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学 会 抄 録

第64回日本泌尿器科学会中部総会

(2014年10月17日（金)∼19日（日），於 アクトシティ浜松 コングレスセンター)

一般演題・口演

尿失禁を契機に診断された Behcet 病による尿道膣瘻に対し Mar-

tius labial-rotation flap で修復した 1例 : 寺本咲子，成島雅博，高木

康治，小嶋一平，下地敏雄（名鉄） Behcet 病は口腔粘膜潰瘍，皮

膚・眼症状，外陰部潰瘍を主症状とする疾患で，稀に尿道膣瘻の原因

となる．今回われわれは，尿失禁を契機に診断された Behcet 病によ

る尿道膣瘻に対し，Martius labial-rotation flap で修復した症例を経験

したので報告する．症例は Behcet 病の既往がある66歳，女性．以前

より軽度の尿失禁を自覚していたが，近年真性尿失禁が悪化したため

当科受診．精査で後部尿道と前部尿道に大小の瘻孔を計 2カ所認め

た．前部尿道の瘻孔は小さく外尿道口と近接していたため保存的と

し，後部尿道の瘻孔に対し Martius labial-rotation flap を用いた瘻孔閉

鎖術を施行した．術後パッドフリーとなり 6カ月経った現在も再発を

認めていない．

経膣メッシュ手術1,600例の検討 :栗林正人，鍬田知子，田谷正樹，

加藤稚佳子，竹山政美（泉北藤井），成本一隆，中川朋美，浦田聡子，

北川育秀，並木幹夫（金沢大） ［緒言］経膣メッシュ手術（TVM）

は，正しい理解と技術に基づいて行うことで満足する結果を提供でき

ると考えられる．［対象・術式］症例は stage 2 以上の骨盤臓器脱患者

1,604例．年齢は68.4歳，出産回数は2.3回，閉経年齢は50.3歳．メッ

シュは gynemesh PS を使用した．［結果］術式は前膣壁メッシュ725

例，後膣壁メッシュ71例，前後膣壁メッシュ521例，一体型メッシュ

200例であった．手術時間は68.4分 出血量は 38.0 ml．術中合併症

は膀胱損傷30例（1.87％），300 ml 以上の出血 7 例（0.44％），骨盤

内血腫 8例（0.49％）であった．［結語］経膣メッシュ手術は正しい

剥離と穿刺によって安全に行うことが可能と考える．

当院における中部尿道スリング手術300例の治療成績 : 栗林正人，

鍬田知子，田谷正樹，竹山政美（医療法人良秀会泉北藤井），加藤稚

佳子（梅田ガーデンシティ女性クリニック），成本一隆（金沢大）

［緒言］当院における中部尿道スリング手術の治療成績を報告する．

［対象］2010年 1 月より2014年 2 月までの期間に施行した300例

（TVT 197例，TOT 103例）．［結果］患者年齢は平均64.6歳，術前

パッドテストは中央値 10 g（0∼478 g）．平均手術時間は有意に TOT

群が短かったが（P＝0.022），出血量に有意差は認めなかった．術中

合併症は膀胱損傷 2 例（TVT，TOT 各 1 例）と骨盤内血腫 2 例

（TVT）のみで，重篤な合併症は認めなかった．主観的評価では TVT

群が TOT 群より有意に高い治療効果を示したが， 1時間パッドテス

トによる客観的評価では有意差を認めなかった．［考察］症例に応じ

た術式選択を可能とすべく，両術式に習熟することが望ましいと思わ

れた．

尿道周囲膿瘍による尿道閉塞に対して口腔粘膜による二期的尿道再

建を施行した 1例 :辻 克和，加藤 隆，佐野優太，坂元史稔，鶴田

勝久，小松智徳，木村 亨，絹川常郎（独立行政法人地域医療機能推

進機構中京），山本徳則（名古屋大） 68歳，男性．他院で2011年 3

月に TUR-Bt 施行後に会陰部膿瘍を生じ膀胱瘻を造設．その後尿道閉

塞となり，膀胱瘻で管理されていたが2013年 9月尿道再建目的にて当

院初診．膀胱瘻および外尿道口からの内視鏡と造影検査で振子部の約

40 mm の尿道欠損が診断された．2013年11月一次手術を施行．瘢痕

化した尿道を切除したところ欠損尿道は 50 mm となり，陰茎海綿体

に口腔粘膜を張り付け尿道前壁を作成した． 6カ月後，移植した口腔

粘膜に別の口腔粘膜をオンレイして 60 mm の尿道を形成した．術後

創感染や瘻孔形成なく自排尿可能となった．口腔粘膜を用いた二期的

尿道形成は欠損が長く感染リスクの高い尿道再建に有用である．

人工尿道括約筋植え込み術の初期経験 :今井 伸，袴田康宏，神田

裕佳，杉浦皓太，米田達明（聖隷浜松），吉田将士（よしだ泌尿器科

クリニック），佐藤 敦，工藤真哉（竜洋クリニック） ［目的］当院

で施行した人工尿道括約筋（AMS800）植え込み術の治療成績につい

て報告する．［対象と方法］2013年 8月∼2014年 7月の間に，前立腺

全摘除術後の重症尿失禁を有する 5例に，人工尿道括約筋植え込み術

を施行した．平均年齢は75歳（72∼78歳）． 3例はコラーゲン注入療

法が施行されていた．前立腺全摘から植え込み術までの期間は平均

81.6カ月であった．［結果］手術時間は151分（139∼176分）で，術後

の経過観察期間は全例 1年未満だが，現在まで合併症はみられていな

い． 1日の pad の平均使用枚数は，術前の5.4枚から0.6枚と著明に

改善していた．［結論］人工尿道括約筋植え込み術は，男性重症尿失

禁に対するきわめて有効な治療法である．

当院における前立腺癌術後の尿失禁に対する人工尿道括約筋埋込術

の経験 : 濱川 隆，佐々木昌一，窪田泰江，林 祐太郎，郡 健二郎

（名古屋市大） ［背景］前立腺全摘除術の合併症には術後尿失禁があ

り，重度の場合は人工尿道括約筋埋込術が適応となる．当院で施行し

た人工尿道括約筋埋込術について検討した．［対象と方法］2013年 3

月から2014年 6月までに人工尿道括約筋埋込術を施行した患者 9人を

対象とし，術前後の尿失禁の変化を評価した．［結果］術前後の 1日

パッド使用枚数は平均7.0枚から平均0.6枚へ， 1時間パッドテストは

平均 172.8 ml から平均 5.7 ml へと改善した．手術時間は平均116.4

分で，術中，術後ともに合併症は認めなかった．［考察・結論］人工

尿道括約筋埋込術によって，著明な尿失禁の改善が得られた．本術式

は短期的には有用で安全な治療と考えられた．

人工尿道括約筋植込術トラブル症例の報告 :森澤洋介（奈良県立医

大，たかしま泌尿器科），鳥本一匡，堀 俊太，岩本崇史，尾張拓也，

青木勝也，田中宣道，藤本清秀（奈良県立医大），高島健次（たかし

ま泌尿器科） ［症例 1］63歳，男性．1990年より 2型糖尿病．1994

年転落事故で脊髄損傷（Th 12 以下）および馬尾神経損傷．2005年右

MRSA 化膿性膝関節炎のため右下肢切断．1999・2010年左坐骨部褥

瘡手術．2006年肛門周囲膿瘍手術．2012年12月人工尿道括約筋

（AUS）植込術．術後尿瘻から感染を続発，経皮的膀胱瘻を造設し保

存的治療を試みたが改善なく，2013年 4月に AUS 摘出．［症例 2］

58歳，男性．2011年 6月前立腺全摘除術を受け，術後出血から感染を

続発．2013年 6 月 AUS 植込術を施行したが術中尿道損傷のため中

止．尿道カテーテルを 4週間留置後，同年10月 AUS 植込術を行い成

功．

腎門部腫瘍に対する開放およびロボット支援腎部分切除術の臨床的

検討 :三宅秀明，日向信之，今井聡士，古川順也，村蒔基次，田中一

志，藤澤正人（神戸大） 当科にて腎門部腫瘍に対し開放（OPN）

およびロボット支援（RAPN）腎部分切除術を施行した，それぞれ15

および16例の臨床成績を比較検討した．両群間に，BMI，ASA score，

腫瘍径および RENAL score などの背景因子に有意差を認めなかった．

手術時間は OPN 群が有意に短く，出血量は RAPN 群が有意に少な

かったが，阻血時間，術後 eGFR，eGFR の低下度および合併症の出

現頻度は，両群間に有意差を認めなかった．術後歩行開始，摂食開始

および退院許可までの期間は，いずれも RAPN 群が有意に短かった．

また，両群とも切除断端は全例陰性であった．以上より，RAPN は

腎門部腫瘍に対しても，低侵襲に OPN と同等の成績で部分切除術の

施行が可能であった．

ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の初期経験 : 南 幸一郎，内本

泰三，斉藤賢吉，高井朋聡，反田直希，高原 健，稲元輝生，能見勇

人，木山 賢，東 治人（大阪医大） 近年，小径腎腫瘍に対する手

術療法は腹腔鏡下腎部分切除術が主流となっている．当施設では2014

年 3月より小径腎腫瘍に対して，da Vinci を用いたロボット支援腹腔

鏡下腎部分切除術（RALPN）を開始し， 7例の RALPN を施行した．

その初期経験を報告する．
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選択的動脈遮断下に腹腔鏡下腎部分切除術を施行した 1例 :寺川智

章，吉村光司（兵庫県立柏原），田中浩之，井上隆朗（兵庫県立がん

セ） 62歳，女性．子宮癌術後 4年目，フォローの CT で左腎下極腹

側に 20 mm 大の腫瘍を認め，cT1aN0M0 腎細胞癌と診断．術前の 3D

CT angiography（3DCTA）で，腫瘍に流入する腎動脈分枝が同定で

きたため，選択的動脈遮断による腎部分切除術を予定した．腹腔鏡下

手術所見で，3DCTA 再構築画像に一致し，腫瘍流入血管が同定でき

たため，この動脈分枝のみを切断し，腎部分切除術を施行した．出血

量は少量で，術前後で腎機能に著変なかった．術前に 3DCTA で腫瘍

流入血管が同定できる症例では，腹腔鏡下でも選択的動脈遮断をする

ことで安全に部分切除が行え，また術後腎機能温存に寄与すると考え

られた．

当院における体腔鏡下腎部分切除術の臨床的検討 :岩井秀憲，白水

翼，長沼英和，筒井顕郎，原野正彦（JCHO 九州） ［目的］当院で

も低侵襲化を考慮し体腔鏡下腎部分切除術の適応を広げている．今

回，当院での体腔鏡下腎部分切除（LPN）について開腹腎部分切除

（OPN）と比較検討した．［対象］2008年 7月より2014年 6月までに

当院で腎部分切除を行った OPN 68例，LPN 18例（経腹 9例，経後腹

膜 9例）［結果］OPN，LPN の手術時間（中央値）は165分，149分，

出血量は 130，28.5 ml，阻血時間は38，31分，術後 1カ月後の eGFR

は 59，66 ml/min だった．LPN から開腹移行は 1 例で，合併症は

OPN では胸膜損傷 1例や仮性動脈瘤 1例など 5例，LPN は無気肺な

ど 2例だった．全症例で再発は認めなかった．［考察］体腔鏡下腎部

分切除術は低侵襲かつ腎機能保護の面でも有用であった．

転移性腎癌に対する分子標的薬の逐次治療の検討 :山田 徹，藤本

祥太，土屋邦洋，石田健一郎，谷口光宏，高橋義人（岐阜県総合医療

セ） ［目的］腎癌への分子標的薬 TKI と mTORi の逐次療法の比較

［対象と方法］2006年12月から2014年 6月までの転移性腎癌29例中，

1st∼2nd line の逐次投与が TKI-TKI（T-T）群12例と TKI-mTORi

（T-M）群 5例を比較検討［結果］投与期間中央値は，全例で16.0カ

月，T-T 群は21.0カ月，T-M 群は31.0カ月（有意差なし）．投薬開始

からの生存期間中央値は，全例で20.9カ月，T-T 群は25.2カ月，T-

M 群は31.0カ月（有意差なし）．生存期間 3年以上は11例あり，TKI

系のみが 5例，TKI と mTORi 両剤投与が 5例あり［考察・結論］

T-T 群と T-M 群では生存期間に有意差を認めず，T-T 群にはその後

mTORi にて生存期間を延長している症例を認めた．効果ある薬を安

全に変更していくことが重要である．

当院における転移性乳頭状腎細胞癌に対する分子標的薬の臨床的検

討 :岩西利親，石津谷祐，山口唯一郎，中井康友，中山雅志，垣本健

一，西村和郎（大阪府立成人病セ） ［目的］転移性乳頭状腎細胞癌

に対する分子標的薬の臨床的検討を行った．［対象］2008年 7月以降

に分子標的薬投与した 8例（favorable 1例，intermediate 6例，poor

1 例 MSKCC 分類）．［結果］1st line の薬剤，症例数，投与期間中

央値はおのおの sunitinib 7例 7カ月（0.5∼10），sorafenib 1例11カ

月．2nd line 以降は sunitinib 3例10カ月（ 6∼14），sorafenib 1例 7

カ月，axitinib 4例4.5カ月（ 2∼16），temsirolimus 2例 6カ月（ 4∼

8），everolimus 3 例 3 カ月（0.5∼ 7）．OS 中央値は18カ月（7∼

35.5）．［結論］転移性乳頭状腎細胞癌は淡明細胞癌に比し，分子標的

薬の効果が低いことが示唆された．

転移性腎癌に対する新規分子標的薬パゾパニブの使用経験 : 山本

豊，橋本 士，安富正悟，大関孝之，斎藤允孝，清水信貴，南 高

文，野沢昌弘，能勢和宏，吉村一宏，植村天受（近畿大） 本邦で

2014年 3月から使用可能となった転移性腎癌に対する新規分子標的薬

パゾパニブの使用経験を報告する．対象は当科にてパゾパニブを投与

した転移性腎癌症例20例．年齢の中央値は69歳，性別は男性16例，女

性 4例，MSKCC リスク分類は favorable 3例，intermediate 15例およ

び poor 2例，18例に腎摘除術を施行し，first line での導入が 8例，

second line 以上での導入が12例であった．治療効果および有害事象に

関する検討を行ったので報告する．

転移性腎癌に対するパゾパニブの初期治療経験 :大石正勝，本郷文

弥，上田 崇，山田恭弘，中西弘之，中村晃和，納谷佳男，沖原宏

治，三木恒治（京都府立医大） ［目的］転移性腎細胞癌に対し，

2014年 4月よりパゾパニブ治療を開始しており初期治療経験について

検討した．［対象・方法］2014年 7月までに 7例に対して投与した．

男性 6 例，女性 1 例．年齢は44∼80歳（中央値73）．開始投与量は

400∼800 mg（平均 680 mg）．投与期間は0.5∼ 4 カ月（中央値 1 カ

月）．全例腎摘除術を施行されていた．前治療は免疫療法を含め，

2∼ 7剤（中央値 4），MSKCC 分類は fav 3，int 3，por 1 であった．

［結果］ 6例が継続中． 1例は有害事象で中止．G3 以上の有害事象

は血小板減少が 1例であった．効果判定が可能であった 2例について

は PR が 1例，SD が 1例であった．さらに観察期間を延長し報告す

る予定である．

前立腺体積からみたデュタステリド 1年投与の治療効果 :鈴木孝

尚，大塚篤史，本山大輔，杉山貴之，永田仁夫，石井保夫，古瀬

洋，大園誠一郎（浜松医大），谷島崇史，中西利方（市立湖西），青木

高広（新城市民） ［目的］デュタステリドの治療効果につき，投与

前の前立腺体積の面から検討した．［対象・方法］ 3カ月以上の α1

遮断薬投与後にデュタステリドを追加して 1年の経過を観察した132

例の BPH 患者を対象とし，デュタステリド投与前と投与 1 年後の

PV，Qmax，VV，PVR，IPSS，QOL，PSA の変化を統計学的に解析

した．［結果］平均年齢は73.3歳．PV が 50 ml 未満の79例と 50 ml 以

上の53例との 2群にわけて，デュタステリド投与前と投与 1年後の測

定値の変化量・変化率を解析したが，いずれの項目においても 2群間

に有意差は認めなかった．［結語］デュタステリド 1年の投与におい

ては，投与前の前立腺体積にかかわらず，同程度の治療効果が認めら

れることが示唆された．

前立腺肥大症患者におけるナフトピジルとシロドシンの有効性と安

全性の比較検討試験 :石田貴史，蟹本雄右，中根慶太（中東遠総合医

療セ），大園誠一郎（浜松医大） 前立腺肥大症に対する治療におい

て，α1 サブタイプに対する治療効果の違いが報告されている．今回

われわれは α1D 選択性のナフトピジルまたは α1A 選択性のシロドシ

ンを使用した場合の臨床効果を比較検討するとともに安全性も確認し

た．前立腺肥大症患者を無作為にナフトピジル群とシロドシン群の 2

群に割り付け， 4，12週間後に CLSS，残尿量，有害事象を評価し

た．両群ともに CLSS 合計点，QOL スコア，Qmax は有意に改善し，

両群間に差はなかった．観察期間中の有害事象はナフトピジル群で

8.8％，シロドシン群で8.3％に認めた．ナフトピジルとシロドシン

は，ほぼ同等の有効性と安全性を有すると考えられた．

前治療抵抗性 BPH/LUTS に対するタダラフィルの初期使用成績 :

永江浩史（ながえ前立腺ケアクリニック） ［目的］前治療抵抗性

BPH/LUTS 患者に対するタダラフィルの初期使用経験を報告する．

［対象と方法］対象はタダラフィル（T）5 mg/日投与で12週観察し得

た15例（平均年齢72.5歳），平均前立腺容積 57.6 ml．前治療 :全例

α1 遮断薬（全例T開始時に中止）．単独 4例，デュタステリド併用 9

例，OAB 治療薬併用 5 例．Qmax，残尿量，IPSS，QOL index，

OABSS の変化（前 /4 W/8 W/12 W）を検討した．［結果］Qmax

（ml/sec) : 10.9/10.9/10.4/10.1，残尿（ml) : 48.7/53.2/45.5/61.2，

IPSS-total : 11.9/10.8/9.6/9.1，QOL : 3.6/3.0/3.1/2.9，OABSS-

total : 5.2/4.6/4.7/．［考察］タダラフィルは前治療抵抗性 BPH/

LUTS の症状緩和に有効である．SF36 の推移と併せて報告する．

前立腺肥大症に合併した OAB に対する TUR-P の治療効果 :矢田

康文，吉田和彦，小島宗門（名古屋），早瀬喜正（丸善クリニック）

［目的］前立腺肥大症に合併した OAB に対する TUR-P の治療効果に

ついて自験例を用いて検討した．［方法］当院で TUR-P を施行した

186名（69.2±7.2歳）を対象とし，術前と術後 3カ月を比較した．

OAB の診断には OABSS を用いた．有効度判定には術後 QOL index

を用いた．［結果］186名中122名（66％）が術前に OAB を有してお

り，内60名（49％）が術後も消失していなかった．術前 OAB がな

かった64名中16名（25％）が新たに術後 OAB と診断された．術後有

効度判定では186名中137名（74％）が有効，49名（26％）が無効で

あった．術後 OAB なし群が，あり群に比べて有意に有効度が高かっ

た．［考察］TUR-P による OAB の改善には限界があることが判明し

た．

当院における光選択式前立腺レーザー蒸散術（PVP）の初期経験 :

杉浦皓太，袴田康宏，神田裕佳，大久保和樹，今井 伸，米田達明，

工藤真哉（聖隷浜松），永江浩史（ながえ前立腺ケアクリニック），佐
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藤 敦（竜洋クリニック），吉田将士（よしだ泌尿器科クリニック）

［目的］2013年 8月に Green Light HPS を導入したので短期成績を報

告する．［対象と方法］2013年 8月より PVP を施行した52例を対象と

した．IPSS，QOL スコア，最大尿流量，残尿量を術前後で比較検討

した．［結果］平均年齢は72.3歳，前立腺体積は 51.4 ml，術前 PSA

は 4.87 ng/ml．平均手術時間は107分，レーザー照射時間は48分．カ

テーテル留置期間は1.1日，入院期間は4.5日．術前，術後 1，3，6

カ月の IPSS，QOL スコア，最大尿流量，残尿量はそれぞれ有意に改

善を認めた．術後合併症は，尿閉13例，尿失禁 4例，尿道狭窄と尿路

感染症を各 1例に認めた．［結論］HPS-PVP は術後早期より良好な治

療効果を認め，満足度の高い治療法である．

HoLEP における en-bloc 核出法の有用性の検討∼従来の 3 lobe 法

との比較 : 三浦徹也，遠藤貴人，吉行一馬，結縁敬治，山下真寿男

（神鋼） ［方法］当院で単一術者にて施行した HoLEP のうち，en-

bloc 法11例，3 lobe 法38例を対象とし周術期パラメータで比較を行っ

た．［結果］摘除重量，回収時間，回収効率においては両者に有意差

は認めなかったが，手術時間，核出時間，使用エネルギー量は en-

bloc 法，3 lobe 法の順でそれぞれ平均値で，78 vs 97.1分，26.7 vs

42.3分，99.1 vs 131.6 KJ と有意に en-bloc 法で少ない傾向にあった．

［結論］en-bloc 法は手術時間の短縮につながりより低侵襲な治療を可

能にする術式と考えられた．また従来の 3 lobe 法に習熟した術者であ

れば en-bloc 法の手技の習得は容易であった．さらに初心者における

手技の習得期間も従来法より短縮できると考えられた．

前立腺検診データからみた年齢階層別 PSA 基準値についての検

討 :北川育秀，澤田樹佳，泉 浩二，溝上 敦，並木幹夫（金沢大），

中嶋和喜，越田 潔，中嶋孝夫，宮崎公臣（金沢市医師会） ［目的］

金沢市の前立腺検診データにて年齢階層別 PSA 基準値について検討

した．［方法］金沢市では54∼75歳の男性を対象に PSA を使用した前

立腺検診を施行している．2013年までに受診した延べ69,028人につい

て年齢別の PSA 値分布と癌発見率を検討し，至適カットオフ値を算

出した．発見された癌症例については PSA 値別に臨床的特徴を検討

した．［結果］期間中に549人の癌が発見され，PSA 至適カットオフ

値は 2.3∼2.6 ng/ml であった．ガイドライン基準値よりも低い値で

発見された137例のうち，80例（58.4％）は臨床的に意味のある癌と

考えられた．［結論］PSA 至適カットオフはガイドライン基準値より

低い可能性があると考えられた．

前立腺癌の過剰診断を避ける個別化された PSA カットオフ値の有

用性の検証 :金尾健人，森永慎吾，村松洋行，梶川圭史，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），小森 理，江口真透（統計数理研究所） ［目

的］最近報告された過剰診断を避けるための個別化された PSA カッ

トオフ値の有用性を検証した．［方法］当院で過去に前立腺生検を施

行した72例を対象とした．PSA F/T 比，TZ volume，生検回数から得

られた PSA カットオフ値を用いて生検の適応を決定した場合に，

中・高リスク癌の見逃しなく，低リスク癌や非癌に対する生検を減ら

せるかどうか検討した．［結果］個別化されたカットオフ値を使用す

ると，中・高リスク癌の見逃しは19例中 2例で，非癌38例中10例，低

リスク癌15例中 3例の生検が回避できた．［結論］個別化された PSA

カットオフ cut off 値は過剰診断や不必要な生検の回避に有用かもし

れない．

前立腺癌診断における生検コア腫瘍量の有用性の検討 :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］臨床上意義のない前立腺癌の識別に生検コア腫瘍量がどの程

