炎 4 例

（1.7％），急性前立腺炎 1 例（0. 4％），敗血症性ショック 1 例

（0.4％），尿管狭窄 2 例（0.8％）であった．治療成功率は89.1％で

あった．［結論］TUL の治療成績は良好で，合併症の頻度も少なかっ

た．

当院における Ho-YAG レーザーを用いた経尿道的尿路砕石術

(TUL) の経験 : 野々村大地，金城孝則，山本致之，米田 傑，野村

広徳，鄭 則秀，高田晋吾，松宮清美（大阪警察） 当院では2011年

7月に Ho-YAG レーザーを導入した．上部尿路結石に対しレーザー

を用いた TUL を施行した例（男36例，女17例）の成績を検討した．

手術方法は，硬性および軟性尿管鏡を用い，Ho-YAG レーザーに

よって破砕を施行した．その他デバイスとして，必要に応じて尿管ア

クセスシースやバスケットカテーテルを使用した．TUL 施行後，CT

や KUB で 1カ月以内に完全排石したもの，4 mm 以下の残石を認め

るものを有効とした．結石部位は，R2 : 16例，R3 : 5例，U1 : 17例，

U2 : 3例，U3 : 16例であった．平均手術時間は，107分（62∼162分）

であった．術後，初回外来時の治療有効症例は72％であった．合併症

は，尿管損傷 6例，腎盂腎炎 2例であった．

Dornier 社製 Delta 2 を用いた EWSL 初期治療成績と TUL への影

響 : 小澤雅史，中嶋 仁（東葛），福間裕二（日高) ［目的］当院で

は2010年 6 月に機種変更により Dornier 社製 Delta 2 を導入した．

ESWL 初期治療成績と TUL への影響を検討した．［対象・方法］

2010年 6 月より2012年 5 月までに ESWL を施行した78例（R2 : 15

例，R3 : 6例，U1 : 35例，U2 : 7例，U3 : 15例）を対象とした．

［結果］平均施行回数は1.15回，術後 1カ月後の完全排石率は70.2％

であった．TUL 移行例は 4例であった．新機種導入前後の 2年間の

比較で，TUL の R3∼U3 症例数は41例から13例へ減少した．［結論］

Dornier 社製 Delta 2 を用いた ESWL は有効な治療法と考えられた．

ESWL 技術トレーニングは砕石効率を高める : 岡田淳志，安井孝

周，田口和己，藤井泰普，新美和寛，河合憲康，戸澤啓一，林 祐太

郎，郡 健二郎（名古屋市大) ［目的］ESWL 技術トレーニングが，

砕石効率に及ぼす影響を検討した．［対象・方法］は，2004年 1月∼

2011年 6月に当院で実施した ESWL 治療616症例．治療は Dornie 社

製リソトリプター Sを用い，同社アプリケ−ターによる技術指導は

2010年 6月に実施した．破砕成績はトレーニングの前（533例）と後

（83例）で比較した．［結果］同一結石の単回破砕成功率は66.3％から

87.2％に有意に上昇した．多変量解析でも，技術トレーニングは砕石

効率を向上させる有意な因子であった（OR 3.382，95％CI 1.585∼

7.216，p＝0.0016）．［結論］ESWL 技術トレーニングは，砕石効率

の向上に有効である．

広島市立安佐市民病院泌尿器科における最近 2年間の腹腔鏡下手術

の検証 :加藤昌生，小畠浩平，三田耕司（広島市立安佐市民) ［目

的］広島市立安佐市民病院泌尿器科における最近 2年間の腹腔鏡下手

術を検証する．［対象と方法］2010年 4月から2012年 3月までに施行

した腹腔鏡下手術症例155例を対象とし，術式別の手術成績を検討し

た．［結果］主な術式の症例数，気腹時間中央値，出血量中央値は，

副腎摘除11例・94分・5 ml，根治的腎摘除術23例・186分・10 ml，腎

部分切除術18例・182分・20 ml，腎尿管全摘除術25例・168分・20

ml，腎盂形成術 5 例・277分・5 ml，前立腺悪性腫瘍手術67例・207

分・500 ml（尿込み）であった．［まとめ］当科は基幹教育施設のた

め気腹時間が若干長い傾向にあるが，手術成績はこれまでの諸施設の

報告と遜色のない成績と考えられた．

単孔式腹腔鏡下開窓術を施行した腎嚢胞の 1例 : 吉田将士，今井

伸，米田達明，工藤真哉（聖隷浜松) ［目的］今回腎嚢胞に対し，単

孔式腹腔鏡下開窓術を施行した 1例を経験したので報告する．［症例］

64歳，女性．近医にて左腎嚢胞を指摘され経過観察していたが，腹部

膨満感の増悪を認めたため，当科受診した．画像にて左腎下極に 14

cm 大の嚢胞とその圧排による左水腎症を認めたため，単孔式腹腔鏡

下左腎嚢胞開窓術を施行した．臍部を切開し，EZ アクセスを装着し

手術を施行した．手術時間 2時間21分，出血量 5 g であった．病理結

果は，simple cyst であり，嚢胞内容液細胞診は陰性であった．術後左

水腎症は消失し，経過良好である．［考察］単孔式腹腔鏡下腎嚢胞開

窓術は，安全に遂行することが可能であり，整容性に優れ，有用な術

式の 1つと思われた．

腹腔鏡下小切開腎盂形成術の経験 : 高木康治，成田英生，成島雅

博，下地敏雄（名鉄) ［目的］当院にて腹腔鏡下小切開腎盂形成術を

4例経験したので報告する．［対象と方法］対象は成人の腎盂尿管移

行部狭窄症 4例である．アプローチは前方腹膜外到達法 3例，経腰的

到達法 1例．すべて Anderson−Hynes 法にて腎盂形成術を行った．

［結果］切開創の長さの平均は 5.3 cm．手術時間の平均は172分．出

血量の平均は 70 ml．術後 1例に尿路感染症を合併した．利尿負荷レ

ノグラムにて閉塞の改善または DIP，CT にて水腎症の軽減を認め

た．現在再狭窄は認めていない．［結論］症例数は少ないが成人に対

する腹腔鏡下小切開腎盂形成術は安全に施行できる低侵襲手術と考え

られた．さらに検討し報告する．

経尿道的手術 (TURP，TURBT) の後出血に関する臨床的検討 :宮

本慎太郎，佐藤俊介，國島康晴（北海道社会事業協会帯広）

TURP，TURBT の後出血は報告により定義が異なる．今回当科で施

行された経尿道的手術491症例 (TURP : 164例，TURBT : 327例）を

対象とし，後出血により臨床的に問題となる clot retention，開放膀

胱洗浄，尿道カテーテル再留置，再入院，輸血，経尿道的電気凝固術

(TUC) を血尿イベントと定義し検討した．血尿イベントは56例

（11.4％）で認めた (clot retention 28例（5.7％），開放膀胱洗浄30例

（6.1％），尿道カテーテル再留置24例（4.9％），再入院21例（4.3％），

輸血 4例（0.8％），TUC 25例（5.1％））．さらに術式別に出血イベン

トおよびその危険因子を解析・考察した．

当院における前立腺全摘除術後の性機能の検討 :地崎竜介，木下秀

文，池田純一，小糸悠也，高安健太，山本哲平，谷口久哲，福井勝

也，乾 秀和，中川雅之，井上貴博，杉 素彦，河 源，松田公志

（関西医大) ［対象と方法］2006年 1月から2008年12月までに前立腺

全摘を施行した226例の前立腺癌を対象とし，アンケートを送付して

性交可能かをレトロスペクティブに検討した．［結果］勃起神経両側

温存，片側温存，両側切除はそれぞれ 6，83，137例の患者で施行さ

れた．性交可能な患者は24例（それぞれ 2，19， 3例）であったが，

性交が可能なほどには勃起しない患者は86例で，まったく勃起しない

患者は116例であった．［結語］神経温存症例でも性交可能となった症

例は23％と思ったほど性機能の改善は認めなかった．長期間の経過観

察が必要ではあるが，今後 QOL を向上すべく神経温存のさらなる知

識と技術の習得が必要であると考える．

陰茎持続勃起症の 8 例 : 松下 経，山口耕平，江夏徳寿，李 福

平，岡田桂輔，千葉公嗣，三宅秀明，藤澤正人（神戸大) ［目的］当

科で経験した持続勃起症症例について検討した．［対象と方法］当科

にて加療した持続勃起症症例 8例を low flow type と high flow type に分

類し検討した．［結果］Low flow type は 5例．発症後24時間以内に治

療開始した 2例は瀉血，α1 刺激薬投与にて治療しえた．発症後24時

間以上を経過した 3例のうち 1例は同様に治療しえたが他の 2例では

亀頭陰茎海綿体 shunt 造設術を要し，治癒後 ED を合併した．High

flow type は 3例で保存的加療のみで全例 2カ月以内に軽快した．［考

察］Low flow type では発症後早急に治療を開始することが重要であ

る．一方，high flow type の場合は保存的治療の効果が期待できる．

続発性および後天性男子低ゴナドトロピン性性腺機能低下症

(MHH) における治療経過の検討 :梅本幸裕，佐々木昌一，岩月正一

郎，窪田裕樹，窪田泰江，池内隆人，神谷浩行，矢内良昌，郡 健二

郎（名古屋市大) ［目的］続発性および後天性 MHH について，治

療経過について検討した．［対象と方法］2001年 1月から2012年 6月

までに当大学男性機能外来を受診し，続発性MHHと診断した 6名お

よび後天性MHHと診断した 2名．全例にホルモン療法を施行した．

［結果］勃起改善に 1∼32カ月，射精改善には 1∼40カ月を要した．

1例は性交渉不可能， 1例は射精不可能で ART を併用した．［考察］

続発性は全例脳腫瘍が原因であり，後天性 2名は不妊を主訴に受診と

なった．挙児の希望に対し ART を行い，性機能に対してもある程度

の効果が得られた．効果発現に 3年ほど要する症例が存在した．今後

は PDE5 阻害剤の併用なども考慮し治療にあたる必要があると考え

られた．
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夜尿症に対する行動療法としてのアラーム療法の有用性 : 山本広

明，金子佳照（奈良県立三室) ［目的］夜尿症の治療にはアラーム療

法を含めた行動療法が有用であるとされている．当院においてアラー

ム療法を施行した症例を考察した．［対象］2005年10月から2012年 7

月までに基礎疾患のないことを確認した夜尿症症例に対し，行動療法

の一貫としてアラーム機器を使用した症例の治療経過と成績を検討し

た．［結果］男児35例，女児15例，平均8.1歳．アラーム機器の貸し出

し期間は平均179.3日．アラーム療法のみの施行が18例，薬物または

手術療法併用が32例であった．全体の有効率は74％，アラーム療法の

み行った症例の有効率は66.6％であった．［結論］排尿抑制などの行

動療法とともにアラーム療法を行うことは，夜尿症治療において有用

である．

星ヶ丘厚生年金病院における夜間・休日泌尿器科救急の臨床調査 :

豊島優多，大山信雄，森澤洋介，武長真保，高田 聡，藤本 健，小

野隆征，百瀬 均（星ヶ丘厚生年金） 当院では2008年 4月に夜間・

休日泌尿器科救急外来を開設し，泌尿器科疾患と考えられる患者はす

べて受け入れる体制をとっている．この泌尿器科救急外来を受診した

患者について調査した．泌尿器科救急外来は月曜日・水曜日・第 2・

4金曜日（午後 5時30分∼翌朝午前 9時，休日は午前 9時∼翌朝午前

9時）および土曜日（午前 9時∼翌朝午前 9時）としている．対象

は，2008年 4月∼2011年 6月の間に泌尿器科疾患が疑われ救急外来を

受診した初診患者617例とし，後方視的に診療録から調査した．男性

431例，女性186例，年齢は 1∼97歳．尿管結石，急性膀胱炎，尿閉の

順に多かった．これら泌尿器科救急疾患について若干の考察を加え報

告する．

腰椎麻酔下膀胱容量の経尿道的前立腺切除術 (TUR-P) におよぼす

影響についての検討 : 窪田成寿，村井亮介，金 哲將（公立甲賀)

［目的］TUR-P の治療成績と腰麻下膀胱容量の関連性を検討した．

［方法］術後 3カ月での評価が可能であった127例を対象とした．腰麻

下膀胱容量＜500 ml のA群29例 ，≧500 ml の B群98例の 2群に分け

て比較検討した．［結果］平均年齢71.5±6.9歳，腰麻下膀胱容量は

624.8±181.7 ml であり加齢とともに減少した (p＜0.01）．術前の前

立腺重量，total IPSS，QOL スコア，尿流動態に各群間で差はなかっ

たが，IPSS の蓄尿症状に関するスコア ( 4， 7）はA群が有意に高

かった (p＜0.05）．術後の各パラメーターは有意に改善し，その変化

量は両群間で差は認めなかった．［結語］腰麻下膀胱容量に関わらず

TUR-P の治療成績は良好であった．

Monopolar-TURP での適切な潅流液コントロール : 野尻佳克，大

菅陽子，吉田正貴（国立長寿医療研究セ），岡村菊夫（東名古屋)

［目的］monopolar-TURP の潅流液について検討した．［対象と方法］

144施設5,269例の monopolar-TURP 症例について検討した．2010年

にアンケート調査を追加し74施設から回答を得た．2011年にビデオ調

査を行い35施設の手術手技を 3名のレフリーにより分類した．［結果］

TUR 反応は持続灌流式で少なかった．間欠式では，潅流液の設置高

が高く，排液タイミングが遅い施設で TUR 反応が多かった．持続灌

流式では，潅流液の設置高が高く，膀胱内圧が高い施設で TUR 反応

が少なかった．［結論］間欠式では潅流液を低くし，こまめに排液を

行うべきである．持続灌流式では被膜穿孔に注意し，吸引は接続せず

潅流液を高めに設置し，膀胱内圧を高めにするとよい．

α1 ブロッカーとデュタステリド併用療法で尿閉から離脱し得た症

例における再尿閉の検討 : 稲原昌彦，加賀勘家，荒木千裕，増田

広，小島聡子，納谷幸男（帝京大学ちば総合医療セ） 急性尿閉にお

いて α1 ブロッカーをカテーテル抜去前 3 ∼ 8 日前から投与する事

で，プラセボ投与群と比べ尿道カテーテル療法離脱率が有意に高くな

るが，再尿閉率も 2年間以内に28∼44％であると報告されている．わ

れわれは過去に，急性尿閉において α1 ブロッカー単独療法で尿道カ

テーテル療法から離脱できない症例に，デュタステリドを併用させる

ことで，有意に離脱できるようになる事を報告してきた．しかし，そ

れら離脱成功症例がその後どの程度再尿閉になるかを，検討した報告

はまだない．今回は，α1 ブロッカーとデュタステリド併用療法にお

ける尿閉離脱後の再尿閉について，若干の文献的考察を踏まえて報告

する．

当院における HoLEP の治療成績 : 鈴木光太郎，桃園宏之，近藤

有，楠田雄司，山田裕二，濱見 學（兵庫県立尼崎），山道 深（兵

庫県立塚口) ［目的］当院における HoLEP の治療成績について検討

を行った．［対象と方法］2006年 1月から2012年 5月までに前立腺肥

大症に対して HoLEP を施行した126例を対象とし，手術成績，排尿

状態，術後合併症につき検討した．［結果］年齢は中央値71歳（57∼

97歳），手術時間は141分（60∼433分），核出重量は 32 g (1∼147 g)

であった．IPSS score は19.4→6.9点，QOL index は4.8→1.5点，最

大尿流率は 9.6→20.1 ml/sec，残尿量は 63.8→18.6 ml，といずれも

有意な改善を認めた．術後 1カ月での腹圧性尿失禁は28例であった．

［考察］HoLEP は比較的安全に行え，排尿機能や QOL を有意に改善

できる術式である．腹圧性尿失禁の合併に対し，さらなる工夫が必要

と考えられた．

リンパ節転移に対する放射線療法が有効であった集合管癌の 1例 :

村山慎一郎，水澤隆樹，片桐明善（新潟県立中央） 症例は62歳，女

性．2010年11月右腹痛にて近医受診．CT で右腎腫瘍・多発リンパ節

(LN) 転移を指摘，11月 8日当科紹介初診．尿細胞診は尿路上皮癌疑

い．腎盂癌を疑い術前化学療法のうえ，2011年 2月17日右腎尿管全摘

除＋リンパ節摘除術を施行した．病理診断は集合管癌 (pT3aN2) で

あった．術後他の LN 転移が出現し，分子標的薬投与も増大傾向で，

さらに他の LN 転移・頭蓋骨転移が出現．分子標的薬を継続し各転移

巣に対して放射線療法を行い LN は縮小した．照射野の LN は縮小維

持だが，照射野外の LN は増大傾向であり，LN 転移に対する放射線

療法が有効であったと思われる 1例を経験したので報告する．

腎細胞癌の再発時期を考える :安永 豊，種田建史，木下竜弥，吉

岡 巌，原田泰規，岡 聖次（独立行政法人国立病院機構大阪医療

セ) ［目的］腎癌術後 5年以後の初回再発を遅発再発 (DR）， 5年未

満を早期再発 (ER) と定義し比較検討した．［対象と方法］原発巣手

術後に再発転移をきたした78例を DR 群 (n＝31) と ER 群 (n＝47)

に分け，初発時の臨床病理学的要素を比較するとともに，再発転移確

定後の生存率分析を行った．［結果］Clear cell type であること，INF-

α の 2 項目が DR と，一方 pT3 以上の high stage，G3 以上の high

grade，sarcomatoid な組織型，v（＋）の 4要素が ER と有意に相関し

ていた．無増悪生存率には差がみられなかったものの疾患特異的生存

率では DR 群のほうが有意に予後良好であった．［考察］DR は slow-

growing cancer が進行する過程での再発様式と考えることができる．

腎原発神経内分泌腫瘍の 1例 :杉浦正洋，坂本信一，新井隆之，西

川理佳，仲村和芳，巣山貴仁，川村幸治，今本 敬，二瓶直樹，市川

智彦（千葉大），岡東 篤（横浜労災） 患者は70歳，男性．2011年

7月頃から下腹部痛，腹部膨満感，血尿を自覚し前医受診．造影 CT

において右腎下極に造影効果の乏しい 2.5 cm ほどの腫瘍を認めたた

め，精査加療目的にて当院へ紹介．MRI にて出血変性を伴う右腎細

胞癌およびリンパ節転移が疑われ，同年11月 4日に開腹右腎摘出術＋

傍大動脈リンパ節摘出術を施行．腫瘍は腎中央部，2.6×2.0×1.3 cm

免疫染色では synaptophysin 陽性，chromogranin A 陽性，Ki-67 index

は約30％であり neuroendocrine carcinoma (G3，T3a，N1，M0) の診

断となる．腎原発の神経内分泌腫瘍はこれまでに56例報告されてお

り，今回われわれは非常に稀である腎原発の NEC の 1例を経験した

ので報告する．

腎部分切除術後に生じた腎動静脈瘻の 1例 :井内裕満，渡部嘉彦，

橋本 博（恵み野），竹山吉博（たけやま腎泌尿器科クリニック），藤

田信司（札幌センチュリー），國枝 学，篠島弘和，中田康信（中田

泌尿器科） 症例は70歳，女性．腹部 CT にて偶然左腎腫瘤を認め当

科に紹介．左腎下極に 4.4 cm の腎細胞癌を認め左腎部分切除術を施

行した．術後， 9日目に肉眼的血尿を認め，CT 検査を施行し左腎仮

性動脈瘤，尿嚢の診断．翌日の血管造影では，切除部に左腎動静脈

瘻，左腎仮性動脈瘤を認め，選択的に経カテーテル的腎動脈塞栓術

(TAE) を施行した．TAE 後，20日後に血尿は消失した．術後再発は

なく，患側腎機能も保たれている．

腎癌の嚢胞性転移の 1例 :稲村 聡，伊藤秀明，多賀峰克，楠川直

也，三輪吉司，横山 修（福井大），大越忠和（同分子病理学領域）

80歳，男性．右腎癌に対し用手補助下腹腔鏡下右腎摘除術を施行．病

理は renal cell carcinoma, granular cell carcinoma＞clear cell carcinoma，
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G2，INF α≫β，V（＋），pT2．術後よりインターフェロンαを半年間

投与．その後の定期的な経過観察中，CT で肝下部，左横隔膜下，腹

壁に多発嚢胞性病変を認め，その後，徐々に増大したため，腎癌転移

を疑い，皮下腫瘤切除術施行．病理学的に既往の腎癌の組織像と類似

していた．免疫染色で，CD10，RCC marker が陽性で，腎癌の転移

と診断．分子標的薬による加療も検討したが，進行がきわめて遅く，

経過観察となった．

近畿大学泌尿器科におけるゾレドロン酸使用の実際 :南 高文，山

本 豊，野澤昌弘，菊池 尭，西本光寿，小林泰之，山本 豊，清水

信貴，林 泰司，辻 秀憲，吉村一宏，石井徳味，植村天受（近畿

大） 骨転移は SRE（骨関連事象）を引き起こし ADL や QOL を損

なう．今回われわれは近畿大学泌尿器科におけるゾレドロン酸使用の

実態を検討した．対象は2007年 2月から2012年 1月までの期間に当科

にてゾレドロン酸を使用した泌尿器癌症例140例であり疼痛コント

ロール，SRE，AE に関する検討を行った．使用開始理由が高 Ca 血

症である症例は mRCC，UC 症例に多く，骨転移診断時に投与開始

されていない症例も散見された．以上より mRCC，UC 症例では骨

転移診断時よりゾレドロン酸使用が推奨される．また疼痛出現，骨転

移増悪にて投与開始された症例にても投与期間中麻薬使用量に変化を

認めず有効であった．

当院における腎癌手術症例の治療成績 :武長真保，伊丹祥隆，篠原

雅岳，細川幸成，林 美樹（多根総合），藤本清秀（奈良県立医大)

［目的］当院における腎癌の手術治療成績について臨床的検討を行っ

た．［対象と方法］対象は1993年から2012年 3月までに腎癌と診断さ

れ，手術を受けた98例．［結果］手術時の平均年齢は63.0歳（32∼84

歳）．腎摘除術87腎部分切除術は11例に行われていた．男性73例，女

性25例．平均観察期間は66.3カ月．手術症例の 5 年全生存率は

82.6％， 5年癌特異的生存率は86.3％であった．手術時，遠隔転移を

認めなかった症例は84例で，このうち， 7例（8.3％）に再発を認め

た．再発までの平均期間は17.8カ月であった．病期別に生存率および

予後因子について検討を加える予定である．

星ヶ丘厚生年金病院における腎癌の手術治療成績 :高田 聡，森澤

洋介，豊島優多，藤本 健，大山信雄，百瀬 均（星ヶ丘厚生年金)

