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学 会 抄 録

第450回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2015年12月 6日（日），於 金沢都ホテル)

腎オンコサイトーマの 1例 :井上慎也，鍬先晋平，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），黒瀬 望，湊 宏，野島孝之（同病理），的場宗孝，利波久雄

（同放射線診断治療学） 70歳，女性．2015年 4月ごろから食欲不振

あり近隣の総合病院受診．腹部 CT にて右腎中極に腫瘍性病変を認め

当科紹介．腫瘍は腎中極に存在し，腫瘍径 10 cm，周囲は軽度の石灰

化を伴っていた．造影 CT の動脈相では周囲の腎実質よりも造影効果

に乏しく，平行相，排泄相で早期 washout された．MRI の T1 にて高

信号，T2 にて辺縁，内部の一部に低信号を呈し，明らかな脂肪成分

の含有は示唆されなかった．腎腫瘍に対して経腰的右腎摘除術を施

行．病理所見では肉眼的に被膜を有する境界明瞭な淡褐色腫瘍で好酸

性大型の細胞質を有し，核に大小不同，核分裂像認めず，オンコサイ

トーマと診断された．

Sunitinib 療法中の重篤な有害事象 2例 : 門本 卓，浦田聡子，武

澤雄太，中嶋一史，飯島将司，田谷正樹，野原隆弘，泉 浩二，成本

一隆，角野佳史，北川育秀，小中弘之，溝上 敦，並木幹夫（金沢

大） 1 例目は60歳代，男性．腎癌腸骨転移に対し sunitinib 37.5

mg/day で開始．有害事象なく経過していたが day 21 に突然の下腹痛

が出現し十二指腸穿孔を認め，緊急で手術療法を施行．経口摂取可能

になるまで回復したが積極的加療は行えず治療開始から約60日後に死

亡した． 2例目は60歳代，男性．腎癌多発肺転移，骨転移に対して

50 mg/day で開始． 2サイクル目の休薬期間中に突然の眩暈を自覚，

右小脳出血を認め緊急に血腫除去術を施行．術後経過良好で脳出血発

症から約40日後に薬剤変更し治療再開された．Sunitinib による重篤

有害事象を 2例経験したため若干の文献的考察を加えて報告する．

UFT 内服療法が奏功したと思われる尿路上皮癌の 2例 :長坂康弘，

長澤丞志（富山赤十字），大武礼文（長谷川），萩中隆博（射水市民）

症例 1 : 68歳，男性．2010年10月末日，頻尿を主訴に近医受診．精査

の結果，右腎盂癌，膀胱癌および傍大動脈，左閉鎖リンパ節転移と診

断．同年11月中旬 TUR-Bt を施行し，病理結果はUC，G2，invasive．

同年11月29日から UFT 300 mg 内服を開始し， 3カ月後の CT で CR

となった． 5年が経過し再発を認めない．症例 2 : 60歳，女性．2012

年10月末日，肉眼的血尿を主訴に近医受診．右腎盂癌，傍大動脈リン

パ節転移の診断で，同年12月中旬，右腎尿管全摘除術を施行，病理結

果は UC，high grade，pT3，pN1．GC 療法 3コースと放射線治療施

行するが，2014年 9月に多発肺転移が出現．GC 療法 4コース施行す

るも PD．2015年 3月から UFT 300 mg 内服を開始し，肺転移は消失

した．

腹腔鏡下膀胱部分切除術を施行した膀胱子宮内膜症の 1例 :一松啓

介，上村吉穂，江川雅之（市立砺波総合），稲坂 淳，竹村京子（同

産婦人科），伊東雅美（富山大） 症例は30歳代，女性．2015年 6月

不妊治療目的に近医産婦人科受診，エコーで膀胱内に腫瘍を認め当科

紹介となった．膀胱炎症状は認めず．血液検査では CA19-9，CA125

が高値であった．MRI にて膀胱後壁に長径 6 cm の腫瘍を認め，膀胱

鏡でも blueberry spot を伴う腫瘍を認めた．以上より，膀胱子宮内膜

症と診断，両側尿管ステントを留置の上，膀胱鏡を併用し腹腔鏡下膀

胱部分切除術を施行した．尿管膀胱の新吻合は必要としなかった．術

後 2週間で尿道カテーテルを抜去，排尿状態は問題なく退院された．

病理組織学的検索では，膀胱子宮内膜症の診断で切除断端は陰性で

あった．術後 3カ月の MRI，膀胱鏡検査では再発は認めていない．

尿潜血を契機に発見され腹膜播種を来たした尿膜管癌の 1例 :飯田

裕朗，伊藤崇敏，加藤智規，渡部明彦，藤内靖喜，小宮 顕，北村

寛（富山大） 症例は30歳代，男性．検診で尿潜血陽性を指摘され近

医受診．CT で尿膜管腫瘍を認めたため当科紹介となった．腫瘍マー

カーは CEA : 6.2 ng/ml，CA19-9 : 172 U/ml と高値であった．胸部

