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学 会 抄 録

第67回日本泌尿器科学会中部総会

(2017年11月24日（金)∼27日（月），於 大阪国際会議場)

一般演題・口演

巨大前立腺に対するロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の検討 :

大年太陽，山崎健史，吉内皓樹，任起 弘，立花大和，桑原伸介，井

口太郎，玉田 聡，内田潤次，仲谷達也（大阪市大大学院） ［目的］

前立腺容積が 100 ml 以上の巨大前立腺に対してロボット支援腹腔鏡

下根治的前立腺全摘除術（RARP）を施行した 3 例について報告す

る．また RARP における前立腺容積の影響について検討する．［症例

1］75歳．前立腺容積 100 ml．［症例 2］69歳．前立腺容積 150 ml．

［症例 3］66歳．前立腺容積 220 ml．［結語］いずれの症例において

も直腸との間の剥離困難が予想されたため，全例後方アプローチにて

先に前立腺の背側を剥離した．困難な点として膀胱頸部離断の際に解

剖学的位置の把握が難しくなることや，出血量が多くなる点があった

ものの， 3例ともにロボットで完遂しており，巨大前立腺に対しても

RARP が有用であることが示唆された．

ダヴィンチ Xi による RARP 導入初期での，ミニマム創手術との比

較 :曽我倫久人，古澤 淳，小倉友二（愛知県がんセ中央） ［目的］

当院では，2015年10月にダヴィンチ Xi を導入し，ロボット支援腹腔

鏡下前立腺全摘除術（RARP）を開始した．RARP の初期経験と，従

来のミニマム創手術（MIES）との比較を報告する．［方法］2011年11

月∼2015年 8月の MIES 107例と，2015年10月からの RARP 80例を比

較した．［結果］RARP において，ミニマム創手術と比較して，手術

時間延長，輸液終了の遅延が存在した一方で，出血量の低下，除痛剤

の軽減，尿道カテーテル留置期間，入院期間の短縮が確認された．

RARP において症例を重ねるとともに，切除断端陽性率は低下し，

特に膀胱側断端の陽性率が低下した．［結語］RARP は導入初期にお

いても，様々な項目で有益性が確認できた．

UDS（Urodynamic study）を用いたロボット支援前立腺全摘除術

（RALP）前後での膀胱機能変化の検討 :筒井顕郎，井上智博，永川祥

平，牟田口 淳，安達拓未，原野正彦（地域医療機能推進機構

（JCHO）九州） ［目的］RALP 後の膀胱機能の変化を明らかにす

る．［方法］2015年 8 月∼2017年 6 月に施行した RALP 183例中，

RALP 前後に UDS を用いて膀胱機能評価を行った123例．UDS の各

パラメータを前後で比較検討．［結果］患者背景は年齢70歳，iPSA

8.51 ng/ml，前立腺体積 26.7 ml，手術時間206分，出血量 50 ml．

MCC（maximum cystometric capacity），膀胱コンプライアンス，膀胱

収縮力，MUCP（最大尿道閉鎖圧）は術後有意に低下していた．膀胱

出口部閉塞は有意に解除されていた．DO（排尿筋過活動）の率は前

後で変化なかったが，de novo が22例にあり，逆に DO 消失が19例

あった．［考察］これら膀胱機能の変化が RALP 後の尿失禁を含めた

LUTS と関連していると考えられる．

当科における泌尿器ロボット支援手術1,000例の治療成績 : 武東義

成，深谷孝介，猿田真庸，城代貴仁，西野 将，河合昭浩，伊藤正

浩，引地 克，高原 健，市野 学，深見直彦，佐々木ひと美，日下

守，白木良一（藤田保衛大） 2012年から前立腺全摘除術（RARP）

が，2016年から腎部分切除術（RAPN）が保険収載され，泌尿器科領

域においてロボット支援手術は一般的な治療法となりつつある．当科

では2009年 8月より RARP を導入し，2017年 6月までに RARP 828

例，RAPN 150例，膀胱全摘除術（RARC）23例を施行した．また良

性疾患である腎盂尿管移行部閉塞，骨盤臓器脱，膀胱膣瘻に対して

も，合計で11例のロボット支援手術を施行している．2017年 6月まで

1,000例を超える症例を経験したので報告する．

当院における生検発見前立腺癌に対する初期治療法の変遷 :高田英

輝，小島宗門，矢田康文，吉田和彦（名古屋泌尿器科），早瀬喜正

（丸善クリニック） ［目的］当院での生検発見前立腺癌に対する初期

治療法について検討した．［対象］当院が開院した1988年 8 月から

2017年 7月までの生検発見癌のうち初期治療として無治療経過観察，

ホルモン治療，放射線，手術が行われた症例1,317例．［結果］133例

（10％），807例（61％），210例（16％）および167例（13％）でそれぞ

れ無治療経過観察，ホルモン治療，放射線および手術が選択されてい

た．これらの頻度は，診断時期により大きく変動し，かつてはホルモ

ン治療が主体であったが，最近では無治療経過観察と放射線の頻度が

増加し，直近 5年間ではそれぞれ15および25％を占めていた．［考察］

前立腺癌の治療法の選択に際しては，患者の希望なども考慮して総合

的に判断する必要がある．

岐阜県東濃地域における前立腺癌の統計―第 6報― :青木重之，原

浩司，山田芳彰（JCHO 可児とうのう），大村政治，大菅昭秀，桃井

守，高羽秀典（東濃前立腺研究会），田中利幸（中津川市民），高士宗

久，服部毅之（県立多治見），小出卓也（東濃厚生） ［目的］東濃地

域での前立腺癌の臨床的検討．［対象と方法］2016年 1月∼2016年12

月に，東濃地区 5病院で新規前立腺癌と診断された192症例について

解析した．［結果］年齢中央値は73（55∼90）歳，PSA 中央値は 12.1

ng/ml，GS 6 は17.1％，GS 7 は30.7％，GS 8 は28.6％，GS 9∼10

は23.4％であった．T分類は T1 および T2 が72.9％，T3 が23.9％，

T4 が3.1％であった．NCCN のリスク分類では high および very high

が47.9％で，metastatic も13％に認められた．治療法では内分泌療法

が40.6％で最も多く，放射線療法も30.7％に行われていた．［考察］

高リスク群と有転移症例が半数を占め，新規前立腺癌症例において悪

性度の高い前立腺癌が多く認められる傾向がみられた．

前立腺癌監視療法中に TUR-P を施行した症例の臨床的検討 : 坂元

宏匡，中嶋正和，赤羽瑞穂，青山輝義（関西電力） ［背景］前立腺

癌監視療法中の排尿障害に対する手術療法を含む介入はまだ議論の余

地がある．今回，われわれは監視療法中に TUR-P を施行した症例に

ついて検討したので報告する．［対象と方法］2009年 1月から2016年

12月まで前立腺癌監視療法を行った84例中，TUR-P を施行した 7例

を対象とした．［結果］診断時年齢51∼71歳，診断から TUR-P まで

の期間は 0∼73カ月，術後フォロー期間は 1∼50カ月であった．生検

の Gleason score は 6以下が 6例， 7が 1例であった．TUR 切除重量

は 2.6∼24.7 g，切除標本はすべて悪性所見なく，術後 PSA 上昇も明

らかでなかった．［結語］症例数は少ないものの，監視療法中の

TUR-P は QOL の改善につながり，監視療法の方針は継続できた．

当院における前立腺癌 T1a・T1b 症例の検討 : 岡 利樹，田中

亮，山中庸平，金城孝則，惣田哲次，吉岡 厳，高田晋吾（大阪警

察） ［目的］当院における前立腺癌 T1a・T1b 症例の成績を検討す

る．［方法］当院で2007年 1月から2016年12月までの間に前立腺肥大

症に対する手術にて偶発的に前立腺癌が検出された40人を検討した．

同時に前立腺生検を行い前立腺癌が検出された症例や，術前に前立腺

癌の臨床診断がなされていた症例は除外した．［成績］年齢の中央値

は59∼85（中央値 73）歳で PSA は 0.5∼25.75（中央値 3.98) ng/ml

であった．Clinical stage は T1a が33人で T1b が 7 人，Gleason score

は 3＋3 が27例，3＋4 が 9例，4＋4 が 2例，4＋5 が 1例，5＋4 が 1

例であった．追加治療に至ったのは12例であった．フォローアップ期

間中に癌死は認めていない．

経尿道的ホルミニウムレーザー前立腺核出術で前立腺癌が検出され

た症例の検討 : 増田憲彦，羽間悠祐，池内亮介，船田 哲，砂田拓

郎，吉川武志，齊藤亮一，伊藤将彰，吉田 徹，清川岳彦（京都市

立） ［目的］経尿道的ホルミニウムレーザー前立腺核出術

（HoLEP）の核出標本内に前立腺癌が見つかった症例について臨床的

検討を行った．［対象］2013年 2 月より2017年 6 月までに当院で

HoLEP を施行し臨床データが解析可能であった167例を対象とし，癌

の検出例と非検出例の比較，検出例の臨床経過について検討した．

［結果］ 6例で癌が検出され，うち 1例は Gleason score 4＋5 と悪性度

が高く，別の 1例は術後生検で悪性度の上昇を認めた．また非検出例
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と比較して前立腺重量，PSA，PSA density が高い傾向にあった．［考

察］HoLEP 標本から悪性度の高い，また経過中に増悪を認める前立

腺癌が検出される可能性を念頭に置く必要がある．

PSA 住民検診がほぼない滋賀県の基幹病院での前立腺癌診断 : 西

澤恒二，後藤裕文，吉田 徹（滋賀県立成人病セ），大西裕之（大阪

赤十字） ［目的］滋賀県では PSA 住民検診がほぼない．その滋賀県

の基幹病院である当院で診断される前立腺癌を検討した．［方法］対

象は2014年 1月から2017年 6月までに当院で前立腺生検を行われた患

者．原則 PSA 4 ng/ml 以上で経会陰20カ所または経直腸12カ所生検を

行った．［結果］前立腺生検をうけた430人の年齢は中央値73歳，PSA

は中央値 8 ng/ml．検診か任意健診での PSA 測定は13％のみだった．

240人（56％）に前立腺癌が検出され，うち33％は PSA 20 ng/ml 以

上，18％は PSA 100 ng/ml 以上， 9％は PSA 500 ng/ml 以上での診断

だった．診断時点で53人（22％）に転移を認めた．［結論］当院では，

著しく高い PSA で診断される進行した前立腺癌が多かった．

前立腺再生検時の経会陰的 Saturation 生検における最適なコア間

隔の検討 :前阪郁賢，中井 靖，富澤 満，尾張拓也，森澤洋介，三

宅牧人，井上剛志，穴井 智，田中宣道，藤本清秀（奈良県立医大），

藤井智美，大林千穂（同病理診断学） ［目的］前立腺再生検時の経

会陰的前立腺 Saturation 生検の最適なコア間隔について検討した．

［方法］対象は前立腺再生検が必要な168名．経会陰的 Saturation 生検

は小線源治療時に用いる 5 mm 間隔テンプレートを使用した．5 mm

間隔に生検を行い，10，15 mm 間隔に行ったと仮定した場合の診断

率を比較した．［成績］それぞれの診断率は48.8，45.2，33.9％で

あった．5 mm 間隔と比べ 10 mm 間隔では診断率に有意な差は認め

ないが（p＝ 0. 55），15 mm 間隔と比べて有意に高かった（p＝

0.0065），10 mm 間隔で診断できなかった症例は Gleason score（GS）

6 が 5例．GS 7 が 1例であった．［結論］Saturation 生検時における

コア間隔は 5 mm 間隔と比べて 10 mm 間隔では有意な差は認めな

かった．

MRI/US fusion biopsy による前立腺領域別生検陽性率の検討 :宇

野裕巳，斉藤昭弘（JA 岐阜厚生連中濃厚生） ［目的］MRI/US

fusion biopsy を行い癌検出が比較的困難とされる腹側癌検出能につい

て検討した．［方法］対象は2015年 3月∼2017年 3月の間に前立腺生

検を行った243例のうち PSA 20 ng/ml 以下だった218例．生検前 MRI

を行い PI-RADS 3 以上を生検適応とした．年齢中央値69歳，PSA 6.

12 ng/ml，前立腺体積 35.4 ml，PI-RADS 4 以上115例の異常信号部位

別陽性率を検討した．臨床的重要癌（SC）は腫瘍長 5 mm 以上又は

Gleason score 4＋3 以上とした．［成績］（1）癌陽性率 : 93％（107/

115），（2）SC 陽性率 : 77.4％（89/115），（3）異常信号部位別陽性

率 : 腹側 98％（48/49），背側 89. 1％（57/64），両者 100％（2/2）

だった．［結論］腹側癌の検出にも有用な方法である．

尿中前立腺癌細胞に対するアミノレブリン酸を用いた光力学診断 :

中井 靖，富澤 満，前坂郁賢，尾張拓也，森澤洋介，三宅牧人，井

上剛志，穴井 智，田中宣道，藤本清秀（奈良県立医大），岩本崇史

（岡南総合） ［目的］前立腺マッサージ後の尿中に含まれる前立腺癌

細胞に対して，5-アミノレブリン酸（ALA）を用いた光力学診断の有

用性を検討した．［対象と方法］前立腺癌疑いのため，経直腸的針生

検を行った189例を対象とした．前立腺マッサージ後尿を採取し，

ALA で処理し，分光光度計で蛍光を測定した．余った尿に対して

PCR を用いて PSA の RNA 量を評価した．［結果］126/189（67％）

にPCRでバンドを認め，この126例を評価した．Area under the curve

が0.74，感度77％（52/68），特異度67％（39/58）であった．Gleason

score が高くなるにつれ蛍光強度の上昇を認めた．［結語］尿中前立腺

癌細胞に対するアミノレブリン酸を用いた光力学診断の有用性が示さ

れた．

泌尿器科癌の骨転移症例における Skeletal related event（SRE）の

検討 : 尾張拓也，三宅牧人，富澤 満，前阪郁賢，森澤洋介，中井

靖，井上剛志，穴井 智，田中宣道，藤本清秀（奈良県立医大）

［目的］泌尿器科癌の骨転移症例における SRE の発生および SRE 発

生後の予後に関する検討を行った．［対象・方法］当科で診断された

骨転移例，前立腺癌（PCa）111例，腎細胞癌（RCC）43例，尿路上

皮癌（UC）26例の計180例を対象．［結果］SRE は74例（41％）に認

め，PCa，RCC，UCでそれぞれ 29，30，15例であった．SRE free

survival の中央値は PCa，RCC，UC でそれぞれ134，10，14カ月，

SRE 発生後の cancer-specific survival（CSS）の中央値はそれぞれ32，

28，3カ月であった．［結語］泌尿器科癌骨転移においても41％に

SRE を認めた．SRE 発生後の CSS は PCa と RCC の間に有意な差を

認めなかった．

当院における生検時 PSA が 100 ng/ml 以上の前立腺癌の臨床的検

討 : 辻村 剛，山本顕生，山道 岳，中田 渡，辻本裕一，任 幹

夫，辻畑正雄（大阪労災） ［目的・方法］2000年 2月∼2013年 3月

に前立腺生検施行し，前立腺癌と診断され生検時 PSA が 100 ng/ml

以上であった158例について，患者背景や予後予測因子などについて

retrospective に検討を行った．［結果］年齢中央値73歳（49∼92），生

検時 PSA 中央値 412 ng/ml（100∼7,500），初期治療は 7例でホルモ

ン療法＋放射線療法，151例でホルモン療法のみ施行した．全生存率

は， 3年生存率 : 72.2％， 5年生存率 : 60.8％であった．PSA nadir

＞0.2 ng/ml，time to PSA nadir : 10カ月未満，有転移であることが予

後不良因子であった（すべて P＜0.001）．［考察］PSA nadir 値，time

to PSA nadir，転移の有無は進行性前立腺癌において，予後予測因子

となる可能性が示された．

前立腺癌に対してアンドロゲン除去療法が施行された患者が去勢抵

抗性になるまでの期間 :北 和晃，玉田 聡，浅川純平，加藤 実，

山崎健史，井口太郎，内田潤次，仲谷達也（大阪市大大学院），山口

一行，松村健太郎，呉 偉俊，大町哲史（ベルランド総合） 前立腺

癌に対するアンドロゲン除去療法（ADT）は日本で広く行われてお

り，またその有効性は JCaP study でも証明済みである．しかし去勢

抵抗性になるまでの期間はあまり知られていない．STANPEED 試験

において ADT が CRPC に至る期間は14カ月と報告されているのみで

ある．そこでわれわれは CRPC となった患者を対象として CRPC に

至るまでの期間，生存率を後方視的に計測することとした．対象は

2012年以降に ADT が開始され，その後 CRPC となった60例．ADT

はほぼ全例で CAB 療法が行われていた．CRPC に至るまでの期間は

13.1カ月であった．GnRH agonist，GnRH antagonist 別に CRPC に至

るまでの期間についても検討した．

前立腺癌 ADT 患者と BPH 患者におけるサルコペニア有病率の比

較検討 : 永江浩史，前堀直美（ながえ前立腺ケアクリニック） ［目

的］前立腺癌 ADT 患者（ADT）は，骨量低下とサルコペニア（筋

量・筋力の低下した病態，以下 S）による転倒・骨折リスクの増加に

留意すべき集団である．ADT と BPH 患者（BPH）の S有病率を横断

調査で比較した．［対象と方法］ADT 129例（79.3±6.3歳，ADT 期

間64.8±55.1カ月）と BPH 115例（78.4±6.3歳）に対し，AWGS 診

断アルゴリズム（アジア人基準）に従い Sを診断し有病率を算出し

た．［結果］ S有病率は ADT 全体で43％（年代別 : 65∼74歳18％，

75∼84歳46％，≧85歳71％），BPH 全体の24.3％より有意に高かっ

た．［考察］ADT の S 有病率は一般地域住民（9.6％，下方ら）や

BPH 患者と比べきわめて高い． Sの進展防止も考慮した前立腺癌治

療計画の策定や運動栄養リハビリなどによる支持が望ましい．

前立腺癌に対する GnRH antagonist から Agonist への変更は治療成

績に悪影響をもたらさない : 浅川純平，玉田 聡，北 和晃，加藤

実，山崎健史，井口太郎，内田潤次，仲谷達也（大阪市大大学院），

山口一行，松村健太郎，呉 偉俊，大町哲史（ベルランド総合）

GnRH アンタゴニストはフレアアップ現象がないために，特に進行

性前立腺癌に対して有効と考えられる．しかし副作用や 1カ月製剤し

かないために，PSA が安定した症例ではアゴニストへの変更を行う

ことがある．そこで今回われわれは初期治療に GnRH アンタゴニス

トを使用し継続した患者と GnRH アンタゴニストからアゴニストに

交替した患者間でその有効性に差がないかを retrospective に検討し

た．GnRH アンタゴニストとしてテガレリクスを使用し，PSA が

4.0 ng/ml 以下に安定，または副作用のため継続投与が困難になった

症例に対して LH-RH アゴニストとしてリュープロレリンまたはゴセ

レリンの 3カ月製剤に変更した．生存期間，PSA や ALP のデータの

悪化は認めなかった．

新規 Androgen receptor 阻害剤（ART）の治療効果予測因子の検

討 :伊夫貴直和，稲元輝生，小村和正，能見勇人，東 治人（大阪医
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大），児島 彬，光野絢子，木山 賢，和辻利和（済生会中津），西本

優大（市立ひらかた），反田直樹，右梅貴信（高槻），上原博史，内本

晋也（野崎徳洲会） ［目的］ART について当科および関連施設の症

例を後ろ向きに検討し，治療効果予測因子を検討した．［方法］2014

年 3月より2017年 2月までに CRPC 治療を行った247例の患者背景，

治療効果およびドセタキセル治療前での ART の治療効果を予測する

因子の同定を行った．［成績］Abiraterone acetate（AA），enzalutamide

（Enz）は128，156症例で使用．ドセタキセル投与前での PSA 50％下

降率は AA，Enz で41.7，61.7％．PSA progression free survival は，中

央値で13.0，≧30カ月．AA では治療開始前の PSA 値が，Enz では初

回内分泌療法 PSA nadir が治療効果不良因子であった．［結論］AA お

よび Enz 共に治療前の PSA 値が治療効果予測因子と考えられた．

鏡視下手術併用 3-port による後腹膜到達法ハイブリッド RALPN 適

応拡大の試み : 伊夫貴直和，稲元輝生，市橋 淳，小林大介，谷口俊

理，堤 岳人，辻野拓也，林 和賢，大北恭平，松永知久，小村和

正，平野 一，能見勇人，東 治人（大阪医大） ［目的］鏡視下手

術併用 3-port による後腹膜到達法ハイブリッド RALPN の治療成績を

評価した．［方法］2014年 3月から2017年 3月までに RALPN を施行

した52例中，上記方法を採用した2016年 4月以降の27例についての患

者背景および周術期成績を報告する．［成績］手術時の年齢は中央値

で64.7歳，男性18例，女性 9例．左右では，右が13例，左が14例．腫

瘍径は，中央値で 18 mm，RENAL score は中央値で 7 点，PADUA

score は中央値で 8点．手術，コンソール，および腎阻血時間は中央

値で201，122および20分．術中出血量は中央値で 20 ml，断端陽性は

認めなかった．［結論］今後，経後腹膜法での RALPN の適応拡大は

可能であると考えられた．

3次元画像解析システムボリュームアナライザーを使用した腎摘除

術後の健側腎における代償性肥大の検討 :永山 洵，服部良平（名古

屋第一赤十字），吉野 能，舟橋康人，松川宜久，山本徳則，後藤百

万（名古屋大），王 成龍，森 健策（同情報科学研究科） ［目的］

腎摘除後の健側腎の代償性肥大に関して，肥大が生じる領域に関して

検討する．［方法］当院で腎摘除を施行した11例を対象とした．術前

および術後 6カ月以降で施行したダイナミック CT 画像より 3次元画

像解析システムボリュームアナライザー（FUJIFILM SYNAPSE

VINCENT）を使用して術前後の腎皮質および髄質の体積をそれぞれ

算出した．［結果］術前後において腎皮質は，112.53 ml から 126.66

ml と増加を認めた（p＝0.04）．腎髄質は 67.40 ml から 74.15 ml と

増加したが統計学的有意差は認めなかった（p＝0.24）．［結論］本検

討では，腎摘除術後に，腎皮質の体積が統計学的に有意に増加するこ

とが示唆された．小規模検討のため今後症例数を増やした検討が必要

である．

ニボルマブが有効であった転移性腎集合管癌の 1例 :菱川裕一朗，

林 哲章，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，北

村 寛（富山大大学院） 50歳代，男性．頸部痛にて近医を受診．

MRI で頸胸椎多発骨転移と診断され，CT にて右腎腫瘍および腎門

部リンパ節腫脹が認められたため当科紹介．造影効果に乏しい充実性

腫瘍で，経皮的右腎腫瘍生検にて非淡明細胞型腎癌と診断された．頸

胸椎転移巣に照射後，スニチニブを 2カ月投与するも腫瘍に変化な

く，右腎摘除術およびリンパ節郭清術を施行した．病理組織学的検査

により集合管癌（pT3aN2）と診断され，術後ニボルマブによる治療

を開始した．ニボルマブ投与半年後の PET-CT では骨転移への集積

は減少し，骨転移に伴う疼痛コントロールも良好となった．重篤な有

害事象はなく，現在もニボルマブ投与継続中である．

神戸大学における転移性腎癌に対するニボルマブの初期経験 : 原田

健一，坂本茉莉子，板東由加里，岡村泰義，鈴木光太郎，原 琢人，

桃園宏之，寺川智章，古川順也，重村克己，石村武志，日向信之，中

野雄造，藤澤正人（神戸大） ［目的］転移性腎癌に対するニボルマ

ブの治療成績について臨床的検討を行った．［対象］2016年12月より

転移性腎癌に対してニボルマブを投与した21例を対象とした．［結果］

ニボルマブ投与 line は 2nd : 9例，3rd 以降 : 12例であり，評価可能

であった10例において，CR : 0，PR : 3例，SD : 3例，PD : 4例で

あり，有害事象において G3 以上は貧血のみであり，重篤な免疫関連

有害事象は認めなかった．［結論］神戸大学でのニボルマブの初期経

験において，一定の治療効果を認めている一方，重篤な有害事象は認

めておらず，前治療での TKI と比較し患者の QOL は大きく改善し

ている印象である．

馬蹄腎に発生した腎癌に対し腹腔鏡下右腎全摘除術を施行した 1

例 : 堀 寛太，佐澤 陽，内野秀紀，池城 卓，宮崎将也（帯広厚

生） 馬蹄腎に発生した腎癌に対して施行した右腎全摘除術の経験を

報告する．症例は67歳，男性．CT にて馬蹄腎の右外方に突出する 43

mm 大の腫瘤を認めた．サイズや位置から，部分切除ではなく腹腔鏡

下右腎全摘除の方針となった．経腹アプローチで開始．術前腎動静脈

2本ずつの処理の予定であったが， 4本の動脈・2本の静脈の処理を

行ったのち峡部離断を行い右腎を摘出．手術時間 5時間 8分，出血

100 ml，摘出重量 485 g．術後大きな問題なく 9日で退院．病理結果

は clear cell carcinoma，pT1b．術前 Cre 1.49 mg/dl から術後 2.57 mg/

dl と腎機能の低下を認めているものの，再発は認めず経過している．

11C-コリン PET が転移診断に有効であった腎細胞癌の 2例 : 中西

裕佳子，赤木直紀，重坂光二，貝塚洋平，田口元博，大嶋浩一，山田

祐介，橋本貴彦，鈴木 透，呉 秀賢，兼松明弘，野島道生，山本新

吾（兵庫医大），北島一宏（同放射線科） FDG-PET は多くの癌で

有用性が証明されているが，泌尿器悪性腫瘍では有用性が限定的とさ

れ，近年前立腺癌においてはコリン PET の有用性が多く報告されて

いる．われわれの施設では，泌尿器悪性腫瘍の転移診断におけるコリ

ン PET の有用性を比較検討中であるが，腎癌において有用であった

症例を経験したので報告する．［症例 1］53歳，女性．左腎癌術後，

腰椎転移の評価 PET にてコリンでより有意な集積を認めた．［症例

2］45歳，女性．右腎癌術後の評価 PET にて多発リンパ節，腰椎転

移部位にコリンで高度な集積を認めた．コリン PET は治療に対する

反応や病勢をよく反映し，転移性腎癌のモニターとして有用であると

考えられる．

ESBL 産生菌による急性膀胱炎患者の ESBL 産生菌の直腸内保菌期

間について : 川村研二（恵寿総合） ［はじめに］急性膀胱炎の

ESBL 産生菌保菌について検討した．［対象と方法］ESBL 産生大腸菌

による女性急性膀胱炎患者 8例を対象とした．直腸スワブを ESBL ス

クリーニング寒天培地で検査した．恵寿病院倫理委員会の承認のもと

に行った．［結果］観察期間中央値 9カ月（範囲 6∼17カ月）であり，

直腸培養回数は中央値で5.5回（範囲 3∼ 8）であった．初回の直腸

培養 ESBL 産生大腸菌陽性は 8例中 7例（87.5％）であった．直腸培

養の ESBL 産生菌陰性化は 8例中 4例50％，ESBL 産生菌陰性化後の

再獲得は 8例中 2例25％，ESBL 産生菌陰性化しなかったのは 8例中

2例25％（ 7∼ 9カ月継続）であった．［結語］急性単純性膀胱炎患

者で ESBL 産生菌を長期間直腸内保有している群が存在する．

どっちが適切？女性単純性膀胱炎の初回処方―セフェム対レボフ

ロ― : 二宮典子
1,2，大林美貴

1
，中村綾子

3
，玉田 聡

2
，関口由紀

3

（1女性医療クリニック LUNA 心斎橋，2大阪市大大学院，3LUNA 骨

盤底トータルサポートクリニック） ［背景］女性単純性膀胱炎治療

は経口抗生剤が一般的であるが，ガイドライン上で推奨された数種の

薬剤から担当医の好みで選択される．当院では，妊孕性のある年齢層

の女性の受診が多く，第 1選択はセフェム系抗生剤として加療を行っ

てきた．［対象・方法］2016年 7月 1日から12カ月間に当院で単純性

膀胱炎と診断した患者に対し，セフジニル 300 mg/日，分 3毎食後，

5日間を処方した．受診時の検尿検査・尿培養・感受性試験と治療効

果および年代別の起因菌と耐性菌の発生率を後方視的に検討した．

［結果］大腸菌はのべ83，64％は抗生剤耐性を持たないが10％は

LVFX 耐性を有した．セフジニルは年代を問わず有効であった．

神戸大学医学部附属病院泌尿器科における尿中分離菌の年次推移 :

