
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<学会抄録>第448回日本泌尿器科学
会北陸地方会

<学会抄録>第448回日本泌尿器科学会北陸地方会. 泌尿器科紀要 2016,
62(2): 105-106

2016-02-29

http://hdl.handle.net/2433/209726

許諾条件により本文は2017/03/01に公開



学 会 抄 録

第448回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2015年 6月20日（土），於 ホテル金沢)

外傷を契機に尿路との交通が認められた巨大腎嚢胞の 1例 :浦田聡

子，加納 洋，島田貴史，中嶋一史，成本一隆，上野 悟，北川育

秀，溝上 敦，並木幹夫（金沢大） 症例は71歳，男性．転倒後より

血尿，左側腹部痛を認め，腎損傷が疑われ当院受診．画像検査にて尿

路との交通を認める左単純性腎嚢胞破裂と診断．左尿管ステント挿

入，抗生剤・止血剤投与にて保存的に経過観察し数日で血尿は改善，

受傷後 2カ月で嚢胞は消失， 3カ月で尿路との交通は閉鎖した．腎嚢

胞は頻度の高い疾患だが破裂は稀な病態であり，腎嚢胞破裂により尿

路との交通を認めた症例は本邦ではほとんど報告されていない．海外

では，腎嚢胞破裂により尿路との交通が認められた症例は約76％と報

告するものもあり，ありうる病態であった．保存的治療の適応と判断

された症例では，約85％で保存的加療のみで尿路との交通の完全閉鎖

が認められたとされており，われわれもこのような 1例を経験したと

思われた．

右腎茎部損傷と左尿管断裂を伴った外傷性胸腹部損傷の 1例 :奥村

昌央，森井章裕（黒部市民），桐山正人（同外科），米田憲二（同放射

線），加藤晴朗（信州大） 症例は25歳，男性．主訴は胸腹部痛．現

病歴は2011年 5月 9日作業中に網とローラーの間に体を巻きこまれ当

院へ救急搬送．CT にて両側血胸，肝損傷，腸管損傷，右腎茎部損

傷，左腎損傷，下大静脈損傷を認め胸腔ドレナージ後，外科で緊急手

術．術中，膵離断，肝損傷，胃離断，空腸離断，結腸損傷，後腹膜腔

血腫を認め脾合併膵体尾部切除，肝縫合，結腸左半切除，胃部分切

除，人工肛門造設術を行ったが右腎茎部損傷の処置は困難であった．

術後無尿となり血液透析を行い術後24日目に左水腎症に対し経皮的腎

瘻術施行．右腎は無機能となり左は 8 cm に及ぶ左尿管断裂があり信

州大学泌尿器科へ紹介し左下腎杯と左尿管の吻合術施行．2014年 5月

に当院外科で人工肛門閉鎖術が施行された．

術後に判明した多発乳頭状腎細胞癌の 1例 :島田貴史，島 崇，川

口昌平，瀬戸 親（富山県立中央） 60歳代，男性．PSA 高値の精

査目的に来院．腹部超音波で右腎腫瘤を認めた．造影 CT で最大径

45 mm の乳頭状腎細胞癌が疑われ，腹腔鏡下右腎摘除術を施行した．

病理診断の結果は乳頭状腎細胞癌であった．他に最大径 11 mm の乳

頭状腎細胞癌も認め，腎内多発であった．術前の CT を再確認する

と，放射線科医の読影では指摘されていなかったが，同定可能であっ

た．腎細胞癌の中でも，乳頭状腎細胞癌は多発する可能性が高いとさ

れており，より慎重に画像を評価すべきと考えられた．

尿管坐骨ヘルニアの 1例 : 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） ［症例］92歳，女性．左腰背部痛を主訴に，他院救命救急科を