［目的］当科における腎癌の手術治療成績について検討した．［対象］

2005年 1月から2011年12月までに当院で手術を行い，病理学的に腎細

胞癌と診断された75例．［結果］性別は男性55例，女性20例，患側は

右側38例，左側37例．腎摘除術は57例，部分切除術は18例であった．

術式については，後腹膜鏡下手術37例，腹腔鏡下手術11例，開腹術30

例であった．手術時，遠隔転移を認めなかった症例は64例で， 9例

（14.1％）に再発を認めた．平均観察期間は38.7カ月であった．以前

報告した，1980年 1月から2004年12月までの症例との比較検討を行

う．

転移性腎癌に対する Cytoreductive nephrectomy の臨床的検討 :松

田 歩，山崎俊成，新垣隆一郎，柴崎 昇，小林 恭，寺田直樹，杉

野善雄，松井喜之，今村正明，大久保和俊，神波大己，吉村耕治，小

川 修（京都大） 転移性腎癌に対する cytoreductive nephrectomy

(CN) 施行例の予後不良因子を検索した．1982∼2011年の腎癌初診時

有転移症例85例中67例は CN＋薬物治療を施行され，18例は薬物治療

のみを受けた．CN 非施行例の OS（中央値10.8カ月）に基づき CN

施行例 (OS 中央値25.4カ月）を 2群に分けて解析したところ，肝転

移の有無・転移部位数 3以上・好中球分画の増加・KPS80 未満の 4

因子に有意差を認めた．多変量解析では全 CN 施行例において肝転

移の有無が有意な予後不良因子であった．以上より肝転移症例は CN

を施行しても OS 改善が難しい症例が含まれると考えられた．

腫瘍塞栓を有する腎癌の臨床検討 :仁田有次郎，前田 覚，井口太

郎，玉田 聡，田中智章，鞍作克之，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市

大），杉田省三（大野記念） 2007年 1月から2012年 6月までに，当

院にて腫瘍塞栓を有する腎癌 (cT3a，cT3b，cT3c) と診断され，根治

的腎摘除術を施行した15症例を対象とした．平均年齢は66歳（41∼78

歳），平均腫瘍径 8.8 cm (4.5∼11.0 cm），T3a : 7例，T3b : 4例，

T3c : 4例だった．生存率は，Kaplan-Meier 法にて算出し，有意差検

定は Log-Rank 検定を用いた．腎癌の grade，腫瘍径，腫瘍塞栓の部

位は，生存率に対して有意な影響を与えなかった．一方リンパ節転移

および遠隔転移有症例においては術後の予後は有意に悪かった．

腎部分切除術による長期の腎機能への影響（腎摘除例との比較) :

鈴木晶貴，服部良平，山本茂樹，古橋憲一，鈴木弘一（名古屋第一赤

十字），鈴木省治，加藤久美子（同女性泌尿器科），山本徳則，後藤百

万（名古屋大） 従来，腎腫瘍の外科的治療として根治的腎摘除術が

一般的であったが，近年小径腎腫瘍に対しては腎機能の温存を目的と

して腎部分切除術が標準的治療として行われるようになってきてい

る．今回，名古屋大学泌尿器科および関連施設にて1999年から2012年

までに腎摘除術を行った665例と腎部分切除術200例腎部分切除を行っ

た症例の長期の血清クレアチニン，eGFR および尿中タンパク量の推

移について比較を行いながら腎部分切除例での長期の腎機能について

検討した．

当院における膀胱癌全摘除術症例の治療成績 : 伊丹祥隆，武長真

保，篠原雅岳，細川幸成，林 美樹（多根総合），藤本清秀（奈良県

立医大) ［目的］当院における膀胱癌の膀胱全摘除術治療成績につい

て臨床的検討を行った．［対象と方法］対象は1993年12月から2011年

12月までに転移を有しない膀胱癌と診断され，膀胱全摘除術を受けた

78例．［結果］手術時の平均年齢は68.6歳（52∼90歳）．男性69例，女

性 9例．平均観察期間は56.4カ月．手術時間の平均は414分．尿路変

向は，尿管皮膚瘻24例，回腸導管47例，新膀胱 7例であった．手術症

例の 5年全生存率は62.1％， 5年癌特異的生存率は79.4％であった．

病理学的予後因子について検討を加える予定である．

大和高田市立病院における膀胱癌全摘除術症例の治療成績 :堀 俊

太，吉川元清，谷 満，仲川嘉紀（大和高田市立) ［目的］当院にお

ける膀胱癌の膀胱全摘除術治療成績について臨床的検討を行った．

［対象］2005年 3月から2011年 3月までに転移を有しない膀胱癌と診

断され，膀胱全摘除術を受けた28例．［結果］手術時の平均年齢

63.5±8.9歳．男性22例，女性 6例．平均観察期間は33カ月．尿路変

向は，尿管皮膚瘻 3例，回腸導管20例，新膀胱 5例であった．手術症

例の 5年全生存率は50.4％， 5年無再発生存期間は49.4％であった．

病理学的予後因子，術前後補助療法について検討を加える予定であ

る．

膀胱全摘除術後尿道再発した膀胱癌に対し内視鏡的レーザー治療を

施行した 1例 :小池繭美，松崎香奈子，塩澤真司，中島敏彦，千葉量

人，和田 恵，赤倉功一郎（東京厚生年金） 81歳，男性．膀胱腫瘍

に対し 2009年10月に TURBt 施行，UC G2 pT2 の診断であった．浸

潤性膀胱癌に対し11月に膀胱全摘除尿管皮膚瘻造設術を施行，UC G3

＞2 pT1 の診断であった．術後 1年 8カ月目に尿道から出血を認め

た．尿道洗浄細胞診 class V あり，尿道鏡を施行．尿道盲端部に乳頭

状腫瘍を認めた． 8月12日経尿道的に腫瘍切除を行い，レーザーにて

蒸散した．（病理 ; UC，G 2≫3）現在までに明らかな再発は認めてい

ない．

当院で経験した膀胱全摘後尿道再発の検討 :亀山紘司，河田 啓，

土屋邦洋，石田健一郎，谷口光宏，高橋義人（岐阜県総合医療セ）

膀胱全摘後の尿道再発について検討した．対象は2001年 8月から2012

年 6月までに再発を認めた男性 6例，女性 0例．年齢は平均65.1歳

（50∼83歳）．再発までの平均期間は 6年 1カ月（ 1年 7カ月∼15年 8

カ月）．尿路変向の術式は皮膚瘻が 2例，回腸導管が 2例，代用膀胱

が 2例，尿道再発時の治療は経尿道的手術が 3例，尿道全摘が 3例で

あった．膀胱全摘時の病理はすべて尿路上皮癌，G3 4例，G2 2例，

尿道再発時の病理はすべて尿路上皮癌で G2 2 例，G3 2 例，low

grade 1例，high grade 1例，不明 1例であった．膀胱全摘後の尿道

再発は比較的稀であるが，その再発までの期間は非常に様々であるた

め，長期の経過観察が必要と考えられた．

当院における浸潤性膀胱癌に対する膀胱部分切除術の検討 :今泉健

太郎，稲本 宗，下山博史，清水史孝，藤田和彦（順天堂大附属静

岡） 浸潤性膀胱癌 (pT2≧) や筋層非浸潤性 high risk 膀胱癌 (G3)

では，膀胱全摘・尿路変向術を行うことが標準治療とされている．し

かし，高齢や合併症のために手術 risk が高い症例や，排尿機能・性機

能の面から膀胱温存を強く希望される症例も存在する．当該症例に対

し当院で膀胱部分切除術を施行した10例について検討した．再発率

（膀胱内および局所）は55.6％と高値であったが，癌特異死亡率は
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11.1％，生存率も現在まで77.7％と比較的良好であった．膀胱部分切

除術は制癌性の観点からは他の加療方法と比べ劣ると考えられるが，

膀胱全摘・尿路変向術の risk が高い症例や膀胱温存を強く希望される

症例においては有用であると考えられた．

当科における先行的腎移植の臨床的検討 :西川晃平，舛井 覚，西

井正彦，堀 靖英，長谷川嘉弘，神田英輝，山田泰司，有馬公伸，杉

村芳樹（三重大) ［目的］先行的腎移植 (PEKT) の有効性について

検討した．［対象と方法］2006年 7月から2011年12月までに当科にて

生体腎移植を施行した24症例を PEKT 群12例，非 PEKT 群12例に分

け，術前術後の因子について比較検討した．［結果］PEKT 群の平均

術前期間（182日），手術時 Hct（32.8％），入院期間（21日），退院時

Cre（1.27 mg/dl) は非 PEKT 群と同等であったが，best Cre までの

期間は平均 3日と PEKT 群で有意に短かった．［結論］PEKT の短期

成績は良好であり，非常に有効な方法と考えられた．

腎移植高齢レシピエントの下部尿路症状 : 竹中政史，佐々木ひと

美，城代貴仁，西野 将，引地 克，早川将平，深谷孝介，石瀬仁

司，深見直彦，丸山高広，日下 守，石川清仁，白木良一，星長清隆

（藤田保衛大） 近年，慢性腎不全患者の高齢化に伴い高齢レシピエ

ントの増加が認められ，腎移植後の下部尿路症状のコントロールが移

植患者の QOL，さらには移植腎機能の保護にとって重要な因子とな

るケースが増加している．今回，われわれは腎移植高齢レシピエント

（60歳以上）の下部尿路症状について国際前立腺症状スコア (IPSS)

と QOL スコアを用い比較・検討した．対象は60歳以上の男性腎移植

患者21名（生体腎移植 8名，献腎移植13名）であり，平均年齢は65.0

歳，平均透析期間112.5カ月，移植後平均観察期間66.2カ月であった．

IPSS スコアは平均7.38，QOL スコアは平均1.95であり，頻尿・夜間

排尿回数の項目は有意差を持って他の項目よりも高得点を示してい

た．

根治的膀胱全摘除術における手術部位感染の検討 :李 芳菁，楢橋

和真，滑川剛史，今村有佑，齋藤允孝，小林将行，小丸 淳，深沢

賢，植田 健（千葉県がんセ），石橋聖子（同看護局），前田佐知子

（同治療安全管理室），二瓶直樹，市川智彦（千葉大) ［目的］根治的

膀胱全摘除術における手術部位感染 (SSI) の危険因子について検討

した．［対象］2009年 1月∼2012年 3月に当院で根治的膀胱全摘除術

を行った67例のうち，皮膚閉創法として2009年 1月∼2010年12月の43

例はステープラーによる閉創（ステープラー群），2011年 1月∼2012

年 3月の24例は吸収糸で埋没縫合術（埋没群）を行った．［結果］両

群の比較では埋没群のほうに女性が多く，手術時間が長いが，出血量

が少なかった．SSI 発生症例は 5例認め，そのうちステープラー群で

4例（ 9％），埋没群で 1例（ 4％）認め，すべて男性であり，出血

量が多く，手術時間が長い傾向にあった．［結語］吸収糸による埋没

縫合により SSI 発生リスクの軽減の可能性が示唆された．

Uro-sepsis による DIC に対してトロンボモジュリン使用経験につ

いての検討 :赤羽伸一，高田三喜，鈴木明彦（新城市民），太田信隆

（焼津市立総合) ［背景］遺伝子組み換えトロンボモジュリン (rTM)

を UTI によるの DIC に使用し，臨床効果につき検討した．［対象と

方法］2011年 1月から2012年 3月までに UTI による敗血症にて入院

され，急性期 DIC 診断基準にて 4点以上と判断された患者12症例が

対象．rTM 投与前後での凝固系検査・DIC スコアについて比較・検

討した．症例に応じて，感染源のドレナージ・γ グロブリン製剤・他

の DIC 治療薬・血液浄化療法 (PMX/CHDF) を併用した．［結果］

rTM 投与平均期間は4.1日であった．rTM の投与にて FDP・D-ダイ

マーおよび DIC スコアは有意な改善を認めた．また投与早期から血

小板数の明らかな改善を認めたことから，rTM は UTI からの DIC

早期離脱に有用であると思われる．

当院における前立腺生検標本と全摘標本における Gleason score

(GS) の相違についての検討 : 西田晃久，川喜多繁誠，飯田剛嗣，井

上貴昭，増田朋子，大口尚基，室田卓之（関西医大附属滝井），木下

秀文，松田公志（関西医大附属枚方) ［目的］当院での前立腺癌針生

検標本と全摘標本との間で，GS に乖離が見られるか検討．［対象］

2009年 1月から2012年 6月までで前立腺生検と前立腺全摘除術を施行

した61例．［結果］Downgrade 15例（24.6％），一致28例（45.9％），

upgrade 18例（29.5％）．生検にて片側検出40例，両側21例．局在が

判明した症例中22例で対側より検出あり．22例中 7例で post (PZ），

12例で ant (TZ) に検出され，うち 9例は TZ 未採取．［考察］生検と

全摘標本での GS 一致率45.9％．全摘にて TZ 検出症例あり，定期採

取に加える必要がある．検査時に MRI 施行しており検討を加える．

PSA 監視療法可能な前立腺癌症例の前立腺全摘標本の病理学的検

討 : 井上貴博，木下秀文，杉 素彦，松田公志（関西医大附属枚方)

［目的］PSA 監視療法 (AS) の適応症例の選択基準は，多くの報告で

PSA 値 10 ng/ml 以下，Gleason score 6 以下，臨床病期 T2 以下，生検

陽性コア数 2本以下のすべての項目に当てはまる症例が適切であると

されている．本研究は，当院で施行した前立腺全摘症例のうち，術前

に AS 可能と思われた症例の全摘標本の病理学的評価をすること．

［対象］2005年 1月から2011年12月までに施行した前立腺全摘522例．

［成績・結論］術前 D’Amico リスク分類で low risk 145例，interme-

diate risk 220例，high risk 157例中，AS criteria に当てはまる症例はお

のおの81， 3， 1 例であった．全摘標本で upgrade した症例は34，

2， 1例であった．全摘病理を詳細に検討して考察を加える．

前立腺再生検で診断された前立腺癌症例の検討 :藤本 健，森澤洋

介，豊島優多，高田 聡，大山信雄，百瀬 均（星ヶ丘厚生年金)

［目的］前立腺再生検を施行し，前立腺癌と診断された症例について

臨床的検討を行った．［対象と方法］2006年 1月から2012年 4月まで

前立腺再生検として系統的24カ所生検を行い前立腺癌と診断された51

例を対象とし，癌検出率に関する因子について検討した．［結果］年

齢の平均値は71歳（56∼81歳），PSA の中央値 9.28 ng/ml (4.28∼

124.661 ng/ml），前立腺体積の中央値 31.6 ml (10.6∼77.9 ml），PSA

density の中央値 0.32 ng/ml/cc (0.09∼2.07 ng/ml/cc），PSA velocity

の中央値 1.28 ng/ml/year (−10.24∼41.11 ng/ml/year) であった．

直腸診で異常を認めた症例は29.4％，MRI で癌が疑われた症例は

58.7％であった．再生検で癌が検出されなかった症例とも比較検討を

行う．

前立腺針生検の術前尿培養の意義 : 大塚憲司，松村善昭（岡波総

合），初鹿野俊輔（埼玉国際医療セ），井上剛志（栃木県立がんセ），

田中洋造（奈良友紘会) ［目的］当院ではこれまで前立腺針生検の前

検査として尿培養をルーチンとして行ってきた．尿培養の術前検査と

しての意義を検討した．［方法］2010年 1 月∼2012年 3 月に経直腸

US ガイド下前立腺針生検を行った239例を対象とした．尿培養は，

中間尿で採取し細菌数 ＞103CFU を認めた場合を陽性とし，陽性患

者は感受性に基づき術前抗生剤を決定した．尿培養の結果と生検後の

感染，合併症の有無について評価を行った．［結果］尿培養陽性症例

は41例でその中で膿尿を認めていたのは21例であった．検査後の発熱

を認めた症例は 8例（3.3％）であったが，前立腺炎による発熱は 2

例（0.8％）で術前の尿培養と発熱後の尿培養，血液培養の結果は一

致しなかった．

岐阜県東濃地区における前立腺癌の現状―第 2報― :七浦広志，原

浩司，青木重之，山田芳彰（岐阜社保），渡邊将人，大菅昭秀，田中

利幸，桃井 守，小出卓也，大村政治，高士宗久，金井 茂（東濃前

立腺研究会) ［目的］岐阜県東濃地区において2008年と2011年の前立

腺癌新規患者において進行割合，初期治療に関する調査を多施設で施

行した．［対象と方法］対象は，経直腸的前立腺針生検を施行し前立

腺癌と診断された225例．前立腺癌診断時の患者背景や臨床病期，初

期治療を調査し，経年変化の比較検討も行った．［結果］平均年齢は

73.5歳，進行癌の割合は31％であった．［結語］今回，東濃地区にお

ける前立腺癌の現状を多施設で調査した．今後も引き続き調査を継続

することで地域における前立腺癌の集計をさらに積み重ねたい．

岐阜県西濃地区における前立腺癌地域連携パスの運用について :増

栄成泰，加藤成一，増栄孝子，宇野雅博，藤本佳則（大垣市民） が

ん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じ

た適切ながん医療を受けることができるよう，2007年にがん対策推進

基本計画が策定され，都道府県がん診療連携拠点病院，地域がん診療

連携拠点病院が定められた．病院連携・病診連携の協力体制の整備も

うたわれており，それに伴い地域連携パスも全国的な広がりを見せて

いる．岐阜県西濃地区でも当院が中心になり， 5大がんに続いて，

2011年 1月から前立腺癌の地域連携パスの運用を開始している．前立

腺癌術後フォローと内分泌治療の 2つのパスがあり，2012年 6月末ま
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でに前者が28例，後者が21例の登録があった．パスの運用状況と問題

点について報告する．

去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセルを用いた化学療法の治療

効果の検討 :福本 亮，花房隆範，福井辰成，黒田昌男（日生) ［目

的］去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセルを用いた化学療法の治

療効果について検討する．［対象］2004年11月∼2012年 7月の間にド

セタキセル療法を施行した患者13例を対象とした．［結果］年齢は

61∼80（中央値67）歳，治療開始時の PSA 値は 3.03∼1,160（中央

値 121) ng/ml あった．施行回数は 1∼23（中央値 7）回，観察期間

は 5∼38（中央値16.3）カ月であった． 5例に50％以上の PSA 低下

が認められた．10例で PSA の低下を認めた．生存期間の中央値は

21.6カ月であった．［結語］ドセタキセル療法は去勢抵抗性前立腺癌

に対して有効な治療法である．

当院における去勢抵抗性前立腺癌 (CRPC) に対する Docetaxel 療

法の検討 :寺島康浩，田中篤史，荒木英盛，山本晃之，石塚紀江，長

井辰哉（豊橋市民） 去勢抵抗性前立腺癌に対して2004年 9月から

2012年 6月まで docetaxel 療法 (weekly 6例，triweekly 30例）を施行

した36例について有効性と有害事象について検討した．年齢は58∼83

歳（中央値72歳），観察期間中央値は49カ月で PSA response は52.8％

（19/36例）にみられた．無増悪生存期間中央値は5.0カ月，生存期間

中央値は20.0カ月， 6例に30カ月以上の生存期間を認めた．発熱性好

中球減少は grade 3 が 1 例，間質性肺炎に関しては grade 2 が 2 例

あった．docetaxel 療法は長期に渡って治療を継続できる有用な治療

法であると考えられる．

生検時 PSA が 100 ng/ml 以上であった前立腺癌症例の臨床的検

討 : 小森和彦，王 聡，福田聡子，井上 均，西村健作，原 恒男

（市立池田) ［目的と方法］当科で1999∼2011年の間に前立腺癌と診

断され，生検時 PSA が 100 ng/ml 以上であった60例に対する臨床的

検討を行った．［結果］年齢は52∼95歳（中央値72.5歳），生検時

PSA は 102∼39,651 ng/ml（中央値 320 ng/ml）．Gleason sum は 6が

2例， 7が13例， 8が16例， 9が25例，10が 4例であった．臨床病期

は Bが 4例，Cが14例，D1 が 2例，D2 は40例で，初期治療として

全例に CAB が行われた．観察期間は5.5∼149.5カ月（中央値43.5カ

月）で，経過中に10例が癌死，全例が D2 症例であった．全体および

D2 症例の疾患特異的 3年生存率はそれぞれ86.5，79.0％， 5年生存

率は81.2，70.3％であった．［結論］生検時 PSA が 100 ng/ml 以上の

症例でも比較的長期に生存することが示唆された．

大阪労災病院における cT3 stage 前立腺癌における治療成績 :岡田

宜之，松下 慎，川村憲彦，氏家 剛，任 幹夫，辻畑正雄，三好

進（大阪労災) ［目的］当院における前立腺癌 cT3 stage の治療成績

について検討した．［対象］2001年 1月から2009年12月までで初診時

に前立腺癌 cT3 stage であった症例91例を対象とした．対象のうち

cT3aN0M0 は35例，cT3bN0M0 は58例であった．年齢中央値は73歳

（57∼94歳），PSA 中央値は 25.3 ng/ml (4.0∼149.9 ng/ml），観察期

間中央値は54.8カ月（1.5∼132.5カ月）であった．［結果］全症例の

疾患特異的生存率は 5年92.6％，10年82.3％であった．非増悪生存率

については cT3a/b 別，治療法別で有意差を認めた．観察期間は短

かったものの，内分泌＋放射線療法の治療成績は良好であった．

D2 前立腺癌の臨床的検討 : 山野 潤，石田貴樹，今井聡士，中野

雄造，中村一郎（神戸市立医療セ西市民) ［目的］D2 前立腺癌の臨

床的検討．［対象と方法］2000年 6月∼2012年 6月に，当院で前立腺

生検を施行され，前立腺癌と診断された534例のうち stage D2 であっ

た58例を対象とした．年齢は56∼91歳（中央値77歳），初診時 PSA は

7.9∼8,610 ng/ml（中央値 188.1 ng/ml），観察期間は 1 ∼133カ月

（中央値26カ月）であった．初期治療は MAB 療法とした．［結果］36

例（62.1％）が去勢抵抗性となり， 1， 3， 5 年 PSA 非再燃率は

72.1，39.9，31.5％であった．また，30例（51.7％）が癌死し， 1，

3， 5 年癌特異生存率は90.8，53.0，37.1％であり，nadir PSA 1.0

ng/ml 以上の症例が予後不良であった．予後不良因子についてさらな

る検討を加える予定である．

当科における限局性前立腺癌に対する密封小線源永久挿入治療の治

療成績 :近沢逸平，中井 暖，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，野島孝之（同病理

学教室），太田清隆，的場宗孝（同放射線治療学） 当科では 125I 密

封小線源永久挿入治療を2007年 3月より導入しており，治療成績を報

告する．［対象］当院で施行した150例．適応基準は初診時 PSA，臨

床病期，Gleason score (GS) をもとに作成した．［患者背景］平均年

齢は67.8歳，治療前平均 PSA 値 7.96 ng/ml，臨床病期は T1c ; 86例，

T2a-b ; 42例，T2c ; 22例，GS は 6以下 ; 88例，3＋4 ; 47例，4＋3 ;

15例であった．［結果］平均手術時間 ; 67分，平均挿入シード数 ;