中野雄造，重村克巳，古川順也，原田健一，日向信之，石村武志，藤

澤正人（神戸大） ［目的］神戸大学医学部附属病院泌尿器科にて尿

中より分離された細菌の分離頻度，主要分離菌の抗菌薬感受性ならび

に，これらの年次推移について2016年度を中心に検討した．［対象と

方法］当科にて2012年から2016年までの 5年間に尿中より分離された

細菌について菌種別分離頻度，および薬剤感受性の年次推移を調査す

るとともに，大腸菌については，LVFX 耐性菌ならびに ESBL 産生菌

の推移も加えた．［結果と考察］E coli が高頻度に分離されていたが，

LVFX 耐性菌，ESBL 産生菌などが減少することなく例年どおり検出

されており，今後，これらの耐性菌による感染の危険因子についても
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検討する必要があると思われた．

進展形式の異なる晩期蔓延型尿路結核症の 2例 :松崎 敦，宮崎

淳，北原 研，依田憲冶（国際医療福祉大臨床医学研究セ化学療法研

究所附属） ［緒言］尿路結核症は稀な疾患になりつつあるが，高齢

化に伴い陳旧性病変からの再燃例に注意が必要である．今回，進展形

式を異にする尿路結核症の 2例を報告する．［症例 1］74歳，女性．

膿腎症に対し腎摘除術を施行．術後の尿中結核菌 PCR 検査が陽性で

あった．その後胸水貯留が出現し，腎結核から結核性胸膜炎への進展

と診断した．［症例 2］80歳，女性．無菌性膿尿および尿中結核菌

PCR 検査が陽性．左水腎症があり，尿路生検にて病変部位を同定し

た．［考察］多くの尿路結核症は，肺結核に罹患後晩期蔓延型に尿路

結核症を発症するが，症例 1のように，尿路を 1次病変とすることも

ある．尿路感染症の治療に際し尿路結核症を念頭に置くことが今も大

切である．

尿路感染症の診断における尿中エクソソームの有用性について :水

谷晃輔
1
，川上恭司郎

2
，藤田泰典

2
，堀江憲吾

1,2，亀山紘司
3
，伊藤雅

史
2
，出口 隆

1（1岐阜大，2東京都健康長寿医療セ研究所老化機構研

究チーム，3高山赤十字） 高齢者は免疫能の低下により種々の感染

症に罹患しやすく，尿路感染症もその 1つである．尿路感染症は症

状，血液検査，尿検査などで総合的に診断されるが，高齢者において

は症状が発現しにくいこともあり他の感染症との鑑別に迷う例も少な

くない．さらに高齢者では無症候性細菌尿の頻度が高いことがその診

断を困難にさせる場合がある．本研究では膿尿，細菌尿以外の尿路感

染症のマーカーを探索した．最初に尿路上皮，単球系培養細胞を用い

て疑似感染状態を作成し，その培養液中のエクソソームについて検討

した．次いで尿路感染症，無症候性細菌尿の患者より尿エクソソーム

を単離して解析し，尿路感染症の診断マーカーとなりえる可能性を見

出した．

腫瘍の大きさ，細菌尿は TUR-BT における周術期感染症の危険因

子である : 小羽田悠貴，武本健士郎，郷力昭宏，梶原 充（県立広

島） ［目的］経尿道的膀胱腫瘍切除術（TUR-BT）の周術期感染症

についての報告は少ない．TUR-BT における周術期感染症の予測因

子を検討した．［方法］2006∼2017年に TUR-BT を行った1,004例を

対象とした．術前尿培養にて細菌数 ≧105 CFU/ml を細菌尿と定義

し，術後の有熱性尿路感染症を周術期感染症と定義した．［結果］周

術期感染症は21例（2.1％）に認めた．細菌尿は141例（14.0％）で認

め，第 1世代セフェム耐性菌は89例（63.6％）に認めた．多変量解析

では，母指頭大以上の腫瘍（p＝0.001，HR : 4.35），細菌尿（p＝

0.039，HR : 2.97）が独立した関連因子であった．［結論］細菌尿の

多くが第1世代セフェム耐性菌で，腫瘍の大きさ，細菌尿が周術期感

染症と関連した．

経尿道的膀胱腫瘍切除術における抗菌薬無投与による周術期感染予

防効果 : 川村研二（恵寿総合） ［はじめに］TURBT で抗菌薬無投

与の妥当性を検討した．［対象と方法］TURBT を施行した17例の患

者を対象とした．術前尿培養は全例陰性であり，抗菌薬無投与とし

た．［結果］有熱性尿路性器感染症，尿路原性敗血症および遠隔感染

症は認めなかった．尿道カテーテル抜去時に尿培養陽性例を17例中 8

例（47.1％）で認めたが，いずれの患者も感染兆候はなく抗菌薬追加

投与は不要であった．［結語］TURBT における周術期感染予防につ

いて抗菌薬無投与の妥当性が示された．尿道カテーテル抜去時の尿培

養陽性率が47.1％と高率であったことが問題点で手術時の尿道常在菌

の膀胱内播種の可能性を考慮する必要がある．

成人尿道形成手術の当科での初期経験 :兼松明弘，橋本貴彦，山田

祐介，中西裕佳子，大嶋浩一，田口元博，赤木直紀，貝塚洋平，重坂

光一，呉 秀賢，鈴木 透，野島道生，山本新吾（兵庫医大） ［目

的］当科で2014年より成人尿道形成を開始した経験を報告する．［方

法］18症例20件を施行した．専門施設の術者招聘や手術見学で方法論

を移入し2016年から独自チームで施行している．［成績］件数は2014，

2015，2016，2017年（ 7月まで）に 2，0，5，13件と急増している．

狭窄原因は尿道下裂術後 5例，医原性 8例，外傷 5例で，部位は振子

部 8，球部 9，膜様部 1例だった．端々吻合10例，口腔粘膜二期手術

6例，一期手術 1例，尿道会陰ろう 1例を施行した．端々吻合は全例

成功した．口腔粘膜手術は初期症例でグラフト拘縮があり，専門施設

の手法に変更後は全例成功している．［結論］初期症例から安定した

手術成績をおさめえた．

尿道憩室に対する経尿道的切開術における経会陰テンプレートの応

用 :中嶋正和，坂元宏匡，赤羽瑞穂，青山輝義（関西電力） 経会陰

的前立腺生検に用いるテンプレートが尿道憩室手術に有用であったの

で報告する．症例は42歳，女性．主訴は排尿時/排尿後痛．骨盤 MRI

で尿道憩室の疑い．膀胱鏡では，尿道を経膣的に圧迫すると膀胱頸部

より排膿がみられたものの，憩室口の確認は困難であった．尿道憩室

の診断にて全身麻酔下に経尿道的手術を施行した．経膣エコーで尿道

周囲 2∼ 8時に広がる憩室を同定し，テンプレートガイド下に 21 G

針で経会陰的に穿刺し，造影剤とインジゴカルミンを注入した．切除

鏡で膀胱頸部 3時の噴出口を確認し，針電極で同部位より切開・開窓

し，ボール電極で憩室壁を凝固焼灼した．一連の手技により憩室の形

態把握が容易となり，安全に手術を行いえた．

DPC データによる経尿道的手術の急性期期間の分析 : 川村研二

（恵寿総合） ［はじめに］2012年から約700例の ERAS を実施し，急

性期期間短縮を認識してきた（恵寿病医誌 5 : 24-27，2017）．DPC

データによる急性期期間の分析について報告する．［対象と方法］対

象は経尿道的手術 18例（TURP : 6例，TURBT : 12例）．MEDI-

TARGET を用い，E・F ファイルから検査，投薬，注射，緊急手術，

処置を投入医療資源として算出し，急性期は 1日ごとの医療資源が手

術から退院までの医療資源の平均値以上の期間と定義した．［結果］

医療資源の平均値は TURBT 7,621円，TURP 8,599円，平均値以上の

期間（急性期）は TURBT 中央値 1日（範囲 : 1∼ 2），TURP 中央

値 1日（範囲 : 1∼ 6）であった．［結語］DPC 分析で急性期と亜急

性期（回復期）の判別が可能で急性期の短縮を確認できた．

HoLEP 術後の尿道狭窄発症に関連する因子の検討 : 上田康生，花

咲 毅，瀧内秀和（西宮市立中央） ［目的］HoLEP 術後の尿道狭窄

発症に関連する因子を検討した．［対象と方法］2014年 4月∼2017年

3月に，当院で施行した HoLEP 138例を対象とした．術後に内視鏡

的治療を必要とした尿道狭窄の発症について，年齢・既往・前立腺体

積・術時内尿道切開の有無・手術時間・核出重量などの因子を用いて

比較した．［結果］HoLEP 後の尿道狭窄は21例（15.2％）に認めた．

尿道狭窄の有無による 2群の比較では，発症に有意に関連する因子は

認められなかった．ただし，術前の前立腺体積が 50 ml を超える症例

では，尿道狭窄の発症が多い結果となった．（8.3 vs 20.5％，p＝

0.048）．［結語］術前の前立腺体積により，術後尿道狭窄の発症頻度

が増加した．

手術時に尿閉であった症例に対する HoLEP の効果に関する検討 :

池田純一，村上彰悟，河 源（大阪府済生会野江） ［目的］カテー

テル留置を余儀なくされていた患者における，HoLEP 術後の排尿状

態の変化について検討した．［方法］過去 4年間の HoLEP 症例192例

のうち，術直前に尿閉状態であった45例を対象とし，術後の自排尿の

状態について検討した．すべての症例で術前 PFS は施行されていな

い．［成績］対象患者の平均年齢は76.4歳（64∼92），術前推定 TZ 体

積は 41.3 cc（11∼140），切除重量の平均は 40.2 g（10∼110）．カ

テーテル抜去後数日間導尿を要した患者が 3例あったが，最終的に全

例で自排尿が得られ，カテーテルが不要となった．［結論］尿閉患者

の前立腺の核出により排尿状況は大きく改善し，多くの尿閉患者に対

して HoLEP が有用となる可能性が示唆された．

超音波ガイド下経尿道的前立腺核出術（TUEB)―内視鏡と超音波

を同一画面に表示させる― : 川村研二（恵寿総合） ［はじめに］当

院では TUEB を400例以上行っており，超音波ガイド下に手術を行う

方法を考案した．［対象と方法］45度の角度で下方より経直腸的に超

音波プローブを挿入しホルダーで固定，超音波は日立・内視鏡システ

ムはオリンパス社製を用いた．前立腺肥大症40例に手術を行った．

［結果］内視鏡と超音波画像を同一画面表示で剥離部位が明確になり

手術の安全性が確保された．剥離時に剥離する方向に前立腺が牽引さ

れ左右上下に動いており，術者が内視鏡で12時を剥離しているつもり

でも， 1∼ 2時を剥離していることが明らかとなった．［結語］内視

鏡と超音波を同一画面に表示させることで，内腺と外線間の剥離面を

認識でき TUEB の安全性が向上した．
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当院におけるエンザルタミド投与症例の臨床的検討 :川島洋平，松

岡香菜子，内田久志，村上房夫（太田西ノ内） ［目的］当院におけ

るエンザルタミド投与症例について臨床的検討を行った．［方法］

2014年 6月∼2017年 1月にエンザルタミドを導入した31例を対象とし

た．［結果］年齢中央値は76歳（69∼89），治療開始時 PSA 34.4 ng/

ml（1.75∼926.16），Gleason Score 8 以上が22例（88.0％）であり，

投与期間は5.5カ月（0.3∼28.7）であった．前治療として全例で抗ア

ンドロゲン療法を施行しており，ドセタキセル治療後の症例は10例

（32.3％）あった．50％以上の PSA 低下をみとめたのは全体で14例

（45.2％），ドセタキセル投与前群で13例（61.9％），投与後群では 1

例（10.0％）のみであった．［考察］ドセタキセル投与前群でより高

い治療効果が得られた．

去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの治療効果予測因子の

検討 :内藤祐志，岡田百合香，河野 悠，山本晃之，庄 紀江，小島

一平，寺島康浩，田中篤史，長井辰哉（豊橋市民） ［目的］カバジ

タキセル（CBZ）の効果予測因子を検討する．［方法］豊橋市民病院

において，ドセタキセル（DTX）加療後の去勢抵抗性前立腺癌に対

し CBZ が投与された患者19名を対象とした．CBZ 投与開始後の全生

存期間（OS）と PSA 低下を治療効果のエンドポイントとし，影響を

及ぼす因子について後方視的に検討を行った．［結果］OS 延長に影

響する因子は，「DTX 総投与量 750 mg/平米以上」「測定可能病変無

し」「CBZ による PSA 低下有り」だった．PSA 低下に影響する因子

は「DTX 終了から CBZ 開始までの期間 3カ月以内」だった．新規

ホルモン薬の使用や奏効の有無は，CBZ の治療効果に影響しなかっ

た．［考察］患者背景や前治療から，CBZ の効果を予測しうる．

ドセタキセルによる化学療法にて長期生存を得られた去勢抵抗性前

立腺癌の一剖検例 :長坂啓司，福島貴郁，淺野耕助，奥谷卓也（独立

行政法人国立病院機構広島西医療セ） ［症例］67歳，男性．［臨床経

過］初診時 PSA 147.4 ng/ml．前立腺生検で Gleason score 5＋5 の低分

化型腺癌であった．画像診断により臨床病期 T4N1M1a と診断し内分

泌療法開始した．治療開始15カ月後に PSA 再燃，リンパ節転移の増

大，骨転移の出現を認めたため，ドセタキセルによる化学療法を開

始，計48コース施行し62カ月後に死亡した．［剖検所見］組織型は低

分化型腺癌．前立腺周囲への浸潤，両肺，骨髄，傍大動脈および傍気

管支リンパ節へ転移を認めた．［考察］大規模第Ⅲ相試験でドセタキ

セルの生存期間の中央値は19.3カ月と報告されている．本症例ではこ

れを大幅に上回る長期生存が得られ，病理解剖によりその要因を検討

したので報告する．

当院における Ra-223 初期使用経験の報告 :加藤 実，井口太郎，

玉田 聡，山崎健史，仲谷達也（大阪市大大学院） ［目的］Ra-223

の初期10例の使用経験について報告する．［方法］開始時の年齢は中

央値75歳（68∼85），time to CRPC は1.8年（0.5∼5.6），導入時 PSA

は 44.8 ng/ml（0.6∼886），導入時 ALP は 212 IU/l（141∼1,408），

併用薬剤はエンザルタミド 4例，アビラテロン 4例であった．［成績］

10例中 2例は 6コース完了， 5例は投与継続中， 2例は病勢進行で中

止， 1例は中断している．副次評価項目としての ALP 奏効率および

12週時 PSA 30％以上低下率はそれぞれ 20，0％であった．［結論］当

日は若干の文献的考察を踏まえて開始の至適タイミングや使用の注意

点などについて発表を行う．

塩化ラジウム（Ra223）の使用後，汎血球減少症を来たした 2例 :

家村友輔，福井真二，松村善昭，影林頼明，三馬省二（奈良県総合医

療セ） ［目的および方法］当院で塩化ラジウム（Ra223）を使用し

た 3症例について後方視的に検討した．［結果］年齢の中央値は80歳，

Ra223 治療開始時の PSA は 231.1∼326.6 ng/ml 平均 277.9 ng/ml，

ALP は 159∼1,020 平均 614.7 であった．Ra223 治療前に化学療法が

施行された 2例でグレード 3∼ 4の汎血球減少症により 1例は 4回，

もう 1例は 5回で治療を中断した．［考察］塩化ラジウム（Ra223）

の投与前に化学療法を施行した症例では汎血球減少症に対する注意が

必要であり，Ra223 を使用するタイミングについて再度検討が必要

と考えられた．

当院における去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの使用経

験 : 池内亮介，赤松秀輔，後藤崇之，澤田篤郎，根来宏光，齊藤亮

一，寺田直樹，小林 恭，山崎俊成，井上貴博，神波大己，小川 修

（京都大医学部附属） ［目的］当院における去勢抵抗性前立腺癌に対

するカバジタキセル（CBZ）の使用状況，治療効果，副作用などを検

討した．［方法］当院で CBZ を導入した患者30例の臨床情報を後ろ

向きに収集した．［結果］投与開始時の年齢中央値67（59∼88）歳，

PSA 中央値 78.6（2.9∼2,082.0） ng/ml．治療にて PSA 値が50％以

上低下した症例は 6例（20％），画像上不変または改善を認めた症例

は11例（36.7％），画像上進行までの期間中央値は87日であった．G3

以上の副作用は13例（43.3％）に認め， 4例（13.3％）が副作用によ

り投与を中止した．［結論］CBZ の奏効期間は約 3カ月であり，最適

な投与時期など検討が必要である．

経過観察可能であった尿管瘤の検討 :鈴木裕子，久松英治，上原央

久，吉野 薫（あいち小児保健医療総合セ） ［目的］尿管瘤に対す

る治療選択にはいまだ議論がある．今回，経過観察できた症例を検討

する．［方法］2005∼2016年に当院を受診した尿管瘤のうち，下部尿

路通過障害なく，患側腎が無機能もしくは分腎機能40％以上を経過観

察の初期条件とした．［結果］対象は17例で，女児 6例，男児11例，

平均観察期間4.6年であった．発見契機は有症状が 5例，無症状が12

例．異所性尿管瘤が 3例，重複腎盂尿管が 2例．無機能腎を 6例に認

め，水腎なしもしくは軽度水腎症が14例であり，VUR を 1例（患側

下腎Ι度）に認めた．予防内服は 5例で施行された．観察期間内に全

例で有熱性尿路感染を認めず，無症状であった．［結論］限られた尿

管瘤では経過観察可能である．

尿道下裂術後の尿道皮膚瘻に関する検討 :大饗政嗣，武中良大，春

名晶子，杉多良文（兵庫県立こども） ［目的］尿道下裂修復術後の

尿道皮膚瘻の発見時期に関して臨床的検討を行った．［方法］1995年

から2016年までに尿道下裂修復術後，尿道皮膚瘻に対して瘻孔閉鎖術

を施行した105例112瘻孔を対象とした．［結果］尿道下裂の type は62

例が陰茎陰嚢部，31例が陰茎部， 9例が冠状溝部， 2例が亀頭部．修

復術時年齢は 5カ月∼13歳 8カ月．修復術は67例が free graft 法，20

例が Koyanagi 法．修復術後からの瘻孔の確認時期は，73例が 1年以

内，16例が 1∼ 3年以内， 5例が 3∼ 5年以内， 5年以上は11例で

あった．［結論］尿道下裂術後は長期の経過観察が必要と思われる．

小児の腎結石に対し PNL を行った 1例 :柏木佑太，山田 伸，鈴

木晶貴，勝野 暁（岡崎市民），須藤祐司（同小児科） 症例は基礎

疾患のない 1歳，男児．受診 2日前より随伴症状の伴わない発熱が

あった．近医で行った血液検査で炎症反応の上昇認めたため当院小児

科に紹介受診．40.3°C の高熱以外に身体所見を認めなかったが，尿

中に白血球・細菌を認めたため超音波検査を行うと，左腎に水腎を伴

う約 15 mm 大の腎盂結石を認めた．結石性腎盂腎炎の診断で同日左

腎瘻造設施行．その後の抗菌薬治療にて感染改善し，入院後12日目に

PNL（経皮的腎砕石術）施行．結石分析ではリン酸カルシウムが主成

分であった．原因検索も行ったが，明らかな基礎疾患は認めなかっ

た．今後は再発の有無を注意深く経過観察していく予定である．

Prader-Willi 症候群男性の小児期の性腺機能 : 松山聡子，松井

太，藤本幸太，矢澤浩治，松本富美（大阪母子医療セ） ［目的］

Prader-Willi 症候群（PWS）男性の性腺機能低下の原因は視床下部性，

原発性，混合型の不均一性が報告されているが，小児期の報告は少な

い．本研究の目的は，小児期の性腺機能を検討する事である．［方法］

過去24年間に PWS と診断した男児40例を対象とした．［結果］

87.5％に停留精巣を認め，精巣組織は正常から Sertoli cell only まで多

様であった．幼児期では LH 0.3±0.4 IU/l，FSH 1.9±1.3 IU/l，T

7.6±5.5 ng/dl であったが，思春期には LH 2.0±2.2 IU/l，FSH

7.6±6.6 IU/l，T 73.5±94.8 ng/dl と高 FSH 型のT低下を認めた．

［考察］PWS 男性では多様な精巣組織像にも関わらず，小児期の視床

下部―下垂体―精巣系は正常に機能している．

遺伝子異常を確認しえた小児シスチン結石の 2例 :山本与毅，石井

啓一，坂本 亘（大阪市民病院機構大阪市立総合医療セ小児），藤丸

李可，上田博章（同小児総合診療科） ［緒言］小児シスチン結石に

対する内視鏡手術を行い，遺伝子異常が確認できた 2症例を経験した

ので報告する．［対象・結果］症例 1 : 10歳 6カ月，男児．肉眼的血

尿・左腰痛を契機に左尿管結石を指摘．根治治療として f-TUL を

行った．症例 2 : 0歳 8カ月，男児．肺炎加療中に無尿となり両側尿

管結石を指摘された．左右それぞれ膀胱への排出を待ち経尿道的膀胱
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砕石術を 2回実施，内 1回は尿道結石嵌頓に対する緊急手術であっ

