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Fig. 1. Abdominal CT with enhancement showed a
ureter tumor (arrow) and hydrouretero-
nephrosis in the left kidney.
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PORT-SITE METASTASIS OF AN UROTHELIAL CARCINOMA AFTER

LAPAROSCOPIC NEPHROURETERECTOMY : A CASE REPORT

Toru Yamada, Tomoki Taniguchi, Hiroto Kotaka,

Kazutoshi Akita, Kota Kawase, Kunihiro Tsuchiya,

Kenichiro Ishida, Mitsuhiro Taniguchi and Yoshito Takahashi

The Department of Urology, Gifu Prefectural General Medical Center

We report a case of ureteral carcinoma in which port site metastasis was found after a laparoscopic

nephroureterectomy. The patient was a 77-year-old woman with a chief complaint of gross hematuria. A

tumor was found in her left ureter by computed tomography (CT). The patient was diagnosed with a left

ureter carcinoma with T2N0M0 or less. She underwent retroperitoneoscopic radical nephroureterectomy.

The pathological diagnosis was an urothelial carcinoma, Grade 2, pT2Nx. She was carefully followed up

without any adjuvant therapy. At 26 months postoperatively, a subcutaneous tumor was found at a port site

without any disseminated disease or distant metastasis by CT and positron emission tomography-CT (PET-

CT). She underwent surgical resection of the subcutaneous tumor. Pathological diagnosis was port site

metastatic urothelial carcinoma. She had no recurrence or metastasis at 24 months after the surgical

resection without any adjuvant therapy.

(Hinyokika Kiyo 63 : 399-402, 2017 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_63_10_399)
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緒 言

泌尿器科領域において低侵襲である腹腔鏡手術が普

及し，腎盂尿管癌に対しても腹腔鏡手術の適応が拡大

している．一方で腹腔鏡手術特有の合併症としてポー

ト部再発の報告も散見される．今回，尿管癌に対して

腹腔鏡下腎尿管摘除術後にポート部再発を認め，その

再発腫瘍の切除後に再発転移なく経過している 1例を

経験した．ポート部再発は，全身転移の一部である可

能性と手術操作による直接播種の可能性がある．本症

例は，術後の補助治療は施行しておらず，直接播種で

あれば局所切除のみで良好な予後が得られることを示

唆する症例であった．

症 例

患 者 : 77歳，女性

主 訴 : 肉眼的血尿

家族歴 : 特記すべきことなし

既往歴 : 高血圧，くも膜下出血，子宮体癌術後

現病歴 : 2011年11月肉眼的血尿を認め，近医受診し

当科に紹介受診となった．造影 CT にて左水腎症，左

中部から下部尿管に造影される充実性の腫瘍を認めた

（Fig. 1）．自排尿の尿細胞診は陰性であった．左尿管

癌臨床病期 cT2N0M0 以下と診断し，2012年 2月，腹

腔鏡下腎尿管摘除術を施行した．身長 153 cm，体重

70 kg，BM I29.9 と肥満体形であり，手術時間10時間

2分，気腹時間 6時間 1分，下部尿管摘出に約 1時間
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Fig. 2. A subcutaneous tumor (arrow) was found at
a port-site by positron emission tomography
(PET)-CT.
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Fig. 3. a : Macroscopic findings of the surgical spe-
cimen. The arrow indicates the port-site
scar of skin. b : The cut surface of the tu-
mor (arrows) was yellow-white.

