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学 会 抄 録

第442回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2013年12月 1日（日），於 金沢都ホテル)

結節性硬化症 2例に対するエベロリムス短期使用経験 :上村吉穂，

一松啓介，江川雅之（市立砺波総合） ［目的］結節性硬化症 2例に

対して，エベロリムス内服治療を行った経験を報告する．［対象と方

法］症例 1は30歳台女性，症例 2は40歳台女性．いずれの症例も，肺

血管脈管筋腫症 (LAM) と両側腎血管筋脂肪腫 (AML) を併発し，

AML 破裂に対して緊急塞栓術の既往歴がある．症例 1は，巨大な仮

性動脈瘤のため，右腎摘除術が施行されている．エベロリムスは 1日

10 mg で開始した．［結果］症例 1， 2共に，エベロリムス投与後 3

カ月目で AML の縮小を認めた．有害事象として口内炎や軽度の蛋白

尿を認めたが，間質性肺炎など重篤な有害事象は認めなかった．［結

語］結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対してエベロリムスは有効

な治療方法であることが示唆された．長期成績に関して不明な点が多

く，今後の課題である．

肺癌腎転移の 1例 :飯田裕朗，加藤智規，保田賢司，野崎哲夫，藤

内靖喜，布施秀樹（富山大） 70歳代，男性．右肺癌にて当院呼吸器

外科で2010年11月に右上葉切除術施行，術後抗癌剤治療施行され経過

観察となっていた．2013年 4月の CT にて右腎腫瘍指摘されたため当

科紹介．造影 CT では腎細胞癌，腎盂癌，転移性腎腫瘍が疑われた．

右 RP 施行したところ下腎杯に陰影欠損を認め，腎盂尿細胞診は class

V，尿路上皮細胞癌疑いであった．右腎盂癌の診断にて 9月に右腎尿

管全摘出術予定となったが，術前の胸部 CT で肺小結節複数出現認め

たため抗癌剤治療へ方針変更となった．組織診断目的に経皮的右腎生

検施行したところ免疫染色にて TTF1，CK20 陽性，CK20 陰性であ

ることから肺腺癌の腎転移と診断された．診断確定後当院内科にて抗

癌剤治療開始となった．

BCG 膀注後に左水腎症をきたした 1例 : 大江秀樹，高原典子，鈴

木裕志（公立小浜），中井正治（舞鶴共済），内木宏延（福井大） 68

歳，女性．膀胱癌に対し TUR-Bt 後，再発を認め BCG 膀注を 8回施

行．投与終了 2 カ月後左下腹部痛を主訴に当科受診．CT で左水腎

症，左尿管口周囲の膀胱壁肥厚を認め，膀胱鏡で左尿管口の浮腫，

RP で左尿管下部の狭窄を認めた．膀胱癌の尿管再発を疑い，組織診

目的で TUR-Bt，尿管ステントを留置した．病理結果は非特異的な炎

症性変化のみであった．術後 2カ月で尿管ステント抜去し，以後水腎

症の出現は認めていない．BCG 膀注後に尿管閉塞をきたした症例は

自験例が本邦 3例目であり，いずれも悪性所見は認めず，BCG 膀注

に伴う炎症性変化であったと考えられた．BCG 膀注後の尿管狭窄は，

稀ではあるが，膀胱癌の尿管再発を常に念頭におき，組織診を含めた

精査が必要と考える．

BCG 膀胱内注入療法後の膀胱容量低下に対して薬物療法が奏功し

た 1例 : 八重樫 洋，牧野友幸，町岡一顕，中嶋一史，大筆光夫，栗

林正人，泉 浩二，上野 悟，前田雄司，角野佳史，北川育秀，小中

弘之，溝上 敦，並木幹夫（金沢大） 70歳，女性．左上部尿路上皮

内癌に対し 6 Fr double pig-tail 尿管ステント留置の上，BCG 膀胱内注

入療法（イムノブラダー○R 80 mg/生理食塩水 200 ml) を計 8回施行，

2012年10月終了．注入療法後期より 37°C 半ばの発熱，排尿痛，50

回/日の頻尿を認め，精査加療目的にて2012年11月当科入院．抗結核

薬，NSAIDs，ミラベグロン，経口ステロイド薬，塩酸トラマドール，

抗コリン薬などを併用し，最終的に膀胱容量は 50 ml から 140 ml ま

で改善し，排尿回数も20∼30回程度まで減じた．さらなる症状軽減の

ため，塩酸トラマドールからオピオイド内服へ変更し，排尿間隔延長

を認めた．BCG 注入療法終了後は再発所見なく経過している．

BCG 膀胱内注入療法後に結核性前立腺膿瘍を発症した 1例 : 池田

大助，四柳智嗣，島 崇（厚生連高岡） 76歳，男性．初発膀胱尿路

上皮癌に対して，BCG 膀注療法（東京株）を施行した（ 1 週間ご

と・計 8回）．有害事象なく完遂した．BCG 膀注療法終了 2カ月目の