た． 2例とも遺伝子検査を行い，シスチン尿症の責任遺伝子異常であ

る P482L が存在する BAT1 のホモの変異体であることが確認された．

［考察］シスチン結石は保存的治療が基本となるが，時に緊急性を要

し，内視鏡治療が有用であった．

気膀胱手術で尿管形成を行った尿管瘤の 1例 :水野健太郎
1
，守時

良演
1
，西尾英紀

1
，加藤大貴

1
，梅本幸裕

1,4，戸澤啓一
2
，安井孝周

1
，

林 祐太郎
3（1名古屋市大大学院，2同医療安全管理学分野，3同小児泌

尿器科学分野，4同高度医療教育研究セ） ［背景］膀胱内病変を伴う

尿路先天異常疾患に対する低侵襲治療として，膀胱内に直接トロカー

を挿入する気膀胱手術が行われている．今回，尿管形成を併用した異

所性尿管瘤の症例を経験したため報告する．［症例］ 3歳10カ月，女

児．胎児期から左水腎症を指摘され当科紹介．VUR を伴う左重複腎

盂尿管・左上腎所属尿管瘤と診断した．気膀胱下に尿管瘤切除と尿管

形成（plication）を併用した尿管膀胱新吻合術を行った．術後の膀胱

造影で VUR は消失し，尿失禁や排尿障害も認めていない．［考察］

拡張した尿管を切除しない plication 法は気膀胱手術においても可能

であり，VUR 治療の根治性がより向上すると考えられた．

小児持続勃起症の 3例 :加藤大貴，守時良演，西尾英紀，水野健太

郎，安井孝周（名古屋市大大学院），林 祐太郎（同小児泌尿器科学分

野） 症例 1 : 10歳．会陰部打撲後に勃起が持続し，10日後に受診．

カラードプラ超音波検査（color Doppler ultrasonography : CDU）で陰

茎海綿体内に動脈性血流信号を認めた．動脈塞栓術を施行し勃起は消

失した．症例 2 : 7歳．亀頭打撲後に勃起が持続し， 3日後に受診．

CDU で動脈性血流信号を認めず経過観察． 4日後，自然消退した．

症例 3 : 11歳． 1年前から性的刺激なく数時間の勃起が断続的に持続

し，受診．CDU で動脈性血流信号を認めず経過観察． 1カ月後，自

然消退した．非虚血性持続勃起症は経過観察が第一選択であるが軽快

しない場合，動脈塞栓術を行う．小児例においても，CDU が動脈塞

栓術の要否判断に有用と考えられた．

当院における小児卵黄嚢腫瘍の経験 : 藤本幸太，矢澤浩治，松山聡

子，松井 太，松本富美（大阪母子医療セ） ［目的］卵黄嚢腫瘍は

小児精巣腫瘍の中では頻度の高い腫瘍のうちの 1つである．今回，当

院で経験した小児卵黄嚢腫瘍について臨床的検討を行った．［対象］

当院では1991年から2017年 3月までに 8例の卵黄嚢腫瘍を経験した．

［結果］発症年齢は中央値で11.5歳（ 2∼22歳）．部位は右側が 5例，

左側が 3例．AFP の中央値が 8,783 ng/ml（417∼29,671 ng/ml）であ

り全例で高値を認めた．病期分類はすべての症例で stage 1 であった．

治療はすべての症例で高位精巣摘除術を施行した．予後は術後16カ月

目に再発した症例が 1例存在したが，化学療法によりCRとなった．

［結語］ 8例の小児卵黄嚢腫瘍を経験したが，予後は良好であった．

膀胱拡大術，腹壁導尿路造設を施行した Hinman-Allen 症候群の 2

例 : 武中良大，春名晶子，大饗政嗣，杉多良文（兵庫県立こども）

Hinman-Allen 症候群により膀胱拡大術，腹壁導尿路造設を施行した

2症例を経験したので報告する．症例 1 : 8歳，男児．昼間遺尿，便

失禁で紹介．両側水腎水尿管，腎機能低下を認めた．膀胱コンプライ

アンスは 2 ml/cm H2O で脊椎に異常は認めず．膀胱皮膚瘻造設を行

うも，膀胱機能は改善せず，膀胱拡大術，Spiral Monti 法を施行．症

例 2 : 7歳，男児．昼間遺尿で紹介．両側水腎症を認め，膀胱コンプ

ライアンスは 3 ml/cm H2O で脊椎に異常を認めず．間欠導尿も疼痛

のため施行できず．腎機能低下も認め膀胱拡大術，Mitrofanoff 法を施

行．Hinman-Allen 症候群では，膀胱拡大術を選択する症例があり，

尿道知覚が正常で導尿ができない症例では同時に腹壁導尿路を造設す

る必要がある．

膀胱尿管逆流における予防投与下の外尿道口周囲の細菌叢 : 上原央

久，鈴木裕子，久松英治，吉野 薫（あいち小児保健医療総合セ）

［目的］原発性膀胱尿管逆流（VUR）における予防的抗菌薬投与例で

外尿道口周囲の培養検査結果や耐性菌の発生頻度を検討した．［対象

と方法］当院にて手術を施行した原発性 VUR 症例176例を予防的抗

菌薬投与群 : 141例，非投与群 : 35例に分けて検討した．［結果］予防

的抗菌薬投与群ではグラム陰性桿菌（GNR）は24％に認め，うち E

coli を41％に認めた．ESBL 産生菌は19％に認めた．非投与群では

GNR は21％に認め，うち E coli を57％（4/7）に認め ESBL 産生菌は

認めなかった．GNR の頻度（p＝0.73），ESBL 産生菌の頻度（p＝

0.21）に有意差は認めなかった．［結語］予防的抗菌薬投与群で外尿

道口周囲の細菌叢から GNR を24％に認め，うち ESBL 産生菌を19％

に認めた．

干渉低周波頻尿・尿失禁治療器が奏効した頻尿，夜尿症の 1例 :渡

辺仁人，松崎和炯，木下秀文，松田公志（関西医大） ［症例］10歳，

男児．主訴は夜尿症，頻尿．他院にて抗コリン剤の処方を受けるも改

善しないため受診．夜尿はほぼ毎日で，尿失禁はないものの，尿意切

迫感は強かった．尿検査異常なく，超音波検査でも残尿なし．排便排

尿習慣の指導と抗コリン剤を開始した．DDAVP を使用すると夜尿は

認めないが，本人は常用を拒否した．中学 1年時に ADHD と診断さ

れた．昼間の頻尿は消失したが，夜尿の改善が見られないため，干渉

低周波頻尿・尿失禁治療器を使用したところ，夜尿回数は減少し，抗

コリン剤を中止しても著明な増悪は認めなかった．［結論］干渉低周

波頻尿・尿失禁治療器により夜尿が改善した症例を経験した．

腎盂尿管移行部通過障害の交差血管に対する超音波検査カラードプ

ラ法の有用性 :黒川覚史（名古屋徳洲会総合），水野健太郎，加藤大

貴，西尾英紀，守時良演，戸澤啓一，安井孝周（名古屋市大大学院），

林 祐太郎（同小児泌尿器科学分野） ［背景・目的］腎盂尿管移行部

通過障害の交差血管は，認識し温存すべきと考えられる．今回，交差

血管の有無について術前の超音波検査カラードプラ法（ドプラ法）と

術中所見を比較・検討した．［対象・方法］対象は，2012年 1 月∼

2017年 2月に腎盂形成術を行った64例（ロボット支援33例，腹腔鏡下

31例）．年齢は1.5∼52.3歳．ドプラ法（n＝32）を手術所見と比較し

た．［結果］手術所見では交差血管を25例（37％）に認めた．ドプラ

法による交差血管の検出感度は55％，特異度は95％であった．BMI

の低い小児 1例で偽陽性となった．［考察・結論］ドプラ法は，交差

血管の検出感度に限界はあるものの特異度にすぐれた検査法であると

考えられた．

尿道カテーテル抜去後の排尿機能予測に関するビデオウロダイナミ

クスの有用性の検討 : 出口龍良，吉川和朗（海南医療セ），小川隆敏

（恵友） ［目的］カテーテル抜去後，排尿機能予測因子としてビデオ

ウロダイナミクスの有用性を検討した．［対象と方法］2015年 1月∼

2017年 4月に当院でカテーテル抜去となった症例のうち，抜去前に

CMG を施行した77例を対象に，抜去後の排尿機能を予測する因子を

後方視的に検討した．［結果］抜去後導尿やカテーテル再留置が不要

であった症例は27例（35.1％）であった．抜去後導尿やカテーテル留

置が不要となる因子として，CMG で膀胱収縮，排尿筋過活動あり

（p＝0.02）が有意であり，膀胱変形 grade 0∼1（p＝0.08）では有意

ではないがカテーテル不要となる傾向を認めた．［結論］尿道カテー

テル抜去後，排尿機能予測にビデオウロダイナミクス所見が有用で

あった．

間質性膀胱炎の診断は一般化したのか？ : 伊藤貴章（田村クリニッ

ク） ［目的］間質性膀胱炎（IC）の診断は一般泌尿器科の診療に日

常的に取り込まれているのかを明らかにすべく検討した．［方法］最

近 4年間に当院を受診した IC の新患は62例でうち他院で診断がつい

た症例をのぞく18例を対象にその経過について検討した．［成績］全

例前医があり，うち15例は泌尿器科を受診していた，主訴は頻尿 8

例，下腹部痛 4例，排尿時痛 4例，外陰部痛 1例，残尿感 1例であっ

た． 8例が膀胱炎， 5例が過活動膀胱， 5例が異常なしと診断されて

いた．［結論］IC の診断が一般化したか疑問だが，診断を容易にする

には，診断候補として IC を常に意識し，膀胱鏡を躊躇しないことが

重要と考えられた．

間欠自己導尿中に膀胱破裂，後腹膜膿瘍を来たした 1例 :小笠原卓

音，柴森康介，加藤隆一（市立室蘭総合） 症例は79歳，女性． 6年

前から当科で間欠自己導尿を開始していた．数日前からの下腹部の疼

痛・膨満で救急外来受診．尿閉を疑い導尿されたが，下腹部膨満改善

せず当科紹介となった．CT で虚脱した膀胱，後腹膜膿瘍を認めた．

膀胱鏡施行した所，左側壁に膀胱穿孔部を認め，後腹膜膿瘍腔へ連続

していた．膿瘍腔から約 2,000 ml の膿汁排出を認めた．膀胱破裂，

後腹膜膿瘍の診断で，尿道カテーテル留置，後腹膜ドレーン留置を

行った．第11病日，膀胱造影で膿瘍腔と膀胱内腔の連続性は認めず，

穿孔は閉鎖したものと判断した．膀胱容量も少なく，尿道カテーテル
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留置での排尿管理となった．間欠自己導尿中の膀胱破裂は稀であり，

文献的考察を含めて報告する．

過活動膀胱患者の多剤併用と有害事象関連症状の実態調査 : 永江浩

史，前堀直美（ながえ前立腺ケアクリニック） ［背景と目的］高齢

者の安全な薬物療法ガイドラインの改訂（2015年）などを背景に，高

齢者 LUTS 治療安全の追求姿勢がより一層求められている．今回，

過活動膀胱（OAB）患者の多剤併用と有害事象関連症状の実態を後

ろ向きに調査した．［対象と方法］対象は60歳以上の OAB 初診患者

95例（年齢75.2歳，男/女＝54/41）．多剤併用率，緩下剤併用率，口

腔乾燥・便秘の困窮度（VAS）を検討した．［結果と考察］多剤併用

率（ 6 剤以上）は32.6％，緩下剤併用率24.2％であった．75歳以上

（n＝48）の VAS は便秘 4.4，口腔乾燥 3.2 で，75歳未満（n＝47）の

便秘 2.0，口腔乾燥 1.8 よりも有意に高く，高齢 OAB 患者に対する

薬剤選択と支持治療の重要性が確認された．

間質性膀胱炎に対する17例の治療経験 : 猿田真庸，佐々木ひと美，

武東義成，城代貴仁，河合昭浩，西野 将，伊藤正浩，引地 克，深

谷孝介，高原 健，市野 学，深見直彦，日下 守，白木良一（藤田

保衛大） ［目的］当院で間質性膀胱炎（IC）の治療として水圧拡張

術を施行した17例の臨床経過を検討した．［対象と方法］2010年から

2016年までに水圧拡張術を行った17例の患者背景，治療効果を検討し

た．［結果］17例は全例女性で初診時年齢は平均57歳，初回水圧拡張

術と同時に生検にて IC と診断した．経過観察期間は平均 3年 9カ月

で最終水圧拡張の施行からは平均 1年 6カ月であった．水圧拡張術

は，平均2.36回で，過去 5年間で 6例複数回施行． 3例は自己免疫疾

患治療としてステロイド内服で軽快した．現在11例が当院にて継続加

療中である．［結語］IC に対する水圧拡張術は一定期間の症状緩和効

果が期待できるが難治性症例では新たな治療法が必要とされる．

当院における排尿ケアチーム介入症例の臨床的検討 :吉川羊子，深

津顕俊，平林毅樹，守屋嘉恵，水野秀紀，上平 修，松浦 治（小牧

市民），山口朝臣（公立陶生） ［目的］当院では2017年 1月より排尿

自立指導科（以下指導科）の算定を開始した．尿道カテーテル留置症

例（以下対象例）以外の排尿障害（以下対象外）も排尿ケアチームが

介入した．［方法］ 6月末までの介入症例は203例（男性115，女性88

例，年齢17∼102，平均75.8歳），対象例126例，対象外77例であった．

対象例と対象外で残尿増加を認め間欠導尿管理を必要としたのはおの

おの109例（86.5％），69例（89.6％）であった．［考察］基礎疾患に

よる ADL の低下で排尿管理を要する排尿障害が発生しえることを予

見すべきである．［結論］算定対象外の入院療養症例においても同様

の評価・介入を行うべきである．

前立腺肥大症の α1 遮断薬投与後残存する蓄尿症状に対するタダラ

フィル追加投与の臨床試験 : 小川貢平，浦上慎司，岡 優，萩原喜

一，永本将一，阪口和滋，黒澤和宏，岡根谷利一（虎の門） ［目的］

BPH の蓄尿症状に対して α1 遮断薬にタダラフィル 5 mg（A）あるい

はソリフェナシン 5 mg（B）を追加投与し，有効性と安全性を比較検

討した．［方法］A群と B群に無作為割付し，12週間投与した．投与

前後の IPSS，QOL，OABSS，尿流率，残尿量を測定し，前向きに比

較検討した．［結果］A群38例， B群37例で患者背景に有意差は認な

かった．投与後の IPSS，QOL ，OABSS は両群とも有意に改善した．

平均尿流率のみA群で改善を認め，残尿量は B群で有意に増加した．

副作用による投与中止はA群18％， B群32％で，有意差はないが B群

で多かった．［考察］タダラフィル追加投与は，抗コリン剤と同様に

有効性が高く，安全に投与できることが示唆された．

当院における fTUL での尿管狭窄による中止症例の検討 : 村元暁

文，横川竜生，塚 晴俊，村中幸二（市立長浜） ［目的］fTUL の

際，尿管狭窄により尿管アクセスシースダイレーターの挿入が困難で

ある症例がある．当院での上記症例の頻度と傾向を調査し，対策など

を検討する．［対象］2014年から2016年までの 3年間で fTUL を施行

した113例．［結果］ 7例（6.1％）で尿管狭窄による手術中止となっ

ていた．この内 6例で尿管ステント留置を行い，期間をおいて再手術

を行っていた．再手術時，全例でシースの挿入が可能だった．［考察］

尿管狭窄症例もステント留置によって，再手術での fTUL は施行可能

であった．また 3例（50％）については 14/16 Fr のシースを問題な

く挿入できた．尿管ステント留置による尿管拡張は手術可能な程度に

まで期待できる．

メンズヘルス外来受診を契機に発見された脳脊髄疾患の 2例 :渡部

明彦，林 哲章，菱川裕一朗，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，藤内

靖喜，北村 寛（富山大大学院） ［症例 1］60歳代，男性．手足冷

え，嚥下困難感，倦怠感，意欲低下を訴え複数科受診するも異常指摘

されず当科受診．AMS スコア68点，遊離テストステロン（FT）7.6

pg/ml．男性ホルモン補充療法で倦怠感，意欲低下は軽快したが，左

手足冷えが増悪．MRI で脊髄腫瘍が発見され上衣腫と診断された．

［症例 2］40歳代，男性．全身倦怠感，体重減少にて内科で精査する

も異常指摘されず当科受診．AMS スコア40点，FT 10.0 pg/ml．初診

後 1週間で物忘れ症状が顕著となり，CT 施行したところ右視床脳腫

瘍が発見され，神経膠芽腫と診断された．男性更年期症状は多岐にわ

たるため，同症状を来たす疾患が併存している可能性を常に念頭にお

いて診療にあたるべきである．

名古屋市立大学病院での他施設連携による精子採取の成績 :梅本幸

裕
1~3，岩月正一郎

2
，西尾英紀

2
，高田英輝

2
，武田知樹

4
，野崎哲史

3
，

神谷浩行
3
，窪田裕樹

4
，窪田泰江

3
，水野健太郎

3
，佐々木昌一

5
，安井

孝周
3（1名古屋市大大学院高度医療教育研究セ，2名古屋市立西部医

療セ，3名古屋市大大学院，4愛知県厚生農業組合連合会海南，5岡崎

北クリニック） ［背景・目的］私達が Micro-TESE での精子の検索

は当院産婦人科または ART 施設で行われている．今回これらの治療

成績を検討した．［対象・方法］対象は2003年 9月∼2016年 7月に，

当科でMicro-TESE を施行した285名．Group A : 同一施設で精子を検

索した167例．Group B : ART 施設で精子を検索した118例．この 2群

間で採精成績や病理組織像を検討した．［結果］Group A および B で

採精率24.6，33.0％，病理組織像は Sertoli cell only syndrome（JS 2 以

下），maturation arrest，hypospermatogenesis，いずれも有意差は認めな

かった．［考察］今回，精子検索を同一施設内で行う場合と，ART 施

設で行う場合で同等の治療成績を得られると考えられた．

抗凝固・抗血小板薬内服患者に 2度の腎外傷を伴う腎を移植した 1

例 : 松永知久，加納陽介，藤原裕也，市橋 淳，小林大介，谷口俊

理，堤 岳之，辻野拓也，小村和正，伊夫貴直和，平野 一，稲元輝

生，能見勇人，東 治人（大阪医大附属） 症例は64歳，男性．透析

歴17年．今回献腎移植目的に入院．62歳時に大動脈弁置換術および冠

動脈バイパス術施行後のため，ワルファリンなど内服していた．ド

ナーは34歳，男性．転落による外傷性クモ膜下出血により救急搬送さ

れ，術後 6日目に脳死判定となった．救急搬送時 2度の腎損傷を認め

たが， 2日後の動脈造影では造影剤の漏出は認めなかった．脳死下に

腎提供も，摘出腎は被膜損傷および腎実質の裂傷があり修復して移植

施行した．術後 4日目に腎周囲の血腫増大認めたが，保存的治療によ

り軽快した．移植腎機能は良好で無事退院した．抗凝固・抗血小板薬

内服患者に腎外傷を伴うドナー腎移植を経験したので，若干の文献的

考察を加えて報告する．

ABO 血液型不一致生体腎移植後に抗赤血球抗体による溶血性貧血

を発症した 1例 :小川悟史，石村武志，横山直己，小田晃廉，中野雄

三，藤澤正人（神戸大） 症例34歳，女性．A型．原疾患 IgA 腎症．

2016年12月O型父親をドナーとする血液型不一致先行的生体腎移植術

施行．導入免疫抑制剤は，タクロリムス（Tac），ミコフェノール酸

モフェチル（MMF），メチルプレドニゾロン（mPSL），バシリキシマ

ブ．腎機能発現は良好．術後16日目貧血増悪，間接ビリルビン上昇，

抗 A抗体陽性あり．Passenger lymphocyte syndrome の診断．Tac 減

量，MMF 増量，エベロリムス（EVL）追加投与．O型洗浄赤血球輸

血を 2回要したが，Hb は改善．術後44日目に抗A抗体陰性化．以後

再発なく，移植腎機能も安定．若干の文献的考察を加え，検討を行

う．

当院における TESE の検討 :島田誠治，谷口久哲，木下秀文，松田

公志（関西医大附属） 閉塞性無精子症の診断は病歴，精管や精巣上

体の触診，精巣容積，血液検査，染色体検査などで行う．閉塞性無精

子症に対し精巣内精子回収術（TESE）が行われる．2006年 5月から

2017年 3月までに関西医科大学附属病院で施行した TESE 41例を検討

した．年齢は，27∼66歳（中央値35歳）であった．その臨床成績を後

ろ向きに検討し考察を加えて報告する．
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上部尿路腫瘍に対する尿管鏡下生検の検討 : 小澤雅史（東葛），高

橋麻奈（東京女子医大泌尿器科腎臓病総合医療セ） ［目的］上部尿

路腫瘍に対する尿管鏡下生検の有用性について検討した．［対象と方

法］尿管鏡下生検を施行した症例の患者背景（術前の尿細胞診，画像

所見），尿管鏡所見，生検結果について検討した．生検は 3 Fr の鉗子

を用いた．腎尿管全摘除術を施行した症例の生検結果と摘除標本の病

理結果を比較検討した．［結果］15例（ 2腎盂，13尿管）に尿管鏡下

生検が施行され，10例（ 2腎盂， 8尿管）に尿路上皮癌の診断が得ら

れた． 7尿管例に腎尿管全摘除術が施行された．［結語］少数例の検

討ではあるが，尿管鏡下生検は術前の尿細胞診が class 3 以下の症例

の確定診断に有用性が示唆された．

Systemic immune-inflammation index によ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効果予測 : 西川昌友，渡邉弘

充，倉橋俊史（聖隷三方原） ［目的］筋層非浸潤性膀胱癌

（NMIBC）に対する BCG 膀胱内注入療法の効果予測における sys-

temic immune-inflammation index（SII＝血小板×好中球/リンパ球）の

意義の検討．［方法］78名の BCG を施行された NMIBC 患者での SII

の意義を RFS および PFS に対して retrospective に検討した．［成績］

SII の中央値は 425×109 であった．中央値で患者を 2群に分けたと

ころ臨床因子に違いはなかった．観察期間中 22 の recurrence および

9 名の progression が確認され，multivariate Cox regression 解析の結

果，SII は RFS を予測する独立した因子であった．［結論］NMIBC

に対する BCG 膀胱内注入療法の効果予測において SII は有用な指標

となりうる可能性が示唆された．

自動診断装置を用いた膀胱癌における 5-アミノレブリン酸誘導蛍

光尿細胞診 :三宅牧人，穴井 智，中井 靖，藤本清秀（奈良医大），

平尾佳彦（大阪暁明館） ［目的］アミノレブリン酸処理から細胞内

蛍光強度の客観的定量に至る工程を自動で行う診断装置の膀胱癌診断

検査としての有用性を検討した．［対象と方法］膀胱癌を対象とし，

自排尿を採取・遠心，尿沈渣を 2分割した後自動診断装置へ供した．

その診断精度を従来の尿細胞診と比較した．［結果］自動診断装置は

尿検体採取から診断結果の判定まで約 3時間で行えた．自動診断装置

および従来の尿細胞診の陽性率は，25例中 18例（72％），10 例

（40％）であった．細胞内蛍光強度は high-stage および high-grade 膀

胱癌において高かった．［結語］自動診断装置による 5-ALA 誘導蛍光

尿細胞診は高感度であり，癌の悪性度や予後を予測できる可能性が示

唆された．

当院で実施した膀胱全摘術の成績，合併症 :山下 亮，松嵜理登，

中村昌史，新坂秀男，堀内 明，庭川 要（静岡がんセ） ［目的］

当院で 1 年間に行った膀胱全摘の周術期成績を評価する．［方法］

2016年 4月から2017年 3月までに 5人の術者により計30例の開腹膀胱

全摘，尿路変向術を施行した．手術体位は頭低位で行い，術中リング

リトラクターを使用した．尿管ステント抜去時は，抗菌薬を 4日間内

服した．［結果］リンパ節郭清個数の中央値は25個，手術時間および

出血量の中央値はそれぞれ 6時間23分，466 mlであった．術後の入院

期間は15日（中央値）で，創感染を 4例に認めた．またステント抜去

後に発熱を伴う腎盂腎炎は 0例で，NG チューブ留置が必要な腸閉塞

は 1例であった．［考察］腎盂腎炎と腸閉塞の発症率は低かったもの

の，創感染は 4例と多く改善が必要である．

膀胱癌術後の前立腺再発に対して前立腺全摘を行い，膀胱を温存し

た 1例 :杉浦皓太，袴田康宏，神田裕佳，今井 伸，米田達明（聖隷

浜松） 68歳，男性． 3年前に前医で表在性膀胱癌に対して経尿道的

膀胱腫瘍切除術と術後 BCG 膀注療法を施行．経過中に前立腺の腫大

と骨盤内リンパ節腫脹を指摘され，当院へ紹介受診となった．当科で

の尿細胞診は疑陽性，MRI では前立腺内腺から膀胱内へ突出する腫

瘤を認め，CT では骨盤内に多発リンパ節腫脹を認めた．経直腸的前

立腺針生検と TUR 生検を施行し，病理診断は尿路上皮癌であった．

膀胱癌の前立腺再発，骨盤内リンパ節転移と診断し，GC 療法を 3

コース施行後に前立腺全摘と骨盤内リンパ節郭清を行った．病理所見

では前立腺内に少量の異型細胞の残存を認め，左総腸骨リンパ節に転

移の痕跡を認めた．外来で経過観察中だが，再発なく経過している．

女性原発性尿道癌の 4例 :羽間悠祐，池内亮介，砂田拓郎，増田憲

彦，吉川武志，吉田 徹，清川岳彦（京都市立） 2015年10月以降，

当科で女性の原発性尿道癌 4例を経験した．年齢は65∼91歳（中央値

77歳）．主訴は尿閉 : 1例，排尿痛・排尿困難 : 2例，自己導尿困難 :

1例．cT2 が 1例，cT4 が 3例で，確定診断は全例経膣的尿道生検で

行った．組織診断は尿路上皮癌が 2例，腺癌が 2例．治療は 3例にロ

ボット支援もしくは腹腔鏡下膀胱尿道全摘除術および尿路変向術を施

行し， 1例は全身状態が悪く BSC の方針とした．外科的介入を行っ

た症例はいずれも pT4 で，追加治療なしで再発なく経過している．

自験例 4例の治療・経過に関して若干の文献的考察を交えて報告す

る．

泌尿器 ERAS におけるアセトアミノフェンの効果 :回復の質スコア

（QoR-40J）による評価 : 川村研二（恵寿総合） ［はじめに］われわ

れは2012年から ERAS を700例実施，アセトアミノフェンの効果を

QoR-40J で評価した．［対象と方法］経尿道的手術29例，7 cm の切開

長の開腹術 7例で，静注用アセトアミノフェンを定時投与し（手術終

了15分前から術後6時間毎）評価した．［結果］QoR-40J 総和は術後

に悪化したが，退院日には回復した（経尿道術前 191→術後 186→退

院 191，開腹術前 195→術後 161→退院 186）．嘔吐スコアに有意差を

認めなかった（経尿道術前 0→術後 2時間 0→術翌日 0，開腹術前 0→

術後 2時間 0.4→術翌日 0.1）．［結論］静注用アセトアミノフェン定

時投与は ERAS において制吐効果を認めた．

尿路上皮癌に対する 2nd line TIN 療法の検討 :栗林宗平，中山雄

志，辻 博隆，弓場 覚，波多野浩士，中井康友，垣本健一，西村和

郎（大阪国際がんセ） ［目的］尿路上皮癌に対する GC（N）療法後

の 2nd line 化学療法 TIN 療法（paclitaxel，ifosfamide，nedaplatin）の

治療効果に関して，後方視的に検討．［方法］対象は，評価病変を有

し，TIN 療法を施行した21例（腎盂尿管癌 9例，膀胱癌12例）．［結

果］男性 15例，女性 6 例．TIN 療法開始時年齢の中央値は，67

（51∼78）歳．GC（N）療法サイクル数の中央値は， 2（ 1∼17）サ

イクル．TIN 療法施行サイクル数の中央値は 2（ 1∼ 7）サイクル，

最良効果でみた奏効率は33％．G3 以上の血球減少は20例（95％）．

TIN 療法開始からの全生存期間中央値は，12.5カ月． 1例は24カ月

以上生存．［結論］尿路上皮癌に対する 2nd line TIN 療法により一部

では，長期生存を見込める可能性がある．

高齢の転移性尿路上皮癌患者に対する 2nd line GD 療法の検証 : 内

木 拓，飯田啓太郎，惠谷俊紀，田中勇太朗，濱川 隆，安藤亮介，

河合憲康，安井孝周（名古屋市大大学院），永井 隆，岡村武彦（JA

愛知厚生連安城更生），永田大介（JA 愛知厚生連江南厚生） ［目的］

転移性尿路上皮癌に対する 2nd line 療法には，確立されたレジメンが

ない．今回，高齢者における 2nd line 療法に関して検証を行った．

［対象と方法］2010∼2016年に当科と関連病院において 2nd line GD

療法を施行した91例を対象とした．70歳未満の54例（非高齢群）と，

70歳以上の37例（高齢群）の 2群間で比較検証した．［結果］ 2群間

において，性差，臓器転移の有無，PS，腎機能に有意な差を認めな

かった．施行回数は中央値 3クールで，奏効率，PFS，OS に有意差

を認めなかった．グレード 3以上の有害事象の発生率にも有意差を認

めなかった．［考察・結論］高齢者においても，2nd line GD 療法を行

うことで長期生存を得られる可能性が示された．

筋層浸潤性膀胱癌に対する化学療法併用放射線治療の検討 :安富正

悟，齋藤允孝，加藤良成，井口正典（市立貝塚），奥田康登（奥田泌

尿器科），山崎 大（市立貝塚病理診断科） ［目的］当院で筋層浸潤

性膀胱癌と診断され化学療法併用放射線治療（CRT）を受けた患者

の治療成績の検討．［方法］1996年11月から2017年 1月までに当院で

筋層浸潤性膀胱癌と診断し，化学療法併用放射線治療（CRT）を施

行した15例の無増悪生存率，癌特異的生存率，有害事象を後ろ向きに

検討した．化学療法はシスプラチンを使用し総投与量の平均値 170

mg（100∼200），放射線量 40 Gy（2 Gy×20日）を施行した．［結果］

年齢の中央値は77歳（41∼83），CRT の治療効果不良 3例でうち 1例

が膀胱全摘を施行された． 5年無増悪生存率は93.3％， 5年癌特異的

生存率は88.9％であった．［考察］CRT は筋層浸潤性膀胱癌の治療選

択肢の 1つとなる可能性があると考えられた．

癌化学療法における末梢（上腕）留置型中心静脈カテーテル

（PICC）の有用性 : 武澤雄太，神島泰樹，島 崇，大筆光夫，瀬戸

親（富山県立中央），泉 浩二，飯島将司，中嶋一史，川口昌平，重
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原一慶，野原隆弘，成本一隆，角野佳史，溝上 敦（金沢大附属）

進行癌患者に対し経静脈的抗癌化学療法を行う際，中心静脈カテーテ

ルを挿入する場合はその安全性から PICC も検討するよう勧められて

いる．当科では2014年 4月から2017年 6月に，PICC を92例に留置し

化学療法を行ったので，その有用性を後ろ向きに検討した．グロー

ションカテーテル 32例，covidien PICC I 30例，covidien PICC II 30例

を使用した．カテーテル閉塞，感染症，血栓症の発生はそれぞれ 6，

8，1例であった．covidien PICC I と II を比較すると，後者では有意

にカテーテル関連のトラブルが少なかった．後者は前者のカテーテル

表面および内側に血液適合性コーティングがなされたもので，他のカ

テーテルと比べてもより安全であると思われた．

入院中に発症した症候性静脈血栓塞栓症についての検討 :水沢弘

哉，清水孝明，三村裕次，塚田 学，米山威久（信州上田医療セ）

［目的］泌尿器科入院中に発症した静脈血栓塞栓症の臨床像を明らか

にすること．［対象と方法］臨床症状を有し静脈血栓塞栓症と診断し

た 8症例を後ろ向きに検討した．［結果］年齢は22∼86歳（中央値77

歳），全例が男性であった．泌尿器科疾患は筋層浸潤性膀胱癌 3例，

前立腺癌 2例などであり，初発症状は下肢の腫脹 3例，呼吸困難 2例

などであった． 6例には急性肺塞栓症を合併していた．転帰は軽快 4

例，死亡 2例，他因死 2例であった．［結論］手術症例だけではなく，

外傷や化学療法の症例に対しても，リスク評価による予防法と早期診

断，適切な治療が必要である．

膀胱尿道角による RALP 術後尿失禁の予測についての臨床的検討 :