64.4個，術後 PSA 値は速やかに低下し再発は認めず，IPSS，QOL ス

コアは術後 3カ月後にピークが見られた．［結語］導入し 5年を経過

したが有害な副作用は認めておらず，安全で有効な治療と考えられ

る．

前立腺ヨウ素125密封小線源療法施行後 3年間の排尿状態の検討 :

菅原 崇，前川由佳，高木大介，永井真吾，菊地美奈，加藤 卓，水

谷晃輔，清家健作，土屋朋大，山田 徹，安田 満，横井繁明，仲野

正博，出口 隆（岐阜大) ［目的］小線源療法施行後 3年間の排尿状

態について，小線源単独例と外照射併用例との間で比較検討した．

［対象と方法］2004年12月∼当院で小線源療法を施行し36カ月以上経

過した146例（単独73例，併用73例）に対し，IPSS/OABSS 質問表・

尿流量動態検査を施行して治療前から治療後36カ月までの症状の変化

を検討した．［結果］観察期間の中央値は5.4年．治療前および治療後

1， 3， 6，12，24，36カ月での平均 IPSS はそれぞれ，単独群で

6.7，17. 7，19. 0，15. 9，11. 0，9. 7，7. 6，併用群で 6. 9，13. 9，

16.2，12.6，8.5，9.2，7.3であった．併用群は単独群と比較して

IPSS/QOL score の変化量は少ない傾向を示した．OABSS の変化量に

ついては両群に有意差は見られなかった．

当院における前立腺全摘後 PSA 再発に対する救済放射線療法の検

討 :平林 淳，古澤 淳，黒松 功（名古屋セントラル) ［目的］当

院における前立腺全摘術後 PSA 再発に対する救済放射線療法の検討

を行った．［方法］術後 PSA 再発と診断し，救済放射線療法（60∼66

Gy) を施行し， 6カ月以上経過観察が可能であった17例を対象とし

た．平均年齢64.9±6.3歳，診断時 PSA は 4.1∼60 ng/ml（中央値9.4

ng/ml），再発時 PSA は，0.1∼3.69 ng/ml（中央値0.334），再発まで

の期間は 6∼40カ月（中央値16カ月）であった．［成績］17例中13例

は PSA 0.1 ng/ml 以下となった．また grade 2 以上の有害事象は認め

なかった．［結論］本治療は安全で有効性が期待できると思われた．

根治的前立腺全摘除術後の PSA 再発に対する救済放射線療法

(SRT) の治療成績 : 岡田卓也，河野有香，松本敬優，宇都宮紀明，

常森寛行，六車光英，川喜田睦司（神戸市立医療セ中央市民），小久

保雅樹（先端医療セ放射線治療） 2000年 1月∼2009年12月に，前立

腺全摘除術後の PSA 再発に対し救済放射線療法 (SRT) を施行した56

症例を検討した．初診時の PSA は中央値 16.2 ng/ml (3.8∼75.8 ng/

ml），前立腺全摘術時の病期は pT2/T3/T4 23/28/ 4例（不明 1例），

pN1 3例，SV＋ 8例であった．SRT は前立腺床に対し中央値 66 Gy

(65∼74 Gy) の照射を行い，11例で骨盤腔 (45 Gy) への照射を，11例

で内分泌療法を併用した．中央値69.4カ月（ 4∼139カ月）の観察期

間中23例（41％）に PSA 再発， 3例（ 5％）に臨床的再発を認め，

癌死を 1例，他因死を 3例に認めた．SRT 後 5年/10年時の PSA 非

再発率，全生存率，癌特異生存率は54％/41％，96％/93％，100％/

96％であった．SRT は前立腺全摘術後の再発に対し有用な追加治療

であると考えられた．

去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法の治療成績 :宇野雅

博，加藤成一，増栄孝子，増栄成泰，藤本佳則（大垣市民) ［目的］

去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法の治療効果を検討．

［対象と方法］2007年 1月から2012年 7月までにドセタキセルを投与

した37症例を対象．ドセタキセル 60 mg/m2，デキサメサゾン12.5 mg

を 3∼ 4週ごとに投与．PSA 値にて効果判定し，PSA 奏功率，無増

悪期間，全生存期間を算出した．奏功症例の背景因子として，年齢，

GS，治療前 PSA 値，初期治療からドセタキセル開始までの日数，

PSADT について t-検定を行った．［結果］年齢中央値74歳，投与前

PSA 中央値 34.4 ng/ml，平均投与回数14回，19例（51.4％）に50％

以上の PSA 値の低下を認めた．無増悪期間中央値12.5カ月，全生存

期間中央値は19カ月であった．背景因子に有意差を認めなかった．
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当院における去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法の検

討 :冨岡厚志，後藤大輔，雄谷剛士，丸山良夫（松阪中央総合) ［目

的］当院で施行した去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法に

ついて検討した．［対象と方法］対象は2006年 3月∼2012年 4月に去

勢抵抗性前立腺癌の診断でドセタキセル療法を施行した23例．ドセタ

キセル 40∼70 mg/m2 を 2∼ 4週ごとに投与した．［結果］治療開始

時 PSA は中央値 17.47 ng/ml，ドセタキセル療法施行回数は中央値 9

回，治療開始後観察期間は中央値18カ月であった．ドセタキセル開始

後15例（65％）に PSA 低下がみられ，12例（52％）は50％以上 PSA

が低下した．非再発率に関与する因子は認めなかったが，PSA 最大

低下率（50％以上）は生存期間延長を予測する因子となった．また初

期治療時 PSA とドセタキセル開始時 PSA の比が0.1以下であると生

存期間が延長する傾向がみられた．［結論］ドセタキセル療法は去勢

抵抗性前立腺癌に対して有効な治療法と考えられた．

ドセタキセル耐性去勢抵抗性前立腺癌に対するジェムザールの効

果 : 山田泰司，西井正彦，舛井 覚，堀 靖英，西川晃平，吉尾裕

子，長谷川嘉弘，神田英輝，有馬公伸，杉村芳樹（三重大) ［目的］

ドセタキセル耐性去勢抵抗性前立腺癌に対しては有効な治療がないの

が現状である．われわれはジェムザールを用いた化学療法を施行し，

その治療効果を検討した．［対象と方法］ドセタキセル耐性の11症例

を対象とし，ジェムザール 1,000 mg/m2 を day1，15に投与し，ゾレ

ドロン酸とデキサメサゾンを併用した．［結果］PSA 効果判定では

PR 1例，NC 4例，PD 6例であった．Grade 3 以上の血液毒性を 5

例に認めたが，それ以外，重篤な副作用は認めなかった．PSA 無増

悪期間は2.6カ月，癌特異的生存期間は10.5カ月であった．［結論］ド

セタキセル耐性去勢抵抗性前立腺癌に対するジェムザールを用いた化

学療法の有効性は認めなかった．

去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル・プレドニゾロン療法の

検討 :六車光英，河野有香，松本敬優，住吉崇幸，宇都宮紀明，常森

寛行，岡田卓也，清川岳彦，川喜田睦司（神戸市立医療セ中央市民）

2008年11月∼2012年 3月に去勢抵抗性前立腺癌25例に対してドセタキ

セル 60 mg/m2 を 4週ごと，プレドニゾロン 10 mg/day を day 1∼ 7

に投与した．年齢は 58∼82歳（中央値 72歳）で，18例（72％）で

PSA の低下を認め， 9例（36％）は50％以下に低下した．病勢進行

までの期間は 2 ∼18カ月（中央値 4 カ月）で，全生存率は 1 年

69.7％， 3 年21.3％であった．G3 以上の有害事象は骨髄抑制16例

（64％），上部消化管出血，化膿性脊椎炎，心不全，皮膚障害各 1例で

あった．ドセタキセル 60 mg/m2 で，過去の報告と遜色ない治療効果

が得られた．

当院における前立腺導管癌の臨床的検討 :中村健治，寺田直樹，松

田 歩，村上 薫，小林 恭，杉野善雄，山崎俊成，松井喜之，今村

正明，大久保和俊，神波大己，吉村耕治，小川 修（京都大) ［目

的］前立腺導管癌の頻度と術後 PSA 再発率の検討．［対象と方法］

2003∼2012年に前立腺全摘除術を施行した前立腺癌のうち，前立腺導

管癌あるいは導管癌成分を含む腺癌と診断された症例に関して臨床的

検討を行った．［結果］前立腺癌 494例中，前立腺導管癌を 10例

（2.0％）に認めた．平均年齢65.5±5.5歳，診断時 PSA の中央値は

7.2 (3.9∼12.6) ng/ml であった．pT2 : 4例 pT3 : 6例であり，平

均19カ月の経過観察で 4例（40％）に PSA 再発を認めた．［結語］前

立腺導管癌は稀な組織型であるが，PSA 値が低くても進行した癌が

多く，PSA 再発も来しやすい傾向を認めた．

肺癌治療中に急速な進行を認めた前立腺粘液癌の 1例 :梶尾圭介，

善本哲郎（協和会協立） 72歳，男性．2009年11月，排尿困難を主訴

に当科受診．直腸指診および PSA 検査で異常を認めず，前立腺肥大

症として治療開始．しかし，他院で治療中の肺がん治療のため一旦来

院しなくなった．2010年 6月再診，直腸指診で前立腺の急速な増大を

認めたが，MRI で陳旧性血腫と診断され，引き続き経過観察となっ

た．しかし，同年10月再度尿閉となり11月経尿道的前立腺切除術およ

び経会陰式前立腺針生検を施行．病理結果は前立腺粘液癌であった．

病理組織の検討の結果，前立腺原発粘液癌＋肺転移と考え，内分泌療

法を開始したが効果不良であった．2011年 3月化学療法開始となった

が著効認めず2012年 1月永眠された．

前立腺神経内分泌癌に集学的治療を行った 1例 :近沢逸平，中井

暖，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），佐藤勝明（同病理学），元雄良治（同腫瘍内科学） 前

立腺に発症する神経内分泌癌 (NE 癌）は稀であり，前立腺癌全体の

1∼ 2％にすぎないとされる．われわれは前立腺 NE 癌に対し 8カ月

間の集学的治療を行った 1例を経験したので報告する．患者は60歳，

男性．腰痛にて近医の整形外科を受診，胸腰椎の転移性骨腫瘍を疑わ

れ同時期に血尿および排尿時痛も認めたことから当科に紹介となる．

PSA 値は正常であったが NSE 値の上昇を認め腹部 CT にて前立腺癌

を疑った．前立腺生検施行し NE 癌，臨床病期は cT3aN0M1c，stage

D2 と診断した．ドセタキセルおよびゾレドロン酸による全身化学療

法を施行し診断から 5カ月間，コントロール良好であった．しかし，

それ以降は化学療法も無効となり診断から 8カ月後，癌死している．

右大腿骨頸部骨折を契機に発見された播種性骨髄癌腫症を伴う前立

腺癌の 1例 :前田康秀（健康会京都南），寺脇 稔（同整形外科），上

西基弘，相馬祐人，廣間文彦，山本 浩（同外科），山本良太，上田

恒平，藤本行紀，梅谷俊介，福西惠一，新谷泰久，河部 純（同内

科），中榮敏博（同病理） 68歳，男性．2012年 5月 4日転倒後に歩

行不能となり救急搬入．右大腿骨骨折にて入院．DIC と多発骨転移

を認め，PSA が 3,614 ng/ml と異常高値であった．進行性前立腺癌，

癌性 DIC と考え，ゾレドロン酸，ビカルタミドの投与開始．11日両

側精巣摘除術，右大腿骨観血手術，前立腺生検，骨髄生検を施行．病

理にて骨髄に前立腺癌の播種を認めた．MAB 療法，DIC の治療を施

行中，28日急性胆嚢炎を発症．内視鏡的ステント留置，胆嚢摘除術を

施行したが，術後出血，腎不全，血気胸を併発し，胆汁性腹膜炎によ

る敗血症性ショックにて 6月23日死亡．病理解剖を施行した．初診時

に播種性骨髄癌腫症を伴う前立腺癌は稀であり文献的考察を加え報告

する．

前立腺癌に伴う腫瘍随伴症候群により黄疸を認めた 1例 : 倉本朋

未，線崎博哉，稲垣 武（社保紀南），矢舩順也，池田督司（同内

科），田村志宣（同血液腫瘍内科） 75歳，男性．下血で近医緊急搬

送，緊急内視鏡止血術施行．黄染あり，CT で全身リンパ節の腫大を

認め悪性リンパ腫を疑い当院内科に転院．T-Bil 17 mg/dl，AST 45

IU/l，ALT 42 IU/l と肝酵素と乖離した高ビリルビン血症を認めた．

PSA 9,862 ng/ml と高値を認め前立腺生検で前立腺腺癌と診断

(cT3bN1M1）．肝腫瘍や胆管閉塞は認めず，前立腺癌による腫瘍随伴

症候群を疑いMAB を開始．治療開始 2カ月で T-Bil 12.1 mg/dl，PSA

400 ng/ml まで低下．悪性リンパ腫や腎癌を基礎疾患とした腫瘍随伴

症候群による黄疸例の報告は散見されるが前立腺癌に伴う症例は非常

に稀であり報告する．

泌尿器科領域における感染性 DIC 症例に奏効した遺伝子組換え型

トロンボモジュリン (rTM) の使用経験 : 原 浩司，七浦広志，青木

重之，山田芳彰（岐阜社保），服部毅之，桃井 守，高士宗久（地方

独立行政法人岐阜県立多治見) ［背景］rTM は抗凝固・抗炎症作用

のある DIC 治療薬として2008年より使用されている．今回，われわ

れは泌尿器科領域における感染性 DIC に rTM を使用した 4症例を報

告する．［対象・結果］基礎疾患は腎前性腎不全 1例，腎盂腎炎 2例，

敗血症 1例であった．全症例で凝固亢進による微小循環不全と臓器障

害を合併していた．投与前後の平均値は Plt : 7.4→14.0万，Cr 3.5→

0.9 mg/dl．［結語］rTM 投与によって微小循環不全の抑制による腎

前性腎不全を改善し，DIC の早期離脱が可能であった．血小板の早

期改善や臓器血流改善による尿量維持にも寄与したと考えられ，臓器

障害を伴った感染性 DIC に対して有効性が示唆された．

経会陰的ドレナージが有効であった精嚢，前立腺膿瘍の 1例 :小嶋

一平，武田宗万，中野洋二郎（公立陶生） 49歳，男性．10日前から

の発熱を放置し，当院受診．画像上肝膿瘍，精嚢，前立腺膿瘍と診

断．重度の糖尿病を認め，肺微小膿瘍，細菌性髄膜炎も合併．挿管管

理，播種性血管内凝固を合併した多発重症感染症と診断．精嚢，前立

腺膿瘍に対して経会陰的ドレナージを施行後，集学的治療により症状

の改善が得られた．前立腺，精嚢膿瘍に対して経会陰的ドレナージが

有効であり，今後の治療の選択肢の 1つと考えられた．

当院における結石性腎盂腎炎患者の臨床的検討 :後藤大輔，雄谷剛

士，冨岡厚志，丸山良夫（松阪中央総合) ［目的］当院で過去 4年間
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に加療した結石性腎盂腎炎について検討した．［対象および方法］

2008年 7月から2012年 6月までに当院で入院加療した結石性腎盂腎炎

40人の患者背景および経過について検討した．［結果］患者は男性18

人，女性22人，年齢は中央値77歳で80歳以上が18人，発症前 PS3 以

上は17人であった．他施設入所中の発症は13人にのぼった．全例に尿

管ステントまたは PNS によるドレナージを施行した．起因菌は

Escherichia coli が13人，Proteus mirabilis，Enterococcus faecalis がそれぞ

れ 4人に認められた．14人でDIC を併発しており， 1人が死亡した．

［結論］早期のドレナージにより重症患者も救命しうると考えられた．

当院における結石性腎盂腎炎の臨床的検討 :竹内信善，藤村正亮，

関田信之，三上和男（千葉県済生会習志野），西川里佳（千葉大），鈴

木啓悦（東邦大医療セ佐倉) ［目的と方法］2010年 4月から2012年 6

月までに当院で経験した結石性腎盂腎炎49例について retrospective に

検討した．［結果］平均年齢66.9（21∼95）歳，男性12例，女性37例，

PS 2 以下が36例，PS 3 以上が13例であった．在院日数は中央値10.5

日，原因は腎結石22例，尿管結石27例 (U1 : U2 : U3＝9 : 14 : 4) で

あった．起因菌は E. Coli が16例，次いで Enterococcus（ 5例），嫌気性

菌（ 4例）と続いた．ドレナージは33例（ダブル J ステント留置16

例，腎瘻造設術17例）で施行し，Urosepsis は13例認め， 6 例が PS3

以上だった．［結論］PS 不良例では重症化しやすい傾向があり，早期

のドレナージは結石性腎盂腎炎に対し有効な治療と考えられた．

エンドトキシン吸着療法 (PMX) で救命しえた尿路原性 Septic

shock の 2 例 : 市野 学，石川清仁，丸山高広，西野 将，引地

克，白木良一，星長清隆（藤田保衛大），伊藤 徹（名古屋掖済会）

症例 1は51歳，女性．発熱と背部痛を主訴に救急外来を受診．来院時

ショック状態であった．CT で右腎盂尿管移行部狭窄に伴う腎盂腎炎

と判断し，尿管ステント留置後に抗生剤 MEPM を使用した．その後

PMX を開始し，血圧は安定した．腎盂尿培養は大腸菌を検出．DIC

の状態であったがその後改善し，14病日に退院した．症例 2は55歳，

女性．敗血症性ショックのため他院より紹介．CT で左下部尿管結石

(3×3 mm) に伴う腎盂腎炎と診断した．尿管ステント留置後に抗生

剤 MEPM を使用し，PMX を開始し血圧は安定したが，呼吸状態は

悪く，レスピレーター管理になった．腎盂尿培養は肺炎桿菌を検出．

8日後にレスピレーターから離脱．33病日に退院した．

虫垂を利用した尿管皮膚瘻の 1例 : 羽場知己，秋山さや香，小池

宏（独立行政法人労働者健康福祉機構新潟労災），森井章裕（富山

大） 症例は，81歳，男性．肉眼的血尿を主訴に当科を紹介受診とな

り，全身評価の後膀胱全摘術予定となった．術前より進行が早く，術

直前には両側の水腎症を来たしていた．術中所見で切除不能と判断

し，腎機能温存の目的にて，尿路の再建を行うこととしたが，十分な

右側尿管を確保する事ができなかったために，尿管と虫垂を吻合し，

虫垂を導管とした皮膚瘻を作成した．Mitrofanoff priniciple など虫垂を

利用した尿路再建で良好な成績の報告もなされている．今回，われわ

れは，虫垂を用いて尿管長の延長を図った尿管皮膚瘻 1例を経験した

ので，若干の文献的考察を加えてこれを報告する．

単腎例に対する豊田法によるチューブレス尿管皮膚瘻術の治療成

績 : 山田裕二，鈴木光太郎，桃園宏之，近藤 有，楠田雄司，濱見

學（兵庫県立尼崎），山道 深（兵庫県立塚口) ［目的］単腎例に対

する豊田法による尿管皮膚瘻術の成績を検討した．［対象］当科にて

浸潤性膀胱癌の診断で膀胱全摘，尿管皮膚瘻造設術を施行した単腎例

12例（男性11例，女性 1例）を対象とした．［結果］年齢中央値は68

歳（40∼82歳），経過観察期間中央値は20.9カ月（10.6∼54.7カ月）

であった． 2例は片側腎摘の既往があり，10例は膀胱全摘術と同時に

片側腎尿管全摘が施行された．尿管皮膚瘻は，左側 7例，右側 5例

で，12例中 9例（75％）がチューブレスとなった．合併症は腎盂腎炎

を 4例，傍ストーマヘルニアを 1例に認めた．［結論］豊田法による

尿管皮膚瘻術は単腎例における有用な尿路変向術の 1つであるが，さ

らに長期成績の検討が必要である．

尿管ステント留置に伴う合併症についての検討 :石田 亮，小林弘

明，山内裕士，吉田真理，錦見俊徳，横井圭介（名古屋第二赤十字）

尿管ステント留置は，時に有熱性の尿路感染などの合併症に遭遇する

が，その頻度や成因は，あまり検討されていない．今回2010年 6月か

ら2012年 6月までの 2年間に行った処置について臨床的に検討した．

尿管ステント留置手技は延べ305回行われ，初回の症例数は98例で

あった．女性48例，男性50例，平均年齢64歳であった．挿入契機は悪

性腫瘍による尿路閉塞が45症例，尿路結石に関連したものが36例，そ

の他尿管狭窄などによるものが17例であった．305回の手技の内，16

回で挿入不可能，尿管内迷入 2例，結石形成 8例，尿路感染症13例

と，処置後の合併症を認めた．結果より，頻度は少ないものの，患者

の QOL を下げる可能性について十分な説明が必要である．

放射線治療後の出血性膀胱炎に対する高気圧酸素療法の経験 :西川

全海，新井 豊（草津総合） 骨盤内放射線治療の合併症である放射

線性出血性膀胱炎に対する治療は，高気圧酸素療法が有効性の高い治

療とされているが，治療施設が限られているのが現状である．滋賀県

で初めて高気圧酸素治療が可能となった当院において， 3例が治療を

終了し， 4例目が現在治療中である．患者年齢分布は62∼91歳（平均

75歳），いずれも放射線治療の原疾患は子宮癌であり，他院で治療を

受けられた後の紹介受診であった．問題となる副作用や合併症は認め

ていない．現在治療中の 4例目を含めた臨床的経過，今後の課題など

を，文献的考察を加えて報告する．

IgG4 関連硬化性疾患による後腹膜線維症の 1例 : 中井 靖，松本

吉弘，影林頼明，三馬省二（奈良県立奈良），吉本宗平，丸山直樹

（同内科) ［症例］70歳代，男性．［現病歴］スクリーニング検査で

PSA が 4.4 ng/ml と高値のため，当科紹介．［経過］前立腺針生検を

施行し，癌なしと診断され，PSA による経過観察となった． 4カ月

後健康診断の超音波検査で左水腎症を指摘され，再度紹介．造影

CT，MRI により大動脈炎症候群や IgG4 関連硬化性疾患による後腹

膜線維症が疑われた．IgG4 が 918 mg/dl と高値であり，当院内科へ

紹介した．前立腺針生検の標本を IgG4 染色すると，IgG4 陽性を示

し，IgG4 関連硬化性疾患による後腹膜線維症と診断した．ステロイ

ド治療で，治療 5カ月後の MRI で水腎症の改善が認められた．［結

語］前立腺生検標本で確認された，IgG4 関連硬化性疾患による後腹

膜線維症の 1例を経験した．

陰茎癌49例の臨床的検討 : 加藤 卓，仲野正博，出口 隆（岐阜

大），豊田将平，高木公暁，堀江憲吾，中根慶太，加藤成一，後藤高

広，長谷行洋，林 秀治，伊藤康久（岐阜陰茎癌研究グループ) ［目

的と方法］陰茎癌は本邦においては人口10万人あたり0.4∼0.5人と稀

な疾患であり，まとまった報告は少ない．岐阜大学および関連12施設

において，1994年 7月∼2012年 3月に経験した原発性陰茎癌49例を対

象に患者背景，治療法，予後について検討した．［結果］年齢は平均

71歳（23∼88歳）で平均観察期間は31.2カ月（2.5∼173.1カ月）で

あった．診断時28例にリンパ節腫脹を認めたが，実際にリンパ節転移

陽性例は16例であった．単変量解析の結果 T2 以上の症例，N1 以上

の症例，stage 2 以上の症例は有意に癌特異生存率が低かった (p＜

0.05）．多変量解析の結果リンパ節転移は独立した予後規定因子で

あった (p＜0.05）．

原発性副甲状腺機能亢進症手術症例の検討 :井上 聡，佐野優太，

坂元史稔，石田昇平，小松智徳，木村 亨，辻 克和，絹川常郎（社

保中京) ［目的］当科で施行した原発性副甲状腺機能亢進症の臨床的

検討を行った．［方法］2003年より当科において手術を行った原発性

副甲状腺機能亢進症は 9例であった．性別は男性 4例，女性 5例，平

均年齢は62.1歳（27∼78歳）であった．臨床病型は生化学型が 5例，

腎型が 2 例，骨型が 2 例であった．術前の血清 Ca 値は平均 13.2

mg/dl (11.0∼16.9 mg/dl），intact PTH 値は平均 312 pg/ml (113∼585

pg/ml) であった．術前検査で超音波検査，MIBG シンチグラフィ，

頸部 CT を施行した．［結果］術後血清 Ca 値ならびに intact PTH の

改善を認めた．観察期間内で再発例を認めていない．

限局性尿道アミロイドーシスの 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） 36歳，男性．排尿困難，尿