58分要し，出血量 480 ml であった．術中の気腹圧は

10 mmHg にて施行した．手術所見 ; 全身麻酔下に右

側臥位，後腹膜鏡下到達法にて手術を施行した．ポー

ト留置は，カメラ用を中腋窩線上で肋骨弓と腸骨稜間

の中間に 12 mm のトロカー（XCEL ブラントチップ

トロッカー ○R），術者右手用に 12 mm のトロカー

（XCEL ブレードレストロッカー○R）を後腋窩線上第

12肋骨先端に留置した．術者左手用に 12 mm のトロ

カー（XCEL ブレードレストロッカー○R）をカメラ

ポートから腹側 4 mm に，助手用の 5 mm トロカー

（XCEL ブレードレストロッカー○R）を腹直筋の外縁

上前腸骨棘の高さに留置した．水腎症による腎盂の拡

張と癒着が強く，尿路を開放しないように慎重な操作

が必要であった．また腎門部の癒着が強く剥離に難渋

した．腎動脈，腎静脈は 1 本ずつであり，ヘモロッ

ク○Rで処理して切断した．腎周囲の剥離の前に，拡張

した尿管を剥離して，ヘモロック○Rにて遮断した．腎

周囲を剥離して遊離し，尿管を交差部付近まで可及的

に遊離した．腹腔鏡手術中に尿路を開放することはな

く，術中のエネルギーデバイスとして超音波駆動メス

（ハーモニックスカルペルⅡ○R）を使用した．術者左

手用の 12 mm トロカー部にドレーンを留置して，他

のトロカーを抜去して閉創した．体位を仰臥位に変更

し，左傍腹直筋切開にて左膀胱側腔に到達して左腎を

体外に引き出した．左尿管を尿管口部まで剥離して，

膀胱壁を開放して腎から尿管口部までを一塊に摘除し

た．5 mm トロカー部にドレーンを留置して閉創し

た．リンパ節郭清は腎門部の癒着が強く難渋するこ

と，高齢の患者であることより施行しない方針とし

た．病理組織診断は，中部から下部尿管に腫瘍を 3カ

所認め，最大 3.5 cm の主腫瘍が invasive urothelial

carcinoma，grade 2，INF β，pT2，ly0，v1 であり，

pT2NxM0 と判断した．術後経過は良好で，術後 4日

目にドレーン抜去し， 7日目に尿道カテーテル抜去，

12日目に退院となった．術後追加補助治療は施行せず

経過観察とした．

術後約26カ月，2014年 4月の定期 CT にて，左腰部

の術者右手用ポート創痕皮下に 13 mm 大の軟部陰影

を認めた．PET-CT にて集積を認め（Fig. 2），ポート

部再発と判断し，皮下腫瘍摘除術を推奨した．しかし

患者の同意を得られず経過観察となった．2014年10月

の CT では皮下腫瘍は 23 mm まで増大を認め，患者

の同意もあり2014年12月皮下腫瘍摘除術を施行した．

皮膚のポート部創痕から腫瘍に周囲組織をつけて一塊

に摘出した（Fig. 3a），腫瘍割面は黄白色であった

（Fig. 3b）．病理組織診断は urothelial carcinoma であっ

た．その後追加治療なく経過観察し，皮下腫瘍切除後

24カ月の時点で再発を認めていない．

考 察

腹腔鏡術後のポート部再発は，外科領域では大腸癌

手術で 5％1)や胆嚢癌手術で 7∼17％2)と報告されて

いる．一方，泌尿器科領域では0.093)∼0.18％4,5)と
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低く報告されている．胆嚢癌などは手術中に胆汁が播

