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学 会 抄 録

第447回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2015年 3月14日（土），於 金沢都ホテル)

腎 MALT リンパ腫の 1例 : 牧野友幸，三輪聰太郎，越田 潔（金

沢医療セ），川島篤弘（同臨床検査） ［症例］70歳，男性．左下腹部

痛精査の単純 CTで，左腎腫瘍と傍大動脈リンパ節腫大を指摘．造影

CT，逆行性腎盂尿管造影，PET/CT を施行，非典型腎癌および傍大

動脈リンパ節転移を最も疑い，経腰的左腎摘除術と傍大動脈リンパ節

郭清を施行．病理結果は，腎・リンパ節ともに MALT lymphoma で

あった．［考察］腎臓に発生する MALT リンパ腫はきわめて稀であ

る．われわれが調べえた限り，自験例を含め38例の報告がある．平均

年齢は62.6歳，男女比は22，16人．予後は比較的良好で，リンパ腫に

よる癌死は 3例．治療内容は，腎摘出のみが15例，化学療法のみが10

例，腎摘出と化学療法併用が 3例，その他が10例であった．自験例を

含め，術前に腎癌を疑い手術されるケースが多いが，悩ましい症例は

生検を施行し，不要な腎摘出による over treatment が回避されるべき

であると思われた．

後腎性腺腫の 1例 :武澤雄太，泉 浩二，中野泰斗，小中弘之，溝

上 敦，並木幹夫（金沢大），茂原明子（福井済生会） 症例は21歳，

女性．2014年 5月に突然の左腰背部痛を認め前医救急受診となった．

造影 CT にて 94×92×99 mm の左腎腫瘤を認め，悪性疾患が否定で

きなかったため精査加療目的に当科紹介となった．当科における画像

診断では明らかな遠隔転移を疑う所見は認めなかった．当科にて 7

月，腹腔鏡下左腎全摘除術を施行し，病理結果は後腎性腺腫であっ

た．後腎性腺腫はきわめて稀な腎腫瘍であり，本邦においてはこれま

でに35例の報告があるのみである．腎臓は中胚葉系の造後腎組織と尿

管芽から発生するが，この造後腎組織の一部が腎実質内に遺残し，後

にウィルムス腫瘍，非常に稀に後腎性腺腫が発生する場合があると考

えられている．病理組織学的に後腎性腺腫はウィルムス腫瘍，悪性度

の低い乳頭状腎細胞癌との鑑別診断が困難な場合がある．腎良性腫瘍

であると考えられているが，骨やリンパ節に転移した症例も報告され

ており，今後も慎重な経過観察が必要であると思われた．

特発性腎破裂をきたしたMarfan症候群の 1例 :松山聡子，島 崇，

川口昌平，瀬戸 親（富山県立中央），村田 明（同心臓血管外科），

望月健太郎（同放射線診断科），中西ゆう子（同病理） 40歳代，男

性．Marfan 症候群にて大動脈置換術後，脊髄梗塞をきたした．対麻

痺になったため，神経因性膀胱に対し，自己導尿指導を行った数日

後，突然のショックを認めた．造影 CT にて，左後腹膜腔への著明な

血腫を認めた．血管造影にて，左腎動脈末梢レベルの血管外漏出像を

複数認めたため，左腎動脈本幹を塞栓，翌日左腎摘出術と血腫除去術

を施行した．血腫培養では Klebsiella pneumoniae が検出された．病理

検査などを含め，明確な腎破裂の原因は不明である．本疾患におい

