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学 会 抄 録

第63回日本泌尿器科学会中部総会

(2013年11月28日（木)∼30日（土），於 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）)

一般演題・口演

原発巣早期近接効果の意義 :武田宗万，中野洋二郎，成田英生（公

立陶生），高井 峻，山本徳則（名古屋大） われわれは転移性腎癌

ならびに進行性腎癌に対して分子標的治療を行った患者群に対して早

期の近接効果がその後の予後を反映しうるかレトロスペクティブに検

証し報告する．［対象と方法］2008年 4月から2013年 6月までに当院

で転移性腎癌ならびに進行性腎癌と診断された患者の内，ファースト

ラインとして分子標的治療を受けた患者72名の内，原発巣縮小効果が

計測可能であった24名 :平均72.4歳，使用薬剤はスニチニブ 8例，ソ

ラフェニブ12例，アキシチニブ 4 例．早期近接効果 : early primary

tumor response 以下 ePTR を CT での病変測定として60日または 2

コースの治療期間を持って10％の腫瘍径減少効果を有意とし予後規定

として OS，PFS を比較検証し報告予定．

当院における進行性腎細胞癌に対するアキシチニブの初期使用経

験 : 井口太郎，玉田 聡，町田裕一，山崎健史，田中智章，内田潤

次，鞍作克之，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市大） ［目的］進行性腎

細胞癌に対するアキシチニブの治療成績と副作用を検討する．［対象

と方法］2012年 9月から2013年 5月までにアキシチニブを投与した転

移性腎癌患者18例．投与期間は平均4.9カ月（ 1 ∼10カ月），2nd-

line : 9例，3rd-line : 3例，4th-line以降 : 6例であった．［結果］投与

量は 14 mg 以上に増量可能 : 4例，10 mg 維持 : 6例，6 mg 以下に減

量必要 : 8例であった．治療成績は PR : 4例，SD : 5例，PD : 4例，

評価不能 : 5例．有害事象は高血圧，HFS，甲状腺機能低下，嗄声，

蛋白尿があるも，有害事象による中止例はなかった．［結論］2nd-

line ライン以降の治療としてのアキシチニブの治療成績にはおおよそ

満足できる成績であると考えられた．

転移性腎癌に対する分子標的薬の臨床的検討 : 横山直己，桃園宏

之，寺川智章，田中浩之，井上隆朗（兵庫県立がんセ） ［目的］転

移性腎癌に対する分子標的薬の治療成績を報告する．［対象］2013年

7月までに分子標的薬治療を施行した66例．［結果］MSKCC リスク

分類で favorable 8例，intermediate 45例，poor 13例． 1次治療として

用いた薬剤はソラフェニブ40例，スニチニブ23例，テムシロリムス 3

例．近接効果はスニチニブで CR 1 例，PR 9 例，SD 22例，ソラ

フェニブで PR 5例，SD 21例，エベロリムスで SD 11例，テムシロ

リムスで PR 1例，SD 3例．66例の全生存期間中央値は37.7カ月で

あった．［結論］当院において分子標的薬治療を施行した転移性腎癌

患者の予後は比較的良好であった．

スニチニブ 2投 1休投与法に関する多施設共同研究 :東郷容和，山

本新吾（兵庫医大），伊藤哲之（西神戸医療セ），川喜田 睦司（神戸

市立医療セ中央市民） ［目的］スニチニブの従来投与法である 4投

2休を 2投 1休の投与法に変更することによる安全性および有効性に

関して検討した．［方法］2011年10月から2013年 3月までに 2投 1休

投与法にて治療開始した転移性腎細胞癌25例を対象に安全性および有

効性について前向きに調査した．全例 50 mg から投与し，grade 3 以

上の副作用を基準に減量した．［成績］有害事象は血小板減少52％，

白血球減少44％，手足症候群20％，高血圧16％，甲状腺機能低下症

12％であった．臨床効果判定は PR 20％，SD 32％，PD 28％，判定不

能20％であった．［結論］従来の投与法と比較して副作用軽減に繋が

る可能性があると考えられた．

TKI Failure となった高齢者mRCC に対するエベロリムスの治療効

果 :稲元輝生，東 治人（大阪医科大），野々村祝夫（大阪大），仲谷

達也（大阪市大），野沢昌弘（近畿大），松田公志，植田 健，木下秀

文，西村和郎，金山博臣，三木恒治，冨田善彦，辻畑正雄，植村天受

（Osaka Urologic Oncology Group (OUOG)） 172名の VEGFr-TKI 治

療に抵抗性となったエベロリムス使用患者のデータを用いて有効性と

安全性を調査した． 全体の50％でサイトカイン療法が使用されてい

た．中央値2.8カ月．65歳をカットオフとすると85人（49.7％）が高

齢者群で，86人（50.3％）が若い群となった．CR/PR の割合は 高齢

者群が若い群に比較して有意に高かった（5.9％ならびに61.2％ vs

1.2％ならびに46.5％）．進展なし生存は高齢者群が若い群に比較して

高かった（3.5±0.31 vs 3.1±0.34，HR＝0.4521，CI ; 0.2549∼

0.8018）．有害事象に差はなかった．有効性が立証された治療法，と

りわけ VEGFr-TKI 治療後の mTOR 治療は高齢者という理由だけで

は使用をためらうべきではない．

診断に苦慮した前立腺 STUMP (Stromal tumor of uncertain malig-

nant potential) の 1 例 : 松山聡子，野原隆弘，川口昌平，瀬戸 親

（富山県立中央），中西ゆう子，内山明央，石澤 伸（同病理） 50歳

代，男性．肉眼的血尿で前医受診．膀胱鏡にて精丘横に乳頭状変化を

伴う腫瘍を認め，前立腺生検と TUR を施行し前立腺導管癌と診断．

ところが2010年 4月当科紹介時に前医の病理検体を再検したが悪性所

見は認められず．MRI にて前立腺癌が疑われ，再度前立腺生検を施

行したが，悪性所見は認められず．同年10月再び肉眼的血尿あり，膀

胱鏡にて精丘横の腫瘍再発を認め，TUR を施行．病理診断に苦慮し

たが最終的に前立腺 STUMP と診断された．2011年 3月の膀胱鏡に

て再び腫瘍の再発を認め，同年 6月に前立腺全摘術を施行した．病理

は前立腺 STUMP であった．術後 2年を経過した現在再発を認めて

いない．

当院泌尿器科にて固形癌 DIC に対してトロンボモジュリン α を使

用した 5症例の検討 :金丸知寛，岡村太裕，行松 直，井口太郎，玉

田 聡，川島秀紀，仲谷達也（大阪市大） ［目的］固形癌患者は凝

固亢進状態にあり播種性血管内凝固 (DIC) を発症しやすい．感染症

に伴う DIC に対してトロンボモジュリン α が広く使われるようにな

り，その効果を固形癌 DIC においても検討した．［対象］当科で固形

癌 DIC に対して同剤を使用した 5例，基礎疾患は前立腺癌 3例，腎

癌 1例，尿管癌が 1例であった．［結果］DIC から離脱したのは 1例

のみ，他の 4例は DIC の改善なく数日で死亡した．本邦での同剤の

固形癌 DIC に対する特定使用成績調査の中間集計結果では DIC 改善

率は58.3％とあり，やや解離する結果となった．［結語］固形癌 DIC

に対する同剤の使用に関してはその適応を検討する必要があり，まず

は特定使用成績調査のさらなる解析が待たれる．

ジャックナイフ体位で前立腺部分切除を施行した直腸癌の 1例 :村

上 薫，木村博子，青山輝義，橋村孝幸（関西電力），河本 泉（同

外科） 症例は72歳，男性．2013年 1月便秘精査の結果，直腸腫瘍指

摘．前立腺浸潤が疑われたため，当科紹介．術前化学放射線療法

(capecitabine＋40 Gy) を施行し，根治手術を施行．前立腺へのアプ

ローチはジャックナイフ体位で施行した．腫瘍は前立腺と癒着してい

たが，前立腺後面を一部切除し，術中迅速で断端陰性を確認し，前立

腺腹側を温存した．術後排尿状態は良好に経過している．術後病理で

前立腺には炎症所見のみで腫瘍の浸潤は見られなかった．術中に前立

腺浸潤が疑われる症例でも，組織学的に前立腺浸潤を認めるのは約半

数との報告があり，術中迅速を行い前立腺浸潤陰性であれば前立腺部

分切除は可能であると考えられた．

京都府立医大における脳転移を有した精巣癌20例の臨床的検討 :萩

原暢久，安食 淳，金子正大，壮子万可，大石正勝，上田 崇，藤原

敦子，中村晃和，本郷文弥，納谷佳男，沖原宏治，三木恒治（京都府

医大） ［緒言］脳転移を有する精巣癌症例は治療に難渋する場合が

多い．今回われわれは当院における脳転移例に対し臨床的検討を行っ

た．［対象］当院で経験した進行性精巣癌251例のうち，脳転移を有し

た20例．［結果］初発時から脳転移を有した症例は10例であった．経

過中に脳転移が出現した10例の初発時 IGCCC は，good 1例，inter-

mediate 3例，poor 3例，不明 3例．治療としては，全例化学療法に

加え，放射線療法が施行され，全脳照射 4例，定位照射10例であっ
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た．［結論］脳転移に対する治療として，化学療法，放射線療法（全

脳照射，定位照射），手術療法による集学的治療を行う事が重要であ

ると考えられた．

副腎神経節細胞腫の 4例 :加藤佑樹，前田雄司，町岡一顕，中嶋一

史，溝上 敦，高 栄哲，並木幹夫（金沢大） 副腎神経節細胞腫は

交感神経節に発生する良性腫瘍である．臨床的に特徴的な症状に乏し

く，一般的に内分泌学的非活性である．また特徴的な画像所見に乏し

く術前診断は困難である．近年，画像診断の普及により健診などで副

腎偶発腫瘍が発見される機会の増加に伴い，本疾患の報告例が増加し

ている．今回われわれは2000∼2013年の間に副腎神経節細胞腫を 4例

経験したので若干の文献的考察を加え報告する．

初診時 PSA 値が 100 ng/ml 以上であった前立腺癌症例の検討 : 西

野安紀，安田宗生，坂野恵里，田原秀男（耳原総合） 当院にて2007

年 1月から2015年 3月までに前立腺針生検を施行した645例のうち，

初診時 PSA 値が 100 ng/ml 以上で前立腺癌と診断された35例を対象

とした．平均年齢71.1歳，PSA 中央値 331.4 ng/ml，Gleason score 7

が11例（31.4％），Gleason score 8 以上が24例（68.6％），病期Dが25

例（71.4％）であった．治療は内分泌療法単独が21例（60％），化学

療法併用が11例（31.4％）であり， 5 年生存率は50.0％であった．

PSA 値 100 ng/ml 以上の前立腺癌の治療経過・成績について，文献的

考察を加えて報告する．

去勢抵抗性前立腺癌に対する低用量ドセタキセル療法の臨床的検

討 : 瀧本啓太，城 文泰，鄭 裕午，広田竜一，藤原 遼，山下寛

人，小林憲市，水流輝彦，吉田哲也，影山 進，上仁数義，成田充

弘，荒木勇雄，河内明宏（滋賀医大） ［目的］去勢抵抗性前立腺癌

に対する低用量ドセタキセル (DOC) 療法について標準量との比較を

行った．［対象］低用量 DOC 療法は2004年から開始し 30 mg/m2 の

週 1 回 3 週投薬 1 週休薬の 4 週を 1 サイクルとし26例に施行．70

mg/m2 を 3週ごとの標準量 DOC 療法は2010年から開始し11例に施

行．［結果］低用量群は DOC 開始時年齢が中央値70.5歳，DOC 開始

時 PSA が 98 ng/ml で標準量群と比べて有意差はなかったが脳，肺，

肝へ転移を有する 6例を含み，施行数は 5サイクルだったのに対し標

準量群は18サイクルだった．PFS は低用量群が4.6カ月に対して標準

量群は8.3カ月で有意差を認めた．有害事象は grade 3 以上の白血球

減少が低用量群で15％，標準量群で64％だった．［結論］低用量

DOC 療法は標準量と比べて効果は劣るが臓器転移や PS 不良で副作

用軽減を重視すべき症例には選択肢となりえると考えた．

デノスマブ投与により PSA 低下を認めた去勢抵抗性前立腺癌の 1

例と当科のデノスマブ投与の使用経験 :辰巳佳弘，穴井 智，三宅牧

人，井上剛志，桑田正臣，田中宣道，平山暁秀，藤本清秀（奈良県立

医大） ［背景］癌骨転移に対しデノスマブが本邦でも使用可能とな

り，当科では泌尿器癌骨転移13例 (PCa 8例，RCC 3例，UC 2例）

に対し使用した．ゾレドロン酸からデノスマブへの変さらにより著明

に PSA が低下した去勢抵抗性前立腺癌の 1例と，当科でのデノスマ

ブ使用経験を報告する．［症例］85歳，男性．2007年 7月近医より腰

痛の原因として前立腺癌骨転移を疑われ当科を受診．初診時 PSA 644

ng/ml 前立腺癌 cT2cN0M1b に対し CAB 療法を開始．2012年11月

PSA 27.23 ng/ml と再燃し，低用量デキサメサゾンおよびデノスマブ

投与を開始したところ，PSA 0.1 ng/ml まで低下し現在も加療中であ

る．［結論］デノスマブは前立腺癌骨転移の補助治療として PSA 低下

に寄与する可能性が示唆された．

酢酸リュープロレリン皮下注射による皮下硬結形成の危険因子の検

討 :福井真二，中井 靖，松本吉弘，影林頼明，三馬省二（奈良県立

奈良） ［目的］酢酸リュープロレリンによる皮下硬結形成の頻度・

危険因子を検討した．［対象と方法］酢酸リュープロレリンによる内

分泌療法を施行した前立腺癌患者を対象に，皮下硬結形成の有無およ

び背景因子を検討した．［結果］酢酸リュープロレリンを使用した前

立腺癌患者173例中14例（8.1％）で皮下硬結のため投与中止し，うち

11例で注射剤を変更した．14例の前立腺癌診断時年齢は76.9歳で，硬

結形成までの投与期間は25.4カ月であった．継続投与群159例と硬結

による中止群14例でアレルギー疾患・過敏性素因の有無を検討したと

ころ，花粉症の有無で有意差を認めた．［結語］花粉症のみが酢酸

リュープロレリンの重症皮下硬結形成の危険因子であった．

ビスホスホネート関連顎骨壊死予防のための地域医科歯科連携ネッ

トワーク―前立腺癌患者を中心に― :永江浩史（ながえ前立腺ケアク

リニック），大野守弘（浜松歯科医師会），大野友久（聖隷三方原リハ

ビリテーション科・歯科），内藤克美（浜松医療セ口腔外科） 前立

腺癌骨転移患者に投与するビスホスホネート製剤 (BP) やデノスマブ

による顎骨壊死発生予防には投与前後の歯科介入が重要だが，院内に

連携歯科不在の施設も少なくない．そこで，BP などの診療に携わる

医療従事者の相互理解と地域医療連携の促進を目的に，医科/歯科/

口腔外科/薬剤師により2011年「浜松ビスホスホネート連絡会」を設

立．投与前かつ投与後顎骨壊死疑い時に市中歯科へ診療依頼できるシ

ステムを作成した（浜松市歯科医師会HP に公開 http://www.hamashi.

com/BP/bp.html）．運用実績 : スクリーニング 5例，発症 2例．発症

後でも本システムによる早期の医科歯科連携診療により在宅療養の維

持およびがん治療継続も十分可能であった．

前立腺肥大症による α1 アドレナリン受容体拮抗薬単独療法抵抗性

急性尿閉へのデュタステリド併用療法の検討 :稲原昌彦，杉浦正洋，

芳生旭辰，荒木千裕，増田 広，小島聡子，納谷幸男（帝京ちば総合

医療セ） ［目的］前立腺肥大症による α1 ブロッカー単独療法抵抗

性の急性尿閉患者に，デュタステリド併用療法にて尿閉から離脱しえ

るか検討した．［方法］前立腺容量 30 ml 以上の急性尿閉症例に尿道

カテーテル療法を開始し， α1 アドレナリン受容体拮抗薬を 2週間以

上内服後も尿閉から離脱できず，手術が不適当な症例に，デュタステ

リド併用療法を開始した52例を対象とした．［結果］全体として63％

が 7カ月以内に尿閉から離脱できた．PS≦1 の症例は78％が，PS≧2

の症例は40％が急性尿閉から離脱でき，有意な差があった．［考察］

ウロダイナミクススタディーを施行しなくても，PS により併用療法

の成否を高率に予測できると思われた．

デュタステリド抵抗性で手術治療に移行する可能性の高い前立腺肥

大症を予測する因子の検討 :平山和秀，増井仁彦，灰谷崇夫，七里泰

正（大津市民），佐野剛視（京都大），瀧本啓太（滋賀医大），梶田洋

一郎（梶田泌尿器科クリニック） ［目的］前立腺肥大症 (BPH) 患

者においてデュタステリドが効果不良で手術に移行となる投与前リス

ク因子を検討した．［対象と方法］2010年 4月からの 2年間に 30 g 超

BPH で， 4カ月以上のデュタステリドと α1 ブロッカーを投与した

127例．うち61例は効果持続，20例が TURP を要した．リスク因子候

補（年齢，前立腺体積，尿流測定検査各因子，IPSS 各因子，QOL ス

コア，膀胱内前立腺突出度 (IPP)）を統計学的に解析，p＜0.05 を有

意差ありとした．［結果］単変量解析で IPSS 総計，QOL スコア，

IPSS 残尿感ドメイン，IPP が，多変量解析で IPP のみ有意であった

(p＝0.027，OR＝14.51）．［結論］IPP 高値 BPH は手術治療を要する

可能性が高いと考えられた．

α1 遮断薬投与中の 30 g 未満の前立腺肥大症患者に対するデュタス

テリド追加投与の検討 :橋本 士，清水信貴，南 高文，辻 秀憲，

野沢昌弘，吉村一宏，植村天受（近畿大），杉本公一，能勢和宏，西

岡 伯（近畿大堺），田原秀男（耳原総合），畑中祐二，今西正昭（済

生会富田林），江左篤宣（NTT 西日本大阪） ［目的］デュタステリ

ド投与前の前立腺体積による治療効果の違いについて検討を行った．

［対象と方法］近畿大学および関連施設を受診した，α1 遮断薬を 3カ

月以上服用している前立腺肥大症患者で下部尿路症状を訴える患者に

対してデュタステリドを追加投与し 1年が経過した111名を対象とし

た．評価項目は前立腺体積 (PV），IPSS・OABSS，UFM，残尿量，

（投与前， 3，6，9，12カ月）PSA（投与前， 6，12カ月）とした．

［結果・考察］PV 30 g 以上が93名，30 g 以下が18名であった．30 g

未満の症例においても，患者の中には効果のある場合もあるが，30 g

以上のほうが著名な改善傾向を認めた．

LUTS 患者に対する共同薬物治療管理 (CDTM) の導入 :永江浩史，

前堀直美（ながえ前立腺ケアクリニック） ［目的］排尿ケアの質安

全向上のため，治療薬の処方設計・リスク管理に共同薬物治療管理

(CDTM) を導入した．［対象と方法］OAB 患者に対し，1）処方リス

ク管理 : 医師診察前に薬剤師が紹介状・お薬手帳で併用薬をリスト

アップ→OAB 治療薬との相互作用リスクに対応．2）薬剤師外来（診

察前）で治療満足度と有害事象をチェックし，治療薬や支持療法薬の

処方設計を実施．［結果］1）処方リスク管理 (n＝43) : 0AB 治療薬の

慎重投与事例（7.4％）で治療薬の変更または相互作用リスク薬の休
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止変更．2）薬剤師外来 :緩下剤の追加変更提案（初回介入時10.2％，

2回目18.8％， 3回目16.6％）など．［考察］CDTM 導入は今後の排

尿ケアの質安全向上に有用である．

前立腺肥大症合併過活動膀胱症例における抗コリン薬変更時の服薬

遵守率に関する検討 :大岡均至（国立病院機構神戸医療セ） ［目的］

前立腺肥大症に合併した過活動膀胱症例のトルテロジン (Tol) から

フェソテロジン (Feso) に投薬を変更した際の，種々の方策下での服

薬遵守率を検討する．［方法］α1 遮断薬と Tol を 1年間以上内服し，

Tol を Feso に変更した120例を 4群に割り付けた ; A）プラセボ群，

B）主治医説明強化群，C）電話対応強化群，D）全員参画群．［成

績］A ; 36.7∼56.7％，B ; 66.7∼86.7％，C ; 53.3∼70.0％，D ;

83.3∼93.3％．すべての群で Tol 内服時の服薬順守率を上回ってい

た．各群間でも有意差を認めた．［結論］抗コリン薬は，遵守率が低

下しやすい．副作用が軽減された Feso では改善傾向が認められるが

十分とは言えない．われわれは肝に命じるべきである．

転移性腎細胞癌の透析患者に対する分子標的薬の使用経験―第 2

報― : 近藤秀明，原本順規（高清会高井），谷 満（大和高田市立），

永吉純一（西奈良中央） 症例は64歳，男性．他院で両側の腎細胞癌

に対して2005年 8月に左腎摘除術，2006年 1月に右腎摘除術を施行．

病理組織は淡明細胞癌だった．当院で維持透析を行い，術後再発予防

に IFN-α を投与していたが，2007年 1 月に多発肺転移巣出現．IL-2

を追加投与するも，転移巣が次第に増大したため，2010年12月からス

ニチニブによる治療に変更し，治療効果は 8カ月間の SD を得た．し

かし，肺転移巣からの出血と劇症肝炎を発症したため治療を IFN-α＋

IL-2 に戻していたが転移巣は増大傾向にあった．今回，2012年12月

からアキシチニブ 6 mg の投与を開始し，重篤な副作用を認めずに

PR を得ている．

腎癌に対する分子標的薬 Neoadjuvant 療法の経験 :砂田拓郎，伊

藤克弘，上戸 賢，加藤敬司，植月祐次，川西博晃，奥村和弘，奥村

秀弘（天理よろづ相談所） ［目的］分子標的薬 neoadjuvant 療法の

考察を行った．症例 1 : 68歳，男性．右腎摘後 (pT1bN0M0，淡明細

胞癌）右副腎転移/肝浸潤あり，sunitinib 投与後右副腎摘除施行．病

理は腫瘍組織の残存なし．症例 2 : 54歳，男性．右腎癌 cT3bN1M1

にて sunitinibPD/temsilolimus 投与後に右腎摘除術施行．病理は淡明細

胞癌．Axitinib で adjuvant 療法中．症例 3 : 74歳，男性．cT3bN1M1

にて sunitinib/sorafenib 投与後，左腎摘除術施行．Temsilolimus にて

adjuvant 療法施行中．症例 4 : 74歳，男性．cT3bN1M1にて sorafenib/

axitinib 開始．肝転移/下大静脈塞栓縮小し，左腎摘除術施行．腎静脈

内の塞栓は血栓化していた．［結論］分子標的薬投与にて手術可能と

なる症例が見られた．

成人 Wilms 腫瘍，肺・大腿骨転移症例に対して，腎摘後に DD-4A

療法・肺腫瘍切除・骨置換にて CR が得られた症例 :南 幸一郎，光

野絢子，内本泰三，斉藤賢吉，高井朋聡，反田直希，小村和正，高原

健，平野 一，稲元輝生，能見勇人，木山 賢，東 治人（大阪医科

大） 2012年 7月左背部痛を主訴に近医受診．CT にて左腎腫瘍・肺

転移指摘され，当科紹介受診．入院後，右膝痛も訴えたため MRI 施

行したところ右大腿骨転移も認めたため，ゾレドロン酸投与開始し

た．同年 8月左開腹腎摘除術施行．病理組織にて Wilms tumor (mixed

type) と診断された．同年 9月に JWiTS-1 protocol に従い，stage 4 の

化学療法である DD-4A を開始し， 1クール24週完遂した．その後，

肺転移・大腿骨転移とも縮小傾向であったため，まず肺転移腫瘍切除

術施行の方針となった．切除標本にて variable cell 認めず pathological

CR と診断．大腿骨転移部は腫瘍切除ならびに液体窒素処理骨での再

建を行った．その後の CT にても再発認めず，CR を維持している．

Oncocytic papillary renal cell carcinoma の 2例 :松岡崇志，西原大

策，河野有香，矢野敏史，宇都宮紀明，岡田卓也，川喜田睦司（神戸

市立医療セ中央市民），市川千宙，今井幸弘（同病理検査） ［目的］

Oncocytic papillary renal cell carcinoma（以下 OPRCC) の 2例を経験し

たので報告する．［対象］症例 1 は89歳，男性．前立腺癌の staging

CT で偶発的に右腎下極に 18 mm の腫瘍指摘．右腎癌疑いとして後

腹膜鏡下右腎部分切除術を施行した．症例 2は63歳，男性．高血圧で

フォロー中スクリーニングのエコーで左腎腫瘍指摘．CT・MRI で 15

mm の左腎癌疑いと診断し後腹膜鏡下左腎部分切除術を施行した．

［結果］HE 染色で核異型は軽度であり，細胞質は好酸性であった．

また免疫染色では症例 1では CK 7 陽性，症例 2では CK 7 陽性，E-

cadherin 陽性であり OPRCC と診断した．［考察］OPRCC は

papillary RCC の type 1，2 の両者の特徴を併せ持ち，予後は良好とさ

れる．

パゾパニブが著効した平滑筋肉腫の 1例 :山中庸平，金城孝則，片

山欽三，林 拓自，嘉元章人，森 直樹，吉岡俊昭，板谷宏彬（一般

財団法人住友），藤田茂樹（同病理） 63歳，女性．気管支拡張症，

非定型抗酸菌症にて呼吸器内科かかりつけ．CT で 9 cm 大の左後腹

膜腫瘍を指摘され当科紹介．超音波ガイド下針生検を行い，病理組織

検査の結果，SMA 陽性，desmin 陰性，Bcl-2 陰性，S-100 陰性，CD

34 陰性，サイトケラチン陰性であり平滑筋肉腫と診断．転移は認め

ず，腫瘍摘出術を施行．術後 2カ月で腫瘍の再発を認めたため GD

療法，AI 療法を行ったが，腫瘍の増大を認めたためパゾパニブを開

始． 1カ月後の CT では PR であった．しかし，経過中気胸を発症し

パゾパニブを中止した．中止後，腫瘍は急激に増大し，徐々に全身状

態の悪化を認め逝去された．

膀胱癌 T1G 3 症例に対する Re-staging TUR の臨床病理学的検討 :

石田貴樹，角井健太，山道 深，楠田雄司，中野雄造，山田裕二（兵

庫県立尼崎） ［目的］T1G 3 症例に対する re-staging TUR の臨床病

理学的検討．［方法］当院にて2008年 3月以降 re-staging TUR を行っ

た T1G 3 症例35例で，re-staging TUR 後 BCG 膀胱内注入療法を施行

した．［結果］男性31例，女性 4例．平均年齢は70歳．初回 TUR 時

の組織は91.4％が尿路上皮癌で，14例に CIS を合併．Re-staging TUR

にて15例（42.9％）に残存腫瘍を認め， 7例は Ta， 6例は CIS， 2

例は Ta＋CIS で，T2 症例は認めなかった．このうち 4例（27％）で

再発を認め， 3例で膀胱全摘が施行された．一方残存腫瘍を認めな

かった20例中 4例（20％）で再発を認め， 1例で膀胱全摘術を施行さ

れた．［考察］re-staging TUR で残存腫瘍を認める症例は厳重な経過

観察が必要である．

筋層浸潤性膀胱癌と高リスク膀胱癌に対する PDD (Photo dynamic

diagnosis) 併用 TURBT の有効性評価 : 高井朋聡，稲元輝生，小村和

正，内本泰三，齋藤賢吉，反田直希，光野絢子，南 幸一郎，高原

健，能見勇人，木山 賢，東 治人（大阪医科大） 5-aminolevulinic

acid と蛍光膀胱鏡を用いた膀胱癌の PDD 補助による TURBT が

TURBT 単独治療後の再発率を有意に低下させる．しかし PDD 補助

下での TURBT は筋層非浸潤性膀胱癌 (NMIBC) に使用され筋層浸

潤性膀胱 (MIBC) に対する PDD 補助下 TURBT の有用性についての

検討は皆無である．MIBC や CIS などの高リスク NMIBC に対し当

院で PDD 補助下 TURBT を施行した．施行症例は25例，切除切片総

数は n＝145 で陽性切片と陰性切片の成績について検討を行った．

PDD 補助下 TURBT の陽性的中率 : 49.4％，陰性的中率 : 92.9％，

感度 : 91.7％，特異度 : 53.6％であった．既報告の感度 : 93.4％，特

異度 : 58.9％と遜色なく MIBC と高リスク NMIBC に対する PDD 補

助下 TURBT の有用性が示唆された．

膀胱癌多発骨転移に対し，Denosumab を使用し著明な低 Ca 血症

を来たした 1例 :滑川剛史，佐藤陽介，高木公暁，大關孝之，小林将

行，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］膀胱癌多発骨転移に対し，

denosumab を使用後著明な低 Ca 血症を来たした症例を経験したので

報告する．［症例］53歳，男性．膀胱癌多発骨転移に対し denosumab

120 mg を投与した．投与後 7日に施行した血液検査にて補正 Ca : 6.

