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学 会 抄 録

第451回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2016年 3 月 5 日（土），於 金沢都ホテル)

悪性褐色細胞腫の 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），中田聡子，湊 宏，野島孝之（同臨床病理学） 27歳，女性．

妊娠高血圧症にて当院にて緊急帝王切開術を施行．術後，収縮期 200

mmHg 以上，拡張期 110 mmHg 以上の持続する高血圧認めた．採血，

尿検査においてノルアドレナリン優位の上昇を認め，CT にて左腎頭

側と背側に直径 9 cm，直径 5 cm の腫瘍性病変認め，同部位は

MRIT2 強調像高信号を呈し，また腎門部リンパ節の腫大を認めた．

I-123MIBG シンチでは腫瘍に一致した異常集積を認め，悪性褐色細

胞腫の可能性が示唆され摘出術施行．摘出標本の病理結果では，背側

の腫瘍は副腎との連続性が見られ，褐色細胞腫，また腹側腫瘍は被膜

周囲に末梢神経束が見られ副腎外傍神経節腫と診断された．リンパ節

は腫瘍と同一組織像を呈し，転移を有することから悪性褐色細胞腫と

診断された．現在，術後 3 年が経過し PET-CT にて再発や転移を示

唆する異常集積認めず経過している．

腎平滑筋腫の 1例 : 高島三洋，上野 悟（JCHO 金沢），細 正博

（金沢大リハビリテーション） 症例は64歳，女性．2015年 2 月24日

検診腎エコーで左腎嚢胞との指摘を受け， 9 月 1 日精査のため当科初

診．検診時腎エコーでは低エコーで 27×18 mm の腫瘤が認められた

が，posterior enhancement は見られなかった．CT，MRI で腎がんは

否定できなかった．左腎がんの診断にて12月 7 日入院し，10日左腎部

分切除術を施行した．腎動脈をテープにて保持後，腫瘍約 1 cm 外側

をマイクロ波組織凝固装置で同心円状に凝固後，IO 電極を用いたソ

フト凝固で腫瘍を切除した．腫瘍は大きさ約 3 cm で赤白色調であ

り，弾性硬で充実性であった．豊富な血管と紡錘形細胞からなり脂肪

組織の介在，核分裂像などの所見はなかった．α-SMA 陽性，HMB-

45 一部陽性，S-10，CD-34，c-kit はいずれも陰性であり，腎平滑筋

腫と診断された．

腎部分切除後11年目に大殿筋転移を来たした腎細胞癌の 1例 :中澤

佑介，鍬先晋平，井上慎也，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），的場宗孝（同放射線治療学），

佐藤勝明（同病理学Ⅱ） 82歳，男性．71歳時に腎細胞癌に対し腎部

分切除術施行．病理結果 clear cell carcinoma，G1＞2，IFNα，v0，ly0，

pT1bN0M0 であった．右殿部の違和感を訴え受診．CT では造影効果

を認める腫瘤性病変を認めた．経皮的生検術施行し淡明細胞癌を認

め，腎細胞癌右大殿筋転移と診断した．症状緩和目的の放射線療法を

行い，11カ月経過するが殿部の転移巣の拡大は認めていない．

Trousseau 症候群を伴った膀胱癌の 1例 :島田貴史，島 崇，川口

昌平，瀬戸 親（富山県立中央） 69歳，男性．右手の脱力感を主訴

に当院脳神経外科を受診．頭部 MRI で散在性の脳梗塞を指摘され，

CA19-9，CA125 が高値であったことから Trousseau 症候群を疑われ

た．全身の造影 CT や上下部消化管内視鏡検査を施行したが，原疾患

は指摘できなかった．その後，肉眼的血尿を認め近医泌尿器科から当

科に紹介となった．膀胱鏡，骨盤部MRIを施行し，筋層浸潤膀胱癌

を認めた．TUR-Bt で腫瘍マーカーの発現を確認し，Trousseau 症候

群の原因になっていると判断した．全身化学療法や UFT 内服，膀胱

全摘除術を経て，腫瘍マーカーは正常範囲まで改善した．Trousseau

症候群は悪性腫瘍により脳卒中症状を生じる病態で，ムチン産生腺癌

や CA125 との関連が指摘されている．

脱落した小線源を核にして形成された膀胱結石の 1例 :高野晃暢，

泉 浩二，門本 卓，浦田聡子，飯島将司，田谷正樹，重原一慶，野

原隆弘，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） 症例は71歳，男性．前立腺癌に対して密封小線源療