杉 素彦，谷口久哲，吉田健志，矢西正明，駒井資弘，渡辺仁人，木

下秀文，松田公志（関西医大附属），吉田 崇（関西医大附属香里），

安田鐘樹（大阪府済生会泉尾） ［目的］術後膀胱尿道造影で得られ

る解剖学的形状を評価し，様々な術後尿失禁の予測因子が報告されて

いる．その中で最も優れた予測因子を同定する．［対象と方法］

2014∼2016年に当院で施行した RALP 150例を対象とした．評価項目

は年齢，BMI，神経温存の有無，標本重量，膀胱の縦横比（L/H），

膀胱尿道角，膀胱尿道吻合部の位置とした．［結果］尿禁制率はバ

ルーン抜去翌日のパッドテスト，術後 1カ月，術後 1年で31.3，56，

93.3％であった．ステップワイズ法を用いた多変量解析では，膀胱尿

道角が術後尿失禁の最も有意な予測因子であった．

RARP 施行後の尿禁制に関与するパラメータの検討 :森本和也，田

中智章，南 彰紀，大年太陽，鞍作克之，内田潤次，仲谷達也（大阪

市大） ［目的］RARP 施行症例に対して術前後で UDS を施行し，

術後尿失禁との関連を検討する．［対象と方法］2014年 4月∼2016年

12月に当院で施行された RARP 症例のうち，術前と術 3 カ月後に

UDS を施行した60例を検討した．［結果］全症例の術後 UDS では尿

禁制に関わる FLU，MUCP が有意に低下していた．術 3カ月後の尿

失禁有無で群間比較すると，術前 Gleason score が有意に非禁制群で

高値であったが，神経温存の施行有無に関しては有意差を認めなかっ

た．術後 UDS では非禁制群で DO を認める症例が多く MUCP も有

意に低下していた．［考察］術 3カ月後の尿失禁の存在は MUCP の

低下と DO が関与し，また術前の癌悪性度の評価も影響している可

能性が示唆された．

後腹膜到達法による RALP 症例の検討―経腹膜到達法との比較― :

永川祥平，井上智博，牟田口 淳，安達拓未，筒井顕郎，原野正彦

（地域医療機能推進機構九州） ［目的］当院における da Vinci Xi に

よるロボット支援前立腺全摘術（以下 RALP）における周術期成績を

到達法別に比較検討した．［方法］2015年 8月から RALP を施行した

170例のうち経腹膜到達法（A群）125例，後腹膜到達法（ B群）45例

に分類した．［結果］A群 vs B群（すべて中央値）では，手術時間

211分 vs 184分（p＝0.037），出血量 50 ml vs 20 ml（p＝0.480），入院

期間10日 vs 9 日（p＝0.471），退院時尿禁制 67 ml vs 32 ml（p＝

0.21），切除断端陽性は20例 vs 5例（p＝0.32）と手術時間以外では

到達法に有意な差は見られなかった．［考察］腹腔内手術の既往など

術式の選択に制限があるため，いずれの到達法でも選択できるように

努めていくことが肝要である．

当院における前立腺癌全摘標本の病理学的所見と PI-RADS score の

関連 :森永慎吾，金尾健人，斎藤政信，杉江美穂，村松洋行，梶川圭

史，小林郁生，西川源也，加藤義晴，渡邊將人，中村小源太，住友

誠（愛知医大） ［目的］前立腺癌全摘標本の病理学的所見と PI-

RADS score の関連を検討した．［方法］当院で根治的前立腺全摘除術

を施行した症例のうち MRI 画像で PI-RADS score の評価が可能で

あった39例を対象とした．全摘標本において長径 10 mm 以上で

Gleason score（GS）3＋4 以上の病変について，GS と PI-RADS score

との関連を検討した．［結果］対象病変は27病変（GS 3＋4 : 13例，

GS 4＋3 : 6例，GS 4＋5 : 6例，GS 5＋4 : 2例）であり，PI-RADS

score が 3 以上と評価された病変はGS 3＋4 : 6例（46％），GS 4＋3 :

6例（100％），GS 4＋5 : 5例（83％），GS 5＋4 : 2例（100％）で

あった．［結論］長径 10 mm 以上で GS 4＋3 以上の病変は MRI 画像

でほぼ検出することが可能であった．

当院での前立腺全摘除術断端陽性例においての断端部位による PSA

再発率の検討 : 村木厚紀，上平 修，平林毅樹，守屋嘉恵，深津顕

俊，吉川羊子，松浦 治（小牧市民），山口朝臣（公立陶生） 2006

年 1月から10年間に当院で施行した前立腺全摘除術単独症例のうち断

端陽性であった168例を対象とした．pT2 断端陽性例は93例，pT3 断

端陽性例は75例であった．pT2 断端陽性例において PSA 再発症例は

12.9％であり，尖部15.4％，側壁部22％，底部25％， 1カ所断端陽性

例は13.5％，複数カ所断端陽性例は9.1％であった．pT3 断端陽性例

においては再発率36.0％，尖部40.0％，腹側37.5％，背側28.5％，側

壁部55.0％，底部66.7％， 1カ所断端陽性例で31.2％，複数カ所陽性

例で56.3％であった．断端陽性例は pT2，pT3 ともに尖部の症例が多

かったが，必ずしも尖部断端陽性例の再発率が高いとは言えなかっ

た．また断端陽性が複数個所でも再発率が上昇するとも限らなかっ

た．

前立腺全摘後に膀胱全摘を施行した前立腺・膀胱重複癌の 2例 :江

夏徳寿，中村一郎，岡本雅之，大西 篤，安野恭平（神戸医療セ西市

民） 症例 1 : 同時性前立腺癌および膀胱癌の診断にて内分泌療法，

TUR-Bt＋BCG 膀胱内注入療法を施行．制癌効果良好にて 1年後に前

立腺全摘を施行（pT3pN0M0，Gleason 4＋3），その後膀胱癌は再発を

繰り返し，約 2年後に膀胱全摘＋回腸導管造設術を施行（pTisN0M0，

UC，G3）．症例 2 :前立腺癌 cT1cN0M0 の診断にて前立腺全摘施行

（pT2bN0M0，GS 4＋3）． 3年後に膀胱癌を発症し， 4回の TUR-BT

を経て 7 年後に膀胱全摘術施行（pT2aN0M0，UC，G2）．両症例と

も癒着が高度であり，膀胱全摘に難渋したが一塊として摘出すること

ができ，再発なく経過している．今回自験例の臨床経過を報告し，方

針決定の際に留意すべき点，手術を行う上での手技上の課題などにつ

いて考察する．

当院における放射線性膀胱炎の臨床的検討と治療についての考察 :

植木秀登，藤本卓也，奥野優人，楠田雄司，田口 功，川端 岳（関

西労災） 骨盤内腫瘍に対する放射線治療に起因する放射線性膀胱炎

の臨床的な特徴や，有効な治療法について検討を行うことを目的とし

た．当院において骨盤内に対する放射線照射の既往と，膀胱鏡所見か

ら放射線性膀胱炎と診断した約40症例について検討を行った．原疾患

はほとんどが前立腺癌や婦人科悪性腫瘍であり，症状や膀胱鏡所見，

治療法は様々であった．保存的加療のみで改善した症例も多くあった

が，再発性や難治性症例については高圧酸素療法を施行している症例

が多く，ある程度安定した治療効果が得られていた．放射線治療を開

始した段階で晩期合併症を想定し，適した治療法を早期に判断できる

ようさらなる検討が必要である．

一般演題・ポスター

骨転移を伴う去勢抵抗性前立腺癌患者に対するラジウム-223の初期

投与経験 : 大西健太，上田 勉，原本順規（高井），井上和也，吉村

均（同放射線治療科），熊本廣実（済生会奈良），永吉純一（西奈良中

央） ［目的］当院での骨転移を伴う去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）

に対するラジウム-223の初期治療経験について報告する．［方法］

2016年 7月∼2017年 7月の期間に当院でラジウム-223（ 1回 55 kBq/

kg 静注を 4 週間隔で最大 6 回まで）を投与した骨転移を有する

CRPC の 5症例について検討を行った．現在までに 1例に 6回， 2

例に 4回， 2例に 1回の計16回の投与を行った．［成績］いずれの症

例も PSA 値低下は認めなかったが，ALP 値低下を認めた．Grade 3

以上の有害事象を認めず，副作用のために以後の投与を中止した症例

はなかった．［結論］骨転移を有する CRPC 症例に対してラジウム

-223を安全に投与することができた．引き続き追跡調査を行う予定で
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ある．

去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対する塩化ラジウム-223（Ra223）

の初期治療経験 : 中本喬大，室田卓之，速水悠太郎，三島崇生，西田

晃久，川喜多繁誠，六車光英（関西医大総合医療セ），松田公志（関

西医大付属） ［目的］Ra223 は，骨代謝が亢進している部位に選択

的に集積，α 線を放出することで DNA 2重鎖を切断し，骨転移に対

する抗腫瘍効果を示す．2016年 3月より本邦でも CRPC の骨転移に

対し保険収載され，当院でも使用を開始した．当院での初期治療経験

を報告する．［対象］当院で Ra223 を投与した CRPC の患者．［方

法］PSA や ALP や LDH などの推移，骨シンチなどの画像評価およ

び骨髄抑制などの安全性の評価を後ろ向きに検討した．［結語］当院

での Ra223 の初期経験を若干の文献的考察を加え検討する．

去勢抵抗性前立腺がんにおける局所放射線療法の意義 : 乾 秀

和
1,2，木下秀文

1,3（1済生会泉尾，2おかたに，3関西医大） ［緒言］

去勢抵抗性前立腺がん CRPC に対しての救済治療として化学療法，

新規 ART，あるいはビンテージ ADT が主な選択肢であるが，局所

への治療も考慮されるべき選択肢である．［目的］ADT で始めた前立

腺がん治療が CRPC になった時，追加でエンザルタミドやアビラテ

ロンが使用されているが maximal cell death を目指して放射線治療を

追加した症例を報告する．［結果］当院で CRPC に対し新規 ART を

10例使用．そのうち局所放射線治療を 4 例に追加した．［考察］

CRPC への治療として systematic に治療していくのが標準である．局

所放射線治療の追加で生存期間が延びる可能性がある．

骨転移を伴う CRPC 患者に対する塩化ラジウム-223の初期使用経

験 : 藤原真希，田代 結，大饗政嗣，白石裕介，宗田 武，岡田卓也

（北野），熱田智子，高木雄久，太田 梓，奥村亮介（同放射線科）

［目的］骨転移を伴う CRPC に対する塩化ラジウム-223（Ra-223）の

使用経験を報告．［対象］2016年 8月以降に Ra-223 を投与した 6例

（年齢中央値78歳）．前治療がDTX 1例，ENZ 2例．EOD 2 が 4例，

3 が 2例． 1例は頸椎術後創部感染のため， 2回で中止．［結果］完

遂した 5例で ALP は低下したが，EOD は不変． 2例は疼痛のため，

胸椎と腰椎に外部照射を追加した．PSA 上昇は ENZ 後 2例を含む 3

例．Ra-223 終了直後に ENZ 後の 2例は新規骨転移，骨盤内リンパ節

転移が出現した．DTX 後の 1例は PSA 低下を認めたが，肝転移が出

現した．有害事象は grade 1 の食思不振が 2例，grade 2 の血小板減少

が 1例．［考察］化学療法や新規ホルモン治療後に Ra-223 を投与す

る場合，新規転移に注意を要する．

当院での去勢抵抗性前立腺癌に対するラジウム223の初期使用経

験 :千原尉智蕗，杉山恭平，室 悠介，公平直樹，今村正明，西尾恭

規，吉村耕治（静岡県立総合） ［目的］2016年 3月より本邦におい

て，去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）の骨転移に対する治療薬としてラ

ジウム223（Ra223）が使用可能になった．当院でも2016年11月より

使用を開始している．その治療成績や有害事象について報告する．

［方法］2016年11月より2017年 5 月までに CRPC・骨転移の診断で

Ra223 の投与を開始した 8例を対象とした．年齢の中央値は80.5歳，

投与開始時の PSA の中央値は 79.6 であった．［結果］現在投与中の

2例を除く 6例中， 6コース施行できた症例は 1例であった．上記症

例は開始時 PSA 4.9，EOD 1 と比較的早期の導入の症例であった．

［考察］Ra223 の投与は PSA，EOD が比較的低値の症例にて良好な

成績を認める可能性が示唆された．

日生病院における Radium-223 の初期治療経験 :湊 のり子，福井

辰成，金光俊行（日生） ［目的］骨転移を有する去勢抵抗性前立腺

癌に対して生存期間延長効果が期待できる radium-223 について，そ

の対象症例，投与時期については明確な指針はない．当院での初期投

与経験を報告する．［方法］2016年11月より，骨転移を有する去勢抵

抗性前立腺癌患者 5例を対象とし，radium-223 を， 4週間間隔で最

大 6回静脈内投与した．PSA，ALP，骨関連症状の変化や骨シンチな

どの画像検査，ならびに骨髄抑制を中心とした副作用について評価を

行った．［結果］ 6回投与可能だったのは 2例のみで，残りは 1例が

5回， 2例が 2回のみで副作用あるいは前立腺癌の進行により投与基

準を満たさなくなり中止した．当院における radium-223 初期投与症

例について検討する．

骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌に対するラジウム223の初期使

用経験 :溝渕真一郎，清水卓斗，冨岡厚志，細川幸成，林 美樹（多

根総合），大塚憲司（岡波総合），藤本清秀（奈良県立医大），松田尚

吾，荻野 亮，石井健太郎，中島俊文（多根総合放射線治療科）

［目的］当院での骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌に対するラジウ

ム223の初期使用経験について報告する．［対象と方法］対象は去勢抵

抗性前立腺癌で骨転移のみ有した 6例．治療中，治療後の有害事象，

治療効果について検討を行った．［結果］年齢は中央値で70.5歳

（60∼78歳）．ラジウム223投与開始までの CAB 期間は87.9カ月

（5.7∼235カ月）であった．ラジウム223投与開始前の PSA は 19.66

ng/ml（1. 96∼391 ng/ml），ALP は 217. 5 IU/l（119∼707 IU/l）で

あった．ラジウム223投与後，PSA の変化率は−2.6％（−98.7∼

162％），ALP の変化率は−18.4％（−43.4∼8.1％）であり，G3 以

上の骨髄抑制は認めていない．

放射線外照射療法および内分泌療法後の去勢抵抗性前立腺癌に対し

て救済密封小線源療法を施行した 2例 :平岡健児，沖原宏治，本郷文

弥，浮村 理（京都府立医大大学院），西村 岳，増井浩二（同放射

線診断治療学） 症例 1は70歳，PSA 6.5 ng/ml で cT3bN0M0 と診

断され 74 GyE の陽子線治療が施行された．症例 2は73歳，PSA 6.4

ng/ml で cT3aN0M0 と診断し，70 Gy の 3D-CRT を施行した．両症

例ともに再発を来たし，追加治療として内分泌療法を行ったものの去

勢抵抗性となった．画像検査で転移の所見は認めず，局所再発が示唆

された領域を標的として生検を行ったところ，adenocarcinoma が検

出された．これに対して治療計画画像上で MRI と TRUS を fusion し

て線源挿入を行った．治療後はそれぞれ15，10カ月経過した現在まで

PSA 低値を維持している．外部放射線治療後の再発に対して，去勢

抵抗性になった場合であっても密封小線源療法が治療選択肢となる可

能性が示唆された．

当院における TAP（TUL-assisted PNL）の治療成績の検討―Con-

ventional-TAP と Mini-TAP の比較― :宋本尚俊，矢野 仁，杉崎裕

香，島田悠希，米田 慧，若井 健，李 芳菁，遠藤 匠，西見大

輔，上島修一，神谷直人，高波眞佐治，鈴木啓悦（東邦大医療セ佐

倉） ［目的］2012年 5月から2017年 6月まで当院で TAP を施行した

39例の治療成績を conventional-TAP（c-TAP）群と mini-TAP（m-

TAP）群に分けて比較検討を行い，mini-TAP の有用性について考察

した．［方法］トラクト径が ≧20 Fr を c-TAP 群，≦18 Fr を m-TAP

群と定義したところ，c-TAP 群は30例，m-TAP 群は 9例に分けられ

た．［結果］c-TAP 群では有意に結石径が大きく，手術時間が短かっ

た．一方で推定出血量，合併症発生率，結石消失率，入院期間，総治

療回数においては有意差を認めなかった．［考察］症例を正しく選択

すれば，mini-TAPは，安全かつ有効な治療法であると考えられた．

当院での TAP（TUL assisted PNL）の臨床的検討 :楠本浩貴，松村

永秀，樋口雅俊（紀南） ［目的］当院では2012年から TAP を行って

いる．今回 TAP の治療成績について検討した.［方法］対象は，TAP

を施行した28例（男性19例，女性 9例），左 :右 14 : 14，年齢56.5歳

（32∼81）．体位は開脚腹臥位，治療効果判定は，初回治療後 3カ月以

内の KUB で 2 mm 以下の残石は初回治療成功と定義した．評価不可

であった 3例，経尿道的にアプローチできなかった 2例を除いた23例

について検討した．［結果］珊瑚状結石は 7 例．結石長径は 25 mm

（11∼45），BMI 23.5（17.6∼34.8），手術時間は122分（47∼215），

治療効果判定が可能であった23例中初回治療の治療成功率は43.5％で

あった．重篤な周術期合併症はなかった．［結論］今後，治療成功向

上のため手術手技の修練を要すると考えられた．

砕石治療時における内視鏡下腎盂粘膜生検の最適化 :田口和己，藤

井泰普，神谷浩行（大同・だいどうクリニック），杉野輝明，海野

怜，浜本周造，岡田淳志，郡 健二郎，安井孝周（名古屋市大大学

院），David Tzou，Marshall Stoller，Thomas Chi（カリフォルニア大

サンフランシスコ校） ［目的］私たちは，将来の尿路結石ゲノム研

究を見据え，砕石術時における内視鏡下腎盂粘膜生検の最適化を試み

た．［方法］PNL・TUL を要する尿路結石患者を対象に，腎盂粘膜生

検についての前向き多施設共同研究を行った．さらに，年齢・性別・

BMI・結石サイズを調整した生検施行例と非施行例を比較し，生検の

安全性を検討した．［結果］単・多変量解析から，BIGopsy 鉗子によ

る生検組織で RNA 量と精度が有意に高かった．また BIGopsy 鉗子に
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よる生検は TUL の手術時間を延長させるが，術後合併症には影響が

なかった．［結論］本研究により，ゲノム研究のための砕石術時の腎

盂粘膜生検プロトコルに BIGopsy 鉗子が有用であると考えられた．

上部尿路結石症に対する初期治療方針の選択―NURTG-SU 疫学調

査から― :飯田孝太，岡島英二郎，仲川嘉紀，清水卓斗，原本順規，

初鹿野俊輔，中濱智則，平尾周也，田中洋三，田中宣道，藤本清秀

（奈良県立医大 NURTG-SU） ［目的］NURTG-SU で疫学調査を実

施し，保存的治療方針を選択した結石症例の特徴について今回報告す

る．［方法］2015年の 1年間に奈良医大関連施設で画像にて確認され

た上部尿路結石1,656腎単位（renal unit : RU）について患者背景，結

石情報，初期治療方針などを登録．［結果］介入なし，内服のみなど

保存的方針は 1,016 RU，ESWL/TUL など積極的方針は 634 RU あっ

た．G3 以上の水腎は前者で3.9％，後者で20.3％であったが，痛み

などの自覚症状の有無はいずれも約60％であった．［考察］治療方針

の選択には自覚症状よりも，腎機能など他覚初見を重視していること

が確認された．

結石付着による尿管ステント抜去困難の 2例 : 文野美希，栗本勝

弘，木下修隆（武内） 結石付着による尿管ステント抜去困難の 2例

を経験したので報告する．症例 1 : 31歳，女性．結石性腎盂腎炎のた

め尿管ステント留置．尿管結石に対し ESWL 施行した後，尿管ステ

ント抜去を試みるも困難であり，TUL 施行し，尿管ステント抜去し

た．症例 2 : 33歳，女性．右単腎症に伴う右尿管結石，急性腎後性腎

不全のため尿管ステント留置．尿管結石に対し ESWL 施行したが尿

管ステント抜去困難であり，TUL 施行し，尿管ステント抜去した．

2症例ともに TUL 施行後，尿管ステント抜去することができたが，

尿路結石に対する尿管ステント留置は時に抜去困難となることがある

ため，ESWL 治療が奏功しない場合は TUL を検討するべきと考えら

れた．

持続灌流装置を用いた TUL における術中腎盂内圧の検討 : 井上貴

昭，田口 真，吉田 崇，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大

附属） ［背景・目的］われわれは TUL 術中腎盂内圧の変化を検討

した．［対象・方法］2016年 8月∼2017年 2月の間に 3 cm 以上の腎

結石をもつ患者で 2nd ECIRS を行う必要がある 7人を対象とし経尿

道的に 11∼13 Fr のアクセスシースを挿入し fURS を腎盂内に挿入し

た状況で灌流圧 50∼150 mmHg の設定としUAS 先端位置をU1，U2，

U3 と移動させて経皮的に術中腎盂内圧を測定した．［結果］FURS

を腎盂内と一定とし UAS 先端が U1 にある場合 50∼150 mmHg の灌

流圧で IPP は 5∼20 mmHg で変化した．先端が U2，U3 となるにつ

れ UAS からの outflow が減少し IPP は上昇した．［結語］FURS 手術

において 11∼13 Fr を用いた場合 UAS の先端位置は腎盂内圧に影響

を及ぼした．

腎盂尿管癌の再発に対する検討 :加藤桃子，金井優博，鈴木竜一，

荒木富雄（鈴鹿中央総合） ［目的］当科における腎盂尿管癌手術症

例の再発と術前尿管鏡検査との関連性の検討を行った．［方法］2010

年 4月より2017年 6月までに当院で手術を施行した腎盂尿管癌の43例

を対象とし，術前に尿管鏡検査を施行した12例と施行しなかった31例

について非再発生存率を比較した．［結果］手術時平均年齢は71歳．

男性34例，女性 9例．リンパ節転移，遠隔転移を有する症例は存在し

なかった．観察期間の中央値である31カ月時点での非再発生存率は尿

管鏡検査施行群で54.0％，非施行群で62.9％であり，有意差を認めな

かった（p＝0.674）．

上部尿路癌における逆行性腎盂尿管カテーテル検査の今日の診断的

意義の検討 :漆原正泰（春日部中央総合），柳澤良三（明理会中央総

合） ［背景］逆行性腎盂尿管カテーテル検査（RPUC）の上部尿路

癌（UUT）における意義を検討．［患者と方法］2010∼2017年 RPUC

および腎尿管全摘除術を行った UUT 23例．年齢49∼86歳，男19・女

4．腎盂 8・尿管13・多発 2．CT，RPUC 画像・細胞診，尿管鏡所

見を後方視的検討．［結果］CT 異常21，なし 2．RPUC 画像は異常

20，なし 1，不可 2．尿管鏡は異常 3，なし 1，不可 1．RPUC 細

胞診の class 3 以上は腎盂尿82％，ブラッシング100％，ブラッシング

後の膀胱洗浄液91％．CT で異常なし 1例は RPUC 陰影欠損あり・

細胞診 3（尿管鏡は未）， 1例は RPUC 画像も尿管鏡も異常なしで細

胞診 5．［まとめ］今日でも RPUC は UUT 診断に寄与している可能

性がある．

当科において手術療法を施行した上部尿路癌の臨床的検討 :山口唯

一郎，野井 拡，林 哲也，藤本宜正（地域医療機能推進機構

（JCHO）大阪） ［目的］2006年 4月から2017年 4月までに手術療法

を施行した上部尿路癌54例について後方視的検討を行った．［結果］

手術時年齢57∼89歳（中央値74歳），観察期間 5∼131カ月（中央値20

カ月）．全例腎尿管全摘除術を施行しており，術式は鏡視下手術46例，

開放手術 8例で，男性36例/女性18例，腎盂24例/尿管33例（重複含

む），単発40例/多発14例であった．pTa 12例（22.2％），pT1 6 例

（11.1％），pT2 8 例（14.8％），pT3 22 例（40.8％），pTis 6 例

（11.1％），G2 以下 34例（65.4％），G3 18例（34.6％），ly/v 陽性15

例（27.8％）であった．単変量解析でみると癌特異的生存率では pT3

以上（P＝0.0002）と G3（P＝0.0167）が，全生存率では pT3 以上

（P＝0.0036）が有意に予後不良であった．

転移腎盂尿管癌における検討 :佐野友康，川西秀治，永山 洵，松

井宏考，平林裕樹，鈴木弘一，鈴木省治，加藤久美子，服部良平（名

古屋第一赤十字），都築豊徳（愛知医大） ［目的］腎盂尿管癌は診断

の困難さより診断時には進行癌となっている例も多く，リンパ節転移

を起こしている例も多い．そこでわれわれの腎盂尿管癌におけるリン

パ節陽性について検討を行った．［対象と方法］1989∼2016年に名古

屋大学および関連施設で腎盂尿管腫瘍として腎尿管全摘除術を行った

1,122例を対象とした．そのうち，遠隔転移の症例を除いた症例で，

術前リンパ節転移の疑いのある群（cN＋ 群）91例での病理学的リン

パ節転移陽性について検討をした．［結果］男性57例，女性34例で，

右37例，左54例だった． 1，3，5年の癌特異的生存率は73，35，

28％だった．生存率に影響を与える因子について，若干の文献的考察

を加えて報告する．

JCHO 星ヶ丘医療センターにおける上部尿路上皮癌に対する腎尿管

全摘除術の治療成績 :初鹿野俊輔，大森千尋，市川和樹，中濱智則，

松本吉弘，百瀬 均（JCHO 星ヶ丘医療セ） ［目的］上部尿路上皮

癌に対する腎尿管全摘除術の治療成績を報告する．［方法］1994年か

ら2014年までに腎尿管全摘除術を施行した89例を後方視的に検討し

た．［結果］平均年齢は68.7歳，観察期間は71.5カ月，腎盂/尿管癌

は42/47例，開腹/腹腔鏡下手術が44/45例．TNM 分類は pTis/Ta/

T1/T2/T3/T4 : 2/2/24/23/31/5 例，術後膀胱内再発は47.2％，遠隔

転移は24.7％に認め， 5年全生存率は76.1％，癌特異生存率は80.2％

であった．術後 5年目での eGFR 変化率は2.6％であった．［考察］

治療成績は比較的良好であるが，20年で生存率の向上は認められな

かった．

高齢者に対する腹腔鏡下腎尿管全摘除術の検討 :廣瀬泰彦
1
，野田

祐介
1,2，武田知樹

1
，成山泰道

1
，中根明宏

1
，窪田裕樹

1
，河合憲康

2
，

安井孝周
2（1JA 愛知厚生連海南，2名古屋市大大学院） ［目的］80歳

以上の高齢者に対する腹腔鏡下腎尿管全摘除術の手術成績について検

討した．［方法］2011年 1月∼2016年12月の期間に，腹腔鏡下腎尿管

全摘除術を施行した80歳以上の患者18例を対象とし，後方視的に検討

した．［結果］年齢中央値82.5歳（80∼88）．発生部位は腎盂 6例，尿

管 12例．中央値は，手術時間 238分（332∼196），気腹時間 135分

（200∼67），出血量 86.5 ml（315∼5）であった． 1 例は後腹膜が癒

着しており，開腹術に移行した．術後合併症は，創部感染 1例，術後

入院期間中央値11日（24∼ 8）であった．［結論］高齢者に対する同

術式は，問題なく施行されていた．

当院における転移性腎細胞癌に対する Nivolumab の初期使用経

験 : 小林郁生，金尾健人，中村小源太，齋藤政信，杉江美穂，村松洋

行，森永慎吾，梶川圭史，西川源也，加藤義晴，渡邊將人，住友 誠

（愛知医大） ［目的］当院での nivolumab の初期使用経験を後方視的

に検討した．［方法］2017年 1月から当院で nivolumab を投与した 6

例を対象とした．男性 5 例/女性 1 例，平均年齢は69.8歳（61∼78

歳）．PS は 0/1/2/3 が 1/3/1/1 例，病理組織型は淡明細胞型が 4例，

乳頭状が 1 例，不明が 1 例であった．治療ラインは 2nd/3rd/4th が

2/3/1 例であった．［結果］治療効果は PR/SD/PD が 1/1/3 例，無増

悪生存期間は平均で80日（28∼156日）であった．主な有害事象は

grade 1，2 の瘙痒感，腹痛，発熱，関節痛を認めた．Grade 3 の蜂窩

織炎を 1例認めたが点滴抗菌薬治療にて改善した．肺障害は認めな
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かった．［結語］転移性腎細胞癌に対して，nivolumab は比較的安全