線分裂を主訴に2011年 6月に近医を受診．前部尿道に腫瘍を認め，生

検を施行．アミロイドーシスが疑われ，当院を紹介受診．同年10月に

経尿道的尿道腫瘍切除術を施行．外尿道口より約 4 cm 中枢側に粗造

な腫瘤を認め，可及的に切除．病理組織学的検査では粘膜下に DFS

染色陽性の沈着物を認め，血清蛋白分画，尿中 BJ 蛋白，胃・直腸生

検はいずれも陰性であったことから限局性尿道アミロイドーシスと診

断した．術後の尿道鏡で腫瘍の残存を認め，DMSO の ODT 療法を
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開始．2012年 3月の尿道鏡では腫瘍の縮小を認めた．限局性尿道アミ

ロイドーシスに対して DMSO の ODT 療法が有効であった 1例を経

験したので，文献的考察を加えて報告する．

非尿路系悪性腫瘍による尿管狭窄に対して尿管ステントを挿入した

症例の検討 :天野裕之，杉山和隆，津坂恭央，森本裕彦，太田信隆

（焼津市立総合) ［目的］悪性腫瘍の進行から尿路の通過障害を呈し，

他科より依頼を受け尿管ステントを挿入した症例についてまとめた．

［方法］2009年 7月より2012年 6月までの 3年間に他科より依頼を受

けて尿管ステントを挿入した症例について retrospective に検討した．

［成績］症例は40症例，男女比は 5対35だった．原因疾患は子宮頸癌

が14例で，次いで卵巣癌，子宮体癌であった．交換回数は 0回が26例

で，その内14例が術後抜去できている．交換頻度は 3∼ 4カ月に 1回

が多かった． 2例のみその後腎瘻造設に移行している．予後は40例中

10例が死亡している．［結論］悪性腫瘍に対しての化学療法の進歩に

伴って治療後に尿管ステントを抜去できる症例は増えてきている．

腎盂粘膜下血腫 (Antopol-Goldman lesion) を伴った尿管癌の 1

例 :和田晃典，長谷行洋，沖中勇輝（彦根市立） 79歳，男性．2009

年より間欠的肉眼的血尿．TURP，膀胱生検を施行も明らかな悪性所

見を認めず．2011年 3月膀胱鏡検査にて前立腺部尿道に腫瘍および左

尿管口からの血尿，CT にて左腎盂腫瘍を疑う所見を認めた．RP で

は陰影欠損は認めなかったが，細胞診では TCC 疑い．2012年 1月よ

り食欲不振・腰痛出現し， 2月 CT にて腎盂内血腫，尿管周囲組織へ

の浸潤，尿溢流を疑う所見あり．貧血の急激な進行を認め，腎盂腫瘍

による腎盂破裂を疑い，腎尿管全摘術を施行．病理検査の結果は腎盂

粘膜下血腫を伴った尿管癌であった．腎盂粘膜下血腫 (Antopol-

Goldman lesion) について若干の文献的考察を加えて報告する．

根治術を施行することができた同時性 4重複癌の 1例 :小林知広，

米田幸生，吉村力勇（大阪鉄道），清水啓二，赤見敏和，下出賀運

（同外科），高 起良（同血液内科），石田英和（同病理），松山昌秀

（京都府医大移植外科） 症例は77歳，男性．2011年 6月貧血・便潜

血陽性のため当院消化器内科受診し，下部内視鏡検査で横行結腸に腫

瘤を認め，MALT リンパ腫 (stage 4) と診断された．当院血液内科に

て R-CHOP 療法を 6 クール後完全寛解となったが，その後のフォ

ローアップ検査にて，胃癌，大腸癌，右腎癌を認めたため2012年 3月

根治的切除術を施行した．各種癌はいずれも早期癌で病理学的に断端

陰性であった．術後に PET-CT を施行したが異常集積は認めず根治

術を施行しえたものと考えた．MALT リンパ腫，胃，大腸，腎臓に

発生した 4重複癌の 1例を経験したので，若干の文献的考察を加え報

告する．
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去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法の検討 :滑川剛史，

李 芳菁，今村有佑，齋藤允孝，小林将行，小丸 淳，深沢 賢，植

田 健（千葉県がんセ）， 市川智彦（千葉大) ［目的］当センター

における去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法の臨床的検討

を行った．［方法］2007年 7月から2012年 3月までに去勢抵抗性前立

腺癌と診断し，デキサメタゾン併用ドセタキセル療法を施行した82例

を対象とした．無増悪生存期間，全生存期間を算出するとともに，全

生存期間を予測する因子の検索を行った．［結果］年齢は68± 6歳，

治療前 PSA は中央値 163 ng/ml，無増悪生存期間は8.7カ月，全生存

期間は21.1カ月であった．PSA 低下率は56.2％，PSA 奏効率は

65.4％であった．ドセタキセル療法による PSA 低下率＜30％であれ

ば有意に生存期間が低下した．［結論］治療後 PSA 低下率は生存期間

に影響する可能性が示唆された．

去勢抵抗性前立腺癌に対する長期生存を目指した治療法の開発 :上

田公介，前田二美子（はちや整形外科名古屋前立腺セ），伊藤靖彦

（聖霊) ［対象］2004年 4月から2012年 6月までに当科で治療を行っ

た去勢抵抗性前立腺癌10症例である．治療時 stage はいずれもD2 で，

Gleason score は 7∼9，PSA は 4∼2,000 であった．治療方法は抗癌剤

として CDDP 5∼10 mg，あるいはタキソテール 2.5∼5 mg をハイ

パーサーミア30分前に投与開始し，ハイパーサーミア中から終了時

（約 1時間）にかけて投与した．ハイパーサーミアには 8 MHz-RF を

使用し，骨盤部を中心に 500∼1,000 watts で加温した．［結果と考察］

PSA による評価は，CR 4例，PR 2例，NC が 4例であった．生存

期間は 1年 2カ月∼ 8年 2カ月であった（中央値 4年 5カ月）．副作

用は軽微なものであり，長期生存が期待できる治療法であった．

当科での高齢 CRPC 患者における SIOG 推奨案の遵守に関する評

価 : 上野彰久，沖原宏治，鴨井和実，三木恒治（京都府立医大），高

羽夏樹，米田公彦（南丹），南口尚紀（古賀総合），大嶺卓司（京都き

づ川），伊藤吉三（京都第二赤十字) ［目的］当科での高齢 CRPC 患

者における SIOG（国際老年腫瘍学会）推奨案の遵守率を評価した．

［方法］主治医判断に基づいた投与量・間隔でドセタキセル治療を

行った20例の高齢（75歳以上）CRPC 患者をレトロスペクティブに

SIOG 推奨案に従いカテゴリー分類を行った．［結果］年齢75∼88

（中央値77）歳，CISR-G : grade 3 は 1例で 1個のみ，全例で ADL 障

害を認めなかった．また全例で10％以上の体重減少を認めなかった．

以上より全例が，標準治療が推奨される SIOG カテゴリー分類の

group 1 (healthy) または 2 (vulnerable) に分類された．［結論］今回の

検討から，SIOG 推奨案によれば高齢者においてもドセタキセル投与

量は標準用量が推奨されることが示唆された．

当院における去勢抵抗性前立腺癌に対する治療効果と予後の検討 :

小村和正，光野絢子，南 幸一郎，上原博史，高原 健，能見勇人，

稲元輝生，右梅貴信，東 治人（大阪医大） 前立腺癌のホルモン治

療に対する感受性は，hormon-naive，androgen-independent hormone-

sensitive，androgen-independent hormone-insensitive の病態に分類され

る．今回われわれは，病理組織学的，画像診断にて stage C 以上の前

立腺癌と診断され，bicalutamide (BCL) を用いた MAB 療法を施行さ

れた症例のうち，去勢抵抗性を獲得し flutamide (FLT) によるアンチ

アンドロゲン交替療法を施行した去勢抵抗性前立腺癌 (castration-

resistant prostate cancer : CRPC) 44例についてに対する治療効果と予後

の検討を行った．

限局性前立腺癌に対する強度変調放射線照射 (IMRT) 632例の経

験 : 石原 哲，亀井信吾，豊田将平（木沢記念），仲野正博，出口

隆（岐阜大) ［目的］木沢記念病院で前立腺癌に対する IMRT を実

施した T1c-2N0M0 632例の臨床経過を報告する．［対象］年齢 49∼

84歳，診断時 PSA 3.61∼133，病期 T1c : T2a/b : T2c＝304 : 240 :

88，Gleason score ≦6 : 7 :≧8＝219 : 263 : 146，D’Amico 分類 L :

I : H＝149 : 248 : 230．照射線量は 74 : 76 : 78 (Gy)＝358 : 97 : 148，

ホルモン療法の併用は照射前 : 後＝290 : 149（例）であった．［成績］

当院で 1 年以上経過を観察している377例での全・癌特異・Phoenix

定義による PSA-free の各 5 年生存率は93.7，98.6，86.5（％）で

あった．晩期合併症として12.6％に直腸出血が見られ，内視鏡止血術

が0.8％で行われた．［結論］IMRT は限局性前立腺癌に対して安全

で優れた治療法と考えられた．

前立腺癌に対する内分泌療法併用三次元原体照射 (3D-CRT) の治

療成績 :今村有佑，滑川剛史，李 芳菁，齋藤允孝，小林将行，小丸

淳，深沢 賢，植田 健（千葉県がんセ），今葷倍敏行，荒木 仁，

酒井光弘，幡野和男（同放射線治療），二瓶直樹，市川智彦（千葉大)

［目的］前立腺癌に対する内分泌療法併用三次元原体照射 (3D-CRT)

の治療成績について検討した．［方法］2004年 5月から2012年 4月ま

で前立腺癌に対し 3D-CRT 施行した78例を対象とし，照射総線量 72

Gy，内分泌療法治療期間，観察期間，治療前 PSA 値中央値はそれぞ

れ3.9，43.3カ月，9.36 ng/ml であった．［成績］急性期有害事象は，

G1 頻尿が42例で最も多かったが照射後に軽減した．晩期有害事象は

45例に認め，G3 血尿 1例，G3 尿線狭小 1例以外は重篤ではなかっ

た．PSA 再発は 8例認め，生化学的非再発率は 5年86.3％，全生存

率は 5年93％であった．［結論］内分泌療法併用 3D-CRT は重篤な有

害事象が少なく，良好な治療成績であると思われた．

局所前立腺癌に対する外照射併用高線量率組織内照射後の QOL に

関する検討 :吉川和朗，楠本浩貴，西澤 哲，浦 邦委，児玉芳季，

康 根浩，松村永秀，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大) ［目的］

局所前立腺癌に対する放射線療法後の QOL を縦断的に評価する．

［方法］2007年 6月∼2012年 3月の間に，臨床局所前立腺癌と診断し，

外照射併用高線量率組織内照射を施行した169症例（放射線単独101

例，内分泌併用68例）を対象とし，QOL に関して SF-8 質問票，

IIEF-5 および EPIC 日本語版を使用し，治療前および治療後 3， 6カ

月， 1， 2年にアンケート形式で調査した．［結果］身体的健康につ
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いては治療前後に変化はみられなかったが，精神的健康は治療後に有

意な改善がみられた．性機能は治療前から低下がみられ，治療後さら

に低下した．排尿機能は治療後に改善がみられたが，排便機能および

ホルモン機能は変化がみられなかった．

限局性前立腺癌に対する高密度焦点式超音波治療法の成績と治療直

後に観察される急峻な PSA 上昇の関係 :稲元輝生，小村和正，上原

博史，増田 裕，東 治人（大阪医大），和辻利和（枚方市民） 治

療直後の急峻な PSA 上昇度の定義には PSA バウンスを利用した．

PSA 値，T stage，リスクグループ，年齢，Gleason score，PSA nadir，

HIFU セッション回数などを合わせて検討した．急峻な PSA 上昇は

53％の患者で観察され median follow-up は43カ月であった．PSA nadir

は85.1％の患者で 3カ月以内に達成された．全患者で急峻な PSA 上

昇は HIFU 後の 2 日以内に観察された．上昇度の median は 23.69

ng/ml であった．2 ng/ml より大きい上昇は89.4％で観察された．多

変量解析の結果として急峻な PSA 上昇と HIFU セッション回数が生

化学再発と関わる因子と判明した．さらに低リスクと中等度リスクの

患者で急峻な PSA 上昇が生化学再発と有意に相関することが判明し

た．

前立腺癌骨転移に対する局所放射線照射後の PSA の推移について

の検討 :辰巳佳弘，穴井 智，飯田孝太，大西健太，橋村正哉，桑田

正臣，田中宣道，藤本清秀（奈良県立医大) ［目的］骨転移を有する

前立腺癌に対し，疼痛緩和目的で局所放射線照射を施行した症例にお

ける，照射後 PSA の推移について検討を行った．［対象］2007年 8月

から2012年 4月までに局所放射線照射を行った18例のうち，追跡可能

であった12例について，照射後 3カ月の PSA 変化を評価した．［結

果］ 7例（58.3％）で PSA は低下し， 5例（41.7％）で PSA 上昇を

認めた．また全例において局所の疼痛の緩和を得られた．［考察］前

立腺癌の骨転移に対する放射線照射が，疼痛緩和のみならず PSA コ

ントロールにも有用であることが示唆された．

前立腺癌骨転移に対するストロンチウム89の使用タイミング :永田

大介，池上要介（名古屋市立東部医療セ），安藤亮介，秋田英俊，中

根明宏，小林隆弘，岡村武彦（安城更生），恵谷俊紀，内木 拓，河

合憲康，戸澤啓一，郡 健二郎（名古屋市大) ［目的］骨転移疼痛治

療薬ストロンチウム89 (Sr89) の投与タイミングにつき検討した．［対

象］2009年 1月より2012年 3月までに前立腺癌骨転移の疼痛緩和目的

に Sr89 を使用した16例．投与 3カ月後の疼痛の変化，副作用および

生存期間を評価した．［結果］15例に疼痛軽減を認め，そのうち鎮痛

剤の維持または軽減ができたのは 6例（40％）．Grade 3 の貧血を 3

例（12.5％）に認めた．投与後の生存期間は平均7.2カ月（ 1∼21カ

月），投与時期はオピオイド鎮痛剤でのコントロールが不十分となっ

た晩期であった．［考察］Sr89 投与はオピオイドでのコントロールが

できなくなってからの最終の時期ではなく，時期を逸することなく早

期の使用開始がよいと考えられた．

滋賀県内の診療所における男性尿道炎（淋菌性，クラミジア性）の

診療実態調査 : 山下寛人，影山 進，荒木勇雄，藤原 遼，馬塲雅

人，富田圭司，水流輝彦，花田英紀，吉田哲也，成田充弘，岡本圭

生，岡田裕作（滋賀医大） 滋賀県内の診療所における男性尿道炎

（淋菌性，クラミジア性）の診療実態を明らかにする目的でアンケー

ト調査を実施した．371施設中185施設（50％）から回答があり，その

主たる専門科の内訳は内科67％，外科 8％，皮膚科 5％，泌尿器科は

5％であった．非泌尿器科診療所においても，その20％では男性尿道

炎が診療対象とされていた．しかしながら，初期検査法，第一選択

薬，治癒判定方法および性感染症ガイドラインの認知度において非泌

尿器科と泌尿器科では大きな隔たりが認められた．男性尿道炎の地域

診療においては非泌尿器科診療所の役割も大きい現状が明らかとな

り，一般医家への性感染症診療についての啓蒙が重要と考えられた．

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) ［諸言］

前立腺生検後に発症した急性前立腺炎について検討した．［対象と方

法］当院で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（ゾシン 4.5 g) を生検前および生検後 6時間に点滴静

注し，経直腸的に 8カ所生検とした．［結果］平均年齢は61.9歳，発

症までの期間は 5 時間∼15日．起因菌は大腸菌 5 例，ESBL 産生

Klebsiella 1例，E. faecalis 1例，起因菌同定できず 1例で，すべてゾ

シン感受性株であった．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．［結論］本レジメによる前

立腺生検後の急性前立腺炎の頻度は2.4％であった．

当院における尿路分離 ESBL 産生 E. coli の現況 : 松井 隆，野瀬

隆一郎（神戸赤十字），守殿貞夫（西宮敬愛会) ［目的］尿路分離

ESBL 産生 E. coli の現況を把握し，今後の感染対策の指標とする．

［対象と方法］神戸赤十字病院および兵庫県災害医療センター

(HEMC) における2006年から2011年までの尿路分離 ESBL 産生 E. coli

について集計し，臨床的調査を行った．［結果］全尿路分離株は2,981

株，E. coli は984株，うち ESBL 産生 E. coli は133株で，年ごとに増加

していた．入院100株，外来33株，検体は自然排尿45株，留置カテー

テル尿51株，排尿カテーテル尿30株，その他5株，診療科は泌尿器科

31株，HEMC 21株，消化器科15株，呼吸器科14株の順であった．［考

察］これまでアウトブレイクおよび致死的な感染症は経験しなかった

が，今後も注意深い観察が必要と考える．

尿路感染症による DIC に対する遺伝子組換えトロンボモジュリン

(rTM) の臨床効果 :重原一慶，岩本大旭，町岡一顕，中嶋孝夫，島

村正喜（石川県立中央) ［目的］尿路感染症による DIC に対する

rTM の臨床効果について検討した．［対象と方法］2010年 7月∼2012

年 4月の間に，急性期 DIC 診断基準に基づき DIC を疑って rTM を

使用した10例を対象とした．［結果］男性 3名，女性 7名，平均年齢

75.9歳．抗菌薬投与に併用して rTM を 1日あたり12,800∼25,600単

位，平均5.3日間投与した．血小板（/μl) は，投与前6.4に対して平

均3.2日で10.8，平均6.7日で19.6と有意に改善した．FDP 値（μg/

ml) は，平均4.0日で平均47.3から4.6へ有意に改善し，PT 比は平均

3.6日で1.31から1.18へ改善した．治療上問題となる副作用や有害事

象の発現は認めなかった．［結論］尿路感染症による DIC に対する

rTM の有用性が期待された．

尿管閉塞部位による尿管ステント挿入の有用性の検討 :秋武正和，

原野正彦，平田 晃，尾畑紘史（九州厚生年金) ［目的］尿管ステン

トの閉塞部位における有用性についての検討．［対象と方法］2007年

1月から2011年12月までに当科で行った尿管ステント留置349例のう

ち新規で留置した162名．年齢は67歳（中央値），男性59名，女性103

名．尿路結石が44例，婦人科疾患が38例，外科疾患が33例．閉塞部位

は U1 67例，U2 23例，U3 71例．尿管ステント留置前，留置後 1週間

での血清 Cr 値の推移を検討した．［結果］U3 閉塞症例の 1週間での

Cr（中央値）の留置前 Cr（中央値）と比較した低下率は58％．U1，

U2 は18，35％であった．

Nerve Integrity Monitor (NIM) システム使用下 PTx 後に気道浮腫

を生じた 1例 :香山侑弘，長沼俊秀，壁井和也，武本佳昭，仲谷達也

（大阪市大），大年太陽（明治橋），立花大和（石切生喜） 症例は61

歳，女性．副甲状腺全摘術のため当院当科紹介となった．2011年 8

月，NIM 使用下に PTx 施行，術中反回神経，迷走神経のモニタリン

グでは異常を認めなかった．抜管後呼吸苦認め，狭窄音聴取したた

め，気管ファイバーにて観察したところ，気道粘膜全体に浮腫を認め

たため緊急気管切開を行ったが，経過良好にて術後第13病日退院と

なった．NIM 専用挿管チューブは電極などの附属物が多いため挿管

がスムーズにできない場合があり，本症例も挿管時に時間を要した症

例であった．今後，このようなケースにおいてはアンダーサイズの挿

管チューブを使用するなどの工夫を要すると考えられた．

重症心不全血液透析患者に CAPD を導入した 1例 :南 彰紀，長

沼俊秀，前田 覚，武本佳昭，仲谷達也（大阪市大) ［症例］80歳，

男性．50歳頃より糖尿病を指摘され外来フォローされていた．2008年

2月に血液透析導入，2011年12月頃より DOA 出現，全身倦怠感強

く，低血圧により透析困難症となったため当院循環器に精査加療のた

め入院となった．血液透析では退院が困難で本人が自宅治療を強く望

んだため，シャント閉鎖を施行し CAPD を導入した．CAPD 導入後，

経過は良好で 3週間後には退院となった．CAPD 導入後，ADL は改

善，血液データー上心機能障害のマーカーは hANP 1,150，BNP

3,953 (pg/ml) が，導入後 4カ月現在 hANP 154，BNP 1,023 (pg/ml)

と著明に改善している．HD 患者の重症心不全に対する CAPD への
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コンバートが奏効した 1症例と考えられた．