膀胱鏡検査で，前立腺部尿道の異常が認められ，CT にて前立腺左葉

に 35 mm の嚢胞性病変の出現が確認された．発熱や血液検査上の炎

症反応は認められず，軽度排尿困難感以外に自覚症状はなかった．経

尿道的に排膿術を施行した．クリーム状の膿が大量に排膿され，これ

を検体とした検査では，塗抹検査（抗酸菌）強陽性，結核菌群 PCR

陽性，培養検査は，抗酸菌・一般細菌ともに陰性であった．切除前立

腺組織には肉芽腫形成，壊死，ラングハンス巨細胞が認められた．

BCG を起炎菌とする結核性前立腺膿瘍と診断し，抗結核療剤 (INH・

RPF) を 3カ月間投与した．以後膿瘍の再発なく経過中である．

尿閉に伴う緊満した回腸新膀胱が発症の一因と考えられた下大静脈

血栓症の 1例 : 児玉浩一，高瀬育和，元井 勇（富山市民），関 功

二（同胸部血管外科），達 宏樹（同放射線） 59歳，男性．17カ月

前に膀胱の尿路上皮癌に対して，膀胱前立腺全摘および回腸新膀胱造

設術を受けている．術後12カ月の時点では， 1 回排尿量 400∼500

ml，残尿は 50 ml 以下で，自己導尿は必要としていなかった．今回，

1週間前からの排尿困難と発熱を主訴に来院した．CT 検査では新膀

胱は緊満し，IVC 分岐部は右総腸骨動脈と L5 椎体との間に挟まれ圧

迫されていた．尿閉の原因は新膀胱-尿道の吻合部狭窄であった．内

尿道切開術を施行し，20 Fr のカテーテルを留置したところ，2,000

ml の細菌尿が排出した．尿道留置後の造影 CT 検査では，IVC 圧迫

部の頭側に 10×10×26 mm の血栓が認められた．肺塞栓はみられな

かった． 2週間の抗生剤点滴， 6週間の尿道留置および 6カ月間のワ

ルファリン投与で血栓は完全に消失した．

前立腺平滑筋肉腫の 1 例 : 門本 卓，岩本大旭，重原一慶，宮城

徹，中嶋孝夫（石川県立中央），島村正喜（能美市民） 60歳代，男

性．2012年 6月排尿困難を主訴に当科受診し，DRE，TRUS で 69 ml

の BPH の所見を認め，PSA : 2.6 ng/ml と悪性腫瘍を示唆する所見な

く，同年 7月に HoLEP 施行することとなった．その際に前立腺より

灰白色の繊維状の組織の流出を認め，HoLEP 中止し TUR 施行した

ところ病理結果は平滑筋肉腫であった．造影 CT，骨スキャンなどで

転移ないことを確認し， 9月に膀胱前立腺全摘除術をした．前立腺原

発の平滑筋肉腫は，われわれが調べた限り本邦で67例報告されてお

り，若干の文献的考察を加えて報告する．

尿道原発骨外性形質細胞腫の 1例 : 松山聡子，野原隆弘，川口昌

平，瀬戸 親（富山県立中央），内山明央（同病理） 80歳，女性．

当初，尿道カルンクルと診断したが尿道出血が持続した．針生検，

Wedge 生検で悪性リンパ腫が疑われたが確定診断に至らず，尿道摘

除術と膀胱瘻造設術を施行した．骨外性形質細胞腫と確定診断した．

術後半年以内に傍大動脈リンパ節，右鼠径部リンパ節が出現し，経過

で増大したため，疼痛・腫脹を訴える鼠径部にのみ放射線照射した．

一方，傍大動脈リンパ節は経過中に自然消退がみられた．術後 5年 1

カ月の PET-CT で再発を認めず，ベンス・ジョーンズ蛋白も陰性で

ある．本疾患は文献的にも報告例がない．

集学的治療を行っている陰茎癌の 1例 : 森田展代，中井 暖，橘

宏典，近沢逸平，田中達朗，宮澤克人（金沢医大），福島万奈（同臨

床病理），元雄良治（同集学的がん治療セ），菅 幸大（浅ノ川総合），

森山 学（金沢医大氷見市民） 陰茎癌は泌尿器科癌の中でも比較的

稀な疾患で，本邦の癌取扱い規約やガイドラインが確立されていない

のが現状である．集学的治療を行っている陰茎癌の 1例を経験したの

で報告した．症例は45歳．美容外科で包茎手術を行い，その後，亀頭

部の排膿を伴い受診．亀頭部は壊死し，両側鼠径部にリンパ節腫大を

触知．陰茎癌と診断し，陰茎全切断術・両側リンパ節郭清を行った．

術後 BMP 療法，cisplatin＋fluorouracil 療法，放射線治療と carboplatin

＋paclitaxel 療法を行い，リンパ節腫大は改善．しかし，術後19カ月

に皮膚転移を認め，現在も治療継続中である．最近の化学療法はタキ

サン系薬剤を中心とした報告が多い．今後，増悪や他臓器転移時の治

療法について考慮中である．
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陰茎絞扼症の 1例 :茂原明子，田谷正樹，武田匡史，山本秀和，菅