法を施行した 2カ月後に下腹部痛・排尿困難が出現し当院受診．膀胱

鏡では異物に付着した膀胱結石を認めた．自己導尿を開始したとこ

ろ，間もなく排尿困難は改善したため，自己導尿を終了とした．しか

し， 1 年後に肉眼的血尿，尿線途絶および排尿困難が出現したため経

尿道的膀胱砕石術を施行した．この時，結石中心部から小線源を回収

した．通常，膀胱内の小線源は排泄される．今回の症例は，膀胱頸部

から突出した，コネクタに繋がれた小線源の周囲に結石が形成され，

コネクタが分解された後，小線源を核とした結石が膀胱内を浮遊する

ようになったと考えられた．

全除精術を施行した外陰部 Paget 病の 1例 :飯田裕朗，加藤智規，

渡部明彦，藤内靖喜，小宮 顕，北村 寛（富山大） ［症例］87歳，

男性［既往歴］高血圧症，慢性腎不全，虫垂炎［経過］外陰部腫瘍，

びらんにて近医より2015年11月当院皮膚科紹介．生検施行され乳房外

Paget 病の診断．PET/CT にて鼠径部，傍大動脈，外腸骨リンパ節転

移認め T4N2M0 と診断されたが ADL 改善のため手術適応と判断さ

れ当科と合同手術の方針となり全除精術，皮弁形成術，植皮術施行と

なった．［考察］乳房外 Paget 病は年間で10万人あたり0.73人と稀で

あり，部位では外陰部は75％と最も頻度が多いとされる．治療は摘出

可能症例であれば手術が選択されるが全除精術を施行した症例は検索

しえた限りでは確認されなかった．予後は有転移例では 5 年生存率は

0％との報告もあり予後不良とされる．

寝たきり患者の上部尿路結石に対する TUL の検討 : 一松啓介，上

村吉穂，江川雅之（市立砺波総合），森井章裕，奥村昌央（黒部市

民），酒井晨秀（南砺市民），三崎俊光（公立つるぎ） 今後ますます

寝たきり患者の上部尿路結石を治療する機会は増加すると思われる．

2008年11月∼2016年 1 月までの間に上部尿路結石に対し TUL を施行

した492症例中寝たきり患者20症例，手術件数22件を対象とした．年

齢の中央値は78歳，術前腎盂腎炎を来たした症例が17例（85％），術

前尿管ステント留置を施行した症例が14例（70％）であった．多発結

石が15例（75％），両側結石が10例（50％），X線陰性結石が 8 例

（40％）であった．20例に TUL を施行し，18例で 1 回の TUL で

stone free を達成，残り 2 例も追加 TUL を施行し stone free を達成し

た．手術時間の中央値は83.5分，術中合併症は認めなかったが，術後

合併症として 38°C 以上の発熱を22例中10例（45.4％）に認め，敗血

症性ショックを 2 例（9.1％）に認めたが，全例術前の状態まで回復

し退院された．結石分析結果は20例中11例（55％）で確認できた．術

後腎盂腎炎を来たす患者は多かったが，すべての例で stone free を達

成できた．麻酔が可能な症例であれば，積極的な砕石をして stone

free にすることは患者家族，医療従事者双方にとって意義のあること

と考える．

Ra-223 治療における前立腺癌骨転移の変化 : 八重樫 洋，飯島将

司，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），中嶋憲一（同核医学） ［緒言］

塩化ラジウム（Ra)-223 は骨転移を有する内臓転移のない前立腺癌に

対し，欧米ではすでに広く使用されている．今回われわれは Ra-223

治療を行った 2 例について，その特徴を報告する．［結果］症例は59

および82歳，男性．いずれも初診時に骨転移を有し，CAB 療法を行

うも去勢抵抗性を示し，骨転移による疼痛が出現し Ra-223 治療を開

始した．同治療中，PSA は漸増したが，骨転移マーカーとなる bone

scan index（BSI）は同治療終了時に低下を示した．一方，PSA は後治

療として行ったエンザルタミドにて低下を示した．［考察］Ra-223 治

療では，PSA が一過性に上昇した後，低下を示す PSA フレア現象が

みられることがあるが，今回の 2 症例いずれも後治療のエンザルタミ

ド治療により PSA は低下した．Ra-223 治療中の PSA 推移には注意

し，適宜画像検査を行い，総合的に評価することが重要と考えられ

た．

限局性前立腺癌に対する密封小線源療法の治療成績 :牧野友幸，三

輪聰太郎，越田 潔（金沢医療セ），斎藤泰雄（同放射線） ［目的と

方法］2007年 3 月から2016年 2 月までに限局性前立腺癌に対して密封
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小線源療法を施行し， 1 年以上の観察期間が得られた316例を対象に

治療成績を検討した．PSA 再発は Phoenix の定義に従い，明らかな

bounce の症例は除外した．［結果］観察期間中央値は48.2カ月であっ

た． 5 年全生存率は95.7％， 5 年 PSA 非再発率は95.2％であり，リ

スク別にみると低，中間，高リスクの順で98.7，96.9，81.1％であ

り，有意差を認めた（p＜0.0001）．PSA 再発に関する因子の多変量

解析では，Gleason score 5 を含む（p＝0.035），ステージ T2（p＝

0.031）が独立した再発予測因子であった．有害事象に関しては排尿

障害が最も多いが，いずれも grade 1 であり全例 α1 遮断薬で対応可

能であった．［考察］密封小線源療法は安全に施行できかつ良好な治

療成績が示された．

前立腺生検時における予防的抗菌薬の検討 :品川友親，多賀峰克，

村元暁文，兜 貴史，松田陽介，青木芳隆，伊藤秀明，横山 修（福

井大） 前立腺癌の確定診断には前立腺生検が必須であるが，近年の

ニューキノロン耐性大腸菌の検出率上昇により，生検後急性前立腺炎

が増加しているとの報告もある．当院でのニューキノロン耐性大腸菌

検出率について調査し，今後の予防的抗生剤投与について検討を行っ

た．対象は2015年 7 月∼2016年 2 月の間に福井大学にて生検前に便培

養を行った38例であり，そのうち 3 例にキノロン耐性の大腸菌を検出

した．培養結果に応じた抗生剤選択を行い， 3 例はいずれも発熱を認

めなかった．便培養は有用であると思われるが，コストの面から全例

に行う必要性はなくキノロン耐性リスクが高い症例に絞って行うこと

で，有用性が得られると考えられた．
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