0 mg/dl と低 Ca 血症を認めたため，同日緊急入院の上で Ca の静脈

内投与を開始した．70∼94 mg/day を連日投与するも，低 Ca は遷延

し，静脈内投与からの離脱に51日を要した．骨吸収マーカーである

NTX は投与前 80.0 U と著明な高値であったが，denosumab 投与後

は 10.2 U と著明な減少を認めた．［考察］骨吸収が亢進している転

移性骨腫瘍の症例では denosumab 投与により著明な低カルシウム血

症を来たす可能性があり，注意を要する．

当院における Modified pluck 法を用いた腹腔鏡下腎尿管全摘除術

の経験 :仁田有次郎，山崎健史，壁井和也，町田裕一，田中智章，仲

谷達也（大阪市大） 腎尿管全摘除術における遠位尿管の処理方法に

はさまざまな方法が用いられ，報告されている．今回，われわれは
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modified pluck 法を用いた腹腔鏡下腎尿管全摘除術を行い，良好な成

績を得たので報告する．［対象と方法］2011年10月から2013年 4月ま

でに行った11例を対象とした．下部尿管腫瘍は適応外とした．腹腔鏡

操作に先立ち，砕石位にて経尿道的操作で遠位尿管の処理をし，その

後，後腹膜アプローチにて腎尿管全摘術を施行した．［結果］手術時

間は平均265分（209∼351），出血量は平均 110 ml（10∼450）であっ

た．同時期に行われた腹腔鏡補助下腎尿管全摘除術と比べ，手術時間

はやや短い傾向であった．術中および術後合併症は全例認めなかっ

た．

広島市立安佐市民病院における腹腔鏡下膀胱全摘除術の検証―開腹

手術との比較検討― :加藤昌生，小畠浩平，三田耕司（広島市立安佐

市民） ［目的］腹腔鏡下膀胱全摘除術の手術成績を開腹手術と比較

検討する．［方法］対象は2010年 4月より2013年 6月までに膀胱全摘

除術（腹腔鏡下手術 : L群11例，開腹手術 : O群 8例）を施行した19

例．年齢中央値は67歳．男性16例，女性 3例．尿路変向は新膀胱11

例，回腸導管 7例，尿管皮膚瘻 1例． L群とO群の手術成績を比較し

た．［結果］手術時間中央値は L 群231分（163∼292），O群195分

（161∼242）で有意差はみられなかったが，出血量中央値は L群 200

ml（5∼300），O群 490 ml（355∼1,070）で L群はO群に比較して有

意 (P＜0.05) に少なく，輸血（同種血）はO群の 1例のみに行った．

［結論］腹腔鏡下膀胱全摘除術は開腹手術に比較し低侵襲で同等の成

績が期待できる．

当院における無阻血腎部分切除術の経験 :山崎健史，壁井和也，仁

田有次郎，井口太郎，玉田 聡，田中智章，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．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が，腫瘍

の部位やサイズによっては無阻血による切除が近年試みられている．

当院では2011年より腹腔鏡下腎部分切除を導入し，これまでは施行し

た40例中， 2症例に対して無阻血腎部分切除を試みている．当施設で

の経験を動画を用いて供覧する．［結果］全例鋭的切除にて切除し，

阻血することなく切除可能であった．腹腔鏡下手術において PADUA

スコア，RENAL スコアの低い症例では阻血することなく安全に腹腔

鏡下腎部分切除は施行可能であると考えられた．

広島市立安佐市民病院における腎腫瘍に対する腎部分切除術の検

証 :加藤昌生，小畠浩平，三田耕司（広島市立安佐市民） ［目的］

当科の腎部分切除術を検証する．［方法］2002∼2013年の69例を，開

放手術（O群) : 39例，腹腔鏡下手術（ L群) : 30例に分類して検討し

た．［結果］男女比は43 : 26例，左右比は33 : 36例．年齢63歳（39∼

83歳），腫瘍径2.0 cm (0.8∼5.8 cm），出血量 70 ml (5∼1,020 ml），

手術時間184分（92∼409分），阻血時間21分（ 7∼43分）（いずれも中

央値）．O群の 1例に術後後出血を認め経皮的動脈塞栓術を施行した．

L群とO群の背景因子，阻血時間（22分 vs 20分）に有意差はなかっ

たが， L群はO群に比較し有意に手術時間が長く（210分 vs 142分），

有意に出血量 (10 ml vs 190 ml) が少なかった．［結論］当科の治療成

績は諸家の報告と同等と考えられた．

Stage 2 以上の子宮脱を合併した膀胱瘤症例における，a-TVM 単

独，ap-TVM 施行例の治療成績に関する比較検討 :栗林正人，北川育

秀，浦田聡子，並木幹夫（金沢大），成本一隆，竹山政美（泉北藤

井），松山聡子，川口昌平（富山県立中央） ［目的］子宮脱合併の膀

胱瘤症例に対する前膣壁形成術単独施行例と後膣壁形成術併施症例の

治療成績を比較検討した．［方法］POP-Q stage 2 以上の膀胱瘤および

子宮脱を認めた46名．Stage は砕石位，全身麻酔下で子宮頸部を牽引

して評価した．［結果］a-TVM 単独施行例が19名，ap-TVM 施行例が

27名であった．手術時間は ap-TVM 施行群で有意に長く，出血量も

同群で有意に多かった．de novo SUI 症例は，a-TVM 群では18名中 2

名（11％），ap-TVM 施行群では 27名中 9 名（33％）であり，ap-

TVM 施行群で多い傾向 (P＝0.179）であった．［考察］子宮頸部を

牽引して評価した子宮脱の POP-Q stage から後膣壁形成術の適応を判

断することについては，慎重を期すると思われた．

神経因性膀胱に合併した VUR に対する Deflux 注入療法の初期経

験 :堀 俊太，豊島優多，高田 聡，藤本 健，大山信雄，百瀬 均

（星ヶ丘厚生年金） ［目的］原発性 VUR の治療では低侵襲の deflux

注入療法が第一選択になりつつある．今回，NB に合併した VUR に

対する同療法の初期成績を検討した．［方法］患者は NB 患者15例

（男性 8，女性 7），年齢は平均16.6歳．VUR の grade は G1-6，G2-

6，G3-5，G4-1，G5-3 尿管．注入は HIT 法あるいは技術的に困難な

場合は STING 法に準じた．［結果］注入量は 0.2∼1.5 ml．術後 3カ

月の評価では21尿管中 VUR 消失が 9尿管（42.9％），G1 の VUR 残

存が 7尿管（33.3％）であったが，術後 6∼17カ月（平均9.8カ月）

での消失率は25％であった．［結語］NB に伴う VUR に対する deflux

注入療法の初期成績は満足すべきものではなく，ハード面とソフト面

における手術手技の改善が必要である．

間質性膀胱炎患者の臨床的検討 :藤内靖喜，飯田裕朗，加藤智規，

森井章裕，保田賢司，渡部明彦，布施秀樹（富山大） ［緒言］間質

性膀胱炎は難治性であり対応に苦慮することも少なくない．今回，膀

胱水圧拡張術の効果などを明らかにすることを目的とした．［方法］

2005年 1月∼2013年 5月まで当科において間質性膀胱炎と診断した女

性10例を対象とした．膀胱水圧拡張術の効果持続期間などについて臨

床的検討を行った．［結果・考察］年齢は58.4±14.8歳，症状出現か

ら初回水圧拡張までの期間は30±43カ月であった．水圧拡張による効

果持続期間は初回， 2，3，4，5回目施行後それぞれ，16.9±19.0，

5.7±2.9，6.5±0.7，7.5±2.1， 6カ月であった．効果持続期間は 2

回目施行後以降は約半年程度であり集学的な治療を検討する必要があ

ると思われた．

前立腺全摘症例の予後と再発予測因子についての検討 :村上知彦，

松元 崇，筒井顕郎，平田 晃，原野正彦（九州厚生年金） ［目的］

当院で施行した前立腺全摘症例の予後とその再発予測因子について検

討した．［方法］2008年 4月より2013年 1月までに施行した前立腺全

摘除症例159例のうち，術前術後の補助化学療法，リンパ節転のある

症例を除外した137例を対象とした．再発予測因子と予後について検

討した．生化学的再発は PSA 0.2 ng/ml 以上とした．［結果］観察期

間24カ月において35例（25.5％）の生化学的再発， 1例の前立腺癌死

を認めた．再発症例と非再発症例間の比較では高グリソンスコア，切

除断端陽性，術後 high Tstage，PSA nadir＞0.05 が再発予後因子とし

て有意であった．

広島市立安佐市民病院における腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術の断端

陽性例の検証 :加藤昌生，小畠浩平，三田耕司（広島市立安佐市民）

［目的］腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (LRP) の断端陽性例を検証す

る．［対象と方法］134例を対象とし，切除断端陽性 (SM＋) 37例と

陰性 (SM−) 97例に分類し検討した．［結果］年齢中央値68歳，PSA

中央値 7.1 ng/ml．生検 GS 6 : 17例，7 : 65例，8≦ : 52例，生検陽性

コア数/総生検数は20％以上43例，20％未満77例，両側生検陽性53

例，片側陽性81例であった．神経は温存45例，非温存88例であった．

2群間の比較では，SM＋ は SM− に比較して生検陽性コア数/総生検

数が有意に高く，両側生検陽性例が有意に多かった．［結語］LRP の

断端陽性には生検所見が大きく関与していた．

高リスク前立腺癌に対する腹腔鏡下前立腺全摘除術の臨床病理学的

検討 :田口 功，鈴木光太郎，今井聡士，奥野優人，岡本雅之，川端

岳（関西労災） ［目的］高リスク前立腺癌に対する腹腔鏡下前立腺

全摘除術 (LRP) につき検討した．［対象と方法］2006年 5月以降に，

当科にて高リスク群 (NCCN リスク分類）に対して LRP が施行され

た73例を対象とした．年齢の中央値は66歳，PSA 20 ng/ml 以上は18

例，生検 Gleason score 8 以上が60例，cT3a が 6であった．［結果］病

理学的病期は pT2 : 48例，pT3a : 14例，pT3b : 10例，pT4 : 1例で，

pN1 症例を 3例に認めた．また，RM1 を23例，31.5％に認めた． 5

年 PSA 非再発率は61.5％で，これは同様に検討した超低・低/中リス

ク群と比較して有意に低かった．［結語］高リスク群であっても良好

な経過を示す症例も認める一方で，その手術適応に関するさらなる検

討の必要性が示された．

75歳以上に施行したロボット支援根治的前立腺全摘除術 (RARP)

の治療成績 :吉澤孝彦，加藤義晴，村松洋行，森永慎吾，梶川圭史，

小林郁生，西川源也，渡邊将人，全並賢二，金尾健人，中村小源太，

住友 誠（愛知医大） ［目的］当施設における75歳以上の患者に施

行した RARP の治療成績を報告する．［方法］当施設において RARP

を施行した80例のうち，75歳以上の15例（A群）と75歳未満（ B群）
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の成績を比較した．［結果］A群では手術時間（中央値305分），尿込

出血量（中央値 75 ml），歩行開始日（中央値 1 POD），食事開始日

（中央値 2 POD），術後入院期間（中央値15日）において B群と比較

して有意差を認めなかったが，退院時尿失禁率（中央値27.7％）は B

群（中央値11.9％）と比較して有意に高値であった．［結論］RARP

は高齢者でも安全に施行できる一方で，尿禁制の回復が遷延すること

に留意すべきである．

前立腺 MRI と前立腺全摘標本の比較検討 : 上田耕平，諸隈 太，

小林 聡，内野洋志，徳田倫章（佐賀県医療セ好生館） ［緒言］近

年，前立腺癌診断における MRI の有用性が指摘されている．当院で

生検前に施行した MRI 所見と，前立腺全摘標本所見とを比較検討し

た．［対象と方法］2010年 4月から2013年 7月までの間に，当科で生

検前 MRI 所見を施行し，前立腺全摘術を施行した35例を対象とし

た．MRI 所見は multiparametric (T2 強調画像，核酸強調画像，ADC

map，造影画像）に検討し，当院放射線科医により各 category に分類

した．MRI 所見と全摘標本所見を比較検討した．［結果］カテゴリー

が高いほど（前立腺癌を強く疑うほど），両所見は一致する傾向を認

めた．今後，さらに検討し，若干の文献的考察を加えて発表予定であ

る．

前立腺全摘標本における MRI 所見および病理組織の臨床的検討 :

山田祐介，上田康生，相原衣江，古倉浩次（宝塚市立） ［目的］前

立腺癌診断における各種画像検査と直腸診の有用性を前立腺全摘標本

を用いて検討した．［対象と方法］2011年 1月から2013年 7月まで当

院で前立腺全摘を施行した48例．両側 Pz/Tz の 4領域にわけ，合計

192領域について直腸診所見，TRUS，MRI (T2WI/DWI) と全摘組織

標本とを比較・検討した．［結果］直腸診では感度・特異度がそれぞ

れ46.5，77.9％，TRUS では66.9，97.6％，MRI T2WI では55.2，

70.6％，DWI では63.8，79.4％であった．Gleason score が高い方が

MRI で検出されやすく，Tz cancer は MRIDWI で有意に検出されや

すかった．［結語］全摘標本をさらに詳細に検討し報告する．

前立腺癌全摘標本内に複数存在する腫瘍の個別解析 : 金尾健人，梶

川圭史，小林郁生，森永慎吾，村松洋行，西川源也，吉澤孝彦，加藤

義晴，渡邊將人，全並賢二，中村小源太，住友 誠（愛知医大）

［目的］前立腺癌に対する focal therapy は， 1つの前立腺内に存在す

る複数の腫瘍に対し，個別に治療を検討するという概念を理論上可能

にする．今回われわれは前立腺内の腫瘍を個別に解析した．［方法］

当院で前立腺全摘除術を施行した10例を対象とした．病理標本上で腫

瘍を個別に同定し，それぞれの体積，Gleason score，EPE の有無など

を検討した．［結果］10例の前立腺内に計42個の腫瘍を同定した．平

均腫瘍体積は 0.48 ml (0.0001∼4.0 ml），Gleason 3＋3 : 24個，3＋

4 : 10個，4＋3 : 4個， 8以上 : 4個であった．EPE を認める腫瘍は

4個であった．［考察］小さい high-grade の腫瘍も存在し，このよう

な検出されにくい腫瘍への対応が focal therapy の課題と思われる．

経過の異なる前立腺小細胞癌の 2例 :伊狩 亮，坂野祐司（社保滋

賀） 症例 1 : 81歳，男性．71歳時に PSA 20.8 ng/ml で前立腺癌を

指摘され前立腺全摘施行．グリソンスコア 4＋ 5，pT4aN0M0．翌年

PSA 再発を認め MAB 療法開始．術後 9年目に吻合部に腫瘤形成を認

め，徐々に増大し術後10年目に経尿道的切除術施行．病理組織診断は

小細胞癌であった．症例 2 : 68歳，男性．PSA 23.869 と高値にて経

直腸生検を施行しグリソンスコア 4＋5 の前立腺癌を検出．MAB 療

法を開始し PSA は順調に低下したが，その 7カ月後に会陰部痛，右

季肋部痛の訴えあり造影 CT で前立腺癌の増大と多発肝腫瘍を認め

た．肝腫瘍生検・前立腺再生検にて小細胞癌と診断され，化学療法を

開始した．

前立腺小細胞癌の 7 例 : 藤原 遼，影山 進，山下寛人，小林憲

市，水流輝彦，瀧本啓太，吉田哲也，上仁数義，成田充弘，岡本圭

生，荒木勇雄，河内明宏（滋賀医大） 前立腺小細胞癌は稀な疾患で

ある．当科で前立腺小細胞癌と診断された 7症例の臨床的検討を行っ

た．診断時年齢は平均68.7歳（54∼78歳），診断時 PSA は全例基準値

以下 (0.041∼3.37 ng/ml），診断時 NSE は平均 38.5 ng/ml (12∼63

ng/ml），腺癌合併 6例（異時発生 5例，同時発生 1例），小細胞癌単

独 1例であった．全症例で病期Dであり，骨盤臓器浸潤 6例，リンパ

節転移 6例，肺転移 2例，肝転移 1例，骨転移 1例であった．全症例

で化学療法を施行し，追加治療として手術療法 1例，放射線療法 3例

を行った．また，腺癌合併例では内分泌療法を併用した． 5例は癌死

（ 4∼18カ月）， 2例は治療中である．前立腺小細胞癌は一般的に予後

不良であり，化学療法は奏効するものの，その効果は短期的である．

今回当科で用いた AMR が救済化学療法として良好な奏効を示し，副

作用のコントロールが可能なら妥当な選択薬と考えられた．

外傷による持続勃起症の 3例 :米田 傑，城沙也佳，関井洋輔，

野々村大地，山本致之，野村広徳，高田晋吾，松宮清美（大阪警察），

岩佐 厚（岩佐クリニック），竹澤健太郎（大阪大） ［目的］当院で

経験した外傷性持続勃起症の 3例を報告する．［症例］症例 1 : 55歳．

約 2メートルの高さから落下して会陰部を打撲し，受傷 2週間後に当

科受診．症例 2 : 26歳．自転車のフレームで会陰部を打撲し，受傷 2

週間後に当科紹介受診．症例 3 : 23歳．工事現場にて落下し，会陰部

を打撲．受傷 1カ月後に当科紹介受診．いずれの症例も陰茎海綿体血

液ガス測定などにより外傷性（動脈性）持続勃起症と診断した．経カ

テーテル動脈塞栓術 (TAE) を施行し，術後症状は軽快した．［考察］

外傷性持続勃起症に対して TAE は有効かつ安全な治療法であると考

えられた．

外傷性尿道海綿体動脈瘻の 1例 :永田仁夫，鈴木孝尚，本山大輔，

杉山貴之，大塚篤史，石井保夫，古瀬 洋，大園誠一郎（浜松医大）

症例は20歳，男性．職業 :造園業．トラックの荷台で陰部を打撲し，

救急外来受診．陰茎は不完全勃起状態で，造影 CT にて早期相で尿道

海綿体が造影された．尿道海綿体動脈瘻が疑われ，緊急血管造影施

行．両側内腸骨動脈の枝が尿道海綿体と瘻を形成していたため，スポ

ンゼルおよびコイルを使用し塞栓術を行った．経過は良好で塞栓術後

も勃起機能に問題を認めなかった．

当院で経験した非外傷性腎被膜下血腫の 2例 :清水輝記，山田剛

司，福井崇之，安田考志，植原秀和，金沢元洪（松下記念），加藤武

晴（同放射線） 症例 1は，73歳，男性．急性期脳梗塞で入院中．脳

血管造影検査施行中，突然左腰背部痛訴えあり，造影 CT にて左腎被

膜下血腫と診断．保存的加療を試みるも，貧血の進行および血圧低下

を認めたため臨時 TAE を施行．プラビックス，プレタール内服中で

あった．症例 2は，62歳，女性．多発性骨髄腫で入院中．同室者との

会話中に，突然，左下腹部痛を訴え，造影 CT にて左腎被膜下血腫の

診断．保存的加療にて軽快した．原疾患のため，血小板数が 2万台で

あった．

当院で経験した膀胱腸瘻の検討 :熱田 雄，曲渕敏博，高尾典恭，

白波瀬敏明，瀧 洋二，竹内秀雄（公立豊岡） ［目的］当院で経験

した膀胱腸瘻の臨床的検討．［対象と方法］2000年 1月から2013年 7

月までに膀胱腸瘻と診断された16例．年齢は中央値74歳（49∼87）．

［結果］主訴は気尿が多く，部位は S状結腸12例，回腸 2例，直腸 2

例であった．主な原因として憩室炎が 9例， S状結腸癌が 3例であっ

た．検査は膀胱鏡，下部消化管内視鏡，腹部 CT を施行．治療は大部

分が外科と泌尿器科による手術加療を要したが直近の 2例では腹腔鏡

下結腸切除のみで可能であった．［考察］気尿や糞便尿などを呈する

患者の診察時は S状結腸憩室炎による膀胱腸瘻を念頭に置き検査をす

すめ消化器科，外科との連携をとっていくことが重要と思われた．

岐阜県総合医療センターにおいて入院加療を要した結石性腎盂腎炎

の臨床的検討 : 石田健一郎，高橋義人，河田 啓，土屋邦洋，山田

徹，谷口光宏（岐阜県総合医療セ），亀山紘司（岐阜大） ［目的］当

院で入院加療を要した結石性腎盂腎炎症例について検討した．［対象

と方法］2006年11月から 6年間，結石による閉塞性腎盂腎炎症例のう

ち，血液培養，尿培養検査ともに施行した65症例．［結果］男性19例，

女性46例．年齢62.0歳（29∼90歳）．結石部位は R2 : 4例，R3 : 1

例，U1 : 35例，U2 : 4例，U3 : 20例．結石の長径は 8.0 mm．尿路

ドレナージは腎瘻造設 : 5例，尿管ステント留置 : 42例．Urosepsis は

61例，septic shock は17例，DIC 併発は 9例．血液培養陽性は12例，

尿培養陽性は43例．［結語］ほとんどの症例は適切な抗菌剤治療，ド

レナージにより治癒できた．

クラミジア陽性女性の男性パートナーに対するクラミジア・スク

リーニングと治療 :矢田康文，吉田和彦，小島宗門（名古屋泌尿器

科），早瀬喜正（丸善クリニック） ［目的］クラミジア (CT) 感染
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女性の無症状男性パートナーの CT 感染の実態を報告する．［方法］

対象は2001年10月∼2013年 5月に当院受診した前述条件を満たす男性

691例（16∼60歳）．受診時と薬剤投与後に尿沈渣鏡検と CT 検査を

行った．［結果］受診時 CT 陽性率は34％，陽性陰性例の比較では年

齢，交際期間，パートナー種類，パートナー症状有無などで有意差な

し．一方，尿沈渣では膿尿（＋）の90％で陽性となり，膿尿（−）の

20％に比し有意差を認めた．LVFX，AZM，CAM などによる治療後

再診時の膿尿改善率は85％，CT 再検125例中123例で治癒していた．

［考察］CT 感染の予測には尿沈渣所見が重要で，パートナー CT

（＋），膿尿（＋）例には直ちに治療を開始するべきと考えられた．

当科におけるフルニエ壊疽症例の検討 :豊田信吾，山本 豊，橋本

士，齋藤允孝，清水信貴，南 高文，林 泰司，辻 秀憲，野沢昌

弘，吉村一宏，石井徳味，植村天受（近畿大） ［目的］当院で加療

したフルニエ壊疽症例を検討した．［対象］2007年 6月から2013年 7

月まで加療した12例を対象とした．［結果］発症年齢の中央値は67.5

歳（35∼79歳），入院期間中央値は55日（ 3∼160日）であった．12例

のうち入院中の死亡は 3例．また基礎疾患は糖尿病 7例，透析症例 4

例，その他白血病や外傷例であった．処置として植皮を要したのは 3

例，陰茎部分切除 2例，陰嚢切除，両側精巣摘除 1例であった．起炎

菌は MRSA が最も多く 6 例，coagulase negative staphylococcus (MR)

4例，corynebacterium 4例，その他 E coli，α streptococci などが見ら

れた．［考察］若干の文献的考察を踏まえ報告する．

生体腎移植後，エンドトキシンショックに対し吸着療法にて救命し

えた 1例 :齋藤允孝，林 泰司，石井徳味，植村天受（近畿大），中

野健一，藤堂 敦，中野美和，竹田 圭，西村昌美（同臨床工学）

［目的］生体腎移植後，エンドトキシンショックに対し吸着療法にて

救命しえた 1例を報告する．［方法］症例は67歳，女性．2011年10月

5日生体腎移植術施行．2013年 6月23日より 40°C の発熱あり 6月24

日当科受診．尿培養，血液培養は大腸菌，急性期 DIC スコア 6点に

て DIC 治療開始し，第 2病日エンドトキシン吸着を 2日間施行．第

4病日エンドトキシンは正常化し第20病日退院となった．［考察］免

疫抑制剤内服を維持しエンドトキシン吸着と DIC 治療にて移植腎を

保護し，かつ救命しえたのは迅速なエンドトキシン吸着施行の効果と

考えられた．［結論］エンドトキシン吸着にて迅速にエンドトキシン

ショックが改善した 1例を経験した．

当院で過去 4年間に経験した急性陰のう症の11例 :渡邊絢子，松田

博幸，三橋公美（札幌社保総合） 2009年 5月より2013年 5月までの

4年間で急性陰のう症の手術を11例経験した．年齢は 7カ月児から26

歳までで平均11.06歳であった．左右差はなかった．精索稔転が 5例，

精巣垂稔転が 3例，精巣破裂，精巣上体垂稔転，陰のう水腫感染がそ

れぞれ 1例ずつであった．精索稔転で解除し精巣温存できた症例は 2

例のみであり，発症から手術開始まで 5時間であったものが 1例，発

症後 4日経過していたが自然に戻っていた症例が 1例であった．手術

時に精巣が壊死し摘出を要した症例は，いずれも発症後 1日以上経過

していた．一般への急性陰のう症の啓発活動が必要と思われた．

腫瘍性病変との鑑別が困難であった陰嚢内血腫の 1例 :加藤大貴，

濱野 敦，河村秀樹（静岡県立こども） 1歳 7カ月，男児．無痛性

の左陰嚢内腫瘤を主訴に当院に紹介された．左陰嚢内に左精巣の会陰

側に 1.5 cm 大の表面平滑，境界明瞭，弾性硬な腫瘤を触知した．精

巣，精索とは明らかに離れており，可動性も良好であった．腫瘤は超

音波検査で内部不均一，カラードプラ法で血流は認めず，MRI では

陰嚢脂肪内に T1WI，T2WI ともに高信号を呈し，陰嚢内血腫が疑わ

れた．しかし，腫瘍性病変も否定できず手術での確定診断が望ましい

と判断し，全身麻酔下に腫瘍摘出術を施行した．病理組織学的診断は

陰嚢内血腫であった．成人例の陰嚢内血腫の報告は散見されるが，小

児では稀であり報告する．

真性包茎を合併した慢性移植片対宿主病の 3例 :武長真保，青木勝

也，溝渕真一郎，大塚憲司，後藤大輔，井上剛志，三宅牧人，穴井

智，鳥本一匡，米田龍生，田中宣道，平山暁秀，吉田克法，藤本清秀

（奈良県立医大） ［目的］骨髄移植の合併症として慢性移植片対宿主

病 (cGVHD) は皮膚や粘膜に障害を来たすことが多い．今回，

cGVHD に合併した排尿困難を伴う包茎を 3例経験したので報告す

る．［症例］全例とも急性リンパ性白血病 (ALL) に対する骨髄移植

後の cGVHD 症例．症例 1 : 14歳，男児．包皮は翻転不可でステロイ

ド軟膏塗布による自己翻転訓練を試みるも改善なく，環状切開術施

行．症例 2 : 12歳，男児．包皮は翻転不可で白色硬化を認め，閉塞性

乾燥性亀頭炎 (BXO) を疑い同手術施行．症例 3 : 5歳，男児．症例

2と同様の所見で BXO を疑い同手術施行．［結論］cGVHD の皮膚

粘膜障害によると考えられる包茎 3例経験した．cGVHD 症例では外

陰部および排尿状態の観察が重要である．

増大傾向を示した小児陰茎包皮色素性母斑の 1例 :小林憲市，上仁

数義，城 文泰，広田竜一，鄭 裕午，藤原 遼，山下寛人，水流輝

彦，瀧本啓太，吉田哲也，影山 進，成田充弘，荒木勇雄，河内明宏

（滋賀医大） 症例は10カ月，男児．出生時より陰茎包皮に黒色の腫

瘤を認めた．増大傾向を認めたため，両親が悪性腫瘍を心配し，切除

目的に10カ月時当科受診．Size は 15×19 mm で，表面はやや租，色

調は単一，正常包皮との境界は明瞭な厚みを持った黒色の腫瘤を認め

た． 1歳 0カ月時に，同腫瘤を含む包皮環状切除を施行した．組織診

断は色素性母斑で，悪性所見はなかった．色素性母斑は皮膚表面のあ

らゆる場所に発生するが，外性器に発生するのは稀で，文献的に

0.5％と報告される．包皮先天性色素性母斑の悪性化は少ないのもの

報告があり，肉眼所見の鑑別は困難とされるため，組織学的診断が必

要であると考えられる．

腎盂尿管移行部通過障害における KIT 陽性間質細胞の役割 :黒川

覚史（名古屋徳洲会総合），水野健太郎，中根明宏，神沢英幸，守時

良演，西尾英紀，丸山哲史，林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋市大）

［目的］腎盂尿管移行部通過障害 (UPJO) は，蠕動運動障害が原因と

されている．しかし蠕動運動のペースメーカーである Kit 陽性間質細

胞と UPJO の関与は不明である．そこで，UPJO に対する Kit 陽性間

質細胞の役割を組織学的に検討した．［方法］腎盂形成術時に病変部

(UPJ) を切除した84例を対象とした．内因性か外因性か，小児例か

成人例かで 4群に分類した．UPJ の Kit 陽性細胞数を計測した．［結

果］小児例では，内因性が外因性に比べ有意に減少していた．成人例

では，内因性と外因性の間に有意差は認められなかった．［考察］内

因性の小児 UPJO では，Kit 陽性間質細胞を介した蠕動運動障害が示

唆された．成人例では蠕動運動の関与は否定的であった．

泌尿器癌癌性疼痛に対するオピオイド長期投与例の検討 :オキシコ

ドン徐放錠の有用性 :岡村武彦，中根明宏，山田健司，小林隆宏，秋

田英俊（安城更生） 癌性疼痛に対しオピオイドを半年以上使用した

泌尿器癌を検討した．対象は49例で，前立腺癌26例，腎癌10例，尿管

癌 7例，腎盂癌 4例，平滑筋肉腫 1例，膀胱癌 1例．オキシコドン徐

放錠41例，フェンタニル貼付剤26例，モルヒネ徐放錠12例で，注射剤

は 4例．経口不可，効果不十分などでオピオイドローテイションを31

例施行した．前立腺癌は長期経過を辿り，外来通院中の QOL 向上・

維持が重要である．当院でも前立腺癌のオピオイド投与期間は長く，

オキシコドン徐放錠を投与した21例のうち，13例変薬せずに継続投与

できた．他の泌尿器癌も含め，癌性疼痛管理にオキシコドン徐放錠を

早期より導入することで長期に渡り QOL 向上・維持が可能であっ

た．

透析患者に発症した Refeeding 症候群の 1例 :清水保臣，長沼俊

秀，行松 直，武本佳昭，仲谷達也（大阪市大） ［症例］82歳，女

性．腎硬化症にて，76歳時に血液透析導入．脳梗塞後後遺症のため透

析施設に入院中であった．今回，人工血管の感染のため当院紹介さ

れ，手術のため緊急入院となった．入院時，身長 153 cm，DW 42.0

kg，BMI 17.9，Ca 7.7 mg/dl，P 3.2 mg/dl であった．入院後第 3病

日に高カロリー輸液を開始した．高カロリー輸液開始 4日後の朝の採

血で高度の低 P血症 (P 0.4 mg/dl) を認めた．意識レベルの低下，食

思不振を認めたため．高カロリー輸液を中止，リン酸ナトリウム補正

液の点滴静注を開始した．翌日の P 1.1mg/dl と回復し，レベルも

徐々に回復した．透析患者への高カロリー輸液を契機に急激に発症し

た refeeding 症候群の病態と考えられた．

アンジオスカルプト PTA バルーンカテーテルの使用経験 : 岡村太

裕，長沼俊秀，清水保臣，武本佳昭，仲谷達也（大阪市大） ［背景］

シャント PTA 用の新しいデバイスとして，最近，アンジオスカルプ

ト PTA バルーンカテーテル（以下 ASB) が使用可能になった．［対象

と方法］当科でこのデバイスを使用した20症例について検討した．
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［結果］＃1．RBP の 14 ATM までの拡張で 3/4 の症例が完全拡張可