当院における糖尿病性腎症に対する腎移植成績について :加藤大

悟，山中和明，角田洋一，蔦原宏一，奥見雅由，矢澤浩治，野々村祝

夫（大阪大），高原史郎（同先端移植基盤医療学) ［目的］本邦にお

ける糖尿病性腎症に対する腎移植の成績について報告は少ない．今回

われわれは当院における糖尿病性腎症に対する腎移植後の成績につい

て検討した．［対象および方法］CNI が導入された1983年∼本年 1月

まで腎移植を施行した568例．糖尿病性腎症を原疾患とする43例

(DM 群）とその他525例 (non-DM 群）を比較検討した．［結果およ

び結語］平均年齢，性別，TAC の使用率などで有意差を認めた． 1，

3， 5 年生存率は，non-DM 群で98.6，95.7，94.3％，DM 群では

97.5，97.5，97.5％ (P＝0.749）．また 1， 3， 5年移植腎生着率は，

non-DM 群で93.5，87.9，83.3％，DM 群では97.3，94.3，89.3％

(P＝0.476）と糖尿病性腎症に対する腎移植後の成績は良好であっ

た．

当院にて経験した抗体陽性腎移植症例についての検討 :小川悟史，

石村武志，竹田 雅，三宅秀明，田中一志，藤澤正人（神戸大) ［目

的および方法］過去に当院にて経験した抗体陽性腎移植症例 7例につ

いて検討した．組織適合検査は LCT および FCXM を施行し，いず

れかが陽性の場合のみ PRA 検査を追加した．さらに陽性であった場

合に DSA 有無検索を追加した．術前脱感作療法は，脾摘またはリツ

キシマブ投与と血漿交換を施行した．手術直前に再度組織適合検査を

行って，陰性化した症例のみ手術を施行した．［結果］ 4 例で DSA

陽性， 3例は non HLA 抗体と推定された．AMR は術後 2例に発症

し，術後29.3カ月の観察期間で全例生着している．［結論］比較的短

期の成績ではあるが，抗体陽性腎移植を脱感作療法下に施行できた．

新しい VAIVT ディバイス Mustang の使用経験 :壁井和也，長沼俊

秀，前田 覚，武本佳昭，仲谷達也（大阪市大） 今年 2月より新し

い VAIVT ディバイス ｢Mustang｣ が登場し使用可能になった．今回，

この Mustang の使用経験を報告する．症例 1 : 67歳，女性．AVG 症

例．閉塞症例，狭窄部位をコンクエストが通過せず，Mustang に変更

した結果通過し，28気圧で完全拡張をえることができた．症例 2 : 80

歳，女性．AVF 症例．血流不足にて PTA 施行．標準型ノンコンプラ

イアントバルーンである Lumefa Blitz を使用20気圧で完全拡張が得ら

れず，Mustang に変更，30気圧でバルーンのくびれは消失し完全拡張

できた．現在までに25症例に使用しているが従来のディバイスと遜色

なく使用できている．［考察］実際に使用してみて Mustang は非常に

汎用性の高い VAIVT ディバイスであると考えられた．

聖路加国際病院での生体腎移植の初期成績 :岩渕敏久，藤崎章子，

松下一仁，新保正貴，遠藤文康，服部一紀，鳶巣賢一，村石 修（聖

路加国際），長浜正彦， 小松康宏（同腎臓内科），木村貴明，佐久間

康成，八木澤 隆（自治医大腎臓セ外科），安士正裕（獨協医大） 当

院では2011年 6月より生体腎移植を開始した．当院の特徴は腎臓内科

による管理を主軸とし泌尿器科は手術を中心に行う米国方式であり，

短期入院を目標に 1例目よりクリニカルパスを導入，免疫抑制剤は

Tac＋MMF＋MP＋BLX (＋RIT ABO 不適合症例），手術前日に入院，

術後 9日目退院を基本に移植を開始した．2011年 6月から2012年 7月

までに施行した生体腎移植 8 例 (ABO 不適合症例 1 例，preemptive

症例 5例）の短期成績を報告する．術後平均10.75日で退院． 1例で

術直後に移植腎の皮膜下血腫を認め再手術を要した．2012年 7月の時

点での平均 sCr は 1.12 mg/dl．退院後にプロトコル生検目的以外の入

院はなく全例経過良好である．安全に比較的短い在院日数を達成でき

た．

腎移植後早期の BK ウイルス腎症スクリーニングにおける Decoy

cell 検出の意義 :町田裕一，桑原伸介，内田潤次，壁井和也，香山侑

弘，南 彰紀，岩本勝来，長沼俊秀，仲谷達也（大阪市大），岩井友

明（八尾市立），熊田憲彦（市立吹田市民） BK ウイルス (BKV)

が BKV 腎症を引き起こし，移植腎に重篤な機能障害をもらたす可能

性があることが明らかとなっている．今回われわれは尿細胞診による

decoy cell の検出により，BKV 腎症の早期スクリーニングが可能かを

検討した．2009年 3月以降に当施設で施行した腎移植症例63例に対

し， 1∼ 4カ月ごとに尿細胞診を施行し，decoy cell を認めた症例に

BKV-PCR を施行．その後も持続的に decoy cell 陽性を認めた症例や，

Cr 上昇を認めた症例に対し，再度 BKV-PCR を施行した．腎移植後

1年以内に decoy cell 陽性を認めた症例は20例（31.7％）であり，経

過中 3例（4.7％）が BKV 腎症と診断し，graft loss に至ることなく

生着中である．文献的考察も含めて報告する．

口腔内 PTLD の 1例 :永田仁夫，石井保夫，谷島崇史，鈴木孝尚，

甲斐文丈，杉山貴之，大塚篤史，高山達也，古瀬 洋，麦谷荘一，大

園誠一郎（浜松医大），入澤真衣（同歯科口腔外科） 症例は40歳台，

男性．移植後 3年，難治性の歯肉炎に対し生検を施行したところ，

post transplantation lymphoproliferative disorder (PTLD) と診断．免疫抑

制剤は MPL 4 mg，FK 3 mg，MMF 1,250 mg/day．PET-CT にて他部

位に明らかな集積を認めず．MMF を 500 mg/day に減量したところ

歯肉炎は改善，再生検で悪性像を認めず． 1年後も歯肉炎の増悪，お

よび PET-CT での異常集積を認めず．腎機能も安定している．口腔

粘膜の異常から PTLD が診断されることは比較的稀である．

当院における fTUL の治療成績 :加藤義晴，小林郁生，梶川圭史，

西川源也，吉澤孝彦，全並賢二，中村小源太，住友 誠（愛知医大），

飛梅 基（旭労災），三井健司（常滑市民），渡邊将人（坂下) ［目

的］腎尿管結石症に対して fTUL を導入し，その治療成績について検

討を行った．［対象と方法］2009年 4月から2012年 3月までに fTUL

を施行した165症例を対象とした．HoYAG Laser および 7.5 Fr 軟性尿

管鏡 (Olympus○R URF type P5) を使用．患者背景・手術時間・成功

率・追加治療の有無・合併症などを検討した．［結果］手術時間は

22∼153分，術後尿管カテーテルは全例で留置した．成功率は89.5％

であった．術後尿路感染症を 8例に認めたが，抗生剤の投与で改善し

た．［結論］fTUL は砕石効率が良く，ほぼすべての結石に対処可能

であり，有用であった．

ゼロチップバスケットとリソクラストを用いた硬性鏡 TUL の検

討 :新井浩樹，上原 満，室崎伸和，本多正人（公立学校共済組合近

畿中央) ［対象と方法］2007年 1月から2012年 3月までに当科で施行

した TUL 56例を集計した．全例で硬性鏡を使用しリソクラストによ

る砕石とゼロチップバスケットによる抽石を行った．［結果］男性29

例，女性27例．年齢は40∼89歳（平均66歳）．手術時間は22∼118分

（平均61分）．術後 1カ月での結石消失率は96％（56例中54例）であっ

た．

ESWL 治療成績における CT 値測定の有用性について : 大菅昭秀

（土岐市立総合），高士宗久，服部毅之，桃井 守（岐阜県立多治見），

小出卓也（東濃厚生），高羽秀典，金井 茂（高羽クリニック) ［目

的］ESWL 治療効果における結石 CT 値の有用性について検討した．

［対象と方法］2011年 4 月より2012年 3 月までに ESWL を行い術前

CT 値測定が可能であった39例を対象とした．［結果］ESWL 単回治

療群での平均 CT 値は 923. 0 HU，複数回群での平均 CT 値は

1,189.2 HU であった (p＜0.01）．結石の長径 10 mm 以下かつ CT 値

1,200 HU 以下の症例については22例中18例（81.8％），複数結石，

無機能腎，疼痛による ESWL 治療困難例を除くと 19例中 18例

（94.7％）で単回破砕できた．［結論］ESWL 単回治療で stone free と

なった群は複数回群と比べて有意に結石の CT 値が低く，結石の大き

さも考慮することによって，結石の CT 値は ESWL の治療成績の予

測に有用であることが示唆された．

当院における高齢者尿路結石治療について :實重 学，林 暁（練

馬総合） 高齢者結石治療は合併症のリスクが高い．尿路結石による

腎機能低下，重症尿路感染を来たした高齢者結石治療，特に積極的治

療選択には苦慮することが多い．今回，2008年 4月∼2011年 3月に当

院での結石治療451症例の内，80歳以上の高齢者28症例を対象に結石

治療の臨床的検討を行った．分析に全日病版 DPC 分析ソフト

『MEDI-TARGET』を使用した．腎結石 8結石，尿管結石12結石，膀

胱結石 8結石．治療は ESWL 8例，腎瘻造設術 1例，TUL 4例，経

尿道的膀胱砕石術 5例，尿管カテーテル留置 1例，腎盂尿管切石術 2

例，膀胱切石術 3例，その他 4例であった．非高齢者との治療選択・

経過について比較検討を報告する．

Hypotonia-Cystinuria Syndrome 兄弟例の解析 :坂本信一，川村幸

治，今本 敬，二瓶直樹，市川智彦（千葉大），納谷幸男（帝京大学

ちば総合医療セ），徳弘悦郎（小田原市民小児科），茂田安弘（みは
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ま），赤倉功一郎（東京厚生年金） Hypotonic Cystinuria Syndrome

(HCS) は，新生児や幼児の低緊張，ならびにシスチン尿症を来たす

ことが知られている．症例は，生来からの筋緊張低下に加えて，シス

チン尿症を伴う年齢31歳と29歳の男児の兄弟．アレイ CGH の結果，

患者兄弟において染色体の 2p21 に存在する rBAT (SLC3A1) のゲノ

ム領域において，欠失をみとめた．BAT1 (SLC7A9) 領域において

は，欠失を認めなかった．同様に 2p21 に存在する PREPL と C2/f34

領域に欠失を認めた．これまで本邦での報告はなく，今回，

hypotonia-cystinuria syndrome 兄弟例を経験したので報告する．

尿失禁を伴う過活動膀胱に対するミラベグロンの治療成績 : 濱野

聡（井上記念），佐々木哲郎（斎藤労災），江越賢一（公立長生），坂

井誠一（さかい泌尿器科医院) ［目的］尿失禁を伴う過活動膀胱

(OAB) 患者に対してミラベグロンを投与し治療成績を調査した．［方

法］尿失禁を伴う OAB 患者79人（男性41人，女性38人，平均年齢

72.2歳）に対してミラベグロン 50 mg を投与，治療前，治療開始12

週間後の OABSS，残尿量などを評価した．［成績］OABSS の質問 1

―質問 2 ―質問 3 ―質問 4 の平均ポイントは，治療前では男性 :

1.59―2.37―3.34―4.17，女性 : 1.26―2.50―4.26―3.59，治療開始

12週間後では男性 : 0.24―1.24―1.24―1.44，女性 : 0.34―1.42―

1.37―0.71であった．［結論］良好な治療成績が示された．多重ロジ

スティック回帰分析で尿失禁が残存する危険因子は男性であることで

あった．

下部尿路症状患者に対する塩酸プロピベリンの夜間頻尿特異的

QOL (N-QOL) 改善効果の検討 :高尾徹也，竹澤健太郎，奥田英伸，

福原慎一郎，木内 寛，宮川 康，辻村 晃，野々村祝夫（大阪大），

山本圭介（健保連大阪中央），吉岡 巌（国立病院機構大阪医療セ)

［目的］下部尿路症状患者に対する塩酸プロピベリン（プロピベリン）

の効果，特に夜間頻尿特異的 QOL (NQOL) について検討した．［方

法］対象は尿意切迫感の有無を問わず，頻尿，尿失禁を主訴の患者35

名．プロピベリン 20 mg を 4 週間投与し，投与前後の IPSS，QOL

index，OABSS，NQOL により検討した．［成績］男性15例，女性20

例．OAB の患者は24例，OAB でない患者は11例．OAB の有無にか

かわらず，夜間頻尿と QOL index で有意な改善を認めた．プロピベ

リン内服前後で全体では IPSS，OABSS，NQOL で有意な改善を認め

た．OAB の症例では有意な改善を認め，OAB でない症例では有意な

改善を認めなかった．［結論］プロピベリンは，OAB の有無にかかわ

らず夜間頻尿を改善し，QOL も改善した．プロピベリンは NQOL

総スコアの有意な改善を認め，QOL の改善に有効であった．

過活動膀胱患者に対するミラベグロン投与の臨床的検討 : 藤内靖

喜，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，布施秀樹（富山大)

［目的］過活動膀胱患者に対して β3 受容体作動薬であるミラベグロ

ンを投与し，その臨床的検討を行った．［対象と方法］2011年11月か

ら2012年 6月まで12例（平均年齢66.3歳）の過活動膀胱患者に対して

ミラベグロン 50 mg，分 1 を投与し，過活動膀胱症状スコア

(OABSS)，残尿量，血圧，脈拍，有害事象などについて検討した．

［結果］OABSS は投与 8週後で有意に改善した．スコアを項目別に

みると，尿意切迫感と切迫性尿失禁で有意な改善が認められた．残尿

量，血圧，脈拍の変化は認められなかった．有害事象は口内乾燥が 2

例（16.7％）に認められ， 1例は内服を中止した．

過活動膀胱に対するミラベグロンの有用性・安全性の検討 :窪田泰

江，濱川 隆，井村 誠，早瀬麻沙，柴田泰宏，佐々木昌一，飯田啓

太郎，廣瀬泰彦，林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋市大），日比野充伸

（名草クリニック) ［目的］過活動膀胱に対するミラベグロンの有用

性・安全性を評価した．［対象・方法］2011年10月から2012年 6月ま

でに，過活動膀胱と診断した患者56名（男性39名，女性17名，平均年

齢75歳）．ミラベグロン投与前，投与 2， 4週後に，残尿測定および

OABSS の記載を指示し，治療効果を検討した．［結果］ミラベグロ

ンにより 2， 4週後の OABSS スコアは，ともに治療前と比べて有意

に改善した．残尿量の有意な増加もなく，副作用による中止例もな

かった．［考察・結論］ミラベグロンは効果発現までの時間が短く，

重篤な副作用もみられなかった．OAB 治療薬として有用かつ安全な

薬剤と考えられた．

栃木県における排尿障害実態調査―過活動膀胱患者の実態について

― :布施美樹，山口千晴，内山智之，山西友典（獨協医大排泄機能

セ），西原大策，水野智弥，神原常仁，増田聡雄，別納弘法，幸 英

夫，阿部英行，安士正裕，深堀能立，釜井隆男（獨協医大) ［目的］

複数の診療科における過活動膀胱 (OAB) の実態を検討することを目

的とした．［方法］2008年 9月∼2009年 2月の間に栃木県の病院およ

び診療所を受診した患者に自己記入式アンケートを実施した．［結果］

95施設，2,494例から回答を得た．OAB の有病率は25％であり，女性

（22％）に比べ男性（30％）でやや高かった．治療への満足度は泌尿

器科で80％と最も高く，それ以外の診療科では35∼53％であった．

OAB 患者の47％は医師に相談した経験がなく，うち58％は今後相談

を希望していた．［結論］OAB 患者は泌尿器科のみならず幅広い診療

科に存在するものの，泌尿器科以外の診療科では十分な治療を受けて

いないことが明らかになった．

膀胱尿管逆流に対する内視鏡下デフラックス注入治療の経験 :辻

克和，佐野優太，井上 聡，坂元史稔，石田昇平，小松智徳，木村

亨，絹川常郎（社保中京），鈴木晶貴（名古屋第一赤十字），田中國晃

（刈谷豊田総合） 当院では膀胱尿管逆流に対して2011年 3月より内

視鏡下デフラックス注入療法を開始したので初期経験について報告す

る．対象は17例（小児13例，成人 4例）で施行年齢は 1 49（中央値

7.7）歳，両側 4 例，片側13例，VUR グレードはⅣ : 5，Ⅲ : 7，

Ⅱ : 5，Ⅰ : 4（尿管）であった．方法は double HIT 法14，Sting 法 7

（尿管）で，尿管あたりの注入量は 0.5∼1.8（中央値 0.9) cc であっ

た．術後 3 カ月の VCUG での逆流消失率は76％（16/21尿管）で

あった．注入後 2度以上の水腎を 3例，SCr 上昇を 2例に認めたが，

1カ月以内に消失した．本法は早期に習熟でき有効かつ安全な術式

で，低グレードの VUR では第 1選択でよいと判断された．

尿路奇形を合併した原発性 VUR に対する腹腔鏡下逆流防止術の有

用性 :水野健太郎，神沢英幸，西尾英紀，守時良演，梅本幸裕，安井

孝周，戸澤啓一，佐々木昌一，林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋市大），

小島祥敬（福島県立医大) ［目的］原発性 VUR にはしばしば他の尿

路奇形が合併する．これら合併症例において，膀胱外操作による腹腔

鏡下手術の有用性を明らかにすることを目的とした．［対象・方法］

2009∼2012年に腹腔鏡下逆流防止術を行った原発性 VUR 35例のう

ち，他の尿路奇形を合併した 4例 5尿管について後方視的に検討し

た．［結果］膀胱憩室 2例，完全重複腎盂尿管を 2例に合併．逆流の

程度は grade IV が 2尿管，V が 3尿管．全例で膀胱外操作による腹

腔鏡手術のみで対応が可能であった．［考察］膀胱外から解剖学的構

造を把握でき，手術操作が可能である本法は，複雑な尿路奇形を合併

する VUR 症例に対しても有用であると考えられた．

新生児精巣捻転の 2例 : 大西健太，青木勝也，飯田孝太，辰巳佳

弘，橋村正哉，藤本清秀（奈良県立医大) ［緒言］精巣捻転は救急対

応が必要であるが，新生児精巣捻転についての明確な治療指針はな

い．今回当科で新生児精巣捻転の 2例を経験したので報告する．［症

例 1］生下時に右陰嚢内容腫大を指摘され，生後12日目に当科受診．

右精巣捻転と診断し試験切開を勧めるも拒否． 1歳時に右精巣摘除・

左精巣固定術を施行した．［症例 2］生後 8日目，男児．症例 1と同

様の経過で現在（生後 4カ月）経過観察中，患側（左）精巣は萎縮傾

向，健側は萎縮なし．［考察］新生児精巣捻転の救済率は低いとされ

ている一方，対側捻転が起こることもあり，早期の治療介入に意味は

あると考える．救済率向上のためには本疾患のさらなる啓蒙が必要で

あると考える．

急性腹症ならびに左鼠径部腫瘤を契機に発見された左停留精巣腫瘍

捻転の 1例 :五島悠介，黄 和吉，武田英男，佐藤信夫（船橋市立医

療セ) ［症例］41歳，男性．腹痛を主訴に当院救急外来受診．身体診

察では左鼠径部腫脹を認めた．左鼠径ヘルニア嵌頓を疑い，CT 施行

するも左鼠径部に腸管を認めず，約 5 cm の腫瘤性病変を認めた．陰

嚢内に左精巣触知せず，ドップラーエコーでは腫瘤内に血流を認めな

かったため，左停留精巣，精巣腫瘍捻転に伴う急性腹症と診断し，高

位精巣摘除術，右精巣固定術を施行した．外鼠径輪直上に 5 cm の腫

瘍を認め，鞘膜内で時計回りに720度捻転していた．病理診断は混合

型胚細胞腫瘍であった．［考察］停留精巣に精巣腫瘍，精巣捻転を発

症しやすいことは広く知られているが，両者が合併した症例は比較的

珍しい．文献的考察を加え報告する．
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ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術 (RALPN) の治療成績 :田中一

志，古川順也，重村克巳，松本 穣，山口耕平，熊野晶文，千葉公

嗣，原口貴裕，石村武志，村蒔基次，三宅秀明，藤澤正人（神戸大)

［目的］神戸大学病院で行った RALPN の治療成績を報告する．［方

法］当院にて RALPN を施行した14例を対象とした．男性11例，女性

3 例，年齢の中央値65歳，右 9 例左 5 例，腫瘍径中央値 20 mmで

あった．Da Vinci S を用い，ロボットアームは 3本，経腹膜到達法を

7例に後腹膜到達法を 7例に施行した．［結果］手術時間の中央値262

分，阻血時間の中央値21分，選択的腎動脈阻血を 4例に施行した．術

後の腎機能の変化値は Cr 0.03 mg/dl，eGFR 2.39 ml/min/1.73 m2 で

あった．病理結果は腎癌10例，良性腫瘍 3例で切除断端はすべて癌陰

性であった．［結論］阻血時間は短く，安全に施行することができ

RALPN は小径腎癌に対する有効な治療法と考えられた．

複雑な腎血管系を有する腹腔鏡下腎摘術における腎血管系三次元モ

デル作製の有用性 :滝内秀和，福井浩二（西宮市立中央），鞍田裕之，

西田高大，北川 修（同中央放射線) ［目的］腹腔鏡下腎摘術におけ

る腎血管三次元モデルの有用性につき検討した．［方法］症例は89歳，

男性で，大腸癌の経過観察中に偶然左腎腫瘍を指摘された．腎動脈は

3本存在し複雑な腎血管系を有していた．CT 画像情報を基に針金，

ビニールテープ，割り箸，ビニールひもを用いて動静脈別に腎血管系

モデルを作製し，手術時に参照した．手術用の内視鏡には 3D 内視鏡

を使用した．［成績］手術時間は296分で，出血量は 50 ml であった．

術後の Hb は 0.3 g/dl 低下したのみで，良好に経過し術後10日目に退

院した．病理結果は淡明細胞癌であった．［結論］複雑な血管系を有

する腹腔鏡下腎摘術において，腎血管系三次元モデル作製は安価で有

用な方法と考えられる．

ダビンチ Sシステムを用いたロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術―

選択的動脈遮断による部分阻血法― :古川順也，山口耕平，熊野晶

文，千葉公嗣，重村克巳，石村武志，村蒔基嗣，原口貴裕，三宅秀

明，田中一志，藤澤正人（神戸大） われわれの施設では，ダビンチ

Sシステムを用いたロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術 (RAPN) に

際し可能な症例では選択的動脈遮断による部分阻血を行っている．現

在まで合計14例の RAPN を施行し， 4症例において部分阻血手技を

施行したのでその手技と成績を供覧する．TilePro を用い CT 画像

データから再構築した 3D 画像をコンソール画面に投影し腫瘍の位置

や腎血管の情報を確認しながら手術を進め，目的とする腎動脈の選択

的動脈クランプを行い腫瘍の切除を行った．平均コンソール時間は

187分，部分阻血時間は21分であった．全例出血は少量のみで術中ナ

ビゲーションにより容易にオリエンテーションが得られ安全に手術を

施行することが可能であった．

ヘルニア内容が膀胱であった腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹腔鏡下修

復術の 1例 :瀧本啓太，灰谷崇夫，佐野剛視，七里泰正（大津市民）

症例は74歳，男性．右腎盂尿管癌に対し腹腔鏡下右腎尿管切除術施行

後 4カ月で下腹部正中創に手拳大の腹壁瘢痕ヘルニアを発症．CT で

ヘルニア内容は膀胱と診断，排尿障害は認めず腹腔鏡下修復術を施

行．手術は仰臥位経腹膜アプローチで， 4本の trocar を設置．ヘルニ

ア門から脱出し癒着していた膀胱を剥離還納の後，BARD 社製

COMPOSIXTM Mesh (102×152 mm) を COVIDIEN 社製 Endo Uni-

versalTM stapler と ProTackTM を用いて全周固定しヘルニア門を閉鎖．

手術時間は179分，出血少量，合併症や再発なく残尿量も58から 37

ml に減少し術後経過良好である．

獨協医大における泌尿器腹腔鏡手術の導入と特長 :安士正裕，西原

大策，水野智弥，幸 英夫，増田聡雅，神原常仁，別納弘法，阿部英

行，深掘能立，釜井隆男（獨協医大），布施美樹，山西友典（同排泄

機能セ) ［目的］小切開手術を主に行ってきた当院は，本年から腹腔

鏡手術も導入した．導入半年を経た腹腔鏡手術の特長を分析する．

［方法］2012年 1月から施行された腹腔鏡手術症例．［結果］認定医 2

名を含む 4名の執刀医で副腎摘除 3例，腎摘除14例，腎部分切除 1

例，腎尿管摘除 7例の計25例の手術を施行．副腎摘除 1例を除く24例

は後腹膜アプローチであった．主に腎摘除の10例は後腹膜単孔術式

(LESS) で施行．LESS の 1例が腰静脈出血で開放手術へ移行した．

［結論］術式選択の幅が広く，術者の嗜好も影響するが，後腹膜アプ

ローチが多い点が特長である．LESS は小切開術式や腹腔鏡術式に習

熟した術者でも難易度が高く，今後手術法と機器洗練が不可欠になる．

当院における R.E.N.A.L Nephrometry score を用いた腹腔鏡下腎悪

性腫瘍手術の検討 :全並賢二，中村小源太，梶川圭史，小林郁生，西

川源也，吉澤孝彦，加藤義晴，住友 誠（愛知医大) ［目的］Neph-

rometry は腎腫瘍の存在部位について一定の方法で計測し，記載法を

標準化したものである．今回，当院で施行された腹腔鏡下腎悪性腫瘍

手術の治療法と R.E.N.A.L nephrometry score の関係を検討した．［対

象と方法］2008年 8月から2012年 4月までに腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術