CT で右肺野に径 1.5 cm の腫瘤を認めた．膀胱生検施行し尿膜管癌

と診断．診断確定後に尿膜管腫瘍摘出，膀胱部分切除術施行．［病理］

well differentiated adenocarcinoma．術中に採取した腹水細胞診は class

V であった．術後 GC 療法を 3コース施行．腫瘍マーカー正常化す

るも 2カ月後の CT で腹腔内に腫瘤の出現を認めたため今後追加治療

を検討中．尿膜管癌に対する確立された抗癌剤のレジメはないため，

有効な治療方法確立に向けてさらなる検討が必要と考えられる．

前立腺摘除術後に発症した Ogilvie 症候群の 1例 :兜 貴史，松田

陽介，青木芳隆，伊藤秀明，横山 修（福井大） 症例は67歳，男

性．前立腺癌 cT2aN0M0，Gleason score 3＋3＝6，D’Amico 分類中リ

スク群の診断でロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術を施行した．手

術翌日より腹部膨満感と頻脈を訴え，画像検査で明らかな閉塞機転が

ないにもかかわらず著明な結腸の拡張を認めたため Ogilvie 症候群と

診断された．消化器外科医との併診で，保存的治療のみで術後 8日目

に治癒をみた．急性に発症する結腸型偽性腸閉塞を Ogilvie 症候群と

呼称する．発症機序はまだ明らかではないが自律神経系の機能不全が

推測されており，手術が発生因子の 1つと報告されている．泌尿器科

領域での報告は多くないが，重症例では盲腸穿孔を生じことがあるた

め，適切な診断と対処を要する．

後腹膜リンパ節転移が十二指腸内腔へ穿通した精巣腫瘍の 1例 :島

田貴史，島 崇，川口昌平，瀬戸 親（富山県立中央） 36歳，男

性．嘔吐，体重減少の精査中に右精巣腫瘍が疑われ当科受診．CT で

多発肺転移，肝転移のほか，10 cm を超える後腹膜リンパ節転移を認

め，さらにこのリンパ節転移は十二指腸内腔へ穿通していた．全身化

学療法と並行して開腹止血術や十二指腸部分切除術・後腹膜腫瘍切除

術を施行し，経口摂取が可能なまでに全身状態は改善した．計11コー

スの化学療法の結果，転移巣はすべて消失し，腫瘍マーカーも陰性化

した．精巣腫瘍は，肺や後腹膜リンパ節，肝臓への転移が多く，消化

管への転移は比較的稀である．消化管転移が存在する場合，早期の外

科的治療が必要という意見がある．

類似する画像所見を示した後腹膜腫瘍の 2例 : 稲村 聡，前田雄

司，押野谷幸之輔，長野賢一（公立松任石川中央） 症例 1は61歳，

女性．2014年 6月発熱で受診．CT にて左腎背側に腫瘤の指摘あり．

CT にて左腎背面に 14×10×6 cm の，拡張血管を多数認め，一部造

影効果を呈する境界明瞭な巨大な腫瘤を認め，MRI では左腎背側に

脂肪抑制で信号低下する，脂肪を含む腫瘤を認めた．PETでも同様

に，左腎背面に脂肪を含む腫瘤を認めたが，FDG の集積は認めな

かった．以上より脂肪肉腫の術前診断にて用手補助腹腔鏡下左腎・後

腹膜腫瘍摘除術を施行．病理は血管筋脂肪腫であった．症例 2は57

歳，女性．2015年 8月，ドックのエコーで左腎下極の腫瘤を指摘され

受診．CT にて左腎下極周囲に 13×8.5×8.0 cm の一部に造影効果を

認める境界明瞭な腫瘤を認め，MRI で T1，T2 で内部不均一な腫瘤

を認め，脂肪抑制で信号低下を認めた．PET にて左腎下極周囲に内

部不均一で，SUV 3.38 の FDG 集積を呈する軟部腫瘤を認めた．以

上より，左後腹膜の脂肪肉腫と診断し，用手補助腹腔鏡下左腎・後腹

膜腫瘍摘除術を施行．病理は脂肪肉腫であった．後腹膜腫瘍は術前の

画像診断のみでは良性・悪性の判別は困難であり，手術切除を前提と

した治療が行われる．今回の 2例では脂肪肉腫で術前の PET で FDG

集積を認めている．軟部腫瘍において，FDG 集積の程度が腫瘍の

grade，予後と相関するとする報告が散見され，われわれの症例も含

め，軟部腫瘍の術前の PET の有用性が示唆された．

後腹膜原発炎症性筋線維芽細胞腫の 1 例 : 上野 悟，高島三洋

（JCHO 金沢），折戸松男（城北），湊 宏（金沢医大病理），並木幹

夫（金沢大） 症例は70歳，女性．変形性膝関節症で他院通院中で

あったが，CRP 上昇の精査 CT で左腎腫瘤（RCC 疑い）指摘され，

2014年 3月当科紹介．左腎上極背側に 90 mm 大の腫瘤を認め，CT，

MRI で RCC に矛盾しない像であった．左腎腫瘍 cT2aN0M0 として
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根治的左腎摘除術を施行．組織学的には後腹膜炎症性筋線維芽細胞腫