て，特発性腎破裂の報告は調べえた限りなく，尿路感染症が関与した

可能性もある．

左腎静脈再建により切除しえた後腹膜 Paraganglioma の 1例 : 伊

藤崇敏，加藤智規，野崎哲夫，小宮 顕，布施秀樹（富山大） 症例

は40歳台，女性．下腹部痛にて近医受診．腹部 CT にて腹部大動脈腹

側に径 4 cm の後腹膜腫瘍を認め，左腎静脈を腹側に圧排していた．

また右腎は萎縮し機能的単腎症例であった．MRI で腫瘍内腔に嚢胞

変性を認め，神経原性腫瘍が疑われた．内分泌学的検査では血中ノル

アドレナリンが高値であり，MIBG シンチグラフィーで後腹膜腫瘍に

一致して集積像を認め，後腹膜パラガングリオーマと診断された．術

中，腫瘍と左腎静脈との剥離が困難であり，左腎静脈を切断し腫瘍を

摘出．左腎静脈は端々吻合にて再建した．病理組織学的診断は，後腹

膜 paraganglioma であった．術後より降圧剤，糖尿病薬は中止され，

術後の eGFR も術前と同等であった．自験例は，人工血管を用いた

左腎静脈再建や，自家腎移植の可能性も想定した上で手術に臨んだ．

本疾患は外科的完全切除が治療の第一選択であり，想定しえるあらゆ

る状況を考慮して完全切除を目指す事が重要と思われた．

腹腔鏡下修復術を施行した尿管坐骨ヘルニアの 1例 :一松啓介，上

村吉穂，江川雅之（市立砺波総合） 患者は80歳代，女性．2014年 7

月右腎腫瘍加療目的に当科紹介受診，2 cm 大の右腎腫瘍を認め，同

月後腹膜鏡下根治的右腎摘除術を施行した．術後夜間より無尿とな

り，超音波検査で左水腎症を認めた．逆行性左尿管造影では左下部尿

管の外側への屈曲を認め，左尿管坐骨ヘルニアと診断，左尿管ステン

トを留置した． 1カ月後に尿管ステントを抜去したが左水腎症が再発

し左腎盂腎炎を来たしたため，左尿管ステントを再留置した．根治治

療として2014年11月に後腹膜鏡下左尿管ヘルニア修復術を施行した．

左尿管を剥離し，メッシュを用いてヘルニア門を閉鎖した．術後 2カ

月で尿管ステントを抜去，術後 4カ月の CT では再発は認めていな

い．

前立腺生検後精路感染を繰り返した 1例 :横井聡始，青木芳隆，谷

尾 信，伊藤秀明，大山伸幸，秋野裕信，横山 修（福井大） 症例

は62歳，男性．2014年 9 月他県病院にて PSA 16.0 mg/dl のため，経

直腸的前立腺生検を受けた．その後発熱を認め，TAZ/PIPC 投与と

なるが症状再発のため DRPM 投与．軽快退院となるが，本人希望に

て生検後27日目に当院紹介．生検後36日目に右精巣上体炎発症し

CTRX 投与．軽快退院となるも，生検後73日目に左精巣上体炎を発

症し MEPM 投与となる．73日目の培養にてキノロン耐性大腸菌を認

めた．その後症状軽快し，再発は認めていない．前立腺生検後の前立

腺炎は増加傾向との報告があり，直腸培養でのキノロン耐性菌の増加

も報告されている．便培養，直腸スワブによる培養検査や，生検後感

染のリスク因子の検討による適切な抗生剤投与が必要と思われた．

結節性多発動脈炎による急性陰嚢症の 1例 :小林久人，河野眞範，

小松和人，山岸瑞希，林 憲史，土山克樹，高田昌幸，片野健一，伊

藤正典，塚原健治（福井赤十字） 症例は48歳，男性，右下腹部痛を