度有用か検討した．［方法］当院において経直腸針生検および前立腺

全摘除術を施行した54例を対象とした．生検標本から陽性コア本数，

最大腫瘍長，最大腫瘍占拠率，合計腫瘍長を測定した．腫瘍体積が

0.5 cc 以下の前立腺癌の識別における，これら生検腫瘍量の有用性

を，ROC 分析を用いて検討した．［結果］54例中腫瘍体積が 0.5 cc

以下の前立腺癌は12例であり，AUC は陽性コア本数 : 0.80，最大腫

瘍長 : 0.84，最大腫瘍占拠率 : 0.82，合計腫瘍長 : 0.90であった．

［結論］腫瘍体積 0.5 cc 以下の前立腺癌の識別には合計腫瘍長が最も

有用であった．

前立腺全摘後再発症例に対する間欠的内分泌療法の有効性につい

て :丸 晋太朗，高橋一成，毛利 学，内野秀紀，佐澤 陽（帯広厚

生） ［目的］前立腺全摘後の PSA 再発例に LHRH アゴニスト

（LHRH）による間欠的内分泌療法（IAD）を施行し LHRH を十分休

薬可能な症例を検討．［方法］対象は1988∼2011年に前立腺全摘術を

施行後，PSA 再発に対し IAD を施行した53例．IAD 期間中に LHRH

が60％以上の期間休薬出来た症例（可能群）と，40％未満の症例（不

可能群）の 2群間で検討．［結果］全摘後から IAD 開始までの期間が

36カ月以上の症例は不可能群46.7％に対して可能群78.3％で有意に多

かった．また初回 IAD 休薬期間12カ月以上の症例は不可能群57.1％

に対して可能群92.3％で有意に多かった．［結語］IAD 開始前期間や

初回 IAD 休薬期間が長期の症例では LHRH の十分な休薬が可能であ

り，IAD が特に有効だった．

アゴニストからアンタゴニストへの切り替え症例のテストステロン

値の変動に対する PSA 値の推移の検討 :畑中祐二，菊池 尭，今西

正昭（済生会富田林） ［目的］切り替え症例のテストステロン（T）

値の変動と PSA 値の推移，副作用について検討する．［対象］内分泌

治療中 6例，DTx 治療中 5例，hot flash が原因の 2例の計13症例につ

いて検討した．［成績］切り替え後の観察期間の中央値は10カ月．T

値/PSA 値の中央値は，切り替え前 0.2 ng/ml/10.2 ng/ml，切り替え

後 0.13 ng/ml/17.7 ng/ml．12症例に T値のさらなる低下を認め，

PSA 値の低下は内分泌治療 2 症例，DTx 治療 1 症例に認めた．［結

論］切り替え後 T値がさらに減少し PSA が低下するケースがあり

PSA 再燃時の治療の 1つとして有効であると示唆された．ただし切

り替え時には注射部位の疼痛，腫脹などについて十分な説明が必要で

ある．

有骨転移前立腺癌に対する治療成績 :中澤成晃，中野剛佑，中川勝

弘，岸川英史，西村憲二（兵庫県立西宮） 2008年 4月 1日より2014

年 2月 1日までに1,192例の前立腺生検を施行．うち512例（42.9％）

に前立腺癌を認め，98例（8.2％）は骨転移を認めた．今回骨転移の

診断における BONENAVI での ANN の値に関して retrospective に検

討した．骨転移を有する群の ANN はで 0.91±0.27 あったが，骨転

移を有しない群では 0.29±0.31 であり，有意差を認めた．有骨転移

前立腺癌患者98例の特徴は，年齢75±7.7歳で，initial PSA 102.83±

92.36 ng/ml であった．Gleason score は 7（9.2％），8（23.7％），9

（48.4％），10（18.5％）で，cT stage は 2（35.7％），3（44.9％），4

（10.2％）であった．98例中28例が経過中に CRPC となり，14例が癌

死した．有骨転移前立腺癌患者の OS は 31M で，PFS は 27M であっ

た．

岐阜県東濃地域における前立腺癌の現状―第 4報― :大村政治，高

士宗久，服部毅之，桃井 守，小出卓也，高羽秀典，大菅昭秀，金井

茂，原 浩司，青木重之，山田芳彰，彦坂和信，田中利幸，七浦広志

（東濃前立腺研究会） ［目的］東濃地域の新規前立腺癌に関する臨床

的検討．［方法］東濃 5病院で2013年 1∼12月に新規に前立腺癌と診

断された症例を調査票から解析した．［結果］新規前立腺癌は176名

で，50∼90歳（平均71.8歳）であった．Gleason score は GS 6 以下46

例，GS 7 86例，GS 8 以上109例であった．T分類の内訳は，T1c 92

例，T2 104例，T3 38例，T4 6例であった．また D’Amico 分類別の

治療法は低リスク群（n＝18) ; RT 7例，RP 6例，HT 5例，中リ

スク群（n＝43) ; HT 15例，RP 11例，HT＋RT 10例，高リスク群

（n＝109) ; HT 58例，HT＋RT 21例であった．［結論］前立腺癌リス

クと患者の希望を考慮した治療が施行されていた．

薬剤師外来を中心に実践する前立腺癌 ADT の支持療法 : 前堀直

美，永江浩史（ながえ前立腺ケアクリニック） ［目的］前立腺癌

ADT 患者の QOL と治療満足向上には，アンドロゲン除去に伴う副

作用の制御が不可欠である．薬剤師外来で行う支持療法補助につき報

告する．［対象と方法］対象は LHRH agonist（antagonist）投与患者

182例（年齢74.5歳）．薬剤師外来 : 来院・採血後に注射部痛，hot

flush，疲労倦怠感，体重増加，乳房異常，呼吸器症状を評価（2014年

4月 VAS 導入)→改善希望症状への処方設計・提案→医師診察で決

定．［処方設計実績］注射部痛（antagonist 28例） 5例（17.8％），hot

flush 14例（7. 6％），疲労倦怠感 21例（11. 5％），体重増加 1 例

（0.5％），乳房異常・呼吸器症状 0％［結論］前立腺癌 ADT の支持

療法における薬剤師の介入意義は大きい．
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PSA 監視療法中の PSA 上昇に対して，柑橘成分抽出液成分が低下

をもたらした前立腺癌の 1例 :影山慎二，塩 暢夫（かげやま医院），

速水慎介（藤枝市立総合），大村政治（おおむらクリニック），山田静

雄（静岡県立大薬食研究推進セ），須澤美智子（ミヤウチ柑橘研究

所） 症例は70歳，男性．60歳のときに PSA が 6.4 ng/ml のため他

院で前立腺生検．T2aN0M0，G3＋4 で，経過観察開始．62歳時に再

生検．やはり G3＋4 のため経過観察継続．PSA は 7.2 ng/ml 以上に

はならなかった．69歳で PSA が 10 ng/ml を越え，柑橘類抽出液

（gold lotion : GL ; ミヤウチ柑橘研究所製）の飲用開始．PSA は 6∼7

程度と低下傾向を示している．GL は抗がん作用があるノビレチンな

どを豊富に含有しており，ラットの動物実験で前立腺癌細胞の増殖抑

制効果が確かめられている．PSA 監視療法中の患者は治療をしない

という不安感は強く，何らかの低侵襲療法を希望する場合も少なくな

い．低リスク前立腺癌症例では，無視できない選択枝となりうるかも

しれない．

タキソール，カルボプラチン療法が著効している膀胱 Mutinous

carcinoma の 1例 :東 真一郎，舛井 覚，芝原拓児，大西毅尚（伊

勢赤十字） 症例 : 52歳，男性．両側水腎症，腎後性腎不全の診断に

て救急外来受診．膀胱三角部に広基性乳頭状腫瘍を認め，生検にて

mucinous carcinoma，CEA，CA19-9 も高値であった．骨シンチで集積

がみられ，cT4aN0M1 と診断，局所コントロールおよび尿路変向目

的で，膀胱全摘除術，両側尿管皮膚瘻造設術施行し，mucinous

carcinoma，pT4apN2 の結果であった．消化管内視鏡にて他の原発巣

は指摘できず，膀胱原発の mucinous carcinoma と診断．術後化学療法

としてタキソール＋カルボプラチン療法施行中であるが，腫瘍マー

カーは低下，骨転移巣も消失し，PET-CT でも明らかな活動性の再発

を認めていない．

膀胱尿路上皮癌 Micro papillary variant 7例の臨床的検討 :花咲

毅，上田康生，相原衣江，古倉浩次（宝塚市立） ［目的］当院にお

いて micro papillary variant（以下MPV）と診断された症例に関して臨

床的に検討．［対象］2014年 6月までに当院で MPV と診断された 7

例を対象．［結果］年齢中央値77歳（67∼87歳），性別は男性 6例，女

性 1例．T stage は T1 : 4例，T2 : 0例，T3 : 2例，T4 : 1例． 7例

中 3例に即時膀胱全摘手術を施行し，摘出標本にてリンパ節転移を認

めた 2例に術後補助化学療法を施行．TUR で微小浸潤であった 2例

は，2nd look TUR を施行し腫瘍の残存を認めず．経過観察の中央値

は 9カ月（ 3∼48カ月），癌死は T4 の 1名のみ．再発なく経過観察

中の症例が 5例．［結語］当院で経験した MPV 症例の短期予後は比

較的良好であったが，今後も厳重な経過観察が必要である．

膀胱拡大術後16年目に発生した膀胱腺癌の 1例 :福田聡子，松下

慎，井上 均，西村健作，原 恒男（市立池田） 症例は42歳，男

性．19歳時に萎縮膀胱に対して回腸利用膀胱拡大術を受けた．2007年

（36歳時）に尿閉にて当科受診．膀胱頸部近くの膀胱腫瘍と診断し

TURBT 施行．病理組織診断は高分化腺癌 pT1 であった．その後局

所再発を繰り返したが膀胱温存の希望が強くその都度 TURBT を計

11回で対応した．2012年 2月膀胱容量減少，膀胱痛，腎機能低下のた

め膀胱全摘除回腸導管造設術を行った．病理診断は低分化腺癌 pT4

であった．術後局所再発，遠隔転移に対し腎瘻，人工肛門造設．GC

療法や大腸癌に対する化学療法（FOLFILI＋VECTIVIX FOLFOX6＋

VECTIVIX）などを行い一時的に腫瘍縮小したが，2013年11月癌死と

なった．

膀胱小細胞癌の 7例 : 能勢頼人，宮川仁平，佐藤俊和，鈴木基文

（東京逓信），岸田由起子，田村浩一（同病理），中川 徹，本間之夫

（東京大） 膀胱小細胞癌の頻度は膀胱癌の 1％以下であり，その予

後は尿路上皮癌に比べ不良とされる．今回，当院で2001年 1月から

2014年 7月までに経験した膀胱小細胞癌 7例についてレビューした．

年齢は中央値（範囲）72（54∼86）歳で，うち男性は 5例．主訴は無

症候性肉眼的血尿 5例，尿潜血陽性 1例，超音波検査異常 1例．診断

時有転移の 1例（肝，骨，傍大動脈リンパ節）は TURBT 後 4カ月

で癌死していた．cM0 症例に 6例に対して，根治的膀胱摘除術 5例，

TURBT 1 例を実施．根治的膀胱摘除術 5 例の病理診断は pT2-

3N0M0 であった．転帰は無増悪生存 2 例（術後43，18カ月経過），

癌死 3例，他因死 2例であった．

血液透析（HD）中に化学療法を施行しえた尿路上皮癌の 2例 : 村

上 薫，中嶋正和，青山輝義，橋村孝幸（関西電力），木村博子（市

立島田市民） ［症例 1］69歳，男性．回腸利用拡大膀胱に発生した

膀胱腺癌の膀胱全摘術後肺転移に対し GEM＋CBDCA 開始．GEM

は50％ dose 投与後 6時間で HD を施行．CBDCA は AUC5 投与後12

時間で HD 施行した．血小板減少 G4 のため継続困難であった．［症

例 2］68歳，男性．右尿管癌に対して右腎尿管全摘術施行 4年後に左

腎盂癌に対して左腎尿管全摘術施行し血液透析導入．術後補助化学療

法GEM＋CBDCA 開始．GEM は50％ dose 投与後 2時間でHD 施行．

CBDCA は AUC5 投与後 1時間で HD 施行した．透析患者に対する

化学療法は，その薬理動態を理解し，用量とタイミングを適切に設定

すれば安全に施行可能と思われた．

尿管癌，大臀筋転移に対し化学療法後，完全寛解を 5年間維持して

いる 1例 :岡村泰義，石田貴樹，奥野優人，田口 功，岡本雅之，川

端 岳（関西労災） 62歳，女性．左尿管癌，傍大動脈領域から鼠径

部にかけてのリンパ節転移，左大臀筋転移に対して，全身化学療法

（MVAC 3クール，GC 2クール）を行い，画像上完全寛解を得た．

その後，後腹膜鏡下腎尿管全摘術およびリンパ節郭清術を施行．摘除

した腎尿管およびリンパ節を病理組織学的に検索したが，悪性所見を

認めなかった．以後現在までの 5年間外来にて経過観察中であるが，

再発，転移を認めていない．

上部尿路上皮癌の術前予後予測モデルの開発 : 松崎恭介，藤田和

利，河嶋厚成，氏家 剛，永原 啓，植村元秀，野々村祝夫（大阪

大），山本致之，高田晋吾（大阪警察），谷川 剛，山口誓司（大阪府

立急性期・総合医療セ） ［目的］上部尿路上皮癌患者において術前

パラメータのみを用いた予後予測因子を開発した．［対象］腎尿管全

摘除術を大阪大学附属病院および大阪府立急性期総合医療センターで

施行された226例（training set）と大阪警察病院で施行された80例

（test set）を対象とした．術前の年齢，PS，尿細胞診，画像所見，血

液生化学検査値を用いて癌特異的生存率（CSS）について後方視的に

解析した．［結果］Training set の226例の単変量解析では臨床病期T

分類，術前 Hb，CRP，Na，Alb 値が CSS と有意に関連し，多変量解

析で Na，Hb 値が有意な因子として残った（P＜0.05）．［結論］術前

の血清 Na 値と Hb 値は上部尿路上皮癌の予後予測因子であった．

浸潤性膀胱癌に対する放射線化学療法における安全性・QOL の検

討 : 南 幸一郎，内本泰三，斉藤賢吉，高井朋聡，反田直希，高原

健，稲元輝生，能見勇人，木山 賢，東 治人（大阪医大） 当科で

は筋層浸潤性膀胱がんに対して膀胱動注化学療法（BOAI）を中心と

して，放射線化学療法を併用した膀胱温存療法を施行している．放射

線化学療法後における安全性・QOL，また排尿に関する放射線性障

害に関して治療前後にて前向きに検討したので報告する．

表在性膀胱癌/経尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）後フォローにお

ける膀胱鏡（CS）検査のガイドライン遵守率の検討 :砂田拓郎，小

林 恭，河野有香，後藤修平，柴崎 昇，岡田能幸，根来宏光，寺田

直樹，山崎俊成，松井喜之，井上貴博，神波大己，小川 修（京都

大） ［目的］表在性膀胱癌に対する TURBT 後の CS 検査による

フォローアップが実際にどの程度遂行されているかを明らかにするた

めの検討を行った．［方法］2008年に TURBT を行い，CS による

フォローアップが必要と判断した患者81人を対象に2014年 6月までの

EAU および NCCN のガイドライン遵守率につき後方視的に調査し

た．［結果］術後 3カ月の CS 施行率は98.7％で，観察期間を通じた

施行率は95.1％であった．EAU ガイドラインの再発リスク分類別で

は，low : 100％，intermediate : 95.8％，high : 100％であった．NCCN

ガイドラインでは pTa/low grade : 100％，それ以外は95.5％であっ

た．［結語］当院の TURBT 後フォローアップはガイドラインにおけ

る推奨がおおむね遵守されていた．

腎移植後周術期に精神症状を呈した 3例の経験 :堀 俊太，米田龍

生，岩本崇史，辰巳佳弘，桑田真臣，三宅牧人，千原良友，穴井

智，鳥本一匡，青木勝也，田中宣道，吉田克法，藤本清秀（奈良県立

医大） ［緒言］腎移植後の精神障害の出現率は高い．［症例 1］61

歳，男性．献腎移植施行後不眠内服加療後うつ状態生じ抗精神薬調整

で改善．［症例 2］35歳，男性．生体腎移植後夜間不穏出現．仮面用

顔貌，発語・経口摂取困難で免疫抑制剤静脈内投与．尿道カテーテル
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牽引後の尿漏にて尿管膀胱新吻合施行．不穏 4日目に完全覚醒し以降

問題なし．［症例 3］39歳，女性．生体腎移植後腹痛・嘔気出現し

PPI 投与，内視鏡異常なく，MMF→MZ 変更後も改善なく，経口摂

取困難で免疫抑制剤静脈内投与．心因性疼痛にて内服加療され改善．

［まとめ］腎移植後は精神症状の出現に留意し，精神科医と協力して

管理していくことが重要と考える．

小皮膚切開による腎移植手術の初期経験 :角田洋一，山中和明，加

藤大悟，阿部豊文，福原慎一郎，藤田和利，植村元秀，木内 寛，今

村亮一，宮川 康，野々村祝夫（大阪大），奥見雅由（東京女子医

大），市丸直嗣（大阪大先端移植基盤医療学） ［目的］当科における

小皮膚切開と従来の切開による腎移植手術とを比較した．［方法］右

下腹部に約 7 cm の横切開をおき，内腸骨静脈は全例温存し移植腎静

脈は外腸骨静脈に一針連続パラシュート法にて端側吻合し，移植腎動

脈も同様に外腸骨動脈に吻合した．［結果］小皮膚切開群 8例と従来

切開群12例の皮膚切開長は 7.4（6∼9)/15.2（13∼18）cm，総阻血時

間は 79. 8（63∼97) /75. 6（55∼120）分，手術時間は 312（256∼

378)/303（194∼397）分，初尿時間は7.9（ 3∼18)/13.8（ 2∼81）

分，移植 1 週間後の血清 Cre 値は 1.07（0.53∼1.67)/0.98（0.6∼

1.34）mg/dl であった．［結論］約 7 cm の小皮膚切開でも安全に腎移

植を施行することが可能であった．

生体腎移植 Graft 決定における 3DCT 腎 Volumetry の有用性 :石

村武志，横山直己，小川悟史，日向信之，村蒔基次，三宅秀明，田中

一志，藤澤正人（神戸大） ［目的］生体腎移植の提供腎決定におい

て，99mTc-MAG3 腎動態シンチ ERPF split（MAG3 split），3DCT 左右

腎の体積比および面積比の有用性を検討した．［方法］生体腎移植ド

ナー25例．男性12例女性13例．平均年齢53.6歳．3DCT による腎体

積比，腎面積比，MAG3 split で，相関関係を調べた．［結果］腎体積

比と MAG3 split は p＝0.071 と有意な相関を認めず，腎面積比と

MAG3 split は p＝0.038 と有意な相関を認めた．［考察］MAG3 split

は腎体積比に近似しなかったが，症例により腎の傾きなどで同腎の

ERPF が過小評価されている可能性などが考えられた．MAG3 ERPF

split，3DCT による腎体積比，面積比を参考にして総合的に判断する

ことが有用であると思われた．

当院における腎移植後貧血の検討 :矢西正明，中本喬大，島田誠

治，速水悠太郎，松崎和炯，吉田 崇，高安健太，滝澤奈恵，吉田健

志，三島崇生，乾 秀和，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大

枚方） ［目的］腎移植後も30∼40％に腎移植後貧血を認める．移植

後貧血は移植腎や生命予後と関連するといわれており，移植後貧血の

管理は重要である．今回当院における移植後貧血について検討した．

［対象］当院でフォロー中の腎移植レシピエントのうち，移植後 6カ

月以上経過した47例．男性31例，女性16例．平均年齢36.2歳．［方法］

腎移植前および移植後の Hb 値，血清 Cr 値の推移や，年齢，性別，

免疫抑制剤，移植前透析期間，感染症，拒絶反応，貧血と関連のある

薬剤，エリスロポエチン，Fe，フェリチン値などを検討した．［結果］

腎移植後貧血との関連性について解析した結果を，文献的考察を含め

報告する．

腎移植患者における腎尿路系悪性腫瘍の検討 :佐々木ひと美，竹中

政史，糠谷拓尚，深谷孝介，飴本剛之介，石瀬仁司，深見直彦，日下

守，石川清仁，白木良一，星長清隆（藤田保衛大） 移植後悪性腫瘍

は心血管系疾患，感染症とともに重大な合併症である．経過観察中に

腎泌尿器系悪性腫瘍を合併した腎移植患者につき報告する．症例は腎

癌 3例，膀胱癌 3例，移植腎盂癌 1例，前立腺癌 2例の計 9例であっ

た．移植時年齢は30∼68歳で腫瘍発生までの期間は 6 ∼113カ月で

あった．膀胱癌，腎癌，前立腺癌は定期検査にて，移植腎盂癌は熱発

精査のための CT にて発見された．治療は膀胱癌に対しては TURBT

後膀胱内薬液注入を施行，腎癌に対しては根治的腎摘出術を施行，前

立腺癌に対しては陽子線治療および無治療にて経過観察中である．移

植腎盂癌の 1例は移植腎を摘出し透析再導入となった．腎尿路系癌の

再発転移は全例で認めていない．

腎移植後妊娠・出産例の検討 :森 康範，安田宗生，齋藤允孝，能

勢和宏，植村天受（近畿大），林 泰司，西岡 伯（同堺），今西正昭

（済生会富田林），秋山隆弘（堺温心会），原 靖（はら腎・泌尿器科

クリニック） ［目的・方法］腎移植後の妊娠・出産は妊娠中および

出産後の合併症，胎児の成長，新生児異常などの問題がありハイリス

ク妊娠の範疇に属する．今回，腎移植後妊娠・出産を経験した 6例に

つき検討を行った．［結果］妊娠時年齢27∼38（平均33）歳，移植後

妊娠までの期間18∼228（平均68.5）カ月，妊娠時 sCr 0.9∼2.1（平

均 1.26）mg/dl．在胎週数26∼40（平均34.2）週，出生時体重 582∼

3,236（平均 1,975）g，先天性奇形はなかった．［結論］今回の検討

では重篤な合併症はなく出産後の腎機能も安定していたが， 4例が早

産， 5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，新生児異常などに注意し厳重に

管理することが大切である．

腎癌術後膵転移を来たした 3症例の検討 :堀井沙也佳，辻村 剛，

野々村大地，山本致之，野村広徳，吉岡 巌，高田晋吾（大阪警察），

松宮清美（吹田徳洲会），藤岡秀樹（協立温泉） 症例 1）66歳，男

性．左腎細胞癌（pT3bN0M0）に対し左腎摘除術を施行．術後10年目

に膵転移が出現し，膵頭十二指腸合併切除施行した．翌年に残存膵再

発を指摘され分子標的薬による治療を行ったが術後17年で死亡した．

症例 2）72歳，女性．右腎細胞癌（pT3xN0M0）に対し右腎摘除術を

施行．術後 9年目に膵転移が出現し，現在分子標的薬で加療中であ

る．症例 3）51歳，男性．左腎細胞癌（pT1aN0M0）に対し左腎摘除

術を施行．術後 7年目に膵転移が出現し，膵頭十二指腸合併切除を施

行した．14年目に残存膵再発を指摘され残存膵・脾臓合併切除を施行

した．その後再発なく，現在無治療経過観察中である．

腎癌に対する分子標的薬による Presurgical 療法の検討 : 大関孝

之，明石泰典，橋本 士，安富正悟，齋藤允孝，清水信貴，山本

豊，南 高文，野澤昌弘，能勢和宏，吉村一宏，植村天受（近畿大）

［目的］術前分子標的療法を実施した腎細胞癌患者を分析し，安全性

と有効性を検討した．［対象と方法］2008年 7月∼2014年 2月までに

術前分子標的療法を実施した腎細胞癌患者11名を対象とした．［結果］

年齢の中央値は67歳（40∼77），男性 9 名，女性 2 名であった．

MSKCC リスクでは intermediate 9例，poor 2例，観察期間の中央値

は23カ月（ 2∼65），術前分子標的は sorafenib 3例，sunitinib 4例，

axitinib 2 例，temsirolimus 3 例，pazopanib 1 例であった． 1 例を除

き腫瘍サイズの縮小を認め，平均縮小率は14.9％であった．周術期に

重大な合併症は認めなかった．［結論］一定の腫瘍縮小効果が得られ

ている症例が多くを占めた．周術期合併症は少なく，安全に手術しえ

た．

脈管侵襲を伴う Stage 3 以上の腎細胞癌に対する術後補助 IFNα 療

法の検討 :後藤修平，山崎俊成，柴崎 昇，岡田能幸，根来宏光，小

林 恭，寺田直樹，松井喜之，井上貴博，神波大己，小川 修（京都

大） ［目的］根治的腎摘除術後の補助 IFNα 療法の再発予防効果は

示されていないが再発率が高いとされる脈管侵襲を伴う局所進行癌で

の効果に関する報告はない．［方法］1999∼2012年に当院で根治的腎

摘除術を施行した脈管侵襲を伴う stage 3 以上の症例で術後補助 IFNα

治療を行った27例（IFN 群）を非施行例27例（非 IFN 群）を対象と

して解析した．［結果］IFN 群および非 IFN 群の 3，5年無再発生存

率はそれぞれ56，56および61，61％（〈I〉P〈/I〉＝0.63）， 3，5年

疾患特異生存率はそれぞれ96，79および75，69％（〈I〉P〈/I〉＝

0.25）であった．［結語］術後補助 IFNα 療法は脈管侵襲を伴う stage

3 以上の局所進行腎細胞癌においても無再発生存，疾患特異生存期間

の延長に寄与しなかった．

腎癌患者の腎機能に対して分子標的薬が与える影響 : 木村 亨，加

藤 隆，佐野優太，鶴田勝久，小松智徳，辻 克和，絹川常郎（独立

行政法人地域医療機能推進機構中京） 進行性腎癌に対して分子標的

薬治療を行った患者の腎機能の推移を調べ，腎機能や治療へ与える影

響を検討した．2008年 4月から2014年 3月までに，進行性腎癌と診断

され分子標的薬治療を行った患者30名（男24，女 6）を対象とした．

分子標的薬の延べ使用回数は，sorafenib が19回，sunitinib が25回，

temsirolimus と everolimus が 6 回，axitinib が 9 回であった．このう

ち，血清 Cr 値の上昇は 8例で，蛋白尿の増加は 6例で認め，そのう

ち 1例は透析導入となった．いずれも治療開始時の腎機能が悪い症例

でより多く認め，TKI と mTOR-i では発症頻度は同等であった．

結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対してエベロリムスを使用し

た 1例 :青柳俊紀，谷口成実，新藤純理，村雲雅志（市立釧路総合）
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［緒言］腎血管筋脂肪腫（AML）は結節性硬化症の40∼80％に合併す