（inflammatory myofibroblastic tumor ; IMT）との診断であった．IMT

の臨床像，画像所見は一様でなく術前診断は困難である．免疫染色は

診断に有用であるが，確定診断にも苦慮することがある．一般的には

予後良好で完全切除が重要であるが，稀に早期に再発する例があり，

加療後は一定期間の経過観察が望ましい．

小児の外傷性尿道断裂後の球部尿道狭窄に対し，尿道再建術を施行

した 1例 :松山聡子，松井 太，伊藤拓也，矢澤浩治，松本富美（大

阪府立母子保健総合医療セ） 11歳，男児．登り棒から落下し会陰部

を鉄の棒に強打した．その後自排尿を認めず近院を受診するも尿道カ

テーテルを留置できず当科紹介となった．下腹部の膨隆を認め，会陰

部から左鼠径部に皮下出血斑と圧痛を認めた．逆行性尿道造影では後

部尿道は造影されず，球部尿道で尿路外溢流を認めた．騎乗型球部尿

道損傷および前部尿道完全断裂と診断し，膀胱瘻を造設した．受傷 5

カ月後に excision of the stricture with primary anastomosis（EPA）法にて

尿道再建した．球部尿道に 1.5 cm の完全閉塞を認めた．術後の排尿

時膀胱尿道造影では狭窄や溢流は認めず，排尿状態は良好となった．

球部尿道断裂に対する尿道再建は依然として challenging であるが，

EPA は有用な術式である．

尿路上皮癌に対する転移巣切除の意義 :岩本大旭，泉 浩二，野原

隆弘，成本一隆，上野 悟，北川育秀，角野佳史，小中弘之，溝上

敦，並木幹夫（金沢大） ［背景］遠隔転移を有する尿路上皮癌の標

準治療は全身化学療法であるが長期生存は稀である．転移巣切除が有

用であった報告も散見されるがコンセンサスは得られておらず，意義

を検討した．［方法］当院で加療された遠隔転移を有する尿路上皮癌

患者65例の中で原発巣に対して根治術施行後かつ転移巣出現後に全身

療法を含めた何らかの治療を施行した28例を対象とし OS，予後予測

因子について検討した．［結果］転移巣切除は 6例．多変量解析の結

果 OS を延長する因子として CRP ＜1（P＝0.007），NLR ＜3（P＝

0.047），転移巣切除（P＝0.017）が認められた．［まとめ］CRP＜1，

NLR＜3 の患者群では良好な OS が期待でき転移巣切除も選択肢の 1

つになりえる．

当院での尿管狭窄に対する経尿道的尿管バルーン拡張術の検討 : 中

川朋美，坂本次郎，重原一慶，宮城 徹，中嶋孝夫（石川県立中央）

［方法］当院で2014年 1月から2015年 4月までに施行した尿管狭窄に

対するバルーンダイレーターを用いた経尿道的尿管拡張術14症例を後

ろ向きに検討した．［結果］平均年齢は58.3歳（15∼83）．男性 4 人

（29％），女性10人（71％）．尿管狭窄の原因として最も多かったのは

医原性尿管損傷，炎症であり，続いて UPJ/UVJ 狭窄，そして特発

性，腫瘍関連，アミロイドーシスがおのおの 1例ずつであった．今回

の検討で水腎症が消失もしくは症状が消失し，成功した症例は10例

（71.4％）であった．［考察］成功した10例は医原性・非特異的炎症に

よる狭窄であり，非成功例 4例はいずれも慢性炎症関連であり，その

炎症の原因となった原疾患が存在する病態であった．［結語］経尿道

的バルーン尿管拡張術は低侵襲かつ安全な尿管狭窄の治療法である．

当科における骨盤臓器脱手術の合併症についての検討 :関 雅也，

堤内真実，松田陽介，青木芳隆，伊藤秀明，横山 修（福井大），知

野陽子，吉田好雄（同産科婦人科），棚瀬和弥（宮崎），糸賀明子（福

井済生会），高原典子（公立小浜） 骨盤臓器脱の術式は現在も議論

が多い．当科で行ってきた TVM を中心とした骨盤臓器脱手術の合併

症につき検討した．対象は2006年から2015年に当科で手術加療を行っ

た骨盤臓器脱患者83名で合併症の頻度，危険因子について後ろ向きに

検討した．術式は前方 TVM 46％，後方 TVM 4％，前後 TVM

13％，total TVM 5％，膣式子宮摘除＋前方 TVM＋後膣壁形成 32％

であった．当科では産科婦人科と合同で stage II 以上の膀胱瘤を伴う

子宮脱に対して膣式子宮摘除と前方 TVM，後膣壁形成術を同時に施

行してきた．周術期合併症，メッシュ露出，再発をそれぞれ18，18，

5％で認めた．多変量解析で子宮同時摘除がメッシュ露出と関連し，

有意な危険因子であった．
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