を施行した48例を対象とし，R.E.N.A.L nephrometry score を用いて評

価した．［結果］腎部分切除術の nephrometry sum は low，根治的腎摘

除術の nephrometry sum は moderate であった．［結語］Nephrometry

score は治療法の妥当性の検討に有用であった．

当院の腎癌に対する体腔鏡下根治的腎摘除術 : 田中浩之，横山直

己，宮崎 彰，寺川智章，井上隆朗（兵庫県立がんセ），近藤 有

（兵庫県立尼崎) ［目的］当院の導入初期における体腔鏡下腎摘除術

の治療成績を検討した．［対象］2009年11月から2012年 6月までに体

腔鏡下腎摘除術を施行した61（経腹膜38，経後腹膜23）例．患側は右

29，左32例．手術は 1名の腹腔鏡認定医を含む 4名の術者が行った．

［結果］手術時間，出血量，術後在院日数の中央値はそれぞれ244

（102∼460）分，60 (5∼600) ml， 9（ 5 ∼19）日でアプローチの違

いによる有意差は認めなかった．出血で 1例が開腹移行し輸血した．

その他は術中に重篤な合併症はなく，術後は 1例に DVT を認めた．

3例に肺転移が出現し治療中である．また， 3名の術者が新たに認定

医を取得した．［結論］安全でスムースに体腔鏡下手術を導入できた．

T2 腎癌に対する腹腔鏡補助下無阻血無縫合腎部分切除 :納谷幸男，

荒木千裕，加賀勘家，稲原昌彦，増田 広，小島聡子（帝京大ちば総

合医療セ），関田信之（千葉県済生会習志野），趙 秀孔（翆明会山

王） 症例は71歳，女性．慢性腎不全，左萎縮腎，径 8 cm の右腎腫

瘍にて T2N0M0 と診断．術前の腎機能は CRE 2.6 mg・dl であり，

阻血下に行うと術後透析導入となるリスクが高いものの判断し，ソフ

ト凝固による無阻血腎部分切除を選択した．手術侵襲を少しでも下げ

る目的で腹腔鏡下に腎周囲を剥離し，血管を確保したのちに小切開を

置いた．手術時間は299分，出血は 560 ml であった．病理組織結果は

淡明細胞がん，切除断端は陰性であった．開放した尿路は縫合閉鎖し

た．手術直後より，尿の流出は良好で透析導入することなく経過し，

2カ月後に尿管ステントを抜去した．T2 腎癌に対する無阻血無縫合

腎部分切除を安全に施行しえたので報告する．

進行性腎細胞癌に対する Neoadjuvant 療法としてエベロリムスを

使用した経験 : 穴井 智，辰巳佳弘，飯田孝太，大西健太，橋村正

哉，田中宣道，藤本清秀（奈良県立医大） 進行性腎細胞癌に対する

neoadjuvant 療法については，いまだ統一した見解は得られていない．

われわれは，MSKCC リスク分類において intermediate あるい は

poor risk に該当する 2症例に対し，neoadjuvant 療法としてエベロリ

ムスを使用し，腎摘除術を施行した．症例 1 : 33歳，男性．PS1．右

腹部腫瘤を主訴とし，腎門部リンパ節腫大を伴う腎細胞癌と診断

(cT3N1M0）．症例 2 : 56歳，男性．PS1．左腰背部痛を伴う血尿を主

訴とし，腎門部リンパ節腫大ならびに肺小結節を伴う腎細胞癌と診断

(cT4N1M1）． 2例とも 4週間のエベロリムス投与の上，腎摘除術を

施行した．症例 1では肝ならびに下大静脈浸潤の可能性もあり合併切

除も懸念されたが，合併切除は要さなかった．

Presurgical treatment として分子標的薬を用いた腎細胞癌 3例の検

討 : 高山達也，杉山貴之，甲斐文丈，永田仁夫，谷島崇史，鈴木孝

尚，大塚篤史，石井保夫，古瀬 洋，麦谷荘一，大園誠一郎（浜松医

大） 症例 1（単腎) : 54歳，男性．cT1aN0M0，sorafenib 800 mg を

3週投与．原発巣は23％縮小．Clear cell RCC，pT1apN0，G2．術後

22カ月で再発なし．症例 2 : 70歳，女性．cT3bN0M1（虫垂/肺動

脈），sunitinib 37.5∼25 mg を 9 カ月投与．原発巣は50％，腫瘍栓は

60％縮小し，先端は尾側に 1.4 cm 縮小．有害事象は手足皮膚反応

G2，血小板減少 G2．Papillary RCC type 2，pT3bpN0pM0．術後13カ

月で再発なし．症例 3 : 61歳，男性．cT3bN0M0，sunitinib 50 mg を

3 コース投与．原発巣は SD，腫瘍栓は頭側に進展し横隔膜を超え

た．有害事象は手足皮膚反応 G1，血小板減少 G2，高血圧 G3．Clear

cell RCC，pT3cpN0，G2．術後 6カ月で再発なし．全例で周術期の経

過は良好であった．
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進行性腎癌に対するスニチニブの治療成績 :横山直己，宮崎 彰，

寺川智章，田中浩之，井上隆朗（兵庫県立がんセ) ［目的］進行性腎

癌に対するスニチニブの治療成績を報告する．［対象と方法］2012年

7月までにスニチニブを導入した38例で治療効果および有害事象を検

討した．［結果］33例に根治的腎摘を施行しており，first line での導

入が19例，second line が19例であった．最大治療効果は CR 1 例，

PR 7例，SD 19例，PD 5例であり，奏功率は25％であった．Grade

3 以上の有害事象を18例で認め，有害事象で投与中止となったものが

6例あった．投与期間の平均は11.7カ月であった．［結論］進行性腎

癌に対するスニチニブは治療効果を期待できるものの有害事象の発生

頻度も高く，今後より適切な症例選択が望まれる．

腎癌骨転移に対するデノスマブの初期治療経験（ 5例) : 堀田俊介，

上田 崇，木村泰典，中村晃和，納谷佳男，本郷文弥，河内明宏，三

木恒治（京都府立医大） 骨転移を伴う腎細胞癌に対しデノスマブを

投与した 5症例につき，臨床的検討を行った．2012年 5月から男性 3

名，女性 2名に対し投与した．年齢は平均67.8歳（60∼80）で，全例

が根治的腎摘除術を施行．組織型は淡明細胞癌であった．MSKCC

リスク分類は intermediate 1例，poor 4例で，骨転移巣に対する前治

療は，手術 1例，放射線 3例，ゾレドロン酸 2例であった．主な副作

用として 1例に低カルシウム血症を認めたが，現在のところ顎骨壊死

などの重篤な副作用は認めていない．腎機能障害を有する症例に対し

ても比較的安全に使用できた．効果や有害事象についてさらなる検討

を行う予定である．

転移性腎癌に対するアキシチニブの初期使用経験 :齋藤允孝，滑川

剛史，李 芳菁，宮坂杏子，今村有佑，小林将行，小丸 淳，深沢

賢，植田 健（千葉県がんセ前立腺セ），市川智彦（千葉大) ［目的］

転移性腎癌に対しアキシチニブを使用した 3例の治療成績と有害事象

を報告する．［方法］2010年 2月から2012年 7月までにインターフェ

ロン α 抵抗性転移性腎癌に対しアキシチニブを投与した 3例を対象

とした．［結果］全例男性で腎摘除術を施行し，clear cell であった．

MSKCC-2002 では 1例が favorable， 2例が intermediate であった．年

齢の中央値は63歳，投与量の中央値 8.1 mg，最大治療効果は全例

PR，無増悪生存期間の中央値は26.8カ月であった．Grade 3 以上の有

害事象は，高血圧，下痢，HFSR，蛋白尿，肝機能障害，AMY 上昇

であった．［結論］アキシチニブは有害事象に注意する事によりイン

ターフェロンα抵抗性腎癌に対して有効と考えられた．

多施設共同前向き試験による腎細胞癌治療におけるインターフェロ

ン α 製剤最適投与方法の検討 : 中田 渡，河嶋厚成，高山仁志，波

多野浩士，佐藤元孝，藤田和利，植村元秀，中井康友，野々村祝夫

（大阪大），芝 政宏（済生会千里），向井雅俊（市立豊中），中山雅

志，西村和郎（大阪府立成人病セ），井上 均（市立池田） INF-α

投与に関して，生体リズムへの観点から 日中投与より夜間投与の方

が副作用が少ないと報告されている．今回われわれは腎細胞癌治療に

おける IFN-α 至適投与時間を検討するため，前向き無作為化比較試

験を行い，副作用による治療中止を主要評価項目として検討した．日

中投与 (A) 群14例，夜間投与 (B) 群20例を対象とし，天然型 IFN-α

500万単位を，週 3 回投与とした．A 群の副作用中止例は 5 例

（35.7％）， B群の副作用中止例は 2例（10％）と有意差は認めないも

のの (p＝0.088），日中投与群の方が副作用による中止率が高い傾向

にあった．また，治療効果は同等であった (p＝0.437）．腎細胞癌に

おける IFN-α 投与は，副作用低減の観点から夜間投与が望ましいか

もしれない．

分子標的薬治療により長期生存が得られた転移性腎細胞癌の 1例 :

原田吉将，後藤高広（長浜赤十字） 36歳，女性．右膝の疼痛にて受

診．右脛骨転移の原発巣検索にて肝および左腎に腫瘍を認め，経腹的

左腎摘除術，肝腫瘍 開腹生検を施行．病理診断は肝細胞癌

(nonBnonC) の腎転移，骨転移とされ，右脛骨転移に対し放射線照射

(54 Gy），残存肝腫瘍に対し動注化学療法＋ラジオ波焼灼術を施行し

た．病理標本の再検討の結果，腎細胞癌の肝転移との診断にて，分子

標的薬治療（ソラフェニブ）を開始．動注化学療法も併用し，画像上

PR を得て約 2年余り継続治療を行った．肝機能障害のためエベロリ

ムスに変更後も画像上腫瘍の増大なく約 1年間継続した．間質性肺炎

のため休薬中であるが，初診後 7年半，現在も生存中．

小径腎腫瘍における画像診断所見の意義 : 西川昌友，鄭 裕元，熊

野晶文，古川順也，原田健一，村蒔基次，三宅秀明，藤澤正人（神戸

大) ［目的］小径腎腫瘍における術前画像診断の意義を病理学的所見

を基に検討する．［対象］2002∼2012年に，腫瘍径が 4 cm 以下の腎

腫瘍に対し腎部分切除術を施行した120例を対象とし，術前画像診断

および病理学的所見の相関を検討した．［結果］病理学的に19例が良

性腫瘍と診断され，60歳以下の女性において有意に良性腫瘍が高頻度

であった．淡明細胞癌に特徴的な所見を呈さない腫瘍の32.4％が良性

腫瘍と診断されたが，この傾向は特に60歳以下の女性において顕著で

あり， 6例中 5例が良性腫瘍であった．［結語］60歳以下の女性に発

症する小径腎腫瘍の治療選択には慎重な判断が求められる．

小さな腎癌に対する腎温存腎部分切除術と腎全摘除術の長期腎機能

の検討 :吉田克法，橋村正哉，辰巳佳弘，桑田真臣，米田龍生，田中

宣道，藤本清秀（奈良県立医大) ［緒言］近年，小径腎癌に対して腎

部分切除術 (pNx) が推奨され，当院では1993年よりマイクロターゼ

を用い温阻血なしの pNx を施行してきた．今回，pNx と腎全摘術

(Nx) で腎機能を比較検討した．［対象・方法］pNx 症例103例，Nx

症例105例の術前， 2週後， 1， 3， 5，10年目の eGFR 値を評価し

た．［結果］pNx/Nx の eGFR 値は前 74.3/75.5， 2週後 68.4/48.8，

1 年後 65.4/51.4， 3 年後 65.9/53.6， 5 年後 66.3/55.2，10年後

66.7/56.4 であり，pNx において腎機能温存は良好であった．［考察］

小径腎癌に対する手術では，eGFR 値は pNx が Nx に比して高値を示

し，pNx が腎機能温存に寄与すると考えられる．［結語］小径腎癌に

対し pNx は腎機能温存の点で推奨される．

腎部分切除術における腎腫瘤分類システムと術後腎機能との関連性

の検討 :山崎健史，壁井和也，井口太郎，玉田 聡，田中智章，川嶋

秀紀，仲谷達也（大阪市大) ［目的］小径腎癌に対して腎部分切除術

は標準的治療法として確立しているが，埋没腫瘍や腎門部に近接する

腫瘍では阻血時間の延長による患側腎機能の低下や合併症の危険性が

高くなるとされている．腫瘍の部位やサイズをもとにした腎腫瘤分類

システムによる術前評価に関する試みはこれまでも報告されている．

当院において2008年 1月以降に施行した腎部分切除術50例のうち単腎

症例を除いた44例（腹腔鏡下12例，開腹手術32例）に対して PADUA

スコア，RENAL スコアを用いた腎腫瘤分類システムと術後腎機能，

阻血時間，合併症に関する検討を試みた．［結果］腹腔鏡下手術にお

いて分類スコアの高い症例では術後合併症，および阻血時間が延長す

る傾向を認めた．

ACD-associated RCC の 1例 : 牧野雄樹，土橋一成，清水洋祐，金

丸聰淳，伊藤哲之（西神戸医療セ） 症例は60歳，男性．末期腎不全

のため，45歳から血液透析．左腎癌 cT1aN0M0 と診断され，2011年

3月腹腔鏡下左腎摘術．病理診断は clear cell carcinoma，G2＞G1≫

G3，pT1a．術 9 カ月後 CT で左腎門部リンパ節腫大を指摘され，

PET-CT で左腎門部リンパ節転移と，右腎に新たな腎癌が疑われた．

2012年 5月，開腹右腎摘術＋後腹膜リンパ節郭清術．右腎腫瘍の病理

診断は acquired cystic disease (ACD)-associated RCC，左腎門部リンパ

節には腎癌転移を認めた．左腎の病理も，第 4版腎癌取扱い規約に基

づくと ACD-associated RCC と診断された．最近，透析腎に特有な組

織型の存在が報告されており，ACD-associated RCC の中には予後不

良なものもある．

前立腺癌におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術 :植田 健，

李 芳菁，滑川剛史，今村有佑，齋藤允孝，小林将行，小丸 淳，深

沢 賢（千葉県がんセ前立腺セ），二瓶直樹，市川智彦（千葉大)

［目的］2011年 9月より前立腺癌に対するロボット支援腹腔鏡下前立

腺全摘除術を開始した．治療経験を報告する．［対象・方法］60例に

手術を施行した．年齢は50歳から75歳，治療前 PSA 値は 3.1∼26.2

ng/ml，生検時の gleason score は 6∼ 9，臨床病期 T1c，T2，T3a で

あった．全例クリティカルパスを適応した．［結果］手術時間は200∼

470分，コンソール時間は140∼400分であった．出血量は中央値 100

ml であり， 2例で自己血を返血した．退院の延期は肺血栓症，麻痺

性イレウス，尿閉の 3例であった．［結論］ロボット支援手術は，正

確な縫合操作が可能であり，出血も少なく，パス通り退院可能であっ

た．
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ロボット支援下前立腺全摘除術104例の検討 :安井孝周，戸澤啓一，

岡田淳志，水野健太郎，窪田泰江，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），黒川覚史（名古屋徳洲

会），小島祥敬（福島県立医大) ［背景］2011年 5月からロボット支

援前立腺全摘除術 (RALP) を開始し，2012年 6月までに104例を経験

したので，その成績を報告する．［対象と方法］RALP を施行した104

例．患者年齢 66. 2± 6. 4（41∼77）歳，BMI 23. 4± 2. 7（15. 2∼

30.8），初診時 PSA 9.43±6.61 (2.2∼40.8) ng/ml，観察期間5.9±

3.7（ 1∼14）カ月．精嚢精管の遊離は後方アプローチで行った．［結

果］コンソール時間，尿道吻合時間，出血量の中央値は，147（75∼

250）分，20（ 6 ∼55）分，208 (30∼3,250) ml．合併症として 2 例

で膀胱後面の損傷があり，術中に修復した． 3例で同種血輸血を行っ

た．［考察］後方アプローチによる RALP 導入に大きな問題はなく，

RALP は標準的術式になりえると考えられた．

ロボット支援下手術と TUR による膀胱頸部マーキング切開の併用

が有効であった前立腺導管腺癌 :黒川覚史，森 久（名古屋徳洲会総

合），梅本幸裕，安井孝周，河合憲康，戸澤啓一，郡 健二郎（名古屋

市大) ［症例］63歳，男性．PSA 30.0 ng/ml．生検にて Gleason score

4＋4＝8 であった．前立腺部尿道から膀胱側へ突出する腫瘍を認めた

ため，経尿道的な膀胱頸部の腫瘍周囲切開後にロボット支援前立腺全

摘除術 (RALP) を施行した．RALP の膀胱頸部離断は，経尿道的な

切開ラインを全周性に延長し膀胱頸部の拡大を予防した．病理組織は

導管腺癌と腺房腺癌の混在，切除断端陰性であった．術後 6日目に尿

道カテーテル抜去， 7日目に 250 ml の蓄尿が可能であった．［考察］

膀胱頸部へ進展する症例には，経尿道的なマーキングを先行すること

が切除断端における腫瘍露出の予防と尿管口の確認に有用であると考

えられた．

ロボット支援下前立腺全摘除術の術後尿失禁の評価 : 井村 誠，安

井孝周，濱川 隆，新美和寛，岡田淳志，窪田泰江，梅本幸裕，戸澤

啓一，佐々木昌一，林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋市大），小島祥敬

（福島県立医大），黒川覚史（名古屋徳洲会総合) ［目的］前立腺全摘

除術後の腹圧性尿失禁は患者 QOL に影響を与える合併症である．わ

れわれはロボット支援下前立腺全摘除術 (RALP) を開始した．術中

に様々な尿失禁に対する工夫を行うことにより，術後尿失禁が改善す

るかを検討した．［対象と方法］RALP を施行した104例を対象とし

た．術中の尿失禁に対する工夫により，1．Rocco 法単独群，2．

Rocco 法＋尿道スリング群の 2群にわけた．術後 1， 3カ月の尿失禁

量をパッドテストで評価し，比較検討した．［結果］術後 1カ月では

Rocco 法単独群に比べ，尿道スリングを追加した群の方が，尿失禁量

が有意に少なかった．［考察］術中の尿失禁に対する工夫により術後

早期に尿失禁が改善した．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術後の尿禁制評価 : 角野佳史，上

野 悟，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） 当科で施行のロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術

(RALP) 64例を対象とし，開腹前立腺全摘術47例と術後尿禁制につい

て比較した．また，RALP での尿失禁改善までの期間とその影響因子

について検討した．RALP での尿禁制率は， 3 カ月64％， 6 カ月

75％，12カ月89％であり，開腹前立腺全摘術での 3カ月30％， 6カ月

60％，12カ月85％と比較して早期に尿禁制が得られていた．また，

RALP にて術後 3カ月以内に尿禁制が得られていた早期尿禁制群41例

と 3カ月以降も尿失禁の持続していた尿失禁群23例を比較したとこ

ろ，早期尿禁制群でカテーテル抜去直後の尿失禁率（自排尿量に対す

る尿失禁の割合）が低く，神経温存を行っている症例が多かった．

PSA 検診における CHPI の影響 : 武田宗万，中野洋二郎，小嶋一

平，高井 峻，藤田高史，山本徳則（公立陶生） 現在の PSA 検診

においては 2次検査確定診断として組織生検に依存する頻度が高いが

この検査自体が比較的侵襲度の高い検査である．われわれは前立腺癌

検診エリアにおいて PSA 異常を伴う前立腺肥大患者に対し生検組織

中によくみられる慢性炎症 CHPI (chronic histologic prostatic inflam-

mation) の間接的な各因子に対する影響を検討するため cernitin pollen

extract 内服群と非内服群での排尿症状の変化，PSA の動態への影響

や再生検検査施行率への影響度，がん発見率を含めて解析し，各群に

おける CHPI の有無別についても併せて解析したので報告する．

下部尿路症状を有する高齢男性における前立腺癌のスクリーニン

グ :矢田康文，吉田和彦，小島宗門（名古屋泌尿器），早瀬喜正（丸

善クリニック) ［目的］検診などで発見される前立腺癌の頻度が増え

る一方，有症状での受診を契機に発見されるものも多い．今回，

LUTS を主訴とする高齢男性患者を対象とした前立腺癌スクリーニン

グの実態を検討したので報告する．［方法］2006年10月∼2012年 6月

の 5年 8カ月間に LUTS を主訴に当院を初診した高齢男性患者1144

人のうち，他院からの紹介やスクリーニングの既往がない604人

（50∼90歳）を対象として検討した．［結果］前立腺生検に至ったのは

90人（14.9％），前立腺癌と診断されたのは48人（7.9％）であった．

［考察］この発見率は検診などに比べ高率であり，LUTS 患者におけ

る前立腺癌スクリーニングの重要性が再認識された．

当院における前立腺がん検診陽性高齢者に対する検査法について :