に使用可能であった．

当院における転移性腎細胞癌に対するニボルマブの初期使用経験 :

佐藤 亘，小田和哉，中川翔太，沖中勇輝，伊狩 亮，富田圭司，水

流輝彦，吉田哲也，影山 進，上仁数義，成田充弘，河内明宏（滋賀

医大） ［目的］ニボルマブ初期使用における治療効果や安全性につ

いて検討した．［方法］当科にて2016年10月∼2017年 5月までにニボ

ルマブ投与を行った転移性腎細胞癌の患者11名を対象とした．方法は

ニボルマブ 3 mg/kg を点滴静注， 2週間を 1コースとした．［成績］

患者の年齢は50∼72歳（中央値64歳）．投与回数は 1∼11コース（中

央値 5コース）．奏効率は SD が 7例，clinical benefit の割合は72％で

あった． 8例でニボルマブ投与継続しており， 3例において病勢悪化

や有害事象のために中止となった． 2例で癌死を認めた．免疫関連の

重大な有害事象は認めていない．［結論］ニボルマブは転移性腎細胞

癌に対して有効であり安全性の高い治療と考えられた．

当院における転移性腎癌に対するパゾパニブの使用経験 :篠崎哲

男，鎌迫智彦，植村俊彦，竹下暢重，大塚真史，小林将行，小丸

淳，深沢 賢（千葉県がんセ前立腺セ），市川智彦（千葉大大学院）

［目的］転移性腎癌に対するパゾパニブ（Paz）の使用経験を報告す

る．［対象］当院で2014年 4月以降，転移性腎癌に対して Paz を投与

した15例を対象とした．［結果］年齢中央値は76歳．男性10例，女性

5例．病理組織像はすべて淡明細胞癌．MSKCC risk 分類で予後中間

群14例，不良群 1例．分子標的薬として Paz が 1次治療であったの

は 1例のみで， 3次以降は 9例．最大治療効果は SD 11例，PD 2例，

未評価 2例．PFS 中央値10.7カ月，OS 中央値17.3カ月．Grade 3 以

上の有害事象として高血圧，疲労，胆嚢炎，貧血，肝機能障害，蛋白

尿を 1例ずつ認めた．［考察］Paz の治療効果は比較的良好で，安全

に投与可能であった．転移性腎癌に対して，有用な治療選択肢になる

と考えられた．

転移性腎細胞癌に対する Nivolumab の使用経験 :松村善昭，家村

祐輔，福井真二，影林頼明，三馬省二（奈良県総合医療セ） 転移性

腎細胞癌に対し nivolumab を投与した 3例の治療経過について報告す

る．年齢66.6歳，男 2例，女 1例，症例 1は肺転移，腸骨転移，頭頂

部皮膚転移に対し pazopanib，axitinib で副作用で下痢が出現したため

継続不可となり nivolumab を開始した．症例 2は多発肺転移に対し

everolimus を投与していたが来院されなくなり， 3年後脳転移からの

脳出血で来院され，多発肺転移，対側腎，膀胱に転移を認め，

nivolumab を開始した．症例 3は腎摘後血液透析を行っている患者で

多発骨転移による再発に対し pazopanib 投与するも PD となり

nivolumab を開始した．症例 1は PR，症例 2は SD，症例 3は 1回目

の投与で grade 3 の間質性肺炎を認め休薬となった．

当院における進行性腎細胞癌に対するパゾパニブ使用成績の検討 :

大関孝之，橋本 士，松村直紀，本郷祥子，杉本公一，清水信貴，森

康範，南 高文，野澤昌弘，能勢和宏，吉村一宏，植村天受（近畿大

医学部附属） ［目的］進行性腎細胞癌に対するパゾパニブ投与症例

の治療効果および有害事象を検討する．［対象と方法］2009年 1月か

ら2017年 4月までにパゾパニブを投与した48例を対象とした．再投与

症例も集計に含めた．年齢中央値は71（40∼90）歳，男性38例，女性

10例であった．41例で腎摘されており，淡明細胞癌41例，非淡明細胞

癌 4例，不明 3例であった．Favorable risk 14例，intermediate 32例，

Poor 9例で，逐次治療として 1次治療が27例， 2次治療が 2例， 3

次治療以降は19例であった．［結果］治療効果は CR 2例，PR 2例，

SD 20例，PD 20例で，AE による中止を20例で認めた．無増悪生存期

間の中央値8.7カ月，治療成功期間の中央値は11.9カ月であった．

進行性腎細胞癌に対するパゾパニブの使用経験 :寺島康浩，岡田百

合香，河野 悠，内藤祐志，山本晃之，小嶋一平，田中篤史，長井辰

哉（豊橋市民） ［目的］進行性腎細胞癌に対するパゾパニブの有用

性について検討する．［対象と方法］2015年10月から2017年 6月まで

の間に当院でパソパニブを使用した13例．年齢は中央値72（54∼77）

歳．すべて男性．組織型は淡明細胞型11例，乳頭状 1例，不明 1例で

あった．使用時期は 1st が 4例，2nd 以降が 9例であった．［結果］

観察期間の中央値は 5（ 1∼20）カ月．効果判定は PR 2例，SD 3

例，PD 5例であった．休薬や減量を必要とした主な有害事象は肝機

能障害 4例，食思不振 4例，血栓症 1例であった．［考察］パゾパニ

ブは有害事象に注意して休薬，減量することで進行性腎細胞癌に対し

て有効な選択肢となると考えられる．

腎血管筋脂肪腫の経過観察に関する考察 : 川西博晃，高橋雄大，高

森 一，提箸隆一郎，河野有香，加藤敬司，奥村和弘（天理よろづ相

談所） ［目的］腎血管筋脂肪腫（AML）は経過観察をすることが多

いが，長期成績報告は少ない．［方法］2006∼2015年に受診歴のある

患者の中で，CT または超音波のフォローを 3 回以上受けた71症例

（男18，女53）において腫瘍径の変化，治療介入の有無について検討

した．結節性硬化症症例は除いた．［結果］初診時年齢中央値59歳，

観察期間中央値（四分位範囲）67.5（44∼124）カ月．腫瘍径が 1 cm

以上増大した症例は初診時腫瘍径 2 cm 以下50例中 3例，2∼4 cm 症

例15例中 6例，4 cm 以上 6例中 5例であった．治療介入は 4例（ 2

例 TAE， 2例腎摘）で，症状はないがサイズ増加に伴い行った．［考

察］2 cm 以下の AML は長期観察でもほとんど増大せず，経過観察

は不要かもしれない．

大細胞神経内分泌癌を認めた腎癌の手術後再発に化学療法を施行し

た 1例 : 佐々木正比古，速水慎介，田嶋健一（藤枝市立総合），田島

将吾（同病理診断科），樋勝政博，福原 浩（東京大），本間之夫（日

本赤十字社医療セ） 60歳代，男性．2016年 4月，近医でエコーにて

左腎に 10 cm 大の腫瘤指摘され当科受診．CT，MRI で左腎腫瘍下行

結腸浸潤と診断． 6月，根治的左腎摘出＋下行結腸合併部分切除施

行．Large cell neuroendocrine carcinoma と病理診断． 9 月，CTで再

発，リンパ節転移，肝転移にて CBDCA＋ETP 施行．10月の CT では

肝転移増大．CBDCA＋CPT-11 を 2クール施行後，CT で病変の縮小

を認めたため，計 4クール施行．翌年 1月の CT で傍大動脈リンパ節

および肝転移増大．スニチニブおよびエベロリムスは効果なく転移巣

は増大． 6月よりニボルマブの投与を開始した．当症例のその後の経

過と，大細胞神経内分泌癌に関する若干の考察を加えて報告する．

エベロリムスを導入した結節性硬化症（TSC）に伴う腎血管筋脂肪

腫（AML）の 2症例 :今泉健太郎，石川圭介，半田亞希，野口尊弘，

中島晶子，斎藤恵介，藤田和彦（順天堂大医学部附属静岡），堀江重

郎（順天堂大大学院） ［目的］結節性硬化症（TSC）に対する腎血

管筋脂肪腫（AML）に対する薬物療法として2012年にエベロリムス

が承認となった．［方法］当院で導入開始となった 2症例について検

討を行った．［結果］投与半年後の評価であるが，腫瘍縮小率はそれ

ぞれ約52.3，51.0％と良好であった． 1症例において grede 1 の皮膚

障害が出現したが，その他の AE は認めず 2症例とも 10 mg で投与継

続している．［考察］本薬剤の登場により TSC-ANL の治療体系は大

きく変化した．しかし，治療の継続・減量・休薬などが明確でない点

も多い．比較的安全に使用可能ではあるが，本疾患は AML 以外の病

変の合併も多く，全身状態を十分に考慮した上で治療を行う必要があ

ると考えられた．

下大静脈塞栓を伴う類上皮性腎血管筋脂肪腫の 1例 :中島晶子，石

川圭祐，半田亞希，野口尊弘，今泉健太郎，斎藤恵介，藤田和彦（順

天堂大医学部附属静岡），堀江重郎（順天堂大医学部附属順天堂医

院） 類上皮性の血管筋脂肪腫は多臓器に発症する血管筋類上皮細胞

（perivascular epithelioid cell，PEC）に由来する腫瘍である．肝臓，胃，

肺，後腹膜など様々なところに発生することで知られており，他臓器

転移を来たすことから境界悪性の疾患とされる．中でも腎臓原発の類

上皮性血管筋脂肪腫は，これまで本邦で20例の報告があるが，比較的

稀な疾患である．今回われわれは下大静脈塞栓を伴う腎腫瘤に対して

腎臓摘出術を行い，結果として類上皮性筋血管脂肪腫と診断された症

例を経験した．文献的な検討を加えて報告する．

肺転移を契機に発見されたベリニ管癌の 1例 :内藤伶奈人，泉 浩

二，門本 卓，成本一隆，野原隆弘，重原一慶，川口昌平，飯島将

司，中嶋一史，角野佳史，溝上 敦（金沢大大学院），小中弘之（金

沢赤十字） 症例は75歳，男性．2015年 3月，肋骨骨折の精査目的で

施行された造影 CT 検査で右腎上極の腫瘤と下大静脈背側のリンパ節

腫大を認めた．造影 MRI 検査では平滑筋肉腫や非定型腎癌などが鑑

別に挙がり，cT2aN1M0 の右腎細胞癌として後腹膜鏡下右腎摘除術

およびリンパ節郭清術が施行された．病理組織学的には pT4 ベリニ

管癌との診断であった．術後 sunitinib による加療を追加したが，
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2016年 8月に癌死した．ベリニ管癌は1979年に Cromie らが最初に報

告した，腎細胞癌の0.4∼1.8％と稀な疾患である．今回，当科におい

てベリニ管癌を 1例経験したので，若干の文献的考察を加え報告す

る．

腹腔鏡下根治的腎摘除術終了後，筋弛緩残存が原因と考えられる呼

吸困難を認め再挿管した 1例 :平賀紀行
1,2，小野誠之

2（1神戸ほくと

麻酔科，2同泌尿器科） ［症例］78歳，女性．身長 147 cm，体重 42

kg，左腎癌に対し全身麻酔下に腹腔鏡下根治的左腎摘除術を行った．

手術時間 6時間15分間に筋弛緩剤としてロクロニウムを計 360 mg 使

用した．手術終了後21分で筋弛緩モニタリングにおける四連刺激比

（TOFR）96％を確認し抜管したが，徐々に呼吸状態が悪化し，手術

終了 1時間23分後，テタヌス刺激後カウント 0を認めたため，筋弛緩

作用の遷延と考え再挿管した．手術終了 2時間 5分後，TOF 97％，

正常な胸郭の動きを認めたため抜管した．［考察］術中の筋弛緩剤投

与量が多い場合，筋弛緩残存の可能性があるため，呼吸状態の悪化を

常に念頭に置き，手術終了後も十分な経過観察を行う必要があると考

えられた．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における断端陽性症例の検

討 :森田展代，牛本千春子，井上慎也，中澤佑介，菅 幸大，近沢逸

平，田中達朗，宮澤克人（金沢医大） ［目的］ロボット支援腹腔鏡

下前立腺全摘除術を同一術者により施行した50例のうち，断端陽性症

例について検討した．［対象・方法］断端陽性であった20例（40％）

を対象とし，臨床的背景を検討した．［結果］平均年齢69.2歳，平均

PSA 16.9 ng/ml，Gleason score 6 : 1例，7 : 12例，8 : 5例，9 : 1例，

不明 1 例であった． D’Amico のリスク分類は low 2 例（22％），

intermediate 8例（42％），high 10例（45％）であった．病理組織診断

は pT2a : 1例，pT2b : 2例，pT2c : 7例，pT3a : 7例，pT3b : 3例で

あった．断端陽性部位は側方（13例 : 65％）に最も多く認めた．［考

察］今後，risk が高い症例での断端陽性率の改善が必要である．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における神経温存が尿禁制に

及ぼす影響 :望月英樹，大原慎也，三田耕司（広島市立安佐市民）

［目的］ロボット支援前立腺全摘除術（RALP）で神経温存の尿禁制

に及ぼす影響を検討．［方法］対象は2016年 1月から2017年 2月まで

RALP を施行した100例．神経温存は前立腺被膜から神経血管束をプ

レート状に温存．［結果］非温存群40例，温存群60例（片側23例，両

側37例）．術後 1，3，6カ月の尿禁制率（パッド 1枚以下）は，非温

存群で40，64，78.8％に比べ，温存群で60，82.8，92.5％と高率（ 3

カ月に有意差）．術後 3，6カ月のパッドフリーは，非温存群で23.1，

36.4％に比べ，温存群で46.6，65％と有意に高い．［結論］神経温存

は，早期尿禁制回復に影響する．

NTT 東日本札幌病院におけるロボット支援下根治的前立腺摘除術

（RALP）の導入経験 : 西田幸代，藤野景子，松田洋平，伊藤直樹

（NTT 東日本札幌），京田有樹（札幌医大附属） ［目的］当院では

2017年 1月より RALP を開始し 2名の泌尿器腹腔鏡技術認定医が執

刀している．経験した症例について臨床的検討を行う．［対象と方法］

2017年 7月までに13例に対し施行した．10例目まではA医師が執刀し

B医師が助手，以降は両者交代で施行した．手術時間，出血量などに

つき後ろ向きに評価した．［結果］手術時間は中央値 235 min（178∼

315），出血量は中央値 150 ml（10∼800）であり輸血を要した症例は

なかった． 2例目で開始直後にサージョンコンソールが起動しないト

ラブルがあったが，起動まで腹腔鏡で遂行し RALP に切り替え問題

なく終了していた．［結語］これまでのところ安全に施行できており

今後も症例を重ねていきたい．

当院におけるロボット支援前立腺全摘除術（RARP）の予後予測因

子の検討 :齋藤政信，金尾健人，杉江美穗，森永慎吾，村松洋行，小

林郁生，梶川圭史，西川源也，加藤義晴，渡邊將人，中村小源太，住

友 誠（愛知医大） ［目的］当院でロボット支援前立腺全摘除術

（RARP）を施行した症例の予後予測因子を検討した．［方法］当院で

RARP を施行した450例を対象に，生化学的再発の予後予測因子とし

て，年齢，診断時 PSA，Gleason score，病期，RM の有無を検討し

た．また，400症例までの症例に対し，前期と後期各200例の間で生化

学的再発の差も比較した．［結果］対象症例の年齢，PSA は，68.7±

6.3歳，9.45±7.6 ng/ml，術後 1年の生化学的非再発率は90.7％だっ

た．診断時 PSA，RM の有無，pathological T（pT）が術後生化学的

再発の予後予測因子であり，前期，後期症例に有意な差を認めなかっ

た．［結論］診断時 PSA，RM の有無，pT が術後生化学的再発の予

後予測因子であった．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後早期尿禁制と術前後 MRI

で測定した膜様部尿道長との関係 :濱田彬弘，八田原広大，小山梨

恵，増井仁彦，七里泰正（市立大津市民） ［目的］ロボット支援腹

腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）後早期尿禁制と術前後膜様部尿道長

（MUL）との関係を検討．［方法］2014年 6月以降に RALP を施行し

た102例の術前後にMRI を施行し，冠状断でMUL を測定した．尿禁

制は ICIQ-SF，pad 数で評価した．［結果］術前 MUL（中央値 14

mm），術後 MUL（中央値 16.5 mm）が長く，ΔMUL（術後 MUL―

術前 MUL，中央値 3 mm）が大きいと早期尿禁制傾向を認めた．特

に術前 MUL のカットオフ値 14 mm 未満の48例において術後 MUL

が 16 mm 以上に延長した症例は早期尿禁制傾向（術後 1 カ月 p＝

0.008， 3 カ月 p＝0.061）で，有意に神経温存例の割合が高かった

（p＝0.023）．［考察］術前 MUL が短い症例は神経温存手技で MUL

確保，早期尿禁制が期待できる．

前立腺に発生した Solitary fibrous tumor の 2例 :濱田晃佑，岩井

友明，香束昌宏，山崎健史，桑原伸介，内田潤次，仲谷達也（大阪市

大大学院） 症例 1 : 64歳，男性．PSA 4.26 ng/ml，MRI にて前立腺

癌疑いおよび右葉背側に 3.5×5.0×5.1 cm 大の内部不均一で，石灰

化を含む嚢胞性腫瘤を認めた．症例 2 : 68歳，男性．PSA 63.4 ng/

ml，MRI にて前立腺癌疑いおよび右葉背側に 3.7×5.0×4.6 cm 大の

内部均一な腫瘤性病変を認めた． 2症例とも生検での確定診断は困難

であった．間葉系腫瘍を合併した前立腺癌の診断でロボット支援腹腔

鏡下前立腺全摘術を施行．病理診断は前立腺癌に合併した solitary

fibrous tumor の診断であった．前立腺に発生した solitary fibrous tumor

を経験したため文献的な考察を含めて報告する．

ロボット支援前立腺全摘除術（RARP）における術後鼠径ヘルニア

予防法の検討 : 井上幸治，牧田哲幸，鈴木一生，鈴木良輔，福永有

伸，久保田聖史，土肥洋一郎，松岡崇志，矢野敏史，杉野善雄，岡田

卓也，川喜田睦司（神戸市立医療セ中央市民） ［目的］RARP 術後

の鼠径ヘルニア（以下 IH）予防法に関して検討した．［対象］2014年

1月から2016年12月までに RARP を施行した275例のうち術中 IH を

認めた17例を除く258例．［方法］予防法は，後腹膜アプローチでは，

全例に精索からの腹膜の剥離を行った．経腹膜アプローチでは，24例

目から予防法を開始し，内鼠径輪で鞘状突起の開存を認める29症例に

鞘状突起を腹膜から全周性に剥離しクリップで閉鎖を行った．［結果］

IH 発症は，後腹膜アプローチ143例中 3例（2.1％），経腹膜アプロー

チでは，予防法なしの初期23例中 4例（17.4％）予防法開始後92例中

3 例（3.3％）であった．［結語］諸家の報告と比べ IH 発症率は低

く，IH 予防法は効果的と考えられた．

前立腺癌放射線治療後の局所再発に対する救済治療としての密封小

線源永久挿入治療 :川喜多繁誠，西田晃久，中本喬大，速水悠太郎，

三島崇生，六車光英，室田卓之（関西医大総合医療セ），木下秀文，

松田公志（関西医大附属），志賀淑子，播磨洋子，宇都宮啓太（関西

医大総合医療セ放射線科） ［目的］前立腺癌放射線外照射療法後局

所再発例に対し，救済治療として密封小線源永久挿入治療（シード治

療）を施行した症例に関して検討をする．［方法］2013年 1 月から

2017年 6月まで画像上遠隔転移を認めず，針生検で前立腺癌局所再発

と診断された12例に対し，処方線量 130 Gy としたシード治療（全体

治療 7例，局所治療 5例）を行い治療成績，有害事象を検討した．

［成績］年齢中央値75歳，観察期間中央値28カ月，治療後 2例に PSA

再発認めた．有害事象として尿道直腸瘻 1例，尿失禁を 1例に認め

た．［結論］長期成績の検討が必要であるがシード治療は放射線治療

後局所再発時の救済治療として有用であり，さらに局所治療の有効性

も考えられた．

前立腺癌密封小線源療法後精嚢再発に対し救済部分小線源療法を

行った 1 例 : 村田太郎，箱崎勇治，平井葉子，増田朋子，松島 常

（東京警察），鶴貝雄一郎（同放射線科） 前立腺癌治療後局所再発例

に対し救済部分小線源療法を施行した 1例を経験したので報告する．

症例は78歳，男性．2007年に前立腺癌と診断しホルモン療法開始．そ
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の後 PSA 上昇し2010年に密封小線源療法を施行した．2015年 5 月

PSA 再上昇．CT で両側精嚢浸潤が疑われ，精嚢生検を含む前立腺系

統生検を実施した．結果，両側精嚢より低分化腺癌を認め局所再発と

診断．同年 9月に救済部分小線源療法を施行した．術後 PSA 低下し

精嚢浸潤も消失．現在まで生化学的再発なく経過．前立腺癌局所再発

に対する救済小線源療法は近年増加しているが，長期予後は不明とさ

れる．本症例では20カ月間再発を認めず，救済小線源療法は長期的に

も有用であると考えられた．

当院における高リスク前立腺癌に対する Trimodality therapy の臨

床的検討 :北本興市郎，石井啓一，山本与毅，田中尚夫，羽阪友宏，

浅井利大，金 卓，上川禎則，坂本 亘，杉本俊門（大阪市立総合医

療セ） ［目的］高リスク前立腺癌に対する trimodality therapy（外照

射療法および内分泌療法を併用した密封小線源治療）について検討し

た．［方法］2010年12月から2016年 9月までに trimodality therapy を施

行した36例を対象とした．また同時期に前立腺全摘除術を施行した98

例との比較も行った．［結果］年齢75（60∼82）歳，ADT 中央値16カ

月，BED 中央値 209.9 Gy であった．フォローアップ期間は42（ 8∼

77）カ月， 5年生化学的非再発率90.5％，全生存率90.4％，有害事象

は直腸出血 3例であった．前立腺全摘除群の 5年生化学的非再発率

59.5％，全生存率97.1％であった．［考察］高リスク前立腺癌に対す

る trimodality therapy は手術単独と比較し遜色ない成績を示した．

T3a，T3b の前立腺癌患者への外照射併用高線量率組織内照射の検

討 : 坂本次郎，牧野友幸，中嶋一史，飯島将司，川口昌平，野原隆

弘，重原一慶，成本一隆，泉 浩二，角野佳史，溝上 敦（金沢大医

薬保健学域医学類集学的治療学） ［目的］高線量率組織内照射

（high-dose-rate-brachy-therapy : HDR-BT）は治療成績，術後の QOL

など有用性が示されている．今回，外照射併用 HDR-BT の高リスク

群のstage T3a，T3b の前立腺癌に対する有用性について検討した．

［方法］2005∼2016年に当院にて前立腺癌と診断され，TNM 分類が

clinical stage T3a，T3b で外照射併用HDR-BT を施行し 1年以上経過

観察が可能であった83例について検討した．［結果］治療後の観察期

間の中央値は46.4カ月で 2例が死亡しており， 2例とも他因死であっ

た．また生化学的再発は T3b の 3例のみであった． 8年生化学的非

再発率は T3a : 100％，T3b : 90.1％であった．［考察］HDR-BT は

T3a，T3b の患者でも良好な成績であった．

当院における前立腺癌に対するビジコイル（金マーカー）留置後放

射線外照射療法の治療成績 : 加藤 学，長谷川嘉弘，関戸 翔，東

真一郎，三木 学，舛井 覚，西川晃平，吉尾裕子，神田英輝，有馬

公伸，杉村芳樹（三重大），渡邉裕依，野本由人，佐久間 肇（同放射

線治療科） ［目的］前立腺癌に対する有用な治療選択肢である放射

線治療に関して，当院における成績をまとめ考察を加えた．［方法］

2010年10月から2017年 4月までに前立腺癌に対して放射線外照射療法

を施行した67例を対象とし，PSA 再発，前立腺癌による死亡数，全

生存について解析した．［結果］T1，T2，T3，T4 がそれぞれ 7，

23，36，1例であった．67例中64例（95.5％）がホルモン療法を併用

していた．PSA 再発は 1例に認め（1.4％），前立腺癌死は認めず，

follow 中止の 1例のみで全例が生存していた．合併症は21例において

認めた．［考察］前立腺癌に対する放射線療法は PSA 再発も少なく，

良好な生存率を示し非常に有効な治療法であることが再確認された．

当院での前立腺癌に対する放射線治療についての検討 :高田 聡，

桑田真臣，丸山良夫，雄谷剛士（松阪中央総合），山下恭史（同放射

線治療科） ［目的］前立腺癌に対して当院で施行した放射線治療に

ついて検討した．［対象］1999年12月から2016年12月までに放射線治

療を施行した前立腺癌210例．［結果］年齢中央値は71歳，診断時

PSA 中央値は 8.78 ng/ml であった．D’Amico 分類によるリスク分類

では，低リスク46例，中間リスク61例，高リスク103例であった．ホ

ルモン療法は191例に併用した．総照射線量は，70 Gy 未満は33例，

70∼71.4 Gy は80例，72∼76 Gy は97例であった．有害事象として直

腸障害は79例（37.6％）に認め，排尿障害は95例（45.2％）に認め

た．2012年より IMRT を導入しているため，導入前後での治療成績，

有害事象について比較検討を行った．

前立腺癌に対する硼素中性子捕捉療法（BNCT）の抗腫瘍効果 : 高

原 健，市野 学，深見直彦，佐々木ひと美，日下 守，白木良一

（藤田保衛大），東 治人（大阪医大） ［目的］“癌選択的な標的粒子

線治療”硼素中性子捕捉療法（BNCT）の前立腺癌に対する抗腫瘍効

果について，前立腺癌マウス皮下移植モデルを用い検討した．［方法］

ヌードマウスにアンドロゲン非依存性ヒト前立腺癌細胞（PC3）を皮

下移植し，腫瘍増殖形態と組織学的検討を行った．［結果］BNCT 群

における前立腺癌皮下移植腫瘍は，コントロール群と比較し，著明な

発育の遅延を認めた．治療終了時の免疫組織学的検査の結果では，ア

ポトーシス系の TUNEL 染色では両群に差を認めないが，増殖系の

マーカーである Ki67 の BNCT 群における有意な発現の低下を認め

た．［結語］前立腺癌に対する BNCT 療法の可能性が示唆された．

テガフール・ウラシル（UFT）単独療法が奏功した手術不能な膀胱

腫瘍の 2 症例の検討 : 能見勇人
1,2，松永知久

2
，辻野拓也

2
，小林大

介
2
，谷口俊理

2
，堤 岳行
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，加納陽介
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，藤原裕也
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，林 知賢
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北恭平
2
，小村和正
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，伊夫貴直和

