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学 会 抄 録

第449回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2015年 9月 5日（土），於 金沢都ホテル)

高血圧を有する腎動脈瘤に腎摘除術を施行した 1例 :加納 洋，浦

田聡子，成本一隆，角野佳史，並木幹夫（金沢大），上野 悟

（JCHO 金沢） ［症例］48歳，女性．［現病歴］肉眼的血尿を認め前

医受診．精査にて腎動脈瘤を指摘され精査加療目的に当科紹介．来院

時血尿は消失．血圧 : 149/85 mmHg．CT にて腎門部に 25 mm 大の

腎動脈瘤をおよび 4 本の分枝を認めた．［経過］後腹膜鏡下左腎摘除

術を施行．術後速やかに血圧の改善を認めた．［考察］腎動脈瘤は比

較的稀な疾患であり，その半分に自覚症状を認めず，偶発的に発見さ

れることが多い．また緩徐に増大するが，破裂時は一定の致死率を有

する．腎動脈瘤は 7割に高血圧症を合併し，治療により約 6割が改善

すると報告されている．治療選択については存在部位や形状により外

科的治療や血管内治療を含め検討する必要がある．［結語］比較的稀

な腎動脈瘤を経験したので報告した．

紫斑病性腎炎を発症した多発性嚢胞腎の 1例 : 土山克樹，小松和

人，小林久人，高田昌幸，河野眞範，片野健一，伊藤正典，塚原健治

（福井赤十字） 60歳代，男性．基礎疾患として多発性嚢胞腎あり．

発熱の精査で膿尿，CT での両腎腫大を認め，両側急性腎盂腎炎を疑

われて当科を紹介受診．抗菌薬にて加療するも治療効果は乏しく，後

に紫斑と腹痛が出現しHenoch-Schönlein 紫斑病と診断した．その後，

血尿，蛋白尿，腎機能悪化にて腎生検を施行し，紫斑病性腎炎と診断

した．多発性嚢胞腎は腎生検の危険性が高いとされるが，他疾患の併

発が疑われる場合には積極的に腎生検を行い，診断・治療につなげる

必要性があると考えられた．

類上皮型腎血管筋脂肪腫の 2例 :島田貴史，島 崇，川口昌平，瀬

戸 親（富山県立中央） 症例 1は60歳代，女性．膵頭部腫瘍の精査

中に偶発的に発見された右腎腫瘍の精査目的に来院．造影 CT で最大

径 10 mm の腫瘤を認め，ミニマム創右腎部分切除術を施行した．病

理診断は類上皮型腎血管筋脂肪腫であった．症例 2は50歳代，女性．

子宮体癌のフォローアップ中に指摘された右腎腫瘍精査目的に来院．

造影 CT で最大径 35 mm の腫瘤を認め，ミニマム創右腎摘除術を施

行した．病理診断はやはり類上皮型腎血管筋脂肪腫であった．腎血管

筋脂肪腫の中でも，類上皮型腎血管筋脂肪腫は潜在的悪性とされてお

り，より注意深い診断や経過観察が必要だと思われた．

尿管内に再発したエンドメトリオーシスの 1例 :内藤伶奈人，加藤

浩章，西野昭夫（小松市民），辻端亜紀彦（同病理診断） 症例は54

歳，女性．当院内科受診時に腹部超音波検査で右水腎を認めたため当

科受診．逆行性腎盂尿管造影検査で右尿管の狭窄と尿管内腫瘤を認め

たため，右尿管腫瘍として右腎尿管全摘除術を施行された．病理診断

の結果は polypoid endometriosis であった．Polypoid endometriosis は比

較的高齢な女性に多い稀な疾患であり，その形態から悪性腫瘍と間違

われることも多い．治療法としては外科切除が一般的であるが，術後

成績は良好な良性疾患である．Endometriosis の既往歴のある女性で

ポリープ状病変を認める場合は，考慮が必要な疾患と思われた．

右尿管腫瘍との鑑別が困難であった子宮頸癌の 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），佐藤勝明（同病理） ［症例］52歳，女