受診となり，腹部CTにて左水腎症を認めたため当科に紹介受診と

なった．CT において左水腎症，左尿管拡張，坐骨孔へ突出する尿管

を認めており，尿管坐骨ヘルニアが疑われ，逆行性腎盂尿管造影にて

curlicue sign を示しており尿管坐骨ヘルニアと診断．逆行性にガイド

ワイヤーの挿入が可能であり，尿管の直線化が得られたため，尿管

DJ ステントを留置した． 1カ月後に CT 撮影したところ水腎症は改

善しており，さらに 1カ月後に尿管 DJ ステントを抜去した．その後

も超音波検査で水腎症は認めておらず，現在も再発なく経過中であ

る．［考察］尿管坐骨ヘルニアは稀な疾患であり，原因として梨状筋

の委縮や骨盤筋膜の脆弱などが考えられている．治療には外科的治

療，尿管ステント留置による修復，経過観察などがある．本症例は尿

管 DJ ステント留置により改善しえた．治療に関しては患者の状態，

年齢などを考慮に入れつつ決定する必要があると考えられた．

頻尿症状で発見された成人男性発症の尿管瘤の 1例 :兜 貴史，黒

川哲之，松田陽介，青木芳隆，伊藤秀明，横山 修（福井大） 頻尿

症状を契機に発見された成人男性の尿管瘤を経験した．症例は27歳男

性．頻尿を自覚し，当院救急部受診．採血や尿検査では特に異常は指

摘されなかった．しかし頻尿が増悪し当科受診．膀胱鏡で尿管瘤が確

認された．経尿道的両側尿管瘤レーザー切開術を施行．6 Fr 尿管カ

テーテルが挿入できる程度の切開とした．術後より頻尿症状は改善し

た．術後再発は確認されておらず，排尿時膀胱尿道造影で膀胱尿管逆

流（VUR）は認めていない．尿管瘤は主に小児で認められる疾患で

あり，性差は女性に多い．本邦で確認された成人男性発症の尿管瘤で

は13例目であった．経尿道的内視鏡的切開術では VUR を起こす危険

性が指摘されているが，小切開に留めることによって VUR の発生を

抑えることができた．症状も改善を認め有効と考える．

腹部大動脈瘤に対する人工血管置換術中の大量出血後に尿管損傷を

きたしたフォン・レックリングハウゼン病の 1例 :飯田裕朗，林 哲

章，伊藤崇敏，加藤智規，保田賢司，渡部明彦，藤内靖喜，小宮 顕

（富山大），武内克憲，山下昭雄（同第一外科） 症例 : 50歳代，男

性．既往歴 :高血圧症，仙髄髄膜瘤，フォン・レックリングハウゼン

病．経過 :当院血管外科にて2014年 3月に総腸骨∼腹部大動脈瘤に対

する人工血管置換術を施行．術中左総腸骨静脈損傷のため大量出血を

生じた．止血に難渋し左総腸骨，外腸骨静脈を結紮し止血に至った．

術後経過観察中に発熱持続したため CT 施行したところ尿管損傷が疑

われ当科紹介．DIP，RP で後腹膜腔への造影剤の漏出を認め左尿管

損傷と診断．腎瘻造設の後に全身状態安定を待ち左尿管結紮術を施行

した．考察 :血管破綻による失血死の報告例もあり手術・処置の際は

慎重な対応が必要である．

内分泌療法および経尿道的手術で治癒した膀胱子宮内膜症の 1例 :