2
，稲元輝生

2
，東 治人

1,2（1大阪医

大付属血液浄化セ，2大阪医大） 症例 1 :現在86歳，女性．2011年，

近医で TURBT を施行．膀胱小細胞癌と G3，T1 以上と診断され，

初診時の膀胱鏡では膀胱頂部に筋層浸潤する 2 cm 大の腫瘍を認め，

CT 上 1.2 cm 大の閉鎖リンパ節の腫脹を認めた．T3N2M0 の膀胱神

経内分泌癌（小細胞癌）と診断されたが，入院や手術加療を拒否され

た．症例 2 :現在83歳，男性．2014年11月膀胱左側壁に乳頭型有茎性

の膀胱腫瘍の再発を認めた．TURBT を予定したが心不全のため麻酔

不可と判断された．いずれの症例も UFT 内服により PR を得られ，

現在も内服継続中である．UFT 単独療法が著効した 2例を経験した

ので報告する．

膀胱全摘除術を施行した膀胱癌症例の予後因子解析 :米田 慧，神

谷直人，島田悠希，杉崎裕香，宋本尚俊，若井 健，岡 了，李 芳

菁，遠藤 匠，矢野 仁，上島修一，西見大輔，高波眞佐治，鈴木啓

悦（東邦大医療セ佐倉） ［対象，方法］当院で膀胱全摘除術を施行

した61例を対象とし，予後・再発予測因子について統計学的解析を

行った．［結果］全症例の手術時年齢67.0±8.5歳，拡大リンパ節廓清

は54例で行われ， 9例でリンパ節転移を認めた．単変量解析では残存

腫瘍（＋），pT≧ 3，Up stage，pN≧ 1，LVI（＋）が全生存期間

（OS），無再発生存期間（RFS）いずれにおいても有意な因子であっ

た．多変量解析では，pT≧3 が OS・RFS いずれにおいても有意な因

子であった（HR : 4.615，95％ CI : 1.373∼15.506，P＝0.014/HR :

5.769，95％ CI : 1.810∼18.287，P＝0.000）．［結語］pT3 以上の症

例は再発ならびに予後ともに不良であり，治療法について今後の検討

が必要である．

膀胱原発未分化癌の骨転移に対し放射線治療と全身化学療法が奏効

した 1例 : 早川将平，柳岡正範（静岡赤十字），佐藤 元（古庄さと

う泌尿器科クリニック） 症例は66歳，女性． 1カ月前からの肉眼的

血尿を主訴に当科を受診．CT，膀胱鏡にて左尿管口外側に直径 2 cm

大の非乳頭型腫瘍を認め，経尿道的膀胱腫瘍切除術を施行．病理組織

診断は筋層浸潤を認める未分化癌であった．骨盤部の疼痛が出現し，

PET-CT で仙腸関節部に骨転移を認めた．転移部への放射線照射と全

身化学療法（エトポシド・カルボプラチン）を開始． 4コース施行後

に PET-CT で FDG 集積低下を認めた．疼痛も消失し，現在は外来で

経過観察中である．膀胱原発未分化癌は比較的稀な疾患で予後不良な

症例が多い．今回われわれは膀胱原発未分化癌の骨転移に対し放射線

治療と全身化学療法が奏効した 1例を経験したので若干の文献的考察

を加え報告する．

膀胱に発生した尿路上皮癌 Clear cell variant の 1例 : 佐藤元己，

米山脩子，柳澤昌宏，平井耕太郎（横浜医療セ），新野 史（同臨床

検査科），長嶋洋治（東京女子医大病理診断科） 症例は60歳代，男

性．肉眼的血尿を主訴に紹介受診．膀胱鏡で右尿管口外側から側壁に

かけての複数の腫瘍を認めたために TURBT を施行した．病理診断

は尿路上皮癌 clear cell variant，筋層浸潤を認めた．免疫染色にて淡明

細胞型腎細胞癌の膀胱転移は否定的であった．また，造影 CT では明

らかな遠隔転移や他臓器からの転移を疑う明らかな所見は認めなかっ

たために膀胱原発の尿路上皮癌 clear cell variant と診断した．筋層浸

潤性膀胱癌であったために膀胱全摘，回腸導管増設術を施行した．尿

路上皮癌の clear cell variant はきわめて稀であるため報告する．
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GC 療法が著効した膀胱原発神経内分泌癌の 1例 :澤田陽平，坪井

俊樹，古畑壮一，林 暁（行田総合），福島純一（同病理診断科）

［目的］膀胱壁外・前立腺への浸潤，骨盤内リンパ節転移を伴う膀胱

原発神経内分泌癌に対して化学療法が著効し，膀胱全摘により良好な

経過を得た 1例を報告する．［方法］症例は53歳，男性．血尿を主訴

に受診．膀胱鏡で頸部を中心に非乳頭型腫瘍を認め，CT・MRI で

cT4aN2M0 と診断．［結果］腫瘍生検で神経内分泌癌と診断．病理結

果を熟慮の末，neoadjuvant GC 療法施行． 1クール後の CT 検査で著

明な腫瘍縮小効果を認め，計 3クール GC 施行．その後 TC＋IC 施

行し pT3aN2M0 の結果であったが，その後再発・転移なく経過．［結

語］GC 療法が著効した膀胱原発神経内分泌癌について若干の文献的

考察を含め報告する．

CA125 高値がマーカーとして有用であった Plasmacytoid like uro-

thelial carcinoma の 1例 :早川 望，菊地栄次，松本一宏，大家基嗣

（慶應義塾大），福本桂資郎（練馬総合） 症例は70歳，女性．下腹部

痛精査の CT で両側水腎尿管を指摘され泌尿器科受診した．膀胱鏡所

見は左側壁に浮腫状粘膜を認めるのみで，MRI で悪性は否定的で

あった．一方，採血上 CA125 が 143 U/ml と高値だった． 1カ月後

に腸閉塞を突然発症し，CT で腹膜播種が疑われた．膀胱粘膜生検の

結果，UC plasmacytoid like variant だった．最終診断は浸潤性膀胱癌の

後腹膜・腹膜浸潤だった．GC 療法 2クール施行後の CT で腹膜肥厚

および膀胱壁肥厚の改善を認め，CA125 は 22 U/ml まで低下した．

以前より悪性度の比較的高い尿路上皮癌で CA125 が上昇するとの報

告を散見する．本症例より CA125 は高悪性度の尿路上皮癌において

病勢を反映する腫瘍マーカーになりえると考えられた．

当院における筋層非浸潤性膀胱癌に対する 2nd TURBT の治療成

績 :清水卓斗，溝渕真一郎，冨岡厚志，細川幸成，林 美樹（多根総

合），大塚憲司（岡波総合），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 2nd TURBT 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2016年までに当

院で膀胱腫瘍の診断で TURBT を施行した症例のうち，NMIBC の診

断であった283例中 2nd TUR を施行した53例（2nd TUR 群）．［結果］

5年膀胱内非再発率は54.2％（平均観察期間は27.4カ月）であった．

膀胱内再発に関する危険因子として単変量解析では BCG 膀胱内注入

療法未施行のみが HR 3.80（1.37∼10.5，p＝0.01）と有意な因子で

あり，多変量解析では膀胱内多発症例が 2.74（1.08∼6.95，p＝

0.03）と有意な因子であった．［結語］多発症例に対しては 2nd TUR

に加え，BCG 膀胱内注入療法を考慮すべきである．

当院における 2nd TUR-Bt の臨床的検討 :加藤大貴，川瀬 真，石

田貴史，加藤成一，宇野雅博，藤本佳則（大垣市民） 2008年10月か

ら2017年 4月までの，当院で 2nd TUR-Bt を施行した62例について検

討した．年齢中央値は70.5歳で，男性52例，女性10例であった．腫瘍

最大径は中央値 15 mm であり，多発が38例，単発が24例であった．

病理結果は全例が尿路上皮癌，pT1 あるいは pT1 以上で，異型度は

G2 以上あるいは high grade が59例であった．CIS を併発した症例が

8例であった．2nd TUR-Bt までの平均期間は45日であった．腫瘍の

残存を認めた症例は29例であった．病理結果は pTa が 6例，pT1 が

11例，pT1＋is が 1例，pTis が 7例，pT2 が 1例，深達度不明が 3例

であった．約半数に初回 TUR-Bt 後の残存を認めたが，現時点で追跡

可能な55例の内，44例が無病生存である．

当院における間質性膀胱炎の治療の現状 : 中逵弘能，榊 学，濱尾

巧（亀井），武村政彦（武村クリニック） ［目的］当院での間質性膀

胱炎の治療の現状を検討した．［方法］2012年 1月から2017年 3月ま

でに当院で間質性膀胱炎（疑い）と診断された197例を対象とし，電

子カルテを後方視的に調査した．［結果］年齢中央値は69歳（25∼91

歳）で男性99例，女性98例であった．そのうち膀胱水圧拡張術を行っ

た症例は70例，年齢中央値70歳（27∼88歳）で，男性33例，女性37例

であった．手術回数中央値は 1回（ 1∼ 4回）であった．プレガバリ

ン内服で保存的治療を行った症例は57例で，食事指導で軽快した症例

も認められた．［考察］過活動膀胱で内服治療を行うも軽快しない症

例や慢性前立腺炎と診断された症例の中には間質性膀胱炎患者が隠れ

ている可能性がある．

当院における腹腔鏡下仙骨膣固定術（LSC）の臨床検討 : 池上要

介，河瀬健吾，太田裕也，神沢英幸，丸山哲史（名古屋市立東部医療

セ），安井孝周（名古屋市大大学院） ［目的］骨盤臓器脱に対し2014

年 8月より開始した，腹腔鏡下仙骨膣固定術（LSC）の有効性につい

て検討した．［方法］2014年 8月から2017年 6月の期間に LSC を施行

した70例について検討した．術式は，すべてフランス式のダブルメッ

シュによる total repair である．手術成績および再発率について検討し

た．［結果］平均手術時間は164.4分，平均出血量は 43.9 ml，術後 6

カ月での POP-Q stage 2 以上の再発は 5例（7.14％）であった．術中

合併症は膀胱損傷 1例（1.43％）であった．［考察］LSC は術後の再

発も少なく，合併症も非常に少ないことから，骨盤臓器脱手術の第一

選択である．

当院の TVM 手術における QOL 非改善例の検討 : 守山洋司，三輪

好生，伊藤裕基，藤 広茂（岐阜赤十字ウロギネセ），菊地美奈（東

海中央），西野好則（西野クリニック），増栄孝子（ますえクリニッ

ク） ［目的］TVM 手術は骨盤臓器脱患者の QOL の改善に有用だ

が，一方で改善の乏しい症例も存在する．そこで当院で施行した

TVM 手術前後のQOL を検討した．［方法］2008年 8月から2015年 8

月まで骨盤臓器脱に対して TVM 手術を施行した302例を対象とした．

骨盤臓器脱 QOL 質問票（P-QOL）を用いて手術前後の改善度で分類

し比較検討した．［結果］改善群，不変群，非改善群はそれぞれ64，

28，7.4％を占めた．（平均観察期間24.3カ月）解剖学的改善度は群間

に有意差を認めなかった．しかし非改善群は改善群と比較して有意に

術前排尿症状が乏しく，術後腹圧性尿失禁の頻度が増加した．［考察］

骨盤臓器脱の QOL は排尿症状と尿失禁が影響した．

骨盤臓器脱に対する A-TVM（Anterior tension-free vaginal mesh）

手術の臨床成績 : 川端大輝，平林康男，稲垣 武（橋本市民），藤井

令央奈（南和歌山医療セ），浦 邦委（新宮市立医療セ），峠 弘（公

立那賀），小川隆敏（恵友） ［目的］骨盤臓器脱に対する A-TVM の

臨床成績を報告する．［対象と方法］A-TVM を実施した33名を対象

とした．そのうち 8名は術後腹圧性尿失禁に対して TVT-OT を施行

した．術前と術後 3カ月時点の IPSS，QOL スコア，尿流量測定を比

較した．［結果］患者の平均年齢は61歳．平均手術時間は52分．A-

TVM のみ実施症例では，術前の IPSS sum，QOL スコア，残尿量の

平均値は 15.1，3.9，111 ml で，術後 3 カ月時点でそれぞれ 7.0，

2.1，63.5 ml に有意に改善した．後に TVT-OT を施行した患者で

は，A-TVM のみでの排尿関連因子の有意改善は認められなかった．

［結論］骨盤臓器脱に対する A-TVM により排尿状態は有意に改善し

た．腹圧性尿失禁患者には追加治療を実施した．

刈谷豊田総合病院における腹腔鏡下仙骨膣固定術の手術成績 :近藤

厚哉，日比野貴文，弓場拓真，大脇貴之，前田基博，犬塚善博，田中

國晃（刈谷豊田総合） ［対象］2015年 9月から腹腔鏡下仙骨膣固定

術（LSC）を導入した．対象は32例で平均65.5歳，平均 BMI 24.2．

全例が POP-Q stage 3 以上．子宮摘除後症例を除く24例で子宮亜全摘

を行い，65歳以上の13例では付属器摘除も行った．ダブルメッシュ26

例，シングルメッシュ 6例．手術侵襲軽減のために開始後 1時間半程

度で頭低位を一旦解除している．［結果］手術時間は中央値248分，出

血量は中央値 10 ml．術中術後に重篤な合併症は認めなかった．POP-

Q stage 2 以上の再発を 1例で認めたが子宮頸部延長症例であった．

［考察］LSC は術野を観察しながら手術を安全に進めることができて

十分な治療効果を得ることができた．岬角前面で総腸骨静脈に留意す

る必要がある．

当院で経験した陰茎折症 3例の臨床検討―MRI の有用性― :塚本

亮，中村元洋，吉田真貴，關山和弥，戸邉豊総（済生会宇都宮）

［目的］陰茎折症は比較的稀な外傷である．最近経験した 3例につき

臨床的に検討した．［方法］当院で経験した陰茎折症の 3例に関して，

受傷起点，理学所見，画像所見，術中所見についてそれぞれの症例に

おける特徴を検討した．［結果］ 2症例は仰臥位で上方から外力が加

わった形で受傷，陰茎海綿体中央部に横方向の白膜断裂を認めた． 1

症例は性交時に陰茎を引き抜かれる形で受傷，恥骨直下の海綿体基部

に縦方向の白膜断裂を認めた．いずれの症例も術前に超音波検査およ

び MRI 検査を施行したが術中の損傷部位の同定に有用であったのは

MRI であった．［考察］陰茎折症の診断および治療において，術前

MRI 検査が有用であると思われた．
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尿道異物に対して経尿道的に異物の切断・摘除術を行った 1例 :安

福富彦，佐野貴紀，遠藤貴人，今井聡士，村蒔基次，山田裕二（兵庫

県立尼崎総合医療セ） 症例は30歳代，男性．磁気ネックレス（全長

60 cm 程度）を尿道に入れたところ抜けなくなり尿道出血も認めたた

め，当院救急外来を受診．緊急手術による異物除去が必要と判断し

た．手術はまず経尿道的に行い，抜去困難なら尿道切開あるいは経皮

的膀胱瘻造設術を行う方針とした．腰椎麻酔下，砕石位にて手術開

始．硬性膀胱鏡で振子部尿道内の異物を確認，鉗子による把持・摘出

を試みたが，複雑に絡み合った状態で嵌頓しており可動性がなかっ

た．腎盂鏡下にはさみ鉗子で異物を切断．複数の断片にすることで可

動性が生じ，完全に摘出できた．尿道異物の種類は様々であり，摘除

に際して臨機応変な対応が必要と考えられた．文献的考察を加えて報

告する．

経尿道的にドレナージを施行した前立腺膿瘍の 1例 :成田知弥，柏

木佑太，勝野 曉，山田 伸（岡崎市民） 56歳，男性．既往に糖尿

病．近医で排尿障害にてバルーンカテーテル管理をされていた．2015

年11月，発熱，臀部痛を主訴に当院ER受診．炎症反応高値，腹部 CT

にて著明な前立腺腫大，液体貯留を認め当科紹介受診．前立腺膿瘍の

診断にて抗菌薬治療を開始．前立腺 MRI にて前立腺部尿道近傍に膿

瘍腔を認めた．膀胱瘻造設後，経尿道的に膿瘍切開し膿瘍腔にドレー

ンを留置しドレナージ施行．速やかな改善を認め膿瘍腔は消失し治療

開始15日目に退院された．

口腔粘膜を用いた尿道再建術にて治療した医原性尿道狭窄症の 1

例 :山内裕士，服部恭介，石田 亮，錦見俊徳，山田浩史，小林弘明

（名古屋第二赤十字） ［緒言］尿道狭窄症は頻回に診察する疾患であ

るが，外来診療では尿道ブジーなど簡便治療を継続している事が少な

くない．［症例］37歳，男性． 2歳時に心室中隔欠損症の手術を受け，

尿道カテーテル抜去後に尿道狭窄症を発症した．以降は尿道ブジーに

て尿道拡張を受けていた．尿道ブジー施行が困難となり，2011年口腔

粘膜を用いた尿道再建術を施行．その後，再度排尿障害の訴えを受

け，最大尿流率 5.1 ml/s と排尿状態の悪化を認めたため，2017年 1

月27日に再狭窄部位に対し口腔粘膜を用いた尿道再建術を施行．術後

4カ月の最大尿流率は 22.0 ml/s と改善を認めた．［結語］尿道狭窄

症に対し，簡便治療だけでなく尿道再建術を再考する必要がある．

当院における尿閉患者の排尿自立に向けた様々な取り組み : 大武礼

文，十二町 明，長谷川眞常，並木幹夫，長谷川 徹（長谷川） ［目

的］尿閉患者の排尿自立にむけた取り組みにつき検討を行う．［方法］

2016年 4月∼2017年 4月に尿閉のため入院治療を行った患者53例に，

多職種が様々なアセスメントを行いカンファレンスにて治療方針を決

定，実施．［結果］排尿自立アセスメントシートを用い様々な情報を

多職種が共有，治療方針決定に活用．手術療法37例，CIC 導入 4例，

薬物治療10例，膀胱瘻造設を 1例に実施．51例がカテーテルフリーと

なり，52例が自宅退院．［考察］尿閉患者の年齢や認知機能，合併症

を理由に安易に尿道バルーンカテーテル留置を選択せず，患者背景を

様々な視点から調査し，排尿に憂いなく元の生活環境に戻れるよう治

療に取組むことが重要と思われた．

当院での排尿ケアチーム介入による排尿自立の成果について : 服部

愼一，林 佳美，帆 澪子，右高沙妃（総合上飯田第一） 2016年度

から「排尿自立指導料」が算定可能になり当院でも2016年 7月から排

尿ケアチームを作成し排尿自立に向け介入を開始．［対象および方法］

2016年 7月∼現在の介入患者の原疾患，合併症，介入要請の病態，治

療法と転機などを解析し自立の成否ついて検討．［結果］病態では尿

閉などの排出障害と頻尿などの蓄尿障害がほぼ同等．整形外科患者で

は体動困難から機能性尿失禁が目立った．当初カテーテル留置や導尿

していた患者の約半数は排尿自立が可能になった．［考察］排尿ケア

チームの介入により職員の意識も変革し排尿が自立可能な患者数が増

加すると考える．また排尿の自立で退院先の選択などで有利となり，

健康寿命延長などの効果が期待できる．

PVP（光選択的前立腺蒸散術）の術中に判明した前立腺腫瘍の 1

例 :郷原真輔，山口耕平，石川智基（医療法人仁寿会石川） 68歳，

男性．主訴は排尿遅延．US で前立腺重量 60 cc，排尿直後残尿 190

cc．MRI も同様の所見で，PSA は 0.502 ng/ml．PVP 治療を希望さ

れた．術開始後より内視鏡の可動性も悪く，術中所見から前立腺腫瘍

を疑ったため，TUR-P へ変更した．病理結果は，prostate cancer，

Gleason score 9（Gleason pattern 5＋4），Cribriform 状ならびに充実性・

索状配列を示す低分化型腺癌の浸潤病変からなり，PSA 免疫染色

（−），PAS 染色（＋）を示した．今後の治療について本人，家人と

ご相談し，集学的加療の可能な病院へ転院の運びとなった．今回この

ような稀な症例を経験したため若干の文献的考察も加え報告する．

当院における去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの初期治

療経験 :保田賢司，木村仁美，風間泰蔵（富山県済生会富山） 当院

でドセタキセル（DTX）抵抗性となった去勢抵抗性前立腺癌

（CRPC）に対しカバジタキセル（CBZ）を導入した症例について報

告する．対象は2014年12月から2017年 6月までに CBZ 投与を行った

CRPC 患者 7例．CBZ 初回導入時の年齢は52∼78歳（中央値70歳），

導入前 PSA は 15.27∼5,863.42 ng/ml（中央値 247.34 ng/ml），CBZ

前 DTX 療法施行コース数は 3∼11コースであった．CBZ 投与コー

ス数は 1∼12コースで， 1例に PSA 奏効を認めた．有害事象に関し

ては，ペグフィルグラスチムを施行することで全例において grade 3

以上の好中球減少は認めなかった． 2例は現在も外来での治療を継続

している．少数の検討ではあるが，CBZ 投与は比較的安全に施行可

能であった．

去勢抵抗性前立腺癌に対するアビラテロンおよびエンザルタミドに

ついての検討 :秋田和利，高橋義人，谷口友規，小鷹博人，土屋邦

洋，石田健一郎，山田 徹，谷口光宏（岐阜県総合医療セ） ［目的］

当院における去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対するアビラテロンお

よびエンザルタミドの有効性について検討した．［対象］2014年 8月

から2017年 3月まで，当院において CRPC と診断され，アビラテロ

ンもしくはエンザルタミドを投与した51例を対象とした．年齢中央値

は75.5歳，初診時 PSA 中央値は 166.5 ng/ml であった．［結果］アビ

ラテロン 7例，エンザルタミド37例で投与され，ドセタキセル未施行

例では50％以上の PSA 低下をアビラテロン 4例，エンザルタミド21

例で認め，ドセタキセル施行例では50％以上の PSA 低下をともに 1

例のみに認めた．［結論］アビラテロン，エンザルタミドともに，ド

セタキセル未施行の CRPC に対して高い奏効率を認めた．

聖隷浜松病院におけるカバジタキセルの治療成績 :米田達明，袴田

康宏，神田裕佳，杉浦皓太，今井 伸（聖隷浜松） ［目的］カバジ

タキセルの有効性と安全性を検討する．［対象と方法］2015年 7月∼

2017年 6月までに10例に投与した．平均年齢は75歳（68∼82），前治

療で DP 療法を平均10サイクル（ 2∼23）施行した．治療前 PSA の

中央値は 84.7 ng/ml（5.81∼233.1），全例多発骨転移を有していた．

治療効果（PSA 奏効率や画像評価），有害事象について検討した．

［結果］平均投与量は 35.8 mg（20∼25 mg/m2）で，平均投与数は 8

サイクル（ 1∼29）で，現在 3例が継続中である．PSA 奏効率は PR

4例，PD 5例， 1例は未評価である．有害事象は血尿，疲労感を 3

例，下痢を 2例，FN を 1例に認めた．［結語］カバジタキセルは非

常に有効で有害事象も少なく，長期投与が可能な症例も認めた．

当院における去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの使用経

験 :長澤誠司，福井浩二，相原衣江，古倉浩次（宝塚市立） ［目的］

去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対するカバジタキセル（CBZ）の治

療成績を検討した．［方法］当院にて CRPC と診断し CBZ を投与し

た 6例が対象．CBZ は 3∼ 4週ごとに 20∼25 mg/m2 で投与，ペグ

フィルグラスチムは CBZ 投与24∼48時間後までに施行．［結果］診

断時の年齢は56∼71歳（中央値66歳），PSA 3.7∼5,513 ng/ml（中央

値 47.87 ng/ml），Gleason score は 7 が 2 例，9 が 3 例，10が 1 例．

CRPC から CBZ 導入まで12∼104カ月（中央値14.5），CBZ 施行数は

5∼ 9（中央値 8）で，中止が必要となる有害事象は認めなかった．

そのうちの多発肺転移症例では50％以上の PSA 低下を認め，画像上

もPRを認めた．［考察］CBZ は比較的安全に施行可能で DTX 投与後

も治療効果が期待できた．

高齢 CRPC 症例に対するアビラテロン，エンザルタミドの臨床的

検討 : 楠田雄司，植木秀登，藤本卓也，奥野優人，田口 功，川端

岳（関西労災） ［目的］高齢 CRPC 症例に対するアビラテロンおよ

びエンザルタミドの有用性と安全性について検討する．［対象と方法］

アビラテロンおよびエンザルタミドを導入した症例を75歳以上群と未

満群の 2群に分け，その治療成績を比較検討した．［結果］アビラテ
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ロンの PSA response rate は75歳以上群で44％，未満群で54.1％であっ

た．75歳以上群の28％ ，未満群の20.8％に有害事象を認めた．エン

ザルタミドの PSA response rate は75歳以上群で38.5％，未満群で56.