主訴に当院受診．胃腸炎疑いで帰宅も，後日右陰嚢痛出現し再診．陰

嚢エコーで右精巣腫大，内部不均一で血流低下の所見．右精索捻転と

診断し，同日手術．精巣・精巣上体とも血色不良であったが，明らか

な捻転は認めず．血色の改善認めず，精巣摘出施行．病理で精巣，精

索の中型から大型の動脈壁にフィブリノイド壊死を伴う血管炎，精巣

の出血性梗塞を認め，結節性多発動脈炎の疑いと診断．その後の画像

検索では異常所見なく，血液検査でも ANCA，抗核抗体は陰性．当

院神経内科受診，右下肢の多発性単神経炎，筋力低下を認め，病理所

見と合わせ，結節性多発動脈炎と診断．プレドニゾロン 60 mg/日内

服開始し下肢症状は軽快した．急性陰嚢症で発見される結節性多発動

脈炎は稀なため報告する．

当院における腹腔鏡下尿膜管手術の臨床的検討 :門本 卓，重原一

慶，坂本次郎，宮城 徹，中嶋孝夫（石川県立中央） ［目的・方法］

2007年 4月∼2014年10月の間に，当院で尿膜管遺残症と診断され腹腔

鏡下尿膜管手術を施行された14例を対象に手術療法，手術成績，合併

症に関して後ろ向きに検討した．手術は右腹直筋外縁に沿った 3ポー

ト（カメラ 12 mm，鉗子 5 mm）で開始して，臍部を切開後に尿膜管

を摘出し，臍形成施行した．膀胱側の処置は吸収糸もしくはエンド

ループで縫合，処置していた．腹膜修復は行わなかった．［結果・考

察］平均手術時間は190分，出血量は少量，術後平均入院期間は 8 日

間であった．癒着が強く開腹に移行した 2例とカメラポート作成時に

小腸損傷を 1例認めた．手術時間の延長など課題も散見されたが大き

な合併症はなくおおむね安全に施行されていた．

前立腺推定体積 80 ml 以上の前立腺肥大症に対する低出力ホルミウ

ムレーザー前立腺核出術（HoLEP) : 四柳智嗣，大筆光夫，池田大助

（厚生連高岡） ［目的］2013年 6 月から2015年 3 月までに最大出力

30 W のホルミウムレーザー装置 Odyssey 30 で HoLEP を139例行っ

た．そのうちで前立腺体積 80 ml 以上の12例につき検討した．［方法］

年齢は平均72歳，前立腺体積は平均 107 ml．吉水らの『平岡・吉水
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式 HoLEP』（西日泌尿 74 : 313-321，2012）で行った．レーザー出力

は 20∼26.4 W．［結果］手術時間は平均108分，核出時間は60分，切

除重量は平均 57 g，術翌日の Hb 値の変化は −0.8 g/dl であった．周

術期に出血に関するトラブルはなく輸血は必要なかった．尿道カテー

テル抜去は術後1.9日であった．術前， 3カ月後でそれぞれ IPSS 19.5

→7.7，QOL index で 4.3→2.1，最大尿流率 4.6→24.7（ml/秒），残尿

量 195→21（ml）であった．腹圧性尿失禁，尿道狭窄を認めなかっ

た．［結論］平岡・吉水式 HoLEP であれば比較的大きな前立腺肥大

でも，結石治療用の低出力レーザーで合併症もなく安全に HoLEP が

行うことが可能であった．

生体腎移植ドナーガイドラインにおける Marginal donor の検討 :