中川朋美，坂本次郎，重原一慶，宮城 徹，中嶋孝夫（石川県立中

央），佐々木博正（同産婦人科），小林水緒，車谷 宏（同病理） 31

歳，女性．生理周期に伴う血尿，排尿時痛で当科を受診．膀胱炎とし

て加療されたが再燃，経膣超音波検査にて子宮体部前壁に接して膀胱

内腔に突出する多嚢胞性腫瘍，膀胱鏡で後壁に blueberry spot を伴う

腫瘤を認め膀胱子宮内膜症と診断．まずは産婦人科にて LHRH アゴ

ニスト，続いてダナゾールによる内分泌治療を施行し，腫瘍が縮小し

たため，外科的加療として経尿道的膀胱腫瘍摘出術（TURBT）を施

行した．術後半年の内分泌治療を施行し，その後症状の再発は認めて

いない．外科的介入では膀胱部分切除が第一選択とされることが多い

疾患だが，術前後の内分泌療法を併用することにより症例によっては

TUR も治療の選択肢となりえると考えられた．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術と前立腺密封小線源療法後の

I-PSS の変化についての比較検討 : 松田陽介，伊藤秀明，青木芳隆，

山内寛喜，黒川哲之，多賀峰克，横山 修（福井大），大山伸幸（大

山クリニック） ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）と

前立腺密封小線源療法（brachytherapy）単独治療後の I-PSS の経過を

治療前と治療 1，3，6，12カ月後で比較した．I-PSS 総スコア，

QOL スコアはいずれの治療症例でも治療 1カ月後に最も悪化し，以

後改善した．RALP 症例は治療 6カ月後で I-PSS 総スコア，QOL ス

コアが治療前値に回復したが，brachytherapy 症例は12カ月後でも回

復しなかった．RALP 症例では閉塞症状スコアに有意な変化がなく，

治療 1 カ月後の刺激症状スコアは悪化したが速やかに回復した．

Brachytherapy 症例では閉塞症状，刺激症状スコアともに回復が遷延

した．Brachytherapy 症例で12カ月時点での閉塞症状スコアと QOL

スコアの回復に影響する因子は治療前の QOL スコアであった．

前立腺生検における MRI-PIRADS scoring による評価の有用性につ

いての検討 : 町岡一顕，北川育秀，溝上 敦，並木幹夫（金沢大附

属），吉田耕太郎，池野 宏，戸島史仁，扇 尚弘，蒲田敏文（同放

射線） 前立腺癌に対する MRI 所見の評価基準として，European

Society of Urogenital Radiology（ESUR）は2012年に PIRADS（prostate

imaging reporting and data system）という評価基準を提唱した．以降，

これを用いて前立腺癌患者の MRI を評価した研究が数多く報告され
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ている．今回われわれは当院で前立腺生検を施行された患者のデータ

を解析し，PIRADS score が経直腸的超音波ガイド下の前立腺生検で

の癌診断予測に有効であるかを検討した．前立腺癌陽性であった患者

の score の平均値は11.97であり，陰性患者は7.7であった．また，各

gleason score（GS）別にみたところ，GS が大きいほど，PIRADS

score も大きい値となっていた．系統的生検であったとしても score

によって感度，特異度などに変化がみられ，生検前の MRI によって

生検結果をある程度予測することが可能であると考えられた．

当院における腹腔鏡下仙骨膣固定術の短期治療成績 : 上村吉穂，一

松啓介，江川雅之（砺波総合），中出恭平，野島俊二（同産婦人科），

田畑 敏（同大腸肛門科），酒井晨秀（南砺市民） ［緒言］当院で施

行した腹腔鏡下仙骨膣固定術（LSC）の短期治療成績を報告する．

［対象と方法］2013年 6月から2015年 5月末まで，LSC を施行した47

例中，術後 6カ月以上が経過した30例を対象とした．解剖学的評価

（POP-Q），機能的評価（アンケート調査 : P-QOL など）を行った．

［結果］平均年齢69歳．手術時間（中央値）264分，出血量（中央値）

0 g．30例中 1例のみ，POP-Q stage II の POP 再発を認めた．下部尿

路症状と骨盤臓器脱症状は有意な改善を認めたが，排便症状は有意な

変化を認めなかった．骨盤臓器脱に伴う QOL および全般的 QOL 共

に，有意な改善を認めた．［結語］LSC は骨盤臓器脱に対して有用な

術式である．
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