3％であった．75歳以上群の61.5％ に未満群の37.7％に有害事象を認

めた．［結語］アビラテロンの治療効果は両群ともほぼ同様と思われ

た．エンザルタミドは75歳以上群の治療効果がやや弱いと思われた．

当院における去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミドの治療成

績および検討 : 石田貴史，川瀬 真，加藤大貴，加藤成一，宇野雅

博，藤本佳則（大垣市民） ［目的］去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）

に対するエンザルタミド（ENZ）の治療効果，有害事象などについ

て報告する．［方法］2014年 5月から2017年 1月までに ENZ を使用

した CRPC 患者65例を対象とし，患者背景，有効性，有害事象など

について retrospective に検討した．［結果と考察］ENZ 使用開始時の

年齢中央値75歳，開始時 PSA 0.53∼6,211 ng/ml，50％以上の PSA 低

下を認めたのは51％，PSA 奏効期間中央値は 4カ月であった．ENZ

使用前の治療ライン数が多いほど奏効率は低かった．また，ENZ 開

始時の PS 不良，オピオイドの使用群で奏効率が低かった．有害事象

を11例で認め，倦怠感（ 6例）がもっとも多かった．その他，解析結

果とともに若干の文献的考察を加え報告する．

エチニルエストラジオール（EE）投与後の CRPC 患者における新

規抗アンドロゲン剤の効果 : 岡田卓也，田代 結，藤原真希，白石裕

介，宗田 武（田附興風会北野） ［目的］CAB 終了後 EE の投与を

行った CRPC 患者における新規抗アンドロゲン剤（新規 AA）の有用

性を検討した．［対象と方法］対象は14例．前治療の CAB 期間は35

カ月，EE 投与期間は11カ月， 3例でドセタキセルの投与を行ってい

る．1st-line の新規 AA として ABI を 3例，ENZ を11例に投与， 4例

で 2nd-line の投薬も行った．［結果］新規 AA 投与前の PSA は 52 ng/

ml，active な転移を 8例（骨 7例，肺 2例）に認めた．1st-line の PSA

奏効（50％以上低下）は10例，71％に見られ，PSA 無増悪期間は3.6

カ月（0.9∼12）であった．長期の奏効と CAB 期間，EE 投与期間に

は明らかな関連を認めなかった．［結語］EE 後の新規 AA は初期効果

は良好であったが奏効期間は短い傾向にあった．

EP 療法が著効した進行性前立腺小細胞癌の 1例 : 田中 遥，袴田

康宏，神田裕佳，杉浦皓太，今井 伸，米田達明（聖隷浜松） 症例

は71歳．2013年 6月に前立腺癌と診断され，他院にてホルモン療法と

放射線療法が施行され，原発巣の縮小と PSA は 0.01 ng/ml まで低下

し経過良好に推移していたが，2016年12月に NSE 上昇と CT で原発

巣増大および多発転移（肺，肝，骨）を認め，前立腺生検にて小細胞

癌と診断された．DP 療法を 3サイクル施行も，NSE の上昇と画像上

の増悪を認め，当院に紹介．腎機能低下もみられ，CBDCA を用いた

EP 療法を開始した．NSE の正常化，CT で原発および転移巣の著明

な腫瘍縮小効果（PR）を認め，現在 6サイクル目で治療継続中であ

る．前立腺小細胞癌は非常に稀で，きわめて予後不良な疾患である

が，今回 EP 療法が著効した症例を経験したので文献的考察を加えて

報告する．

TUL のトレーニングのためのシリコン製腎盂モデルの作成 :辰巳

佳弘，飯田孝太，直井牧人，仲川嘉紀（大和高田市立） fTUL は尿

路の内視鏡手術のなかでも特に難易度が高い．細径の内視鏡の繊細な

操作が求められ，使用するデバイスも多く，それぞれのステップに

ピットフォールが存在する．これまでに多くのトレーニング用の尿路

モデルが発表されている．しかしながらそれらは高額で大きな装置を

要することが多いため，日常的に訓練することは困難であった．当院

ではシリコン製の腎盂モデルと軟性膀胱鏡を用いて fTUL をトレーニ

ンできる環境を導入した．シリコンモデルの特徴として，1．安価で

ある．2．コンパクトである．3．カスタマイズが容易である．4．透

明素材を用いれば外からの視認が可能である．5．助手が動かすこと，

呼吸性移動が再現可能であるなどの利点がある．

腎尿路奇形，尿路変更後の TUL 困難と思われる症例の検討 :渕上

靖史，船田 哲，寒野 徹，岡田 崇，東 義人，山田 仁（医仁会

武田総合） ［目的］TUL 適応の増加に伴い，尿路奇形や尿路変向後

の TUL 症例も増えている．そこで今回，腎奇形，尿管走行異常を含

む TUL 症例を後方視的に検討した．［方法］2009年 5月15日以降に

当施設で TUL を行った馬蹄腎，交差性融合腎，重複尿管，尿路変更

後の症例について，結石の位置，大きさ，CT 値，有効率，SFR など

を後方視的に検討した．［結果］対象は15例，大きさ 12.0 mm（中央

値），有効率53.3％，SFR 46.7％で追加治療が必要な症例はインディ

アナパウチと回腸導管の 2例で，内視鏡操作に難渋する印象はあるが

手術成績に大きな問題はないように思われた．［結語］消化管を用い

た尿路変更以外では TUL はあまり問題なく施行できると思われた．

当科における尿管結石による閉塞性腎盂腎炎の治療成績 :橋本次

朗，立木 仁（製鉄記念室蘭） ［目的］当科における尿管結石によ

る閉塞性腎盂腎炎患者の治療成績について検討した．［方法］2012年

1月から2017年 5月までに当院を受診し，尿管結石による水腎症を認

め，腎盂腎炎と診断された症例44例を後ろ向きに検討した．［結果］

年齢は中央値78（28∼94）歳，男性10例，女性34例であった．DICは

8例，敗血症性ショックは 7例に認めた．尿管ステントを33例，腎瘻

を 7例に留置した．原因菌が判明した31例中，20例で大腸菌を検出し

た．初期投与抗菌薬は TAZ/PIPC が23例，CMZ が11例であった．全

例で救命でき，入院日数の中央値は12（ 3∼46）日であった．［結語］

当科では積極的にドレナージを施行しており，重症例も含め全例で救

命していた．

金属尿管ステント交換時の工夫 :多賀峰克，品川友親，小林久人，

堤内真実，稲村 聡，松田陽介，青木芳隆，伊藤秀明，横山 修（福

井大） 金属尿管ステント交換時には，ステントを一旦抜去し，内視

鏡下にガイドワイヤーの再挿入から行うのが一般的である．しかし尿

管口の周囲の強い浮腫や出血により尿管内へのガイドワイヤー挿入に

難渋したり，悪性腫瘍による強い壁外性尿管狭窄によりガイドワイ

ヤーおよびステントの再挿入が困難となる症例を経験する．そこで当

施設では金属尿管ステントを完全には抜去せず，尿管内に先端が残っ

ている状態のステントを内筒として尿管内にシースを進め，それ以降

は通常通り金属ステントを交換する方法を考案し実施している．特別

な合併症の出現はなく，安全な実施が可能と考えられる．

当院で経験した尿管坐骨ヘルニアの 2例 :飛田卓哉，服部悠斗，中

村健治，高橋 毅，光森健二，大西裕之（大阪赤十字） 尿管坐骨ヘ

ルニアは稀な疾患である．今回保存的加療を行った尿管坐骨ヘルニア

の 2例を経験したため，文献的考察を加えて検討した．症例 1は58

歳，女性．症例 2は83歳，女性． 2例ともに CT で尿管坐骨ヘルニア

と診断し，尿管ステント留置を施行した．ステントは 3カ月間留置後

抜去した．ステント抜去後 1カ月経過し，再発は認めていない．尿管

坐骨ヘルニアは，壮年期以降の女性に好発し，骨盤筋膜の異常が原因

とされている．診断には CT や RP が有用であり，治療法は様々であ

る．観察期間は短いものの尿管ステント留置は有効であると考えられ

た．

尿管ステント留置症例における有害事象発症リスクの検討 :秋 亮

太，佐藤 亮，杉山桃子，松下雄登，田村啓多，本山大輔，伊藤寿

樹，杉山貴之，大塚篤史，三宅秀明（浜松医大） ［目的］尿管ステ

ントに関連する有害事象の発症リスク因子について検討する．［方法］

2012年 6月∼2017年 5月に水腎症に対して尿管ステント留置を行い，

半年以上留置した患者を対象とした．臨床的背景および発熱，ステン

ト閉塞などの有害事象を検討した．［結果］対象は39名，51尿管で，

男性は14名，20尿管，女性は25名，31尿管であった．年齢の中央値は

68歳，水腎症の原因は悪性疾患20名，良性疾患19名であった．ステン

トに関連した有害事象は，27尿管に発症し，そのうちステント閉塞は

16尿管，腎盂腎炎は13尿管であった．［考察］有害事象発症に影響を

及ぼす因子を解析する予定である．

腎癌転移巣切除症例の予後検討 :吉田健志，杉 素彦，神尾絵里，

島田誠二，小糸悠也，高安健太，井上貴昭，谷口久哲，矢西正明，駒

井資弘，木下秀文，松田公志（関西医大附属） ［目的］腎癌の転移

巣切除は，生存率に寄与するかどうかは議論の分かれるところであ

る．当院で行った転移巣切除症例の予後に関し検討を行った．［方法］

2006年 1月から2015年 1月までに当院にて腎癌術後経過観察中に，転

移巣を認め切除術を施行した症例20例を対象に検討を行った．［結果］

20症例の内訳は，男性14例，女性 6例であり，腎摘除術時の年齢は58

歳（27∼74）で，再発，転移巣の部位は，単発症例15例（肺12例，膵

1例，肝 1例，下垂体 1例）， 2カ所以上認める症例は 5例であった．

観察期間中央値は42カ月で，癌死 2例，癌有生存 5例，癌なし生存13
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例であった．［結論］当院の腎癌再発転移巣切除症例に関し，考察を

加え報告する．

当院での転移性腎癌症例に対する治療成績 :石田 亮，小林弘明，

服部恭介，山内裕士，錦見俊徳，山田浩史，横井圭介（名古屋第二赤

十字） ［目的］当院での転移性腎癌症例の治療成績を検討する．［方

法］2010年 5月 1日から2016年 4月30日までの 6年間に，当院で診断

した転移性腎癌症例を後ろ向きに検討する．［結果］対象は54例．年

齢平均70歳，初診時転移あり30例（腎臓摘出17例），術後再発24例．

初回治療は INF 6例，分子標的薬48例（スニチニブ27例，パゾパニ

ブ 2例，ソラフェニブ19例）．2nd line 治療へは病勢進行17例，副作

用11例，その他理由にて 1例．残り25例のうち15例は死亡．初診時転

移あり症例，術後再発症例ともに 3年生存率は46％， 5年生存率22，

13％であった．［結語］当院での治療成績を検討した．副作用にて治

療が変更となる症例が比較的多い．

限局性腎癌における術前 mGPS の予後予測因子としての有用性 :

辻野拓也，小村和正，松永知久，大北恭平，林 和腎，伊夫貴直和，

平野 一，能見勇人，稲元輝生，東 治人（大阪医大） ［目的］腎

癌における予後予測因子としての術前 mGPS の有用性を検討する．

［方法］当院において腎摘除術，腎部分切除術を施行した腎癌219症例

（2005∼2015年）を対象とし後ろ向き検討を行った．［結果］全生存期

間の中央値は56カ月，限局性腎癌（195人）と転移性腎癌（24人）に

おける術後 5年生存率は，85.9％と18.8％であった．限局性腎癌にお

いて，mGPS が高値であるほど，全生存率は低かった（p＜0.001）．

単変量解析，多変量解析の結果，mGPS は全生存（p＝0.015），癌特

異的生存（p＝0.034）に対する独立した予後規定因子であった．［結

論］限局性腎癌において術前 mGPS は，予後予測因子として有用で

あると考えられた．

腎癌細胞から分泌される Carbonic anhydrase 9 を発現するエクソ

ソームの血管新生への影響の検討 :堀江憲吾，水谷晃輔，出口 隆

（岐阜大），川上恭司郎，藤田泰典，伊藤雅史（東京都健康長寿医療セ

老化機構研究チーム） 細胞から分泌される膜小胞エクソソームは，

新たなタイプのバイオマーカー，細胞間情報伝達手段として注目され

ている．今回，腎癌で発現が増加する carbonic anhydrase 9（CA9）に

着目し，腎癌細胞株由来エクソソームでの発現を検討し，CA9 強制

発現細胞株より単離したエクソソームが血管新生に与える影響を検討

した．その結果，腎癌細胞上清から単離したエクソソームに CA9 が

存在し，CA9 を発現するエクソソームはヒト臍帯静脈内皮細胞

（HUVEC）の遊走能を促進することを確認した．以上の結果から，

腎癌細胞から分泌された CA9 を発現するエクソソームは微小環境で

血管新生を促進する可能性が示唆された．

当院における透析腎癌に対する腹腔鏡下根治的腎摘除術についての

検討 :中島 英，廣田圭祐，瀬戸公介，冨田諒太郎，西村謙一，篠森

健介，藤方史朗，岡本賢二郎，山師 定，菅 政治（愛媛県立中央）

［目的］当院での透析腎癌に対する腹腔鏡下腎摘除術について臨床学

的検討を行った．［方法］当院で透析患者に対して施行した腹腔鏡下

腎摘除術のうち2004年 1月から2016年12月までに行った30症例を対象

とし手術成績，生存率について検討した．［結果］透析期間は5.8年で

あり ACDK 合併が30％であった．手術時間は240分，出血量は 59 ml

であった．病理結果は淡明細胞癌が多く病気は pT1a が多かった．再

発は 1例のみで癌死も 1例のみであった． 5年無再発生存率， 5年癌

特異生存率ともに90％であった．［考察］透析腎癌に対する腹腔鏡下

腎摘除術は安全に施行できており制癌率も良好と考える．

画像上鑑別が困難であった肺癌腎転移の 1例 : 山本匠真，村尾昌

輝，町田裕一，上水流雅人，池本慎一（八尾市立），内田潤次，仲谷

達也（大阪市大） 43歳，男性．近医にて右肺腺癌術後，adjuvant 化

学療法を施行され，フォロー CT で右腎腫瘍，多発リンパ節腫大認め

たため，精査目的で当科紹介．画像上 RCC，腎盂癌などとの鑑別が

困難であったため，確定診断を兼ねて腹腔鏡下腎尿管全摘術を施行し

た．後腹膜アプローチで開始し，腎門部，大動静脈間リンパ節腫大が

著明であり，血管処理に難渋したため，経腹膜的アプローチにて小切

開をおき腎静脈を処理し，リンパ節を可及的に摘出した．病理結果は

肺癌腎転移であり，リンパ節転移陽性であった術前の全身状態は良好

であり積極的な治療を検討するために確定診断目的の腎摘除術は有用

であったと考えられた．

当院におけるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術（RAPN）導入期

症例の検討 :影林頼明，家村友輔，福井真二，松村善昭，三馬省二

（奈良県総合医療セ） ［目的］導入期における RAPN の有用性につ

いて検討を行った．［対象と方法］2016年11月から2017年 6月までに

腎腫瘍に対し RAPN を施行した 7 例（男性 6 例，女性 1 例，年齢

43∼80歳，平均67.3歳）を対象に検討を行った．［結果］術前診断は

全例 cT1a の単発腎細胞癌（右 5 例，左 2 例）であった．腫瘍径は

14∼30 平均 22 mm で，nephrometry score は 5∼9 平均6.9点であっ

た．手術方法は全例経腹膜的到達法で行い， 2例は無阻血で腎部分切

除術を行った．手術時間は127∼282平均200分，腎動脈阻血を行った

5例の温阻血時間は 16∼40 平均25分であった．切除断端は全例陰性

であり，組織型は 5例が RCC（clear cell : 4例，chromophobe : 1例）

2例が AML であった．

鏡視下腎部分切除術214例の周術期および中期成績に関する検討 :

任起 弘，吉内晧樹，立花大和，大年太陽，加藤 実，山崎健史，井

口太郎，玉田 聡，内田潤次，仲谷達也（大阪市大） ［目的］当院

における鏡視下腎部分切除術の周術期および，中期成績について検討

した．［対象と方法］2011年 6月から2017年 5月までに施行された鏡

視下腎部分切除術214例（RAPN 50例，LPN 164例）につき周術期成

績，腎機能の推移，合併症，再発率を検討．［結果］ステージは T1a

153例，T1b 61例．G3 以上の合併症は 6例，断端陽性は 4例であっ

た．T1a 群と T1b 群の腎機能の推移は術後 1年で eGFR 63.51/63.

40，術後 3年で eGFR 60.53/60.72であった．再発例は T1a 群 2例，

T1b 群 2例認めた．当院の成績をもとに若干の文献的考察を加味し

報告する．

当院における下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎癌の治療成績 :宮井晴加，

間島伸行，松浦昌三，岩橋悠矢，上田祐子，井口孝司，若宮崇人，山

下真平，西澤 哲，射場昭典，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大）

［目的］下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎癌の治療成績を報告する．［方法］

対象は2007年 4月から2017年 5月までに当院で診断された下大静脈腫

瘍塞栓を伴う腎癌30例．［結果］30例中22例（77.3％）に手術を施行

した．手術例では年齢の中央値は64.5（41∼82）歳，右側15例，左側

7例．cT3b が16例，cT3c が 5例，cT4 が 1例であり，cN＋ が 8例，

cM1 が 8例含まれていた．腫瘍塞栓のレベルは level 1，2，3，4 がそ

れぞれ 6，10，1，5例であった．観察期間の中央値は14.5（ 0 ∼

119）カ月であり， 1，3，5年生存率はそれぞれ63.2，39.4，19.7％

であった．［考察］諸家の報告と比較すると生存率はやや低かった．

手術適応については慎重な判断が必要と考えられた．

当院で施行した腎癌 Clinical T1b 症例54例に対する鏡視下腎部分切

除術の検討 :立花大和，山崎健史，大年太陽，任起 弘，吉内皓樹，

加藤 実，井口太郎，玉田 聡，内田潤次，仲谷達也（大阪市大大学

院） 腎癌 cT1b における鏡視下腎部分切除術の報告は少ない．当院

で鏡視下腎部分切除術を施行した cT1b 54例に対して，RENAL スコ

ア，出血量，阻血時間，手術時間，断端陽性率，周術期合併症，無再

発生存率を比較検討した．断端陽性は 4 例（7.4％），T3a への up-

staging は 6例（11.1％），grade 3 以上の合併症は 2例（3.7％）に認

めた．再発は 4例に認めたが，再発のリスク因子は単変量解析では断

端陽性率，腎内転移，多変量解析では腎内転移であった．T1b 症例

における腎部分切除の手術成績に関して，文献的考察を加え報告す

る．

限局性腎癌に対する腎部分切除術の治療成績―開腹とロボット支援

腎部分切除術の比較検討― :城代貴仁，高原 健，市野 学，深見直

彦，佐々木ひと美，日下 守，白木良一（藤田保衛大） 当科で施行

した開腹腎部分切除術（pNx）とロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術

（RAPN）の比較検討を行った．pNx 25例と RAPN 67例で，術後病理

にて腎癌と診断された症例，また術後 1年間当科にて経過観察を行っ

た症例を対象とした．両者に対し手術時間，阻血時間，出血量，入院

期間と，術後の e-GFR 低下率を比較したところ，阻血時間と出血量

に有意差が認められた．術後の腎機能には有意差は認められなかっ

た．阻血時間が RAPN が有意に短かったにも関わらず，術後の腎機

能に差が認められなかった原因として，pNx が冷阻血下で行われて

いるのに対し，RAPN は温阻血で行われていることが考えられた．
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腎部分切除術後の再発に対する治療成績 :射場昭典，間島伸行，松

浦昌三，岩橋悠矢，上田祐子，宮井晴加，井口孝司，若宮崇人，山下

真平，西澤 哲，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大） ［目的］腎

部分切除術（PN）後の再発に対する治療成績を報告する．［対象］

2007年 6月から2016年12月までに当科で腎癌に対して PN を行った

103例．［結果］観察期間の中央値は38カ月（ 3∼109カ月）で， 8例

（7.6％）に計 9回の再発を認めた．初回再発までの期間の中央値は39

カ月（ 4∼75カ月）であった．局所再発の 7例（腎実質 5例，腎周囲

脂肪織 2例）に対しては，分子標的薬（ 1例），RFA（ 1例），腹腔鏡

下腎摘除術（ 5例）を行い，遠隔転移の 2例（対側副腎と肋骨）対し

ては，腹腔鏡下副腎摘除術および肋骨切除術を行った．［結語］PN

は増加する傾向にあるが，局所再発とともに遠隔転移も認められ切除

術を含めた適切な対応が必要である．

精巣膿瘍の 1例 :広田竜一，花田英紀，金 哲將（公立甲賀），細

田光洋（細田医院） 症例は63歳，男性．TURP の手術予定患者で

あった．既往症は胆嚢摘出術．発熱，左陰嚢腫大，左陰嚢痛を自覚し

泌尿器科受診．精巣上体炎の診断で入院加療となる．炎症反応が正常

化しないことから，入院第10病日に CT 撮影したところ左精巣膿瘍を

確認した．左精巣摘除術を施行し，速やかに炎症反応は改善した．抗

菌薬加療しても陰嚢痛や陰嚢腫大が改善しない場合には精巣膿瘍を疑

い，画像評価し，膿瘍を認めれば早期の精巣摘除術が必要であると考

えられた．

Desparation RPLND の術前に腫瘍マーカーが陰性化し，Salvage

RPLND として外科的治療を行った精巣腫瘍の 1例 :副田雄也，光成

有加，鈴木知秀，鈴木昌貴，岡本典子，木村恭祐（独立行政法人国立

病院機構名古屋医療セ），岡村菊夫（東名古屋） ［目的］救済化学療

法後や腫瘍マーカー陽性の RPLND は症例選択が重要である．今回

salvage RPLND を行った 1例を経験したので報告する．［症例］26歳．

他院で T2N2M1 胎児性癌の診断を受け化学療法目的に受診．導入化

学療法として BEP 3コース施行後，hCG のみ陽性．救済化学療法と

して TIP 療法を選択したが 1 コース終了後末梢神経障害のため，

hCG 陽性のまま desparation RPLND へ．入院後 hCG が陰性化し

salvage RPLND として施行．viable cancer を認めたが追加治療なしで

再発なく経過観察中である．［結論］進行性精巣腫瘍の外科的治療は

患者選択次第では長期予後も期待できるため，さらなる症例の蓄積に

よって集学的治療の選択肢となりえると考えられた．

精巣胚細胞腫瘍における晩期再発症例の臨床的検討 :糸賀明子，青

木芳隆，堤内真実，稲村 聡，松田陽介，伊藤秀明，横山 修（福井

大），大山伸幸（大山クリニック） ［目的］精巣胚細胞腫瘍の再発時

期は 2年以内がほとんどである．初治療後 2年以降に再発するものを

晩期再発と呼ぶ．今回われわれは，当院で経験した精巣胚細胞腫瘍に

おける晩期再発症例について検討した．［方法］2000年 1月∼2017年

4月に当院で胚細胞腫瘍と診断された41例について検討した．［結果］

41例中 7例で再発を認め，このうち 2年以降に再発した症例は 6例で

あった．［考察］晩期再発のリスク因子は，現在まだ同定できていな

いため，どの症例でも起こりうると考えるべきである．最低でも10年

間の経過観察が必要だと考えるが，10年以降の再発例もある．精巣胚

細胞腫瘍の晩期再発には多様性があり，治療を複雑にしている．

当院における緊急手術を要した急性陰嚢症の検討 :西澤 哲，松浦

昌三，間島伸行，上野 駿，宮井晴加，梅本秀俊，井口孝司，若宮崇

人，山下真平，射場昭典，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大）

［目的］手術を要した急性陰嚢症のアウトカムとその診断方法を評価

する．［方法］対象は2007∼2017年に緊急手術を行った急性陰嚢症例．

術前検査，理学所見と術中所見，精巣温存との関連を評価した．［結

果］急性陰嚢症により緊急手術を要した29例中23例が精巣捻転と診断

された．捻転症例中12例が精巣温存可能で，うち 8例が発症から 7 h

以内に手術されたが 4例は 24 h 以上経過していた．挙睾筋反射の消

失，精巣の偏位，陰嚢皮膚の発赤が捻転を予測する因子として同定さ

れたが，これらの理学所見を認めない捻転症例も存在した．［考察］

精巣捻転の確実な診断は困難で時間が経過しても手術による解除が精

巣温存に寄与する症例がある．

JCHO 星ヶ丘医療センターにおける精索捻転症例の臨床的検討 :市

川和樹，大森千尋，中濱智則，初鹿野俊輔，松本吉弘，百瀬 均

（JCHO 星ヶ丘医療セ） ［目的］当院における精索捻転症例を検討

した．［対象］2002年 1月から2017年 6月までに急性陰嚢症の診断に

て手術療法を施行し，精索捻転と診断された24例．［結果］平均年齢

は16.7歳（ 3∼53歳），患側は左側17例（71％）， 4例で精巣摘出術が

施行されていた．受診月別では10月が 5例（21％）と最も多かった．

また，受診前日最高気温と受診日最低気温の温度差が 10°C 以上の症

例は19例（79％）で認めた．［結論］精索捻転の発症には，季節性や

温度差が関連していることが示唆された．

腹腔内停留精巣に発生したセミノーマの 1例 :荒瀬栄樹，松浦 浩

（三重県立総合医療セ） 20歳代，男性．左下腹部痛にて当院受診．

CT にて 10 cm 大の腹腔内腫瘍あり，MRI にて悪性腫瘍が疑われ，

HCGβ 0.9 ng/ml と異常高値を認めた．右精巣は異常なく，左精巣は

認めず． 1歳時に左停留精巣の手術の際，精巣が見つからず遺残物の

み処理されるも，腹腔内までは確認されず．今回，腹腔内停留精巣に

発生した精巣腫瘍が疑われた．開腹手術にて，腫瘍と腸管との癒着な

く，腹膜外へ容易に脱転でき，腫瘍に流入する精索を確認し，結紮切

断して腫瘍を摘出．病理組織結果は，精巣セミノーマ pT1 であった．

術後 1年経過するも再発転移認めず．停留精巣術後であっても，腹腔

内に残留している可能性も念頭に置く必要がある．

hCG 産生腫瘍の手術前後における内分泌学的変化 :飯島将司，加

藤祐樹，岩本大旭，浦田聡子，中嶋一史，川口昌平，重原一慶，野原

隆弘，泉 浩二，成本一隆，角野佳史，溝上 敦（金沢大大学院医薬

保健学総合研究科） hCG は通常腫瘍マーカーとして測定されるが

内分泌学的影響を考える機会は少ない．過去に hCG 産生腫瘍に対し

て治療を行った症例で少なくとも 1回内分泌学的評価を行った症例 5

例に対して検討した．hCG は 45.6∼26,200 mIU/ml で，45.6 mIU/

ml の症例以外で LH，FSH は抑制を受けていた（LH 0.1 mlU/ml 未

満∼0.9 mlU/ml，FSH 0.1 mlU/ml 未満∼1.1 mlU/ml）．術後に内分

泌学的評価がされている 4例では術後に hCG が低下するにつれ LH，

FSH の抑制は解除され，最終的には高ゴナドトロピンの状態になっ

た（LH 14.1∼62.8 mlU/ml，FSH 23.8∼61.0 mlU/ml）．内分泌学的

変化について文献的考察を加えて報告する．

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後に感染性リンパ嚢腫を来た

した 3例 :谷口友規，高橋義人，小鷹博人，秋田和利，石田健一郎，

山田 徹，谷口光宏（岐阜県総合医療セ） 当院では2017年 6月まで

に368例の RALP を施行している．術後感染性リンパ嚢腫を 3例に認

めたため，若干の文献的考察を含めて報告する．症例 1 : 79歳．

RALP＋PLND の術後 6カ月で，発熱し受診．CT で骨盤内嚢胞性病

変認め，穿刺液から MSSA．計 4週間の抗菌薬および経皮的ドレナー

ジ術で治癒．症例 2 : 74歳．RALP＋拡大 PLND の術後 3週間で，発

熱し受診．CT で骨盤内嚢胞性病変認め，血液および穿刺液から

MRSA．血液培養陰性化から 2週間の抗菌薬および経皮的ドレナージ

術で治癒．症例 3 : 72歳．RALP＋PLND の術後 2カ月で，発熱し受

診．CT で骨盤内嚢胞性病変認め，血液および穿刺液から bacteroides

fragilis．計 3週間の抗菌薬および経皮的ドレナージ術で治癒．

da Vinci を用いた前立腺癌，直腸カルチノイド同時手術の 1例 :浜

本幸浩，萩原徳康（松波総合），小林健司，廣川高久（同外科） ［症

例］60歳，男性．［現病歴］検診にて PSA 異常を指摘され，前立腺癌

（TcN0M0）Gleson score 3＋4 と診断された．同時に便鮮血陽性から直

腸 Rb にカルチノイドを指摘された．患者の同意のもと同時手術を行

う予定となった．［経過］前立腺癌に対して標準ポートを置いたのち，

直腸手術用のポートをおいた．まず，直腸カルチノイド手術にあたり

左尾側からドッキングを行い，腸管遊離操作，会陰部からドッキング

し前立腺全摘，直腸周囲剥離，膀胱尿道吻合しロールアウトした．低

位前方切除，人工肛門造設された．［考察］前立腺癌，直腸カルチノ

イドに対しいずれを先行させても術後癒着の可能性があり今回の da

Vinci 同時手術は有用であると考えられた．

ロボット支援前立腺全摘除術における腹部手術歴が手術成績に与え

る影響についての検討 :別宮謙介，中田哲也，三井將雄，野田 岳，

森 聰博（独立行政法人国立病院機構岩国医療セ） ［目的］腹部手

術歴がロボット支援前立腺全摘除術（RALP）の手術成績に与える影

響について検討した．［対象］2014年 1月∼2017年 6月に当科で施行

した RALP 232例．［結果］49例に腹部手術歴があり（虫垂29，胃十
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二指腸10，胆嚢11，腸 1，鼠径ヘルニア 9，腎 2，下部尿管 1，臍