性．肉眼的血尿を認めたが放置，エコー検査での右水腎症を指摘され

当科受診となっている．腹部造影 CT にて骨盤内に濃染を呈する不整

形腫瘤構造を認め，右水腎症を来たしており，肺野に辺縁平滑な小結

節像が多発していた．PET-CT 検査にて骨盤腔内に右尿管に連続する

約 40 mm 大の不整な腫瘤を認め，この腫瘤に強い FDG の集積が

あった．逆行性腎盂尿管造影では造影を行うも右尿管口から約 2 cm

のところで完全に閉塞．右尿管鏡検査では右尿管鏡約 2 cm のところ

に乳頭型腫瘍，その奥に充実性腫瘍を認め，生検の結果尿路上皮癌

high gradeと診断された．治療として右尿管癌 T4N1M1 stage 4 の診断

で GC 療法開始し，GC 療法 3コース施行後には腫瘤は縮小してお

り，肺転移を示唆する結節は消失していた．患者本人の希望もあり右

尿管全摘術，子宮，両側付属器摘除術を施行．摘出標本の病理にて中

腎性腺癌の診断にいたった．［考察］中腎性腺癌の病理組織像として

papillary pattern を含め多彩な組織像を認めることから，尿管鏡検査に

て生検施行したさいに偶然 papillary pattern の検体を採取したと考え

られる．子宮浸潤を来たしている尿管腫瘍の症例の場合，中腎性腺癌

を考えなければならないと考える．

Kock pouch 内結石の 1例 : 上村吉穂，一松啓介，江川雅之（砺波

総合），小島 明（小島医院） ［症例］40歳代，女性．［現病歴］

1980年代，膀胱肉腫に対して，膀胱全摘除術と Kock pouch 造設術が

施行された．2010年代，右下腹部痛を主訴に近医を受診．CT 検査で

Kock pouch 内結石を指摘され精査加療目的に当科紹介．［検査所見］

尿検査で軽度の血膿尿を認め，尿培養検査で大腸菌が検出された．尿

細胞診検査は class II．血液検査上，特記すべき異常所見は認めなかっ

た．CT で，Kock pouch 底部に長径 4 cm 大の結石を認めた．［経過］

全身麻酔下に，内視鏡手術を施行した．硬性腎盂鏡を用いて結石を同

定し，リソクラストで結石を砕石し回収した．術後経過は良好で，術

後 2カ月が経過したが結石の再発は認めていない．［結語］30年以上

前に造設された Kock pouch 内の結石に対する治療経験を報告した．

膀胱原発小細胞癌の 1例 :村元暁文，山内寛喜，大江秀樹，岡田昌

裕，横山 修（福井大） ［症例］74歳，男性．［主訴］夜間頻尿．

［既往歴］ HT，DLP，OMI．［現病歴］某年 3 月夜間頻尿自覚，前医

受診．同年 4月当科紹介初診．［所見］血尿．［経過］超音波で腫瘍を

認めたため膀胱鏡施行，乳頭型腫瘍多数．CT では筋層浸潤，リンパ

節腫脹を認めた．MRI では壁外および前立腺浸潤を認め，cT4N2M0

と判断し，TUR 生検を施行した．HE 染色では固有筋層浸潤，脈管

侵襲を認め，免疫染色は小細胞癌に矛盾しない結果であった．膀胱原

発小細胞癌として EP＋放射線併用療法を開始した．EP 療法 2コー

ス，放射線 58 Gy 照射．問題なく完遂．原発巣およびリンパ節の縮

小認め，proGRP 低下，PR と判断．［考察］膀胱小細胞癌は非常に稀

な癌であり予後不良．EP 放射線併用療法が有効で，IP 療法も有用と

されている．今回の症例は治療奏功したが，再発しやすいとされてお

り，予断は許さない．

前立腺に転移した原発不明癌の 1例 :加藤佑樹，糸賀明子，武田匡

史，福島正人，山本秀和，菅田敏明（福井県済生会），須藤嘉子（同

病理） ［症例］68歳，男性．［主訴］PSA 高値．［既往歴］2011年肺

癌手術．［現病歴］2011年の職場健診で PSA 7.294 ng/ml を指摘．直

腸診，画像検査では異常を認めず，前立腺生検も希望されなかったた

め 4∼ 6カ月ごとに外来にてフォローしていた．2012年 5 月に PSA

8.502 ng/ml にて前立腺生検施行も悪性所見なし．2013年 8 月に PSA

13.978 ng/ml にて前立腺生検再施行も悪性所見なし．同時期に施行

した骨盤造影 MRI も前立腺癌を疑う所見はなかった．2014年 2 月肺

癌術後の胸部骨盤 CT で両側水腎症，多発骨転移，膀胱壁肥厚を指摘

された．この時 PSA 8.009 ng/ml であった．再度，前立腺生検を施

行．大型の異型細胞のある腺癌が検出されたが，免疫染色では PSA

染色は陰性で CK7，20 が陽性であり，前立腺原発の腺癌は否定的で

あった．［経過］患者希望により BSC の方針となった．2015年 4月永

眠．剖検の結果，胆嚢原発と診断された．［考察］前立腺癌の診断に

は，胆嚢からの転移性前立腺癌の可能性も考慮すべきであると考えら

れた．

当院における腎移植高齢者ドナーの検討 :宮澤克人，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（金沢医大） ［目的］腎移植を行った60歳以上の高齢者ドナー

の予後について検討した．［対象］1975年 3 月∼2013年 8 月までに施

行した生体腎移植244症例のうち，高齢者ドナー43症例を対象とした．

［結果］当院では 1 年に 1度，ドナー検診を行い，受診率は約20％で
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ある．ドナーは平均62.5歳，レシピエントは平均35.3歳．術中・術後