能であった．＃2．吻合部もスムーズに通過可能であった．＃3．前回

通常バルーンを使用した PTA と比較して，同一病変に対しての拡張

圧は ASB において有意に低値であった (P＜0.05）．［結語］ASB は通

常バルーンと比較して操作感覚も良好で，より低圧で拡張可能であっ

た．

腹膜透析を14年間施行しえたダウン症患者の 1例 :任 起弘，岡村

太裕，清水保臣，行松 直，長沼俊秀，武本佳昭，仲谷達也（大阪市

大） ［症例］34歳，女性．出生時にダウン症と診断．腎低形成によ

る慢性腎不全のため1999年に透析導入となったが，精神遅滞があり血

液透析は困難と予想され CAPD を選択．2007年より週1回の血液透析

を併用．CAPD と HD の併用で問題なく経過していたが，2012年に

EPS を発症．病状が改善したため CAPD を継続していたが，2013年

4月に再び EPS が再燃．これ以上の CAPD は困難と判断し HD のみ

に切りかえた．現在，他院にて週 3回の維持透析を問題なく施行でき

ている．［結語］14年間の長期に渡り腹膜透析が施行できた．精神遅

滞を伴うダウン症患者での長期透析症例は少なく若干の文献的考察を

加えて報告する．

当科における腎移植後妊娠症例の検討 :町田裕一，内田潤次，桑原

伸介，壁井和也，岡村太裕，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） ［目的・方法］大阪市

立大学泌尿器科において腎移植後妊娠・出産を経験した 4例につき検

討を行った．［結果］妊娠時年齢は30∼39（平均34）歳，移植後妊娠

までの期間は25∼74（平均44.8）カ月，出産回数は 5回( 1例は初回

出産から32カ月後に 2回目の出産)．経膣分娩 2例，帝王切開 3例で

あり妊娠週数は34∼40（平均38.2）週，出生児体重は 1,715∼3,410

（平均 2,530) g，全例先天性奇形は認めなかった．［結論］今回の出産

例では重篤な合併症を認めず出産後の腎機能も安定していた． 1例が

早産であり 2例が低出生体重児であった．腎移植後の妊娠においては

妊娠中および出産後の合併症，胎児の成長などに注意し厳重に管理し

ていくことが大切であると思われる．

腎移植 Borderline change 症例において間質細胞浸潤は予後予測因

子となりうるか？ : 山中和明，奥見雅由，加藤大悟，角田洋一，野々

村祝夫（大阪大），京 昌弘（桜橋医誠会クリニック） ［目的］腎移

植症例で borderline change (BC) と診断された症例の転帰は様々であ

る．BC 症例の予後関連因子として，間質細胞浸潤に注目し検討し

た．［対象と方法］当科で1998年から2012年で腎移植を施行された252

例のうち，BC と診断され，その後，再生検が施行された40例を対象

とした．BC 症例を間質細胞浸潤10％未満と10％以上とに細分類し，

それぞれを BC 1，BC 2 とした．［結果］40症例のうち，BC 1/2 は

21/19例．以降のフォロー中に拒絶反応を発症した症例は 7 例ずつ

で，生着率は有意な差を認めず，BC 症例の拒絶反応発症因子につい

て，単変量解析を行ったが有意な項目はなかった．［結語］間質細胞

浸潤の程度は，BC 症例の予後に影響を与えなかった．

MHC 確立ミニブタ前臨床腎移植モデルを用いた温虚血障害腎に対

する常温臓器保存の有効性の検討 :河合昭浩，佐原寿史，関島光裕，

三浦宏平，脇 詩織，清水 章，山田和彦（鹿児島大医用ミニブタ・

先端医療開発研究セ臓器置換・異種移植外科分野） ［目的］われわ

れは，温虚血 (WI) 腎臓の ETK による 22°C 保存の有効性を大動物

モデルで検討した．［方法］1） 0 分 WI (n＝3），2）60分 WI＋4°C

（n＝3)/22°C (n＝3) で60分保存，3）120分 WI＋4°C (n＝3)/22°C

(n＝3) で60分保存後の腎をドナーとして用いた MHC 適合ミニブタ

腎移植を行い，血清 Cr (mg/dl），腎生検による腎機能，炎症反応を

評価した．［結果］60分 WI では，22°C でも 4°C 保存と同様の Cr 推

移を示した．一方120分に WI を延長した場合，22°C 症例では，4°C

保存より，早期の腎機能回復を認めた．［考察］120分 WI で強い温虚

血を惹起した際は 22°C 保存が有効である可能性を大動物により初め

て示し，常温保存によるドナー拡大への寄与が示唆された．

泌尿器科疾患における多断面動的 Virtual 3D 画像技術と臓器立体

モデル : 山本徳則，舟橋康人，松川宣久，加藤真史，吉野 能，後藤

百万（名古屋大），森 健策（情報連携統括本部・情報戦略室） わ

れわれの画像診断レンダリングデータからその病変を 3D 画像から詳

細に観察するために多断面から動画像として表示する方法を考案し

た．この手法を実際腎動脈瘤症例に応用し，1）腎血管にアクセスす

る必要な腹腔内臓器セグメンテーションと血管オリエンテーション，

2）仮想気腹と腹腔内臓器位置関係オリエンテーション，3）腹壁から

皮下脂肪，臓器内脂肪除去による腎門部へのアクセス，4）腎静脈可

視化による腎門部腎動脈瘤の位置イメージングを．さらに 3D プリン

ターを用いて臓器立体モデルを作成する．複雑な 3次元的血管形状を

有する腎動脈瘤や移植腎の術前術後画像検討に有用な画像検討手段で

考えられる．

Pgam5 と Keap1-Nrf2 制御系を中心とした環境応答による精細胞の

アポトーシス機構の解明 :奥田英伸，惣田哲次，竹澤健太郎，木内

寛，高尾徹也，宮川 康，辻村 晃，野々村祝夫（大阪大），田中宏

光（長崎国際大薬学） 解糖系酵素 phosphoglycerate mutase (Pgam)

のうち Pgam5 は環境応答系シグナル Keap1-Nrf2 経路に作用し，

apoptosis 誘導に関与する．今回われわれは精細胞の環境応答やアポ

トーシスの制御の解明を目的に Pgam5 とその関連因子のマウス精巣

における発現や熱ストレスによる変化を調べた．Pgam5 は 5週齢よ

り発現し，elongating spermatids 周囲に発現していた．Keap1 や Nrf2

の発現も一致しており，これらが相互作用を形成して，精子細胞とセ

ルトリ細胞の細胞間接着に発現していた．またマウス精巣に熱ストレ

スを加えるとこれらの分子が変化し，apoptosis が誘導された．これ

らの結果は熱ストレスによる精巣障害の分子機構や創薬への可能性が

示唆された．

In vivo 遺伝子導入法を用いたシグナル伝達分子 ; Numb/Numb-

like の精子形成における機能解析 :岩月正一郎，佐々木昌一，梅本幸

裕，窪田裕樹，郡 健二郎（名古屋市大） ［目的］Notch シグナルの

抑制因子 ; Numb と Numb-like (Nbl) の精子形成における機能解析を

行った．［方法］ラットを用い，Numb/Nbl の発現を RT-PCR 法と免

疫組織化学で検討した．機能解析は，siRNA を発現するベクターを

精巣に導入し Numb/Nbl をノックダウン (KD) した．［結果］Numb

と Nbl の発現パターンは異なっていた．KD 14日後，Numb KD 群で

は精母細胞まで，Nbl KD 群および Numb と Nbl ダブル KD 群では円

形精子細胞までの分化で精子形成が障害されていた．［結論］Numb/

Nbl は，その発現量が相対的に変化することで精子細胞の分化に関与

していると考えられた．

前立腺癌細胞でのクラスタリンによるオートファジー活性制御 :熊

野晶文，古川順也，原田健一，日向信之，村蒔基次，三宅秀明，藤澤

正人（神戸大） ［目的］前立腺癌におけるクラスタリンとオート

ファジーの関連性について検討を行った．［方法］ヒト前立腺癌細胞

株を使用して，ストレス環境下でのクラスタリンおよびオートファ

ジーの活性変化を評価した．また，クラスタリンを抑制することによ

る，オートファジー活性の変化を同様に検討した．［結果］ストレス

環境下において，クラスタリンの発現亢進と同時に，オートファジー

の活性が亢進することを発見した．また，クラスタリンを特異的に抑

制することで，オートファジーの活性が有意に低下することを証明し

た．［考察］前立腺癌細胞においてクラスタリンがオートファジーの

活性制御に重要な役割を担っている可能性が示唆された．

多能性間葉系幹細胞を用いた前立腺癌抗腫瘍効果の検討 : 高原

健，稲元輝生，伊夫貴直和，光野絢子，南 幸一郎，小村和正，上原

博史，平野 一，能見勇人，木山 賢，東 治人（大阪医科大），伊

井正明，朝日通雄（同薬理学） ［目的・方法］多能性間葉系幹細胞

の 1つである脂肪幹細胞 (AdSC) は，再生医療分野で成果を挙げて

いる一方，制癌作用も併せ持つ事が報告されている．LNCaP/PC3

（アンドロゲン依存性/非依存性人前立腺癌細胞）を，AdSC と共培養

することにより，前立腺癌の発育をヒト皮膚線維芽細胞 (NHDF) と

比較検討した．［結果］AdSC 群は NHDF 群と比較し，LNCaP/PC3

のいずれの前立腺癌細胞の増殖も抑制し，アポトーシスを亢進させる

ことが示された．Micro array 解析の結果，AdSC 群における TGF-β1

の発現上昇が認められた．［考察］AdSC は TGF-β 系を介してアポ

トーシスを誘導することにより，前立腺癌の発育を抑制させることが

示された．

磁性ナノ粒子を用いた新しい治療法の開発と去勢抵抗性前立腺がん

に対する免疫賦活機構の解明 :小林大地，最上 徹（菰野厚生），河

合憲康，恵谷俊紀，内木 拓，山田健司，戸澤啓一，郡 健二郎（名
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古屋市大），佐藤慎哉，高橋 智（同実験病態病理） ［背景と目的］

私たちはこれまでに，磁性ナノ粒子 (MCL) を用いた新しい治療法

(MCL thermotherapy) を開発した．今回MCL thermotherapy の去勢抵

抗性前立腺がんに対する治療効果と免疫賦活機構の機序の一端を解明

したので報告する．［方法］治療前に，（1）Control 群，（2）MCL

群，（3）docetaxel 群，（4）MCL＋docetaxel 群に分類した．治療後，

腫瘍増殖，骨破壊および腫瘍免疫について評価した．［結果］MCL

治療群は有意に腫瘍の増殖を抑え，骨破壊を抑制した．さらに CTL

の発現強化により，腫瘍免疫が強化されることが判った．［考察］

MCL thermotherapy は，去勢抵抗性前立腺がんに対して，有効な治療

法である．さらに，腫瘍免疫を強化していると考えられた．

高齢 OAB 患者における抗コリン薬が認知機能に及ぼす影響 :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），中濱智則，永吉純一（西奈良中央） ［目的］抗コリン薬の

副作用として認知機能の悪化が懸念されるものの，慎重投与という名

のもとに日常的に処方されている．抗コリン薬で OAB 治療が行われ

た高齢者における認知機能変化について検討する．［対象と方法］

2012年 2月∼2013年 7月の間に OAB に対して抗コリン薬を投与した

75歳以上の後期高齢者 9名を対象とした．OABSS および HDS-R を

投与前，投与後 2∼ 4， 6∼ 8，14∼16週に計測した．［結果］平均

年齢80± 3歳．抗コリン薬投与中に HDS-R が 5点以上低下した症例

は 2名で，休薬または薬剤変更により改善した．［結語］高齢者では，

抗コリン薬投与による認知機能低下を少なからず発生する．

過活動膀胱症例に対するミラベグロンの治療成績 :濱野 聡（井上

記念），江越賢一（船橋セコメディック），佐々木哲郎（長生），坂井

誠一（さかい泌尿器科クリニック） ［目的］抗コリン剤が奏功しな

かった過活動膀胱230症例に対して β3 受容体作用薬であるミラベグ

ロン 50 mg/日を投与し治療成績を分析した．［症例］男性124例，女

性106例の平均年齢は72.7歳（50∼93歳）で，102例の前立腺肥大症症

例を含む．［成績］治療前 OABSS 8.3±2.7ポイント，治療後 8週間

後 OABSS 3.7±2.0ポイント． 4 ポイント以上の改善は男性の

46.8％，女性の64.2％で (P＝0.005）， 2ポイント以上の改善は男性

の93.5％，女性の97.2％でみられた (P＝0.200）．［結論］抗コリン剤

が奏功しなかった症例には，作用機序の異なるミラベグロンがより有

効である可能性がある．

「排泄ケアラウンド」による急性期病棟における排尿管理の臨床的

検討 :吉川羊子，守屋嘉恵，平林毅樹，山口朝臣，平林裕樹，深津顕

俊，上平 修，松浦 治（小牧市民） ［目的］急性期病棟において

適切な排尿管理を行うために「排泄ケアラウンド」によりスタッフに

よる排尿障害介入システムの構築を試みた．［対象と方法］2010年 2

月より主治医からの受診依頼のない入院患者で介入の必要な排尿障害

症例を回診にて抽出して排尿管理を行った．［結果］2013年 6月まで

に298例（平均74.6歳，男女比・155 : 143）に介入した．197例に尿

閉・残尿増加を認めた．全病棟に超音波残尿測定装置を配置して排尿

管理に活用し，65.4％が症状改善し，カテーテル留置率も低下した．

［結論］病棟スタッフが，積極的かつ直接に排尿機能の評価・介入を

行うことは，適切な排尿管理の実施につながる．

新規リユース自己導尿用カテーテルの開発 :大岡均至（国立病院機

構神戸医療セ） ［目的］従来のリユース型自己導尿カテを改良し，

より快適かつ実用的なものを作製する．［方法］女性用自己導尿カテ

2種類 (12，14 Fr) の先端を先穴とし，側孔と合わせて二穴方式とし

た．先端周囲と側孔部は十分に研磨し，ファネル部には軽くて手を汚

さずに開閉可能な DIB キャップライトを装着した．［成績］1）先穴

形状にすることで，自己導尿導入時の指導が容易となる．2）導尿効

率，カテ内腔の洗浄効率が改善．3）DIB キャップライトを装着した

ままでの導尿が可能となり導尿操作が簡易化．［結論］今後，この先

穴リユースカテを普及させ自己導尿のコンプライアンスの向上に寄与

できれば，と考えている．

永久留置型尿道ステントに尿路結石を発症した 1例 :宮後直樹，後

藤隆康，内田欽也（国家公務員共済組合連合会大手前） 症例は92

歳，男性．前立腺肥大症に対して2009年当院で永久型尿道ステント

（メモサーム）を留置した．2010年より未受診となっていたが，2013

年 5月に排尿痛を自覚し受診．膀胱鏡検査でステント内に陥頓した尿

道結石を認めた．また，CT 画像上ではステントに固着した 3 cm 大

の膀胱結石を認めた．尿道結石，膀胱結石の治療のため 7月にレー

ザーを用いた経尿道的砕石術を施行した．術後経過は良好であり，排

尿痛，排尿障害は改善を認めた．永久留置型尿道ステントに尿路結石

を発症した症例について若干の文献的考察を加えて報告する．

尿管結石に対する ESWL 後のタムスロシン投与による排石効果と

鎮痛効果の検討 : 鎌田修平，岡東 篤，野積和義，宮崎兼考，井上

淳，木藤宏樹，永田真樹（横浜労災） ［目的］尿管結石に対する

ESWL 後のタムスロシン投与による排石効果と鎮痛効果を検討する．

［方法］2006年 3月から2013年 3月までの間に ESWL を施行した男性

尿管結石112例の28日後の stone free rate と術後 2日間における鎮痛薬

使用の有無を評価した．［結果］平均年齢50.0歳，平均結石長径 9.40

mm，U1 77例，U2 5例，U3 30例であった．28日以内に stone free が

得られたのはタムスロシン非服用者46/92例（50.0％），服用者18/20

例（90.0％）であった．術後 2日間において鎮痛薬を使用したのはタ

ムスロシン非服用者 9/88例（10.2％），服用者 1/19例（5.26％）で

あった．［考察］男性尿管結石患者に対する ESWL 後にタムスロシン

を投与することによって stone free rate が上昇した．

メタボリックシンドロームによる尿路結石形成の促進と予防法への

応用 :藤井泰普（さくら総合腎・尿路疾患セ），岡田淳志，田口和己，

浜本周造，安藤亮介，伊藤恭典，安井孝周，戸澤啓一，郡 健二郎

（名古屋市立大） ［背景］尿路結石は，メタボリックシンドローム

(MetS) と深い関係性がある．私たちは，MetS モデルマウス (ob/ob)

において腎結石形成が促進されることを報告してきた．MetS 予防効

果をもつアディポネクチン (APN) が腎結石を予防できるのではない

かと考え，以下の研究を行った．［対象と方法］ob/ob の結石形成モ

デルマウスに対し，APN を投与した．［結果］APN により結石形成

が抑制された．また，APN 投与による炎症の抑制，アポトーシスの

抑制，ミトコンドリア機能の改善を認めた．［考察］本研究から，

APN が腎結石形成を抑制することがわかった．APN は新たな尿路結

石の予防に応用できると考えられた．

当院における腎・尿管結石に対する TUL-assisted PNL の治療成

績 :角井健太，石田貴樹，楠田雄司，山道 深，中野雄造，山田裕二

（兵庫県立尼崎） ［目的］TUL-assisted PNL (TAP) の治療成績を報

告する．［方法］2011年10月以降に TAP を施行した17例を対象とし

た．［結果］年齢の中央値は56歳（37∼78），部位は R2 : 14例，R3 :

2例，U1 : 1例，結石の最大径の中央値は 20 mm（11∼72），stone

burden の中央値は 32 mm（14∼72），手術時間の中央値は 155分

（98∼246）であった．17例にのべ21回の TAP が施行され，体位は腹

臥位が15回，修正 valdivia 体位が 6回であった．術後 3カ月までに 4

mm 以下の砕石片のみとなった場合を stone free と定義すると，stone

free を得られたのは12例（71％）であった．術後出血のため 1例に輸

血行い，発熱は 2例に認めた．［結語］腎結石に対する TAP は安全か

つ有効に施行可能である．

尿道狭窄予防としての経尿道的前立腺切除術後の柴苓湯投与につい

て : 大岡均至（国立病院機構神戸医療セ） ［目的］経尿道的前立腺

切除術 (TUR-P) 術後の柴苓湯投与による術後尿道狭窄予防効果につ

き検討する．［方法］TUR-P 術後より柴苓湯投与群（43例）と非投与

群（64例）にランダムに振り分け，その効果を判定した．術前に尿道

膀胱鏡にて狭窄のないことを確認し，尿道狭窄の有無は術後 1カ月以

降の尿道鏡にて直視下に確認した．［成績］投与群と非投与群で尿道

狭窄の発生率に有意差は認められなかった (p＝0.295）．非投与群 6

例の狭窄は中等度以上の膜様部狭窄であり，非投与群に発生した尿道

狭窄に対し柴苓湯を投与したところ 4例に狭窄の改善が認められた．

［結論］TUR-P 後の柴苓湯投与にて術後尿道狭窄を予防する可能性が

示唆された．

一塊核出法による HoLEP の初期経験 : 原田二郎，高安健太，河

源（大阪府済生会野江），吉永 敦，車田茂徳（済生会新潟第二）

［目的］本年度から高出力ホルミウムレーザーの導入に伴い HoLEP

を開始．核出方法は吉水らが報告した一塊核出法を用い，主にこれま

で HoLEP の経験のない医師が術者として施行している．術式の概略

ならびに初期成績について報告する．［対象］2013年 4∼10月に施行
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した31例．［結果］年齢中央値72（52∼88）歳，手術時間中央値133

（81∼205）分，核出重量中央値 32 (8∼102) g，Hb 低下量 0.72 g/dl，

術中合併症はなし．［結語］一塊核出法は，腺腫を分割しないため，

いかなる形状の腺腫に対してもほぼ同様の手順で行える．経験が少な

い術者においても，習得が比較的容易であると考えられた．

無床クリニックにおける GreenLight HPS を用いた PVP の初期経

験 : 丸山高広（まるやま泌尿器科クリニック），桑原勝孝（長久保）

［目的］当クリニックでは AMS 社 GreenLight HPS を導入し，前立腺

肥大症に対する前立腺蒸散術 (PVP) を開始した．今回，当施設にお

ける PVP の初期経験について報告する．［成績］2013年 6月から 1カ

月内に施行した 4例を対象とした．年齢は56∼81歳（中央値69歳），

術前の前立腺容量は 55∼87 ml（中央値 67.5 ml）．手術時間は70∼

130分（中央値102.5分），レーザー照射時間は39∼67分（中央値52.5

分）．全例術中に合併症なく施行可能であったが， 2例ではレーザー

の破損を認めた．術後の尿道カテーテルは翌日に全例抜去し自排尿可

能であった．［結論］前立腺肥大症に対する GreenLight HPS を用いた

PVP は無床クリニックにおいても安全に施行可能であった．

当院における経尿道的前立腺核出術 (Holep，TUEB) の治療成績 :

中川雅之，杉 素彦，乾 秀和，地崎竜介，矢西正明，三島崇生，滝

沢奈恵，山本哲平，池田純一，木下秀文，松田公志（関西医大枚方），

大口尚基（関西医大滝井） ［目的］前立腺肥大症に対する治療とし

てこれまで標準的に行われてきた TUR-P に変わり，最近では TUR

症候群を避け安全に行える前立腺核出術，特に経尿道的核出術の安全

性，有効性が確立されてきている． 当院では BPH 外科治療に2006

年から HoLEP，2008年から TUEB を導入し，その後の治療成績につ

いて検討した．［対象］2008年 1月から2013年 3月までに関西医科大

学枚方病院で施行した Holep 195名，TUEB 50名．［結果］平均年齢

71.4/69.9歳 (Holep/TUEB），術前 PV 73.8/69.7 g，手術時間121/

185.8分，切除重量 42.8/36.7 g であった．術前後の IPSS，QOL，

UFM，合併症など治療成績を検討した．

神経温存前立腺全摘除術の術後尿禁制に関する検討 :平田 晃，村

上知彦，松元 崇，筒井顕郎，原野正彦（九州厚生年金） ［目的］

神経温存前立腺全摘除術の術後尿禁制への影響を検討した．［対象・

方法］2011年 6月∼2013年 3月に当科で前立腺全摘除術を施行した79

例を対象とした．神経非温存群（A群，n＝52），片側神経温存群

（ B群，n＝22），両側神経温存群（C群，n＝ 5）の 3 群に分け，術

後尿禁制について検討した．PAD 1枚/日以内を尿禁制ありと定義し

た．［結果］A / B /C群における尿禁制率は，術後 1，3，6カ月で

42/36/80％，78/58/100％，95/79/100％と各群間で有意差はなかっ

た．［考察］神経温存の有無は術後尿禁制に有意な影響はなかったが，

両側温存ではより早期に尿禁制を獲得する傾向があった．

神経温存，非温存前立腺全摘術における術後排尿機能，性機能関連

QOL の比較 :水野 桂，杉野善雄，寺田直樹，根来宏光，小林 恭，

山崎俊成，松井喜之，井上貴博，神波大己，吉村耕治，小川 修（京

都大） ［目的］神経温存，非温存前立腺全摘術後の排尿・性機能関

連 QOL を比較する．［方法］対象は2005年から2012年に当院で施行

した前立腺全摘術の内，術前後で EPIC 質問票の回答を得た151例．

神経温存群59例，非温存群92例の 2群で，排尿・性機能関連 QOL を

EPIC 質問票を用いて比較した．［結果］両群とも尿失禁スコアは術

後12カ月で改善を認めたが，術後 3カ月時点では神経温存群の方が有

意に高かった (51.9±28.4 vs 40.9±24.9，p＝0.03）．神経温存群で

性機能スコアは術後経時的に改善し，術後12カ月のスコアは術前の

47％相当であった．［結論］神経温存群で術後早期の排尿関連 QOL

が高く，性機能スコアは経時的に改善した．

腹腔鏡下前立腺全摘除術後の腹圧性尿失禁に対して人工尿道括約筋

挿入術を施行した 2症例 :灰谷崇夫，平山和秀，増井仁彦，七里泰正

（大津市民），佐野剛視（京都大），瀧本啓太（滋賀医大） 腹腔鏡下

前立腺全摘除術 (LRP) 後，骨盤底筋群体操と内服治療に不応性で長

期間持続する 1日パッド 3枚以上の腹圧性尿失禁 2症例に対して人工

尿道括約筋 (AUS) 挿入術を施行した．［症例 1］62歳，LRP 後 6年．

交通事故で左前腕欠損の既往あり．手術時間159分，出血量 140 ml，

術後一過性に右陰嚢内リンパ漏を認めた．［症例 2］71歳，LRP 後 2

年．右鼠径ヘルニアの手術既往があり，鼠径部の癒着のため左側に

AUS を留置．手術時間145分，出血量 30 ml． 2例とも患者本人によ

る作動初期にコントロールポンプの誤操作を認めたが，練習と慣れで

片手や利き手の反対側でも操作可能で尿禁制良好であった．

前立腺全摘後の尿失禁について : 徳地 弘，武縄 淳，金谷 勲

（高槻赤十字） 前立腺全摘除術後の尿失禁について検討した．術前

にMRI を撮影した130例余について術前MUL と術後の尿失禁につき

検討した．Kaplan-Meier 法を用いて失禁率曲線を作成し，MUL が平

均値以上か未満かで log rank 検定した結果，MUL が長い場合と短い

場合で有意な差を認めた．年齢についても検討したが，こちらは高齢

者ほど失禁が多い傾向は認めたが有意差はでなかった．神経温存術を

施行していると climacturia も無視できなくなってくる．Climacturia

の 2例で性機能に障害を訴える症例があった．逆に OABSS を施行し

た122例中，術前切迫性尿失禁を訴えていた24例（19.6％）中15例で

症状が改善した． 9症例（7.4％）では術後，尿失禁が消失した．切

迫性尿失禁合併例は前立腺全摘除術のよい適応となる可能性がある．

前立腺生検における緊張が痛みに及ぼす影響と局所麻酔の効果 :塩

田隆子，望月裕司（済生会奈良），田中宣道，鳥本一匡，溝渕真一郎，

武長真保，後藤大輔，大塚憲司，井上剛志，穴井 智，平山暁秀，藤

本清秀（奈良県立医大） ［目的］前立腺生検における緊張が痛みに

及ぼす影響と局所麻酔効果の検討．［対象と方法］2012年 8 月から

2013年 5月に局所麻酔下で前立腺生検を施行した20例（年齢70.7±

7.3歳（平均値±SD），生検本数11.5±3.0本）．VAS にて生検前緊張

スコアと生検時疼痛スコアを比較した．［結果］生検前緊張スコア

(VAS : 2.5±1.5) と生検時疼痛スコア (VAS : 0.98±0.84) の間に相

関は認めなかった．部位別の疼痛スコアは底部 : 1.12±0.93，中部内

側 : 1.16±1.05，尖部 : 1.20±1.13であり，尖部が有意に高かった．

［結語］生検前緊張スコアと生検時疼痛スコアに有意な相関は認めな

かった．局所麻酔下生検においても生検部位で疼痛スコアは異なり尖

部が最も高かった．

25 mm カット長の生検針を用いた前立腺の新しい生検法 :梶川圭

史，金尾健人，森永慎吾，村松洋行，小林郁生，西川源也，吉澤孝

彦，加藤義晴，渡邊將人，全並賢二，中村小源太，住友 誠（愛知医

大） ［目的］前立腺癌の 3次元解析から有用とされる，カット長 25

mm の生検針を実際に作製し，それを用いた生検を開始したので結果

を報告する．［方法］タスク社と共同で開発したカット長 25 mm の生

検針を用い，定型的に12カ所生検を行った．病理スライド上で組織長

を測定し，従来の生検針（カット長 17 mm) による生検と比較した．

また，生検時の痛みや合併症も比較した．［結果］初期13例の平均組

織長は 19.1 mm であり，従来の平均組織長 15.5 mm と比較し有意に

長かった．また，疼痛や出血といった合併症は有意差を認めなかっ

た．［考察］カット長 25 mm の針を用いた生検は，安全かつ長い前立

腺組織の採取が可能で，生検による診断精度の向上が期待できる．

初回前立腺標準 6カ所生検に内側生検を加えることによる，がん検

出率への影響 :曽我倫久人，小倉友二，林 宣男（愛知県がんセ中

央），谷田部 恭（同病理） ［目的］ 6カ所前立腺生検に内側生検を

加え有効性を検証した．［方法］1995年 2月∼2012年12月に，初回前

立腺生検が施行された1,281例を対象とした． 6カ所生検402例， 8カ

所生検（内側 2カ所追加）488例，10カ所生検（内側 4カ所を追加）

391例であった．［結果］癌検出率は， 6カ所生検で30.1％， 8カ所生

検で43.5％，10カ所生検で53.0％で，有意に陽性率は上昇した．内側

生検のみ陽性であった症例と， 6カ所生検のみ陽性であった症例の

Gleason score (GS) の分布に有意差は存在しなかった．［結論］ 6カ

所生検に内側生検を追加することにより有意に癌検出率は増加した．

内側生検のみ陽性例において， 6カ所生検のみ陽性例と同等に high

GS が含まれていた．

前立腺生検前に施行した MRI 検査の検討 : 高田徳容，間山郁美，

小山敏樹，柏木 明，熊谷 章（手稲渓仁会） ［目的］前立腺生検

前に施行したMRI と生検結果について比較検討する．［対象と方法］

2012年 1月から2013年 6月までに施行された前立腺生検187例のうち，

術前に MRI を施行された69例を対象とした．［結果］年齢は54∼81

歳（中央値68歳），PSA 3.66∼153.74 ng/ml （中央値 6.47 ng/ml），

生検本数は 6∼14本（中央値12本），生検の陽性率は56.5％であった．

MRI 検査において T2 強調画像での感度，特異度，陽性的中率は，
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79.5，51.7，68.9％であった．また拡散強調画像では89.7，20.0，