る良性腫瘍である．2012年11月にエベロリムスが治療薬として承認さ

れ有用な薬物療法として期待されている．今回腎 AML に対しエベロ

リムスを使用した症例を報告する．［症例］25歳，男性．2007年 2月，

発熱の精査で施行した CT にて多発する両側 AML を認めそのうち左

腎上極は長径 10 cm 大の腫瘍で出血を呈し2007年 4月 9日選択的腎

動脈塞栓術（TAE）を施行し腫瘍の縮小が得られた．その後右腎

AML の増大を認め，2013年 3 月よりエベロリムス 10 mg 投与を開

始， 2週後に口内炎のため 5 mg に減量し継続投与している．2014年

6月時点で右腎 AML の最長径の和は 515 mm→440 mm と腫瘍の縮

小が得られている．

当施設における結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫の臨床経過 :岡

田卓也（神戸市立医療セ中央市民，京都大），福永有伸，松岡崇志，

矢野敏史，杉野善雄，川喜田睦司（神戸市立医療セ中央市民），河野

有香，宇都宮紀明（京都大） ［目的］結節性硬化症（TS）に伴う腎

血管筋脂肪腫（AML）の臨床経過につき検討を行う［対象］1986年

以降診断・治療された14例［結果］男 5 人，女 9 人，初診時年齢29

歳，最大腫瘍径 59 mm，すべて両側多発病変であった．TS 随伴症状

としててんかん・精神発達遅延を11例，顔面血管線維腫を全症例で認

めた．治療は， 3例に腎動脈塞栓術， 2例に腎摘出術， 2例にエベロ

リムスの投与を行った．AML 破裂 6例（最大腫瘍径 82.7 mm）のう

ち 4例に再破裂を認めた．AML 血流増加に伴う心負荷増大および感

染性心内膜炎を併発した 1例と，TAE するも出血制御できず 1例が

死亡した．［結論］TS を有する患者は精神遅延を伴うことが多く個

別に治療方針を決定する必要がある．

当院で経験した脂肪成分の少ない腎血管筋脂肪腫の検討 :板東由加

里，山野志真，山野 潤，山尾 裕，中村一郎（神戸市立医療セ西市

民） ［目的］脂肪成分の少ない腎血管筋脂肪腫（AML）の検討．

［対象と方法］2000年 4 月から2013年12月までに当科で経験した腎

AML で脂肪成分の少ない 8 例を対象とし，患者背景，診断，臨床

像，治療方法，転帰などにつき検討する．［結果］年齢34∼77歳（中

央値60歳），全例女性，大きさ 8∼40 mm（中央値 25 mm）， 1例を除

き単発腫瘍．治療前診断は腎 AML 1例，腎細胞癌 7例．治療方法は

腎摘除術 4例，腎部分切除術 3例，生検後経過観察 1例．重篤な合併

症なく，再発転移認めなかった．［結論］脂肪成分の少ない腎 AML

は画像所見が腎悪性腫瘍と鑑別困難であるが，一部の症例では経過観

察・腎温存治療が可能であった．

ACDK 関連腎癌に対するソナゾイドを用いた造影超音波の検討 :

杉本公一，松村直紀，林 泰司，西岡 伯（近畿大堺），尾上篤志

（高橋計行クリニック），秋山隆弘（堺温心会） ［目的］ACDK 関連

腎癌に対してソナゾイドを用いた造影超音波を施行し，その有効性に

ついて検討を行った．［方法］2007年から2014年までに 8 名の患者

（11腫瘍）に対して，ソナゾイドを用いた造影超音波を施行した．［結

果］平均年齢 : 63.3歳，平均透析期間 : 8.95年，平均腫瘍径 : 18.7

cm であった．病理学的結果は淡明細胞型腎細胞癌 : 4腫瘍，乳頭状

腎細胞癌 : 4腫瘍，分類不能型腎細胞癌 : 2腫瘍，オンコサイトー

マ : 1腫瘍であった．［結語］ソナゾイドを用いた造影超音波は造影

CT と同様に，有用な診断ツールと考えられる．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術（RARP）の術後 QOL 変化に

おける検討 :小池宏幸，井口孝司，山下真平，楠本浩貴，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］2012年12月から2014年 5月までに限局性前立腺癌の診

断にてロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RARP）を施行した87

症例の QOL の経時的変化を比較検討した．［方法］一般健康関連

QOL については SF-8，性機能については IIEF，疾患特異的 QOL に

ついては EPIC を用いて評価した．術前，術後 3，6，12カ月の

QOL を比較検討した．［結果］QOL 調査の有効回答率は95.7％で

あった．平均観察期間は7.3カ月であった．SF-8 では RP のみ術後 3

カ月で低下を認めた．IIEF は 3カ月で低下し，その後回復しなかっ

た．EPIC では排尿と性機能に関するドメインで function，bother 共

に術後の低下を認めたが bother は術後12カ月で回復していた．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術150例の治療成績に対する検

討 : 谷口 歩，高尾徹也，山道 岳，大草卓也，岸本 望，蔦原宏

一，谷川 剛，山口誓司（大阪府立急性期・総合医療セ） ［目的］

前立腺癌に対するロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）の

手術成績について後方視的に検討した．［対象と方法］当科では2012

年 6月から2014年 6月までに RALP 156例を経験した．150例までを

50例ごとにA， B，Cの 3群にわけて比較した．［結果］ 3群間で年

齢，BMI，前立腺体積に有意差を認めず．NCCN の risk 分類で，

low : intermediate : high は，A群 14 : 19 : 17， B群 12 : 16 : 22，C

群 8 : 21 : 21 であった．コンソール時間はそれぞれ，A群263分， B

群237分，C群233分であった．［結論］症例 No が大きくなるにつれ

high risk 症例が増え，術者の数も増えている．しかし手術時間は短縮

しており，手技安定化，手順の統一，情報共有が有効であった可能性

がある．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）の治療経験 :倉橋

俊史，渡邉弘充，安藤 慎（総合聖隷三方原），三宅秀明，田中一志，

藤澤正人（神戸大） ［目的］当院にて施行した114例の RALP の治

療経験を報告する．［対象］年齢，PSA，BMI および前立腺体積の中

央値は，それぞれ 67歳（51∼78），7. 0 ng/ml（1. 2∼38. 0），24. 0

（17.4∼34.4）および 24 ml（12∼80）であった．D’Amico のリスク

分類では，低リスク，中リスクおよび高リスク群が，それぞれ20，63

および31例であった．［結果］手術時間，コンソール時間，出血量の

中央値はそれぞれ，239分（200∼549），217分（138∼436）および

100 ml（10∼2,800）であった．Clavien 分類 grade 3 以上の合併症と

して，鼠径ヘルニア 6例および腹壁瘢痕ヘルニア 2例を認めた．［結

語］RALP は安全に施行可能で，標準術式となりうると思われる．

岐阜県総合医療センターにおけるロボット支援前立腺全摘除術導入

初期症例の術後排尿状態の検討 :石田健一郎，高橋義人，藤本祥太，

土屋邦洋，山田 徹，谷口光宏（岐阜県総合医療セ） ［目的］当院

での RALP における術後排尿状態について後方視的検討を行った．

［対象・方法］2013年 3月から RALP を施行した33症例．比較対象は

MIES-RP 症例．［結果］尿道カテーテル留置期間は RALP 群で 5日，

MIES-RP 群で10日．退院前の UFM では，MFR が有意に RALP 群で

よく，パッドテストは RALP 群 29 g，MIES-RP 群 61 g で RALP 群で

少ない傾向であった．術後 3カ月で，MIES-RP 群が60％であったの

に対し，RALP 群は85％が pad free となった．［結語］術後尿禁制は

RALP 群でよい傾向であった．症例数を増やして報告する予定であ

る．

小骨盤腔に対する前立腺の大きさと LRP 成績 :伊夫貴直和（大阪

医大，野崎徳洲会），稲元輝生，高井朋聡，高原 健，平野 一，内

本泰三，齋藤賢吉，反田直希，南 幸一郎，能見勇人，木山 賢，東

治人（大阪医大） 前立腺サイズが LRP 手術成績に与える影響を検

討した．Gland/ small pelvis ratio（G/P ratio）を算定．G/P ratio は平

均 3.24±0.70，中央値の 3.25 を cut-off とした．Larger 群と smaller

群で BMI，術前 PSA，年齢はそれぞれ中央値 23.3 対 23.8 と 8.20 対

8.40 ng/ml と中央値 69 対 70 と差がなかった．手術時間は中央値 240

対 250 min，出血は中央値 430 対 500 cc，生化学再発なし生存期間中

央値は68.0対66.5カ月（log rank p＝0.9）と有意差がなかった．病理

学的検討で断端陽性率は larger 群が22.0％，smaller 群17.4％と

smaller 群が好成績であった．前立腺サイズはおそらくは正確な手術

操作を可能にすると思われるが，生化学再発への影響は不明である．

当院における腹腔鏡下前立腺全摘除術の治療成績の検討 : 濱田彬

弘，平山和秀，増井仁彦，七里泰正（大津市民） ［目的］当院の腹

腔鏡下前立腺全摘除術の治療成績について検討する．［対象］2005年

5月からの 9年間に本術式を施行した282例．［結果］最近の術式は後

壁補強・anterior suspension を行い，尿道膀胱吻合は V-Loc で連続縫

合．手術時間，尿込み出血量はそれぞれ中央値253分，415 ml．尿禁

制率（パッド 0ないし予防的 1枚使用）は術後 1カ月33％， 3カ月

60％， 6 カ月 80％， 1 年 90％，PSA 再発は 49例（17％），Clavien-

Dindo 分類 grade 3 以上の合併症は14例（5.0％）に認めた．［考察］

治療成績は諸家と遜色ない結果であり，最近の術式で今後ロボット支

援下手術に移行し，症例を蓄積していく予定である．

体腔鏡下前立腺全摘術（LRP）と前立腺生検後に残存する前立腺出

血の有無の関連についての検討 : 高井朋聡，稲元輝生，南 幸一郎，

高原 健，能見勇人，木山 賢，東 治人（大阪医大） 泌尿器科領
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域で最も多い前立腺癌の手術方法は，ロボット支援下前立腺全摘術

（RALP）の開発で大きな進歩を得てきたがすべての前立腺癌患者が

受けられる治療ではない．RALP 以外で施行されている手術方法とし

て体腔鏡下前立腺全摘術（LRP）と開腹前立腺全摘術（RRP）に分類

される．LRP は低侵襲であり，現在でも前立腺癌の根治手術療法と

して活躍している術式の 1つである．LRP を施行した症例の中で，

前立腺生検後に MRI 検査を施行した症例について，生検後出血の有

無が手術時間・断端陽性率・PSA 再発期間・PSA 再発の有無にどの

ように影響しているか検討した．前立腺出血を認めた群は，手術時間

が有意に延長，断端陽性率は上昇，PSA 再発が生じやすかった．

リンパ節転移を有する前立腺癌に対して根治的前立腺全摘除術を施

行した 2 例 : 徳地 弘，金谷 勲（高槻赤十字） 症例 1 は65歳，

iPSA 46 ng/ml，生検では 8本中 6本に前立腺癌あり．Gleason score は

5＋4．CT 上右外腸骨リンパ節に約 2センチの腫大あり．症例 2は73

歳，iPSA 3.447 ng/ml，生検では10本中 4本に前立腺癌あり．Gleason

score は 4＋3．CT 上左外腸骨リンパ節に約 1センチの腫大あり．両

例とも，ご本人とご家族が手術治療を強く希望され，術前 CAB 療法

施行後，根治的前立腺全摘除術を施行．症例 1は 3年以上，症例 2は

1年以上 PSA は，0.004 ng/ml 以下となっており術後尿失禁は認めて

いない．リンパ節転移を有する前立腺癌に対する前立腺全摘除術は，

症例によっては非常に有力な治療法となりうる．

白金製剤併用療法抵抗性の進行性尿路上皮癌に対する Gemci-

tabine-Paclitaxel 併用化学療法についての検討 :渡邊將人，中村小源

太，村松洋行，森永慎吾，梶川圭史，小林郁生，西川源也，吉澤孝

彦，加藤義晴，全並賢二，金尾健人，住友 誠（愛知医大） ［目的］

白金製剤不応の進行性尿路上皮癌に対して gemcitabine-paclitaxel 併用

療法（以下，GP 療法）を施行しており有用性について検証した．

［対象］2009年 1月より2014年 6月にかけ白金製剤併用化学療法施行

後に増悪を認めた進行尿路上皮癌患者12例．全例男性，年齢中央値69

歳．［方法］ 1 クール21日とし day 1 に gemcitabine 1,000 mg/m2，

paclitaxel 175mg/m2，day 8 に gemcitabine 1,000 mg/m2 を投与，原則

初回 2 クール施行した．［結果］CR : 0例，PR : 3例，SD : 3例，

PD : 6例，奏効率は25％であった．［考察］諸家の報告と奏効率は同

等であったが，M-VAC，GC 療法や放射線療法に次ぐ 3rd line 以降の

治療として行われている例も多くさらなる検討を要すると考えた．

転移性尿路上皮癌に対する GC，MVAC 療法抵抗性後のパクリタキ

セル＋カルボプラチン併用療法の検討 :矢崎順二，杉野友亮，吉川昌

希，西井正彦，西川晃平，吉尾裕子，長谷川嘉弘，神田英輝，金井優

博，有馬公伸，杉村芳樹（三重大） ［目的］転移性尿路上皮癌に対

する一次化学療法抵抗性後の二次治療に有効な標準治療はない．そこ

で今回，当科で施行中の二次治療を検討した．［方法］同意が得られ

た一次治療抵抗性後の患者23症例を対象とした． 3週ごとにパクリタ

キセル 175 mg/m2/＋カルボプラチン AUC5 を投与した．［成績］平

均施行回数は4.1回であり，骨髄抑制，末梢神経障害により 4例が中

止となった．PFS は一次治療後から中央値で3.8カ月，OS は10.8カ

月であった．他臓器転移例に比較し，リンパ節増大による二次治療へ

の変更例は長期予後が得られた（P＜0.05）．［結論］治療奏功例もあ

るが，全成績は満足できるものではない．レジメンや二次治療開始時

期など再検討する必要がある．

腎盂尿管癌における非連続性病変の臨床病理学的検討 :山下 亮，

庭川 要，松嵜理登（静岡がんセ） ［対象］対象は2002年11月から

2013年 2月までに腎盂癌もしくは尿管癌と診断し腎尿管摘除術を施行

した106例．腎盂癌における非連続性病変とは，術後病理組織学的に

非連続性に尿管癌を認めた場合と定義し，尿管癌における非連続性病

変は，病理組織学的に尿管に 2個以上の病巣を有しかつ病巣が少なく

とも 2 cm 以上離れているものとした．［結果］腎盂癌において，術

後病理学的に非連続性の尿管癌を認めた症例は 4 /52例（ 7％）．一

方，尿管癌と診断し，術後病理組織学的に腎盂癌の併存を認めた症例

は 2 /54例（ 4％）で，病巣が互いに 2 cm 以上離れていた尿管癌症

例は 4 /54例（ 7％）であった．（結語）腎盂尿管癌において，非連

続性病変の発生頻度は 7％と少なかった．

腎盂尿管癌診断における上部尿細胞診検査の省略の可否について :

松本一宏，菊地栄次，早川 望，森田伸也，篠田和伸，小坂威雄，水

野隆一，篠島利明，浅沼 宏，宮嶋 哲，大家基嗣（慶應義塾大）

［目的］腎盂尿管癌の診断において，全症例に対して上部尿細胞診が

必要であるのかを検証する．［方法］当院において腎盂尿管癌疑いの

下，一般検尿，自然尿細胞診，画像検査，上部尿細胞診が行われた

150例を対象とした．［成績］自然尿細胞診 III 以上かつ画像上腫瘤を

もつ51症例のうち，50症例が腎盂尿管癌陽性であった．よってこれら

症例に対する上部尿細胞診追加の寄与は，限定的であった．一方残り

の99例のうち31例が癌陰性であり，その予測には上部尿細胞診が有用

であった．［結論］一部症例は，上部尿細胞診の結果によらず高率に

腎盂尿管癌を持つことがわかった．これら症例においては上部尿細胞

診採取は省略できる可能性があると考えられた．

当院における筋層非浸潤性膀胱癌に対する BCG 膀胱内注入療法の

治療成績 :伊丹祥隆，大西健太，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］筋層非浸潤性膀胱癌

（NMIBC）に対する BCG 膀胱内注入療法の治療成績について臨床的

検討を行った．［方法］対象は2007年から2012年に当院で膀胱腫瘍の

診断で TURBT を施行した症例のうち，病理組織学的に NMIBC の診

断であった107例（初発例のみ）．このうち BCG 注入療法を施行した

28例（BCG 群）の非再発率，非進展率，危険因子について検討した．

［結果］BCG 群全体の 2年膀胱内非再発率は65.8％， 2年非進展率は

92.7％（平均観察期間34.1カ月）であった．膀胱内再発・進展に関す

る危険因子として 2nd TURBT が未施行であることが挙げられた．

［結語］短期間の平均観察期間であるが，NMIBC に対する BCG 注入

療法前の 2nd TURBT の有効性が示唆された．

筋層非浸潤性膀胱癌に対する膀胱内注入療法の検討 :石崎淳司，千

葉智市，松ヶ瀬安邦，森 達也（旭川厚生） ［目的］当院における

筋層非浸潤性膀胱癌に対する膀胱内注入療法について検討した．［対

象］2003年 4月∼2013年12月の間に膀胱癌に対し経尿道的膀胱腫瘍切

除術を施行し，病理学的に筋層非浸潤性膀胱癌の診断となった179例

中，その後膀胱内注入療法を施行した74例．［結果］年齢37∼90歳

（中央値73歳），男性54例，女性20例．注入薬剤は BCG 49例，EPI 22

例，THP-ADR 8 例，MMC 1 例（重複あり）だった．施行回数は

1∼17回（即時単回注入 3例，維持療法 2例）だった．膀胱全摘に移

行した症例は 4例（5.4％），非再発率は68.9％だった．［考察］若干

の文献的考察を含め報告する．

大阪大学における筋層非浸潤性膀胱癌に対する BCG 注入療法の検

討 :河嶋厚成（大阪大，同臨床腫瘍免疫学共同講座），関井洋輔，氏

家 剛，永原 啓，藤田和利，植村元秀，木内 寛，今村亮一，宮川

康，野々村祝夫（大阪大） ［目的］当院での筋層非浸潤性膀胱癌

（NMIBC）に対する BCG 注入療法の臨床的検討を行う．［対象］

2008年 1月から2014年 7月までに当院で病理学的に NMIBC と診断さ

れ，BCG 注入療法を施行した88例を対象とした．［結果］年齢は71.5

歳（43∼89歳），男性81例，女性 7 例．病理組織学的には Ta/high

grade（HG）が21例，T1/HG が25例，随伴性 CIS は10例，CIS のみ

の症例は36例あった．セカンド TUR は23例に施行された．有害事象

発生率は71％であり，BCG 療法の中断例は 5例あった．平均観察期

間835日（14∼2,289）の間に膀胱内再発は23例認め，筋層浸潤が 6例

あり，病期診断の過小評価と思われるものが 1例あった．［結論］適

切な病期診断が重要であることを再認識した．

2nd TUR 後における BCG 膀胱内注入療法の再発予防効果の検討 :

飯田啓太郎，内木 拓，惠谷俊紀，小林大地，安藤亮介，河合憲康，

戸澤啓一，郡 健二郎（名古屋市大） ［目的］初発の high-grade T1

膀胱癌症例に対する 2nd TUR 後の，BCG の再発予防効果について検

討した．［対象と方法］2008年 1月∼2013年 9月に，当科において初

回の TURBT で high-grade T1 膀胱癌と診断された209例のうち，2nd

TUR 後 BCG を施行した42例と，BCG を施行しなかった23例を対象

とし，retrospective に検討した．［結果］両群間の膀胱内非再発率に有

意差を認めた（p＝0.0014）．2nd TUR で残存腫瘍を認めなかった31

例のうち，BCG を追加した12例中 1 例で再発を認めたのに対し，

BCG を追加しなかった19例中11例に膀胱内再発を認めた．［結論］

2nd TUR で残存腫瘍を認めなくても，BCG を追加することが望まし

いと考えられた．
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経直腸的前立腺生検時の予防抗菌薬としての CMZ＋LVFX の効果

についての検討 :安福富彦，岡 泰彦（加古川西市民），重村克巳，

荒川創一，三宅秀明，田中一志，藤澤正人（神戸大） ［背景］経直

腸的前立腺生検時の予防抗菌薬の報告は多い．今回われわれは

CMZ＋LVFX の予防抗菌薬としての効果について検討した．［対象と

方法］2013年 2月から2014年 3月までに当施設にて経直腸的前立腺生

検を施行された203例を対象とした．有熱性感染合併症につき前年 1

年間の TAZ/PIPC 4.5 g× 2回投与例を対照群とし比較した．［結果］

有熱性感染合併症は 0 /201例（ 0％）であり，対照の TAZ/PIPC で

は 3 /159例（1.85％）であった（p＝0.167）．後者では 3例とも急性

前立腺炎であった．［結語］経直腸的前立腺生検時の CMZ＋LVFX は

予防抗菌薬として有用である可能性が示唆された．

当院で検出された耐性菌の推移 : 岡 了（東邦大医療セ佐倉）

［目的］耐性菌の分布は地域や施設間で異なり各施設で耐性菌の分布

を把握することに意義がある．そこで当院での尿路感染症における耐

性菌の動向，抗菌薬の使用状況，起因菌の推移などを調査し，現在最

適な抗生剤使用法を検討した．［方法］2008年から2013年度までの当

院における尿検体から検出した主な耐性菌の推移，ならびに尿路感染

症と診断され入院加療された症例について検討した．［結果］MDRP

や ESBLs 産生菌は横ばいであるが，キノロン耐性大腸菌は増加傾向

であった．また coagulase（−）Staphylococci における耐性菌の割合が

多かった．［結論］増加傾向の耐性菌も認めた．培養結果を踏まえ適

切な抗生剤へと変更することが重要と考えられた．

当院における腸腰筋膿瘍の臨床的検討 :成田英生，武田宗万，中野

洋二郎（公立陶生），高井 峻，井上 聡，松尾かずな（名古屋大）

腸腰筋膿瘍は比較的稀な感染症とされてきたが画像診断の発展により

近年報告が増えており，また患者の高齢化も指摘されている．治療方

法も様々であり外科的ドレナージから侵襲が少ない超音波ガイド下穿

刺ドレナージにシフトされ，また抗生剤治療主体の保存的治療も増え

てきている．［目的］当院における腸腰筋膿瘍の臨床的検討を行った．

［方法］2007年から2014年まで当院で腸腰筋膿瘍と診断された30名に

ついて年齢や男女差，左右，原発―続発性，治療方法の検討を行っ

た．［結論］男性13名，女性17名，平均年齢69歳であり，また病巣側

は右側 7例，左側20例，両側 3例であった．若干の文献的考察を交え

て報告する．

女性急性単純性膀胱炎の治療はガイドラインに従うべきか : 尾張拓

也，穴井 智，堀 俊太，岩本崇史，森澤洋介，桑田真臣，三宅牧

人，鳥本一匡，田中宣道，藤本清秀（奈良医大），吉川 聡（阪奈中

央） ［緒言］急性単純性膀胱炎に関するガイドラインで推奨される

治療薬は，本邦と海外において異なり，当科および関連施設での治療

実態を調査した．［対象・方法］対象は，急性単純性膀胱炎と診断し

た女性43例，平均年齢63.0歳で，初期治療薬と尿沈渣・培養結果につ

いて検討した．［結果］初回治療薬は LVFX 23例，第 3世代セフェム

18例，ST 2 例で，起炎菌は大腸菌28例，肺炎桿菌 4 例，腸球菌 1

例，培養陰性 3例，その他 7例であった．抗菌薬耐性は LVFX 5例，

第 2世代セフェム 6例，第 3世代セフェム 4例，ST 2例，FOM 3

例にみられた．初回治療抵抗性を示したのは 5例であった．［結語］

急性単純性膀胱炎の治療はよりスペクトラムの狭い抗菌薬でも治癒が

期待できる．

一般病棟での尿路感染性 DIC に対する遺伝子組み換えトロンボモ

ジュリンの有用性 : 野崎哲史，杉野輝明，成山泰道，福田勝洋，矢内

良昌，窪田裕樹（JA 愛知厚生連海南），郡 健二郎（名古屋市大）

［背景］遺伝子組み換えトロンボモジュリン（rTM）を一般病棟にお

ける尿路感染性 DIC に対して使用し，その臨床効果を検討した．［対

象と方法］2010年以降に泌尿器科病棟に入院し，rTM が投与された

尿路感染性 DIC 患者19例（62∼100歳，平均77.6歳）を対象とした．

投与前後で DIC スコア，凝固系検査について比較・検討した．［結

果］rTM の投与により，DIC スコアは有意に改善を認め，血小板数

も有意に増加した．重篤な副作用は認められず，rTM 投与後 7日以

内に19例中18例で DIC を離脱することができた．［考察］rTM 投与

は簡便で有害事象も少なく，一般病棟における尿路感染症を原因とす

る DIC 患者の治療に対して有用であった．

小児包茎症例の尿流パターンと包皮の炎症所見 :丸山哲史（名古屋

市立東部医療セ），水野健太郎，林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋市

大） 病的な包茎症例では，時に排尿時に包皮が拡張しいわゆるバ

ルーニング状態となる．尿線は狭細化し，包皮よる尿流障害が示唆さ

れる．今回，手術前後で尿流測定を施行し，閉塞パターン，バルーニ

ング，および切除包皮組織の炎症所見との関連性を検討した．術前は

5症例で閉塞状態であった．うち 4症例でバルーニングを認めた．閉

塞性乾燥性亀頭炎（BXO）症例のほか慢性炎症所見を認めた症例も，

術前は閉塞に近く改善は軽度であった．病的包茎症例では正常ベルと

閉塞プラトーの中間的な尿勢で，尿流型も中間的な台形パターンで

あった．バルーニング状態を認めない症例でも，BXO や慢性炎症に

よる尿流障害が示唆された．

鼠径管内精巣に対する腹腔鏡下精巣固定術の有用性 :水野健太郎，

西尾英紀，守時良演，神沢英幸，黒川覚史，中根明宏，丸山哲史，林

祐太郎，郡 健二郎（名古屋市大） ［背景・目的］鼠径管内精巣に対

し腹腔鏡操作のみで対応した際の精巣へ与える影響は明らかでない．

そこで，開放手術と比較し腹腔鏡手術の有用性を検討した．［対象・

方法］2009年 8月∼2012年 8月の間に腹腔鏡手術を行った停留精巣30

例（ L群），開放手術20例（O群）で治療成績を比較した．［結果］平

均手術時間は， L群 : 99.0±22.9分，O群 : 93.3±23.8分で有意差を

認めなかった．両群とも，精巣の再挙上や萎縮は認めなかった．［考

察］腹腔鏡操作のみですべての鼠径管内精巣に対応可能であった．本

術式は鼠径部の追加切開を回避でき，精巣への影響も開放手術に遜色

なく，有用な方法と考えられた．

保存的治療にて改善した重複腎盂尿管に伴う尿管瘤の 2例 :岩本崇

史，青木勝也，尾張拓也，堀 俊太，森澤洋介，桑田真臣，三宅牧

人，穴井 智，鳥本一匡，米田龍生，田中宣道，吉田克法，藤本清秀

（奈良県立医大） EAU ガイドラインでは重複腎盂尿管に合併した尿

管瘤に対して高度の上部尿路拡張や VUR の合併を認める場合は外科

的手術の適応とされている．今回，重複腎盂尿管に伴う尿管瘤の経過

観察中に上部尿路拡張および尿管瘤が自然軽快した 2例を経験したの

で報告する．症例 1 は日齢 9 日の女児．左水腎症 grade 4 を指摘さ

れ，左重複腎盂尿管に伴う尿管瘤と診断．生後 7カ月時に尿管瘤は縮

小傾向を示し， 3歳となった現在，水腎症は認めていない．症例 2は

日齢22日の女児．左水腎症 grade 4 を指摘され，同様の診断．生後 3

カ月時に水腎症は消失し，現在経過観察中．［結論］高度の上部尿路

拡張を伴う場合でも，保存的治療にて尿管瘤が自然消退する可能性が

ある．

シートベルトによる後腹膜血腫の 1例 :岩本陽一，加藤雅史（三重

中央医療セ），奥田康之（同放射線） 症例 : 72歳，女性．軽トラッ

クの助手席に搭乗中，左後方からの自動車衝突事故にて受傷し，当院

救急外来受診．造影 CT にて右腎下極に接した後腹膜血腫を認めた．

当初は grade 1 腎損傷を疑い，ベッド上安静にて治療を試みたが，入

院 4時間後に，ショックを来たした．CT を再検したところ，後腹膜

血腫の増大を認めた．緊急動脈造影を施行し，右腰動脈から複数カ所

の出血を認め，出血部をコイルで塞栓した．塞栓後，血圧は安定し

た．受傷10日後に撮影した CT で血腫の縮小傾向を認め，受傷16日目

に退院となった．退院後も出血の再発を認めていない．まとめ :外傷

性腰動脈損傷は腎損傷との見分けが難しく，注意を要する外傷の 1つ

であろう．

G-CSF 産生後腹膜脱分化型脂肪肉腫の 1例 : 松山聡子，島 崇，

川口昌平，瀬戸 親（富山県立中央），野原隆弘（金沢大），石澤 伸

（富山県立中央病理），寺田逸郎（同外科） 60歳代，男性．定期検診

で白血球増多を認め当院血液内科を受診．白血球 33,200/μl，血清 G-

CSF 341 pg/dl と高値．造影 CT にて 11 cm 大の左後腹膜腫瘤，左腎

浸潤を認め当科紹介受診．PET-CT で右肺上葉に孤立性肺転移を認め

た．後腹膜腫瘤摘除術を施行したが，初診時より腫瘍は増大し下行結

腸への浸潤も疑われ，左腎と下行結腸を合併切除した．病理検査では

G-CSF 染色陽性であり，G-CSF 産生脱分化型脂肪肉腫と診断．術後

11日目の CT で肺転移が急速に増大し右後腹膜転移が出現，術後31日

目には局所再発が出現した．塩酸ドキソルビシンとパゾパニブにて加

療したが腫瘍は急速に増大し，術後156日目に永眠．
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悪性リンパ腫診断における後腹膜鏡下リンパ節切除の検討 :東山