における合併症は認めず，腎機能の悪化も認めなかった．当院の高齢

者ドナーの腎の生着率は， 5年で約90％であり，非高齢者ドナーと比

べても遜色ない結果であった．［考察］当院での腎移植後の高齢者ド

ナーの腎機能には 5年経過後も良好に保たれていた．しかし，生活習

慣病の発症もあり，長期間にわたる経過観察と対応が必要であり，さ

らなる検診の受診率向上が求められる．

転移性腎細胞癌に対する低用量インターロイキン 2使用例の検討 :

武澤雄太，泉 浩二，田谷正樹，野原隆弘，成本一隆，上野 悟，角

野佳史，北川育秀，小中弘之，溝上 敦，並木幹夫（金沢大） ［目

的］転移性腎細胞癌に対する低用量インターロイキン 2の当院での治

療成績を検討した．［対象と方法］1999年12月から2014年10月までに

低用量インターロイキン 2を投与された転移性腎細胞癌37症例を対象

とし，後ろ向きに解析した．［結果］男性28例，女性 9 例．年齢層は

26∼84歳（中央値62）．原発巣切除を施行した症例が33例，施行しな

かった症例は 4例であった．組織型は淡明細胞癌32例，その他が 5例

であった．MSKCC 分類は intermediate risk が18例，poor risk が19例

であった．全生存期間（OS）は中央値 602日，無増悪生存期間

（PFS）は中央値116日であった．PFS については，1st，2nd ラインで

サイトカイン治療のみを使用した症例で有意に改善がみられた．

当院における光選択式前立腺蒸散術の経験 :長谷川 徹，大武礼文，

十二町 明，長谷川眞常（長谷川），田中祐一（同臨床工学課） 2013

年 3 月∼2015年 7 月の間に75例に対し光選択式前立腺蒸散術を行っ

た．年齢は71.4±7.7歳，前立腺体積は 50.3±20.7 ml であった．手

術時間は119.8±48.4分，照射エネルギーは 213±99 KJ であった．術

後の尿道カテーテル留置期間は30.0±24.4時間，術後入院期間は

4.7±2.9日であった．16例で一時的尿閉を認めたが，重篤な合併症は

皆無であった．IPSS，QOL スコア，最大尿流量，残尿量のいずれに

おいても術後良好な結果が保たれていた．また術後の前立腺体積は，

16.6±11.1 ml と，腺腫の充分な蒸散が達成されていると考えられ

た．本法にはある程度の熟練を要し，ファイバーが高額であることが

課題であるが，高齢者や合併症を有する症例において有用な選択肢に

なりえると考えられた．

FDG-PET での集積を契機に偶発的に発見された前立腺癌 5例の検

討 : 渡部明彦，飯田裕朗，伊藤崇敏，加藤智規，保田賢司，藤内靖

喜，小宮 顕（富山大） FDG-PET で前立腺への偶発的集積を契機

に発見された前立腺癌 5 例について検討した．年齢59∼82歳．PSA

4.82∼336.6 ng/ml（中央値 25.99）．SUVmax 3.61∼9.89（中央値

5.8）．MRI 所見あり 4 例，超音波検査所見あり 3 例，触診所見あり

が 3 例で PET 集積部位と所見がほぼ一致．グリソンスコア（GS）

6，7，9が各 1 例，GS8 が 2 例，T3b が 3 例（うち M1b 1 例），

T2a，T1c が各 1 例と進行転移癌が多い傾向にあった．FDG-PET で

偶発的に前立腺に集積を認めた場合，PSA 値や MRI，超音波，触診

で異常があれば積極的に生検すべきであると思われる．

小児における陰嚢・陰唇・鼠径部リンパ管腫の臨床的特徴―再発を

予防するために― : 松山聡子，伊藤拓也，松井 太，矢澤浩治，松本

富美，島田憲次（大阪府立母子保健総合医療セ） ［目的］陰嚢・陰

唇・鼠径部リンパ管腫は稀で，術前に正確な診断および適切な治療が

なされずに再発する症例が多い．本研究の目的は，後方視的に検討し

臨床的特徴を明らかにする事だ．［方法］当センターにて過去23年間

に診断した 7 例を対象とした．［結果］発見時年齢は中央値 6 歳．紹

介前にリンパ管腫を疑われた症例は，術後再発した 1例のみで，陰嚢

水腫，精索静脈瘤などと診断されていた．超音波検査にて，全例に大

小の隔壁を有する多房性嚢胞を認めた．全例に外科的切除を行い 1例

に再発を認めた． 6例は鼠径管内もしくは球海綿体筋や会陰部まで浸

潤していた．［結論］再発予防には，術前にリンパ管腫を疑い，正確

な病変に対する評価を行い，完全切除する事が重要である．
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