59.3％で，T2 強調＋拡散協調画像では61.5，73.3，75.0％であっ

た．今後さらに症例を追加してサブ解析も行い，文献的考察も加えて

報告する予定である．

一般演題・ポスター

当科における陰茎癌の臨床的検討 :保田賢司，飯田裕朗，加藤智

規，野崎哲夫，藤内靖喜，布施秀樹（富山大） ［目的］当科におけ

る原発性陰茎癌の臨床的検討を行った．［対象］富山大学附属病院泌

尿器科において1979年から2013年までに経験した原発性陰茎癌18例の

うち組織型が扁平上皮癌であった15例を対象とした．［結果］初診時

年齢は45∼88歳で，平均年齢は68.5歳であった．初発部位は亀頭が

80％と最も多く，包茎は86.7％に認めた．TNM 病期分類（2010年第

7版）では stage 1 が 3例，stage 2 が 3例，stage 3 が 4例，stage 4 が

5例であった．15例全例に手術療法を施行し，必要に応じて放射線療

法，化学療法を補助療法として行った．これらの症例について臨床的

特徴，病期分類，治療法，予後などについて検討し報告する．

当院における陰茎癌の臨床的検討 :森田展代，中井 暖，橘 宏

典，近沢逸平，宮澤克人，田中達朗（金沢医大） ［目的］陰茎癌は

泌尿器悪性腫瘍の中では稀な疾患である．今回，陰茎癌症例 7例を対

象に臨床検討を行った．［対象］2003年 1月∼2013年 6月に当院で陰

茎癌と診断された 7例を対象とした．［結果］平均年齢は67.7歳，主

訴は亀頭部からの排膿 3例・陰茎痛 2例・陰茎部腫瘤と腫脹がおのお

の 1例であった．包茎が 5例， 2例は他院で包茎手術後であった．組

織型は全例扁平上皮癌であった．SCC は初診時は全例陰性であった

が，後に肺転移を来たした症例と N3 症例が手術後に上昇を認めた．

病期は T2 が 5例，T3 が 2例であった．［考察］陰茎癌は稀な悪性腫

瘍で，症例数が少なく，治療法に難渋することもある．今後の症例数

の蓄積や予後の改善が課題である．

尖型コンジロームを合併し診断に苦慮した陰茎癌の 1例 :田代孝一

郎，南 彰紀，河合誠朗（垣谷会明治橋），田中智章，仲谷達也（大

阪市立大），吉田直正（吉田病院），坂倉民浩（市立柏原） ［症例］

60歳，男性． 2008年 4月頃より陰茎の腫脹，疼痛があり当科受診．

包茎であり包皮を切開したところ亀頭に多数の乳頭状の隆起病変を認

めた．生検施行し病理組織学的検査で尖型コンジローマと診断，包皮

を環状切開し亀頭を温存し外用療法を行ったが症状軽快せず陰茎部分

切除術を施行した．切除標本の病理学的検査で扁平上皮癌であり，

CT 検査ではソケイ部のリンパ節腫大も認め陰茎癌 T1N1M0 と診断

した．陰茎の拡大切除を勧めるも拒否されたため術後化学療法を 2

クール行い．現在 5年経過するが再発なく排尿状態も良好に経過して

いる．［結論］陰茎癌は比較的稀な悪性腫瘍で尖型コンジローマを合

併していたため診断に難渋した症例であった．

当院における精巣腫瘍および性腺外胚細胞腫瘍症例の臨床的検討 :

菅原 崇，石田貴史，亀山紘司，堀江憲吾，菊地美奈，水谷晃輔，清

家健作，土屋朋大，安田 満，横井繁明，仲野正博，出口 隆（岐阜

大） ［目的］当院における精巣腫瘍および性腺外胚細胞腫瘍症例の

臨床的検討を行った．［方法］2004年 6月から2013年 7月までの期間

に当院で治療された精巣腫瘍および性腺外胚細胞腫36例を対象とし

た．［結果］初診時の年齢は中央値33歳（17∼62歳）．原発巣は右精巣

17例，左精巣14例，性腺外 5例．病理学的分類はセミノーマ20例，ノ

ンセミノーマ15例，不明 1例．病期分類ではⅠ期 6例，Ⅱ期21例，Ⅲ

期 9例であった．化学療法を施行した症例は29例（うち 2nd line 以上

が12例）．残存腫瘍摘出術を 7例で施行．治療中の 2例を除く34例中，

27例で癌なし生存が得られている．

精巣原発悪性リンパ腫の 8例 :松村直紀，杉本公一，能勢和宏，西

岡 伯（近畿大堺），清水信貴，南 高文，山本 豊，林 泰司，辻

秀憲，野沢昌弘，吉村一宏，石井徳味，植村天受（近畿大） ［目的］

全精巣腫瘍の中で比較的稀な精巣原発悪性リンパ腫について検討を

行った．［方法］近畿大学医学部堺病院ならびに近畿大学医学部附属

病院で治療を施行した精巣原発悪性リンパ腫の 8例を対象とした．

［結果］平均年齢は72歳，患側は右 : 4例，左 : 4例であった．病理結

果は全例 diffuse large B-cell lymphoma であった．病期分類では l-EA : 6

例，ll-EB : 1例，ll-EA : 1例であった．予後指数では low risk : 7例，

intermediate risk : 1例であった．術後化学療法は 1例を除いて施行し

た．再発は 2例に認めるも癌特異的死亡は認めなかった．［考察］高

齢者に発症する精巣原発悪性リンパ腫は，自験例では良好な治療成績

となった．

交叉性精巣転位と尿道下裂を合併した XX 男性の 1例 :河村秀樹，

加藤大貴，濱野 敦（静岡県立こども） 症例は40週 0日，3,310 g

で出生の男児．会陰部尿道下裂，左精巣非触知のため 0歳11カ月で当

科に紹介された．前医で尿道下裂精査のため染色体検査を受け 46，

XX (SRY 陽性）であった．また陰茎増大のため前医でテストステロ

ン投与を受けている．初診時，右精巣は陰嚢内に触れ正常容積であっ

た．左陰嚢内は空虚であった．右鼠径部に腫瘤を触知し，左精巣の交

叉性転位を疑った．また会陰部尿道下裂を合併していた．腹部超音波

検査と腹部 MRI 検査を行い，左交叉性精巣転位と診断した． 1歳 4

カ月時に膀胱鏡検査，腹腔鏡下左精巣固定術と尿道下裂形成手術（第

一期手術）を行った．交叉性精巣転位の手術に際しては，鼠径部切開

で左右の精索を分離することが重要であった．その他に若干の考察を

加えた．

排尿後の頭痛を契機に発見された小児褐色細胞腫の 1症例 :安福富

彦，岡 泰彦（加古川西市民），洲尾昌伍，安福正男，久野克也（同

小児外科），片岡 大，親里嘉展（同小児科），坂井田紀子，岡村明治

（同臨床検査） 7歳，男児．排尿後の激しい頭痛を主訴として当院

小児科を受診，排尿前後で血圧が110から160と変動，エコー，腹部

CT で膀胱腫瘍を指摘，膀胱 MRI で頂部筋層内に 10 mm 大の腫瘍を

認めた．尿道カテーテル留置後に頭痛は軽快，血液検査でノルアドレ

ナリンは 1.6 ng/ml と高値．膀胱褐色細胞腫と考え，膀胱部分切除術

を施行した．組織学的に腫瘍は膀胱筋層内に存在，PASS score は合計

2で，良性の pheochromocytoma と診断された．今回の症状は，排尿

で腹圧亢進→高血圧誘発→頭痛出現という機序が考えられた．膀胱褐

色細胞腫は褐色細胞腫の 1％未満，膀胱腫瘍の0.06％未満とされてい

るが，小児の膀胱褐色細胞腫の報告はきわめて稀で，本症例が世界で

10例目であった．

尿道内血管腫の 1 例 :渡邉仁人，宮城亮太，萩倉祥一，吉野 薫

（あいち小児保健医療総合セ） ［症例］12歳男児． 2歳時に下着に血

液が付着し前医受診．外尿道口 1∼ 6時方向に腫瘍を認め，外尿道口

腫瘍切除術施行．病理は lymphectasia．その後再発なく， 5歳の当科

初診時には明らかな腫瘤は認めず． 7歳時に外尿道口 6時付近にごく

小さな隆起を認めるも経過観察．12歳に腫瘤からの出血と腫瘤の増大

を訴え再診．外尿道口 6時に約 3 mm の腫瘍を認め，無痛性に増大

し，出血して縮小することを繰り返した．全身麻酔下に膀胱鏡を施行

し外尿道口腫瘍から振子部尿道まで連続する血管腫を認めた．血管腫

は尿道11∼ 4時方向にかけて認め全長は約 6 cm であった．外尿道口

腫瘍を可及的根部まで切除．病理は血管腫．尿道内血管腫について文

献的考察を加え報告する．

当科における先天性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の検討 :寺

田央巳，杉山貴之，永田仁夫，古瀬 洋，大園誠一郎（浜松医大）

［目的］低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 (MHH) は， 2次性徴欠

如，生殖障害をきたす代表疾患であるが，ゴナドトロピン補充療法に

より治療可能な疾患である．［対象］当科で経験した MHH 5症例に

ついて臨床的検討を行った．［結果］症例の内訳は，小児科より 2次

性徴遅延の治療依頼を受けた 2例と，乏精子症を主訴として受診した

3例である．治療は hCG 5,000単位× 3 /週および recombinant FSH

150 IU× 3回/週で行った．前者は挙児を得て，後者も精液所見は安

定している．［結語］MHH に対しては， 2次性徴の成熟および造精

機能の改善の有無を観察しつつ適切な時期に治療の導入が必要と考え

られた．

男性不妊症患者におけるY染色体微小欠失分析の意義 :梅本幸裕，

佐々木昌一，岩月正一郎，窪田裕樹，窪田泰江，小川総一郎，池内隆

人，神谷浩行，矢内良昌，郡 健二郎（名古屋市大） ［背景］今回

DAZ 欠損を認めた男性不妊症について AZF 検査の結果を報告する．

［対象・方法］2006年 1月から2013年 4月までに，DAZ 遺伝子の欠失

が見られた10例を対象．精巣容量，各ホルモン値，採精の有無につい

て検討．［結果］AZF 検査は 8例に施行，AZFc 欠失が 7例，その中

で 5例に MD-TESE を施行， 1例から採精．AZFa，c 完全欠失が 1

名で MD-TESE は行わなかった．全体の精巣容量は 10.3±4.1 ml．
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血清 LH，FSH，プロラクチン，テストステロンは，4.6±2.5，17.4

±6.7 mIU/ml，9.4±5.0，3.6±2.0 ng/ml であった．［考察］DAZ

は AZFc 領域の一部であり，この欠失でも採精できる症例はある．不

要な MD-TESE を回避するためには AZF 検査は必要と考えられた．

当院での前立腺癌診断における生検前 MRI 検査の検討 : 福井彩

子，井上裕太，竹内一郎，稲垣哲典，中ノ内恒如，三神一哉（京都第

一赤十字），佐藤 修（同放射線） ［目的］生検前 MRI の有用性の

検討．［方法］昨年 1 年間に PSA 4∼20 ng/ml で初回前立腺生検を

行った57例を対象とし，MRI 施行後に経会陰的12カ所生検を行った．

［結果］35例（61％）が前立腺癌と診断された．T2WI および DWI で

所見を有したのは30例（52％）で，感度69％，特異度73％，陽性的中

率80％，陰性的中率59％，正診率70％であった．MRI で所見がなく

ても40％が癌であったが，PSAD が0.15未満の症例では10％と低かっ

た．［結論］MRI の診断能は高いが，所見を認めない場合にも前立腺

癌が41％あった．不要な生検を減らすためには他のパラメーターの組

み合わせが必要と思われた．

当院における前立腺生検と前立腺全摘標本の病理組織学的検討 :引

地 克，白木良一，西野 将，深谷孝介，石瀬仁司，日下 守，星長

清隆（藤田保衛大） ［目的］前立腺生検標本と全摘標本間の

Gleason score (GS) ，T stage など，全摘標本の mapping を行い検出箇

所の相違について検討した．［対象］2008年 1月から2012年 4月まで

に当院で前立腺全摘出を施行した161例．［結果］GS は up grade が46

例（28.6％），一致が101例（62.7％），down grade が14例（8.7％）

であった．T stage の一致は 35例（21. 7％），up stage は 118例

（73.3％）であった．［考察］生検で片側のみ癌が検出されるも，全摘

標本で対側にも検出される症例も存在し，術前 MRI による画像評価

に加え生検方法も再検討する必要があると考えられた．

星ヶ丘厚生年金病院における80歳以上の高齢者に対する前立腺針生

検についての検討 :高田 聡，堀 俊太，豊島優多，藤本 健，大山

信雄，百瀬 均（星ヶ丘厚生年金） ［目的］80歳以上の高齢者に対

する前立腺針生検の施行状況，およびその結果について検討した．

［対象］2008年 4月から2013年 3月までに当科で施行された前立腺針

生検のうち，80歳以上の高齢者に対して施行された59例について，

retrospective に検討を行った．［結果］平均年齢82.1歳．PSA 4.1∼

289.1 ng/ml （中央値12.5 ng/ml），病理診断で前立腺癌と診断された

症例は36例（61.0％）で，Gleason score 4＋3 以上の症例は，17例

（47.2％），T3 以上の症例は 9例（25.0％）であった．高齢者に対す

る前立腺針生検の適応基準，有用性についても検討を行う．

前立腺生検20点法の検討 :鈴木龍弘（勤医協中央） ［目的］経直

腸系統的前立腺生検において，外側辺縁体と尖部の検索を強化した20

点生検を行い，従来の10∼12点生検法と比較検討した．［方法］2011

年 8月∼2013年 6月に20点生検を行った症例のうち，血清 PSA 値が

50 ng/dl 未満を対象とした．［結果］検討対象は91名で92回の生検が

行われた．年齢は48∼84，中央値68.5歳，血清 PSA 値は0.54∼44.1，

中央値 6.17 ng/dl，初回71例， 2回目は21例であった．生検陽性は，

初回で21例（29.6％）， 2回目で 7例（33.3％）であった．20点生検

の陽性率は， 2回目において従来法より有意に高かった．生検後の尿

路感染症例はなかった．［考察］20点生検法は再生検で有用であり，

諸家の報告と一致した．

Active Surveillance (AS) 可能と考えられた症例における前立腺全摘

標本の病理学的検討 :西野 将，白木良一，引地 克，深谷孝介，石

瀬仁司，深見直彦，日下 守，星長清隆（藤田保衛大），都築豊徳

（名古屋第二赤十字病理診断） ［目的］AS 可能と考えられた症例に

おいて，前立腺生検後の臨床病期診断と前立腺全摘標本を病理学的に

比較検討する．［対象］2009年 8月から2012年までに当院でロボット

支援腹腔鏡下前立腺全摘術を施行した200例のうち，AS 可能と考え

られた20例．［結果］Up grade は，Gleason score 7 : 4例（20％），up

stage は認めなかった．Up grade した症例では，両葉に腫瘍を認め 4

成分を含んでいた．また PSA 再発を 1例に認めた．［考察］AS 適応

と思われた症例の再評価で up grade する症例を認めた．Up grade の

要因として，前立腺癌組織の heterojenety が考えられた．

去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法の検討 : 田村啓多

（JA 静岡厚生連遠州，藤枝市立総合），森川 愛，今西武志，青木雅

信（藤枝市立総合），平野恭弘（ひらの内科・泌尿器科クリニック）

［目的］去勢抵抗性前立腺癌 (CRPC) に対するドセタキセル (DTX)

療法の治療効果，予後因子に関する後ろ向き検討を行ったので報告す

る．［対象・方法］対象は2006年 7月から2012年 9月の間に CRPC と

診断され DTX 療法が施行された32例．投与方法は DTX (70 mg/m2)

を 3週ごと，ステロイドを併用とし，予後・予後因子を統計学的に検

討した．［結果］無増悪生存期間および全生存期間の中央値はそれぞ

れ 7カ月，25カ月であった．多変量解析で Hb 値のみが独立した予後

因子であった．［結論］貧血進行前の治療開始が予後改善につながる

のではないかと考えられた．

High risk 前立腺癌における術前ホルモン療法併用ドセタキセル化

学療法の有効性に関する検討 :西川晃平，舛井 覚，西井正彦，吉尾

裕子，長谷川嘉弘，神田英輝，金井優博，山田泰司，有馬公伸，杉村

芳樹（三重大） ［対象と方法］2006年11月から2013年 5月までに当

科において high risk 前立腺癌 (PSA＞20 ng/ml または Gleason score＞

8 もしくは cT3a 以上）と診断された28症例を neoadjuvant 施行 (NA)

群13症例，非施行 (non-NA) 群15症例に分け，PSA 非再発率を検討

した．NA 群では術前に docetaxel 70 mg/m2 を 4 週ごとに計 3 回投

与，ホルモン療法として LHRH agonist を 3カ月間投与した後に前立

腺全摘術を施行した．［結果］術後12カ月目の PSA 非再発率は NA 群

で83.1％，Non-NA 群で75.7％であり有意差は認めなかった．短期の

経過観察では術前化学療法の有効性は確認できなかったが，さらに長

期の検討を行っていく予定である．

当院における Docetaxel の使用経験と長期投与症例の安全性につい

て : 中根慶太，河合篤史，蟹本雄右（中東遠総合医療セ） ［目的］

当院での docetaxel 療法の使用成績について検討した．［方法］当院に

て docetaxel 療法を施行した前立腺癌41例を対象とし，retrospective に

解析した．［結果］Docetaxel の有効性で症例を 2群に分けて背景を比

較した結果，PSA nadir，PSA 最大低下率で有意な差を認めた．長期

投与症例では有害事象による入院回数が増加する傾向があった．

Actual dose intensity ≦70％ 群の方が予後良好であった．［考察］治療

関連死した症例はなかったが，長期投与症例では有害事象による入院

回数が増加する傾向があるため，化学療法を継続できる全身状態か常

に確認する必要がある．

当院における前立腺癌に対するドセタキセル分割投与の治療成績 :

伊丹祥隆，飯田孝太，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］前立腺癌に対するドセタキセル

分割投与の治療成績について臨床的検討を行った．［方法］対象は

2007年 3月から2013年 6月までにホルモン抵抗性前立腺癌と診断され

ドセタキセルを投与された19例．day 1∼3，7∼9 にエストラムチン

560 mg/day 投与し，day 2，9 にドセタキセル 30 mg/m2 を点滴投与

した．［結果］患者の年齢中央値は73歳，治療開始時の PSA 中央値は

48.09 ng/ml，治療回数は中央値 7回であった．50％以上の PSA 低下

は57.9％で認めた．全生存期間の中央値は20.8カ月であった．Grade

3 以上の白血球減少は 1例（5.3％）のみであった．［考察］10コース

以上施行できた症例は 4例あり，その内 2例が80歳以上であり高齢者

にも安全に施行可能と考えられた．

当科における GnRH antagonist 製剤の使用経験 : 伊藤 徹，平野

泰広（名古屋掖済会） ［目的］前立腺癌のホルモン療法として

GnRH agonist 製剤が長く用いられてきた．2012年に GnRH antagonist

製剤が発売されたのでその治療効果を検討した．［方法］当科にて

2012年10月より新しく前立腺癌と診断されホルモン療法を開始した患

者のうち，GnRH antagonist 製剤（ゴナックス○R）を使用した11例．

［結果］年齢は63∼89歳，GS は 3＋3∼4＋5，ステージは T2b-3b，

N0-1，M0-1，治療前 PSA は 4.2∼8,152 ng/ml．治療 1 カ月後 PSA

は 1.7∼5,468 ng/ml であった．［結論］GnRH antagonist 製剤は PSA，

GS が著明に高値で予後不良が予想される患者に対しても早期に PSA

を低下させ，治療効果を期待できる．また大きな副作用も認められ

ず，安全に使用が可能であると考えられた．

当科における根治的前立腺全摘除術症例の臨床的検討 :真殿佳吾，

児島 彬，辻本裕一，細見昌弘，木内利明（大阪府済生会千里）
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［目的］当科での根治的前立腺全摘除術 (RRP) の治療成績について

検討した．［方法］2008年 7月から2013年 6月までに RRP を施行し

た95例を対象とし，主に PSA 再発を来たす因子を検討した．［結果］

年齢の中央値68歳，観察期間の中央値22カ月，診断時 PSA の中央値

7.294 ng/ml，D’Amico 分類でのリスク分類は低14例，中53例，高28

例であった．PSA 再発を16例（16.8％）に認めた．PSA 再発を認め

た症例のリスク分類は低 1 例（7.1％），中 7 例（13.2％），高 8 例

（28.6％）であった．［考察］当科における RRP の治療成績は諸家の

報告とほぼ同等であった．

E-PASS を用いた75歳以上の前立腺全摘除術の治療成績の検討 : 高

木康治，小嶋一平，寺本咲子，成島雅博，下地敏雄（名鉄） ［目的］

75歳以上の前立腺癌に対して行った腹腔鏡下小切開前立腺全摘除術の

手術侵襲を E-PASS で分析し，手術の合併症，安全性につき検討し

た．［方法］対象は75歳以上の腹腔鏡下小切開前立腺全摘除術13例で

ある．E-PASS を用いた術前リスクスコア (PRS），手術侵襲スコア

(SSS），総合リスクスコア (CRS），合併症につき74歳以下の88症例と

比較検討した．［結果］PRS では75歳以上0.39，74歳以下0.32と有意

差を認めたが，SSS，CRS では有意差を認めなかった．合併症も同等

であった．［考察］75歳以上（80歳未満）の前立腺全摘除術は74歳以

下の症例と同様に安全に施行できると考えられた．

RRP with intentional wide resection improved BCR free survival of

intermediate risk by CAPRA score : 岡島英二郎（市立奈良），桑田正

臣，増田安政，吉川元清（大和高田市立），田中宣道，平山暁秀，藤

本清秀（奈良県立医大） ［目的］拡大前立腺全摘は切除縁癌陰性率

を向上した．今回，CAPRA スコアを用いて拡大前立腺全摘の成績を

検討した．［方法］90例の局所限局前立腺癌に対して術前療法なく拡

大前立腺全摘を施行．平均年齢68.2歳，平均 PSA 25.6 ng/ml，観察

期間中央値は31.4（18.0∼66.7）カ月．CAPRA スコアで ＜3 を L

群，3∼5 を I 群，＞5 をH群とした．［成績］ L， I ，H群の 3 年

RFS は95.0，94.9，56.7％であり，これまでの報告（90∼95，80∼

85％）より良好な結果が得られ， L群と I 群間の差が消失した． L

群， I 群の切除縁癌陽性率はそれぞれ 0および2.5％であった．［結

論］拡大切除は切除縁陽性率を改善し， L群， I 群の予後改善に寄与

する可能性が示唆された．

ミニマム創前立腺全摘術における切除断端と生化学的再発の検討 :

米田達明，大久保和樹，今井 伸，工藤真哉（聖隷浜松），吉田将士

（よしだ泌尿器科クリニック） ［目的］前立腺全摘標本の切除断端と

生化学的再発の関連性について検討した．［対象と方法］2007年 7

月∼2013年 5月にホルモン療法なしで手術を施行し，リンパ節陽性を

除く154例のうち，切除断端（以下 ew) 陽性と診断された46例．［結

果］ew 陽性は46例（30％）に認め，pT2 が15例（10％），pT3 が31

例（20％）で，部位別では尖部25例，底部11例，外側 9例の順であっ

た．生化学的再発を26例（17％）に認め，pT2 が11例，pT3 が15例

で，ew 陽性は16例（10％），ew 陰性は10例（6％）であった．PSA

nadir は26例中 9例で0.01であった．［考察］生化学的再発は ew 陽性

例の約 3割のため術後即時の救済治療の意義は低いと考えられた．

岐阜県総合医療センターでのロボット支援前立腺全摘術の初期経

験 :高橋義人，谷口光宏，河田 啓，石田健一郎，山田 徹（岐阜県

総合医療セ），亀山紘司（岐阜大），亀井信吾（木澤記念） ［目的・

対象］当院は2013年 2月 1日ダ・ヴィンチ Si を導入． 7月29日まで

施行したロボット支援前立腺全摘術を施行した18例の初期経験を報告

する．［結果］術者は 2名．平均年齢67.3歳，臨床病期は T2a 3例，

T2b 3 例，T2c 12例．Gleason score は 3＋3 8 例，3＋4 4 例，4＋3

3例，4＋4 3例．摘出前立腺容積は 35.7 ml．術前ホルモン療法は 7

例で施行．神経温存手術症例はなかった．平均手術時間338分，平均

コンソール時間278分，尿道吻合平均時間25.0分，平均出血量80．ド

レン留置期間は平均 3日．尿道カテーテル留置期間は平均4.5日．左

下腹部の神経痛を 1例経験した．［考察］十分な成績ではないが，症

例を重ねて成績を報告する．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術の初期治療成績 :小林将行，滑

川剛史，佐藤陽介，高木公暁，大關孝之，小丸 敦，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］ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術の治療成績を報告する．［対

象］2011年 9月より2013年 6月までに施行した200例を対象に検討し

た．［結果］年齢中央値は66歳．手術時間は中央値246分で経験例数を

重ねるに従い有意に改善を認めた．推定出血量は中央値 50 ml．輸血

は自己血を 2例で返血した．術後病理は pT0 1例，pT2 142例，pT3

57例．リンパ節転移は 1例．導入初期は DVC 処理の際に結紮を行い

RM1 は pT2 で41.8％，pT3 で54.2％，無結紮に変更後 RM1 は pT2

で9.6％，pT3 で24.2％と改善した．周術期合併症の多くは Clavien

分類 grade 2 以下だった．［結論］ロボット手術は術中出血量も少な

く，ラーニングカーブ，周術期成績ともに良好であった．

ロボット支援下前立腺全摘除術300例における腹部既往手術の影

響 :安井孝周，河合憲康，安藤亮介，岡田淳志，水野健太郎，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），黒川覚史（名古屋徳洲会総合），窪田裕樹（愛知厚生連海

南） ［目的］ロボット支援下前立腺全摘除術 (RALP) における腹部

開腹既往手術の影響を検討した．［方法］2011年 5月から2013年 7月

までに RALP を施行した300例を対象とし，腹部開放手術の既往歴，

コンソール前の腹腔内剥離操作の有無，手術時間への影響を評価し

た．［結果］1）虫垂炎，2）鼠径ヘルニア，3）胃・肝・胆嚢の既往手

術例はそれぞれ64例，15例， 8 例で，そのうち33例（52％）， 1 例

（ 7％）， 0例（ 0％）でコンソール前の腹腔内剥離操作を要した．剥

離時間は平均11.9（ 3∼28）分で，剥離操作の有無でコンソール時間

に差を認めなかった．［結論］胃・肝・胆嚢の既往手術は，虫垂炎と

比較して剥離操作を要することが少なく，RALP の適応に影響しない

と考えられた．

当院におけるロボット支援根治的前立腺全摘除術の治療成績 :深谷

孝介，白木良一，城代貴仁，石瀬仁司，深見直彦，佐々木ひと美，日

下 守，石川清仁，星長清隆（藤田保衛大） ［目的］現在までに300

例のロボット支援根治的前立腺全摘除術 (RARP) を施行したので治

療成績につき報告する．［対象］2009年 8 月から RARP 手術を開始

し，半年以上の経過観察が可能であった204例．年齢は50∼75（中央

値 : 64）歳，PSA 値は 1.6∼158（同 : 7.2) ng/ml．D’Amico のリス

ク分類別では，低リスク : 48例，中リスク : 81例，高リスク : 74例，

salvage 症例 : 1例．［結果］手術時間は97∼570分（中央値 : 181分），

コンソール時間は72，515分（同 : 143分），EBL は10∼1,000（同 :