寛，三浦正義（札幌北楡） ［目的］悪性リンパ腫の診断目的で後腹

膜鏡下リンパ節切除を行った13例について検討・報告する．［対象と

方法］男性 4例，女性 9例，平均62.7歳， 6例は単孔式， 3例は単孔

式に 5 mm ポート併用， 4例は 3ポートで行った．［結果］平均手術

時間92分，出血量は11例で少量・2例で約200 g，術後合併症は後腹膜

血腫 1例，リンパ嚢腫 1例であった．全例術後 2日目までに食事と歩

行を開始，鎮痛剤の平均使用回数は2.4回，術後入院期間は平均4.5日

であった．病理組織検査の結果13例中11例が悪性リンパ腫で免疫学的

解析を行った．［結語］悪性リンパ腫に対する後腹膜鏡下リンパ節切

除は低侵襲かつ診断に有効であった．

当院における膀胱タンポナーデ症例の検討 :冨岡厚志，飯田孝太，

丸山良夫，雄谷剛士（松阪中央総合） ［対象］2006年 1月から2014

年 3月までに当院で治療を行った膀胱タンポナーデ症例（男性26例，

女性16例）について検討した．［結果］年齢は中央値81歳で，ADL の

低い患者が多く， 4例がバルーン留置中であった．脳血管障害を10

例，虚血性心疾患を 9例，腎不全を 4例で合併し，17例に抗凝固剤が

投与されていた．原疾患は出血性膀胱炎が22例（52％）と最も多く，

女性，低 ADL，脳血管障害合併，高齢者に多く認めた．対処方法は

全例に血塊除去，26例に持続灌流， 6例に経尿道的電気凝固術， 4例

に放射線照射を行った．［考察］さまざまな合併症や抗凝固療法など

の背景のもと，出血性膀胱炎が膀胱タンポナーデの主な原因になりつ

つあろうと考えられた．

尿管坐骨孔ヘルニアの 2例 :沖中勇輝，馬塲雅人，長谷行洋（彦根

市立） 症例 1 : 81歳，女性．腰痛を主訴に当院を受診．CT にて左

水腎症を指摘．通過障害の原因は不明であり RP，尿管鏡検査施行．

腫瘍性病変は認めず尿管坐骨孔ヘルニアと診断．尿管ステント留置に

て整復可能であった．手術希望なく現在まで 4年ステントの定期交換

を施行している．症例 2 : 79歳，男性．もともと排尿障害にて当院通

院中，腰痛を認め CT 施行．左水腎症，尿管坐骨孔ヘルニアの診断．

腰椎麻酔下に尿管ステント留置による整復を試みるも整復は出来ず．

開腹にてヘルニア整復術を施行．現在まで 8カ月再発を認めていな

い．尿管ヘルニアの中でも尿管坐骨孔ヘルニアは稀である．今回，尿管

坐骨孔ヘルニアの 2例を経験したので文献的考察を加えて報告する．

化学療法患者の食欲低下に対する当院における栄養管理の工夫 :永

井雅子，上田佳子，小野澤聡子，羽田圭佑，橋本恭伸，前田佳子（東

京女子医大青山） ［目的］化学療法を受ける患者の有害事象として，

抗がん剤による味覚障害や食欲低下を頻繁に経験する．そこで，栄養

士と協力して食事を選択できるように工夫した特別食である『青山

食』を導入し，その有用性について検討した．［結果］『青山食』に

は，ごはん類，麺類，その他，デザート類など様々な種類があり，メ

ニューはカラー写真付きで選び易くした．利用する患者も多く，選択

されたメニューは残さず摂取されて好評である．現在は，化学療法患

者だけではなく他の患者様にも適応を広げて対応している．『青山食』

を利用した患者に行ったアンケート結果についても合わせて報告す

る．

診断まで 7年を要した前立腺原発 MALT リンパ腫の 1例 :金城孝

則，山中庸平，片山欽三，湊 のり子，森 直樹，吉岡俊昭（住友），

大西麻由，菅原浩之（同血液内科），藤田茂樹（同病理） 65歳，男

性．PSA 正常値であるが MRI にて異常を指摘され，2007，2009年に

前立腺生検を施行された．びまん性に小型のリンパ球浸潤を認めるが

明らかな腫瘍性病変といえる像ではなく，慢性前立腺炎と診断され，

経過観察されていた．2014年の MRI で前立腺内腺の異常集積が増加

していたため，前立腺生検，TUR-P を施行した．病理結果は MALT

lymphoma with large cell transformation であった．Ann Arbor 分類で 1

期，IPI で low risk であり，R-CHOP を 3コース施行後，46 Gy の放

射線照射を行っている．前立腺原発悪性リンパ腫は稀であるが，その

中でも進行が緩除である MALT リンパ腫はほとんど例がないため報

告する．

高リスク前立腺癌に対する密封小線源治療の有用性に関する検討 :

稲村 聡，大山伸幸，青木芳隆，岡田昌裕，伊藤秀明，秋野裕信，横

山 修，朝日智子，塩浦宏樹，木村浩彦（福井大），木下聡子（同放

射線科），佐藤義高（福井県立放射線科） ［目的］当院で高リスク前

立腺癌に対して密封小線源治療（BT）を行った症例の治療成績を検

討した．［方法］対象は BT 後 3年以上が経過した高リスク前立腺癌

57症例で，平均治療時年齢は69.3歳であった．52症例が外照射療法を

併用され，33症例が BT 前に内分泌治療を受けていた．平均観察期間

は55カ月であった．［成績］経過観察中に前立腺癌死した症例は認め

ず，再発症例数は 7症例であった．再発までの平均期間は31カ月で

あった．PSA 階層別非再発生存率（RFS）の比較では，PSA＜10 は

91.4％，10∼20 は90.9％，PSA＞20 は83.5％であった．［結論］BT

は高リスク癌症例においても外照射療法や内分泌療法を併用すること

で有用な治療法となることが示された．

限局性前立腺癌849例に対する強度変調放射線照射（IMRT）の検

討 : 石原 哲，亀井信吾，豊田将平（木沢記念），出口 隆（岐阜

大） ［目的］木沢記念病院での限局性前立腺癌（T1c-2N0M0）849

例に対する IMRT の経験をまとめた．［方法］年齢は49∼87歳，診断

時 PSA は 3.61∼133 ng/ml，臨床病期は T1c : 396，T2a/b : 342，

T2c : 110，GS は 6 以下 : 284，7 : 368，8 以上 : 191，D’Amico によ

るリスク分類は低 : 199，中間 : 345，高 : 300で，この分類により規

定した線量（74∼78 Gy）とホルモン療法の要否に準じることを原則

とした．［成績］当院で 1 年以上経過を観察している585例の内，

Phoenix 定義による PSA 再発は30例，前立腺癌死は 1例，他因死を含

む死亡は14例で，PSA 非上昇・癌特異的・全体の各 5年生存率（％）

はおのおの 94.2，99.7，96.9 であった．［結論］IMRT は限局性前

立腺癌に対して優れた治療法と考えられた．

ネオアジュバントホルモン治療＋放射線治療を行った前立腺癌患者

におけるテストステロン値の解析 : 杉野善雄，福永有伸，松岡崇志，

矢野敏史，岡田卓也，川喜田睦司（神戸市立医療セ中央市民） ［目

的］ホルモン治療（HTx)＋放射線治療（RTx）後の前立腺癌患者に

おけるテストステロン（T）値について検討した．［方法］2004年 1

月から2013年 5月までの間に上記治療を行った前立腺癌患者のうち治

療前後のT値が計測された48名［平均年齢72.6歳，PSA の中央値 28.

4 ng/ml］．平均観察期間61カ月．［成績］ 5 年非再発率は85.4％．

RTx 前 HTx の期間は平均12.3カ月．HTx の期間が11カ月未満と以

上の群で，RTx 2年後のT値はそれぞれ 3.31±1.46 vs 2.21±1.80

ng/ml（p＝0.038）であった．［結論］放射線治療後 2 年以内にT値

が正常範囲（2.01 ng/ml 以上）に回復した割合は，RTx 前 HTx が11

カ月未満群では89.5％であり，11カ月以上施行した群の41.7％より有

意に高かった．

GnRH アゴニスト維持投与で Testosterone microsurge は生じるの

か : 川村研二（恵寿総合） GnRH アゴニストを投与するごとに LH

上昇による testosterone microsurge が継続的に生じている可能性が指摘

されてきた．［方法］LH-RH アゴニスト投与後に T と LH を経時的

に測定し T-microsurge が生じるか検討した．［結果］ 4例中 2例50％

に LH の上昇を認め， 4例中 1例25％に T-microsurge を認めた．T-

microsurge を認めた症例は，十分な T と LH の抑制が維持投与時に

できていない症例であった．［結論］T-microsurge は去勢レベルに達

しない症例で生じる可能性がある．GnRH アゴニスト維持投与時に

は LH と T を測定して去勢レベルの確認することが重要と思われた．

小牧市民病院における去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療

法の検討 :上平 修，吉川羊子，深津顕俊，守屋嘉恵，平林裕樹，山

口朝臣，平林毅樹，松浦 治（小牧市民），木村恭祐（名古屋医療

セ） ［目的］去勢抵抗性前立腺癌に対し一次化学療法として行った

ドセタキセル（TXT）療法について報告する．［対象と方法］対象は

2009年 2月から2014年 3月までに TXT 療法を行った47例である．平

均年齢71.1歳，PSA は診断時 118 ng/ml，TXT 開始時 28.9 ng/ml

（中央値）だった．TXT は原則 3 週ごとに 70 mg/m2/を投与した．

［結果］平均クール数は6.6回，38％で PSA が50％以上低下した．

TXT 開始後の生存期間は中央値16カ月で，クール数が多く，gleason

score が低い程予後が良く，開始時の PSA も 10 ng/ml 以下で開始し

た群の予後が良かった．［結論］Gleason score の低いものほど，開始

時の PSA が低値ほど効きやすく，治療は PSA 10 ng/ml 以下で始める

べきと考えられた．

DTX 治療前に EMP 治療を行うことは CRPC の治療期間を延長す

ることが可能？ :永田仁夫，鈴木孝尚，本山大輔，杉山貴之，大塚篤
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史， 石井保夫，古瀬 洋，大園誠一郎（浜松医大） ［目的］

CRPC へのリン酸エストラムスチン（EMP）の前投薬はドセタキセ

ル（DTX）の PFS を短くするとの報告があるが，EMP の投与期間を

含めた総投与期間の報告がないため検討した．［対象と方法］

1984∼2013年に前立腺癌と診断され CRPC となった患者のうち EMP

治療後 DTX 治療群（A群 : n＝28）と DTX 治療群（ B群 : n＝14）

における，EMP もしくは DTX 投与開始から治療期間につき検討し

た．［結果］治療期間はA群の中央値が16カ月， B群の中央値が 6カ

月（P＝0.0032）であった．［結語］DTX 治療の前に EMP を投与す

ることは DTX 治療のみに比べ治療期間を延長する可能性がある．

当院における CRPC に対する Enzalutamide の初期成績 : 井口太

郎，玉田 聡，金丸知寛，山崎健史，岩井友明，桑原伸介，田中智

章，内田潤次，鞍作克之，仲谷達也（大阪市立大） ［目的］当院に

おける去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対しての enzalutamide の初期

投与例について検討した．［方法］2014年 5月28日以降に CRPC の診

断にて，enzalutamide を導入された患者16例を対象とし，短期効果と

有害事象について検討した．［成績］治験症例を含め，21例が CRPC

の診断にて，enzalutamide を投与された．導入時 PSA は中央値 29.3

（0.6∼2,958）ng/ml であった．前治療として，ドセタキセル療法は

9例に施行されていた．有害事象（AE）としては全身倦怠感や疲労

感を数例に認めたが，enzalutamide 継続が困難な AE は認めなかっ

た．［結論］Enzalutamide は CRPC に対して，非常に有効な治療手段

であることが示された．

高齢者前立腺癌の積極的治療は有効である :岡村武彦，田中勇太

朗，山田健司，廣瀬泰彦，小林隆宏，秋田英俊（安城更生） 前立腺

癌は治療選択枝も多く，多岐にわたる治療が可能である．当院泌尿器

科での12年間のデータより80歳以上の前立腺癌患者を抽出し，その患

者背景，治療内容，予後について考察した．対象は181例，平均年齢

83.0歳，最高96歳． 5年以上観察できた症例が52人28.7％．アンドロ

ゲン交替療法も含め治療変更を行った症例が62人と30％を占め，この

うち22人が 5年以上の症例で，これら22人の癌死はなかった．癌死症

例は全体で14例7.8％．当院では，治療により50人以上の患者が 5年

以上生存可能であった．アンドロゲン交替療法も含め適切な治療変更

を行うことで，前立腺癌による死亡を回避でき，高齢者においても充

分価値のあることが示唆された．

不妊を契機に発見され hCG-FSH 療法を施行したカルマン症候群の

1例 :富田圭司，鄭 裕午，城 文泰，永澤誠之，和田晃典，小林憲

市，水流輝彦，瀧本啓太，吉田哲也，影山 進，上仁数義，岡本圭

生，成田充弘，河内明宏（滋賀医大） 43歳，男性，不妊を主訴に受

診，精液検査で無精子症を指摘．身体所見で類宦官型体型，体毛減

少，外陰部は小児様．頭部 MRI で嗅球の低形成疑われた．染色体検

査は 46XY．血液検査で LH，FSH，総テストステロンとも低値で

あったが LH-RH 負荷試験で LH，FSH とも上昇．hCG 負荷試験で

は総テストステロン値は上昇した．以上から MHH，カルマン症候群

が疑われ，hCG-FSH 療法を開始．総テストステロンは上昇，良好に

コントロールでき，FSH も正常範囲内であった．外陰部の発育，体

毛の増加や変声を認めたが，無精液症が持続し，AID 希望で他院紹

介となった．カルマン症候群に対し hCG-FSH 療法を施行したが，不

妊症治療に難渋した 1例を経験したので報告する．

Klinefelter 症候群の臨床的検討 :寺田央巳，本山大輔，杉山貴之，

古瀬 洋，大園誠一郎（浜松医大） ［対象］当科で経験した80例の

クラインフェルター症候群症例について検討した．［結果］性染色体

検査では 47，XXY 74例，モザイク 6例であった．全例高ゴナドトロ

ピン性性腺機能低下症だが，テストステロン値は 8例が基準値以内で

あった．LH-RH，HCG 負荷試験の反応は良好．治療は androgen 補

充療法だが，挙児希望者には，MD-TESE を行い， 4例が精子回収可

能であった．ICSI の結果 2例が成功し妊娠出産に至った．［考察］近

年本症候群においても精子採取可能となり，積極的に TESE が行わ

れ，ICSI により妊娠出産例が報告されている．しかし，TESE の成

功率は年齢が最も重要な predictive factor と考えられ，思春期以降の

早期の診断が重要と考えられた．

顕微鏡下内精静脈低位結紮術後の精液所見の経時的変化に関する検

討 :福田輝雄，角井健太，江夏徳寿，松下 経，三宅秀明，藤澤正人

（神戸大） ［目的］精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位結紮術後，精液

所見の改善に要する期間を検討した．［方法］精液所見不良であり，

触知可能な精索静脈瘤を認めたために顕微鏡下内精静脈低位結紮術を

行った患者のうち，手術12カ月後までフォロー可能だった71例を対象

とした．［成績］71例の術前総運動精子数（射出精液量×精子濃度×

運動率）は 10.9±14.8 million，手術 3カ月後は 40.4±53.2 million，

手術12カ月後は 39.8±46.3 million であった．［結論］顕微鏡下内精

静脈低位結紮術を行った患者において，術後 3カ月以内に精液所見の

改善，総運動精子数の増加を認めるが，それ以降の改善は乏しかっ

た．

低位結紮術後再発に対して経皮的塞栓術を施行した精索静脈瘤 2例

の検討 :木枕 舞，福原慎一郎，惣田哲次，竹澤健太郎，木内 寛，

宮川 康，野々村祝夫（大阪大） 精索静脈瘤低位結紮術後再発を来

たした 2例に対し，経皮的塞栓術を行った 2例について検討を行っ

た．症例 1 : 23歳，男性．左陰嚢部痛を主訴に前医受診．G3 の左精

索静脈瘤を認め，前医にて顕微鏡下低位結紮術施行．退院直後より精

索静脈瘤の再発を認め当科紹介受診．経皮的塞栓術を施行した．症例

2 : 27歳，男性．中学生時より左精索静脈瘤を自覚していた． 1年半

の不妊を主訴に当科紹介受診．G3 の左精索静脈瘤を認め，顕微鏡下

低位結紮術を施行した．術 2カ月後より再発を認め，半年後経皮的塞

栓術を施行．症例 1，2ともに塞栓術後静脈瘤は消失し，経皮的塞栓

術施行後現在まで再発を認めていない．

消化器吻合用ステープラが尿管に迷入し，尿管結石治療を難渋させ

た 1例 :宮原 誠，宮田和豊（埼玉県狭山市入間川），堀口明男（防

衛医大），長浦主税（山形市立済生館） ［症例］69歳，男性．［既往

歴］X-13 年直腸癌手術（前方切除術）［経過］X年10月旅行中，発

熱にて近医受診．左結石性腎盂腎炎の診断で，ステント挿入試みるも

ガイドワイヤーが通過せず，左腎瘻造設を施行された．その後解熱し

退院．自宅近医を経由して当院へ来院．［所見］画像にて左腎結石 1

個と左尿管下部に直径 5 mm と 6 mm の結石 2個あり．［経過］11月

11日左 TUL を施行した．結石介在部に異物を 2個認め，尿管鏡にて

異物を除去した．結石は硬性鏡が届かず，尿管ステントを留置して終

了した． 1カ月後に f-TUL を施行し，尿管の残石および左腎結石を

完全砕石した．［結果］尿管の異物は直腸癌手術の際の EndoGIA の

ステープラであった．

尿路結石を契機に発見されたサルコイドーシスの 1例 :塩田晃司，

山田剛司，植原秀和，金沢元洪（松下記念） 症例は52歳，男性．全

身倦怠感を主訴に前医受診．血液検査にて腎機能障害および高 Ca 血

症を認めた．腹部 CT にて両側尿管結石および両側水腎症を認めたた

め，急性腎後性腎不全の診断のもと当科紹介受診．両側尿管ステント

留置術を施行したが腎機能は改善しなかった．そのため腎機能障害の

原因検索を施行したところ，胸部 CT にて両側肺門部・縦隔リンパ節

腫脹を認め，気管支鏡による組織検査を施行しサルコイドーシスと診

断した．ステロイド治療を開始後，腎機能および血清 Ca 値は速やか

に改善した．以上から，本症例の腎機能障害の原因はサルコイドーシ

スによる高 Ca 血症であったと考えられた．

術前泌尿器科疾患における Extracorporeal and endoscopic fly

through 法による 3D 動的イメージング : 山本徳則，吉野 能，後藤

百万（名古屋大），森 健策（同工学部） 今回われわれは体外から

術者の目線で手術目的臓器へのナビゲーターイメージング fly through

で行う（extracorporeal fly through 法）方法を開発した．造影 CT の動

脈相と静脈の DICOM デターをソフトに読み込み，extracorporeal and

endoscopic fly through 法により下大静脈腫瘍塞栓の 3D 動的イメージ

ングを行った．複雑な 3次元的血管形状有する腎細胞癌の下大静脈腫

瘍塞栓症例の他科合同の術前術後画像検討に有用な方法と考えられ

る．

当院における経尿道的尿路結石破砕術（TUL）の治療成績 : 田村啓

多，細川真吾，伊藤寿樹，栗田 豊（JA 静岡厚生連遠州），新保 斉

（しんぼ泌尿器科クリニック），麦谷荘一（すずかけセントラル），鈴

木孝尚（浜松医大） ［目的］経尿道的尿路結石破砕術（TUL）の治

療成績を報告する．［対象・方法］対象は2008年 1月∼2014年 6月の

間に施行した TUL 256件（235症例）．結石部位別数はR2 : 74，R3 :

27，U1 : 58，U2 : 26，U3 : 48，R＋U : 23 であった．尿管鏡下に，
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Holmium YAG laser を使用した．［結果］ 3カ月後の stone free rate は