伊藤康久，永井 司（揖斐厚生) ［目的］がん検診で異常を指摘され

た高齢者が癌の精査をどの程度希望するのか検討した．［方法］2006

年 1月から2011年12月までの 6年間に前立腺がん検診で PSA 値の異

常 (＞4 ng/ml) を指摘されて当院を受診した80歳以上の高齢者のう

ち，直腸診で異常のない44例を対象とした．年齢の中央値は82歳

（80∼89歳），PSA 値の中央値は 5.3 ng/ml (4.1∼18.8 ng/ml) であっ

た．［成績］13例は精査を希望せず，15例（34％）は前立腺生検を，

16例（36％）は MRI を希望された．なお，MRI を精査に加えた2009

年以降では精査希望の20例中16例が MRI を希望された．MRI を施行

後に生検を追加した 4例中の 1例を含め合計 9例が前立腺癌と診断さ

れた．［結論］高齢者でも本人が希望すれば生検を行ってもよいので

はないかと考えられた．

前立腺再生検に関する臨床的検討 : 澤崎晴武，千菊敦士，宮崎

有，高橋 毅，小倉啓司（大津赤十字) ［目的］当院にて再生検を施

行した症例について臨床的に検討した．［対象と方法］2006∼2012年，

再生検を施行した81例． 2回目生検が70例， 3回目が 7例， 4回目が

4例．再生検前の年齢の中央値72歳，PSA 中央値 9.1 ng/ml．［結果］

再生検にて癌陽性は29例（35％）．病理診断にて GS6 : 8例（27％），

GS : 9例（31％），GS 8 以上 : 12例（41％）．臨床病期 T1c : 21例

（73％），T2 : 6例（20％），T3 : 2例（ 7％）．再生検前 MRI を72例

に施行し異常所見を認めた35例中14例（40％）に癌を認め，異常所見

を認めなかった37例中11例（29％）に癌を認めた．［結論］癌陽性率

は文献報告よりやや高く，GS8 以上の割合が高かった．

当院における前立腺再生検症例の検討 :引地 克，白木良一，城代

貴仁，西野 将，竹中政史，早川将平，深谷孝介，石瀬仁司，深見直

彦，丸山高広，佐々木ひと美，日下 守，石川清仁，星長清隆（藤田

保衛大) ［目的］再生検で癌陽性となった患者背景および各種パラ

メーターと癌検出との関係について検討した．［対象と方法］2008年

1月から2011年12月までに前立腺生検を施行した1,035例中，再生検

例157例の年齢，前立腺体積，PSA 値，PSA density，PSA velocity につ

いて解析した．［結果］再生検時 PSA 中央値は 10.42 ng/ml（3.24∼

54.4），癌陽性となったのは157例中62例（39.4％）で，PSAD (ng/

ml/ml），PSAV (ng/ml/year），前立腺体積 (ml) は癌陰性群（中央

値 ; 0.18，0.87，36）に対して癌陽性群（中央値 ; 0.39，1.285，30）

であった．［結論］再生検後の癌陽性群では陰性群に対して PSAD は

有意に高く (P＜0.001），前立腺体積は有意に小さかった (p＝

0.006）．

去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセルによる治療成績 :玉田

聡，加藤 実，西原千香子，香山侑弘，山崎健史，桑原伸介，井口太

郎，鞍作克之，田中智章，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市大） 当施設

では2003年より去勢抵抗性前立腺癌に対してドセタキセルを用いた化

学療法を61例に施行してきた．2008年までは導入療法としてドセタキ

セル (25 mg/m2），カルボプラチン (AUC4) を施行後，ドセタキセル

(40 mg/body) で維持療法を行った (CBDCA 群 : 23例）．2009年から

はドセタキセル 75 mg/m2を投与した (DOC 群 : 38例）．全61例の

PFS は中央値で10カ月，OS は29カ月であった．CBDCA 群は PFS 8

カ月，OS 29カ月，DOC 群は PFS 12カ月，OS 29カ月であり，各群

で PFS，OS ともに有意差は認めなかった．生存に寄与した因子を検

討したところドセタキセル投与前の PSA 値が20以下のみが有意で

あった．ドセタキセル療法は早期に開始することが望ましい可能性が

示唆された．

第62回日本泌尿器科学会中部総会 625



前立腺癌に対する内分泌療法施行例の臨床的検討 :小丸 淳，滑川

剛史，李 芳菁，今村有佑，齋藤允孝，小林将行，深沢 賢，植田

健（千葉県がんセ前立腺セ），二瓶直樹，市川智彦（千葉大) ［目的］

前立腺癌内分泌療法施行例の臨床的検討を行った．［対象］2004年 4

月∼2011年12月に当院で前立腺癌の病期診断を行い内分泌療法を開始

した症例のうち， 3カ月以上経過観察できた514例．［結果］患者年齢

は73±7歳，観察期間は19カ月（ 3 ∼97）．病期は stage B : 156例，

C : 117例，D : 241例．134例（26％）が去勢抵抗性となり， 5年無増

悪生存率は55％．死亡例は61例，うち33例が癌死で， 5年全生存率，

疾患特異生存率はそれぞれ69％，83％．Stage別では， 5年全生存率

が B : 71％，C : 69％，D : 68％， 5年疾患特異生存率が B : 100％，

C : 94％，D : 73％．［結語］早期前立腺癌に対する内分泌療法の治療

効果は良好であったが，有転移症例では高率に病勢の進行を認めた．

前立腺癌に対する MAB 療法の下部尿路機能に与える影響の検討 :

山口朝臣，松浦 治（小牧市民），松川宜久，佐々直人，加藤真史，

後藤百万（名古屋大），石田昇平，井上 聡，小松智徳，絹川常郎

（中京），木村恭祐（名古屋医療セ），福原信之，春日井 震（春日井市

民) ［目的］前立腺癌患者に対する MAB 療法の下部尿路機能に与え

る影響について前向きな検討を行った．［対象と方法］下部尿路症状

(IPSS 8点以上，前立腺体積 20 ml 以上）を有する MAB 治療開始前

の前立腺癌患者を対象とし治療12カ月までの前立腺体積，PSA，

IPSS，OABSS，KHQ，尿流測定を施行した．［結果］有効解析症例

は37例で IPSS，前立腺体積，PSA は投与後12カ月まで経時的に有意

な改善がみられた．また OABSS や KHQ は有意ではないものの改善

を来たし尿流測定においても最大尿流率の改善と残尿量の減少がみら

れた．［結論］下部尿路症状を有する前立腺癌患者において MAB 治

療は癌の治療だけでなく下部尿路障害を自覚的他覚的に改善し QOL

の改善に繋がることが示唆された．

当院における治療抵抗性前立腺癌に対するステロイド投与の現状 :

菊地 央，鴨田慎二（網走厚生) ［目的］治療抵抗性前立腺癌におけ

るステロイド投与の現状を把握すること．［対象］2005年 1月以降当

院で前立腺癌加療中にステロイド投与が行われた51例．ステロイド開

始時年齢は63∼95歳（中央値80歳）．［結果］デキサメタゾン使用例の

うち有効例 (PSA 50％以上低下例）は45％．デキサメタゾン使用全症

例の奏功期間は166日，そのうち有効例では277日であった．有害事象

は高血糖，感染症，消化管潰瘍，肺血栓塞栓症，幻覚せん妄を認め

た．［結語］治療抵抗性前立腺癌患者の約半数にデキサメタゾンによ

る有効性が認められた．重篤な有害事象がみられることがあり，投与

期間・用量，合併症などに注意する必要があると考えられた．

前立腺小細胞癌 3例の治療経験 :坂本次郎，岩本大旭，武澤雄太，

八重樫 洋，上野 悟，三輪聰太郎，前田雄司，溝上 敦，並木幹夫

（金沢大），越田 潔（金沢医療セ），川口光平（能登総合），池田博

子，北村星子（金沢大病理） 前立腺原発小細胞癌を 1例，ホルモン

療法中に neuroendocrine 変化を来たした前立腺小細胞癌症例 2例を経

験した．それぞれの症例に対して，CAB 療法のみならず，CDDP，

Etoposide 併用療法 (PE 療法）や CPT-11 を中心とした抗癌化学療

法，またビスホスホネート製剤の投与や放射線療法なども併用し集学

的治療を行った．現在，原発小細胞癌の 1例と，neuroendocrine 変化

を来たした 2例のうち 1例は，転移巣に対する治療効果が発揮され，

外来的に加療を行い経過観察中であるが， 1例は小細胞癌と診断後に

約 7カ月間に渡り治療を行ったものの癌死した．これら症例の詳細に

ついて報告する．

初診時よりナフトピジル 75 mg 1日 1回長期投与は有用かつ安全

である :小林隆宏，安藤亮介，中根明宏，秋田英俊，岡村武彦（安城

更生) ［方法］BPH 患者にナフトピジル 75 mg を初診時より 1年間

投与し，投与開始前， 4，12，24，52週後の IPSS，QOL，nQOL，

Qmax を計測した．脱落例についての理由も調査した．［結果］登録

は39例， 1年間投与継続例は17例であった．投与前と52週後の IPSS

は，おのおの 18.0，11.9，QOL は 4.9，3.9，nQOL は 4.6，3.6，

Qmax は 7.7，9.5 であった．脱落は22例（来院せず 7例，その他15

例）で，来院なし症例の IPSS は改善例が多く，有害事象はすべて軽

症であった．［結論］初診時からのナフトピジル 75 mg 投与は長期に

わたる臨床的有用性，安全性が期待できると考えられた．

ナフトピジル服用後の排尿状態改善の定量的検討―尿流曲線による

他覚所見の後ろ向き検討― : 西本憲一，小熊一輔，黒木慶和，桝田周

佳，播本幸司，西川慶一郎（生長会府中) ［目的］ナフトピジル

(NA) 服用後の排尿状態の改善を排尿量 (VV) の違いを考慮に入れて

定量的に検討する．［方法］NA 25 mg/日を 2週服用し，その後 2週

ごとに 25 mg ずつ増やして最終 75 mg を服用した．服用前と 6週経

過後の尿流曲線検査が可能であった前立腺肥大症81例を使用した．

［結果］最大尿流量 (Qmax），Qmax2/VV は服用後有意に増加してい

た．［考察］Qmax は VV にも依存しているが，臨床的に VV を同一

にして尿流曲線検査を実施するのも困難である．VV の影響を避ける

ために，Qmax2 が運動エネルギーと相関していることを利用して，

Qmax2/VV を定量的指標として効果を検討した．服用後 Qmax は3.1

ml/s 増加し，Qmax2/VV は1.7倍に増加していた．

下部尿路症状に対するミラベクロンの有効性に関する検討

(OABSS，CLSS を用いた評価) :黒川哲之，稲村 聡，高原典子，石

田泰一，伊藤秀明，青木芳隆，秋野裕信，横山 修（福井大），岩堀

嘉郎（岩堀メディカルオフィス) ［目的］選択的 β3 アドレナリン受

容体作動薬ミラベクロンは過活動膀胱 OAB に有用であり市販後 1年

経過した．われわれは OAB 症状だけでなく他の下部尿路症状に対し

ての有効性を検討した．［方法］OAB 患者70例に対して開始前，開始

後に OABSS，CLSS 質問表を用い評価する．［対象］当関連施設を受

診した LUTS 患者で前治療を問わずOAB 症状を有した患者．［結果，

考察］CLSS 質問表で，OAB 症状のみならず腹圧排尿，排尿時痛に

対しても有効である可能性が示唆された．α1 ブロッカーの併用によ

るミラベクロンの有効性，また抗コリン薬を含めた前治療との副作用

の違いについても検討する．

夜間頻尿発生と 1日平均歩数との関連―地域在住中高齢者における

4年間の縦断的研究― : 大菅陽子，吉田正貴（国立長寿医療研究セ），

下方浩史（同予防開発），安藤富士子（愛知淑徳大健康医療科学)

［目的］夜間頻尿に対する生活指導として夕方の散歩が推奨されてい

る．本研究の目的は 1日の平均歩数と夜間頻尿との関連を明らかにす

ることである．［方法］初回調査時に夜間頻尿のなかった（夜間排尿

回数 2回未満）地域在住中高齢者1,508人を対象に， 4年後の夜間頻

尿の発生に対する 1日の平均歩数の関連について，65歳未満と以上の

2群に分けて多重ロジスティック回帰分析を行った．［結果］65歳以

上では， 1万歩以上歩くこと (VS 5千歩未満）は 4年後の夜間頻尿

のリスクを低下させていたが (OR : 0.27，95％ CI : 0.11∼0.67），

65歳未満では有意な関連はなかった．［結論］高齢者において，よく

歩くことが夜間頻尿の発生を低下させる可能性が示された．

デュタステリドの使用経験 : 遠藤 匠，岡 了，杉浦恵子，高野

慎，矢野 仁，直井牧人，西見大輔，神谷直人，鈴木啓悦（東邦大医

療セ佐倉） 前立腺肥大症に使用可能な初めての 5α 還元酵素阻害薬

として，本邦において2009年 7月にデュタステリドが承認された．今

回われわれはデュタステリドの治療経験として，その治療効果や安全

性などについて検討した．東邦大学医療センター佐倉病院で2010年 1

月∼2012年 4月の間にデュタステリドを処方された313症例について，

その使用状況や治療前後の前立腺体積，残尿量などの変化などについ

て検討した．投与開始時平均年齢は72.8（54∼89）歳であった．デュ

タステリドは合併症を有する高齢者にも安全に投与でき，今後の前立

腺肥大症治療における新たな選択肢として広く使用されていくものと

推測された．

労働者対象のドック受診者における下部尿路症状と男性更年期症状

の疫学的検討 :岡田昌裕，金田真実，茂原明子，青木芳隆，横山 修

（福井大），日下幸則（同環境保健学科) ［目的］わが国において，男

性の QOL を悪化させるものとして下部尿路症状や男性更年期症状が

近年注目されている．今回，一般健常者に対し上記症状の調査と統計

学的検討を行った．［対象と方法］労働者ドック受診者（平均年齢 :

48.2歳）の男性690名を対象に質問紙法で IPSS，ADAM，IIEF を調査

し，上記症状の保有率を算出した．さらに一般検診データ結果と上記

症状との相関の有無を統計学的に解析した．［結果］中等度以上の排

尿障害は15.8％の受診者に認められ，中等症以上の ED は9.8％の受

診者に認められた．また IPSS 合計スコアは年齢，HbA1c，血糖値と

正の相関 (p＜0.01）を認め，IIEF 合計スコアは年齢，HbA1c，血糖

値と負の相関 (p＜0.01）を認めた．
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当科における前立腺全摘術の膀胱尿道吻合の方法と術後尿失禁に関

する検討 :篠原雅岳（多根総合），田中宣道，飯田孝太，大西健太，

橋村正哉，辰巳佳弘，穴井 智，千原良友，鳥本一匡，平山暁秀，藤

本清秀（奈良県立医大) ［目的］前立腺全摘術時，膀胱尿道新吻合の

尿道後面に anchor として運針を加え，術後吻合不全や尿失禁の改善

を認めるか検討した．［対象と方法］2009年10月から現在までに当院

で前立腺全摘除術を施行した56例を対象とし，膀胱尿道新吻合を

anchor＋（ 6針＋後面補強 2針）と anchor−（ 8針）の 2群に分け，

術後の吻合部 leakage 有無を評価し， 1日の使用パッド枚数で尿失禁

の改善率を評価した．［結果］anchor＋ 群で10.7％，anchor− 群で

32.1％に術後吻合部 leakage を認めた (p＝0.103）．現在のところ

anchor＋ 群で術後尿失禁の改善率が高い傾向を認めた．［考察］膀胱

尿道吻合部後面補強により術後吻合不全や尿失禁が改善できる可能性

が示唆された．

尿道括約筋へスキップして進展を認める前立腺がんに対する手術療

法 :徳地 弘，金谷 勲，武縄 淳（高槻赤十字） われわれは手術

用顕微鏡（三鷹光器製 MM30，拡大倍率 3∼18倍，ワーキングディ

スタンス20∼50センチ）を使用して根治的前立腺全摘除術を施行して

おり，第98回，第99回日本泌尿器科学会総会などで報告してきた．今

回尿道括約筋内に前立腺からスキップして存在した前立腺がんを認

め，顕微鏡下に摘除しえたので報告する．元来前立腺腺組織が尿道括

約筋内に存在することは報告されているので，尿道括約筋から前立腺

がんが発生する可能性は当然考えられるが，肉眼でその同定は困難で

あり，現在までわれわれの調べえた限りでは報告されていない．根治

的前立腺全摘除術においては，今後はこのような前立腺がんの進展様

式も考慮した術式が望まれる．

ICG 蛍光法による前立腺癌のセンチネルリンパ節検索の初期経

験 :結縁敬治，山下真寿男（神鋼） 前立腺癌におけるリンパ流やセ

ンチネルリンパ節の研究はあまりされておらず，前立腺癌手術におけ

るリンパ節郭清の至適な範囲はいまだ確立されていない．生体に投与

した ICG（インドシアニングリーン）は赤外線をあてると蛍光を発

することが知られており，乳癌や悪性黒色腫などでは術中にセンチネ

ルリンパ節を検索する方法として臨床応用されている．ICG を術中

に前立腺に投与し赤外線をあてて骨盤内や切除したリンパ節を検索し

たところ，全例ではないが投与量や検索方法を工夫することによりセ

ンチネルリンパ節の可能性のある蛍光を発するリンパ節を描出するこ

とができた．まだ少ない症例数ではあるが当院での初期経験を報告す

る．

HoLEP，ラーニングカーブのその後 : 遠藤文康，岩渕敏久，藤崎

章子，松下一仁，杉村享之，服部一紀，鳶巣賢一，村石 修（聖路加

国際） HoLEP のラーニングカーブは20とも50例とも言われている

が，その後の習熟に関する報告はない．同一術式，単一術者による長

期に渡る手術内容を解析し報告する．われわれの順行式剥離導入後よ

り現在まで単一術者により行われた手術で，ビデオ記録がある200例

を対象とした．手術は手術の 4つのステップ（核出，止血 1，モーセ

レーション，止血 2）の時間と，Hb 低下量，短期の尿禁制，TUR

止血の有無で評価した．尿禁制率は期間中変化なかったが，Hb 低下

や TUR 使用率は軽度改善があった．総手術時間は大幅に短縮してい

たが，内訳では核出時間の短縮が目立った．核出時間（習熟）は，緩

徐ではなく数十例単位で階段状に短縮していた．

ソフト凝固を用いた TUR-P 100例の経験 : 増田 裕（藍野），東

治人（大阪医大） 低電圧凝固によるモノポーラ電気メスを用いた

TUR-P の有用性について検討した．［方法］藍野病院泌尿器科で2007

年 5月から2011年 6月までに行った低電圧凝固を使用した 2泊 3日の

TUR-P の100例について検討した．［結論］切除中の出血量は少量で

あった．患者年齢は71.04±8.7（46∼89）歳，平均在院日数は3.4±

1.2（ 3∼ 8）日，カテーテル留置期間1.04±0.21（ 1∼ 3）日，平

均切除量は11.8±10.8 (3∼65) g であった．術後の合併症はカテーテ

ルの再留置が 2例で，輸血をした症例はなかった．入院当日手術で，

TUR-P の在院日数を最短の 2泊 3日で実施可能であった．［結語］電

気外科手術装置の低電圧凝固を用いる事により，TUR-P の合併症の

減少および在院日数の短縮が可能となりうることが示唆された．

進行性尿路上皮癌に対する Second line chemotherapy としての TG

療法の治療成績 :西原千香子，鞍作克之，加藤 実，仁田有次郎，山

崎健史，桑原伸介，井口太郎，玉田 聡，田中智章，内田潤次，川嶋

秀紀，仲谷達也（大阪市大) ［目的］進行性尿路上皮癌に対する 2nd

line としての TG 療法の効果および安全性を検討した．［対象と方法］

MEC または GC 療法が無効であった進行性尿路上皮癌の29例に TG

療法 (PTX : 200 mg/m2×day 1，GEM : 1,000 mg/m2×day 1， 8，

15) を施行した．平均年齢は68歳，膀胱癌12例，腎盂尿管癌17例で

あった．［結果］治療効果は CR : 2例，PR : 7例で，overall response

rate は31％であった．Progression free survival の中央値は 4カ月であっ

た．Grade 3 以上の白血球減少を18例に，grade 4 以上の血小板減少を

2例に認めた．

パクリタキセル・カルボプラチンによる術前補助化学療法が奏功し

た扁平上皮への分化を伴う膀胱尿路上皮癌の 1例 :坂野恵里，永井康

晴，田原秀男（耳原総合），菅野展史（菅野クリニック） 42歳，男

性．無症候性肉眼的血尿にて近医受診．膀胱鏡にて膀胱右側壁に粘膜

発赤あり，膀胱生検目的に2012年 1月当科紹介．CT，MRI にて右水

腎症，膀胱に近接した境界不明瞭な 43×38 mm の腫瘍を認めた．同

年 2 月，TUR-BT，random biopsy 施行，病理結果は扁平上皮癌で

あった．FDG-PET にても当該腫瘍以外に集積を認めず，後腹膜原発

扁平上皮癌として，肺扁平上皮癌に準じたパクリタキセル・カルボプ

ラチンによる化学療法を 1コース行い，腫瘍は 29×27 mm に縮小．

同年 4月，右腎尿管全摘，膀胱尿道全摘除および回腸導管造設術を施

行．病理結果は扁平上皮への分化を伴う尿路上皮癌であった．TUR

部にごくわずかに CIS を認めていた．術後 3カ月で再発を認めてい

ない．

腎盂尿管癌に対するネオアジュバント GC 療法の検討 :深津顕俊，

上平 修，平林毅樹，山口朝臣，平林裕樹，守屋嘉恵，吉川羊子，松

浦 治（小牧市民），木村恭祐（名古屋医療セ) ［目的］腎盂尿管癌

に対するネオアジュバント療法としてGC 療法の有用性を検討した．

［対象と方法］2009年 7月∼2011年12月の間に腎盂尿管癌に対して腎

尿管全摘除術を施行した43例を，ネオアジュバント GC 療法を行っ

た21例（A群）と行わなかった22例（ B群）を比較検討した．［結果］

A・ B 群の初期治療からの 1， 2年無再発生存率はそれぞれ75.9・

42.2％と52.8・26.4％ (p＝0.11）， 1， 2 年全生存率はそれぞれ

90.5％・95.0％と77.6％・73.5％ (p＝0.93）， 1， 2年膀胱再発累積

発生率はそれぞれ10.5・30.2％と23.3・56.4％ (p＝0.04）であった．

［結論］GC 療法は手術までの期間を延長させてもデメリットがない

だけでなく，再発を減少させる可能性もある．

腎尿管全摘出術における系統的リンパ節郭清の重要性について : 馬

嶋 剛，佐々直人，吉野 能，後藤百万（名古屋大），山田 伸（岡

崎市民），山口朝臣，上平 修（小牧市民），石田昇平，絹川常郎（中

京），服部良平（名古屋第一日赤) ［目的］腎尿管全摘出術における

系統的リンパ節郭清の有用性につき検討した．［方法］腎盂尿管癌の

診断にて腎尿管全摘出術を施行した症例のうち，pT2 以上の319人を

対象とし，完全郭清群，不完全郭清群，郭清未施行群に分けた．全死

亡をエンドポイントに T 分類，grade，郭清法，アジュバント化学療

法などにつき後ろ向きに解析を行った．［結果］完全郭清群，不完全

郭清群，郭清未施行群の 5生率はそれぞれ73.5，66.7，57％と有意差

を認めた (p＝0.02）．多変量解析では，T分類，grade，郭清法，陽

性リンパ節数がそれぞれ有意な結果を示した (p＝0.04，0.02，0.01，

0.003）．［結論］腎尿管全摘出術における系統的リンパ節郭清の重要

性が示された．

尿路変向術後の腎機能に関連する因子の検討 : 上田康生，山田祐

介，相原衣江，古倉浩次（宝塚市立) ［目的］膀胱癌などの骨盤悪性

腫瘍に対する根治手術および尿路変向術を施行した症例において，術

後の期腎機能に関連する因子を検討した．［方法］当院において1984

年以降に手術を施行した131症例のうち，術後 5年以上観察しえた52

症例を対象とし，術後 5年目での eGFR 低下 (60 ml/min/1.73 m2 未

満）に関連する因子を検討した．［結果］術時年齢中央値は66歳，回

腸導管38例，尿管皮膚瘻13例，回腸利用新膀胱 1例であった．観察期

間中の透析導入症例は，糖尿病性腎症による 1例であった．術後 5年

目では，高齢・術前腎機能・術後化学療法施行の有無が eGFR 低下

と関連していたが，尿路変向法や術後尿路合併症は関連する因子では
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なかった．

