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学 会 抄 録

第273回日本泌尿器科学会東海地方会

(2016年12月11日（日），於 KDX 桜通ビル)

副腎に発生した Chronic expanding hematoma の 2例 :永山 洵，

服部良平，松井宏考，佐野友康，平林裕樹，鈴木弘一（名古屋第一赤

十字），鈴木省治，加藤久美子（同女性泌尿器科） 1カ月以上かけ

て徐々に増大する血種は，chronic expanding hematoma と定義される．

今回，副腎に発生した chronic expanding hematoma の 2 例を経験した

ので若干の文献的考察と合わせて報告する．

左腎静脈塞栓を伴う左腎膿瘍に対し，ニューキノロン長期使用に

て，保存的加療が可能であった 1例 :日紫喜公輔，杉山恭平，室 悠

介，仲島義治，公平直樹，西尾恭規，吉村耕治（静岡県立総合）

［症例］31歳，女性．糖尿病治療を自己中断し，コントロール不良で

あった．2016年 1 月悪心・嘔吐を主訴に近医受診し，感染を契機とし

た糖尿病ケトアシドーシスを疑われ，当院救急搬送．HbA1c 14.2％，

CRP 43.68 mg/dl であり，感染性静脈内血栓を伴う左急性巣状細菌性

腎炎（AFBN）と診断．VCM＋MEPM にて加療を開始したが，腎膿

瘍および腎周囲膿瘍へと悪化．外科的処置による血栓播種の危険性

と，血液培養からのクレブシエラを検出を考慮し，CPFX の点滴静注

に変更．その後，軽快し，静脈内血栓も消失したため，32日目に

LVFX 内服で退院した．［考察］AFBN/腎膿瘍/腎周囲膿瘍共に，血

行性や尿路上行性に生じる腎実質感染症であり，腎膿瘍/腎周囲膿瘍

は外科的処置が必要である事が多いが，症例によってはニューキノロ

ン長期使用にて保存的に改善する可能性がある．

緊急腎摘除術にて救命しえた気腫性腎盂腎炎の 1例 :吉澤篤彦，深

見直彦，友澤周平，河合昭浩，引地 克，伊藤正浩，竹中政史，深谷

孝介，彦坂和信，佐々木ひと美，日下 守，石川清仁，白木良一（藤

田保衛大），糠谷拓尚（南生協） 42歳，女性．糖尿病の加療を半年

前に自己中断． 3 日前からの発熱・嘔気を主訴に前医受診．CT で腎

実質気腫像，血小板減少，炎症反応高値認め当院へ緊急搬送となる．

来院時 CT で気腫像の急性増悪と意識混濁出現．緊急での左腎摘除術

を選択した．炎症反応，血小板数，意識状態の著名な改善を認め，術

後 4 日目には ICU 退室，術後12日目には退院となった．本症例の気

腫像は腎周囲腔まで進展しており，Huang らの分類で class 3A，危険

因子とされる 4項目の中で血小板減少・急性腎不全・意識障害の 3項

目を満たしていた．治療フローチャートにおいても腎摘出術が推奨さ

れおり，本症例でも良好な経過を得た．

TUL 施行後短期間で珊瑚状結石を生じた 1例 : 海野奈央子，山田

健司，金本一洋，橋本良博，岩瀬 豊（豊田厚生） 46歳，女性．糖

尿病治療中．結石性腎盂腎炎の治療後，TUL 施行． 4カ月後の CT

にて珊瑚状結石を認め， 1 年後再度結石性腎盂腎炎を発症．改善後

ECIRS を施行し，すべて抽石した．

術前診断に至らなかった IgG4 関連疾患の 1例 :三木 学，西川晃

平，渡辺麻里，関戸 翔，梶原進也，東 真一郎，加藤 学，舛井

覚，吉尾裕子，長谷川嘉弘，神田英輝，有馬公伸，杉村芳樹（三重

大） 症例は67歳，男性．主訴は画像検査異常． 3 年前直腸がん術

後，CT フォロー中に左尿管腫瘍を疑われ，紹介となった．造影 CT

では骨盤内左尿管に腫瘤あり造影効果を有していた．MRI 上周囲へ

の浸潤が疑われ，逆行性尿管造影検査では下部尿管に約 1 cm の陰影

欠損を認めた．膀胱尿および尿管カテ尿共に尿細胞診は陰性．しか

し，臨床的に左尿管癌を強く疑い，左尿管癌 cT3N0M0 の診断で左腎

尿管全摘術を施行した．病理組織結果では尿路上皮癌は認められず，

IgG4 関連包括的診断基準を満たしていることが確認された．

診断に苦慮した下大静脈内塞栓を伴う腎腫瘤の 1例 :宮田裕大，馬

島 剛，村松知昭，森 文，成田知弥，松尾かずな，成田英夫，石田

昇平，舟橋康人，藤田高史，佐々直人，松川宜久，加藤真史，吉野

能，後藤百万（名古屋大） 症例は73歳，男性．近医で腎機能障害精