全体で75％，部位別では，R2 : 52.7％，R3 : 77.8％，U1 : 82.8％，

U2 : 92.9％，U3 : 95.8％，R＋U : 65.2％であった．［結論］R2 結

石の治療成績が劣るものの，上部尿路結石に対する TUL の治療成績

は良好であった．

一般演題・ポスター

当院における膀胱癌に対するネオアジュバント GC 療法の検討 :楠

本浩貴，井口孝司，小池宏幸，山下真平，吉川和朗，射場昭典，児玉

芳季，松村永秀，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大） ［目的］術

前化学療法としての GC 療法の有用性および安全性を検討した．［対

象と方法］2011年 3月∼2014年 7月の間に術前化学療法と膀胱全摘除

術を施行した 9症例（平均71歳）について検討した．GC 療法は21あ

るいは28日サイクルでこれを 2∼ 4コース行った．［結果］化学療法

開始から膀胱全摘までは平均94.4日であった．G-CSF や血小板製剤

の投与症例はみられたが，そのほか重篤な合併症はなく全症例で予定

通り手術を行うことができた．cT3N0M0 が 8例，cT3N1M0 が 1例

であったが，摘除標本では 7症例にダウンステージングを認めた．

［結論］GC 療法は術前化学療法として安全かつ有用であると考えた．

当院における尿路上皮癌に対する GC 療法の治療成績 :篠原雅岳，

大西健太，伊丹祥隆，細川幸成，林 美樹（多根総合），藤本清秀

（奈良県立医大） ［目的］進行性尿路上皮癌に対する GC 療法の治

療成績について検討した．［方法］対象は2008年 6月から2014年 6月

までにGC 療法を行った尿路上皮癌24例．GEM 1,000 mg/m2（day 1，

8，15），CDDP 70 mg/m2（day 2）を投与．［結果］年齢中央値は68

歳，術後アジュバントが12例，再発・有転移に対する抗腫瘍目的が12

例．観察期間は 0∼63カ月（中央値15.8カ月）であった．アジュバン

ト群の 3年癌特異的生存率は83.3％，再発・有転移群では 2年癌特異

的生存率は 28. 6％であった．Grade 3 以上の白血球減少は 5 例

（20.8％），血小板減少は 7例（29.2％），貧血は 7例（29.2％）に認

めた．［考察］進行性尿路上皮癌に対する GC 療法は比較的安全かつ

有効な治療であると考えられた．

尿路上皮癌に対する Gemcitabine/Carboplatin 併用化学療法の治

療成績 :惠谷俊紀，内木 拓，飯田啓太郎，小林大地，安藤亮介，河

合憲康，戸澤啓一，郡 健二郎（名古屋市大） ［緒言］尿路上皮癌の

GC 療法不適例に，GEM/CBDCA 療法を行った成績を報告する．［対

象と方法］2010年 2月から2013年 3月までに，局所進行性もしくは転

移性尿路上皮癌に対して first line として GEM/CBDCA 療法を施行し

た 17例および GC 療法を施行した 22例を検討した．［結果］

GEM/CBDCA 群の治療効果は，CR 2 例，PR 5 例，SD 7 例，PD

3例であった．GEM/CBDCA 群の無増悪生存期間は6.1カ月，全生

存期間11.5カ月で，GC 群に対して非劣性であった．［結論］局所進

行性・転移性尿路上皮癌に対して，GEM/CBDCA 療法は有力な選択

肢である．

尿路上皮癌に対する Nedaplatin 併用化学療法施行時の腎機能の検

討 : 永澤誠之，影山 進，前田航規，城 文泰，鄭 裕午，和田晃

典，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，河内明宏（滋賀医大） ［目的］われわれは尿路上皮

癌の化学療法において腎機能低下 CDDP 不適格症例では nedaplatin

を使用している．Nedaplatin 含有レジメンの腎機能への影響を検討し

た．［方法］2001∼2014年までに34症例に対して MTX，EPI 併用の

MEN 療法を 61 cycle，GEM 併用の GN 療法を 31 cycle 施行した．

［結果］化学療法前の平均 eGFR 45.9 ml/min/1.73 m2（24∼101.3），

施行後は 48. 3 ml/min/1. 73 m2（19. 7∼97. 6）であった．［結語］

Nedaplatin は腎機能増悪を認めず，安全性が示された．

当科における尿路上皮癌に対するゲムシタビン＋パクリタキセル併

用療法の使用経験 :門本 卓，坂本次郎，重原一慶，宮城 徹，中嶋

孝夫（石川県立中央），島村正喜（能見市立） ［目的］進行再発性尿

路上皮癌に対するゲムシタビン＋パクリタキセルの併用療法の有効性

を検討する．［対象と方法］2007年 1月から2014年 7月までの間に当

科で進行再発性尿路上皮癌13症例に対して second line としてゲムシタ

ビン＋パクリタキセル併用療法を施行された．年齢中央値は71（55∼

81）歳．男性 9例，女性 4例．膀胱癌10例，腎盂・尿管癌 3例．［結

果］投与期間中央値は 4（ 2∼11）カ月．Grade 3 以上の有害事象と

して好中球減少を 5例，アナフィラキシーを 1例認めた．効果判定は

CR 1 例，PR 1 例，SD 7 例，PD 4 例であった．［考察］ゲムシタ

ビン＋パクリタキセル併用療法は進行再発性尿路上皮癌に対する

second line として重要な選択肢となりうる．

前立腺癌に対する高線量率組織内照射（HDR-Brachytherapy）の治

療成績 :藤内靖喜，保田賢司，飯田裕朗，伊藤崇敏，森井章裕，小宮

顕，布施秀樹（富山大） 局所前立腺癌に対して高線量率組織内照射

（HDR-BT）を行ったので，その治療成績について報告する．2007年

7 月から 2014年 7 月まで HDR-BT を行った前立腺癌患者 94例

（69.1±7.1歳，T1c 38例，T2a 29例，T2b 11例，T2c 10例，T3a 6

例）を対象とした．照射線量は 6.5 Gy を 7回，計 45.5 Gy．PSA 値，

PSA 非再発率，有害事象などについて検討した．治療前 PSA 値（ng/

ml）は 11.88±11.58 で，治療後， 6カ月， 1，3，5年の PSA 値は

それぞれ 1.57±1.64，1.50±1.67，1.13±2.23，1.24±1.92 であっ

た．PSA 再発を来たした症例は10例（10.6％）あり，PSA 非再発率

は， 1，3，5年でそれぞれ98.8，91.9，87.1％であった．G3 以上

の有害事象は血尿 1例のみであった．

当院における前立腺癌に対する強度変調放射線療法（IMRT）の短

期治療成績 : 松本力哉，加藤大貴，水野卓爾（磐田市立総合），今井

美智子（同放射線治療科） 当院で前立腺癌に対して2012年10月より

2014年 7月までに強度変調放射線療法（IMRT）を施行した45人のう

ち，当院で経過観察もしくは治療を継続され，評価可能であった28例

について検討した．年齢の中央値74歳（56∼86歳），D’Amico リスク

分類では low risk が 2例（7.1％），intermediate risk が 6例（21.4％），

high risk が20例（71.4％）であった．このうち内分泌療法併用例は

intermediate risk 2例（33.3％），high risk 12例（60.0％）であった．

いずれの症例も重篤な合併症や観察期間内での PSA 再発を認めな

かった．

前立腺癌疼痛性骨転移に対するストロンチウム89の使用経験 :水野

卓爾，加藤大貴，松本力哉（磐田市立総合），今井美智子（同放射線

治療科） ［目的］前立腺癌骨転移の疼痛緩和治療である骨親和性放

射線核種（ストロンチウム）投与症例の検討．［対象］2008年 9月∼

2014年 6月の12例を対象．［結果］平均年齢77.0歳，全例初診時に多

発性骨転移があり，10例（83.3％）がホルモン治療抵抗性となった段

階で使用開始した．明らかな疼痛改善は 9例（75.0％）に認められ，

grade 3 以上の有害事象は見られなかった． 7例は平均10カ月後に癌

死している．［結論］安全に疼痛改善効果が得られたと考えられた．

骨転移巣の疼痛対策として他の治療（鎮痛剤，放射線外照射，ステロ

イド，ビスホスホネート製剤など）と比較したストロンチウム治療の

位置づけ，使用タイミングなどが課題として考えられた．

前立腺癌診断における Multi-parametric 3T MRI の有用性 : 松村善

昭（大和郡山），中井 靖（奈良県総合医療セ），岩井哲郎（岡波総

合），田中宣道，藤本清秀（奈良県立医大） ［目的］生検前 multi-

parametric 3T MRI（mpMRI）の有用性について生検の検出率，前立

腺全摘標本との比較により検討した．［方法］2013年 4月∼2014年 6

月に生検前 MRI の後に前立腺針生検を行った54例を対象とした．

mpMRI 診断は T2 強調画像，拡散強調画像，造影ダイナミック画像

を基に 1名の放射線科医が行った．さらに10例の前立腺全摘標本と

MRI 所見を比較検討した．［結果］MRI 使用前（2010∼2012年）と

比較して癌検出率が44.2％から66.0％に上昇した．PSA gray zone で

も30.9％から59.1％に上昇した．全摘標本との比較で MRI で検出で

きなかった病変は GS 6 以下，腫瘍径 5 mm 以下が多かった［結論］

mpMRI は前立腺針生検の検出率を向上するのに有用である．

当院における経会陰的前立腺生検の再生検症例の臨床的検討 :壁井

和也，田代孝一郎，田中智章，河合誠朗（社会医療法人垣谷会明治

橋） ［対象と結果］当施設で過去 8年間において複数回の前立腺生

検を施行した35例について検討した．年齢の中央値は71歳，生検カ所

は14∼24カ所，初回生検の PSA 値中央値は 8.1 ng/ml， 2回目生検時

の PSA 値中央値は 11.4 ng/ml， 2回目生検時の前立腺容積中央値は

47.5 ml，PSAD の平均値は 0.40，生検陽性は13例（37％）PIN 1例

であった．F/T 比25％以下の患者の癌陽性率は38.5％，PSAD が

0.20 以上の患者の癌陽性率は40.7％であったが，PSA 値 20 ng/ml 以

上の患者の癌陽性率は57％であり 20 ng/ml 以下と比較して有意に高
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かった．当施設の再生検症例における癌陽性率は諸家の報告と比較し

て高い数値であり PSA パラメーターを参考にすることは有用である

と考えられた．

デュタステリド投与後に前立腺生検を実施した症例の PSA 推移の

検討 :林 知行，井上貴昭，田口 真，西田晃久，川喜多繁誠，六車

光英，室田卓之（関西医大滝井），木下秀文，松田公志（関西医大枚

方） デュタステリド投与後に前立腺生検を実施した12症例に関し

て，PSA の推移を後ろ向きに検討した．2010年 1月から2013年12月

まで当院で BPH に対してデュタステリドの処方を開始し，処方後に

前立腺針生検を行った12症例を対象として，PSA の推移の検討を

行った．平均年齢は74.2歳（±6.97），デュタステリド内服開始から

前立腺針生検までの平均期間は17.3カ月（±9.94）であった．12例中

6例が前立腺癌と診断された．前立腺癌陽性群のデュタステリド投与

前の PSA 平均値は 16.7 ng/ml（±17.1），内服開始後 6カ月時点の

PSA 平均値は 17.7 ng/ml（±12.0），12カ月時点では 19.3 ng/ml

（±18.0）であり，すべての症例で PSA 値が半減していなかった．

当院の前立腺全摘症例における外科的切除陽性症例と神経温存の検

討 : 西野 将，白木良一，伊藤正浩，竹中政史，糠谷拓尚，深谷孝

介，飴本剛之介，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），都築豊徳（名古屋第 2 赤十字）

［目的］前立腺全摘症例の神経温存（NS）における外科的切除断端陽

性症例（RM1）について検討する．［対象］前立腺全摘200例のうち，

術前内分泌療法を行っていない150例．年齢50∼75歳，PSA 4.0∼

34.8 ng/ml，生検時 gleason score（GS）は，6≧ : 64例，7 : 70例，

8≦ 16例．［結果］全摘標本のGS は 6≧ : 34例，7 : 99例，8≦ 17例．

pT stage は，2c≧ 88例，2＋ 26例，3a≦ 36例．NS1 23症例のうち，

RM1 は25例（20.3％）．NS 側における RM1 は 3例（2.3％）であっ

たが，NS に起因する RM1 を認めたのは 1例（0.7％）で外側辺縁域

に認めた．［結論］NS は，RM1 に影響は少ないと考えられた．

当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の初期治療経

験 : 内本晋也，伊夫貴直和，児島 彬（野崎徳洲会），東 治人（大

阪医大） ［目的］当院では2013年 7月よりロボット支援腹腔鏡下前

立腺全摘除術（RALP）を導入した．2014年 3月までに施行した26例

の初期成績を報告する．［対象］2013年 7 月から2014年 3 月までに

RALP を施行した26例．年齢は平均68.3歳．術前 PSA 値は平均 11.6

ng/ml．［結果］手術時間は平均242分，コンソール時間は平均179分．

尿込の出血量は，平均 169 ml．病理組織結果は，pT2 : 25例，pT3 : 1

例，全例でリンパ節郭清を行いすべて pN0 であった．切除断端陽性

率は pT2 : 25％，pT3 : 0％であった．［結論］当院における RALP

の初期導入は安全に施行できた．断端陽性率の低下および早期尿失禁

の改善のために，さらなる手術手技の安定が必要と考えられた．

当院におけるロボット支援前立腺全摘術の初期治療成績 : 原 琢

人，坂本茉莉子，近藤 有，松原重治，小川隆義（姫路赤十字）

［目的］当院でロボット支援前立腺全摘術（RALP）を施行した初期

症例について検討した．［方法］2013年 7 月から2014年 6 月までに

RALP を施行した初期症例39例を対象とした．年齢中央値は65歳

（52∼75歳），術前 PSA 中央値は 6.279 ng/ml（3.32∼28.145 ng/ml）．

術前の臨床病期は，T1c : 9例，T2a : 19例，T2b : 5例，T2c : 6例で

あった．［成績］開腹移行症例はなく，手術時間中央値は 270分

（167∼552分），コンソール時間中央値は225分（135∼499分），出血量

中央値は 100 ml（10∼1,620 ml）で輸血を必要とした症例はなかっ

た．病理病期は，T2a : 4例，T2c : 28例，T3a : 6例，T3b : 1例で

あった．［結論］RALP は出血も少なく安全な術式と考えられる．

当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）の初

期経験 :田中篤史，内藤祐志，石塚紀江，山本晃之，寺島康浩，荒木

英盛，長井辰哉（豊橋市民） ［目的］ロボット支援腹腔鏡下前立腺

全摘除術（RALP）の初期経験について報告する．［対象と方法］

2013年10月から2014年 6月までに，RALP を行った20例を対象とし

た．平均年齢は66.1（54∼78）歳，治療前 PSA 中央値は 7.7（4∼

18.7）ng/ml であった．［結果］手術時間は中央値291（207∼379）

分，コンソール時間は中央値228（138∼302）分，出血量は平均 37.5

（0∼200）ml であった．術後病理結果は，pT1a : 1例，pT2a : 5例，

pT2c : 12例，pT3a : 2例であり，切除断端陽性は 6例で認めた．重

篤な合併症は認められず，術後 1，3カ月後のパッドフリーの尿禁制

率は56，94％であった．［結論］ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除

術は，安全で有用な術式と考えられた．

腹腔鏡下根治的前立腺全摘除術における尿禁制回復までの期間に関

する検討 : 術前 IPSS は予測因子となりうるか : 鄭 裕午，水流輝

彦，影山 進，吉田哲也，成田充弘，富田圭司，花田英紀，上仁数

義，河内明宏（滋賀医大） ［目的］腹腔鏡下根治的前立腺全摘除術

（LRP）において術前 IPSS が尿禁制回復までの期間の予測因子となり

うるか検討した．［対象と方法］2008∼2013年に当院にて LRP を行っ

た99例を対象とした．尿禁制回復は safety pad の使用か 1枚/日まで

と定義した．術前の IPSS の各スコアおよび合計スコア，排尿サブス

コア，蓄尿サブスコア，QOL スコアを調整因子とし，尿禁制回復ま

での期間の相関関係の有無を検討した．［結果］術前 IPSS の各スコ

アは単回帰分析にて有意な相関は認めなかった．また，重回帰分析で

も有意な相関は認めなかった．［結論］術前 IPSS は LRP 後の尿禁制

回復までの期間の予測因子とはなりえなかった．

初回投与量 80 mg でのデガレリクスの使用経験 :福本 亮，田中

雅登，高橋 徹，福井辰成，黒田昌男（日生） ［目的］デガレリク

ス使用症例の有効性について検討する．［対象と方法］同意が得られ

た50例に対してデガレリクスを初期量 80 mg で投与した．テストス

テロン，PSA の推移につき検討した．［結果］治療開始前のテストス

テロン値は中央値 4.04 ng/ml（IQR : 2.43∼5.68 ng/ml），PSA は中

央値 16.1 ng/ml（IQR : 7.90∼34.8 ng/ml）であった．投与 1カ月後

のテストステロン値は中央値 0.17 ng/ml（0.08∼0.61 ng/ml），PSA

の低下率は中央値85％（IQR : 68∼91.5％）であった．初回ホルモン

療法では投与 1カ月後に25例全例においてテストステロン値は去勢域

（＜0.50 ng/ml）を達成していた．［結論］デガレリクスは初期投与量

80 mg で，十分な治療効果が得られる可能性が高いと考えられる．

デガレリクスの使用経験とその検討 :松原弘樹，矢野公大（京都鞍

馬口医療セ），鴨井和実，上田 崇，藤原敦子，中西弘之，内藤泰行，

中村晃和，納谷佳男，本郷文弥，沖原宏治，三木恒治（京都府立医

大），伊藤吉三（京都第二赤十字） デガレリクスは GnRH アンタゴ

ニスト製剤であり，テストステロンを直ちに低下させ，すみやかに去

勢レベルに到達させる特徴を持っている．今回われわれはデガレリク

ス使用症例31例を対象にその検討を行った．対象は局所浸潤例が15

例，遠隔転移例が16例であった．使用後 1 カ月で，そのすべてで

PSA は低下したが，中でも90％以上の PSA 低下を認めたのは，局所

浸潤例で 9例，遠隔転移例で10例であった．有害事象としては12例に

注射部位反応が認められたが，投与中止に至った症例はなかった．そ

の中で対処が必要となった例は 2 例あり，ステロイド含有軟膏，

NSAIDs で軽快した．デガレリクスの有用性，安全性が認められた．

当院におけるゾレドロン酸とデノスマブに関連した顎骨壊死の検

討 : 田原秀一，沖原宏治，鴨井和美，大石正勝，山田恭弘，上田

崇，藤原敦子，中西弘之，内藤泰行，中村晃和，納谷佳男，本郷文

弥，三木恒治（京都府立医大） ［目的および背景］前立腺癌の骨転

移症例については骨関連事象（SRE）を予防するためにビスホスホ

ネート製剤であるゾレドロン酸と抗 RANKL モノクローナル抗体で

あるデノスマブが主に使用される．これらの製剤には重大な副作用と

して顎骨壊死（ONJ）がある．今回われわれは，骨転移を有する前立

腺癌患者におけるゾレドロン酸とデノスマブに関連した顎骨壊死発生

症例について検討した．対象2007年 5月から2014年 2月までの間に骨

転移を有する前立腺癌患者においてゾレドロン酸，デノスマブを使用

した54例のうち，使用回数が 3回以上である46例を対象とした．

骨修飾薬（BMA）関連顎骨壊死に対応する医科歯科連携ネット

ワークの活動報告 :龍口幹雄，才川隆弘，大野守弘（浜松市歯科医師

会），大野友久（聖隷三方原歯科），内藤克美（浜松医療セ口腔外科），

永江浩史（ながえ前立腺ケアクリニック） 泌尿器癌骨転移患者に投

与するビスホスホネート製剤やデノスマブなどの骨修飾薬（BMA）

による顎骨壊死の発生予防と発症後診断治療の迅速化のため，医科/

歯科/口腔外科/薬剤師により2011年「浜松 BMA 連絡会」を設立し

た．必要時に医科から市中歯科へ診療依頼できるシステム（浜松市歯

科医師会 HP http : //www.hamashi.com/BP/bp.html）を作成運用した

ほか，講演会・シンポジウムの開催など職種間の相互理解と医療連携
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の促進に努めてきた．運用実績 : 投与前 screening 連携12例，診断治

療連携 3例．発症した場合でも医科歯科連携診療の迅速化により在宅

療養の維持およびがん治療継続が十分可能となっている．症例提示を

含めこれまでの活動につき報告する．

当院における高リスク群（Gleason score ≧9）前立腺癌の治療成績

の検討 : 森本裕彦，小倉悠司，杉山和隆，五十嵐 洋，天野裕之，太

田信隆（焼津市立総合），久力 権（同病理診断科），本間之夫（東京

大） 当院における高リスク群（gleason score ≧9）前立腺癌の治療

成績を検討した．対象は2006年 1月から2014年 7月まで当院にて前立

腺生検し前立腺癌と診断された585人中，病理診断で gleason score ≧9

の193例（33.0％）である．初期治療として内分泌療法を施行した割

合は79.3％（153人），そのうち内分泌療法のみが63.7％（123人）で

あった．放射線併用の割合（放射線外照射および IMRT）は19.7％

（38人），前立腺全摘術施行の割合は9.3％（18人）であった．内分泌

療法単独群，放射線併用群，前立腺全摘群の 5年疾患特異生存率は

84.1，100，100％であった．病期 4期での内分泌療法単独群，放射線

併用群の5年疾患特異生存率は74.7，100％であった．

MRI は術前局在診断に有用か―腹腔鏡下前立腺全摘117例での検討

― :洪 陽子，弓場 覚，岡田宜之，佐藤元孝，任 幹夫，辻畑正雄

（大阪労災），合田晴一（同放射線診断科），三輪秀明（同病理診断

科） 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

が，術前 MRI 所見と前立腺全摘標本の間で癌の局在に相違を認める

ことをしばしば経験する．腹腔鏡下前立腺全摘除術症例117例のうち，

生検前に MRI を行い術前内分泌療法を施行していない75例を対象に

術前 MRI 所見と前立腺全摘標本における癌の局在を比較した．臨床

病期は，cT1c 17例，cT2a 36例，cT2b 2例，cT2c 17例，cT3a 3例で

あった．cT2a，cT2b，cT2c，cT3a 症例における全摘標本での upstage

はそれぞれ30，1，4，1例，downstage は cT3a 症例における 1例の

みであった．MRI 所見による治療法決定は，リスクを有することが

示唆された．

限局性前立腺癌に対する前立腺全摘除術の臨床的検討―ネオアジュ

バントの効果を中心に― : 近沢逸平，井上慎也，中澤佑介，中井

暖，橘 宏典，森田展代，田中達朗，宮澤克人（金沢医大），湊 宏，

野島孝之（同病理学），菅 幸大，喜久山 明（浅ノ川総合），石井健

夫（石川県済生会金沢），川村研二（恵寿総合） ［目的］限局性前立

腺癌に対し根治的前立腺全摘除術を施行した症例を臨床的に検討し

た．［対象］恥骨後式前立腺全摘除術を施行した180例を対象とした．

［方法］全症例に対し PSA，gleason score，臨床病期を検索した．ネオ

アジュバント（NHT）期間を検索し，organ confined disease（OCD）

の割合につき検討した．［結果］年齢平均65.3歳，OCD は125例

（69. 4％）であった．全症例をリスク分類すると，low : 47例，

intermediate : 31例，high : 102例であった．NHT の期間を 3カ月以内

施行群と 4カ月以上施行群に分類すると，high risk group での OCD

の割合はそれぞれ50.8，76.2％であり NHT を長期に施行したほうが

OCD の割合は有意に高かった．

当院での High risk 限局性前立腺癌に対する外科的治療成績の検

討 :引地 克（南生協），白木良一，西野 将，深谷孝介，石瀬仁司，

深見直彦，日下 守，星長清隆（藤田保衛大） ［目的］当院におけ

る high risk 前立腺癌に対する前立腺全摘術（RRP）とロボット支援下

前立腺全摘術（RARP）の治療成績を比較した．［対象と方法］2006

年 7月から2013年10月まで前立腺全摘除術を施行した120例（RRP 37

例/RARP 83例）．年齢51∼75歳（中央値66），PSA 4.0∼158 ng/ml

（中央値9.6），GS6 ; 12例，7 ; 42例，8 ; 38例，≧9 ; 28例，T1c 9

例，T2a 27例，T2b 34例，T2c 36例，T3a 9例，T3b 5例．［結果］

3年 PSA 非再発率は RRP 群71.5％，RARP 群88.5％であった．前立

腺癌死は RRP 群で 1例認めた．［結語］High risk 限局性前立腺癌に

対して RARP の有用性が示唆された．

MRI 所見にて評価した尿道線維化の RARP 術後尿禁制予測因子と

しての意義 :桃園宏之，今井聡士，宮崎 彰，西川昌友，鄭 裕元，

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］MRI で評価した尿道線維化と RARP 術後の尿禁制

回復との相関を検討［方法］2010年10月から2014年 3月まで当科で

RARP を施行した187例を対象．Paparel などの報告（Eur Urol 2009 ;

55 : 629-639）に基づき術前 MRI における尿道壁の線維化を G0∼3

の 4 段階で評価し G2 以上を線維化陽性と定義した．［結果］81例

（43.3％）が陽性と判定，陰性群の術後 6カ月時点における尿禁制回

復率は陽性群に比し有意に優れていた．また種々の背景因子の内，尿

道壁の線維化および Charlson comorbidity index が多変量解析で術後 6

カ月の尿禁制回復の独立した予測因子として同定された．［結論］術

前 MRI による尿道壁の線維化の評価は，RARP 後の尿禁制回復予測

に有用である可能性が示唆された．

前立腺がん術後，放射線治療後の患者に対する地域連携パスの作成

と運用― 3年間の実施成績― : 小林幹男，竹澤 豊，中山紘史，村松

和道，牧野武朗，悦永 徹，斎藤佳隆（伊勢崎市民） ［目的］前立

腺癌手術後，放射線治療後患者用地域連携パスを作成した．［方法］

パスは循環型とした．2011年 4月から2014年 3月までのパス適用数，

パス開始前後での外来患者年度別数，紹介率，逆紹介率，癌治療連携

計画策定料算定数，患者再診率，バリアンスを検討した．［結果］適

用患者 :手術338人，放射線173人．2010年より13年までの外来患者年

度別数 : 27,386，25,299，23,716，25,020人．紹介率 : 66.3，79.5，

86.4，86.4％．逆紹介率 : 56.8，92.0，94.4，102.％．癌治療連携計

画策定料算定数141件．再診率， 1年目 :手術84.5％，放射線85.5％，

2年目 :手術79.3％，放射線83.3％．バリアンス発生 : 27件．［考察］

パス開始後，外来患者数は減少し紹介率，逆紹介率は上昇した．

当院における経尿道的前立腺核出術の治療成績の検討 :藤本祥太，

土屋邦洋，石田健一郎，山田 徹，谷口光宏，高橋義人（岐阜県総合

医療セ） ［目的］前立腺肥大症に対する低侵襲治療として当院では

2008年より HoLEP を導入した．導入以降の治療成績を検討した．

［対象］2009年 4月から2014年 4月までに当院で施行した HoLEP 150

例．［結果］年齢中央値71歳（58∼82），術前前立腺体積中央値 58 ml

（15∼123），手術時間中央値150分（20∼438），切除重量中央値 37 g

（7.3∼125）であった．術前・術後 UFM，合併症についても検討を

行った．［考察］術式導入初期には合併症を経験したが，症例を経験

するにつれ安全に手術を施行することができた．

前立腺推定体積 100 ml 以上の症例に対する経尿道的ホルミニウム

レーザー前立腺核出術の臨床的検討 :灰谷崇夫，小堀 豪，諸井誠司

（浜松労災），後藤修平（京都大） ［目的］経尿道的ホルミニウム

レーザー前立腺核出術（HoLEP）を行った前立腺推定体積（PV）100

ml 以上の前立腺肥大症症例について臨床的検討を行った．［対象と方

法］2006年 1月∼2013年 6月に行った HoLEP のうち PV ≧100 ml の

49例を対象とし，年齢，PV，IPSS，切除重量などの因子を検討した．

［結果］おのおのの平均値は年齢70歳，PV 128.6 ml，術前 IPSS 20.7，

術前 QOL スコア4.9，切除重量 79.9 g で，術後では IPSS 6.6，QOL

スコア 1.32 で術前と比べて改善を認めた．［結論］前立腺推定体積

100 ml 以上の症例に対し HoLEP は有用な治療と考えられた．

当院における HoLEP の治療成績 : 西岡 遵，田中幹人，楠田雄

司，山道 深，中野雄造，山田裕二（兵庫県立尼崎），酒井伊織（兵

庫県立塚口） ［目的］当院では HoLEP を導入後 8年が経過した．

その治療成績を報告する．［対象］2006年 1月から2013年 4月にかけ

て当院で HoLEP を施行した152例を対象とした．［方法］術前後の

IPSS，QOL score，Qmax，残尿量，術後尿失禁の有無を評価した．

［結果］平均年齢71歳，平均手術時間153分，平均核出時間95分，平均

核出重量 35 g．術前と術後 6 カ月目での IPSS は 18.6，6.8，QOL

score は 4.6，1.5，Q max は 9.4，23.4 ml/sec，残尿量は 65.6，19.5

ml であった．尿失禁を認めた症例は術後 6カ月目で4.3％であった．

［結論］HoLEP は前立腺肥大症に対して非常に有効な術式である．

Transurethral enucleation with bipolar : TUEB における従来法と

一塊核出法の比較 : 三島崇生，松崎和炯，滝澤奈恵，高安健太，矢西

正明，吉田健志，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大枚方）

［目的］TUEB では腺腫を分割核出する方法が主流である．今回，腺

腫一塊核出法を試みたので従来法と比較検討した．［方法］対象は従

来法，一塊核出法ともに18例，従来法は TUEB 導入80例以降の症例

とした．年齢，前立腺容積，手術時間，核出時間，ヘモグロビン低下

量，切除重量などを比較検討した．［結果］年齢（従来法 :一塊核出

法，数値は平均値）70.6 : 75.1歳，前立腺容積 68.1 : 71.9 ml，手術

時間161 : 101分，核出時間66 : 44分，ヘモグロビン低下量 1.5 : 0.76
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g/dl，切除重量 48.0 : 49.5 g であった．［結論］一塊核出法は従来法