194) ml，切除断端陽性率は22.3％，術後 1 年の PSA 非再発率は

88.4％であった．［結語］当院での RARP の治療成績は，諸家の報告

と同等であった．

当院におけるロボット支援下前立腺全摘除術導入初期の成績 :福田

勝洋，飯田啓太郎，成山泰道，矢内良昌，窪田裕樹（愛知厚生連海

南），安井孝周，戸澤啓一（名古屋市大） ［目的］2013年 5月よりロ

ボット支援下前立腺全摘除術 (RALP) を開始したので導入初期の手

術成績について報告する．［対象・方法］2013年 6月までに RALP を

行った 6例を対象とした．精嚢遊離は後方アプローチで行い，手術行

程を 6つの step に分けて所要時間を測定した．［結果］コンソール時

間は150±14分，出血量（尿含む）は 176±1,063 ml で，合併症を認

めなかった．ポート作成，精嚢・前立腺後面の剥離，DVC 結紮，膀

胱頸部離断，前立腺遊離，膀胱尿道吻合はそれぞれ30±12，33±9，

25±3，17±4，29±7，30±3分を要した．［考察］今後 second team

が手術を行う上で，各ステップの所要時間に制限を設けることで円滑

な移行が行えると考えている．

膀胱全摘除術に伴う尿路変向術と術後腎機能の検討 :福本 亮，岸

本 望，福井辰成，黒田昌男（日生） 2005年 9月∼2012年11月まで

に当院にて膀胱全摘および尿路変向術を施行した膀胱癌症例のうち 6

カ月以上追跡可能であった42例について，術前後の eGFR を尿路変

向別に後ろ向きに比較検討した．年齢49∼89歳，男性31例，女性11

例．回腸導管15例，代用膀胱27例．観察期間は 7∼89カ月（中央値33

カ月）．術直前の eGFR は中央値 62.5 ml/min/1.73 m2 で尿路変向別

に差を認めなかった．術直前から術後観察期間での eGFR の低下率

は回腸導管で中央値6.37％，代用膀胱で14.1％と代用膀胱で低下する

傾向にあった．腎機能悪化に関わる因子につき検討し報告する．

腎尿管全摘除術前診断における尿管鏡検査の有用性に関する検討 :

井口孝司，小池宏幸，若宮崇人，山下真平，射場昭典，吉川和朗，児

玉芳季，松村永秀，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大） ［目的］
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腎尿管全摘除術 (NUx) 前診断における尿管鏡検査の有用性について

検討した．［方法］対象は NUx を施行した105例．術前の尿細胞診，

画像所見，尿管鏡検査（内視鏡所見と生検結果）を最終病理結果と比

較した．［結果］全症例中102例（97.1％）が癌と診断された．尿管鏡

を施行した54例（細胞診陽性16例，画像所見陽性52例）中52例

（96.3％）が癌と診断された．内視鏡所見陽性が47例，生検施行が42

例（生検陽性32例）であった．尿管鏡を施行しなかった51例（細胞診

陽性33例，画像所見陽性49例）中50例（98.0％）が癌と診断された．

［結論］尿管鏡検査を施行することで，より確実な術前診断が可能で

あった．

当院における上部尿路上皮癌の手術治療成績 :飯田孝太，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］当院で手術療法をした腎盂尿管癌症例を臨床的に

検討した．［方法］1996年から2012年までに当院で手術治療を施行し

た50例について臨床的に検討を行った．［成績］平均年齢70.1歳，男

性39例，女性11例．部位は右側21例，左側29例で，腎盂24例，尿管20

例，腎盂尿管 6例．手術術式は 3例に尿管部分切除術を施行，他は全

例に腎尿管摘除術が施行されていた．平均手術時間 283. 0分．

Neoadjuvant 療法を施行した症例はなく，adjuvant 療法は12例に施行

されていた．術後平均観察期間は41.2カ月（1.3∼173.7カ月）で，癌

特異的 5年生存率は64.43％であった．

上部尿路上皮癌術後の膀胱再発に関する検討 : 西井正彦，舛井

覚，西川晃平，吉尾裕子，長谷川嘉弘，神田英輝，金井優博，山田泰

司，有馬公伸，杉村芳樹（三重大） ［目的］腎盂尿管癌における腎

尿管全摘除術後の膀胱再発リスク因子につき検討した．［方法］対象

は，2007年 1月から2013年 1月までに当科において腎尿管全摘除術を

施行した45例．観察期間は 1∼71カ月（中央値24カ月），年齢は36∼

85歳（中央値74歳），発生部位は腎盂19例，尿管23例．［結果］膀胱再

発例は18例（40％）で，再発までの期間の中央値は 9カ月であった．

膀胱内累積発生率は 1年で29％， 2年で40％であった．Log rank 法に

より発生部位，CIS 病変の有無，術前血清好中球/リンパ球比が優位

なリスク因子であった．［結論］再発リスクに応じ，慎重なフォロー

アップが必要と考えられた．

腎盂腫瘍の腎尿管全摘除術後に発生する膀胱癌の発症に関する因子

の検討 : 井上 聡，佐々直人，吉野 能，後藤百万（名古屋大），石

田昇平，絹川常郎（中京），山田 伸（岡崎市民），深津顕俊，松浦

治（小牧市民），服部良平（名古屋第一赤十字） ［目的］腎盂癌に対

する腎尿管全摘除術後における膀胱癌発症の危険因子について臨床病

理学的検討を行った．［方法］1989∼2013年に腎盂尿管腫瘍として腎

尿管全摘除術を行った870例のうち，術前，同時に膀胱腫瘍の合併の

ない，腎盂のみに腫瘍があった症例について腎尿管全摘除術を施行し

た234例を対象とした．膀胱内再発をエンドポイントとし解析を行っ

た．［結果］約39％に膀胱癌の再発が認められた．単変量解析の結果，

多発例，腫瘍最大径が 30 mm を超える症例，乳頭状腫瘍の症例にお

いて有意に膀胱癌が発症した (p＝0.001，0.006，0.014）．［結論］上

記症例においては特に膀胱癌を発症する危険性があるため慎重な経過

観察が必要である．

一期的に両側腎尿管膀胱全摘を施行した膀胱癌の 1例 :林 一誠，

加藤峰之，大橋宗洋，鈴木 啓，宮下浩明（近江八幡市立総合医療

セ） 維持透析中の61歳男性．他院より肉眼的血尿で紹介された．経

尿道的膀胱腫瘍切除術を施行し，膀胱頸部から前立腺部尿道におよぶ

浸潤性膀胱癌を認めた．組織は尿路上皮癌，high grade であった．ほ

ぼ無尿状態であったため腎を残さず全尿路摘出術を予定した．腹膜透

析の既往があり，後腹膜鏡下に右ついで左の順で腎尿管を完全に遊離

した．続いて膀胱摘出を行ったが，高度の癒着のため難渋を極めた．

両腎の遊離に 6時間25分（出血量 700 ml），膀胱の摘出に 4時間24分

（出血量 4,562 ml），計12時間 6 分の手術時間となった．輸血量は

2,400 ml であった．術後，特に合併症もなく，術後12日目に退院と

なった．

Sarcomatoid variant の組織像を示した腎盂癌の 1例 : 伊藤崇敏，

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） ［症例］60歳代，女性．2010年10月腎腫瘍の診断にて前医に

て腎摘除術施行．病理結果は肉腫にて追加治療は行われず経過観察と

なっていた．2012年11月 CT にて腸骨周囲に腫瘍を認められ，生検に

て腎肉腫の転移と診断され加療目的に当院整形外科紹介受診．PET，

CT などにより多発骨転移あり外科的治療の適応なし．前医病理標本

再検の結果，尿路上皮癌 sarcomatoid variant と診断され，当科にて

GC 療法を 3コース施行．治療効果は SD であったが疼痛は軽減し，

一定の治療効果を認めたため退院．外来通院中に疼痛の増強認め，

CT でも腫瘍の増大認めたため，今後 GC 療法を追加する予定であ

る．

急速に増大した腎盂巨細胞型尿路上皮癌の 1例 :米田幸生，小林知

広，吉村力勇（JR 西日本大阪鉄道），山本晋二（育和会記念） 78

歳，女性．右腎盂腎炎より横隔膜を超えての膿胸の既往歴あり．神経

因性膀胱にてバルーンカテにて尿路管理中に右側腹部の膨隆を伴う違

和感を自覚．精査中に膨隆急増大かつ疼痛増悪認め入院．画像上右腎

全体が占拠性病変に置換されていた．体積増大による疼痛のコント

ロール目的にて右腎摘出を試みるも画像と同様に脆い組織塊に置換さ

れていたため腫瘤塊をすべて掻き出し手術終了とした．病理結果は

様々な形態を呈する高異形度の細胞群を認めるものの尿路上皮癌をお

もわす上皮群の存在より尿路上皮癌の巨細胞型と診断された．

男性尿道癌の 2例 :森 亘平，米山脩子，小泉充之，石田寛明，湯

村 寧，寺西淳一，野口和美（横浜市大付属市民総合医療セ泌尿器腎

移植），窪田吉信（横浜市大） ［目的］尿道癌の 2例を経験したので

報告する．［症例 1］60歳，男性．肉眼的血尿で受診．尿道振子部に

腫瘍を認め，病理学的に尿路上皮癌 G2 pT1 の診断．扁平上皮癌との

併存も認めた．その後経過観察中に肺転移を認めた．GC 療法施行し

たが PD．その後小脳転移も出現し，診断後 3年で癌死した．［症例

2］61歳，男性．肉眼的血尿で受診．前立腺部尿道に乳頭状病変を認

めた．PSA 50.4．病理組織診断は尿道腺癌と高分化型前立腺癌

(GS＝3＋3）．化学療法行うも効果なく，診断後 3年 5カ月で癌死し

た．［結論］ 2症例とも原発巣治療後に遠隔転移をきたし化学療法を

施行したが不幸な転帰を辿った．非常に予後不良な疾患であり治療法

について文献的に検討を行った．

尿中核マトリックスプロテイン (NMP 22) 測定に影響する因子―

実験的モデルによる検討― : 三宅牧人，穴井 智，平尾佳彦，藤本清

秀（奈良医大），三宅牧人，Charles Rosser（MD アンダーソン癌セ

ンターオーランド癌研究所） ［目的］尿中 NMP 22 テストは癌細胞

の核に発現する nuclear mitotic apparatus protein 1 を検出する膀胱癌の

補助診断テストの 1つである．尿中 NMP 22 測定に影響する因子を

実験的尿モデルで検討した．［方法］健常人尿 10 ml に良性または悪

性尿路上皮培養細胞の抽出総蛋白・全細胞，患者血清・全血を系列希

釈で加え，NMP 22 を測定した．［結果］106個の良性細胞，105個の

悪性細胞の抽出総蛋白または106個の良性細胞，106個の悪性細胞の全

細胞を加えることで NMP 22 は陽性化した．また 50 μl の全血を加え

ることでも陽性化したが，血清では陽性化しなかった．［結論］尿

NMP 22 の診断精度は，尿中剥離上皮細胞数，崩壊上皮細胞数，血球

数によって影響された．

横浜市立市民病院における進行性腎癌患者に対する分子標的治療の

成績 : 澤田卓人，大竹慎二，南村和宏，藤川 敦，太田純一，森山正

敏（横浜市立市民） ［対象］当院で分子標的治療を施行した進行性

腎癌患者28例［患者背景］男女比＝23 : 5，投与開始時年齢＝平均

70.6歳，腎摘あり＝22例，前治療あり＝ 9例（全例 INF），組織型は

clear＝14例，non-clear＝ 2例，unknown＝ 4例，MSKCC のリスク分

類で good＝ 2例，intermediate＝22例，poor＝ 4例．［結果］癌死＝16

例，生存＝11例（治療継続中＝ 5例，無治療＝ 6カ月），不明＝ 1例．

全生存期間の中央値＝ 21. 0カ月，無増悪生存期間の中央値は

sorafenib＝6.0カ月，sunitinib＝10.0カ月，temsirolimus＝2.5カ月，

axitinib＝3.0カ月であった．若干の文献的考察を加えて報告する．

転移性腎癌に対しアキシチニブを投与した 6例の初期経験 :高田秀

明，仲島善治，長濱寛二，渡部 淳，西尾恭規（静岡県立総合）

［目的と方法］2012年10月から2013年 6月までにアキシチニブを投与

した転移性腎癌 6例を対象に有効性と有害事象を検討した．［結果］

平均年齢は63.8（54∼76）歳で，男性 4例，女性 2例．平均観察期間

は4.3（ 1 ∼ 9）カ月，アキシチニブの平均投与量は 9.8 (7∼12)

mg．効果は RECIST 基準で PR 2名，SD 3名，PD 1名であった．
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有害事象として高血圧，蛋白尿，手足症候群，口内炎，下痢などを認

めたが，投与量減量や対症的な薬剤投与で継続可能であった．［結論］

アキシチニブは有害事象に注意することで転移性腎癌に対して有効で

あることが示唆された．

腹腔播種巣を有する転移性腎細胞癌症例に対しスニチニブからアキ

シチニブへの逐次療法が有効であった症例 :木山 賢，内本泰三，齋

藤賢吉，高井朋聡，反田直希，光野絢子，南 幸一郎，上原博史，小

村和正，高原 健，稲元輝生，平野 一，能見勇人，東 治人（大阪

医科大） 69歳，男性．左腎癌に対し左腎部分切除術が施行され，摘

出標本は淡明細胞癌，G2，pT1bN0M0 であった．術後 1年 3カ月で

局所再発，傍大動脈リンパ節転移を認め，左根治的腎摘除術が施行さ

れた．大網への転移が認められ pT3pN1M1 であった．術後のスニチ

ニブ投与では副作用は出ず容量を 50 mg まで増量可能であったが腹

腔内播種巣が急速に増大したためアキシチニブへの切り替えが行われ

た．アキシチニブの使用により腹腔内播種巣縮小が認められ PR と判

断された．

転移性腎細胞癌に対するアキシチニブの使用経験 :平林毅樹，上平

修，山口朝臣，平林裕樹，守屋嘉恵，深津顕俊，吉川羊子，松浦 治

（小牧市民） ［目的］当院における転移性腎細胞癌に対するアキシチ

ニブの使用経験につき報告する．［対象］2012年 9月から2013年 6月

までに当院にてアキシチニブを使用した 7例を対象とした．［結果］

年齢の中央値は65歳（41∼78歳），男性 6例，女性 1例で，死亡例は

1例，観察期間の中央値は4.4カ月であった．組織型は淡明型が 6例，

非淡明型が 1例であった．治療時期は 2nd line が 1例，3rd line 以降

は 6例であった．全例 10 mg/day から投与開始し，経過中の増量が

2例，減量が 3例であった．最良効果は PR 3例，SD 2例，PD 1

例，NE 1 例（早期死亡）であった．休薬が必要となった有害事象

は，蛋白尿 2例，嗄声 1例，消化管出血 1例，歯肉膿瘍 1例であっ

た．

当院における進行性腎細胞癌に対するアキシチニブの使用経験 :林

裕次郎，石津谷 祐，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］進行性腎細胞癌

に対するアキシチニブの有用性を検討する．［対象と方法］2012年10

月から2013年 7月の間に当科でアキシチニブを使用した22例．年齢は

中央値65（39∼73）歳．男性18例，女性 4 例．MSKCC リスク分類

は favorable 8例，intermediate 9例，poor 4例，不明 1例．組織型は

clear 17例，papillary 3例，不明 2例．使用時期は 2nd line 10例，3rd

line 以降 12例．［結果］投与期間中央値は 5（ 1∼ 9）カ月，効果判

定は PR 3例，SD 14例，PD 2例．G3 以上の有害事象は12例（主な

有害事象は高血圧 4例，手足症候群 2例）認め， 3例で有害事象のた

め投与中止となった．［考察］アキシチニブは進行性腎細胞癌に対し

て重要な選択肢となりうる．

腹痛を契機に発見された副腎皮質腺腫自然破裂の 1例 :美馬勝人，

天野裕之，杉山和隆，森本裕彦，五十嵐洋，太田信隆（焼津市立総

合） ［症例］55歳，女性．自動車運転中に突然左側腹部痛が出現し

救急受診．CT では左後腹膜腔に径約 9.5 cm の血腫を認め，左副腎

出血の診断で緊急入院となった．緊急血管造影検査で明らかな責任血

管を認めなかったが造影 CT，MRI にて造影される直径約 6 cm の充

実性腫瘍を認めた．内分泌検査ではカテコラミン若干高値を認めた．

待機的に摘出の方針となり約 1カ月後に腹腔鏡下左副腎摘出術を施行

した．病理組織は adenocortical adenoma であり，副腎皮質細胞に小血

管が介在し sinusoidal な構造であった．術後経過良好で 9病日に退院

となった．［考察］副腎腫瘍破裂例の中で皮質腫瘍の破裂は稀である．

毛細血管増生に伴う破綻により血腫形成を来たしたと考えられた．

発熱を呈した副腎皮質癌の 1例 :池田純一，乾 秀和，山本哲平，

滝澤奈恵，三島崇生，矢西正明，地崎竜介，中川雅之，杉 素彦，木

下秀文，松田公志（関西医大腎泌尿器外科） 27歳，男性．2011年 4

月から咳嗽が出現，百日咳との診断にて抗生剤投与されるも改善せ

ず．その後 2週間に 1度の頻度で38度台の発熱が出現，次第に発熱が

頻回に認められるようになったため受診．血液検査では炎症反応の上

昇や貧血を認めたものの，その他明らかな異常所見は認められなかっ

た．CT・MRI では約 3 cm 大の右副腎腫瘍を認め，PET では同部位

に SUVmax : 5.8 の集積を認めた．副腎シンチでは取り込みの異常は

認められなかった．非機能性副腎腫瘍もしくは副腎皮質癌を疑い腹腔

鏡下右副腎摘除術を施行した．病理結果より副腎皮質癌の診断となっ

た．術後は解熱し血液検査上も炎症反応の低下を認めた．副腎皮質癌

に関して文献的考察を加えて報告する．

成人後腹膜原発交感神経系腫瘍の 2例 :吉永敦史，鎌田成芳（草加

市立） ［症例 1］38歳，女性．左副腎に 71×59 mm の偶発腫瘤あ

り．尿中ノルメタネフリン高値，MIBG シンチで高集積あり．左副腎

摘除術施行，神経節細胞腫の病理診断を得た．［症例 2］41歳，女性．

主訴は背部痛．右副腎に 55×40 mm の内部に石灰化を伴う腫瘤あり．

ホルモン非活性腫瘍にて右副腎摘除術施行，神経節芽細胞腫の病理診

断を得た．術後検査で NSE 正常，MIBG シンチで集積なく，経過観

察中．

副腎クリーゼを呈した乳癌両側副腎転移の 1例 :沖中勇輝，和田晃

典，長谷行洋（彦根市立），成田充弘（滋賀医大），下司 徹（彦根市

立循環器），山田英二（同病理診断） 症例は60歳，女性．50歳時に

乳癌（浸潤性小葉癌，pT3N0) に対して手術＋ホルモン療法による治

療歴あり．嘔吐，全身倦怠感にて近医へ救急搬送され低 Na 血症を認

め入院加療．同日夜にショック状態となり翌日当院へ救急搬送．入院

時採血検査から副腎不全と診断．ステロイド補充開始後，速やかに循

環動態は安定した．CT・MRI・FDG-PET 検査では両側副腎腫瘍

（右 5 cm，左 4 cm) を認め，画像所見・検査結果から副腎原発悪性腫

瘍もしくは転移性副腎腫瘍を疑い腹腔鏡下両側副腎摘出術施行．病理

結果は免疫組織学的検索も行い，既往の乳癌両側副腎転移と考えられ

た．副腎クリーゼを来たす乳癌両側副腎転移は比較的稀であり，今回

若干の文献的考察を含め報告する．

一期的鏡視下手術で摘除した MEN type 2（両側副腎褐色細胞腫）

の 1 例 : 中石真行，堀内 淳，明比 俊（県立新居浜），菅 政治

（愛媛県立中央） ［症例］38歳，男性．当院外科で甲状腺癌（髄様

癌）と診断され，腹部 CT で両側副腎に腫瘤陰影を認めたため当科に

紹介された．カテコラミンの軽度の上昇を認めたこと，MIBG シンチ

グラフィーで両側副腎に集積を認めたことより両側副腎褐色細胞腫と

診断した．［手術所見］経腹的アプローチの前方到達法で施行した．

左側臥位とし 4ポートにて右副腎腫瘍を摘除し，右側臥位に変換後，

3ポートにて左副腎腫瘍を切除した．病理学的には良性の褐色細胞腫

であった．［考察］MEN type 2 の褐色細胞腫は散発性褐色細胞腫と比

べ若年性かつ両側性ではあるが，臨床症状は軽度のことが多いため，

周術期のリスクが比較的軽度と考えられる症例では一期的手術が有用

である．

尿培養陽性尿路結石に対する術前抗生剤投与の有効性 :原 浩司，

山田芳彰，七浦広志，青木重之（岐阜社保） ［目的］尿培養陽性尿

路結石症例に対し，TUL 施行前日より抗生剤を使用し，術後感染症

の予防が可能であるか検討した．［方法と対象］2012年 4月から2013

年 3月までの間に施行した TUL31 症例のうち尿沈渣で白血球毎視野

5以上かつ尿培養にて細菌が同定された20症例を対象とした．TUL

前日から，感受性のある抗生剤を 1日 3回投与し，術後 2日間は同じ

抗生剤を使用した．［結果］症例の内訳は男性12例，女性 8例で平均

年齢は67.3歳であった．結石部位は U1 13例，U2 3例，U3 4例で結

石経は平均 9.8 mm であった．手術平均時間は75.33分，術後 38°C

以上の発熱を認めた症例はなかった．［結語］TUL 術前の抗生剤投与

は術後の感染症予防として有効な手段であると考えられた．

高齢者における当院での腎盂腎炎合併結石症例の治療検討 :坂元史

稔，石田昇平，加藤 隆，佐野優太，小松智徳，木村 亨，辻 克

和，絹川常郎（社保中京） ［目的］尿路結石を有す高齢者では多く

が合併症や社会的背景などの問題が同時に存在し画一的な治療方針を

掲げる事は困難であるが有症候性の結石は原因排除が望まれる．結石

性腎盂腎炎発症症例を対象に高齢者における結石治療について検討し

た．［方法］2010年 1月∼2012年12月の 3年間で入院加療を行った閉

塞性結石性腎盂腎炎の内，65歳以上の51例を対象とした．年齢 :

65∼90歳（平均76.7歳），側性 :右 :左＝30 : 21（内13例が対側結石

あり），結石最大径は 2∼24 mm，起炎菌は E coli が最多で35.3％（内

ESBL 産生株9.8％）であった．起炎菌，発症時の初回治療選択，結

石治療の成績と適応基準，治療後の経過などに関し若干の文献的考察

を加えて検討する．
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閉塞性腎盂腎炎を来たした尿路結石症の臨床的検討 :山下真平，井

口孝司，小池宏幸，若宮崇人，射場昭典，吉川和朗，児玉芳季，松村

永秀，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大） ［目的］尿路結石によ

る閉塞性腎盂腎炎の治療と予後について検討する．［方法］2008年 6

月∼2013年 4月に同疾患に対し当科で入院治療を行った69例について

検討した．［結果］SIRS を来たしたのは48例（69.6％）であった．尿

管ステント留置は46例，腎瘻造設は10例で行った．結石に対する治療

は，自然排石13例，ESWL 22例，TUL 16例，ESWL＋TUL 5 例，

PNL 4 例，腎摘出 1 例であった．結石除去術を行った47例中12例

（25.5％）で術後感染再燃を認めた．外来観察中に10例が尿路結石の

再発を，13例が急性腎盂腎炎の再発を来たした．［考察］本症に対す

るより良いマネージメントについて考察する．

尿管結石に伴う急性閉塞性腎盂腎炎に対するドレナージの検討 :野

尻佳克，大菅陽子，吉田正貴（国立長寿医療研究セ） 2010年 8月か

ら2013年 6月までに国立長寿医療研究センターに受診した尿管結石に

伴う急性閉塞性腎盂腎炎患者27例（男性 5例，女性22例 : 平均年齢

74.1歳）の内， 9例（要介護者 3例を含む）に緊急ドレナージを行っ

た．この内 2例は自排石し， 7例に結石治療を行った．残る18例（寝

たきり患者11例と要介護者 2例を含む）ではドレナージを行わなかっ

た． 2例は死亡し（15日後に急性膵炎，22日後に脊椎プレート感染），

16例は生存退院した．この内 4例は自排石し， 2例に結石治療を行っ

た．退院後死亡はドレナージあり症例 1例とドレナージなし症例 4例

にあり， 1年後の生存率はそれぞれ75.0％と67.9％であった．

尿管結石の自排に関わる因子の検討 :岡田 崇，久保田聖史，西山

隆一，寒野 徹，東 義人，山田 仁（医仁会武田総合） ［目的］

尿管結石の自然排石に関わる患者背景や結石の諸因子を明らかにす

る．［方法］2012年 7月から2013年 3月までに尿管結石・自排可能と

診断された195例中，過去 6カ月以内に結石治療を行ったものを除外

し，その後経過を追跡できた107例．全例エコー，必要時に CT・

KUB・IVP を追加し，結石の長径・部位，水腎症の有無・程度，自

排の有無，自排までの日数を評価．尿管ステントや手術移行例，自排

を確認できなかった症例は非自排例とした．［結果］107例中自排92例

（86％）．自排率は中・下部尿管で92％，長径 6 mm 以下で94％と高

く，水腎症が軽いほど高くなる傾向があった．症例数を重ねてさらに

解析予定である．

膀胱穿孔による汎発性腹膜炎を併発した気腫性膀胱炎の 1例 :前澤

玲奈，大原英一郎，竹内 晃，阿部優子，浪間孝重（東北労災） 症

例は外傷性頸髄損傷のため近医にて尿道カテーテル管理中の67歳，女

性である．本年 3月重症の尿路感染として当科救急搬送となった．全

身性炎症反応症候群に加え，単純 CT にて膀胱壁内のガス像を認め，

気腫性膀胱炎による敗血症性ショックと DIC の診断となった．保存

的治療を行うも病状改善せず，入院 7日目の造影 CT にて腹水貯留と

腹腔内膿瘍を認め，膀胱穿孔による汎発性腹膜炎併発と判断し，緊急

開腹ドレナージ術を施行した．広範囲な膀胱壊死がみられ，掻爬後一

次縫合したが腹腔内の尿汚染防止のため両側尿管を結紮した．術翌日

に右腎瘻を造設し，集中治療室にて管理を行い救命することができ

た．本例について文献的考察を加え報告する．

好酸球性膀胱炎の 1 例 :倉本朋未，山際健司，稲垣 武（社保紀

南），線崎博哉（線崎泌尿器科医院） 症例は61歳，女性．難治性尿

路感染症として近医泌尿器科から紹介．初診時検尿で膿尿を認め，膀

胱鏡検査では左尿管口外側から膀胱左側壁にかけて粘膜のびらん，発

赤，浮腫状変化を認め，易出血性であった．膀胱粘膜生検施行し，

erosion，cystitis の診断であった．抗生剤，抗コリン投与するも症状改

善せず，精査のため血中 IgE を測定したところ 6,792 IU/ml と高値．

好酸球性膀胱炎を疑い，病理組織を再度確認したところ高度の好酸球

浸潤が目立ち，好酸球性膀胱炎と診断した．プレドニゾロン内服を開

始したが，約 5週後に膀胱炎症状が増悪し，再燃と考えトシル酸スプ

ラタストを投与し，症状および IgE 値ともに改善がみられステロイ

ドを徐々に減量し中止した．

頸部リンパ節結核を合併した血液透析患者の 1例 :岸野辰樹，喜馬

啓介，谷 善啓，坂 宗久，平尾佳彦（大阪暁明館），牧野晋也（同

内科） ［症例］80歳代，男性．糖尿病性腎症にて血液透析導入．

2013年 4月に右頸部に腫脹と疼痛認められ，頸部 CT 施行．右耳下腺

腫瘍と右頸部リンパ節転移疑いの所見あり， 5月14日同部位の穿刺液

から結核菌 PCR が陽性であったため頸部リンパ節結核と診断した．

現在，他院にて加療中である．［考察］全結核患者数は年々減少して

いるが透析患者の結核発病の相対危険度は10∼25倍と高く罹患率の減

少速度が鈍化していることが問題となっている．リンパ節結核の多く

が表在性の頸部リンパ節に発症するが，症例数が少なく診断や治療に

苦慮することがある．今回，頸部リンパ節結核の 1例を経験したが，

診断と治療について若干の文献的考察を加えて報告する．

当科外来における尿路感染症の起炎菌について : 藤田知洋，南後

修（藤田記念），横山 修（福井大） 今回われわれは当科外来にお

ける尿路感染症の起炎菌につき検討したので報告したい．対象は1997

年 1月 1日∼2012年12月31日（16年間）に当科外来を受診され，尿路

感染と診断された患者である．その内，尿培養にて菌が検出された症

例（7,679例）について検討した．検出された菌種は66菌10,479株が

分離検出された．最も多いものは E coli で3,959株（37.7％），次に多

く検出されたものは corynebactrium sp で1,127株（10.7％）であった．

また当科外来での E coli のクラビットの耐性菌の年次推移を検討し

た．当院がクラビットを採用した1999年では耐性菌は3.0％であった

が，2012年18.2％と耐性化が進んでいるように感じた．

六地蔵病院泌尿器科外来における ESBL 尿路感染症 :中村雅至（六

地蔵総合），馬場武彦，原島 裕（同内科），駒村安子，佐久本キヌ

エ，宮川智子，細木慈子（同感染対策委員），三木恒治（京都府立医

大） ESBL とは，基質特異性拡張型 β ラクタマーゼのことであり，

近年 ESBL 産生菌が，日本でも増加している．今回われわれは，2012

年 1月より，2013年 6月まで，泌尿器科外来を受信した，のべ335人

に対して ESBL 産生菌の検討を行った．慢性尿路感染症患者のうち，

5人が尿中に ESBL 産生菌を認めた．うち 1人は自然消失していた．

急性膀胱炎患者のうち 7人に ESBL 産生菌を認めたが，全例消失し

た．また ESBL 産生菌はすべて大腸菌であった．

当院における生体腎移植ドナーの術後フォローに関する実態調査お

よび臨床的検討 :矢西正明，池田純一，山本哲平，滝澤奈恵，三島崇

生，乾 秀和，地崎竜介，中川雅之，杉 素彦，木下秀文，松田公志

（関西医大枚方） ［目的］当院における生体腎移植後ドナーフォロー

の現状を調査し，術後腎機能や合併症の発生について臨床的検討を

行った．［対象］2000年 1月∼2013年 6月までに当院で施行された生

体腎移植30例の内， 1年以上経過した24例のドナーの受診状態を確

認．Lost follow の症例には連絡をとり受診を促した．平均年齢52歳．

平均観察期間は46カ月．術前の合併症は高血圧症 4例．［結果］ 8例

受診が途絶えていた．術前，術後 1カ月，直近の Cr は 0.69，1.03，

1.02 mg/dl．eGFR は 82.0，53.3，53.0 ml/min．新たに治療を要す

る高尿酸血症 1例．［考察］提供後腎機能は良好に保たれていたが，

lost follow の多さは反省すべきであり，今後の対策が課題としてあげ

られた．

当院における生体腎ドナー Follow up の実情 : 西岡 伯，能勢和

宏，杉本公一，松村直紀（近畿大堺） ［目的］自施設における生体

腎ドナー (live donor : LD) follow up の実情を調査した．［方法］1999

年から2011年末までに当院で施行した生体腎移植の LD 76例（男性29

例，女性47例，提供時平均年齢56.7歳）を対象とした．［成績］提供

後 1年の時点では追跡率85.5％であったが，その後も定期的に受診を

継続している LD は40例（52.6％）と極端に減少していた．腎機能を

eGFR で評価すると，提供前の 82.11 ml/min から， 1年後では 52.34

ml/min と約36％の低下がみられた．しかしそれ以降は，追跡可能で

あった LD で評価したところ，腎機能の低下は認めなかった．［結論］

当院における LD follow up の現状は不満足なものであり，lost follow

は若年者に多くみられた．

腹腔鏡下生体ドナー腎摘出術後に膵脾捻転を来たした 1例 :多賀峰

克，新倉 晋，高山哲也，伊藤秀明，大山伸幸，三輪吉司，秋野裕

信，横山 修（福井大），藤本大裕，山口明夫（同消化器外科） 用

手補助腹腔鏡下ドナー腎摘出術後に膵脾捻転，胃軸捻転を来たした 1

例を経験した．ドナー腎摘出術においては，血管長を十分に確保する

ことが求められ脾臓の脱転が必要となる．脾臓を固定する脾腎ヒダ，

横隔膜ヒダを完全に切断し血管系の剥離，腎摘出を行った．術後上腹

部の疼痛，膨隆が存在した．造影 CT で脾臓が右側に倒れ込み腹部正
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中に位置しており，膵臓も体部から尾部が腹側に折れるように存在し