種することが原因として報告されている一方で，腎摘

除術では腎茎部の先行処理や腫瘍の non touch isolation

technique などの手技が確立されていることが理由と

して考えられる．

ポート部再発の発生機序についてはいくつかの仮設

が報告されている．○1手術器具に付着した癌細胞が，

直接ポート部に付着して着床する2)，○2炭酸ガスによ

り癌に対する免疫能が低下する6)，○3気腹ガスがポー

ト部を通じて体外に圧出されるときに，ガス中に浮遊

した癌細胞が付着する（煙突現象)7)，○4 超音波駆動

メスを腫瘍組織に使用することにより腫瘍細胞がミス

ト状に浮遊し，最終的にポートに付着する8)などの機

序が推測されている．また腹腔鏡下の腎尿管摘除術で

は，腎臓の回収バックを使用せずに下腹部の切開創か

ら用手的に腎を回収することも播種の可能性を高めて

いると推測されている9)．

ポート部再発を予防するには，組織回収用バックを

使用すること，トロカーをしっかり固定しガスの漏出

を防ぐことやエアーシール○Rを使用すること，腹水の

ある症例には腹腔鏡手術を避けることなどが指摘され

ている9~11)．本症例では，術中に尿路を開放すること

はなかったが腎尿管周囲への癒着が強固であり長時間

の気腹手術となったこと，超音波駆動メスの使用，腎

臓回収バックの未使用などがポート部再発に影響した

可能性があると考える．また本術中，超音波駆動メス

をほとんど右手ポートより使用しており，先端で発生

した腫瘍細胞のミストが右手ポートにより多く付着し

た可能性が右手ポートに再発した原因として考えられ

る．

腎盂・尿管癌に対する術式の選択について，日本泌

尿器科学会編の腎盂・尿管癌診療ガイドライン2014年

版では「腎盂・尿管癌における腹腔鏡手術は開放手術

と比較して低侵襲であり，病期 cT2 までの症例では

制癌効果にも差を認めず，十分な腹腔鏡手術の技術を

有する場合は推奨される術式である」とされてい

る12)．一方で，pT3，high grade 症例では開放手術の

ほうが，術後 3年の癌特異生存率が高く，無再発生存

期間が有意に延長していると報告されている13)．こ

の理由として high grade，high stage 症例はリンパ節転

移が多く，腹腔鏡手術では開放手術と同様なリンパ節

郭清が困難であるからと推測されている．当院でも

cT2 までの症例は標準的に腹腔鏡手術にて施行してお

り，high grade，high stage 症例の腹腔鏡手術適応につ

いては個々の症例で検討している．

泌尿器科領域において，ポート再発を含む創部再発

が腹腔鏡手術に多いとの報告はない．これは外科領域

でも同様で，大腸癌の腹腔鏡補助手術においてもポー

ト部再発を含む創部再発の頻度は0.3∼1.1％程度であ

り，開腹手術の創部再発と同程度とされている14)．

本症例は，術前病期 cT2N0M0 以下にて腹腔鏡手術に

て腎尿管摘除術を施行しており，病理診断も pT2，

grade 2 であり，術後の再発転移やポート部再発を来

たしやすいような因子は認められなかった．

泌尿器科領域のポート部再発症例の報告は少ない．

塩崎らが15例を集計しており9)，腎盂尿管癌が11例，

腎癌が 4例であった．手術施行からポート部再発まで

は 2∼39カ月（中央値 8カ月）であり，ポート部再発

を認めた時点では14例中 7例は多臓器転移を認めてい

る．そのうち 4例は 1年以内（中央値5.5カ月）に死

亡しており予後は悪い．14例中 7例は孤立性のポート

再発であり， 5例は外科的切除術を施行している．切

除後の非再発期間は，記載されている 4例は12∼21カ

月（中央値16.5カ月）であり予後は良好である．手術

施行からポート部再発までの期間を，孤立性転移群と

多発転移群にて比較すると，孤立性 8例では中央値±

SD（範囲）が17.5±13.3カ月（ 4∼39カ月），多発性

6例では6.0±5.0カ月（ 2∼15カ月）であった．有意

差はでないが再発までの期間が短いほど多発転移であ

る可能性が高いと推測される．

本症例は腎尿管摘除術から26カ月後にポート部に再

発しており，報告例の中央値 8カ月よりポート部再発

までの期間が長かった．また，ポート部再発腫瘍の外

科的切除後に追加補助治療は施行せず，術後24カ月の

時点で再発転移を認めていない．これは報告例のなか

では最長であった．本症例は，ポート部以外の再発転

移を認めていないことから，全身転移の一部の可能性

は少なく，手術操作による直接播種のポート部再発と

考える．

現時点でポート部再発の治療法は確立されていな

い．報告例からも多臓器転移を認める症例の予後は悪

いが，孤立性のポート部再発腫瘍を切除した症例の予

後は良好である．多臓器転移を伴うようなポート部再

発は全身転移の一部であり，局所切除の治療的意義は

少ないと考える．この時は化学療法や放射線治療など

の集学的治療が適応となる．一方で，ポート部のみ再

発症例であっても全身転移の前兆であればその後に多

発する可能性がある．そのため局所切除に化学療法を

追加しておくことが予後を改善する可能性もある．し

かし本症例のように高齢であり，腎機能が悪く化学療

法が施行しにくい状況であれば局所切除に追加治療を

施行せずに経過観察のみでも再発せず根治が得られる

症例があることを経験した．直接播種であれば本症例

のようにポート部再発腫瘍切除のみで，追加治療なし

で良好な予後を期待できると考える．

結 語

尿管癌に対する腹腔鏡下腎尿管摘除後にポート部再

山田，ほか : ポート部再発・腹腔鏡 401



発を来たし，再発腫瘍の局所切除のみで予後良好な症

例を経験した．今後もさらに症例を蓄積することによ

り，ポート部再発の治療方針の確立が必要である．
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