に比較し手術時間短縮，出血量減少が認められた．TUEB における

一塊核出法は安全かつ有用な方法であると考えられた．

経尿道的前立腺切除術直前の尿道スワブによる細菌培養結果の検

討 :山下寛人，窪田成寿，金 哲將（公立甲賀） 経尿道的前立腺切

除術直前に尿道スワブ細菌培養を111例に施行した．細菌陽性は47例

であった．Enterococcus faecalis が 8検体，MRCNS が 6検体の順に多

く検出できた．耐性菌は MRSA，MRCNS が検出でき，全症例の 6

％（ 7 /111）に認めた．陽性群と陰性群で残尿量，術前膿尿の有無，

前立腺体積，尿閉のエピソード，国際前立腺症状スコア，術前ウロフ

ロメトリー，術前尿道バルーンカテーテル留置の有無，糖尿病の有無

について検討を加えたが，有意差は認めなかった．今回の検討では細

菌陽性に関連する因子を同定できなかった．

ロボット支援下腎部分切除術の初期経験 :河内啓一郎，岩田健宏，

弓狩一晃，枝村康平，小泉文人，雑賀隆史（広島市民） ［症例 1］

63歳，女性．RENAL score 6a．経腹的アプローチ・2 arms，助手ポー

ト 2本にて施行．WIT 29分，コンソール98分，手術時間139分であっ

た．［症例 2］76歳，男性．RENAL score 5p．後腹膜アプローチ・2

arms，助手ポート 1本にて施行．WIT 22分，コンソール88分，手術

時間129分であった．［症例 3］67歳，女性．RENAL score 5p．経腹的

アプローチ・2 arms，助手ポート 2本にて施行．WIT 16分，コンソー

ル86分，総手術時間118分であった．［総括］鮮明な 3D 画像と鉗子の

関節による自由度から従来の内視鏡下腎部分切除に比べ，安全かつ正

確な手術操作が可能であった反面，鉗子やアームの干渉によるストレ

スがあった．ポート位置の検討も必要と考えられた．

当科におけるマイクロ波組織凝固装置を用いた後腹膜到達法による

腹腔鏡下腎部分切除術の治療成績 :福井真二，中井 靖，井上剛志，

影林頼明，三馬省二（奈良県総合医療セ） ［目的］マイクロ波組織

凝固装置（MTC）を用いた後腹膜到達法による腹腔鏡下腎部分切除

術について検討した．［対象・方法］当科で施行した腹腔鏡下腎部分

切除術症例を対象に，合併症などを後方視的に検討した．［結果］45

例（男23例，女22例，手術時年齢平均63歳）に対し，MTC を用いた

無阻血腎部分切除術を施行した．病理結果は腎細胞癌が33例，腎血管

筋脂肪腫が 5例であった．術後再発を 2例（ 4％）に認め， 1例は初

回手術時の切除断端が陽性であった．術後腎機能の低下はなく，平均

27カ月の経過観察期間で癌死症例はなかった．［結語］癌制御や残腎

機能において，MTC を用いた後腹膜到達法による腹腔鏡下腎部分切

除術は良好な治療成績であった．

和歌山県立医科大学における腹腔鏡下腎盂形成術の治療成績 :井口

孝司，小池宏幸，山下真平，楠本浩貴，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） 今回われわれ

は2005年 8月から2012年 4月までに当院で腹腔鏡下腎盂形成術を施行

した21例について，術前術後の症状の有無，利尿レノグラム，静脈性

尿路造影検査，超音波断層法を用いて治療成功率を評価した．閉塞原

因は交差血管が 14例と最も多くみられ，術式は Anderson-Hynes

dismembered 法が19例と最も多く施行されていた．基本的には 4ポー

トで行い，症例に応じて適宜調節を行った．手術時間は平均207分，

出血量は平均 19 ml，ステント留置期間は42.5日，観察期間は平均

11.5カ月であった．術中合併症が 1例，術後合併症が 2例に認められ

た．当院の手術成績は他の報告と比較して遜色ないものであった．

当院における副腎腫瘍の臨床経過―NCCN のガイドラインを対照

に― :望月裕司，岡島英二郎（市立奈良） ［目的］当科における副

腎腫瘍の臨床経過を検討した［対象］2009年 1月から2014年 7月まで

に当科で診療した副腎腫瘍47例（50副腎），平均年齢65.4歳（40∼89

歳），平均腫瘍サイズ 19.1 mm（5∼47 mm），嚢胞 3例，転移性癌 3

例を除いた41例（44副腎）［方法］NCCN のガイドラインに沿って症

例を分類，臨床経過を検討［結果］皮質機能性 4例，非機能性33例

（4 cm 以上 1例，以下32例），髄質性 3例で NCCN の治療推奨にそっ

ていたのが83.3％であった［結語］おおむね NCCN のガイドライン

に沿った対応をしていた．ガイドラインに沿わなかった症例について

その理由などを検討する予定である．

OK-432 注入療法が奏功した後腹膜リンパ管腫の 1例 : 藤本浩輔，

小野隆征，中濱智則，松下千枝，吉井将人，渡辺秀次（済生会中和）

症例は63歳，男性．2012年12月，高血圧症，糖尿病のため近医通院

中，腹部腫瘤を指摘されたため，当院外科を紹介受診した．CT，

MRI にて後腹膜リンパ管腫が疑われたため，当科を受診した．2013

年 1月，腹部腫瘤試験穿刺施行した．内容液は黄色，軽度混濁あり，

リンパ球を多数認め，細胞診は陰性であったため，後腹膜リンパ管腫

と診断した． 3月，後腹膜リンパ管腫に対して OK-432 注入療法を施

行した．エコーガイド下に穿刺し内容液 450 ml 回収し，生食 100

ml＋OK-432 2KE 注入した．特に副作用は認められなかった．3.5カ

月後，エコー上，後腹膜リンパ管腫は消失した．後腹膜リンパ管腫に

対して，OK-432 注入療法は有用であると考えられる．

当院における腎盂尿管癌に対する腹腔鏡下腎尿管全摘除術の臨床的

検討 :飴本剛之介，西野 将，伊藤正浩，糠谷拓尚，竹中政史，深谷

孝介，石瀬仁司，深見直彦，佐々木ひと美，日下 守，白木良一（藤

田保衛大） 1998年 1月から2014年 3月までに当院で手術を施行し，

病理組織学的に尿路上皮癌と診断された98例について検討した．男性

77人（78.5％），女性21人（21.5％）．年齢は40∼88歳（中央値67.5

歳）．発生部位では，腎盂42例，尿管56例であった．術式は，全例に

腎尿管全摘膀胱部分切除術を施行．術前化学療法施行例54例．術後化

学療法を10例，術後放射線照射を18例に施行．術後膀胱内再発33例，

対側尿管に転移を 1例，肺転移を 5例，所属リンパ節転移が 4例．局

所再発（腸腰筋） 1例，脳転移を 1例に認めた．膀胱再発に対し膀胱

全摘を 6例，膀胱部分切除術を 1例に施行した．pT2 以下は73例中

癌死 1例，pT3 以上は25例中癌死は 4例であった．

腎浸潤性尿路上皮癌の 4例 :吉川元清，平山暁秀，宮崎隆雄，國方

聖司（近畿大奈良），上島成也（大阪南医療セ），中濱智則，永吉純一

（西奈良中央） 腎浸潤性尿路上皮癌は比較的稀な疾患で，腎内への

尿路上皮癌の浸潤病変が主体で腎盂には明らかな腫瘍を認めない，も

しくは腎盂粘膜に上皮内癌を認める尿路上皮癌とされる．今回，当施

設で経験した腎浸潤性尿路上皮癌の 4例について報告する．男性 3

例，女性 1例．平均年齢75歳（72∼79）．術前にリンパ節転移を 2例

に認め，その他 2例は術前に転移を示す所見はなかった．術前の尿細

胞診は，すべて class 3 以下であった．全例において腎尿管全摘除術

およびリンパ節郭清を施行したが術後 3カ月の画像検査で新たな転移

病変を認めた．腎浸潤性尿路上皮癌の診断，治療について若干の文献

的考察を加えて報告する．

初診時，上部尿路上皮内癌を疑うも経過を観察した 9例の臨床的検

討 : 早川 望，菊地栄次，松本一宏，森田伸也，小坂威雄，篠田和

伸，水野隆一，篠島利明，宮嶋 哲，大家基嗣（慶應義塾） ［目的］

原発性上部尿路上皮内癌（UTUC-CIS）を疑うも経過観察とした 9例

の背景因子を検討した．［対象と方法］1997∼2012年に 9例のUTUC-

CIS を疑う症例を経験し，その患者背景，検査項目，転帰を検討し

た．［結果］平均年齢は76.3歳，男女比は 8 : 1，平均観察期間は65.4

カ月であった．上部尿路細胞診の内訳は，3 が 5 例，3b が 2 例，4

と 5 がそれぞれ 1例ずつであった．画像上壁肥厚・狭窄を指摘され

たのは 5 例であった．尿管鏡下生検は 2 例で行い，うち 1 例で

UTUC-CIS の診断となった．［結語］UTUC-CIS の確定診断に苦慮し

た症例を少なからず経験した．

手術治療を行わなかった局所腎盂尿管癌の検討 :野尻佳克，永田卓

士，吉田正貴（国立長寿医療研究セ） ［目的］局所腎盂尿管癌の自

然予後の報告は限られている．［対象と方法］2010年 8月から2013年

12月までに，国立長寿医療研究センターで診療した局所腎盂尿管癌39

例のうち，手術を行わなかった12例について検討した．［結果］平均

年齢77.1歳，男性11例，女性 1例．全介助 1例，部分介助 3例．手術

を行わなかった理由は，合併症 5例，単腎 2例，患者希望 3例，不明

2例であった． 4例で平均16.1カ月後に遠隔転移が出現した． 4例は

平均20.4カ月で他因死し， 5例は平均24.9カ月で癌死した．癌死した

5例中 2例は膀胱癌による腎後性腎不全で死亡した．［考察］局所腎

盂尿管癌に対し手術を行わなかった場合，平均 1年 4カ月で遠隔転移

を生じ， 2年で癌死した．

尿管口から膀胱内に脱出した尿管ポリープの 1例 :加藤大貴，松本

力哉，水野卓爾（磐田市立総合） 39歳，女性．健康診断の腹部超音
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波検査で膀胱内腫瘤を指摘され当科紹介初診．膀胱鏡で右尿管口から

膀胱内に突出する表面平滑な棍棒状腫瘤を認めた．尿細胞診は陰性，

尿沈渣で血尿なし．腹部造影 CT で腫瘤を同定できず水腎症を認めな

かった．腹部造影MRI で右尿管口より径 12 mm の有茎性腫瘤を認め

たが基部は同定できなかった．右尿管ポリープを疑い尿管鏡検査およ

び経尿道的切除術を施行し，病理診断は尿管ポリープであった．近

年，尿管鏡を用いた内視鏡的治療が選択されるようになっている．今

回われわれも Ho-YAG レーザーを用いて安全に施行しえた．

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

tumor の 1 例 : 小林知広，米田幸生，吉村力勇（大阪鉄道） ［症

例］32歳，男性．無症候性肉眼的血尿を主訴に来院．膀胱鏡で膀胱後

壁に 15 mm 大の表面疎な出血性腫瘍を認めた．膀胱鏡施行時はほぼ

止血されていたため外来にて精査予定であったが，検査 5日後に血圧

低下を伴う貧血で緊急入院．入院後，Hb 5.2 g/dl と貧血著明であり

輸血ならびに緊急止血術を施行した．腫瘍は 35 mm 大に急増大を認

め，可及的に切除し止血を得た．病理の中間報告では sarcoma を疑う

もので，CT で胸骨裏面に 3 cm 大の軟部腫瘤を指摘された．腫瘍内

科紹介し精査し，胸腺腫であった．病理最終報告は未分化肉腫の可能

性は否定できないものの，inflamemtory myofibroblastic tumor との診断

であった．現在再発なく経過している．

進行性陰茎癌に対する全除精術および腹直筋皮弁による再建術後，

難治性瘻孔を来たした 1例 :喜馬啓介，岸野辰樹，米田龍生，坂 宗

久，平尾佳彦（大阪暁明館），藤原敏宏（同形成外科） ［症例］65

歳，男性．進行性陰茎癌 cT4N3M0 に対し，全除精術，腹直筋皮弁形

成術，膀胱皮膚瘻造設術を施行した．術後会陰部の難治性瘻孔を認め

瘻孔切除術を施行したが，骨盤腔内への瘻孔形成，膀胱からの尿リー

クが疑われたため，後日，瘻孔切除術，膀胱全摘除術，尿管皮膚瘻造

設術を施行した．瘻孔は直腸前面に及んでおり根治手術が不可能で

あったが，術後化学療法にて会陰部からの排膿は消失し，創治癒を得

た．［考察］進行性陰茎癌に対する腫瘍切除後，組織欠損が広範囲と

なる場合，筋皮弁による再建術が施行される．今回，全除精術，腹直

筋皮弁形成術後の創感染の治療に難渋した 1例を経験したので，若干

の文献的考察を含め報告する．

腺扁平上皮陰茎癌の 1例 :飛梅 基（独立行政法人労働者健康福祉

機構旭労災），山田芳彰（可児とうのう），梶川圭史，中村小源太（愛

知医大） 79歳，男性．2013年10月31日，肉眼的血尿・陰茎部腫瘤を

主訴に受診．真性包茎で陰茎は確認できないが，亀頭部左側に石様硬

の腫瘤を認めた．CT では，明らかな遠隔転移・リンパ節転移は認め

なかったが，亀頭部左側に 13 mm 大の high density な腫瘤を認めた．

擦過細胞診では扁平上皮癌と診断された．陰茎癌と診断し，12月 5日

に陰茎部分切断術を施行した．病理結果は，adenosquamous carcinoma

of the penis，pT2，N0，M0，stage 2 であった．追加治療として放射

線治療を行い，現在再発を認めない．

精巣悪性 Leydig 細胞腫の 1例 : 中井正治，岩崎比良志，布施春樹

（舞鶴共済），太田 諒，今村好章（福井大第 1病理） 症例は69歳，

男性．近医より精巣腫瘍のため2013年 8月29日紹介受診．初診時，腫

瘍マーカーに異常認めないものの，CT では径 17 cm の精巣腫瘍，径

16 cm の傍大動脈リンパ節転移，多発肺転移，右胸膜播種に伴う胸水

の貯留認めた．同年10月28日高位精巣摘除術を行い，病理診断は悪性

Leydig 細胞腫であり，術後 testosterone 1,440 ng/dl と高値であったた

め11月11日から mitotan を投与，testosterone 2,473 ng/dl まで低下し

たが，CT でリンパ節転移に変化なく，翌年 1月15日後腹膜リンパ節

郭清術行ったが，原因不明の感染症から DIC，消化管出血を起こし

1月18日死亡された．本症例は本邦12例目にあたり，若干の文献的考

察を加え，報告する．

精巣腫瘍と精巣原発悪性リンパ腫の検討 :松村直紀，杉本公一，林

泰司，西岡 伯（近畿大堺），清水信貴，南 高文，山本 豊，野沢

昌弘，能勢和宏，吉村一宏，植村天受（近畿大） 1987年 1 月から

2014年 3月までに当施設で治療した精巣腫瘍167例の内，精巣原発悪

性リンパ腫 8例を抽出し比較検討を行った．平均年齢は精巣非悪性リ

ンパ腫37.2歳，精巣原発悪性リンパ腫72歳であった．病期分類，予後

分類において精巣非悪性リンパ腫は，I : 106例，IIA : 13例，IIB : 12

例，IIIA : 7例，IIIB : 15例，IIIC : 6例，good risk : 143例，inter-

mediate risk : 18例，poor risk : 6例であり，精巣原発悪性リンパ腫は，

I : 7例，IIA : 1例，good risk : 7例，intermediate risk : 1例であった．

精巣原発悪性リンパ腫は精巣腫瘍と比較し高齢発症が多く，病期分類

や予後分類が良好にも関わらず生存率は有意に低かった．しかしなが

ら癌特異的死亡率では差はなかった．

DIC に対する遺伝子組み換えトロンボモジュリンの有用性に関す

る検討 :山野 潤，山野志真，板東由加里，山尾 裕，中村一郎（神

戸市立医療セ西市民） ［目的］当科における DIC に対する遺伝子組

み換えトロンボモジュリン（rTM）の治療効果の検討．［対象と方法］

2011年 8月より2014年 3月において当科で DIC と診断され rTM を投

与された19例．年齢の中央値は75歳，性別は，男性 9例，女性10例，

感染性 DIC 16例・癌性 DIC 3例を対象とし，投与前後での抗凝固系

検査・DIC スコアなどについて評価した．［結果］19例中 2例が死亡

したが，救命しえた17例では rTM の投与により血小板数・DIC スコ

ア・SOFA スコアは有意に改善した．また，rTM による有害事象は

認めなかった．［考察］DIC 患者に対する rTM 投与は有効であるこ

とが示唆された．

当院外来における尿中分離菌の検討 :浅井省和，杢 昌治（浅香

山） 高齢者の増加に伴い抗菌薬治療歴のある患者も増え，外来にお

ける尿培養でも耐性菌が検出されることが増えていると報告されてい

る．今回，ここ 5年間に当院外来で行われた尿培養で検出された尿中

分離菌につき検討した．対象は2009年 4月∼2014年 3月に当院外来を

受診した，のべ1,579人のうち尿培養で菌が検出された812人である．

1菌種検出473人， 2菌種以上検出288人で，1,100株が検出された．

検出株のうち各年度とも最も多かったのは E. coli 39.6∼48.9％で，次

いで Enterococcus faecalis 8.0∼15.0％であった．E. coli のうち ESBL 産

生菌は各年度とも約15∼25％を占め， 5年間で明らかな増加傾向はみ

られなかった．

当院における2006∼2013年の 8 年間の尿細菌培養から見た尿路

MRSA 感染症の動向 : 元森照夫（社会医療法人財団天心堂へつぎ）

［目的］当院での感染対策向上のために，尿中 MRSA の動向を検討し

た．［対象と方法］当院で2006∼2013年に提出された尿細菌培養で尿

中に MRSA を認めた物を検討した．［結果］尿路 MRSA 感染症は71

件で当院の全 MRSA 感染症の4.9％であった．患者の平均年齢は77.9

歳で，市中型は40件，院内感染が11件であった．同一患者で尿路以外

にも MRSA 感染症を認めたのは39件（55％）であった．MRSA の原

因と考えられる状態はバルーン留置が24件と最も多かった．当院での

MRSA 感染症の総数は減少傾向で，尿路 MRSA 感染症も減少傾向で

あったが，昨年は多かった．［考察］市中型 MRSA が増加していると

考えられた．

経直腸的前立腺生検前スワブ便培養による生検後感染予防効果につ

いての検討 :吉尾裕子，杉野友亮，吉川昌希，西井正彦，矢崎順二，

西川晃平，長谷川嘉弘，神田英輝，金井優博，有馬公伸，杉村芳樹

（三重大） ［目的］前立腺生検前スワブ便培養により予防的抗菌薬投

与法を選択し，生検後感染を阻止することを目的とした．［対象と方

法］2013年 3月∼2014年 6月に当科において経直腸的前立腺生検を施

行した120例を対象とした．全例生検前にスワブ便培養を行い，生検

当日 CMZ 1g× 2回，感受性あり群に対しては生検翌日から LVFX

500 mg× 4日間投与，耐性群・中間群に対しては生検翌日 CMZ 1 g×

2回， 2日目 CMZ 1 g 単回投与した．［結果］キノロン系抗菌剤耐性

グラム陰性桿菌は120例中28例で検出された．生検後の発熱は 1例も

みられなかった．［結論］生検前のスワブ便培養は，生検後感染予防

に有用であると考えられた．

妊婦水腎症の臨床的検討 :新井隆之，塚本 亮，吉田真貴，関山和

弥，貝淵俊光，戸邉豊総（済生会宇都宮） ［目的］今回われわれは，

有症状の妊婦水腎症において，尿管ステント留置の有用性につき検討

した．［対象］1997年 4月から2014年 7月までに入院治療を要した有

症状の妊婦水腎症38症例を対象とした．［方法］尿管ステントを留置

した10症例と，非留置の28症例で症状改善までの期間と入院期間を比

較した．［結果］尿管ステント留置群，非留置群で症状改善までの期

間はそれぞれ 2，4.3日と尿管ステント留置群で有意に短かった．ま

た，入院期間はそれぞれ 5，7.5日と尿管ステント留置群で短い傾向

を認めた．全症例，合併症なく出産を終えた．［結論］尿管ステント
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留置は妊娠中も安全に行うことができる手技で，症状改善に有効であ

ると考えられた．

残存尿管に発生した尿路上皮癌（CIS）の 1例 :臼井幸男，稲土博

右（静岡市立清水），別府正典（べっぷ腎・泌尿器クリニック） 腎

癌術後の残存尿管に尿路上皮癌を発症した 1例を経験した．症例は70

歳台の男性．主訴は無症候性肉眼的血尿．既往歴 : 7年前に左腎癌に

て根治的腎摘除術を施行（clear cell carcinoma，G2，pT1a）．その後胃

癌で幽門側胃切除が行われた．いずれも後療法はせず経過観察とされ

転移再発は認めていない．膀胱鏡検査で左尿管口からの出血を確認．

自然尿細胞診はクラス 3．CT で左残存尿管の拡張を認めた．腫瘤形

成は明らかでなかったが，尿管癌と診断し残存尿管全摘除術を行っ

た．摘出した尿管内腔には腫瘍性病変は認められなかったが，病理組

織学的に G3 の urothelial carcinoma，CIS であった．

腎癌術後 9年を経て発生した遺残尿管癌の 1例 :宮本圭輔，梅田

俊，藤田民夫（名古屋記念），杉浦皓太（聖隷浜松） 80歳，男性．

9年前に左腎癌に対し根治的左腎摘除術を施行した．経過観察中，肉

眼的血尿が出現したため精査を行った．尿細胞診は陰性，CT で遺残

尿管の不均一な腫大と造影効果を認め，膀胱鏡で遺残尿管の尿管口部

に乳頭状腫瘤を認めた．遺残尿管に生じた尿路上皮癌と診断し，遺残

尿管摘出＋膀胱部分切除術を施行した．病理結果は UC，G2，pT2，

膀胱側断端は CIS であった．腎癌術後の遺残尿管に発生した尿路上

皮癌の報告は稀であり，調べえた限り本邦13例目であった．

浸潤癌による水腎症に対する尿路変向の検討 :山本広明，金子佳照

（奈良県西和医療セ），越智朋子，日高晶子，坂口 浩（同放射線科）

［目的］婦人科・消化器癌による水腎症の管理に苦慮する症例は多く，

当院での水腎症に対する尿路変向を検討し，適切な治療指針を考察し

た．［対象と方法］2009年から2014年までに尿管ステントか PNS 留置

を行った患者の背景，治療後の転帰について検討した．［結果］症例

は51名，平均74.5歳．水腎症の原因は泌尿器癌28名，婦人科・消化器

癌23名．泌尿器癌ではほとんど PNS が選択されていた．婦人科・消

化器癌では73.9％は尿管ステントが選択され，そのうちの41.2％は

PNS に変更されていた．［考察］婦人科・消化器癌による水腎症で

は，個々の症例に応じて積極的に PNS を選択すべきと考えられた．

当院における透析患者の進行尿路上皮癌に対し，GEM と CDDP を

使用した GC 療法を施行した 4例の経験 :堀田俊介，平山きふ，齋藤

友充子，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） 透析患者に CDDP を使用する際には，排泄遅延に