1，重複あり），全手術時間，コンソール時間，コンソール外（ポー

ト挿入，ドッキング，閉創など）時間，出血量，尿道カテ留置期間の

中央値はそれぞれ（腹部手術歴有 : 無で示す），224 : 225分，165 :

165分，58 : 54分，75 : 50 ml，6 : 6日，断端陽性率は12.2 : 25.1％

であり，コンソール外時間（p＜0.05）以外有意差を認めなかった．

［結論］腹部手術歴は RALP の手術成績に影響を及ぼさない．

前立腺癌の神経周囲浸潤と術後生化学的再発との関連 :三井要造，

清水俊博，中島陽太，田井俊宏，山辺史人，鈴木九里，小林秀行，永

尾光一，中島耕一（東邦大），椎名浩昭（島根大） ［目的］前立腺癌

の神経周囲浸潤（PNI）の意義を検討した．［方法］1998∼2006年の

間に全摘除術を施行した前立腺癌症例中，術前補助療法施行例を除外

した256例を対象とした．［成績］PNI は256例中182例（71.1％）で陽

性であり，PNI 陽性症例では陰性症例と比較し，PSA 値，Gleason

score，病理病期およびリンパ節転移陽性率が有意に高く，生化学的

再発（BCR）が高率にみられた．単変量解析では，年齢，PSA 値，

Gleason score，病理病期，そして PNI の有無が BCR に関する有意な

因子であり，stepwise 法による多変量解析では病理病期と PNI の有無

が BCR 予測の最適な組み合わせであった．［結論］PNI は前立腺癌

の術後 BCR を予測しうる重要な因子と考えられた．

前立腺全摘除術後 5年以降に PSA 再発した症例の検討 :西本光寿，

桑原 賢，花井 禎，江左篤宣（NTT 西日本大阪） 1996年 7月∼

2012年 5 月までに当院で前立腺全摘除術を受け，術後 5 年以降に

PSA 再発した 7例について検討した．PSA 再発は cut off 値 0.2 ng/ml

と定義した．術前 PSA 値の中央値は 12.8 ng/ml（8.1∼122.9），手術

時年齢の中央値は63歳（53∼74），PSA 再発までの期間中央値100カ

月（78∼112）であった．Gleason score 3＋3 が 3 例，3＋4 が 2 例，

4＋3 が 2例，stage T1c が 1例，T2a が 3例，T2c が 2例，T3a が 1

例であった（全例 N0M0）． 7例中 2例は，画像上再発（リンパ節転

移，局所再発）を認めた． 5例は緩徐に PSA 上昇するも画像上再発

を認めず，救済療法なしで経過観察している．晩期 PSA 再発症例の

臨床的特徴や救済療法について文献的考察を加えて検討する．

Reduced port（2-port）radical prostatectomy の Learning curve :

小林隆宏，茶谷亮輔，永井 隆，小林大地，岡村武彦，秋田英俊（安

城更生），安井孝周（名古屋市大大学院） ［対象］2017年 6月まで施

行した 2 port-RP は274例．5-port 未経験の術者Kが施行した78例につ

いて，初 ;中 ;後期（各26例）に分け比較検討した．［方法］後腹膜

腔アプローチで施行．臍部にマルチチャンネルポートと左下腹部にト

ロッカーを留置．閉鎖リンパ節郭清施行，膀胱尿道吻合は 2-0 PDS

で連続縫合．［結果］初 ;中 ;後期の手術時間，出血量（尿含む）は

211（141∼393) ; 161（74∼214) ; 111（84∼149）min，506.5（50∼

1,571) ; 307（6∼1,250) ; 225（0∼701) ml であった．pT2 の断端陽

性は23.8（5/21) ; 15.0（3/20) ; 13.6（3/22）％であった．［考察］

2 port-RP は通常手術として問題なく 5-port 未経験者でも施行でき，

手術時間・出血量にラーニングカーブも認められた．

腹腔鏡下前立腺全摘術前後の排尿症状アンケート（IPSS）の検討 :

杉野善雄，牧田哲幸，鈴木一生，鈴木良輔，福永有伸，久保田聖史，

土肥洋一郎，松岡崇志，井上幸治，岡田卓也，川喜田睦司（神戸市立

医療セ中央市民） ［目的］腹腔鏡下前立腺全摘術（LRP）後 2年以

上の長期にわたる術後排尿症状アンケートを解析した．［方法］2006

年 6月∼2014年 2月の間に，当科で術前ホルモン治療なしで LRP を

施行し，術前の IPSS が取得できていた142名（平均年齢67.6歳）．術

前 PSA は 9.54 ± 5.48 ng/ml，cT1 46 名（32.4％），cT2 89 名

（62.7％），cT3 7名（4.9％），術前前立腺体積は平均 30.6±12.6 ml．

フォローアップ期間は24∼119カ月．［成績］IPSS 合計は術前 9.46 か

ら， 3カ月後には 13.16 と悪化し，24カ月後に 9.94 と術前レベルに

まで戻った後，36カ月 10.43，48カ月以降 11.64 と徐々に悪化した．

［結論］IPSS スコアは LRP 術後悪化し， 2年程度で安定するがその

後は再度悪化を示した．

BCG 膀胱内注入療法後に生じた Reiter 症候群の 2例 :中川朋美，

重原一慶，内藤怜奈人，中嶋一史，飯島将司，野原隆弘，成本一隆，

泉 浩二，角野佳史，溝上 敦（金沢大大学院医薬保健学総合研究

科） ［目的］BCG 膀胱内注入療法後に生じた Reiter 症候群の 2例

を報告する．［方法］症例 1 : 77歳，男性．尿路上皮癌 pT1 にて BCG

膀胱内注入療法を 7回施行．その後再発にて TURBT 2回目を施行．

病理結果 pTa∼pT1 であり，BCG 3回目注入後より 38°C 台の発熱，

結膜充血，関節痛があり Reiter 症候群と診断．症例 2 : 62歳，男性．

尿路上皮癌 pT1 にて BCG 膀胱内注入療法開始． 5回目注入後より

38°C 台の発熱持続し，注入後 5日目に，結膜充血，関節痛を認め，

Reiter 症候群と診断．［結果］症例 1 : LVFX 500 mg 静脈投与にて軽

快．症例 2 : PSL 内服と点眼にて軽快．［考察］BCG 膀胱注入療法中

に関節痛が出現した症例については，本疾患も鑑別疾患の 1つに考え

る必要があると思われる．

長期腹膜透析患者に発症した原発性体腔液リンパ腫（PEL）の 1

例 :尾崎慎司，川嶋彩花，三上貴子，安田考志（パナソニック健康保

険組合松下記念腎不全科） ［症例］73歳，男性．原疾患は慢性糸球

体腎炎．PD 歴10年，血液透析（HD）歴13年．HD 移行後 4 年目に

被嚢性腹膜硬化症（EPS）を発症．ステロイド開始も腹水減少せず，

PD 用カテーテルを再留置し洗浄していた．［経過］今回発熱と腹痛

にて受診，混濁・WBC 多数より細菌性腹膜炎として入院．腹水中の

分画は好中球優位も，異型リンパ球の出現を認めその後精査にて

PEL と診断．治療予定も経過中に腸管穿孔で急逝された．［考察］

PEL は非ホジキンリンパ腫の 2％と稀な疾患で，HIV，EBV，HHV-

8 など，炎症との関連が指摘されている．［結語］EPS の慢性炎症を

背景とした PEL を経験した．PD の稀な合併症としての発症も考え

られ報告する．

当院における結腸膀胱瘻 8例の検討 : 瀬戸公介，廣田圭祐，中島

英，冨田諒太郎，西村謙一，篠森健介，藤方史朗，岡本賢二郎，山師

定，菅 政治（愛媛県立中央） ［目的］結腸膀胱瘻は憩室炎の穿通，

悪性腫瘍の浸潤，Crohn 病など様々な原因で起こるが，憩室炎による

ものが最も多いとされる．近年，食の欧米化や高齢化に伴う憩室炎の

増加に伴い結腸膀胱瘻も増加傾向にある．［方法］当院でこれまでに

経験した結腸膀胱瘻 8症例について，原因疾患，診断方法，治療法な

どについて検討する．［結果］原因疾患は憩室炎が最多であった．診

断方法は様々であり単一の検査で診断することは困難であった．治療

法は基本的に外科的手術であり最近は腹腔鏡手術が主であったが，症

例によっては膀胱の縫合を要さなかった．［考察］今後さらに症例が

増加すると考えられ，外科治療については腹腔鏡でも比較的安全に施

行できる．

肉眼的血尿を来たした膀胱アミロイドーシスの 4例 :小林達矢，萩

原暢久，朴 英寿，岩田 健，宮下浩明（近江八幡市立総合医療セ）

［目的］当院で経験した膀胱アミロイドーシスの 4例について報告す

る．［症例 1］83歳，女性．膀胱タンポナーデを認め，TUEC により

止血，膀胱生検の結果，全身性アミロイドーシスと診断．［症例 2］

63歳，女性．肉眼的血尿および排尿困難を主訴に受診，TUEC によ

り止血，膀胱生検によりアミロイドーシスと診断，慢性関節リウマチ

に伴う続発性であった．［症例 3，4］55歳と75歳，女性．肉眼的血

尿を主訴に受診，膀胱鏡で隆起性病変を認め，TUR-Bt を施行，病理

検査，全身検査より限局性膀胱アミロイドーシスと診断．［結語］ 4

例すべて肉眼的血尿を契機として診断された．全身性，限局性アミロ

イドーシスについて文献的考察を加えて報告する．

膀胱癌に対する BCG 膀胱内注入療法施行後に結核性精巣上体炎を

発症した 1 例 : 高羽夏樹
1
，納谷佳男

1,4，苗村健慈
2
，大久保貴子

3

（1明治国際医療大，2同内科，3同病理部，4長浜市立湖北） 80歳，男

性．2016年 4月より，膀胱癌に対する BCG 膀胱内注入を導入・維持

療法として計 9回施行．当院内科で間質性肺炎の経過観察中に左肺に

増大する結節を認めたため，2017年 5月に PET 検査を施行し，左精

巣に FDG 強集積を指摘．精巣腫瘍の精査目的に当科へ紹介．T-

SPOT は陰性で精巣腫瘍マーカーは sIL-2R の軽度上昇以外は正常範

囲内．MRI で左精巣に造影効果のある腫瘤を認め悪性腫瘍を否定で

きないため，左高位精巣摘除術を施行．病理検査で左精巣・精巣上体

に多核巨細胞，類上皮細胞，リンパ球の浸潤を認め，BCG による肉

芽種性病変と考えられた．結核性精巣上体炎は BCG 膀胱内注入療法

の0.5％未満にみられる稀な合併症であり文献的考察と併せ報告する．

尿道平滑筋肉腫の 1例 :梶尾圭介，東郷容和，近藤宣幸（医療法人

協和会協立） ［目的］尿道に発生する非上皮性悪性腫瘍の中でも稀

泌尿紀要 64巻 5号 2018年254



な平滑筋肉腫の 1例を経験したので報告する．［症例］91歳，男性．

［経過］他院にて膀胱癌の経尿道的手術後の経過観察中，膀胱鏡にて

尿道に腫瘤を認め，当院に紹介となる．2015年 4月経尿道的尿道腫瘍

切除術＋経尿道的膀胱腫瘍切除術施行．その時点での病理所見では紡

錘形細胞肉腫という結果であった．その後も，再発・手術を繰り返し

2017年 3月永眠される．［考察］尿道原発の悪性腫瘍は稀な疾患であ

るが，なかでも非上皮性悪性腫瘍は上皮性悪性腫瘍と比べてもさらに

稀である．今回われわれは尿道原発と考える尿道平滑筋肉腫の 1例を

経験したので文献的考察を加えて報告する．

初診時 PSA 値が 100 ng/ml 以上であった前立腺癌の検討 : 井上慎

也，近沢逸平，牛本千春子，中澤佑介，森田展代，菅 幸大，田中達

朗，宮澤克人（金沢医大） 初診時 PSA 100 ng/ml 以上の症例の予後

予測因子，生存期間につき検討した．2002年から2015年までに診断さ

れた66例を対象とした．臨床病期，Gleason score，初診時 PSA 値，

PSA nadir 値，初診から nadir までの期間（TTN），血液生化学検査，

臨床経過，生存期間に関し調査した．年齢中央値は73歳（53∼90），

初診時 PSA は中央値 390 ng/ml（100∼15,823）であった．生存期間

に関わる因子は転移形式，Gleason score，PSA nadir 値，TTN，PSA

failure の有無，診断時の血清 CRP 値，LDH 値，ALP 値であった．

前立腺癌アンドロゲン除去療法症例における 2014 ISUP 新 Grade

group 分類の有用性の検討 :宇野雅博，川瀬 真，加藤大貴，石田貴

史，加藤成一，藤本佳則（大垣市民） ［目的］2014年 ISUP にて

Gleason score（GS）に関する新 grade group（GG）分類が提唱され

た．新 GG 分類を用いて，前立腺癌に対してアンドロゲン除去療法

施行症例につき，その有用性を検討した．［対象および方法］前立腺

癌に対してアンドロゲン除去療法を行った518症例，新 GG 分類に従

い，全 stage および各 stage 別の新 GG の非再燃率を Kaplan-Meier 法

により算出した．全 stage において，GS 6 以下群，GS 7 群，GS 8 以

上群の 3群に分ける場合と，GS 7 以下群，GS 8 群，GS 9 以上群の

3群に分ける場合にも同様に各群間の解析をした．［結果］新 GG 分

類では一部の群間のみで非再燃率に有意差を認めたが，GS 7 以下，

GS 8，GS 9 以上の 3群では，すべての群間にて有意差を認めた．

前立腺癌ホルモン療法における骨関連事象について :鈴木一生，牧

田哲幸，鈴木良輔，福永有伸，久保田聖史，土肥洋一郎，松岡崇志，

杉野善雄，井上幸治，川喜田睦司（神戸市立医療セ中央市民） ［目

的］当院における前立腺癌ホルモン療法（ADT）における骨関連事

象ついて検討した．［対象と方法］2007年 1月∼2016年12月までに前

立腺癌において ADT を開始し，骨代謝マーカーがフォローできた

100例を対象とした．ADT 開始時の年齢の中央値が72歳（48∼93）で

あった．［結果］ADT 期間の平均値は50.9カ月，骨代謝マーカー

（NTX）の平均値は ADT 前， 1 年後， 2 年後で 42.3，63.6，65.6

（nmolBCE/mmol・Cr）であった．ADT 期間中の骨折は 2 例であっ

た．［結語］ADT 開始後 2年間で NTX が上昇した．

化学療法が奏効した前立腺間質肉腫の 1例 :草場拓人，原田吉将

（長浜赤十字） 30歳，男性．主訴は排尿時痛，肛門痛．CT，MRI

検査にて前立腺に 8 cm 大の内部不均一な腫瘍があり，骨盤リンパ節

転移および多発肺転移を認めていた．前立腺生検にて前立腺間質肉腫

cT4N1M1 と診断した．化学療法として AI 療法（アドリアマイシン

＋イホスファミド）を開始したところ腫瘍は著明に縮小（縮小率

70％）し，アドリアマイシンの限界量となる 8コースまで施行した．

化学療法後も多発残存腫瘍の状態であったため，セカンドラインとし

てパゾパニブの内服を開始するも次第に増大傾向を認め，局所コント

ロール目的に前立腺部への放射線治療を追加した．サードラインとし

てエリブリンを投与するも効果なく初診時より13カ月後に死亡した．

当院における MRI fusion エコーガイド下経会陰的前立腺ターゲッ

ト生検法の成績 : 東 真一郎，加藤 学，関戸 翔，景山拓海，三木

学，舛井 覚，西川晃平，吉尾裕子，長谷川嘉弘，神田英輝，有馬公

伸，杉村芳樹（三重大医学部附属） ［目的］当院における MRI

fusion エコーガイド下経会陰的前立腺ターゲット生検の成績について

解析を行い，その有用性および適応について検討した．［方法］2016

年10月から2017年 6月までにターゲット生検を施行した44例を対象と

した．生検施行前に前立腺造影 MRI を施行し，PI-RADS version 2 に

基づいてスコアリングを行った．総癌検出率，PI-RADS スコア別に

おけるターゲット部位癌陽性率ついて検討を行った．［結果］総癌検

出率は43.2％であった．PI-RADS スコア別のターゲット部位癌陽性

率はスコア 5で50.0％，スコア 4で44.4％，スコア 3で5.6％であっ

た．［考察］PI-RADS スコア 4以上がターゲット生検の良い適応であ

ると考えられた．

MRI で指摘されず，Saturation 生検で指摘された病変の検討 :鈴

木龍弘（勤医協中央） ［目的］部位別の MRI 所見と saturation 生検

所見を比較検討した．［方法］2011年12月∼2017年 3月に初回生検を

行った症例を対象とした．頭側 2/3 の辺縁帯（外側）と移行帯（内

側），尾側1/3（尖部）の MRI 所見を PI-RADS カテゴリー分類し生

検結果と比較した．［結果］カテゴリー 2以下で発見された病変を，

カテゴリー 4以上で発見された病変を比較すると，Gleason score 分布

に有意差がみられた．さらに外側と尖部では陽性コアの割合に有意差

がみられた．この差異は PSA 値が 10 ng/ml 未満の症例でも同様で

あった．［考察］MRI で指摘できない病変は，PSA 値にかかわらず

Gleason スコアが低く，外側と尖部では腫瘍量が小さい可能性が示唆

された．

前立腺癌検診で前立腺癌の予後は改善する（広島県備北地区での検

討) : 瀬野康之，丸山 聡（市立三次中央） ［目的］日本泌尿器科学

会総会で，前立腺財団から助成を受けた前立腺癌検診が有効であった

ことを示した．今回は健康診断での PSA 検診の有用性を検討する．

［対象と方法］前立腺癌の発見契機が健康診断で PSA 高値（A群）と

その他の理由（ B群）に分類し，後方視的に患者背景・生存期間を比

較する．［結果］症例数はA群/ B群で189/105例（以下同様に表記）．

観察期間中央値は7.1/6.1年．年齢中央値は76/75歳であった．PSA

中央値は 12.2/19.8 ng/ml．検出された合計 Gleason score は 6 以下

62/38例，7 が79/35例，8 以上47/31例．全生存率（p＝0.015），前立

腺癌特異生存率（p＝0.003）いずれも A群が良好であり，前立腺癌

の予後を改善していた．

単孔式腹腔鏡下尿膜管摘除術を追加ポートなしで行うための工夫 :

矢西正明，神尾絵里，島田誠治，小糸悠也，井上貴昭，谷口久哲，吉

田健志，駒井資弘，渡邉仁人，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西

医大） ［目的］尿膜管遺残症に対する単孔式腹腔鏡手術のポイント

の 1つに縫合手技がある．当初は 3 mm ポートを追加していたが，最

近はポートを追加せずノットプッシャーを用いて結紮処理を行う工夫

に取り組んでおり，その手術成績を比較したので報告する．［方法］

2016年12月までに単孔式腹腔鏡下尿膜管摘除術を施行した17例（男性

11例，女性 6例，平均年齢32.2歳）．追加ポート群（RPS 群 : 5例）

と追加ポートなし群（LESS 群 : 12例）で手術成績を比較した．［結

果］ 2群を比較して手術時間，膀胱壁・腹膜縫合時間・出血量などの

手術成績に遜色はなかった．［結語］本工夫は手術成績を損ねること

なく単孔式腹腔鏡下手術を完遂でき有用である．

当院における腹腔鏡下尿膜管摘除術 7例の検討 :南村和宏，渡部貴

彦，宇田川幸一（平塚共済） ［目的］尿膜管遺残に対する腹腔鏡下

尿膜管摘除術の臨床的検討を行った．［方法］当院において2013年 2

月∼2017年 5月までに手術を施行した 7例について，術式や周術期経

過について検討した．ポートは右側傍腹直筋に沿って 3ポートを置い

ている．尿膜管を臍直下まで遊離し臍周囲皮膚を切開し一塊に摘出，

一期的に臍形成術を施行した．［結果］年齢中央値は24（18∼56）歳，

入院期間中央値は 7（ 5∼ 9）日，手術時間中央値は158（137∼203）

分，腹腔鏡操作時間中央値は70（43∼115）分であった．臍を引き抜

く際に膀底部を鉗子で把持し体外に脱転，最小限の皮膚切開に努めて

いる．［考察］腹腔鏡下尿膜管摘除術は低侵襲で創部の整容性にも優

れた治療であると考える．

当院における腹腔鏡下副腎摘除術の臨床的検討 :林 哲也，野井

拡，山口唯一郎，藤本宜正（地域医療機能推進機構（JCHO）大阪）

［目的］当院において施行した腹腔鏡下副腎摘除術23症例について，

臨床的検討を施行した．［方法］2003年から2017年までに当院で腹腔

鏡下副腎摘除術を施行した23症例について評価した．［結果］性別は

男性10例，女性13例．年齢31∼77，平均52.2歳．患側は左16例，右 7

例．腫瘍サイズは 5∼75 mm．診断は原発性アルドステロン症 9例，

褐色細胞腫 4例，クッシング症候群 2例，非機能性腺腫 2例，転移性

副腎腫瘍 2例，その他 4例．手術時間は62∼334分．出血量は少量∼
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300 ml．術後在院日数の平均は12日であった．開腹手術への移行は 1

例で，出血量は疾患により特に差は認めなかった．内分泌活性のある

副腎腫瘍において15例中12例で術後に降圧が確認された．

腹腔鏡手術にて摘除した褐色細胞腫の 4例 :小野隆征，千原良友，

渡辺秀次（済生会中和），松下千枝（大阪暁明館），望月裕司（国保中

央），中農 勇（西奈良中央） 2012年 4月からの 5年間に腹腔鏡手

術にて摘除した褐色細胞腫を 4例経験したので報告する．症例は男性

3例，女性 1例，年齢59∼83歳で，主訴は，それぞれ腹部膨満，背部

痛，体重減少，副腎腫瘍精査であった．術前診断は右副腎腫瘍 3例，

左後腹膜腫瘍（術中，左副腎腫瘍と診断） 1例であり，そのうち術前

に褐色細胞腫と診断しえたのは 1例であった．腫瘍径は 25∼60 mm

で，腹腔鏡下副腎摘除術を 3例，腹腔鏡下副腎部分切除術を 1例施行

した．手術時間は153∼261分，出血量は少量∼100 ml であった．病

理診断では，全例に明らかな悪性所見は認められなかったが，術後 4

年 8カ月で対側副腎に再発していると考えられる症例が 1例認められ

た．

後腹膜脂肪肉腫の臨床的検討 :奥田洋平，伊藤拓也，竹澤健太郎，

川村憲彦，谷川 剛，蔦原宏一，高尾徹也，山口誓司（大阪急性期・

総合医療セ） ［目的］後腹膜脂肪肉腫の治療の原則は，再発症例を

含め，外科的切除であるが，切除不能例に対する治療法は確立されて

いない．当センターでの後腹膜脂肪肉腫の治療成績をまとめ，その治

療戦略について考察する．［方法］2000年 4月∼2017年 4月に当セン

ターで後腹膜脂肪肉腫と診断された10例を後方視的に検討した．［結

果］初発時年齢は51∼86歳（中央値 : 76歳），病理組織型は高分化型

4例，脱分化型 6例であった． 9例に対し手術を施行したが 7例に局

所再発を認めた．うち脱分化型は 5例中 5例が局所再発を認めた．初

回手術からの生存期間は 3∼42カ月（中央値 : 14カ月）であった．

［考察］局所再発率が高く，再発予防の重要性が示唆された．

当施設における多臓器転移を有する後腹膜肉腫の治療経験 :遠藤貴

人，佐野貴紀，今井聡士，安福富彦，村蒔基次，山田裕二（兵庫県立

尼崎総合医療セ） 対象は当院で経験した多臓器転移を有する後腹膜

肉腫の 3例．症例 1は26歳，男性．前立腺間質性肉腫，多発肺転移，

リンパ節転移で AI（ADM＋IFM）療法 4コース後に RARP を施行．

術後 AI 療法 3コース後に PD，pazopanib 導入するも気胸を来たし緩

和治療に移行し死亡．症例 2は79歳，男性．左腎平滑筋肉腫，多発肝

転移，胸腰椎転移で GD（GEM＋DTX）療法を 2コース施行で PD，

ADM 単剤に変更し継続中．症例 3は40歳，女性．左腎平滑筋肉腫，

多発肝転移，多発肺転移で左腎摘除術後に GD 療法 2コース施行，

残存腫瘍切除行うも増悪，pazopanib 導入し継続中．これらの症例に

つき文献的考察を加えて報告する．

副腎オンコサイトーマの 1例 : 高口 大，土橋正人，石井淳一郎

（国際医療福祉大学熱海），平間誠之（同内分泌代謝内科），金綱友木

子（同病理診断科） 症例は66歳，男性．上部消化管内視鏡検査で胃

壁外圧迫を認め，当院内科を受診された．腹部単純 CT で約 65 mm

大の左副腎腫瘤を認めたが，身体所見や PET/CT で異常を認めず，

また非機能性であったため，経過観察となった．初診時から 5カ月

後，腹部造影 CT にて同腫瘤は内部不均一な造影効果を伴い，86 mm

大へと増大を認めたため当科紹介受診となった．画像所見にて悪性腫

瘍の可能性を否定できず，ミニマム創左副腎摘除術を施行し，病理組

織学的に，境界悪性型，左副腎オンコサイトーマの診断となった．周

術期に合併症を認めず，術後 5カ月を経た現在，再発，転移なく経過

観察中である．
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