査中，CT で右腎腫瘤，下大静脈腫瘍栓を指摘されて当科紹介受診．

ダイナミック CT では右腎外側に突出する腫瘤と横隔膜直下まで進展

する下大静脈内腫瘍栓を認め，どちらも造影効果は軽度であった．画

像所見からは悪性腫瘍に典型的ではなかったためエコーガイド下腎腫

瘍生検を施行した．生検結果は血腫の診断だったが，肺塞栓や心不全

の危険性を考慮し開腹右腎摘出術および下大静脈腫瘍栓摘出術を施

行．腫瘤周囲や下大静脈周囲の癒着は強固であった．術後経過は良好

で第10病日で退院となり現在は外来経過観察中となる．病理所見は血

腫とその辺縁に炎症細胞と線維化，血管新生を生じていたが明らかな

悪性所見はなかった．病理学的診断は血腫であった．本症例の病態に

関して文献的考察を加え，これを報告する．

腎原発と考えられた肉腫の多発肺転移に対し Pazopanib が奏効し

た 1例 :大橋朋悦，山田浩史，服部恭介，山内裕士，石田 亮，錦見

俊徳，横井圭介，小林弘明（名古屋第二赤十字） 37歳，女性．肉眼

的血尿の精査で左腎腫瘍を指摘．開腹左腎摘除術を施行．病理結果は

腎原発と考えられる分類不能の肉腫だった．術後 5カ月で多発肺転移

を認め，Pazopanib を開始した．

AIDS 治療経過中に診断した左尿管原発の形質細胞腫の 1 例 : 滝

陽輔，永井 隆，田中勇太朗，小林大地，小林隆宏，秋田英俊，岡村

武彦（安城更生） 症例は45歳，男性．内科で AIDS 治療中に肉眼的

血尿を認めた．腹部超音波検査と CT にて左尿管腫瘍，左水腎水尿管

を認めたが，リンパ節転移，他臓器病変は認めず．逆行性腎盂尿管造

影では左腎の造影剤の描出不良を認めた．以上から cT2N0M0 の左尿

管癌と診断し，体腔鏡下左腎尿管全摘除術を施行した．切除標本で尿

管上部に径 30 mm 大の充実性腫瘤を認めた．病理組織学的には腫瘍

細胞核は偏在性で核周囲明庭を呈しており，免疫組織化学染色で

CK7（−），CK20（−），CD79a（＋），CD138（＋）を示し，Igλ の

モノクローナルな増殖を認めた．術後の PET-CT では他臓器病変を

認めず，全身レントゲン検査でも骨病変を認めず，骨髄穿刺吸引組織

診では骨髄浸潤は認めなかった．以上より，尿管原発形質細胞種と診

断した．術後 5カ月，再発・転移は認めていない．

Tailgut cyst が由来と思われる，後腹膜原発粘液嚢胞腺癌の 1例 :

吉川昌希，杉野友亮，西井正彦，芝原拓児，大西毅尚（伊勢市赤十

字） 下腹部膨隆を主訴に内科受診され，左巨大腎嚢胞で当科紹介と

なった患者．精査の上，開腹摘出術施行した．病理結果は，Tailgut

cyst 由来と思われる粘液嚢胞腺癌であった．

膀胱原発 MALT リンパ腫の 1例 :今村哲也，堀内英輔（市立伊勢

総合），池田 健（同内科） 68歳，女性．肉眼的血尿出現．近医内

科を受診後当科に紹介となった．膀胱鏡にて膀胱三角部から左側壁に

かけて左尿管口を巻き込む粘膜下腫瘍を認めた．CT では左尿管口周

囲に 3.5×2.5 cm 大の充実性腫瘤を認め，左水腎，水尿管を認めた．

また MRI で腫瘤は T2 強調で低信号，拡散強調画像で高信号を示し

た．組織診断目的に経尿道的膀胱腫瘍切除術を施行した．可能な限り

腫瘍を切除し，左尿管口を確認した．病理組織結果はびまん性に中型

からやや大型の核を有する N/C 比の高い細胞が出現し CD20 陽性で

CD3，CD5，CD10，CD23 は陰性であり，MALT リンパ腫であった．

内科に紹介し PET-CT で他部位にリンパ腫の転移がないことを確認

後，放射線治療を開始した．総線量 30 Gy の照射を施行した後，リ

ツキシマブ 600 mg/body を投与して退院となった．今後も外来でリ

ツキシマブの投与を施行していく予定である．

膀胱のびまん性大細胞性B細胞性リンパ腫の 1例 :鈴木知秀，副田

雄也，水野秀紀，岡本典子，木村恭祐，青田泰博（名古屋医療セ），

岡村菊夫（東名古屋） 症例は82歳，女性．2016年 3 月，突然の背部

痛で当院受診．造影 CT にて肝内出血が疑われ血管塞栓術施行するも

出血源は特定できず．その際の CT にて膀胱腫瘤を指摘され当科受診

となった．肉眼的血尿はなく，尿細胞診は陰性であったが膀胱鏡にて
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左側壁，三角部，後壁，頂部に浮腫様変化を認めた．CT では左閉鎖