よる毒性増強が問題となり血液透析を同時に行うことが必要とされ

る．透析患者の進行尿路上皮癌に対して GC 療法を施行した 4 例

（のべ11コース）を経験した．GEM は原則として 1,000 mg/m2 の標

準量を投与． 8日目の追加投与は89％で投与可能であったが，15日目

は全例で投与を見送った．CDDP は，70 mg/m2 の標準量投与は 1例

（ 2コース）にとどまり，ほかは主に50％に減量した．CDDP の投与

終了後 1時間以内に血液透析を行った．骨髄抑制が主な有害事象で，

3例（ 7コース）で RCC 輸血， 1例（ 4コース）で PC 輸血， 3例

（ 5コース）で G-CSF 投与を要した．

膀胱癌における Claudin の発現とシスプラチン抵抗性への関与の

検討 :桑田真臣，三宅牧人，穴井 智，田中宣道，藤本清秀（奈良県

立医大），千原良友（奈良県立医大，同分子病理学教室），國安弘基

（同分子病理学教室），近藤昌夫（大阪大薬学研究科），深澤征義（国

立感染症研究所細胞化学部） ［背景］Claudin ファミリーは種々の

癌腫で発現レベルの変異が報告されている．今回，われわれは，膀胱

癌における Claudin-1/4 の発現と腫瘍増殖能・薬剤耐性との関連を検

討した．［方法・結果］1）86例の膀胱癌組織の免疫染色では，

Claudin-4 の発現レベルは T stage と相関した．2）ヒト膀胱癌細胞株

を用い抗 Claudin-4 中和抗体の有無によるシスプラチンの細胞増殖抑

制能の変化を in vitro と in vivo で検討し，シスプラチンの腫瘍増殖抑

制作用の増強が認められた．［結語］膀胱癌では，Claudin-4 の発現が

シスプラチン抵抗性獲得の一因となる可能性が示唆された．

腎盂尿管癌における MRI 拡散強調画像の有用性について :西井正

彦，吉川昌希，杉野友亮，矢崎順二，西川晃平，吉尾裕子，長谷川嘉

弘，神田英輝，金井優博，有馬公伸，杉村芳樹（三重大） ［目的］

腎盂尿管癌の診断における MRI 拡散強調画像の有用性について検討

した．［方法］2012年 1月から2014年 6月までに当院において腎盂尿

管癌と診断された19例（腎盂11例 尿管 8例）を対象として，MRI

拡散強調画像を施行した．みかけの拡散係数（ADC 値）も算出して

評価した．［結果］全症例において拡散強調像で病変部は高信号を呈

し，ADC 値は正常尿路の値と比較して有意に低値を示した．手術を

施行した14例において，摘出病理標本と MRI 画像の病変部位はいず

れも一致していた．［結論］MRI 拡散強調画像は腎盂尿管癌の診断に

おいて，造影剤を使わない非侵襲的画像診断法として有用であること

が示唆された．

全身性エリテマトーデス（SLE）を合併した筋層浸潤膀胱癌の 1

例 :飯田孝太，冨岡厚志，丸山良夫，雄谷剛士（松阪中央総合） 症

例は60歳，男性．発熱，尿潜血，尿蛋白を主訴に当科受診．膀胱鏡で

左尿管口後方に乳頭状広基性腫瘍を認めた．CT で両側閉鎖リンパ

節，左総腸骨リンパ節の軽度腫脹を認め，MRI で膀胱周囲脂肪への

浸潤を伴い，膀胱癌 cT3bN2M0 と診断した．また，蛋白尿の精査を

内科で施行し，SLE と診断された．SLE による好中球，血小板減少

のため，ステロイド療法を先行して開始すると， 3カ月後の CT でリ

ンパ節の腫脹は消失していた．その後，GC 療法施行後に，膀胱全

摘，尿管皮膚瘻造設術を施行した．術後 7カ月経過し，再発転移は認

めていない．

ステントグラフト留置により治癒した総腸骨動脈尿管瘻の 1例 :渡

邉弘充，安藤 慎，倉橋俊史（聖隷三方原） 77歳，男性．2013年 7

月に浸潤性膀胱癌に対し，膀胱全摘除術および尿管皮膚瘻造設術を施

行した．病理結果は尿路上皮癌，high grade，pT2N0 であった．両側

シングル J 尿管カテーテル留置のまま退院となった．術後 2カ月目に

右腎盂腎炎を発症し，シングル J 尿管カテーテルの交換および抗菌化

学療法を施行した．術後 5カ月目に左腰背部痛，肉眼的血尿を認め当

院救急外来受診した．ストマからの拍動性の出血を認め，各種画像精

査の結果，左総腸骨動脈尿管瘻の診断に至った．2014年 4月に総腸骨

動脈ステントグラフト留置術を施行した．術後血尿は消失し，ステン

トグラフト留置 2カ月後に両側シングル J 尿管カテーテルを抜去．血

尿なく経過している．

大阪大学における膀胱癌に対するセカンド TUR の臨床的検討 : 林

裕次郎，氏家 剛，永原 啓，藤田和利，植村元秀，木内 寛，今村

亮一，宮川 康，野々村祝夫（大阪大），河嶋厚成（大阪大，同臨床

腫瘍免疫学共同講座） ［目的］当院でセカンド TUR を施行した筋

層非浸潤性膀胱癌（NMIBC）について臨床的検討を行う．［対象］

2000年 1月から2014年 7月までに当院で NMIBC と診断され，セカン

ド TUR を施行した61例を対象とした．［結果］年齢は71歳（47∼85

歳），男性50例，女性11例．病理組織学的には，Ta/high grade（HG）

が17例，T1/HG が44例，随伴性 CIS は11例．セカンド TUR 時，肉

眼的に腫瘍の残存は認めなかったが，病理学的には，pTa 2例，pT1

10例の残存を認めた．平均観察期間 6カ月（ 1∼87カ月）の間に膀胱

内再発は14例認め，筋層浸潤への進展例は 6例認めた．［結論］初回

TUR 時に可及的に腫瘍切除を行っても残存腫瘍を認めた症例もあ

り，セカンド TUR の重要性を再認識した．

T1 膀胱癌に対する経尿道的膀胱腫瘍粘膜下剥離術（TUSD）によ

る治療 :津島知靖，藤田竜二，山崎智也，大岩裕子（国立病院機構岡

山医療セ） ［目的］T1 膀胱癌に対する経尿道的膀胱腫瘍粘膜下剥

離術（transurethral submucosal dissection of bladder tumor : TUSD）の治

療成績について検討する．［対象］2008年 1月から2012年12月までに，

T1 膀胱癌と診断され，TUSD が行われた32例．［結果］深部断端は

陰性27例（84.4％），陽性 5例（15.6％）． 2例に即時膀胱全摘が行わ

れた．Second TUR は 3例に行われ， 1例に Ta の残存を認めた．14

例に BCG 膀注が行われた．膀胱内再発は10例（31.3％）．進展例は

3 例（9.4％，T3b 1 例，尿管癌 2 例）であった．［結語］TUSD は

正確な病理診断と完全な腫瘍切除を可能にする優れた方法であり，

T1 膀胱癌に対して治療に寄与する可能性が示唆された．

当院での根治的膀胱全摘術における ERAS プログラム導入につい

て :田中幹人，山田裕二，中野雄造，山道 深，楠田雄司，西岡 遵

（兵庫県立尼崎），酒井伊織（兵庫県立塚口） ［目的］当院では2013

年 1 月以降，泌尿器科手術に際して ERAS（enhanced recovery after
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surgery）プログラムを導入した．その一環として消化管前処置を省略

し，術前に経口炭水化物飲料補水を行っている．今回，根治的膀胱全

摘術における本プログラムを導入の安全性について検討した．［対象

と方法］2013年 7月以降の根治的膀胱全摘術に際して本プログラムを

導入した21例を対象とした．［結果］本検討では消化管前処置の不足

に起因すると考えられる周術期の有害事象を認めなかった． 4例に術

後イレウスを来たしたが，本プログラム導入以前に比し頻度が増大し

なかった．［結論］根治的膀胱全摘術における本プログラム導入は安

全と思われた．

腸管利用膀胱全摘除術症例における術後腸管麻痺予防のプロトコー

ル作成の検討―大建中湯投与にて― :宇野雅博，飯沼光司，加藤成

一，増栄孝子，増栄成泰，藤本佳則（大垣市民） ［目的］第101回総

会にて，「腸管利用膀胱全摘除症例における術後腸管麻痺予防に対す

る大建中湯の有用性」を報告した．今回，大建中湯投与のプロトコー

ルを作成したので報告する．［対象および方法］2007年 8月より2014

年 2月までに腸管利用膀胱全摘除症例中，大建中湯を投与した30例を

対象とし，作成前に投与した15例（作成前群），作成後15例（作成後

群）とした．プロトコールとは術後第 1病日経鼻胃管抜去，第 2病日

大建中湯内服，第 3病日飲水，第 4病日経口摂取開始とした．［結果］

経鼻胃管抜去日，大建中湯開始日，経口摂取開始日にて，両群に有意

差を認めた．［考察］早期に経口摂取開始が可能になり，術後腸管麻

痺予防になると考えられた．

尿路上皮癌におけるゲムシタビン，シスプラチン併用療法の 4週間

レジメンと 3週間レジメンの比較検討 :高田慎也，玉木慎也，遠藤雅

之（国立病院機構北海道がんセ薬剤科），松本隆児，三浪圭太，松浦

忍，原林 透，永森 聡（国立病院機構北海道がんセ） 現在 MUC

に対する標準的治療は GC 療法の 4 W だが，その問題点は D15 の

GEM の高い休薬率である．そこで当科では D15 をカットした 3 W

を実施しているが，安全性，有効性を 4 W と後方視的に比較検討し

た．対象は，2008年 1 月以降当科で施行された35名（4 W/3 W＝20

名/15名）で，それぞれのべ83，61コース施行され，減量，休薬なく

施行可能であったのは，4 W : 35％，3W : 67％であった．治療強度

は 3 W で GEM が有意に高かった．Grade 3 以上の骨髄抑制の発現頻

度においては，白血球減少は差がなかったが，血小板減少で 3 W が

有意に少なく，全生存期間はどちらも15カ月であった．現時点で

MUC の治療は 3 W で問題ないと思われた．

シャント PTA により完治したシャント手指有痛性皮膚潰瘍の 1

例 :竹内 豊，仲山明宏，坪 俊輔（いぶり腎泌尿器科クリニック）

［症例］糖尿病性腎症が原因の慢性腎不全患者で透析歴は 8年 3カ月．

［現病歴］2013年 5月より両下肢皮膚潰瘍にて PGE 製剤を週 3回投

与していた．同 7月にシャント側の中指が暗紫色に変色．引き続き潰

瘍化し激烈な痛みが出現．入院の上，抗生剤静脈内注射，抗生剤＋プ

ロスタグランディン軟膏を塗布開始．改善見られず．シャント閉塞に

よる静脈高血圧症を強く疑い，シャント造影．シャント狭窄部あり，

同年 8月シャント PTA＋流入静脈結紮を 2カ所で行う．手術は順調

に終了．術後 2時間で痛みが消失．滲出液の出ていた潰瘍は乾燥し術

後 2週間で皮膚潰瘍は完治．［まとめ］シャント PTA により完治した

シャント手指の皮膚潰瘍を経験したので報告する．

低K血症による横紋筋融解の 1例 : 竹村光太郎，速水慎介，栗山

学，阿曾佳郎（藤枝市立） 症例は45歳，女性．26歳時に十二指腸穿

孔の既往がある．その後十二指腸狭窄を指摘されていた．受診 3日前

から嘔吐を繰り返し，救急受診，即入院となった．入院時採血には著

変なし．同日補液後痙攣発作を来たし，CPK 341,400 IU/l，Cre 4.0

mg/dl，K 1.5 mEq/l であり，横紋筋融解に伴う急性腎不全と診断．

大量補液で尿量が増加しなかったため，第 3病日に緊急透析となっ

た．透析開始後，徐々に腎機能改善が認められ，第19病日に透析離

脱，食事摂取可能となったため退院となった．低K血症が誘因と考え

られる横紋筋融解の 1例を経験したので，若干の考察を加え報告す

る．

当科における血液型不適合腎移植の臨床的検討 :西川晃平，杉野友

亮，吉川昌希，西井正彦，矢崎順二，吉尾裕子，長谷川嘉弘，神田英

輝，金井優博，有馬公伸，杉村芳樹（三重大） ［目的］血液型不適

合腎移植の有効性について検討した．［対象と方法］2005年11月から

2013年 3月までに当科にて生体腎移植を施行した35症例を血液型不適

合群13例，適合群22例に分け術中術後の因子および生着率について比

較検討した．［結果］不適合群の平均手術時間（441分），総阻血時間

（145.8分），術後入院期間（27.1日），術後 2カ月目の Cre 値（1.13

mg/dl），移植後 3年生着率（100％）は適合群と同等であったが，術

後好中球減少が多い傾向にあった．［結論］血液型不適合腎移植の短

期成績は良好であり，安全かつ有効な方法と考えられた．

移植腎動静脈形成術についての検討 :長濱寛二，松尾 研，高田秀

明，仲島義治，吉村耕治，森 典子，西尾恭規（静岡県立総合腎セ），

宮内勇貴（愛媛大），尾本和也（東京女子医大） 当院で2013年 4月

から2014年 3月まで施行した16例の腎移植において，実施した腎動静

脈の形成術についての検討を行った．腎静脈の形成術を施行したのは

3例で，いずれも提供腎が右腎の献腎移植における下大静脈を用いた

静脈形成であった．移植腎動脈が 2本である 4症例のうち 2例は一本

化，他の 2例は内腸骨動脈グラフトを使用した． 1本化した症例はい

ずれも内腸骨動脈と端端吻合した．内腸骨動脈グラフトを使用した 2

例のうち， 1例は外腸骨と端側，もう 1例は内腸骨と端端吻合した．

いずれも血流は良好であった．当院で使用している腎動静脈形成術選

択のアルゴリズムについての有用性を検討した．

膀胱転移を来たした多嚢胞性腎細胞癌の 1例 :和田幸弘，姫野安敏

（姫野クリニック），安喰春輝，椎名浩昭（島根大） 症例は67歳，男

性．2009年に右腎腫瘤を指摘されるも残存腎実質として経過観察して

いたが，腫瘍の増大を認め，後腹膜鏡下右腎摘除術を施行した．病理

組織診断は ACDK 関連腎細胞癌，G2＞3，pT1bN0M0 であった．術

後に CT で膀胱腫瘍を疑い，三角部および前立腺部尿道に乳頭状腫瘍

を認め，2013年12月に TUR-Bt を行った．組織学的には好酸性で広い

胞体を持つ腫瘍であったが，診断は浸潤性尿路上皮癌であった．以上

より膀胱全摘除術＋右残存尿管摘出術を施行．組織型は淡明細胞癌で

膀胱頸部，前立腺部尿道，前立腺に腫瘍が局在した．原発性尿道癌や

前立腺癌が鑑別に挙がるも免疫染色の結果より多嚢胞性腎細胞癌の膀

胱転移と診断した．

pT1-2N0M0 腎細胞癌の術後再発に関する検討 :矢野敏史，福永有

伸，松岡崇志，杉野善雄，岡田卓也，川喜田睦司（神戸市立医療セ神

戸中央市民） ［目的］根治的手術を行った pT1-2N0M0 腎細胞癌の

術後再発を臨床的に検討．［対象］1994∼2009年に根治的手術を行い

3年以上経過観察した114例［結果］腎摘除術67例，部分切除術47例，

観察期間37∼227カ月（中央値96.5カ月）で12例に術後再発を認めた．

再発までの期間は 6∼171カ月（中央値68.5カ月）で内 5例が癌死し，

再発後生存期間は15∼89カ月（中央値36カ月）．再発例は，pT1a : 4 /

69例，pT1b : 3 /22例，pT2 : 5 /23例，淡明 : 12/104例，非淡明 0 /

10例，腎摘除術11/67例，腎部分切除術 1 /47例．初回再発は肺 6例，

骨 2 例，膵・胆嚢・胸膜・対側副腎が各 1 例．［結語］pT1-2N0M0

腎癌では晩期再発が存在し，再発部位も多彩で長期的な全身検索が必

要である．

腎腫瘍性病変，特に非淡明型腎細胞癌についての検討 :安達高久，

河野 学，北本興市郎（大阪市立十三市民），阪倉民浩（市立柏原）

本院ならびに住吉市民病院で手術を行った腎腫瘍性病変（尿路上皮癌

は除外）のうち，特に非淡明細胞癌について検討した．2002年より

2014年までの検討で，全症例は89例，主たる組織型は悪性腫瘍につい

ては淡明細胞癌が71例，その他は乳頭状腎癌 4例，顆粒細胞型 3例，

嫌色素性 1例，集合管癌 2例，紡錘細胞型 2例， B細胞型悪性リンパ

腫 1例で良性病変としては，オンコサイトーマ 1例，後腎性腺腫 1

例，腎血管筋脂肪腫 2例，炎症性の器質化病変 1例であった．またベ

リニ管癌の 1例，および紡錘細胞型の 2例は術前診断が困難なケース

であった．個々のケースの経過と診断困難例についての詳細なども報

告する．

当院における進行性腎細胞癌に対する分子標的薬治療の検討 :森田

展代，井上慎也，中澤佑介，中井 暖，橘 宏典，近沢逸平，田中達

朗，宮澤克人（金沢医大） 当院では2008年10月より進行性腎細胞癌

に対して分子標的薬の使用を開始し，現在まで19例に対し使用した．

治療効果と有害事象について検討した．男女比は 6 : 4，平均年齢は

66.5歳．MSKCC risk は poor risk が 1/3 を占め，79％に根治的腎摘除

術を施行．組織型は63％が clear cell であった．転移巣は84％に肺転
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移を認めた．治療効果は CR/PR が26％，SD が32％であった．副作

用のうちスニチニブは脳出血や QT 延長が出現し，投与に関して注

意が必要であった．分子標的薬の選択が増加した事で，全身状態が良

ければ，複数の臓器に転移があってもシークエンシャル療法などの考

慮や患者に合わせた薬剤の種類・量・投与サイクルを工夫することが

できると思われる．

当院における転移性腎細胞癌に対するアキシチニブ投与の臨床的検

討 :坂本次郎，重原一慶，門本 卓，宮城 徹，中嶋孝夫（石川県立

中央），島村正喜（能美市立） ［目的］転移性腎細胞癌に対するアキ

シチニブの有効性・安全性を調査した．［対象］転移性腎細胞癌18例

（初回投与17例，リチャレンジ 1例）．［結果］年齢は70.3歳（50∼84

歳）で，1st line 3例，2nd line 6例，3rd line 以降 9例．投与期間の

中央値は10.0±6.2カ月．初回効果判定において有効（SD 以上）は

12例であった．Grade 3 以上の有害事象は 4 例に出現し，消化管出

血，高血圧，血小板減少，貧血であった．副作用により投与を中止し

たのは 1例であった．最終維持投与量は 14 mg が 1例，12 mg が 1

例，10 mg が 5 例，8 mg が 2 例，6 mg 以下 8 例であった．［結論］

アキシチニブは患者個人に合わせた用量設定が可能であり，比較的長

期間の継続が可能であった．

α1 遮断薬長期内服患者の治療効果および薬剤に対する患者意識調

査 :熊本廣実，塩田隆子（済生会奈良），近藤秀明（高井） ［目的］

α1 遮断薬 3剤（タムスロシン，ナフトピジル，シロドシン）の長期

内服患者における治療効果および薬剤に関する意識について比較検討

した．［対象・方法］当院において α1 遮断薬を 1年以上継続服用し

た患者283名（タムスロシン148名，ナフトピジル65名，シロトジン70

名）を対象として国際前立腺症状スコア（IPSS）・QOL スコアおよ

び薬剤に対する患者の意識調査として 治療薬に対する満足度，症状

の改善度，薬剤の継続・変更・中止希望，継続理由についてアンケー

ト調査を行った．［結果］IPSS および QOL スコアにおいて 3剤間に

差を認めなかった．本学会において各薬剤別における患者の意識調査

について比較検討し発表する予定である．

前立腺肥大症に対するデュタステリドの有用性の検討 :保田賢司，

飯田裕朗，加藤智規，山崎いずみ，渡部明彦，藤内靖喜，小宮 顕，

布施秀樹（富山大） 前立腺肥大症患者にデュタステリドを投与し有

用性を検討した．当科にてデュタステリドを投与した前立腺肥大症患

者63例中 3カ月以上の内服継続ができた54症例を対象とした．平均年

齢は，72.7±6.4歳であった．治療前の IPSS，QOL，OABSS，BPHII

はそれぞれ 16.8±8.2，4.1±1.7，6.1±3.4，5.6±3.9 で前立腺容

積は 65. 6± 30. 2 ml であった．治療後の IPSS，QOL，OABSS，

BPHII，前立腺容積，尿流測定，PSA 値，副作用などについて検討を

行った．デュタステリド投与により前立腺容積の低下と排尿症状の改

善を認め比較的安全に投与が可能であった．

男性の難治性 LUTS に対するネオキシテープの使用経験 :都田慶

一（都田泌尿器科医院） 男性の難治性 LUTS として，α1 遮断剤，

デュタステリドや抗 OAB 剤を駆使してもなかなか満足の得られない

症例群が存在する．前立腺腺腫の閉塞障害と蓄尿障害が不明瞭，

OAB 単独か前立腺肥大症の合併かの判断に迷う場合は対応が難しい．

抗 OAB 剤の他剤不適性で効果不十分な高齢男性の LUTS 38例に対

し，ネオキシテープを使用した．その結果，ネオキシテープの継続率

は観察最長 1年で約 4割であったが，自己管理が要求されるにも拘ら

ず一定の効果があり，貼付するモチベーションが持続する傾向がみら

れた．その効果を検討し，対象症例を適切に選択することにより，こ

の薬剤は難治性 LUTS の有用な薬でありその重要なポジショニング

の 1つと考えられた．

過活動膀胱に対するネオキシテープの使用経験 : 井内裕満（恵み

野），敦川浩之（函館），鴨田慎二，竹山吉博（たけやま腎泌尿器科ク

リニック），國枝 学，中田康信（中田） ［目的］ネオキシテープの

短期効果を検討した．［対象と方法］対象は，2014年 6月から 7月ま

でに当科を受診し OABSS の診断で貼付剤を希望した10名の患者．過

活動膀胱治療薬が先行投与された患者は 2週間の休薬後開始した．投

与前， 1，3カ月後に，OABSS，尿流測定を行い評価した．［結果］

年齢は66.4歳，内服薬数は 4.9 であった．投与前 OABSS は 8.3，昼

間頻尿スコア 1.3，夜間頻尿スコア 2.2，尿意切迫感スコア 3.2，尿

失禁スコア 1.6 であった．最大尿流率 21.5 ml/s，排尿量 230 ml，残

尿量 53.2 ml であった．報告時には， 1，3月後の効果と副作用につ

いて発表する予定である．

夜間頻尿合併不眠患者に対するラメルテオンの使用経験 : 山田

篤，後藤大輔，平尾周也，平尾和也（平尾），壬生寿一（奈良県立五

條），高島健次（たかしま泌尿器科医院） 夜間頻尿合併不眠患者に

対してラメルテオンを使用しその有用性を検討した．対象は2013年 1

月より2014年 4月までに平尾病院，奈良県立五條病院を受診し，夜間

排尿 2回以上で不眠を訴える患者18名．評価はラメルテオン投与前，

投与 4，8週間後の IPSS，OABSS，PSQI スコア，排尿日誌で行っ

た．ラメルテオンは睡眠障害と同時に夜間排尿回数を3.1±1.1から 8

週後2.5±1.0へ，IPSS スコアも11.4±5.3から9.8±5.1へ有意に改善

することが示され，夜間頻尿を合併した不眠患者に有用であることが

示された．

ノコギリヤシ果実エキス（SPE）のラット排尿機能改善作用の検

討 : 引山恵梨子，伊藤由彦，小島 望，尾上誠良（静岡県立大薬学

部），鈴木朝日，黒川美保子（キューサイ㈱），山田静雄（静岡県立大

薬学研究院薬食研究推進セ） 健康食品であるノコギリヤシ果実エキ

ス（SPE）の排尿機能に対する作用を精査するために，ラットに SPE

を経口投与し，経時的に測定した排尿量から排尿パラメータを算出し

た．次にムスカリン性受容体の選択的標識リガンドである［3H］

NMS を用いるラジオレセプターアッセイ法により SPE および SPE

構成脂肪酸の受容体結合活性を検討した．ラットへの SPE 投与によ

り排尿回数が減少し，一回排尿量が増加した．また SPE およびオレ

イン酸において［3H］NMS の特異的結合の抑制作用が見られた．こ

れらの結果より SPE に含まれる脂肪酸がムスカリン性受容体に結合

し，排尿機能改善に寄与していることが考えられた．

乳癌膀胱転移の 1例 :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） 乳癌は比較

的早期より他臓器へ転移を生じる疾患であり，骨・肺・肝臓への転移

が多く認められるが，膀胱への転移は稀である．乳癌膀胱転移の 1例

を経験したので報告する．症例は73歳，女性．左乳癌に対し乳房切除

術施行．初診時より骨転移・骨髄転移を認めていた． 1年後の CT で

両側水腎症あり，当科紹介．膀胱鏡で多発する非乳頭状広基性腫瘍を

認め，TUR-Bt 施行．組織学的には乳腺小葉癌であった．本邦におけ

る乳癌の膀胱転移は本症例を含め22例の報告であった．乳癌剖検症例

0.66％に膀胱転移を認めたとの報告もあり，膀胱腫瘍を認めた際に

は，稀ではあるが転移性腫瘍の可能性も考慮し，全身検索を行う必要

がある．

膀胱癌上腕皮下転移に放射線療法が奏功した 1例 :豊田信吾，沖

貴士，辻 秀憲，江左篤宣（NTT 大阪），安富正悟（近畿大） 85

歳，男性．長径約 7センチ大の壁外浸潤を伴う巨大膀胱腫瘍に対し，

mass reduction と組織診断目的のため2013年 7月 TUR-Bt を施行した

（切除標本 94 g，病理診断は UC，high grade）．骨盤内リンパ節転移も

認め，同部位を含めた局所放射線療法（66 Gy）を施行した．化学療

法，膀胱全摘は希望されず，その後無治療経過観察となった．2013年

10月頃より左上腕内側に徐々に増大する皮下腫瘤を認め，生検にて膀

胱癌の転移との診断を得た．同上腕腫瘍に対し放射線治療を施行した

（39 Gy）．10センチ大の腫瘍は放射線照射により著明な縮小を認めた．

トルソー症候群を契機に発見された PTHrP および GCSF 産生膀胱

癌の 1例 :加藤智規，飯田裕朗，渡部明彦，伊藤崇敏，森井彰裕，保

田賢司，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹（富山大），三輪

重治，井村穣二（同病理診断学講座） 38歳，女性．先天性水頭症お

よび脊髄髄膜瘤の既往があり，神経因性膀胱のため自己導尿をしてい

た．2014年 3月，視野障害をきっかけに若年性多発性脳梗塞を診断さ

れた．原因精査中に膀胱腫瘍が発見され，トルソー症候群による脳梗

塞と考えられた．血液検査上，白血球高値（最高値 107,000/μl）と高

Ca 血症（最高値 14.4 mg/dl）を認め，GCSF，PTHrP ともに高値で

あった．画像上は，骨盤内腫瘤，リンパ節腫脹，骨転移，乳腺腫瘤を

認めた．膀胱生検および乳房生検を行い，尿路上皮癌の診断であっ

た．GC 療法を行ったが，急激な病状悪化のため同 7月に癌死した．
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急速な進行を来たし膀胱全摘を余儀なくされた膀胱肉腫様癌の 1