ていた．膵脾は造影効果を認め血流は保たれていたが，わずかな脾腫

を認めており静脈圧亢進も疑われたため修復術を行った．術中所見で

は脾臓の癒着はほとんどなく，脱転された脾臓が本来の解剖学的位置

に戻らなかったことが原因と考えられた．

タクロリムス徐放性製剤への切り換えによるトラフ値の変化 :土屋

朋大，亀山紘司，堀江憲吾，菊地美奈，水谷晃輔，菅原 崇，清家健

作，安田 満，横井繁明，仲野正博，出口 隆（岐阜大），伊藤慎一

（サンシャイン M & D クリニック） ［目的］維持期の腎移植患者を

対象にプログラフからグラセプターへの切り換えによるタクロリムス

トラフ値の変化についての検討を行った．［方法］腎移植後 6カ月以

上経過し，プログラフベースの免疫抑制療法を実施している41例を対

象とし，切り換え前後でのタクロリムス投与量，トラフ値，およびそ

の変動係数を検討した．［結果］切り換え 2年後のタクロリムストラ

フ濃度は切り換え前に比べ有意に低下 (4.03→3.46 ng/ml) していた

が，トラフ値の変動は減少していた．観察期間中に拒絶反応や移植腎

廃絶は認めなかった．［考察］プログラフからグラセプターへ切り換

えることにより安定したトラフ濃度が得られ，安全に切り換えが可能

であった．

当施設で行った脳死下腎移植の検討 :深見直彦，日下 守，糠谷拓

尚，竹中政史，佐々木ひと美，白木良一，星長清隆（藤田保衛大），

剣持 敬（同臓器移植） ［目的］当施設で行った脳死下腎移植の検

討．［対象と方法］2010年から行った脳死下腎移植 4症例の移植腎予

後，患者の転機，合併症について検討した．［結果］ドナーは男 1例，

女性 3例．死亡時ドナー平均年齢49.5歳．原疾患は全例脳血管障害．

レシピエントは全例女性．移植時患者平均年齢52.5歳，平均透析期間

185カ月．平均総阻血時間419分（339∼1,156分），平均観察期間29.6

月（16∼36カ月）．全例 immediate function．平均最低 S∼Cr : 0.96

mg/dl (0.69∼1.10 mg/dl）．現在の平均 S∼Cr : 0.90 mg/dl (0.81∼

1.53 mg/dl）．全例生着・生存中．急性拒絶反応はなく，PCP 1例を

認めた．［結語］脳死下献腎移植症例は良好な短期成績を示した．

当院における骨盤内手術後の深部静脈血栓症の検討 :西川徳彰，出

口隆司，岩井謙仁（和泉市立），谷本義明（市立柏原） ［目的］骨盤

内手術後深部静脈血栓症 (DVT) について検討した．［対象と方法］

2011年 1月から2013年 6月までに施行した骨盤内手術87例を対象とし

た．術前および術後にDダイマーを測定し，術後全例に下肢静脈超音

波検査を施行した．［結果］術後24例（27.6％）に DVT を認め，そ

のうち21例に抗凝固療法， 1例に下大静脈フィルター留置を施行し

た．DVT 発症は，女性に多く (p＝0.0069），術前Dダイマーが高く

(p＝0.0192），手術時間が長い傾向があった (p＝0.0549）．［考察］骨

盤内手術後の DVT は稀ではなく，Dダイマー測定と下肢静脈超音波

検査によるスクリーニングは有用と考えられた．

悪性リンパ腫診断のための腹腔鏡下リンパ節生検の経験 : 川西博

晃，伊藤克弘，上戸 賢，砂田拓郎，加藤敬司，植月祐次，奥村和

弘，奥村秀弘（天理よろづ相談所） ［目的］悪性リンパ腫の診断上，

腹腔内リンパ節生検が必要となる場合がある．腹腔鏡下生検の有用

性，安全性について検討した．［方法］2010年 8月から2013年 6月ま

でに画像上悪性リンパ腫が疑われた12例に対し腹腔鏡下リンパ節生検

を施行した．［結果］生検を行ったリンパ節部位は傍大動脈（5），傍

大静脈（3），閉鎖（2），腸間膜（2）であった．アプローチは経腹膜

（6），後腹膜（6）であった．手術時間は平均110分（62∼143分），出

血量は少量 (0∼50 ml) であった．周術期合併症はなく，術後在院日

数は平均5.2日（ 3∼ 8日）であった．［結論］泌尿器では経腹膜，後

腹膜と異なるアプローチを有している点が腹腔鏡下リンパ節生検を行

う上で利点である．

尿管坐骨ヘルニアに対し腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した 1例 :

津坂恭央，伊原博行，鶴 信雄（新都市），斎須和浩（協立十全）

症例は78歳，女性．数日前からの左側腹部痛で当科を受診し，腹部

CT，DIP で左水腎症，左水尿管，坐骨孔から骨盤外へ左尿管の脱出

を認め，尿管坐骨ヘルニアと診断した．疼痛は自然軽快したため外来

で経過観察としたが，時折疝痛が出現することと，左水腎症の消失を

認めなかったため腹腔鏡下尿管坐骨ヘルニア修復術を施行した．腹腔

鏡所見では左尿管が坐骨孔に嵌頓していた．鈍的剥離で比較的容易に

嵌頓は解除された．ヘルニア門は周囲結合織を用いて縫合閉鎖した．

手術 1カ月後の DIP で尿管の正常な走行を確認し治癒と判断した．

尿管坐骨ヘルニアはきわめて稀であり，文献的考察を加えて報告す

る．

TAE にて症状の改善を得た腎動静脈奇形の 1例 :橘 宏典，中井

暖，森田展代，近沢逸平，宮澤克人，田中達朗（金沢医大），北楯優

隆（同放射線），菅 幸大，喜久山 明（浅ノ川総合），森山 学（金

沢医大氷見市民） 45歳，男性．左腰痛と肉眼的血尿を認め他院泌尿

器科受診．左腎動静脈奇形と診断され加療目的に紹介となる．血塊に

よる尿閉を繰り返しさらに急速な貧血進行に対して輸血を要した．血

管造影では腎被膜静脈へ流出する約 3 cm 大の腎動静脈奇形が確認さ

れたため TAE を行った．3F マイクロバルーンカテーテルを流入動脈

に挿入後バルーン拡張下に50％ブドウ糖液を注入し細い動静脈を閉塞

させた．その後コイルで nidus を含め完全に塞栓した．術直後より肉

眼的血尿は消失した．術後軽度の腰背部痛を認めたが腎機能を含め異

常を認めなかった．術後 5カ月経過したが再出血は認めていない．

尿管ステント抜去困難 2症例の経験 :石田 亮，小林弘明，山内裕

士，錦見俊徳，山田浩史，横井圭介（名古屋第二赤十字） 尿管ステ

ント留置は，汎用性の高い処置である．ステント抜去困難は頻度の低

い合併症であるが，時に処置に難渋することがある．今回 2症例を経

験したので報告する．症例 1 : 58歳，女性．左尿管狭窄にて尿管ステ

ント留置，定期交換を行っていた．2006年10月 6日外来にてステント

抜去困難，ステント断裂．ステント上端の石灰化に起因すると考えら

れ，入院にて体外衝撃波結石破砕術 (SWL) 施行後，尿管鏡下に摘出

した．症例 2 : 72歳，女性．右尿管結石治療後の尿管狭窄にて尿管ス

テント留置，2013年 5月20日外来にてステント交換困難．ステント上

端の石灰化に起因すると考えられ，SWL 後に抜去試みるも困難，尿

管鏡下にステントのシャフト部の結石を破砕し摘出した．

α1 ブロッカー無効男性過活動膀胱患者におけるミラベグロンの治

療効果の検討 :清末晶子，三浦徹也，酒井伊織，結縁敬治，山下真寿

男（神鋼） ［目的］α1 ブロッカー無効の男性過活動膀胱患者におけ

るミラベグロンの効果を検討する．［方法］2013年 1月から11月まで

に，α1 ブロッカー無効の過活動膀胱患者11例（平均年齢72.2歳）に

対してミラベグロン 50 mg 分 1を追加投与し，投与前および初回外

来日（投与後 5 ∼ 8 週）の IPSS，QOL スコア，OABSS，夜間排尿

回数，AIS（アテネ不眠尺度），最大尿流量， 1 回排尿量，残尿量に

関して投与前後で検討した．［結果］IPSS，QOL スコア，OABSS は

投与前後で有意に改善し，残尿量の有意な増加は認めなかった．夜間

排尿回数，AIS，最大尿流量， 1回排尿量は投与前後で有意な改善を

認めなかった．

男性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），石田貴樹，角井健太，楠田雄司，山道 深，

中野雄造，山田裕二（兵庫県立尼崎） ［目的］男性過活動膀胱

(OAB) 患者に対して，ミラべクロンの有用性を検討した．［方法］男

性 OAB 患者にミラべクロン 50 mg/日 を投与し，投与前と 4，8，

12週間後に OABSS，QOL，IPSS を比較して治療効果を検討した．

また，残尿量の変化および口腔内乾燥や便秘の有無を評価した．［成

績］対象は43例で29例は α1 ブロッカーにアドオン．OABSS および

IPSS トータルスコアは経時的に改善を認めた．残尿量の増加は認め

ず，口腔内乾燥や便秘などの副作用は認めなかった．α1 ブロッカー

のアドオン群では，排尿症状に影響を与えることなく蓄尿症状の改善

を認めた．［結論］男性 OAB 患者に対するミラべクロン 50 mg 投与

により自覚症状の改善が確認された．

当院におけるミラベグロンの使用経験 :田端秀敏，佐藤俊介，國島

康晴（北海道社会事業協会帯広），宮本慎太郎（札幌医大） ［目的・

方法］2011年11月∼2013年 5月の間に当科でミラベグロンを投与した

全102症例を後ろ向きに検討した．投与前後に質問紙で評価をした45

例を対象とし，OABSS，口渇・便秘の visual analogue scale，残尿量測

定の結果について，投与前に抗コリン薬の前投与がある23例と前投与

がない22例にわけて検討した．［結果］前投与がある症例では，

OABSS はほぼ変化はなかったが，口渇・便秘・残尿量は改善傾向を

認めた．前投与がない症例では，OABSS は昼間頻尿以外で有意に改

善を認め，残尿量の増加は認めなかった．［考察］ミラベグロンは未

泌尿紀要 60巻 7号 2014年352



治療の OAB 患者に対する有効性に加え，抗コリン薬で治療継続困難

な OAB 患者に対しても有用な可能性が示唆された．

地域在住の中高齢者における総身体活動量と 4年後の夜間頻尿発生

との関連についての検討 : 大菅陽子，吉田正貴（国立長寿医療研究

セ），大塚 礼，安藤富士子，下方浩史（国立長寿医療研究セ，老年

学・社会科学研究セ，NILS-LSA 活用研究室），安藤富士子（愛知淑

徳大健康医療科学スポーツ・健康医学），下方浩史（名古屋学芸大大

学院栄養科学研究） ［背景］一般地域住民における総身体活動量と

4年後の夜間頻尿発生との関連を検討したので報告する．［方法］初

回調査時に夜間頻尿（夜間排尿回数 2回以上）のなかった地域在住の

中高齢者の男女1,508名を対象に， 4年後の夜間頻尿発生に対する総

身体活動量との関連について，性別に多重ロジスティック回帰分析を

行った．［結果］多変量解析の結果，女性では関連は認められなかっ

たが，男性では総身体活動量が多い群は，そうでない群に比べて 4年

後の夜間頻尿発生が有意に少なかった (OR : 0.50，95％ CI : 0.26∼

0.95）．［考察］男性では総身体活動量を増やすことが夜間頻尿を減ら

す可能性が示唆された．

長期治療中の前立腺肥大症患者の夜間頻尿回数に関する外来統計

季節的変動と中途覚醒 : 都田慶一（慶水会都田泌尿器科医院） 長期

受診治療中の前立腺肥大症患者を対象に夜間頻尿の回数を記録し，月

ごとの統計を行った．対象は，前立腺肥大症で α1 ブロッカー，抗ア

ンドロゲン剤，過活動膀胱治療薬などを適宜使用して長期安定治療中

の患者に限定した．期間は2011年 2月から2013年 7月まで，月ごとの

症例は129∼204例であり，夜間回数の季節変動を調査した．その月ご

とに， 1回以内， 2，3回以上の 3群に分けてそれらの比率変化を 2

年 6カ月の間追跡した．また，夜間頻尿のきっかけになる睡眠中の覚

醒の仕方についても調べた．尿意覚醒の場合と尿意なしの中途覚醒が

しばらくして尿意反射をひきおこす場合の区別について，聞き取り調

査を行った．これらの結果に考察を加えた．

分娩回数と分娩様式が尿失禁に与える影響について :堤内真実（福

井大，現公立松任石川中央），青木芳隆，茂原明子，高原典子，棚瀬

和弥，秋野裕信，横山 修（福井大），佐々木喜久子（敦賀市立看護

専門学校） 単一施設の各診療科を受診した女性患者に対し，「排尿

に関する調査票」（本間ら，2003）を使用し，出産回数および分娩方

法が尿失禁に与える影響を調べた．回答者429名の平均年齢は51歳，

88％に分娩歴あり．経膣分娩あり92％，帝王切開のみ 8％．尿失禁

は，腹圧性39％（165人），切迫性24％（101人），混合性17％（71人）

にあり．単変量解析では，腹圧性尿失禁は分娩回数と関連があるも，

様式とは有意な関連は認めず．一方，切迫性尿失禁と混合性尿失禁は

分娩回数や様式とも関連を認めず．分娩後短期間では，帝王切開は経

膣分娩に比べて腹圧性尿失禁が少ないと報告されているが，長期的影

響については不明な点も多く，今後さらなる調査が必要である．

女性泌尿器科手術における片眼ヘッドマウントディスプレイを利用

した術中 3D ナビゲーションシステムの開発 :奥井伸雄（帝京大），

奥井真知子（医療法人ウロ―ギネ・ネット :よこすか女性泌尿器科ク

リニック），堀江重郎（順天堂大） ［背景］膣式 TVM 手術は視野を

十分にとれず，誤穿刺のリスクがあるブラインド操作の必要がある．

そのため，安全な方法を模索している．［方法］画像処理ソフト

OsiriX で骨盤臓器 3D 画像を準備し，片眼ヘッドマウントディスプレ

イ (HMD) （株ニコン）を執刀医が装着して手術を実施した．症例

数は 4例（難治骨盤臓器脱）．手術時間・出血量は同じ執刀医の他症

例平均と差がなかったが，骨盤腱弓・閉鎖膜・仙棘靭帯へのブライン

ド操作にてイメージをつかみやすいと感じられた．［成績］HMD の

効果にて，左目に術野を認識しながら右目にて画像を確認しながら手

術（同時同一視野）が可能である．3D 画像の同時同一視野は応用で

きる分野として提案できる．

当院の TOT 手術におけるアンケート調査の臨床的検討 :守山洋

司，藤広 茂（岐阜赤十字），菊地美奈，出口 隆（岐阜大），三輪好

生（亀田総合ウロギネコロジーセ） ［目的］当院での TOT 手術の

治療経過を各種質問票から評価した．［方法］観察期間は2009年 9月

より 3年間28人を対象とした．使用デバイスは島田式弱彎ニードルを

用い端切した TVT キットのテープを outside-in 法で施行，質問票は

IPSS・OABSS・KHQ・ICIQ-SF を使用した．［結果］患者は平均年

齢66±10歳，平均手術時間27±13分．KHQ スコアは各ドメインで有

意改善を認めた．腹圧性 (SUI)・混合性尿失禁 (MUI) は術前それぞ

れ54，46％で，術後は両者とも約10％に低下した．尿失禁残存群にお

ける困窮度は，denovoUUI 群より SUI 残存群で高値であった．［考

察］TOT 手術後，QOL は改善した．尿失禁手術後の QOL は術後に

残存する腹圧性尿失禁が影響する．

放射線性膀胱炎に対する高圧酸素療法についての臨床的検討 :渡部

明彦，伊藤崇敏，森井章裕，小宮 顕，布施秀樹（富山大） ［目的］

放射線性膀胱炎に対する高圧酸素療法の治療成績について検討する．

［対象・方法］放射線性膀胱炎による難治性の血尿に対して高圧酸素

療法を施行した 7例．［結果］56.6±12.4歳（31∼69歳）．放射線治療

を受けた原疾患は子宮癌 6 例，前立腺癌 1 例で，総放射線量は

66.3±18.5 Gy (50∼103 Gy) であった．これらの症例に対して高圧

酸素療法 (2 ata，90∼120分，20∼30回）を施行した．いずれも治療

後に血尿は軽快し，経過観察中に治療を要する血尿再発が 2例で認め

られた．合併症は中耳炎による疼痛 2例であった．［結論］放射線性

膀胱炎に対する高圧酸素療法は有効である．

当院で経験した腸管膀胱瘻の 3症例 :熊本廣実，吉井将人（国保中

央），明石 論，杉森志穂（同外） ［緒言］当院で経験した腸管膀胱

瘻の 3 症例を報告する．症例 1 : 40歳，男性．心窩部痛を主訴に来

院．腹部 CT にて腸管膀胱瘻と診断．腹腔鏡補助下回盲部切除施行．

病理結果にて単純性潰瘍による腸管膀胱瘻と診断した．症例 2 : 42

歳，男性．排尿痛を主訴に来院．既往歴に大腸憩室炎あり．大腸憩室

炎による結腸膀胱瘻と診断． S状結腸部分切除および膀胱部分切除術

施行した．症例 3 : 70歳，女性．水様性下痢を主訴にて受診．既往歴

に子宮頸癌放射線療法の治療歴あり．膀胱直腸瘻と診断．保存的治療

にて軽快した．根治手術希望されず，膀胱カテーテル留置中．［結語］

文献的にも根治には外科的手術が必要であることが多いが，症例に応

じて対応する必要がある．

星ヶ丘厚生年金病院における体腔鏡下腎部分切除術の臨床的検討 :

豊島優多，大山信雄，堀 俊太，高田 聡，藤本 健，百瀬 均

（星ヶ丘厚生年金） ［目的］当科で施行した体腔鏡下腎部分切除術に

ついて臨床的検討する．［対象］2009年 7 月から2013年 3 月までに

cT1a の腎腫瘍に対して体腔鏡下腎部分切除術を施行した11例．年齢

は49∼79歳（中央値67歳），観察期間は 4∼41カ月（中央値20カ月），

腎への到達法は経腹膜アプローチが 5例，後腹膜アプローチが 6例で

あった．［結果］手術時間は166∼350分（中央値323分），温阻血時間

は20∼68分（中央値46分）であった．術中出血量は少量 −300 ml

（中央値 50 ml) で， 1例に術後血腫のため輸血を要した．病理結果は

RCC 9 例，AML 2 例であった．切除断端は全例陰性であり，再発

例は認めていない．［考察］術後腎機能について検討する予定である．

腎部分切除術後の対側腎の代償性肥大に関する検討 :濱田彬弘，山

崎俊成，松井喜之，井上貴博，神波大己，吉村耕治，小川 修（京都

大） 腎部分切除術後の対側腎体積の変移を検討した．対象は2008年

1月∼2012年 6月に当院で腎部分切除を受け， 1年以上経過観察して

いる34例．腎体積は造影 CT 晩期相にて立体再構築し，ピクセル数か

ら自動測定した．患側腎および対側腎の術前/術後 1年での平均体積

は 146.4/112.8，140.7/149.6 cm3 であった．同時期の腎摘除20例で

は対側腎は術前に比べて1年後の平均体積は119±5％ (P＝0.001) と

有意に増大し，腎部分切除例でも105±2％ (P＝0.002) と代償性肥大

を認めた．部分切除後の患側腎の体積低下と対側腎の体積増加率の間

に有意な相関は認めなかった (r2＝0.08）．

骨肉腫腎転移の 1例 :矢野敏史，西原大策，河野有香，松岡崇志，

宇都宮紀明，岡田卓也，川喜田睦司（神戸中央市民） ［目的］骨肉

腫腎転移の 1例を経験したので報告する．［症例］36歳，女性．2011

年 3月右肩痛を自覚し右第 3肋骨原発骨肉腫と診断． 6月に肋骨切除

術施行，術後補助化学療法を施行し，寛解を認めていた．2013年 2月

に FDG-PET で左腎再発を指摘． 3月に左腎摘除術を施行し，病理診

断は骨肉腫腎転移であった．全身化学療法を再開し，2013年 7月時点

で NED である．［考察］骨肉腫は多剤併用化学療法の確立で長期予

後が期待できるようになった．肺以外への転移は稀で，腎転移報告例

は16例のみだが剖検例では12％に微小腎転移を認める．生命予後の長

期化に伴い腎転移は増加傾向である．［結語］骨肉腫腎転移の 1例を
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報告した．

腎細胞癌と鑑別が困難であった良性腎腫瘍 : 大西健太，雄谷剛士，

冨岡厚志，丸山良夫（松阪中央総合） ［目的］術前の画像診断で腎

細胞癌と鑑別が困難であった症例について検討する．［方法］2003年

1月から2013年 7月までに当院で腎腫瘍に対して手術を行った78例の

中で，病理学的に良性腎腫瘍と診断された 8例について検討を行っ

た．［結果］ 8 例のうち 5 例が腎血管筋脂肪腫， 2 例がオンコサイ

トーマ， 1例が hamartomatous lesion であった．手術時の年齢は中央

値72歳（55∼85歳）．男性 3例，女性 5例．腫瘍径は中央値 29.5 mm

(11∼50 mm）．術式は腎摘出術 4 例，腎部分切除術 4 例であった．

［考察］術前に腎細胞癌を否定できない症例には可能な限り腎部分切

除術を選択することが望ましく，場合によっては生検を行うなどの慎

重な治療方針の選択も検討される．

当院における腎外傷の検討 :西原大策，河野有香，松岡崇志，矢野

敏史，宇都宮紀明，岡田卓也，川喜田睦司（神戸市立医療セ中央市

民） ［目的］当院における腎外傷の検討を行った．［対象］1998年 4

月から2013年 5月の間，当院で診療した109例の腎外傷を対象とした．

［結果］男性77例，女性32例，平均年齢40.2歳，受傷側は左66例，右

43例であった．日本外傷学会の腎損傷分類では，Ia/14例，Ib/16例，

II/31例，IIIa/24例，IIIb/24例であった．初期治療として TAE を選択

した症例は 8例 (Ib/ 1例，II/ 1例，IIIb/ 6例)，手術例は 4例 (IIIb/

4例）であった．死亡例 6例はすべて多重外傷であった．経過中 5例

に仮性動脈瘤を認めた．［結語］腎外傷 IIIa までのほとんどの症例は

保存的治療で観察可能である．多重外傷で予後不良となる．

排尿困難をきたした膀胱頸部前立腺嚢胞の 1例 :村田明弘，五十嵐

明子，鈴木 敦，三浦一郎，村田憲彦（河北総合） 今回われわれは

排尿困難を伴う膀胱頸部前立腺嚢胞の 1例を経験したので報告する．

症例は40歳，男性．2013年 2月頃より排尿困難を自覚し， 5月20日当

科初診．IPSS＝21，QOL＝5，尿流量検査で最大尿流率 6.5 ml/秒，

排尿時間175秒（排尿量 360 ml），残尿量 98 ml と高度の排尿障害を認

めた．超音波検査で前立腺容積は 21 ml であったが，膀胱頸部前立腺

に膀胱内へ突出する 10 mm 大の嚢胞を認めた．膀胱尿道鏡で膀胱頸

部 0時方向に表面平滑な腫瘤を認め尿道を閉塞していた．PSA は 2.1

ng/ml だった． 7月 9日経尿道的前立腺嚢胞切除術施行した．術後，

IPSS＝0，QOL＝2，最大尿流率 40.5 ml/秒，排尿時間12.4秒（排尿

量 271 ml），残尿量 5 ml と自他覚所見共に著明に改善した．

肉腫との鑑別に難渋した膀胱原発 Inflammatory myofibroblastic

tumor の 1 例 : 米田幸生，小林知広，吉村力勇（JR 西日本大阪鉄

道） 32歳，男性． 1週間前よりの無症候性肉眼的血尿主訴に来院．

膀胱鏡にて膀胱後壁に 1.5 cm の表面疎な出血性腫瘍を認めた．検査

時ほぼ止血されていたため外来にて精査予定としていたが， 5日後に

血圧低下を伴う貧血にて緊急入院．Hb 5.2 g/dl と高度であったため

輸血ならびに緊急止血術施行．腫瘍は 3.5 cm に急増大しており可及

的に切除，止血施行．病理の中間報告は sarcoma を疑うものであり，

CT にて胸骨裏面にも 3 cm の軟部腫瘤も指摘されたため全身の肉腫

として腫瘍内科に紹介．胸部腫瘤は胸腺種と診断．病理の最終報告は

未分化肉腫の可能性は残すものの inflammatory myofibroblastic tumor

と診断された．現在経過観察中である．

精巣腫瘍前立腺転移の 1例 :小野隆征，松下千枝，中濱智則，吉井

将人，渡辺秀次（済生会中和） 症例は37歳，男性．2008年 6月，右

高位精巣摘除術を施行し，seminoma，pT2N0M0 と診断した．経過観

察していたが，2011年 1月，左外腸骨リンパ節転移を認めたため，

BEP 療法を 3コース施行し，CR を得た．2012年 9月，頻尿，排尿時

痛，肉眼的血尿あり，CT・MRI にて前立腺から精嚢・膀胱におよぶ

腫瘍，左外腸骨リンパ節腫大を認めたため，TUR 生検および経皮的

リンパ節生検を施行した．病理診断は seminoma であり，精巣腫瘍前

立腺および左外腸骨リンパ節転移と診断した．VeIP 療法 3コース＋

放射線療法 60 Gy 施行し，CR を得た．治療後 6カ月ではあるが，再

発は認められていない．精巣腫瘍前立腺転移は稀ではあるが，精巣腫

瘍治療後，前立腺転移の可能性も念頭において経過観察することが必

要であると考えられる．

再発を認めた孤立性線維性腫瘍 (Solitary fibrous tumor) の 2例 :