筋層非浸潤性膀胱癌におけるランダム生検の検討 :平田 晃，尾畑

紘史，秋武正和，原野正彦（九州厚生年金) ［目的］筋層非浸潤性膀

胱癌における膀胱ランダム生検の適応を検討した．［対象］2010年 1

月から2012年 5 月までに，初発の筋層非浸潤性膀胱癌に対して

TURBT と同時にランダム生検を施行した40例を対象とした．ランダ

ム生検は，主に術前尿細胞診が疑陽性以上で肉眼的に高リスク群が予

測される症例に施行した．［結果］全体の生検陽性率は48％で，尿細

胞診が陰性，疑陽性，陽性での生検陽性率は 0，30，55％であった．

主腫瘍以外の粘膜不整あり，なし症例での生検陽性率は69，33％で

あった．［考察］筋層非浸潤性膀胱癌で，尿細胞診疑陽性以上で高リ

スク群が予測される症例にはランダム生検を考慮すべきと考えられ

た．

中リスク筋層非浸潤膀胱癌における術直後抗癌剤注入の意義 :影山

進，花田英紀，吉田哲也，藤原 遼，馬塲雅人，山下寛人，富田圭

司，水流輝彦，上仁数義，成田充弘，岡本圭生，荒木勇雄，岡田裕作

（滋賀医大），金 哲將（公立甲賀) ［目的］中リスク筋層非浸潤膀胱

癌において再発予防術直後抗癌剤注入の意義を検討した．［方法］膀

注歴のない中リスク癌 (EAU 再発スコア 1 9）64例を対象とした．

治療法は術直後単回（A群）， 1回/週を10回行う導入療法（ B群），

術直後と10回導入療法の両方（C群）とした．薬剤は THP 30 mg/40

ml を用いた．保持時間は術直後で15 20分，維持投与で 1時間とし

た．［結果］症例数はA群 9， B群30，C群25であった．A群は B，

C群に比べ再発率が高かった．一方， B，C群間に差はなかった．な

お，A群は中間解析で再発率が高く中断した．［結語］直後単回だけ

では再発率が高く不適と思われた．また，導入療法への直後注入の相

加効果は有意ではなかった．

広島市立安佐市民病院における筋層非浸潤性膀胱癌に対する BCG

注入療法後 failure 分類による予後の検証 :加藤昌生，小畠浩平，三

田耕司（広島市立安佐市民) ［目的］筋層非浸潤性膀胱癌に対する

BCG 注入後の予後を検証する．［対象と方法］対象は当科で BCG 注

入を施行した117例のうち膀胱内初発上皮内癌症例と BCG 維持療法

施行症例を除外した93例．BCG failure 分類は Nieder の分類に準じ

た．［結果］93例のうち BCG failure は38例（41.9％）に認められ，

BCG-refractory 群 (Ref 群）19例，BCG-relapsing 群 (Rel 群）17例，

BCG-intolerant 群 (Int 群） 1例，BCG-resistant 群 (Res 群） 1例で，

Rel 群の 3年非進展率 (PFS) は69.1％であった．一方，Ref 群の 3年

非進展率 (PFS) は15.8％であり Rel 群と比較すると有意に不良で

あった．［結論］BCG 注入後の Ref 群は病期進展率が高く根治的治療

法への移行を考慮した管理が必要である．

High grade T1 筋層非浸潤性膀胱癌の Second TUR 導入後の BCG

膀胱内注入療法の検討 :小林将行，滑川剛司，李 芳菁，今村有佑，

宮坂杏子，齋藤允孝，小丸 淳，深沢 賢，植田 健（千葉県がんセ

前立腺セ），二瓶直樹，市川智彦（千葉大) ［目的］High grade T1 筋

層非浸潤性膀胱癌の BCG の治療成績および 2ndTUR の与える影響に

つき検討した．［対象］2004年 4月から2012年 3月までに当院で BCG

治療を行った high grade (G3) T1 膀胱癌を対象とした96例を対象とし

た．［結果］患者年齢は66±11歳，男性86例，女性11例，観察期間は

32±20カ月，2ndTUR 施行例は47例，未施行例は49例，CIS 合併例

は30例 (2ndTUR 施行例17例，未施行例13例）．2ndTUR では17例に

癌の残存を認めた．全体の 5年非再発生存率は61.3％， 4年非再発生

存率は 2ndTUR 施行例61.1％，2ndTUR 未施行例61.3％であり有意

差は認めなかった．［結論］2ndTUR は high grade T1 膀胱癌における

BCG の治療効果には寄与しない可能性があると考えられた．

岐阜県総合医療センターにおける診断的尿管鏡検査の検討 :石田健

一郎，高橋義人，河田 啓，亀山紘司，土屋邦洋，谷口光宏（岐阜県

総合医療セ) ［目的］近年，尿管鏡はその細径化，操作性の向上に伴

い，上部尿路病変の診断において，非常に有用な検査となっている．

当科においても，症状や画像検査，尿細胞診検査などにおいて腎盂尿

管癌が否定できない症例に対し，診断的尿管鏡検査を施行したので報

告するとともに適応についても検討した．［対象と方法］2006年11月

より2012年 7月までに当院で診断的尿管鏡検査を施行した40例．［結

果］平均年齢69.5歳（30∼91歳），男26例 : 女14例．尿管鏡にて11例

の腎盂尿管癌を確認できた．尿管鏡前に画像検査異常があったのは26

例であり，そのうち尿管鏡検査にて腎盂癌 7例，尿管癌 4例を確認で

きた．

当院における膀胱憩室膀胱癌の検討 : 松岡崇志，杉野善雄，小林

恭，寺田直樹，山崎俊成，松井喜之，今村正明，大久保和俊，神波大

己，吉村耕治，小川 修（京都大) ［目的］当院における膀胱憩室癌

の臨床的検討を行った．［方法］2005年 1月∼2011年12月の間に当院

で膀胱癌に対する加療を行った患者のうち，膀胱憩室癌と診断された

8例をレトロスペクティブに検討した．［結果］診断時の年齢の中央

値は76歳（67∼85歳），観察期間の中央値は35.5カ月（ 5∼75カ月）．

性別は男性 6人，女性 2人．病理組織型としては尿路上皮癌 7例，扁

平上皮癌 1例．診断時は全例転移なく，進達度は TaN0M0 が 3人，

Ta＋TisN0M0 が 1 人，T1N0M0 が 2 人，T3N0M0 が 2 人．癌死は

T3 症例の 2例であった．［結語］膀胱憩室癌は予後不良なものが散

見され，注意深い観察が必要である．

全身化学療法併用にて CR が得られた膀胱小細胞癌の 3例 :原田二

郎，三島崇生，河 源，桜井孝規（大阪府済生会野江），岡田卓也

（神戸市立医療セ中央市民） 化学療法にて CR が得られた膀胱原発

小細胞癌 3例を報告する．［症例 1］70歳，男性．TUR-BT にて小細

胞癌と診断，EP（エトポシド＋CDDP) 化学療法 4コース後に膀胱全

摘施行，摘除標本病理では小細胞癌成分は消失していた．［症例 2］

75歳，男性．TUR-BT にて小細胞癌と診断，EP 1コース→エトポシ

ド＋CBDCA 3コース施行，画像上腫瘍は消失した．［症例 3］89歳，

女性．TUR-BT にて小細胞癌と診断，エトポシド＋CBDCA 4コース

施行後 TUR-BT にて残存組織確認したところ，小細胞癌成分は消失

していた．現在まで 3例共に再発認めず経過している．

膣に尿路上皮癌の合併を認めた膀胱上皮内癌の 1例 :谷口英史，朴

英寿，福井崇之，安田孝志，植原秀和，金沢元洪（松下記念） 尿路

と膣に合併した尿路上皮癌は稀であり，自件例で本邦17例目の報告に

あたる．症例は67歳，女性．2005年 5月より膀胱癌 (UC，G2，pTis)

当科通院中であった．2010年10月に尿細胞診陽性所見を認め，子宮頸

部細胞診でも尿路上皮癌と類似した悪性細胞が検出された．尿路上皮

癌の膣への浸潤もしくは転移と診断し，全身化学療法 (GC 4 コー

ス）を施行したが，尿細胞診陽性が続くため治療効果不良と判断し

た．2011年 4月膀胱尿道子宮全摘，尿管皮膚瘻造設術を施行した．病

理診断の結果，膀胱上皮内癌 (UC，G2，pTis) であったが，子宮，

付属器，膣に悪性所見は認められなかった．2012年 2月現在，再発転

移を認めず生存中である．

腎盂カテーテル長期留置に発生した腎盂扁平上皮癌の 1例 :岸野辰

樹，喜馬啓介，坂 宗久，平尾佳彦（大阪暁明館），後藤大輔，壬生

寿一，米田龍生，平松 侃，藤本清秀（奈良県立医大） 今回われわ

れは腎盂カテーテル長期留置に発生した扁平上皮癌の症例を経験した

ので報告する．症例は85歳，女性．1978年子宮癌にて他院で手術施

行，同時に両側尿管皮膚瘻造設．両側尿管狭窄にて両側腎盂カテーテ

ル留置，2011年10月腎盂腎炎にて入院，肉眼的血尿出現，右腎盂腫瘍

が腹部 CT にて認められ，尿細胞診にて SCC 陽性で臨床病期は

T3N2M0 であったが血尿のコントロールのため右腎尿管摘出術施行．

病理診断は squamous cell carcinoma pT3 であった．術後152日目に死

亡した．長期カテーテル留置例の肉眼的血尿は尿路上皮癌の発生を念

頭におき，稀に扁平上皮癌の発生もあり進行性で予後不良であること

が多く尿路の検索を十分に考える必要がある．

透析患者に発生した膀胱癌 3例の治療経験 :岩本勝来，町田裕一，

山崎健史，桑原伸介，田中智章，内田潤次，川嶋秀紀，仲谷達也（大

阪市大），大年太陽（明治橋） 当科で経験した透析患者の膀胱癌 3

症例を報告する．症例 1 : 77歳，男性．尿細胞診クラスⅤ．膀胱鏡上

右側壁に乳頭性腫瘍，膀胱粘膜全体的に発赤あり．TUR-Bt 施行＋ラ

ンダム生検施行．UC，pT1，G3，ランダム生検部位は CIS．術後 1

カ月後に死亡された．症例 2 : 66歳，男性．2010年に膀胱癌初発認め

TUR-Bt 施行．UC，pT1，G2＞G3．以降再発認め，TUR-Bt 計 5回，

BCG 膀胱注入 2コース施行．症例 3 : 62歳，男性．TUR-Bt 施行し，

UC，pT1，G3．膀胱全摘術施行．術後 9カ月で再発なし．［考察］透

析患者の膀胱癌の治療は，合併症や全身状態を考慮して判断する必要

がある．若干の文献的考察を加えて報告する．
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副腎腫瘍と鑑別が困難であった後腹膜神経節神経腫の 2例 :桑原

元，奥野優人，山尾 裕，田口 功，岡本雅之，川端 岳（関西労

災） 後腹膜神経節神経腫は交感神経系腫瘍のうちで最も分化度の高

いタイプの腫瘍であり，全後腹膜腫瘍の0.7∼1.8％と比較的稀な良性

腫瘍とされている．しかしながら，神経芽細胞腫や神経節芽細胞腫な

どの低分化型の交感神経系腫瘍との移行型や合併型の報告例や，リン

パ節転移を伴った報告例もある．今回われわれは副腎偶発腫瘍で，当

院内分泌内科で内分泌非活性であるが悪性も否定できないと診断され

た左右 1例ずつ計 2例の副腎腫瘍に対して腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘除術

を施行した．術中所見として腫瘍は共に副腎外に副腎を圧排するよう

に存在し，病理組織診断は神経節神経腫で，悪性成分を含まなかっ

た．若干の文献的考察を含め報告する．

後腹膜に発生した嚢胞性中皮腫の 1例 :近藤秀明，原本順規（高清

会高井），平山暁秀（奈良県立医大），谷 満（大和高田市立），永吉

純一（西奈良中央） 症例は56歳，男性．2006年の CT 検査で左腎前

面に 6 cm 大の嚢胞性腫瘤を指摘されていたが放置していた．2011年

6月になり下腹部違和感を主訴とし来院．左下腹部の軽度膨隆を認

め，CT 検査では嚢胞性腫瘤は 10 cm 超大となり，左腎は上方に圧排

されていた．後腹膜嚢胞と診断し手術を施行したところ，病理組織所

見から多房性の嚢胞性中皮腫と診断された．内容液は黄色透明で約

500 ml，リンパ球と赤血球を多数認めた．現在，術後 1年を経過し無

再発である．本疾患はアスベストとは無関係な良性腫瘍で，主に女性

の骨盤腔や後腹膜に発生すると言われている．今回，若干の文献的考

察を含めて報告する．

術前診断において悪性副腎腫瘍と考えられた手術症例の臨床的検

討 : 中澤成晃，植村元秀，藤田和利，中井康友，高尾徹也，高山仁

志，宮川 康，辻村 晃，野々村祝夫（大阪大） 2002年 5 月から

2012年 4月までに施行された副腎腫瘍に対する手術のうち，術前に悪

性副腎腫瘍の可能性が指摘された22症例を対象に，術前評価および病

理組織診断を retrospective に検討した．男性14例，女性 8例．年齢は

53∼77歳（中央値67.5歳）．患側は右 9例，左 9例，両側 4例．腫瘍

径は 1∼12.7 cm（中央値 4.4 cm）．開腹手術が16例，腹腔鏡下手術が

6 例．病理組織学的診断は副腎皮質癌が 3 例，diffuse large B cell

lymphoma が 3例あった．肺癌，腎癌，膀胱癌，大腸癌からの転移が

それぞれ 5， 3， 1， 1例ずつあった． 6例は悪性所見がなかった．

腎被膜原発の Sclerosing PEComa の 1例 : 小林泰之，菊池 尭，

西本光寿，清水信貴，山本 豊，南 高文，林 泰司，辻 秀憲，野

澤昌弘，吉村一宏，石井徳味，植村天受（近畿大），筑後孝章（同病

理） 67歳，女性．近医にて後腹膜腫瘍を指摘され当院紹介受診とな

る．腹部 CT にて後腹膜腫瘍および馬蹄腎を認めた．PETCT にて同

部位に集積を認め，その他明らかな転移は認めず．後腹膜原発の悪性

腫瘍と診断し後腹膜腫瘍摘除術を施行した．腫瘍は腎後面に認め，腎

臓と接する部位は癒着を認めたため一部腎被膜を合併切除した．病理

結果は腎被膜原発の sclerosing PEComa であった．術後約 1年経過し

た現在，再発なく経過している．

尿路原発腺癌の 3例 :鈴木英孝，樋口はるか，松ヶ瀬安邦，菅野貴

行，森 達也（旭川厚生），櫻井宏治（同臨床病理） 症例 1は78歳，

女性．血尿を契機に膀胱腫瘍を認め TUR-BT を施行，膀胱原発腺癌

(AC），pT1 の診断であった．術後 5カ月で再発を認めていない．症

例 2は62歳，男性．Vater 乳頭部癌術後 1年の CT で膀胱腫瘍を認め

TUR-BT を施行，mucinous AC，T1 の診断も画像・TUR 所見上は

T2 以上と判断，今後膀胱全摘＋尿路変向予定である．症例 3 は70

歳，男性．15年前に胃癌の既往があった．エコーで右水腎症，IVP で

右尿管下端狭窄を認め尿管鏡検査施行，AC の診断で右腎尿管全摘除

術 施 行，AC，mucinous type，pT3N0M0，ly1，v0，u-rt0，RM1 で

あった．術後補助療法として LV/UFT を内服，術後 3カ月で再発を

認めていない．尿路原発腺癌について文献的考察を加え報告する．

高線量率組織内照射，IMRT および抗癌化学療法を併用した尿道腺

癌の 1例 :八重樫 洋，浦田聡子，成本一隆，坂本次郎，上野 悟，

溝上 敦，並木幹夫（金沢大），高仲 強（同放射線），石浦嘉之，越

田 潔（金沢医療セ），川島篤弘（同臨床検査） 66歳，女性．2011

年12月，血尿を主訴に前医受診．膀胱鏡では特記所見なく，CT，

MRI，経膣超音波検査にて後部尿道腫瘍と診断．血清 CEA，SCC，

CA 19∼9 はいずれも正常値であった．2012年 1月経膣腫瘍針生検施

行．病理診断は中分化∼低分化型粘液産生腺癌であり，転移なく，婦

人科癌，消化器癌は指摘しえなかった．原発性尿道腺癌 cT2N0M0 に

対し，同年 2∼ 4月，高線量率組織内照射 (18 Gy），IMRT (44 Gy)

施行．Adjuvant 治療とし，消化器癌に準じ DTX＋CDDP を regimen

とする全身抗癌化学療法を計 2 コース施行．その後 UFT 内服継続

し，放射線治療終了後 3カ月時点で再発は認めていない．

腎，膀胱，前立腺の異時性三重複癌の 1例 :奥村昌央（黒部市民），

釣谷晋二（あさひ総合），高川 清（黒部市民臨床検査） 症例は73

歳，男性．現病歴は1998年に健康診断で PSA 高値 (7.0 ng/ml) を指

摘され当科受診．前立腺生検で右葉より高分化腺癌が検出され前立腺

全摘施行．Stage は T1c，No，M0．2002年に表在性膀胱癌に対し

TUR-Bt 施行．病理は尿路上皮癌，G1，pTa．2008年の腹部 CT で右

腎後背側の腫瘤を指摘され，その後増大したため2009年12月右腎腫瘍

核出術施行．病理は腎細胞癌，clear cell carcinoma，G2，pT1a．2011

年10月膀胱癌再発を認め TUR-Bt 施行．病理は，尿路上皮癌，G2，

pTa．P53 の免疫染色では膀胱，前立腺組織が陽性で腎組織は陰性．

HER-2 の免疫染色ではいずれも陰性．腎，膀胱，前立腺の異時性三

重複癌は本邦 4例目であった．

当院にて経験した腎外傷74例の検討 :稲垣哲典，福井彩子，竹内一

郎，森 優，中ノ内恒如，三神一哉（京都第一赤十字），藤井秀岳

（京都府立医大) ［目的］当院で経験した腎外傷症例の臨床的検討を

行う．［方法］過去15年間で当院で腎外傷と診断された74例で，受傷

機転，病型，治療などにつき臨床的検討を行った．［結果］男性53例，

女性21例．年齢は 2歳から89歳（平均37.5歳）患側は右31例，左43

例．受傷機転は交通事故41例，転倒，転落20例，スポーツ 7例，その

他 6例．日本外傷学会腎損傷分類2008に準じた分類では 1型34例， 2

型14例，3a 型10例，3b 型16例．治療は腎摘除術 6 例（すべて 3b

型），選択的動脈塞栓術20例，残る48例は保存的加療であった．［結

論］ 3型腎外傷でも塞栓術や経過観察など腎温存が可能な症例も多

く，循環動態が許せば保存的加療が望ましいと思われる．

腎動脈塞栓術中に解離を発症した 2症例 :松本敬優，河野有香，宇

都宮紀明，常森寛行，岡田卓也，六車光英，川喜田睦司（神戸市立医

療セ中央市民），上田浩之（同放射線) ［症例］症例 1 : 59歳，女性．

左腎結石の経過観察中，血尿を契機に腎動静脈ろうを指摘され，塞栓

術を行った．術中に腎動脈解離が発生し，直ちにステント留置術を

行った．約 1/3に腎梗塞の所見を認めるも腎機能の低下はなく経過

している．症例 2 : 49歳，女性．右腎血管筋脂肪腫の破裂のため，当

院に緊急搬送され，塞栓術を行った．術中に腎動脈解離を発症した．

ステント留置を試みるも真腔が完全閉塞し，ステント留置できず，右

腎完全梗塞となった．術後，クレアチニン値は1.02まで上昇し，腎機

能低下を認めた．［結語］本症例のように解離により完全腎梗塞に陥

る場合もあり，腎の血管内治療を行う際には，十分な注意が必要であ

る．

初回 TAE 12年後に再発した右腎動静脈瘻の 1例 : 小林正雄，客野

宮治（大阪船員保険），小林美登利，橋本 達（同放射線） 症例は

59歳，男性．1999年肉眼的血尿を主訴に当科受診．精査の結果右腎動

静脈瘻の診断で TAE を施行し症状消失したため以後来院されていな

かった．2011年10月上旬突然肉眼的血尿および排尿困難が出現したた

め当科受診．受診時下腹部は緊満し導尿にて凝血塊の混入を認めた．

膀胱鏡で右尿管口から血尿の流出を認めたため緊急に血管造影を施

行，右腎動静脈瘻の再発と診断した．マイクロコイルによる TAE を

計 2回施行したところ血尿は消失し術後 9カ月目の現在再発を認めて

いない．
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