田敏明（福井済生会），森田保彦，山内大輔，天谷信二郎（同整形外

科） ［症例］40歳代，男性．［主訴］陰茎の腫脹，排尿困難．［現病

歴］自作のリングで以前より自慰行為をしていた．某日，自慰行為後

リングを装着したまま寝てしまった．翌朝，リングで陰茎が絞扼さ

れ，排尿も困難だったため当院救急外来受診．［身体所見］リングは

ペットボトルキャップにはんだを巻いたもので長さ 2.5 cm，厚さ 0.5

cm，直径 4.5 cm であった．陰茎・亀頭に腫脹あり，鬱血により皮膚

は変色．壊死には至っていなかった．［手術］整形外科医にも協力を

仰ぎ，全身麻酔下に手術を行った．ダイヤモンドバーなどの整形外科

用手術機材を使用してリングを除去した．手術時間は41分，陰茎の絞

扼時間は約14時間だった．［結語］今回われわれは整形外科用手術機

材を用いて陰茎絞扼を解除した．

福井赤十字病院，腎臓・泌尿器科での 8年間の手術統計 : 小松和

人，山岸瑞希，渡邊 望，高田昌幸，三好 満，河野眞範，片野健

一，伊藤正典，塚原健治（福井赤十字） 2005年からの 8年間に，施

行した外科的手技につき，経営的かつ労務管理的観点から概観した．

この 8年，手術件数を増やすこと，腹腔鏡下手術などの先進的技術を

導入すること，研修機能の強化に努めることを目標として診療体制を

整備した．結果，中央手術室での手術件数は約350件から約600件に増

加し，全外科的手技は1,000件を超えて緩徐に増加傾向である．手術

室の空き時間枠の有効利用が手術件数増加に寄与したが，超過勤務時

間はおおむね45時間/月以内に納まり，労働環境の悪化はなかった．

小線源療法，腹腔鏡下前立腺全摘除術，f-TUL などの新規技術を導入

でき，若手医師に対しては手術執刀医としての責務を負わせるだけで

なく外部研修を奨励し，新規技術習得に努めた．

当院における再発性膀胱癌に対する塩酸ゲムシタビンン膀胱内注入

療法の臨床的検討 : 大山伸幸，小林久人，青木芳隆，伊藤秀明，土山

克樹，多賀峰克，三輪吉司，秋野裕信，横山 修（福井大） ［目的］

今回われわれは再発性非浸潤性膀胱癌 (NMIBC) に対する塩酸ゲム

シタビン (GEM) の膀胱内注入（膀注）による再発予防効果について

検討した．［方法］対象は当院で NMIBC に対して GE M膀胱内注入

療法を実施した12例で，そのうち11例が以前にピノルビン (THP-

ADM) または BCG による膀注を受けていた．TURBT 後 2週間目か

ら GEM 1.5 g を週 2回× 3週× 2コースの膀注を行った．［結果］12

症例の平均年齢は77.3歳，平均観察期間は51.2カ月であった．年齢，

組織学的悪性度，腫瘍進展度，再発回数と GEM 膀注後非再発期間と

の関連を認めなかった．THP-ADM 先行群では GEM 膀注後において

非再発期間がより延長する傾向にあった．一方，BCG 先行投与群で

は GEM 膀注後において非再発期間がより短縮する傾向を認めた．

GEM 膀注による有害事象として， 2例に軽微な頻尿，下腹部痛，倦

怠感を認めたのみであった．［結論］再発 NMIVC に対する GEM 膀

注は腫瘍再発防止効果を認めた．今後，さらに多数例での検討を要す

ると考えられた．

当院における前立腺生検後発熱症例の検討 :坂本次郎，南 秀朗，