森澤洋介，吉川元清，谷 満，仲川嘉紀（大和高田市立） 症例 1は

77歳，男性．膀胱を圧排する前立腺腫瘍を認め，経直腸的前立腺針生

検にて Solitary fibrous tumor と診断．前立腺全摘除術を施行し，術後

定期検査を続けていたが， 6年目に突如骨盤内に巨大腫瘍として再発

した．摘出困難であり化学療法を試みたが， 1年後に死亡した．症例

2は81歳，男性．骨盤内（膀胱後部）腫瘍に対して摘出手術を行い

solitary fibrous tumor と診断．術後 3年目に腹壁に再発を認め，摘出手

術を施行した．その後も腹腔内・腹壁に多発の再発を認めたが，年齢

を考慮し無治療経過観察中である．今回われわれは長期間の経過観察

中に術後再発を認めた solitary fibrous tumor の 2例を経験したので若

干の文献的考察を交えて報告する．

化学療法中に虚血性腸疾患を発症した 3症例の検討 :早川将平，白

木良一，城代貴仁，引地 克，竹中政史，糠谷拓尚，深谷孝介，石瀬

仁司，深見直彦，佐々木ひと美，石川清仁，日下 守，星長清隆（藤

田保衛大） ［緒言］虚血性腸疾患の発症のリスク因子として，担癌

患者，抗癌化学療法，便秘，脱水などがある．今回，虚血性腸疾患を

3症例経験したので報告する．［症例］症例は抗癌化学療法中に虚血

性腸炎を発症した 2症例と急性腸間膜虚血症にて緊急開腹手術を施行

し腸管切除が施行された 1症例．いずれの症例も便秘，脱水などのリ

スク因子を認めていた．［考察］泌尿器科領域の化学療法中は虚血性

腸疾患を発症するリスクが高くなるため，便秘や脱水などの軽微な副

作用に対しても十分に観察対応するべきと考えられた．

黄色肉芽腫性精巣・精巣上体炎の 2例 :武澤雄太，三輪聰太郎，越

田 潔，川島篤弘（金沢医療セ） 症例 1は42歳，男性．20代後半か

ら特に症状なく右陰嚢腫脹を自覚していた．2012年 2月頃から増大傾

向が著しく2013年 2月当科初診となった．CT では右精巣に 10×9 cm

大の嚢胞性腫瘤が認められ，悪性疾患を否定できず高位精巣摘除を施

行した．症例 2は56歳，男性．2012年 2月頃から特に症状なく右陰嚢

腫脹を自覚していたが，増大傾向があり2013年 2月当科初診となっ

た．CT では右陰嚢内に 13×10 cm の多房性腫瘤が認められ，高位精

巣摘除を施行した．病理結果は 2例とも黄色肉芽腫性精巣・精巣上体

炎であった．黄色肉芽腫性精巣・精巣上体炎はきわめて稀な良性炎症

性病変であり，これまで国内外において14例の報告があるのみであ

る．

血管炎による区域性精巣梗塞の 3例 :河田 啓，高橋義人，土屋邦

洋，石田健一郎，山田 徹，谷口光宏（岐阜県総合医療セ），亀山紘

司（岐阜大），岩田 仁（岐阜県総合医療セ病理診断） ［目的］当科

で経験した血管炎による区域性精巣梗塞の 3例を報告する．［症例］

症例 1 : 34歳，男性．左陰嚢痛を主訴に当科受診．超音波検査で限局

性に低エコー領域を認め，左高位精巣摘除術施行．病理結果は壊死性

血管炎による区域性精巣梗塞．症例 2 : 36歳，男性．右陰嚢痛を主訴

に当科受診．右高位精巣摘除術を施行し，病理結果は壊死性血管炎に

よる区域性精巣梗塞．症例 3 : 41歳，男性．シェーンライン・ヘノッ

ホ紫斑病で皮膚科入院中に左陰嚢痛を主訴に当科受診．区域性精巣梗

塞を疑い経過観察とした． 4日で疼痛改善し，再発は認めていない．

［考察］急性陰嚢症を診察した場合，血管炎による区域性精巣梗塞も

考慮していく必要がある．

当院における陰部皮膚疾患の検討（難治性症例を中心に) :池上雅

久（池上医院） ［目的］近年，陰茎部皮膚疾患で治療に難渋する症

例が増加している．その病因を検討し報告する．［方法］当院におけ

る2012年度の陰部皮膚症例212例を分析し，特に難治性のものを中心

に検討を行った．［結果］亀頭包皮炎96例．陰茎部湿疹81例，陰部ヘ

ルペス47例，尖圭コンジローム32例，その他12例．このうち興味ある

症例を供覧する．1）39歳．多発尖圭コンジロームに包皮炎併発，か

つ糖尿病合併していたため治療に 3カ月要した．2）39歳．陰茎部疼

痛と潰瘍形成．包皮炎と単純ヘルペスの併発を疑ったが，梅毒感染で

あった．3）42歳．陰部掻痒感と発赤あり．ブドウ球菌性亀頭包皮炎

と考えたが，経過中，疥癬と診断した．これら症例の経過を報告す

る．

傍尿道口嚢腫と陰茎縫線嚢腫とが併存した 1例 :甲斐文丈，海野智

之，須床 洋（富士宮市立） ［緒言］陰茎に生じる嚢腫は，その発

生起源の違いにより傍尿道口嚢腫と陰茎縫線嚢腫とに分類される．今

泌尿紀要 60巻 7号 2014年354



回われわれは，両疾患が併存した稀な症例を経験したため，文献的考

察を加え報告する．［症例］症例 : 24歳，男性．主訴 :陰茎腫瘤．既

往歴 :新生児期に食道閉鎖症手術．現病歴 :数年前から増大する 2個

の陰茎腫瘤を主訴に当科受診．現症 :陰茎腫瘤，（1）外尿道口右側に

径 1.5 cm 大，（2）陰茎縫線上に径 2 cm 大．ともに弾性軟で圧痛な

し．臨床経過 : おのおのの嚢腫を，（1）傍尿道口嚢腫，（2）陰茎縫線

嚢腫と診断し切除術を施行．術後経過は良好で再発を認めない．

当院における腹腔鏡下前立腺全摘除術後の尿禁制の検討 :地崎竜

介，池田純一，山本哲平，滝澤奈恵，三島崇生，矢西正明，乾 秀

和，中川雅之，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大枚方）

［対象と方法］2008年 1月から2010年12月までに腹腔鏡下前立腺全摘

（神経温存ありが129例，神経温存なしが147例）を施行した276例の前

立腺癌を対象とし，アンケートを送付して尿禁制をレトロスペクティ

ブに検討した．［結果］術後の尿禁制で失禁はあっても日常生活では

困らない（ 1日 1パッド）程度まで回復したもので86.9％であった．

また 1日 1パッド程度まで回復した時期に関しては手術後約 3カ月で

52.1％， 6カ月で71.2％， 1年で87.9％であった．［結語］腹腔鏡下

前立腺全摘後の早期尿禁制は患者にとって最も重要である．長期間の

経過観察が必要ではあるが，今後 QOL を向上すべくさらなる知識と

技術の習得が必要であると考える．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術 (RALP) 施行患者における

EPIC，SF-8 を用いた術後早期のQOL の検討 :松崎恭介，大草卓也，

谷口 歩，岩西利親，中川勝弘，谷川 剛，蔦原宏一，今村亮一，山

口誓司（大阪府立急性期・総合医療セ） ［目的］RALP における術

後早期の QOL 変化を検討した．［対象と方法］2012年 6月から12月

までに RALP を施行した28例に対し EPIC，SF-8 を用い術後 6カ月ま

での QOL 変化について検討した．［結果］EPIC では urinary score は

術後 1カ月で最も低下し，経時的に回復するものの術後 6カ月でも術

前より有意に低値であった．Bowel score は術後 1カ月で低下するが

術後 3カ月には術前と有意差ないまで回復した．Sexual score は術後

有意に低下した．SF-8 では身体的サマリースコアが術後 1カ月で有

意に低下し，その後回復傾向を示した．精神的サマリースコアは手術

前後で有意差なかった．［結論］排尿に関する QOL 低下は回復傾向

を示すものの，他の尺度より長期に持続した．

腹腔鏡下前立腺全摘術後の尿道直腸瘻に対して大腸内視鏡下組織被

覆法が奏功した 1例 :草場拓人，永澤誠之，長船 崇（宇治徳洲会），

成田充弘（滋賀医大），関岡敏夫（同内科），滝本見吾（医仁会武田総

合消化器内科） 症例は75歳，男性．前立腺癌 cT2cN0M0PSA 6.513

ng/ml，Gleason score 3＋4) の診断で2012年 2月に腹腔鏡下前立腺全

摘術施行．術後21日目に気尿，膿尿，水様性下痢が出現し保存的に診

るも改善しなかった．膀胱鏡，膀胱造影にて明らかな異常所見を認め

なかったが，大腸内視鏡にて直腸に 2 mm 大の瘻孔，注腸造影検査に

て膀胱内への造影剤漏出を認め，尿道直腸瘻と診断．術後108日目に

大腸内視鏡によるポリグリコール酸シート，フィブリン糊組織被覆法

を施行し，症状は改善した．術後 1年 5カ月経過し，膀胱尿道吻合部

狭窄により 2度の経尿道的内尿道切開術を要したが尿道直腸瘻の再発

は認めていない．

去勢抵抗性前立腺癌放射線治療後局所再発に対して救済ヨウ素125

密封小線源永久挿入治療を行った 1例 :川喜多繁誠，西田晃久，吉田

崇，林 知行，井上貴昭，大口尚基，六車光英，室田卓之（関西医大

滝井），志賀淑子，播磨洋子（同放射線），木下秀文，松田公志（関西

医大枚方） 前立腺癌放射線療法後局所再発に対する救済治療が示さ

れるようになった．今回，去勢抵抗性前立腺癌放射線療法後局所再発

に対し，救済治療としてヨウ素125密封小線源永久挿入治療行った症

例を経験したので報告する．78歳，男性．iPSA 24 ng/ml，cT2aN0M0

Gleason 3＋5＝8．前医で去勢抵抗性となり，放射線外照射施行．PSA

の上昇を認め，精査施行．前立腺局所再発疑われ，当院へ紹介受診．

前立腺生検で局所再発を認め，密封小線源永久挿入治療を施行．治療

後PSAは徐々に低下，現在再発・転移は認めず，また有害事象も認め

ていない．去勢抵抗性であっても密封小線源永久挿入治療は放射線治

療後局所再発に対する有効な治療選択肢の 1つになりえる．

前立腺全摘除術における切除断端陽性症例の検討 :木内利郎，冨山

栄輔，岡田紘一，向井雅俊，中山治郎，今津哲央，三宅 修，清原久

和（市立豊中） ［目的］前立腺全摘除術における切除断端陽性症例

(PSM) の検討を行った．［方法］2009年 4月∼2012年 3月に前立腺全

摘除術を施行した166例のうち，66例に PSM を認め，このうち pN1，

術前内分泌療法施行例を除いた59例を対象とした．［結果］16例に生

化学的再発を認めた．観察期間は中央値24.5カ月（13∼47），再発ま

での期間は中央値5.5カ月（ 0∼43）であった．PSM のうち，pT2 の

18.9％，pT3 の35.0％に生化学的再発を認めた．［考察］PSM であっ

ても pT2 では比較的良好な成績であった．また PSM，生化学的再発

を来たしやすい因子についても検討した．

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 :糠谷拓尚，石瀬仁司，白木良一，城代貴仁，竹中政史，引地

克，早川将平，深谷孝介，深見直彦，佐々木ひと美，石川清仁，日下

守，星長清隆（藤田保衛大） ［対象］2006年 7 月から，当院で I-

125 密封小線源永久挿入治療を施行し，術後 1年以上経過観察できた

463例を対象とした．診断時 PSA は 3. 2∼86. 8 ng/ml 臨床病期

(D’Amico 分類）は低リスク分類241例，中リスク分類184例，高リス

ク分類38例であった．［結果］経過観察期間は12∼84カ月で，挿入線

源本数は32∼109本，前立腺体積は 9.2∼76 ml，PSA 再発 (nadir＋

2.0 ng/ml，あるいは臨床再発）は23例に認められた．有害事象は，

尿閉を27例，grade 2 以上の放射線性直腸炎を37例，尿道直腸瘻を 2

例に認めた．PSA 非再発率は， 1，3，5年でおのおの99.4，99.0，

94.8％であった．［結論］限局性前立腺癌に密封小線源永久挿入治療

を施行し，良好な治療成績を得た．

High-risk (HR) 限局性前立腺癌に対する高線量放射線療法

(EBRT) の治療成績 : 岡田卓也，河野有香，西原大策，松岡崇志，宇

都宮紀明，川喜田睦司（神戸市立医療セ中央市民），小久保雅樹（同

放射線治療），高山賢二（先端医療セ放射線治療） ［目的］HR 前立

腺癌に対する高線量 EBRT の有用性を検討した．［対象・方法］対象

は2002年 7月∼2012年 5月の間に，HR 限局性前立腺癌 (D’Amico 分

類）と診断され，70 Gy 以上の EBRT を施行された87例．照射線量

は中央値 74 Gy，79例で中央値13.9カ月の内分泌療法（主に EBRT

前）を併用した．［結果］年齢は中央値73歳，53例は PSA 値 20 ng/ml

超過，76例は臨床病期 T2b 以上，31例は Gleason sum 8 以上であっ

た．中央値51.2カ月の観察にて，生化学的再発を27例に，癌死を 1例

に認めた． 5，8年の生化学的非再発率は63.4，51.1％であり，多変

量解析では，HR 因子数 2個以上が予後に影響する有意な因子となっ

た．

前立腺癌に対する放射線外照射の治療成績 : 冨岡厚志，大西健太，

雄谷剛士，丸山良夫（松阪中央総合），落合 悟（同放射線治療）

［目的］当院における限局性および局所浸潤性前立腺癌に対する放射

線外照射の治療成績について検討した．［方法］対象は1999年12月か

ら2013年 2 月までに放射線治療を行った141例．照射量は 25.2∼76

Gy（中央値 70.2 Gy），年齢は47∼83歳（中央値72歳），治療前 PSA

は 3.17∼530 ng/ml（中央値 8.9 ng/ml），観察期間は 6 ∼169カ月

（中央値51カ月）で，単独治療は16例，内分泌療法併用は125例であっ

た．［結果］ 5年 PSA 非再発率は92.1％， 5年生存率は98.3％であっ

た．早期有害事象は排尿障害45例，直腸炎51例，晩期有害事象は血尿

1例，直腸出血 4例であった．［考察］放射線治療は重篤な有害事象

も認めたが，頻度は多くなく，良好な治療成績であると考えられた．

当院における前立腺癌に対する IMRT の初期治療成績の検討 :増

栄成泰，飯沼光司，加藤成一，増栄孝子，宇野雅博，藤本佳則（大垣

市民） ［目的］2010年10月より前立腺癌に対して IMRT を開始し，

2013年 6月までに83例を経験した．その治療成績に関して検討する．

［方法］低リスク，中リスク，高リスクに分類し，原則ホルモン治療

を併用し，70∼78 Gy を照射した．IMRT による合併症などについて

検討する．［結果］低リスク15例，中リスク35例，高リスク33例で，

全例 IMRT を完遂出来た．頻尿17例，肉眼的血尿 1例，肉眼的血便

1例，尿閉 1例，排尿困難 6例を認めた．［考察］前立腺癌83例に対

して IMRT を行ったが，重篤な合併症は認めなかった．今後はさら

に長期成績に関する検討が必要である．

前立腺癌密封小線源永久挿入治療後の患者家族への被曝線量の検

討 :林 知行，川喜多繁誠，吉田 崇，井上貴昭，西田晃久，大口尚

基，六車光英，室田卓之，木下秀文，松田公志（関西医大），志賀淑
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子，播磨洋子（同放射線） ［目的］放射線被曝に対する関心は年々

高まっている．前立腺癌密封小線源永久挿入治療は，治療の特徴とし

て周囲への被曝が問題視され，治療選択のための一因子となってい

る．今回，当院で治療を行った症例の家族への被曝線量に関する検討

を行った．［方法］2006年 8月から2013年 3月まで当院で治療を行っ

た症例を対象として，治療前に問診で得た生活状況をもとに予想線量

を計算した．［成績］問診による患者家族の人数は平均2.1人であっ

た．治療時の処方適用量は 900 MBq，予想被曝線量は妻 : 0.9 mSv，

妻以外の成人 : 0.15 mSv，未成年 : 0.15 mSv であった．

岐阜県東濃地区における前立腺癌の現状−第 3報− :七浦広志（岐

阜社保），七浦広志，原 浩司，和志田重人，大菅昭秀，服部毅之，

青木重之，田中利幸，桃井 守，大村政治，小出卓也，高羽秀典，高

士宗久，山田芳彰，金井 茂（東濃前立腺研究会） ［目的］岐阜県

東濃地区において，2008，2011，2012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2012年に経直腸的または経会陰的前立腺針生検を施行し前立腺

癌と診断された234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，比較検討を行った．［結果］平均年齢は71.7歳，進行

癌の割合は32％であった．［結語］東濃地区における前立腺癌の現状

を多施設で調査した．引き続き調査を継続することで地域における前

立腺癌の集計を積み重ねたい．

前立腺癌発症に影響を及ぼす食生活に関する研究 :増栄孝子，飯沼

光司，加藤成一，増栄成泰，宇野雅博，藤本佳則（大垣市民） 前立

腺癌発症に影響を及ぼす因子について，日本人を対象にした研究は少

ない． われわれは，前立腺生検を受ける日本人男性を対象に，食事

調査を行い，前立腺癌発症に影響を及ぼす因子について検討した．対

象は，岐阜大学病院および岐阜大学泌尿器科関連の研究協力施設にお

いて2008年10月∼2011年 2月の期間に前立腺生検を受けた日本人男性

のべ405人．生検結果をもとに対象者を癌あり群と癌なし群に分別し，

前立腺癌発症に影響を及ぼす食生活について検討した．

当院における前立腺癌骨転移に対する緩和的放射線療法の検討 :近

沢逸平，中井 暖，石井健夫，橘 宏典，菅 幸大，森田展代，宮澤

克人，田中達朗（金沢医大），太田清隆，的場宗孝（同放射線診断治

療） 前立腺癌骨転移部位に対する緩和的放射線療法は有効な治療法

とされる．当院で施行された症例に対し検討を行った．［対象］2007

年 1月から現在までに前立腺癌骨転移に対し放射線療法を行った11例

（17カ所）を対象とした．年齢 : 平均67.8歳（54∼83），診断時 PSA

値 : 平均 1,543 ng/ml（0.19∼5,522），前立腺癌（ 9 例），神経内分

泌癌（ 2例）であった．［結果］照射部位は胸椎 7例，腰椎 4例，頭

蓋底 2例，骨盤骨 2例，肋骨 1例，股関節 1例であった．照射線量は

平均 39.9 Gy (30∼60）．症状は11カ所で疼痛， 7カ所に麻痺症状を

認めた．17カ所の照射中，13カ所で症状の改善を認めた．［結語］前

立腺癌骨転移に対する緩和的放射線療法は QOL 改善に有効であっ

た．

前立腺癌死亡症例の臨床的検討 :沖 貴士，安富正悟，江左篤宣

（NTT 西日本大阪） 対象は2005年 7月から2013年 6月までに前立腺

癌にて死亡された症例30例．初診時年齢の平均は68.8歳，死亡時年齢

の平均は72.7歳，治療開始後生存期間の平均は48.9カ月，初診時

PSA の平均は 960.0 ng/ml，Gleason score は 6∼10（平均 8.67），診

断確定時 Stage (TNM 分類 UICC 第 7版）は 2b 期 2名， 3期 4名，

4期24名であった．また最終入院時の主訴は疼痛10名，全身倦怠感 7

名などであった．死亡時入院期間は平均26.4日であり，麻薬投与期間

は平均7.73カ月，セデーション使用期間は平均2.1日，死亡原因は癌

性 DIC が15名で最多であった．症例の中には PSA 低値であるが，き

わめて予後不良な症例も含まれており，PSA のみでは癌と診断でき

ない症例も含まれていた．

D2 期前立腺癌における予後規定因子の検討 : 武田将司，寺田直

樹，根来宏光，小林 恭，杉野善雄，山崎俊成，松井喜之，井上貴

博，神波大己，吉村耕治，小川 修（京都大） ［目的］D2 期前立

腺癌における予後規定因子を明らかにする．［方法］当科で2003∼

2011年に診断した D2 期前立腺癌患者で解析可能な131症例を対象と

した．癌特異的生存率をKaplan-Meier 法で解析し，年齢，PSA，GS，

LDH，ALP，HB，PSA nadir に関して log-rank 解析を行い予後規定因

子を検討した．［結果］年齢は平均70歳で観察期間は平均1,435日で

あった．一次治療は全例内分泌治療を行い34例に癌死を認めた．年齢

(p＝0.75），PSA (p＝0.15），GS (p＝0.068），HB (p＝0.097) では有

意差を認めず LDH (p＝0.05），ALP (p＝0.009），PSA nadir (p＜

0.0001) で有意差を認めた．［結論］D2 期前立腺癌において LDH，

ALP，PSA nadir が予後規定因子である可能性が示唆された．

当院におけるデガレリクスの使用経験 :小林知広，米田幸生，鎌田

良子，吉村力勇（大阪鉄道），山本晋史（生和会記念） ［背景］近年

GnRH アンタゴニストであるデガレリクスが国内で使用可能となっ

たので，当院での使用経験を若干の文献的考察とともに報告する．

［方法］デガレリクスを新規患者，CRPC 患者，ドセタキセル抵抗

性，など様々な患者に使用した．［結果］新規患者において，デガレ

リクス投与翌日よりテストステロン値は翌日より確実に低下し，テス

トステロンサージも認めなかった．また CRPC 患者・ドセタキセル

抵抗性患者においても PSA が低下した症例を認めた．［考察］デガレ

リクスは前立腺癌一次内分泌療法に有効だけでなく，二次，三次療法

にも有用である可能性が示唆された．今後の症例の蓄積が期待され

る．

前立腺神経内分泌癌 2例の臨床経験 :小島圭太郎，服部愼一，蓑島

謙一，山羽正義，堀江正宣（大雄会第一），河合篤史（中東遠総合医

療セ），加藤俊男（総合大雄会臨床病理） ［目的］前立腺神経内分泌

癌の 2 例を経験したのでこれを報告する．［症例 1］69歳，男性．

2002年10月尿閉を主訴とし当院受診．前立腺は超鶏卵大であった．

PSA 値 1.54 ng/ml と低値より前立腺肥大症と診断し恥骨後式前立腺

摘除術を行った．病理診断の結果，神経内分泌癌のため，化学療法の

後に膀胱全摘除術および回腸導管造設術を施行した．［症例 2］57歳，

男性．2005年11月尿閉を主訴とし当院受診．前立腺の高度腫大を認め

た．直腸診は，鶏卵大，硬．PSA 値は 1.96 ng/ml であった．前立腺

針生検による病理診断にて，神経内分泌癌との診断のため骨盤内臓全

摘，回腸導管および人工肛門造設術を施行した．

眼球突出で発見された前立腺癌の 1例 :彦坂和信，佐藤 元，柳岡

正範（静岡赤十字） 症例は66歳，男性． 2型糖尿病で当院内分泌内

科に通院中．右眼球突出を主訴に眼科を受診．MRI で右眼窩に骨破

壊を伴う 40×20×15 mm の腫瘍を認めたため精査．PET-CT で全身

の多発骨転移以外に他臓器の異常集積は認めず，PSA : 335 ng/ml と

異常高値のため，当科を紹介受診．前立腺針生検を施行し，病理組織

学的に adenocarcinoma GS : 4＋5＝9 と診断．内分泌療法として CAB

療法を行い，右眼窩腫瘍に対して局所の放射線療法を 40 Gy 行った．

眼球突出は目立たなくなり，MRI で右眼窩腫瘍は縮小を認めた．

放射線併用内分泌療法を施行した前立腺導管癌の 2例 :鈴木孝尚，

古瀬 洋，大塚篤史，本山大輔，杉山貴之，永田仁夫，石井保夫，大

園誠一郎（浜松医大），新保 斉，伊藤寿樹，栗田 豊（JA 静岡厚生

連遠州） ［症例 1］81歳．顕微鏡的血尿・PSA 18.44 ng/ml で受診．

尿細胞診は class 3．尿道膀胱鏡検査で精阜に乳頭状腫瘍を認めた．前

立腺針生検・経尿道的腫瘍切除術により腺房癌および導管癌を認め

た．放射線併用内分泌療法を施行し，PSA は0.01で安定していたが，

治療開始から 2年 9カ月で他因死（進行性胃癌）した．［症例 2］76

歳．肉眼的血尿で受診．PSA 12.05 ng/ml．尿細胞診は class 3．尿道

膀胱鏡検査で精阜に乳頭状腫瘍を認めた．前立腺針生検・経尿道的腫

瘍切除術により導管癌を認めた．放射線併用内分泌療法を施行し， 3

年の時点で無再発である．前立腺導管癌に対する治療指針ついて文献

的考察を交えて報告する．

化学療法無効の去勢抵抗性前立腺癌にデガレリクスと合成エストロ

ゲン製剤を併用し PSA が著明に減少した 1例 :能見勇人，高原 健，

内本泰三，齋藤賢吉，反田直希，高井朋聡，南 幸一郎，光野絢子，

小村和正，平野 一，稲元輝生，木山 賢，東 治人（大阪医科大），

能見勇人，平野 一，東 治人（同血液浄化セ），伊夫貴直和（野崎

徳州会） ［症例］79歳，男性．2011年 6月多発骨転移を伴う前立腺

癌 (PSA 63.0 ng/ml，Gleason score 5＋4＝9) で CAB 療法導入．13カ

月後，PSA 14.1 ng/ml と上昇し去勢抵抗性として当科紹介となった．

ゾレドロン酸，エストラムスチン，LR-RH アナログ併用療法に切り

替え翌月 PSA 7.13 ng/ml と改善したが，翌々月には PSA 13.49 ng/ml

と上昇した．ドセタキセルとデカドロンによる化学療法を 4クール施
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行したが2013年 2月に PSA 142.18 ng/ml と増悪したため中止した．

次に，デガレリクスとエチニルエストラジオールを併用療法としたと

ころ 1カ月後には PSA 8.644 ng/ml と著明に減少し，2013年 7月現在

PSA 7.261 ng/ml で加療継続中である．本症例につき若干の文献的考

察を加え報告する．

TURBT 術後エピルビシン即時単回膀注のガイドライン順守に関す

る検討 :松本敬優，小林 恭，根来宏光，寺田直樹，杉野善雄，山崎

俊成，松井喜之，井上貴博，神波大己，吉村耕治，小川 修（京都

大） ［目的］TURBT 術後エピルビシン即時単回膀注の施行率およ

び未施行例の原因を検討する．［対象と方法］2008∼2010年に根治的

TURBT を施行した cTa-1 の膀胱腫瘍236例を対象とした．［結果］即

時単回膀注が行われていたのは112例（47.4％）であった．未施行の

理由は deep resection が46例，出血コントロール不良例 8例，PS 不良

例 5例，本人拒否 2例，アレルギー 1例，緊急手術 1例，観察時穿孔

1例であった．特に理由のない症例は58例（51.7％）であった．［結

論］TURBT 術後エピルビシン即時単回膀注は約半数以上の症例で行

われていなかった．膀胱癌の治療成績検討を行う際はこうした背景を

考慮すると共に施行率向上を目指す必要があると考えられた．

当院における CIS に対する BCG 膀胱内注入治療症例の臨床的検

討 :湊 のり子，高田 剛，古賀 実，菅尾英木（箕面市立） 膀胱

上皮内癌 (CIS) に対して BCG 膀胱内注入療法を施行した24例（初発

13例，再発11例）の成績を報告する．pTa with CIS 6 例，pT1 with

CIS 7例，CIS 単独11例である．pTa with CIS は観察期間が短く検討

から省いた．pT1 with CIS，CIS 単独の 5年非再発率・非進展率はそ

れぞれ，pT1 with CIS : 80.0，80.0％，pTis 単独 : 55.4，55.4％で

あった．初発，再発症例の BCG 注入後 5年非再発率・非進展率はそ

れぞれ，初発 : 73.3，66.7％，再発 : 58.3，66.7％であった．癌死し

たのは 3例で，いずれも CIS 単独症例であった．

掛川市立総合病院における尿路上皮癌に対する GC 療法の治療成

績 : 河合篤史，中根慶太，蟹本雄右（中東遠総合医療セ） ［目的］

2008年に GEM が保険承認されて以降，GC 療法が第一選択とされる

ようになってきた．当院における治療成績および近接効果について検

討をした．［方法］2008年 1月∼2013年 2月までに GC 療法を行った

尿路上皮癌38例を対象とした．術後アジュバント群については再発の

有無・再発までの期間，再発・有転移・ネオアジュバント群について

は近接効果および増悪までの期間を解析した．［結果］今回の検討で

は術後アジュバント群，再発・有転移群ともに近接効果は良好であっ

た．［考察］当院における GC 療法は諸家の報告と同様に安全かつ有

効な治療であると考えられた．治療効果と生存率に関わるに予測因子

についてさらなる検討を行う予定である．

筋層浸潤性膀胱癌に対する術前 GC/G-CBCDA 療法の効果に関する

検討 :福井智洋，松井喜之，根来宏光，寺田直樹，小林 恭，杉野善

雄，山崎俊成，井上貴博，神波大己，吉村耕治，小川 修（京都大）

［目的］筋層浸潤性膀胱癌に対する術前 GC または G-CBDCA 療法の

効果について検討した．［方法］2010年 1月から2013年 6月までに当

院で cT2 以上と診断し，術前化学療法として GC または G-CBDCA

療法を行った浸潤性膀胱癌症例35人を対象とした．画像検査上での奏

効率，膀胱全摘標本での病理組織診断の結果を検討した．［結果］GC

施行群が19人，G-CBDCA 施行群が13人，GC から途中で G-CBDCA

に変更した群が 3人であった．術前化学療法を施行した35人のうち33

人で膀胱全摘を施行した． 2人は遠隔転移が出現し手術を回避した．

19人（54.3％）が pT1 以下， 7人（20％）が pT0 であった．［考察］

筋層浸潤性膀胱癌に対する術前 GC または G-CBDCA 療法は一定の

効果を示した．

当科における浸潤性膀胱癌の検討 :森井章裕，伊藤崇敏，渡部明

彦，藤内靖喜，布施秀樹（富山大） ［目的］浸潤性膀胱癌の標準的

治療は膀胱全摘除術（以下膀胱全摘）であるが，年齢や併存疾患など

を理由に膀胱全摘を施行できない症例に対しては放射線治療なども行

われる．浸潤性膀胱癌に対して治療を行った症例について検討した．

［方法］2003年 1月から2012年12月までの10年間に浸潤性膀胱癌と診

断され治療を行った99例を対象とし，その治療成績を検討するととも

に膀胱全摘症例と非膀胱全摘症例についての予後などの比較検討も

行った．［結果］膀胱全摘症例は65例であり，年齢は68（49∼81）歳

で 5年生存率は61.6％であった．非膀胱全摘症例は34例であり，年齢

は83（61∼90）歳で 5年生存率は48.7％であった．

膀胱癌に対する根治的膀胱全摘除術の治療成績 :王 聡，洪 陽

子，松下 慎，岡田宜之，氏家 剛，任 幹夫，辻畑正雄（大阪労

災） ［目的］当院における膀胱癌に対する根治的膀胱全摘除術の治

療成績につき検討する．［対象と方法］1997年より2012年までの間，

大阪労災病院にて膀胱癌に対し根治的膀胱全摘除術を施行した症例の

うち M1 症例を除く170例を対象とし，予後に影響する因子につき検

討する．［結果］男性132例，女性38例．年齢中央値69歳，術後観察期

間中央値35カ月，臨床T病期 T1 以下/T2/T3/T4 31/46/72/21例，臨

床N病期 : N0/N1/N2 149/18/3例．組織型 : 尿路上皮癌単独/その他

150例/20例，術前化学療法 : 有/無79例/97例．全症例の 5年全生存

率は59.3％， 5年癌特異的生存率は68.7％であった．予後に影響する

臨床，および病理学的因子につき検討する予定である．

三重大学における膀胱全摘除術の臨床的検討 :長谷川嘉弘，西井正

彦，舛井 覚，西川晃平，吉尾裕子，神田英輝，金井優博，山田泰

司，有馬公伸，杉村芳樹（三重大） ［目的］当科で行った膀胱全摘

除術の治療成績，および治療成績に影響を与える因子についてレトロ

スペクティブに検討を行った．［対象および患者背景］対象は，2005

年 4月から2013年 4月までに，膀胱全摘除術を行った61例．平均年齢

67.5歳，平均観察期間840日，男性54例，女性 7例．［結果］病理病期

別の 3年非再発生存率は，T1，T2，T3，T4 でそれぞれ91.3，77.8，

57.9，66.7％であった．多変量解析の結果，リンパ節転移の有無，断

端陽性の有無，術前の水腎の有無，Modified glasgow prognostic score

が，非再発生存率に影響を与える因子であった．

神戸大学および関連施設における膀胱癌に対する膀胱全摘除症例の

臨床的検討 :日向信之，宮崎 彰，西川昌友，鄭 裕元，熊野晶文，

古川順也，村薪基次，三宅秀明，藤澤正人（神戸大） ［目的］神戸

大学および関連施設において膀胱癌に対し膀胱全摘除術が施行された

症例における予後因子の検討を行った．［方法］2000年 1月∼2010年

12月までに施行した膀胱全摘除術781例を後ろ向きに検討した．［結

果］男性616例，女性165例，年齢の中央値は70歳（32∼93歳）．経過

観察の中央値は52カ月（ 1∼157カ月）．病理学的病期は pT0 : 61例，

pTis : 53例，pTa : 33例，pT1 : 110例，pT2 : 197例，pT3 : 213例，

pT4 : 114例． 5年全生存率は65.3％， 5年無再発生存率は64.1％で

あった．多変量解析にて，ECOG PS，病理学的病期，リンパ節転移

の有無，LVI の有無が独立した無再発生存の予測因子であった．［考

察］病理学的因子のほか，PS が無再発生存の予測因子であった．

膀胱全摘除術症例の治療成績 :岸本 望，福本 亮，福井辰成，黒

田昌男（日生） ［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．［方法］2006年 3月から2013年 7月