例 :城代貴仁，柳岡正範，佐藤 元（静岡赤十字） ［症例］81歳，

男性．［現病歴］2002年より膀胱癌経過観察中．2014年 2月に再発性

膀胱癌に対して TUR-BT を施行，膀胱左側壁に単発の有茎性乳頭状

腫瘍がみられ切除した．術後 3カ月目に肉眼的血尿を来たし膀胱癌再

発と診断．再び TUR-BT を行うも膀胱左半分を占める invasive な腫

瘍がみられ，TUR による完全切除は不可能だった．その 1カ月後に

膀胱全摘と尿管皮膚瘻造設術を施行，病理では高度異形成の肉腫様尿

路上皮癌と診断された．［結語］膀胱肉腫様癌の 1例を経験した．膀

胱肉腫様癌の発生頻度は膀胱腫瘍全体の約0.31％と言われ，悪性度が

高く予後は不良と報告されている．本症例に対しても今後慎重な経過

観察が必要である．

TUR-Bt 後テガフールウラシル内服により 2年以上再発なく経過中

の小細胞癌成分を含む浸潤性膀胱癌の 1例 :能見勇人，東 治人（大

阪医大血液浄化セ，同泌尿生殖・発達医学講座），松永知久，前之園

良一，吉川勇希，辻野拓也，斎藤賢吉，内本泰三，高井朋聡，南 幸

一郎，高原 健，稲元輝生，木山 賢（同泌尿生殖・発達医学講座），

山本員久（三康） 症例は81歳，女性．2011年近医で TUR-Bt を受

け，小細胞癌成分を含む尿路上皮癌 G3，pT1 以上との診断で当院へ

紹介されたが，患者自己判断にて来院せずに放置． 1年後に肉眼的血

尿あり当院を初診された．MRI で膀胱筋層に浸潤する腫瘍を認め再

度 TUR-Bt を施行．病理組織学的に前医での診断と同等の所見であっ

た．高齢であり，積極的治療は拒否され，テガフールウラシル

（UFT）200 mg/日の内服を継続した．小細胞癌の腫瘍マーカーであ

る NSE は一時 27.6 ng/ml と軽度上昇をみたが，現在は正常化し，検

尿所見も正常で MRI 上も膀胱に腫瘍の再発なく経過している．残存

膀胱癌に UFT 内服が奏功した 1例と考えられた．

当科における浸潤性膀胱癌に対する動注化学療法の検討 :橘 宏

典，井上慎也，中澤佑介，中井 暖，森田展代，近沢逸平，田中達

朗，宮澤克人（金沢医大），北楯優隆（同放射線科） ［目的］浸潤性

膀胱癌に対する動注化学療法の治療成績を検討した．［方法と対象］

2010年 5月から2014年 6月までに浸潤性膀胱癌と診断され動注化学療

法を施行した17例で男性13例，女性 4例，年齢は50∼86歳（中央値

72.4歳），T2（ 3 例），T3（ 8 例），T4（ 6 例）で組織型は全例尿路

上皮癌だった．シスプラチン 70 mg/m2 を基本量とし（腎機能により

適時減量）を 1∼ 3回（平均1.88回）動注し追加治療として放射線療

法を 5 例，膀胱全摘術が 2 例に行われた．［結果］T2 は 3 例とも

CR，T3 は 2例で CR， 3例で PR， 3例が PD，T4は PR 1例，PD

5例であった．動注後問題となる有害事象は認めなかった．今回の結

果につき若干の文献的考察を加え報告する．

当院における根治的前立腺摘除症例の検討 :中野剛佑，中澤成晃，

中川勝弘，岸川英史，西村憲二（兵庫県立西宮） 2008年 7月23日か

ら2014年 4月17日までに当院では146例の根治的前立腺摘除術を施行．

平均年齢67.8歳，initial PSA 11.544 ng/ml，生検時の gleason score 7.

130，摘除標本の gleason score 6.958，陽性コア数3.134本であった．

術前の臨床病期は，cT1 34例，cT2 100例，cT3 7例，不明 5例であ

り，病理組織診断の結果，146例中57例で断端陽性，ly1 14例，v1 6

例，pn1 80例，sv1 10例であった．単変量解析を行った結果，initial

PSA，陽性コア本数，全摘標本の gleason score，切除断端陽性，sv1 で

術後再発率に有意差を認めた．また，術後早期の PSA 値による再発

率の検討も行った．

多根総合病院における根治的前立腺全摘除術症例の臨床的検討 :大

西健太，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］根治的前立腺全摘除術（RRP）症

例の治療成績を検討した．［対象および方法］2002年 9月∼2013年12

月に当科で RRP を施行した症例の内，術前または術後補助ホルモン

療法を施行していない計156例を対象とした．PSA 再発は日本泌尿器

科学会 前立腺癌取り扱い規約第 4版に従った．［結果］年齢39∼77歳

（中央値69歳）．PSA 値3.515∼105.562 ng/ml（中央値 7.653 ng/ml）．

観察期間は0.6∼136.2カ月（中央値45.7カ月）． 5年 PSA 非再発率は

55.17％であり，観察期間中に癌死した症例は認めなかった．［結論］

手術単独療法での PSA 非再発率は諸家の報告と同等であった．

同一術者による恥骨後式前立腺全摘除術と導入期ロボット支援腹腔

鏡下前立腺全摘除術の成績の比較 : 高島 博，池原 在，佐藤衆一，

新村眞司，新村友季子，新村研二（新村），秦野 直（東京医大）

［目的］同一術者による恥骨後式前立腺全摘除術（RRP）とロボット

支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）の成績を比較する．［対象］

2013年 3月から2014年 6月までに施行した RRP 21例と RALP 17例．

RRP 群と RALP 群で年齢，PSA，BMI，前立腺重量に差はなし．リ

スク分類の low : intermediate : high は RRP 群で 3 : 11 : 7，RALP 群

で 6 : 7 : 5．［成績］RRP 群と RALP 群で平均手術時間は194分，290

分，平均出血量は 709，116 ml，pT2 での PSM は 6/18（33.3％），

2/13（15.4％）．両群とも重篤な合併症なし．術後 1，3カ月の尿禁

制は RRP 群で 25，45％，RALP 群で 33，85％であった．［結論］

RALP は RRP より出血が少なく制癌性や早期尿禁制において優れる

ことが示唆された．

ロボット支援前立腺全摘の短期成績についての検討 :杉 素彦，吉

田 崇，高安健太，滝澤奈恵，三島崇生，吉田健志，矢西正明，乾

秀和，木下秀文，松田公志（関西医大枚方） ［緒言］当院では2013

年 8月に 1例目のロボット支援前立腺全摘（以下 RALP）を施行し

た．経腹膜アプローチ，前方到達法で行っている．短期成績について

報告する．［対象と方法］2012年に施行した LRP 123例，RALP 70例

を対象とし，周術期成績・早期アウトカムについて LRP と比較検討

した．［結果］患者背景・周術期成績は LRP/RALP で，年齢（中央

値）67歳/68歳，PSA 7.1 ng/ml/6.0 ng/ml，手術時間273分/223分，

出血量 663 ml/200 ml であった．断端陽性率は37例（30％）/11例

（15.8％），入院中尿失禁率24.5％/6.6％， 1 カ月後（パッド 0 ∼ 1

枚）34％/43％，早期尿失禁率は RALP が優れていた．［結語］RALP

は LRP に比べ，早期尿禁制に優れ，断端陽性率も低かった．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）導入時のアシスタ

ントポートの工夫 :高原 健，稲元輝生，内本泰三，齋藤賢吉，高井

朋聡，反田直希，南 幸一郎，平野 一，能見勇人，木山 賢，東

治人（大阪医大） ［目的・対象］限局性前立腺癌の診断で，アシス

タントポート位置，種類を工夫して施行したロボット支援腹腔鏡下前

立腺全摘除術（RALP）の初期27例を対象とした．平均年齢67.3歳

（59∼75），平均 PSA 14.4 ng/ml（4.2∼56.1），gleason score は 6が 5

例， 7が10例， 8が 8例， 9が 4例，臨床病期は cT1c が 4例，cT2a

が12例，cT2b が 4例，cT2c が 7例であった．［結果］平均手術時間

は220分（180∼279），平均コンソール時間156分（110∼212），平均出

血量（尿込み）389 ml（50∼1,300）であり，特記すべき合併症は認

めなかった．［結語］RALP 導入時の初期症例を検討した．アシスタ

ントポート位置，種類を改良することにより，円滑に手術をサポート

することが可能であった．

CAB 治療が奏効した前立腺癌・骨盤内腫瘤の 1例 : 成田知弥，前

田基博，犬塚善博，近藤厚哉，田中國晃（刈谷豊田総合） 67歳，男

性．主訴左鼠径部膨隆にて鼠径ヘルニア疑いで当院消化器外科を受

診．腹部 CT，MRI 検査で左鼠径ヘルニアの他に，13×7 cm 大の骨

盤内左側を占拠する軟部吸収値の腫瘤を認めた．骨盤内腫瘤を生検，

病理にて pseudohyperplastic prostatic adenocarcinoma（PHPA）の診断．

PSA 6,693 ng/ml．前立腺針生検にて gleason score 4＋5 の腺癌，そし

て PHPA も検出された．前立腺癌の診断にて CAB 療法開始． 1年半

経過しているが PSA 測定限度以下を維持．画像上でも治療開始 3カ

月後には腫瘤を指摘できないほどに著効した．

前立腺小細胞癌の 1例 :西川英臣，鈴木英訓，後藤博一，小野寺昭

一（富士市立中央），大林広輝，柳澤孝文，頴川 晋（東京慈恵会医

大），別府正典（べっぷ腎・泌尿器科クリニック） 75歳，男性．

2010年 PSA 6. 78 ng/ml で近医受診し，生検で GS4＋ 3 の腺癌

（cT2cN0M0）で CAB 療法開始となった．PSA 0.0065 ng/ml に低下し

たが PSA 増悪を認め，2013年に当院当科紹介受診となった．受診時

PSA 5.029 ng/ml で，PS も悪く放射線治療は行わなかった．2013年

10月の MRI で前立腺癌の被膜外，精嚢，膀胱浸潤を認めた．PSA は

増悪ないが2014年 2月の CT で多発肝転移と左腸骨転移あり．消化管

精査で異常なく，肝生検で小細胞癌であった．肺転移はなく，前立腺

癌の転移が疑われ再生検を行い病理は小細胞癌であった．全身状態悪

化を認め2014年 6月に永眠した．今回，前立腺小細胞癌の 1例を経験

したので若干の考察を加えて報告する．
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前立腺肥大を伴う限局性前立腺癌に対する小線源治療前のデュタス

テリド投与の臨床的検討 :糠谷拓尚，白木良一，竹中政史，深谷孝

介，石瀬仁司，深見直彦，日下 守（藤田保衛大），引地 克（南生

協） ［目的］肥大を伴う限局性前立腺癌に対する小線源治療前の

デュタステリド（D）の効果を検討する．［対象と方法］限局性前立

腺癌で小線源治療前にDを投与した44例．D単独（D群）35例，D＋

LH-RH analogue（D＋L 群） 9 例．D群および D＋L 群の投与期間

は， 4∼28（中央値 : 16）週， 4∼24（12）週．［結果］治療前の前

立腺容量は，21∼60（39）ml，D群の体積縮小率は 4，12，24週で，

3.0，9.1，23.5％ PSA 低下率は20.3，40.8，58.3％であった．D＋L

群では，体積縮小率は17.9，28.8，26.0％，PSA 低下率は47.7，

78.9，95.6％であった．全例で問題なく小線源治療が施行できた．

［結論］デュタステリドは，肥大を伴う限局性前立腺癌に対する小線

源治療前の容量縮小に有用と考えられた．

前立腺癌に対する抗男性ホルモン療法における骨密度と尿中 NTx

の変化 :岡島英二郎，望月裕司（市立奈良），増田安政（市立奈良，

ますだ診療所），清水一宏（しみず泌尿器科クリニック），柏井浩希

（柏井クリニック），山本雅司（市立奈良，白庭） ［目的］抗男性ホ

ルモン療法 : ADT では副作用に骨粗鬆症があげられるが，日本人に

おいて ADT と骨代謝に関するデータは不十分である．今回われわれ

は ADT 中の前立腺癌症例において骨代謝の推移を検討した．［対象］

ADT 施行中の前立腺癌のうち骨密度と尿中 NTx を測定した24例26測

定．測定時平均年齢77.2歳，平均 ADT 施行期間37.1カ月．［方法］

ADT 施行期間による骨密度および尿中 NTx 値を検討．［結果］骨塩

の若年成人比 : YAM は ADT 施行期間が長くなるにつれて低下傾向

が見られたが，尿中 NTx は導入後 4年以降高値を認めなかった．［結

論］ADT 中の骨代謝モニターには骨密度と尿中 NTx を併用する必要

が示唆された．

Docetaxel based chemotherapy を施行した去勢抵抗性前立腺癌患者

の予後予測因子に関する検討 :山下真平，井口孝司，小池宏幸，楠本

浩貴，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］Docetaxel based chemotherapy を施行する

去勢抵抗性前立腺癌患者の予後予測因子を検討する．［方法］2005年

6月∼2014年 5月に去勢抵抗性前立腺癌に対し当科で docetaxel based

chemotherapy を行った79例について retrospective に検討した．［結果］

年齢の中央値は72歳（52∼86），化学療法開始前 PSA の中央値は 43.

21 ng/ml（2.69∼3,133.67）であった．施行した化学療法コース数の

中央値は 6コース（ 1∼46）であった．全死亡は42例（53.2％）であ

り，全生存期間の中央値は27カ月（ 1∼52）であった．［考察］化学

療法施行前の患者背景や血液検査結果について解析し，本患者群にお

ける予後予測因子について考察する．

D2 期前立腺癌における予後規定因子の検討 : 高田 剛，吉田康

幸，古賀 実，菅尾英木（箕面市立） ［目的］D2 期前立腺癌症例

の予後規定因子について検討した．［対象］2002∼2013年に当科にて

診断された D2 前立腺癌症例79例．［結果］年齢55∼100歳（中央値74

歳）PSA 4.0∼10,000 ng/ml（同 100.3 ng/ml）観察期間 4∼4,245日

（同1027日）．初期治療は全例 CAB．疾患特異的生存率は 5年52.5％，

10年28.8％．癌死39例（49.4％）．単変量解析では LDH（＜正常上

限）・ALP（＜正常上限）・PSA nadir（＜0.2 ng/ml）が，多変量解析

では PSA nadir（＜0.2 ng/ml）が予後規定因子となった（p＜0.008）．

［結論］PSA nadir（＜0.2 ng/ml）の予後規定因子としての可能性が示

唆された．

当院における TUL の臨床的検討 : 山道 深，西岡 遵，田中幹

人，楠田雄司，中野雄造，山田裕二（兵庫県立尼崎），酒井伊織（兵

庫県立塚口） ［目的］当院における TUL について臨床的検討を

行った．［対象と方法］2008年12月から2014年 7月までに，TUL を施

行した194例（238結石），うち男性135例（174結石），女性59例（64結

石）を対象とした．［結果］年齢は24∼90歳（中央値63歳）．手術時間

17∼268分（中央値114分）．結石長径は 3∼50 mm（中央値 10 mm），

結石部位は，R2 : 58例，R3 : 27例，U1 : 67例，U2 : 44例，U3 : 42

例．完全砕石194例（81.5％）．合併症は38度以上の発熱 8例，尿管損

傷 3例，敗血症 1例であった．［結論］TUL は安全かつ有効な手段で

あるが，さらなる治療成績の向上が必要と考えられた．

当院における TUL の合併症の検討 : 大塚憲司，直井牧人，谷

満，吉田宏二郎，仲川嘉紀（大和高田市立），森澤洋介，堀 俊太

（奈良県立医大），中濱智則，永吉純一（西奈良中央），吉川元清（近

畿大学奈良），冨岡厚志（松阪中央） ［背景・目的］尿管鏡の細径化

と内視鏡周辺機器の改良により，TUL はより安全で有効な治療が可

能となった．今回，当院における TUL の合併症について検討した．

［対象］2009年 1 月∼2013年12月に当院で腎・尿管結石症に対して

TUL を施行した症例で合併症を検討した．［結果］TUL を施行した

症例は305例（男性 : 192例，女性 : 113例）であった．年齢は平均

60.5歳（12∼96歳）であった．手術時間は平均94.2分（ 8∼523分）

であった．腎盂腎炎は120分未満の症例で24例（10.8％），120分以上

の症例で20例（24.4％）に認めた．敗血症性ショックに至る重篤な感

染を認めなかった．［結語］長時間の手術により腎盂腎炎の発生率は

増加したが，重篤な合併症を認めなかった．

上部尿路結石に対する複数回 TUL 症例の検討 :土屋邦洋，高橋義

人，藤本祥太，石田健一郎，山田 徹，谷口光宏（岐阜県総合医療

セ） ［目的］上部尿路結石に対して複数回の TUL を必要とした症

例に対する臨床的検討を行った．［対象と方法］TUL を施行した323

症例のうち複数回 TUL を施行した44例を対象とした．患者背景や治

療成績等を比較検討した．［結果］症例は男性30例，女性14例．結石

は単数29例，複数15例．結石部位は腎25例，尿管10例，複数部位が 9

例．結石長径は平均 19.5 mm（8∼48 mm）．手術は 2回が37例， 3回

以上は 7例．うち22症例は 1回の入院での複数回治療であった．残存

結石 4 mm 以下の有効率は89％．合併症は術後腎盂腎炎 4例を含む 8

例で認めた．［結論］複数回の TUL を施行することで 10 mm 超の腎

および上部尿管結石や複数結石に対しても有効な成績を得た．

ルイボス茶の尿路結石形成抑制効果の検討 :廣瀬泰彦（名古屋市

大，安城更生），海野 怜，伊藤靖彦，藤井泰晋，田口和己，宇佐美

雅之，新美和寛，浜本周造，安藤亮介，岡田淳志，安井孝周，戸澤啓

一，郡 健二郎（名古屋市大），Allen Rodgers（ケープタウン大生化

学部門） ［目的］私達は，尿路結石形成に酸化ストレスが重要であ

ることを報告した．南アフリカ原産のルイボス茶は，抗酸化物質を豊

富に含み注目されている．そこで，ルイボス茶の尿路結石形成の抑制

効果を検討した．［方法］ 7週令の雄 Sprague Dawley ラットを，水道

水を自由飲水する対照群と，ルイボス茶を自由飲水する群にわけ，胃

管を用いて10％ ethylene glycol 1.2 ml を連日，alfacalcidol 0.5 μg を隔

日， 2週間投与し，シュウ酸カルシウム結晶の尿中排泄量を比較し

た．［結果］ルイボス茶により，シュウ酸カルシウム結晶の尿中排泄

量が抑制された．［考察］ルイボス茶は，尿路結石形成を抑制する可

能性が示された．

クエン酸製剤によるカルシウム結石の予防効果 :海野 怜，藤井泰

晋，田口和己，宇佐美雅之，濱本周造，安藤亮介，岡田淳志，安井孝

周，伊藤泰典，戸澤啓一，林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋市大）

［目的］クエン酸製剤によるカルシウム結石の予防効果を検討した．

［対象・方法］35歳以上80歳未満男性で，カルシウム結石既往のある

患者を対象とした．クエン酸製剤が投与された30名を非投与の60名と

比較した．投与前後で，血液，尿検査，24時間蓄尿，CT を行った．

CT による結石体積，腎微小結石数（最大径 2 mm 以下）を後ろ向き

に検討した．［結果］投与群では尿 pH の上昇，クエン酸排泄量の増

加が有意であった（p＜0.05）．結石体積，微小結石数に有意な差を

認めなかった（p＝0.34，0.14）．非投与群では微小結石数が有意に

増加した（p＜0.05）．［結論］クエン酸製剤は，カルシウム結石予防

の可能性があることがわかった．

薬剤性の高 Ca 血症が発症の原因と考えられる尿路結石症の 1例 :

服部愼一，小島圭太郎，蓑島謙一，山羽正義，堀江正宣（大雄会第

一） 症例72歳，女性．2010年 7月右尿管結石に対して TUL（成分

シュウ酸 Ca）の既往．2012年 6月臥床が多く活気がないと当院 ER

へ．採血や CT で腎機能悪化と尿路結石，高 Ca 血症，貧血認め入

院．高 Ca 血症精査でサルコイドーシスや副甲状腺機能亢進症など内

科的疾患は否定的．消化器内科処方の VitD 製剤長期服用が原因と考

えられ中止． 3日後尿路結石による腎後性腎不全として当科転科．右

尿管ステント留置し ESWL 施行．VitD 製剤中止で高 Ca 血症改善し

腎機能も改善が得られた．以後定期的に尿管ステント交換し ESWL

計 4回施行．ある程度破砕されたが排石は困難で2014年 9月 TUL 施
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行へ．他院や他科の治療が原因で結石が生じることがあり注意が必要

である．

高齢発症の精巣捻転の 1例 :山内寛喜，岡田昌裕，多賀峰克，大山

伸幸，横山 修（福井大） ［背景］高齢発症の左精巣捻転を治療す

る貴重な機会を得たため報告する．［症例］62歳，男性． 3日間継続

する左陰嚢痛と硬結の増悪のため，独歩にて当科初診．触診，超音波

検査にて左精巣と精巣上体の境界不明瞭な腫瘤，右陰嚢水腫を確認し

た．尿検査には異常なく採血にて白血球と CRP の軽度上昇を認めた

ため，精巣炎・精巣上体炎の診断にて抗生剤を開始した．痛みの改善

はあるも硬結は持続するため MRI 検査を行い，左精巣捻転症，精巣

梗塞の診断に至った．後日，左精巣摘出術と右陰嚢水腫根治術を施行

した．［考察］精巣捻転はどの年代にも起こりうる疾患であり，精巣

痛を伴い，検尿に異常を認めない症例には年齢問わず疑ってかかるべ

き疾患と考える．

精索捻転を疑い手術を施行した13例の臨床的検討 :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） ［緒

言］精索捻転は急性陰嚢症の 1つであるが，しばしは診断に苦慮する

ことがある．［目的］当院における精索捻転の臨床的検討．［対象］

2006年 1月から2014年 6月までに，当院で精索捻転を疑い手術を行っ

た13例．［結果］年齢は 2∼33歳（平均15.6）．主訴は陰嚢痛 9例，下

腹部痛 4例．患側は右 6例，左 7例．捻転方向は外旋 5例，内旋 4

例，捻転なしは 4例であった． 9例に精巣固定術， 4例に精巣摘出を

施行した．［考察］精索捻転は泌尿器科受診までに時間を要したり，

画像診断が困難な場合もあり，最終的に精巣が温存できない症例も多

い．精索捻転は常に念頭に置くべき救急疾患である．

顕微鏡下精巣内精子採取術中にライディッヒ細胞過形成の結節を認

めた 1例 : 岩月正一郎，佐々木昌一，梅本幸裕，神谷浩行，郡 健二

郎（名古屋市大） 患者は40歳，男性．妻は38歳．既往に先天性副腎

過形成があり，ヒドロコルチゾンを内服中であった．不妊を主訴に近

医を受診し，無精子症と診断されたため，当科紹介となった．精巣容

量は左 16 ml，右 19 ml で，血清卵胞刺激ホルモン値は 6.4 mIU/ml

であったため，閉塞性無精子症と診断した．精巣上体からの精子採取

を試みたが採取できなかったため，精巣内から精子を採取した．術

中，精巣実質内に 5 mm 大の硬結を複数触知したため，一部を生検し

た．病理組織学的検査ではライディッヒ細胞の過形成結節からなる病

変であった．現在，採取した精子を用いて不妊治療を継続中である

が，結節の増大がないか経過観察中である．

非閉塞性無精子症に対する MD-TESE 症例の検討 : 萩原徳康，濱本

幸浩，長谷川義和（松波総合） ［目的］当該施設で施行した MD-

TESE 症例の臨床的検討を行った．［対象と方法］2007年 8 月から

2014年 4月までの間に，臨床的・生検結果などから非閉塞性無精子症

と診断し，MD-TESE を施行した51例を対象とした．年齢中央値は

33.5歳（23∼51）歳であった．［結果］15例（29.4％）から運動精子

を回収し保存した．Jonsens score 別の精子回収率は，0∼1 : 0％（ 0 /

13例）例，3 : 0％（ 0 / 5 例），4∼5 : 26.6％（ 4 /15例），6∼7 :

61％（11/18例）であった．FSH，LH，テストステロン値，平均精巣

容積，年齢について単変量解析を行ったが有意な因子は認めなかっ

た．［結論］術前の精子存在を予測する因子は明らかではなかった．

さらに既往歴も含め詳細に検討の予定である．
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