上木 修，川口光平（公立能登総合） 前立腺生検における感染予防

の方法，主に予防的抗菌薬について検討するために当院での経直腸的

前立腺生検施行後の発熱症例につき検討した．対象は2008年 1月から

2013年10月末までに当院で経直腸的前立腺生検術を施行した460例の

うち生検後に 38°C 以上の発熱をきたしたか，もしくは 37.5°C 以上

で血液培養ないし尿培養で菌が検出された12例である．12例中細菌が

検出されたのは 4例で全例大腸菌であった．そのうち CEZ 耐性は 3

例存在し，その 3例中 2例がキノロン耐性であり，ともに2013年に

入ってからの症例であった．当院でも多剤耐性大腸菌が出現してきて

おり，今後積極的に生検前に便培養や尿培養などを採取するなど耐性

菌の出現に対しさらなる検討が必要と考えられた．

前立腺がん検診を複数回受診した後に発見された前立腺癌について

の検討 : 北川育秀，澤田樹佳，溝上 敦，並木幹夫（金沢大），中嶋

和喜，越田 潔，中嶋孝夫，宮崎公臣，竹田康男（金沢市医師会）

［目的］PSA 検診を複数回受診した後に診断された前立腺癌について

臨床所見を検討した．［対象］年度別に初回および複数回受診者数と

癌発見率を算出し，前立腺癌症例について臨床所見を比較検討した．

［結果］2000∼2011年の間に年度別の受診件数は3,706件から5,502件

となったが，初回受診者の割合は漸減し，24％前後となった．初回検

診で236例，複数回検診後に186例の癌が発見された．複数回検診後の

癌症例において，PSA ＜20 かつ T1c かつ GS ≤6 かつ生検陽性コア

数 2以下の症例が有意に多かった．Favorable risk の症例では診断前の

PSA velosity が低かった．

GnRH アンタゴニスト先行投与により GnRH アゴニストの Testo-

sterone surge を抑制できるか : 川村研二（恵寿総合） ［はじめに］

GnRH アゴニスト投与により testosterone surge (T-surge) が生じ，精

巣摘除レベルになるまで 3週間を要する．GnRH アンタゴニスト先

行投与によりGnRH アゴニストの T-surge を抑制できるか検討した．

［対象と方法］前立腺癌患者14例を対象とし，ゴナックスTMを初回

240 mg (day 0) 投与，その後28日ごとに 80 mg 投与した．ZOLADEX

LATM への投与変更を day 28 : 11例，day 112 : 2例，day 224 : 1例に

行った．T-surge は T ＞50 ng/dl とした．［結果］T-surge の生じた割

合はアゴニスト投与後 1日目20％， 2日目20％， 7日目 0％， 4週目

0％， 8週目 0％，12週目 0％であった．LH はアゴニスト投与時平

均 0.3 mIU/ml，1日目7.8， 2 日目1.7， 7 日目0.5で投与 1 日目に

ピークとなり漸減した．［結論］GnRH アンタゴニスト先行投与によ

り GnRH アゴニストの T-surge を抑制できたが，投与 1日目に LH-

surge が生じ，それに伴いTも上昇し20％の症例で T-surge を認めた．
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