鍬先晋平，井上慎也，中澤佑介，中井 暖，森田展代，橘 宏典，近

沢逸平，田中達朗，宮澤克人（金沢医大） ［目的］当施設の生体腎

移植者の術後長期の腎機能を中心とした予後を検討し，今回制定され

た生体腎移植のドナーガイドラインの妥当性を検討した．［方法］

1990年以降当施設において腎を提供し術後 1，5年目に術後検査を行

いえた32例を対象とした．対象をガイドラインに合致する19例と

marginal donor の13例に分類し 1，5年目の腎機能と対応するレシピ

エントの生着率を比較検討した．［結果，考察］両群とも術前に比し

て術後 1，5年目の腎機能は有意に低下していたが，Ccr は 50 ml/

min 以上であった．また，対応するレシピエントの生着率は両群とも

良好だった．ガイドラインはドナー，レシピエント両者に対して腎機

能の面に対して適切な指標と考えられた．

当院における腎移植100例の歩み : 瀬戸 親，松山聡子，島 崇，

川口昌平（富山県立中央），山端潤也，川端雅彦（同内科（腎・高血

圧）），上田哲之（同心臓血管外科） 当院では1975年 2月より2014年

11月までに100例の腎移植を経験した．1996年から献腎移植を開始，

2006年に50例目に到達した．以後，ABO 不適合移植の開始，ドナー

腎摘でのミニマム創手術の導入， 6歳未満ドナーから 2腎 1塊とする

献腎移植などがあった．免疫抑制剤は，2003年（40例目）から FK，

BXM，MMF，メドロールの 4剤を用いている．100例の内訳は生体

腎72例（うち ABO 不適合移植11例），献腎28例（心停止下26例，脳

死下 2 例）だった．BXM を導入した2003年以降の 5 年生着率，生存

率（生体腎・献腎合わせて）はそれぞれ96.8，93.6％であった．

医師会員，薬剤師会員を対象としたザルティア錠にまつわるアン

ケート調査の結果について :石浦嘉之，新倉 晋，沢木 勝（富山労

災），小泉久志（こいずみクリニック） ［目的］開業医や調剤薬剤師

の認識を確認し今後の適正な病診薬連携や薬物療法の普及に反映させ

る．［方法］当院周辺の医師会員，薬剤師会員へ調査票を郵送し，

FAX で回収．有効回答数は医師48，薬剤師62．［結果］調剤薬剤師は

全員が前立腺治療薬の処方経験あり．ザルティアがシアリスと同一で

あることや関連事項を 7割強が理解．開業医は多くが前立腺治療薬処

方の経験あり．ザルティアがシアリスと同一であることを半数が理

解．泌尿器科専門医による処方独占を 7割が肯定も， 3割が難色．尿

流測定検査実施 1名．エコーでの残尿測定実施 9名．前立腺エコー実

施 7名．［結語］一定の周知はあるものの，さらなる啓蒙が今後の病

診薬連携に必要であろう．

当院における精索静脈瘤手術の経験 : 青木芳隆，横井聡始，松田陽

介，伊藤秀明，大山伸幸，秋野裕信，横山 修（福井大） 当院での

精索静脈瘤に対する手術治療成績について検討した．対象は，2004年

12月∼2015年 1月に手術を受けた患者17名．対象者の年齢中央値28歳

（10∼60歳），主訴は男性不妊 6名，陰嚢痛11名，患側は左14名，両側

3 名，grade 2-3 だった．顕微鏡下低位結紮術にて精巣動脈は 2 本

（ 1∼ 3本），リンパ管は 4本（ 1∼ 6本）を温存．全例逆流は消失，

不妊例のうち 2例が精子濃度正常となり， 1例が自然妊娠で挙児を得

た．疼痛は全例消失を認めた．術後，陰嚢水腫や精巣萎縮は認めず．

以上より，顕微鏡下低位結紮術によって精索静脈瘤の症状改善が期待

されるが，事前に，その治療効果と有害事象についての十分な説明が

必要であると考えられた．

男性咽頭および尿路におけるヒトパピローマウィルス感染とその関

連性についての検討 :中嶋一史，八重樫 洋，並木幹夫（金沢大），重

原一慶（金沢大，石川県立中央），島村正喜（石川県立中央），川口昌

平（金沢大，富山県立中央），若月 晶（若月クリニック），小堀善友

（獨協医大越谷），中嶋和喜（中嶋医院），石井泰憲（石井クリニッ

ク），笹川寿之（金沢医大生殖周産期医学） ［目的］咽頭うがい液を

採取し咽頭 HPV 検出率について検討した．［対象と方法］男性患者

213例を対象とし，各患者から咽頭うがい液および尿検体を採取し

DNA 採取を行い，HPV の型判定を行い比較検討した．［結果］HPV

陽性率は，咽頭で18.8％，尿検体では22.1％であり，尿路 HPV 感染

が咽頭 HPV 感染の独立した危険因子であった．
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