までに転移を有さない膀胱癌と診断され，膀胱全摘除術を受けた52

例．［結果］手術時の年齢中央値は69歳（49∼94歳）．男性39例，女性

13例．尿路変向は，尿管皮膚瘻 1例，回腸導管23例，新膀胱28例で

あった．観察期間中央値は28カ月（ 1∼79カ月）であり14例（26％）

に再発を認め， 5年生存率は55.2％であった．［考察］生存率は諸家

の報告と同等であったが，尿路変向は50％以上で新膀胱が選択されて

おり，他の報告より多かった．

病理学的にリンパ節転移陽性であった膀胱尿路上皮癌の臨床的検

討 :板東由加里，長富俊孝，山野 潤，山尾 裕，中村一郎（神戸市

立医療セ西市民） ［目的］膀胱全摘除術症例で，リンパ節転移陽性

例の検討．［対象］2001年 1月から2010年12月までに当院で膀胱全摘

除術を施行した膀胱尿路上皮癌81例のうち，病理学的にリンパ節転移

陽性の18例．［結果］年齢中央値68.5（49∼89）歳，男性12例，女性

6例，pTis 1/2/3/4 : 1/1/1/10/5例．観察期間 26.5 (3∼82) M，切

除/転移リンパ節中央値21/2個（10∼49/1∼14個）．1/3年累積非再

発率67/33％．1/3/5年累積生存率72/48/40％．非再発例 4名（癌な

し生存 3例 (39，56，75 M)，他因死 1例 (63 M））．統計学的考察を

加え発表する．

転移性腎細胞癌に First line としてエベロリムスを使用した 1例 :

中井 靖，福井真二，松本吉弘，影林頼明，三馬省二（県立奈良）

［症例］62歳，男性．［現病歴］無症候性肉眼的血尿を認め当科受診．
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［経過］造影 CT で左腎細胞癌 cT3aN0M1 (lung) と診断，左腎摘出術

を施行．病理診断は pT3a，clear cellcarcinoma であった．転移巣に対

し，患者の同意の上 first line としてエベロリムスを使用した．開始 1

カ月，口内炎を認め，減量した．その後再度 10 mg/日としたが高血

圧，糖尿病，間質性肺炎が出現し休薬した． 1カ月後，間質性肺炎が

改善，5 mg/日の投与を再開した．その後，間質性肺炎，血圧，血糖

値は安定，現在まで20カ月投与を継続している．肺転移巣は SD で，

新規病変はない．［結語］肺転移巣に対して first line としてエベロリ

ムスを長期投与可能であった症例を経験した．

進行性腎細胞癌に対して Everolimus を Rechallenge し間質性肺炎

が再燃した 1例 :村松知昭，木村恭祐，副田雄也，水野秀紀，岡本典

子，青田泰博（名古屋医療セ），岡村菊夫（東名古屋），伊藤裕一（ゆ

うクリニック） 76歳，女性．左腎癌，肺転移，リンパ節転移

(cT2bN1M1) で左腎摘除術施行．転移に対して sunitinib 37.5 mg 開始

するも倦怠感，血小板減少また進行にて everolimus 10 mg に変更した

が間質性肺炎発症，休薬，ステロイドにて軽快，再度 sunitinib 投与

するも脳転移出現，TKI では出血リスクあり everolimus (5 mg) を

rechallenge した．結果的に G2 の間質性肺炎を再度発症し中止した

が，TKI による倦怠感などはなく，病勢維持が得られた． 2回とも

everolimus の休薬とステロイド治療で軽快した．進行性腎癌に対して

は TKI の AE が強い場合，間質性肺炎をコントロールしながら

everolimus を投与し病勢をコントロールしていくことも重要と考えら

れた．

結節性硬化症に伴う腎 AML (TSC-AML) の everolimus による 3例

の治療経験 :谷口英史，上田 崇，辻 恵介，中村雄一，野村武士，

大石正勝，岩田 健，内藤泰行，中村晃和，本郷文弥，納谷佳男，沖

原宏治，三木恒治（京都府立医大） ［目的］2012年11月には TSC-

AML の治療薬として everolimus が認可された．これまで当院で TSC-

AML の everolimus による治療を 3例経験したので報告する．［症例

1］39歳，女性．投与期間は 6カ月で縮小率は11％である．［症例 2］

21歳，男性．投与期間は 7カ月で縮小率は33％である．［症例 3］40

歳，男性．投与期間は 3カ月で縮小率は21％である．［結論］現在の

ところすべての症例で重大な有害事象認めず治療継続できており，か

つ everolimus による縮小効果を認めた．TSC-AML に everolimus は有

効な治療であると思われた．

後天性腎嚢胞に合併した腎細胞癌に対して TAE 施行後 PEW を合

併した 1例 :浜本幸浩，水藤元武，萩原徳康，長谷川義和（松波総

合），伊原 昇（同放射線），小島好修（同循環器） ［症例］61歳，

女性．［主訴］右腎腫瘤．［既往歴］透析歴15年，冠動脈バイパス術

後，慢性心不全，高血圧症．［現病歴］20 XX 年腹部 MRI にて右腎

に腫瘤影を指摘され，CT でも早期造影効果があることにより腎癌

(T1aN0M0) と診断された．高度な腎萎縮，腎動脈硬化性病変に加え

心機能低下もあることにより低侵襲である TAE が選択され ethanol

塞栓術と coiling を施行された．その後，腫瘍径は縮小するも塞栓後

症候群による炎症反応は長期にわたり持続した．食欲低下，低蛋白血

症，体重減少など PEW を合併され173病日で永眠された．［結語］

TAE は低侵襲であるが透析患者においては PEW の誘因となること

があるため，TAE 後は速やかに患側腎摘出などにて炎症を遷延化さ

せないよう注意すべきと考えられた．

出産を契機に診断され，包括的がん医療モデルに則って加療した転

移性腎細胞癌の 1例 :上島成也，吉川元清，宮崎隆夫，国方聖司（近

畿大奈良），植村天受（近畿大），吉岡伸浩（ぼく泌尿器科クリニッ

ク） ［症例］28歳，女性．［主訴］腹部膨満，がん性疼痛．［現病歴］

X年10月第 3 子出産後，腹部膨満感を自覚し受診．18 cm の左腎腫

瘍，6 cm 大の多発傍大動脈リンパ節腫脹認め，骨シンチにて多発性

に異常集積を認めた．T4N2M1 腎細胞癌と診断．12月症状緩和にオ

ピオイド，放射線治療を導入．視力低下あり，右頭蓋内腫瘍摘出術施

行，淡明細胞型腎細胞癌と診断．X＋1年 1月スニチニブ開始したが，

嘔吐持続，胃通過障害と診断，胃回腸吻合術施行．アキシチニブ開

始． 7月12日現在，治療効果 PR，PS0，NRS0-1．［結語］転移性腎細

胞癌は予後がきわめて不良であるが，早期からの緩和医療を導入する

ことにより，十分な癌治療も併行でき，予後延長効果が期待できると

考える．

初期評価で施行した尿流量測定検査と IPSS からみた経尿道的前立

腺切除術 (TURP) 施行症例の検討 : 金 哲將，窪田成寿，村井亮介

（公立甲賀） ［目的］初期評価として施行した尿流量測定や IPSS の

結果をもとに，TURP に至る症例について検討を加えた．［方法］対

象症例を TURP 施行群（41例）と非施行群（46例）に分け，年齢，

PSA 値，前立腺容積 (PV），最大尿流率 (Qmax），残尿量 (PVR），

IPSS，尿閉の有無，抗凝固療法施行の有無について比較検討した．

［結果］PV が大きく，PVR の多い症例，Qmax が低く，排尿症状に

訴えの多い症例に TURP 治療が施行されていた．また，抗凝固療法

が施行されている症例では，薬物治療が有意に継続されていた．［結

語］Qmax を含め排尿症状の訴えの強い症例に TURP が施行されて

いた．

Anteroposterior dissection（順行性尖部剥離）TUEB の初期経験 :

細川真吾，松本力哉，水野卓爾（磐田市立総合） 経尿道的前立腺核

出術の術後合併症として，尿失禁は重要である．HoLEP において術

後尿失禁の発生を減少させるために，遠藤文康氏らは anteroposterior

dissection 法を開発し，良好な成績を収めている．今回，TUEB にお

いて同様の方法を導入し良好な成績が得られたので報告する．［対象

と方法］2012年10月より2013年 6月に anteroposterior dissection TUEB

を施行した21例，年齢73±7.3，前立腺体積 44±21 ml，Qmax 8.8±

2.8 ml/s，残尿量 42±23 ml［結果］手術時間69±23分，切除重量

27±14 g，術後 1カ月 Qmax 26±11 ml/s，残尿量 5±9 ml，パットを

要する術後尿失禁 1例，処置を要する尿道狭窄 1例であった．

PSA 高値にて TUR-P を施行した症例の検討 :森 ちか，平澤 潔

（東京都教職員互助会三楽） ［目的］PSA 高値にて TUR-P を施行し

た症例について，PSA 値と病理組織学的所見について検討した．［方

法］対象は PSA 値 4以上で TUR-P を施行した22例である．PSA 値

10，PSAD 0.15，F/T 比0.15をカットオフ値として，病理組織所見を

検討した．［結果］術前前立腺体積は 28.9∼96 cc で，TUR-P 切除重

量は 18∼69 g だった．術前 PSA 4∼10 だった16例中 1 から，PSA

10∼20 だった 6例中 3例から癌が検出された．PSA 10∼20 で癌が検

出された 3例のうち， 1例は PSAD 0.39， 1例は PSAD 0.38，F/T

0.12， 1例は F/T 0.08だった．［考察］PSA 10以下，PSAD 0.15以下，

F/T 比0.15以上であれば，TUR-P 前に生検の必要はなく，PSA 10以

上であれば，生検の必要性が示唆された．

経尿道ホルミウムレーザー前立腺核出術 (HoLEP) における前立腺

癌検出の予測因子の検討 :安福富彦，岡 泰彦（加古川西市民），阪

本祐一（淀川キリスト教），酒井 豊（兵庫県立加古川医療セ），坂井

田紀子，岡村明治（加古川西市民臨床検査） ［目的］HoLEP により

検出された前立腺癌の臨床的特徴，HoLEP で前立腺癌が検出される

予測因子について検討した．［方法］2009年 3月∼2013年 7月に当院

で HoLEP を行った168例を対象とした．HoLEP での前立腺癌検出

と，年齢，前立腺容積，PSA などの相関について解析を行った．［結

果］前立腺核出検体の病理組織検査では，16例（9.6％）に前立腺癌

を認め，14例は無治療経過観察， 2例でホルモン療法を行ったが，再

発，再燃例は認めなかった．pT1a が14例，pT1b が 2例，HoLEP で

の癌検出と PSA density の間に有意な相関 (p＝0.021) を認めた．［考

察］術前の PSA density は，HoLEP での前立腺癌検出の予測因子とな

りえることが示唆された．

コープおおさか病院における尿道ステントの使用経験 :檀野祥三，

内田潤二，中谷 浩，松下嘉明（コープおおさか） ［目的］高齢，

合併症により手術治療困難な前立腺疾患による排尿障害に尿道ステン

トを使用した患者について有用性を検討した．［方法］対象は2003年

10月から2013年 3月までに尿道ステントを留置した37例・45件，平均

年齢は81.3歳（65∼94歳），平均観察期間46.2カ月（最長101カ月）．

PS，ステントの種類，留置に伴う合併症，排尿状態，長期経過につ

いて検討した．［結果］PS 中央値 2（ 0∼ 4），メモサーム 3件，メ

モカス42件，サイズ 15∼60 mm（中央値 40 mm），合併症は発熱 3

例，輸血 1 例，排尿改善は39例（86.7％）であった．入替や抜去と

なった症例17例を認めた．［考察］尿道ステントは高齢で合併症を伴

う患者に対しても安全で有用な治療法と考えられた．

緩下剤の長期内服により生じた酸性尿酸アンモニウム結石症の 1

例 :飴本剛之介（南生協） 症例は22歳，女性．左側腹部痛，肉眼的
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血尿を主訴に近医泌尿器科受診．腹部 CT 上，左尿管に結石を認め

ESWL 施行．その後，左下腹部痛を認め近医受診され，その後の治

療目的に当科に紹介受診．KUB 上，左尿管下端に砕石された結石片

2個認め，TUL を施行．結石分析の結果では，酸性尿酸アンモニウ

ム結石であった．患者は16歳に体重増加防止のため緩下剤を長期服用

していた．

順行性逆行性同時併用アプローチにて砕石しえた腎尿管多発シスチ

ン結石の 1例 :長富俊孝，板東由加里，山野 潤，山尾 裕，中村一

郎（神戸市立医療セ西市民），今井聡士（関西労災） 66歳，男性．

検診にて顕微鏡的血尿を認め当科紹介．精査にて左下腎杯に 16 mm

大の結石，尿管全域に 5∼7 mm 大の計 6個の尿管結石，併存する左

水腎症，腎実質の菲薄化を認めた．左腎瘻造設の上，レノグラムシン

チにより分腎機能を評価した．左腎はほぼ無機能腎ではあったが，砕

石術希望され，TUL・PNL 同時併用療法を施行．全身麻酔下，修正

Valdivia 体位にて手術開始．手術時間 2時間33分．ほぼ完全に砕石し

えた．術後腎周囲血腫を認め，術後 8日目に退院．結石成分はシスチ

ン結石であった．現在外来にて経過観察中，水腎症は改善した．上部

尿路結石の術式選択，シスチン結石への対応などに関して文献的考察

を加え報告する．

不完全重複腎盂尿管に合併した上部尿路結石に対する fTUL の 3

例 : 佐野優太，石田昇平，加藤 隆，坂元史稔，小松智徳，木村

亨，辻 克和，絹川常郎（社保中京） ［目的］不完全重複腎盂尿管

に合併した上部尿路結石に対する fTUL を施行した 3例を経験したの

で報告する．［方法］2012年12月から2013年 5月までに不完全重複腎

盂尿管に合併した上部尿路結石に対して fTUL を施行した症例におい

て，術前・術後尿管ステント留置の有無や期間，結石除去率，術後合

併症につき検討した．［結果］すべての症例において stone free を達成

できた．合併症に関しては 1例において術後尿路感染を認めたのみ

で，重複するもう一方の尿管にも術後尿管狭窄を認めなかった．［考

察］D∼ J ステントの留置方法やセーフティーガイドワイヤーの工夫

によって，重複腎盂尿管を合併した上部尿路結石においても安全に

fTUL を行うことができた．

腎結石に対する ESWL 後早期の腎機能マーカーへの影響 : 長井

潤，梶尾圭介，近藤宣幸（協和会協立），長井 潤，梶尾圭介，近藤

宣幸（市立川西） ［目的］腎結石に対する ESWL 後早期の腎機能

マーカーへの影響について検討した．［対象］2011年 6月から2013年

1月までに腎結石に対し ESWL（エダップテクノメド社製 i-sys) 施行

後評価可能な16例．年齢は33∼77歳（平均58.8歳）．［方法］評価項目

として血清クレアチニン (s∼Cr），血清，尿中 β2 マイクログロブリ

ン (BMG），尿中 N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG) を術前およ

び術翌日に測定．［結果］s-Cr (p＝0.0125），s-BMG (p＝0.0093) で

術後有意に高値を示した．［考察］初回 ESWL 後早期に腎機能に影響

を与える可能性が示唆された．

PFC (Process flow chart) を用いた尿管結石疝痛発作を主訴とした

患者の診断 :長妻克己，芝野伸太郎，若山由紀子（医誠会） ［目的］

尿管結石疝痛発作の初期診断に PFC を導入したので報告を行う．［方

法］2011年 4月より2013年 5月までの尿管結石疝痛発作を主訴とする

患者を，PFC 導入前15カ月と導入後11カ月で，患者数と入院中の

ESWL 症例数，入院期間を比較した．［成績］入院患者数は，PFC 導

入前後でそれぞれ17/43名であった．入院期間は 1∼ 5日（平均2.76

日)/ 1∼ 6日（平均2.97日）であった．入院中の ESWL 症例数は 2/

17例であった．［結論］緊急入院患者数および入院中の ESWL 症例数

は増加したが，入院期間に有意差は認めなかった．

当院における重症尿路感染症 DIC 併発症例の臨床的検討 : 成田英

生，武田宗万，中野洋二郎（陶生），高井 峻，山本徳則（名古屋

大） 重症尿路感染は泌尿器科診療において時に難渋し，稀に致死的

な経緯をとることもある．一方，尿路感染 DIC は他の感染症性 DIC

と比較して軽症例が多く死亡率は低いとされている．重症尿路感染定

義として重症敗血症状態または敗血症性ショック，DIC 併発または

その両方の症候を伴った状態とした．尿路 DIC において DIC 治療の

有効性（フラグミン，リコモジュリン比較），尿路ステント介入時期

別の有効性を含めて当院での実態を臨床的に検討．［対象・方法］

2010年 1月 1日から2013年 7月 1日までに当院泌尿器科で急性前立腺

炎または急性腎盂腎炎で診断された1,392名の内，入院治療した239例

中，血液培養にて陽性となり DIC 治療を行った患者を検討し報告予

定．

泌尿器科疾患に合併した汎発性血管内血液凝固症に対する遺伝子組

換えヒトトロンボモジュリン製剤の使用経験 : 澤田樹佳，三原信也

（市立敦賀） 急性期 DIC 診断基準で DIC と診断し，遺伝子組換え

型ヒトトロンボモジュリン製剤を投与した 8症例の検討を行った．対

象は，男性 5名，女性 3名．rTM の投与は平均5.1日であった．rTM

投与開始時，投与 5，10日後の検査値の推移を評価すると，血小板は

day 10 に有意に改善，クレアチニンおよび BUN は day 5，10 に有意

な改善を認めた．FDP も改善傾向があった．［症例］65歳，男性．左

尿管結石による急性腎盂腎炎より発症した敗血症性ショックにて当院

入院．腎瘻増設術，抗生剤，輸血などとともに，MOF に対してrTM

の投与，またエンドトキシン吸着を実施．治療開始後，検査値の速や

かな改善が得られた．Day 7 には DIC を離脱し，経口摂取可能なま

でに改善した．

血小板減少を伴う尿管結石による急性閉塞性腎盂腎炎での遺伝子組

み換えトロンボモジュリンの有用性の検討 :久保田聖史，西山隆一，

寒野 徹，岡田 崇，東 義人，山田 仁（医仁会武田総合） ［目

的］尿管結石による閉塞性腎盂腎炎の血小板数減少についてトロンボ

モジュリン (rTM) の効果を既存の DIC 治療薬と比較し検討した．

［方法］2006年 9月∼2013年 5月に尿管結石による閉塞性腎盂腎炎で，

初期血小板数≦12万で DIC 治療を行った28例を対象とし，rTM 使用

群（17例）と非使用群（11例）を比較検討した．［結果］両群間の初

期血小板数，その他背景に有意差なし．血小板数正常化に rTM 投与

群が平均6.9日，非投与群は9.6日を要し rTM 投与群に短縮傾向を認

めるも，有意差を認めなかった．［考察］急性閉塞性腎盂腎炎の血小

板数改善に rTM の使用は既存の DIC 治療薬に比較して劣らない効果

を持つ．

神戸大学病院におけるカンジダ尿症の検討 :松本 穣，重村克巳，

田中一志，村蒔基次，三宅秀明，荒川創一，藤澤正人（神戸大），松

本 穣（柏原） ［目的］尿路真菌感染症は，高齢者，糖尿病患者，

抗癌化学療法などの免疫抑制状態では時に難治性の症候性感染を来た

す．今回，神戸大学病院における尿路真菌感染症の検討を行った．

［方法］神戸大学病院で2009∼2011年の間に尿中より Candida が分離

された症候性尿路感染症患者を対象に，その背景因子，真菌種の同

定，薬剤感受性を検討した．［結果と考察］ 3年間の分離数はそれぞ

れ63，75，99であり，菌種は C. albicans が最も多かった．C. albicans

の感受性は 5-FC，VRCZ，FLCZ に対しては良好な感受性を示した．

しかし他の Candida では FLCZ への感受性の低下が認められ，薬剤

を選択する上で注意が必要と思われた．

前立腺生検時の予防的抗菌薬投与の検討 :遠藤 匠，岡 了，李

芳菁，内海孝信，矢野 仁，直井牧人，西見大輔，神谷直人，高波眞

佐治，鈴木啓悦（東邦大医療セ佐倉） 当科では経直腸的前立腺針生

検施行時に，従来は予防的抗菌薬投与としてレボフロキサシン 1週間

経口投与としていたが，クリニカルパス改変により高リスク群にはタ

ゾバクタム・ピペラシリンの終日点滴およびレボフロキサシン 3日間

経口投与，低リスク群にはレボフロキサシン 3日間経口投与へとレジ

メンを変更した．今回われわれは，2010年 4月∼2011年10月までのレ

ボフロキサシン投与群の309症例，2011年10月∼2012年 8月までのタ

ゾバクタム・ピペラシリンおよびレボフロキサシン併用群の88症例，

同期間のレボフロキサシン投与群の70症例，計467症例を解析の対象

とし，尿路感染症発症率やその起炎菌などについて報告を行う．

経過観察中に患側腎機能が著明に低下した腎盂尿管移行部狭窄症

(PUJS) の検討 : 田地一欽，伊藤敬一，川口 真，新地祐介，升永綾

子，黒田健司，佐藤全伯，堀口明男，瀬口健至，浅野友彦（防衛医

大） 症例 1 は62歳，女性．左腰背部の激痛を自覚し来院．RP で

PUJS と診断．Lasix 負荷レノグラム (LRG) で左腎機能は保たれてお

り経過観察．その後もしばしば痛みを認め，最終的に腎機能は高度に

低下した．症例 2は52歳，女性． 4カ月前から右側腹部痛を自覚し，

画像検査で PUJS と診断された．LRG で右腎機能は比較的保たれて

いた．その後も緩徐に症状は増悪し，最終的に腎機能は高度に低下し

た．症例 3は35歳，男性．人間ドックで水腎症を指摘された．LRG
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で患側腎機能は保たれており，自覚症状がないため経過観察． 5年後

に側腹部痛が出現し，それから半年後には高度に腎機能が低下してい

た．LRG で患側腎機能が保たれていても自覚症状があれば早期に治

療が必要である．

SMAP 法による腹膜透析 (PD) カテーテル留置術を施行した患者の

慢性腎臓病 (CKD) の管理状況についての検討 : 後藤大輔，米田龍

生，井上剛司，田中宣道，高島健次，平山暁秀，吉田克法，藤本清秀

（奈良県立医大） ［緒言］SMAP 法による PD カテーテル留置術時の

CKD 管理状況を検討した．［対象・方法］2008年 1 月∼2013年 6 月

に当院で SMAP 法を施行した患者48名（男性33名・年齢61.3歳）の

手術時の腎機能・貧血・MBD の状況につき検討した．［結果］eGFR

は3.97∼14.2で全例 stage 5 であった．Hb≧11 は10名/48名（20.8％）

で， P・補正 Ca・i-PTH の施設基準値内はおのおの 10名 /48名

（20.8％）・24名/48名（50％)・3名/39名（7.7％）であった．［まと

め］SMAP 法手術時の CKD 症例はすべて stage 5 であったが，貧血・

MBD の管理は十分とは言えなかった．

糖尿病合併透析患者における DPP-4 阻害剤テネリグリプチン常用

量 20 mg での有用性の検討（24週投与) :安田和生（仁悠会加納クリ

ニック） ［方法］透析患者におけるテネリグリプチン 20 mg（以下

TNL) の有用性を明らかにするため，TNL 投与14例における投与前

後24週間の GA および血中濃度を測定した．血中濃度測定は初期投

与連続 5名の患者に対し，透析前および透析後投与時における血中濃

度（投与 0，1，2，4，24時間後）を測定し比較検討した．［結果］

GA は，TNL 投与12週間で「−1.7％」と有意に低下し，血中濃度は

健康成人反復投与時の Cmax に比して「1.05∼1.21倍」で推移した．

［結語］GA は改善傾向を示し，最高血中濃度を示した患者 (540 ng/ml)

を含む全例において QT 延長などの有害事象は認められなかった．

カルニチン投与における血液透析患者の血中カルニチン濃度と貧

血 :坂 宗久，喜馬啓介，岸野辰樹，谷 善啓，平尾佳彦（大阪暁明

館），米田龍生，吉田克法，藤本清秀（奈良県立医大） ［目的］当施

設でのカルニチン投与における血液透析患者の血中カルニチン濃度と

貧血について検討したので報告する．［対象］維持透析患者29名（男

性 :女性17 : 12，年齢 : 平均69.1歳，透析歴 : 平均70カ月）．［方法］

これらの維持透析患者の血中カルニチン濃度・カルニチン投与量・ダ

ルベポエチン α 投与量と Hb を比較検討．［結果］遊離カルニチンは

導入時から低下を示すものが多く導入 1∼ 2年で急速に低下する傾向

が認められた．貧血でカルニチン投与量での改善は認められず，ダル

ベポエチン α 投与量では高投与群で改善が認められた．［考察・結

語］透析開始早期よりカルニチン低下している患者が多いが，貧血の

改善に対しては症例の選択が必要と考えられた．

膀胱尿管逆流症患児の腎瘢痕における尿中 NGAL のバイオマー

カーとしての有用性 : 市野 学（藤田保衛大坂文種報徳會），日下

守，佐々木ひと美，石川清仁，白木良一，星長清隆（藤田保衛大）

［目的］VUR 患児の腎瘢痕における尿中 NGAL のバイオマーカーと

しての有用性について検討した．［方法］対象は2006年 4月から2012

年 3月までに VUR と診断された34症例．Control 群は正常児28例．

尿中 NGAL の測定は ELISA 法を用い，1 : VUR 患児と正常児，2 :

腎瘢痕の有無について比較検討した．［結果］正常児の尿中 NGAL を

測定し，年齢に伴う正常曲線を作製した．以後の結果はこの正常曲線

を用いて補正した．1 : VUR 患児（4.47±1.07）vs 正常児（1.29±

0.15）と VUR 群で有意に高値を示した (p＝0.006）．2 : 腎瘢痕群

（6.58±1.76）vs 非腎瘢痕群（0.68±0.12）で有意差を認めた (p＝0.

004）．［結語］尿中 NGAL は腎瘢痕のバイオマーカーとして有用であ

る可能性が示唆された．
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