神経リンパ節腫大を認めた．同年 5 月，膀胱腫瘍に対して経尿道的膀

胱腫瘍切除術（TUR-BT）を施行した．病理組織学的検査はびまん性

大細胞性 B 細胞性リンパ腫（DLBCL）であった．PET/CT にて膀胱

壁，左閉鎖，右閉鎖後部，両側肺門リンパ節にリンパ節腫脹を認めた

が，その他病変では診断ができず，TUR-BT による病理組織のみで

最終診断となった．現在，血液内科にて化学療法中である．膀胱に発

生する悪性リンパ腫は比較的稀であり，若干の考察を含めて報告す

る．

膀胱小細胞癌に対して集学的治療を行った 1例 :山口朝臣，村木厚

紀，平林毅樹，守屋嘉恵，深津顕俊，吉川羊子，上平 修，松浦 治

（小牧市民） 66歳，男性．肉眼的血尿にて当科紹介．精査にて膀胱

癌 cT2N0M0．TURBT にて small cell carcinoma と urothelial carcinoma

が混在した像を示し，予後不良なタイプであるため肺小細胞癌に準じ

て EP（エトポシド＋シスプラチン）療法 2コース施行後に膀胱全摘

術施行．Small cell carcinoma は消失し，urothelial carcinoma，G3，

pT1N0．術後18カ月後に Th6 転移出現あり放射線照射．さらに14カ

月後に Th4-5 転移出現，神経圧迫症状あり除圧固定術施行．骨病理

にて small cell carcinoma．さらに EP 療法 2コース，IP（イリノテカン

＋シスプラチン）療法 2コース，アムルビシン療法 1コースによる化

学療法を行うも，徐々に腫瘍進展あり，治療開始より 5 年後に脳症に

て死亡した．

急性前立腺炎から S状結腸膀胱瘻を診断し，手術療法を行った 2

例 : 村木厚紀，上平 修，平林毅樹，山口朝臣，守屋嘉恵，深津顕

俊，吉川羊子，松浦 治（小牧市民） 症例 1 : 56歳，男性．大腸カ

メラ検査後の急性前立腺炎で S 状結腸膀胱瘻疑われ，後日外科で膀胱

部分切除施行．症例 2 : 67歳，男性．急性前立腺炎加療中に気尿あ

り， S 状結腸膀胱瘻認め，後日外科で膀胱瘻孔部縫合閉鎖術施行．

前立腺原発小細胞癌の 1例 :石川智啓，小松智徳，加藤 隆，佐野

優太，鶴田勝久，木村 亨，辻 克和，絹川常郎（独立行政法人地域

医療機能推進機構中京） 68歳，男性．排尿障害にて近医を受診し，

CT にて多発肺転移，肝転移を認め，腎癌再発を疑い当院紹介受診．

採血で PSA 2.425 ng/ml，ProGRP 26,400 pg/ml，NSE 347 ng/ml．経

直腸的前立腺針生検にて両葉10箇所すべてに小細胞癌を認めた．免疫

染色は PSA 陰性，chromogranin 陰性，synaptophysin 陽性，CD56 陽

性．造影 CT にて前立腺癌の精嚢，膀胱後壁，直腸への浸潤が疑わ

れ，多発肺転移，肝転移，膵転移，リンパ節転移を認め，前立腺小細

胞癌 cT4N1M1c と診断した．EP 療法（80％ dose）を 1 コース施行

し，ProGRP は 9,780 pg/ml と改善．CT にて転移巣の軽度縮小を認

めるも，前立腺部に膿瘍形成が疑われた．全身状態増悪し，第40病日

死亡した．

心血管系合併症を有する高齢者に対する Abirateron の使用経験 :

西川昌友，渡邉弘充，倉橋俊史（聖隷三方原） 血管系合併症を有す

る高齢去勢抵抗性前立腺癌患者（83歳 : 深部静脈血栓症・ 慢性肺塞

栓症，86歳 : 陳旧性心筋梗塞・糖尿病）への投与経験につき，若干の

文献的考察を加え報告する．

ホルモン療法併用放射線治療後に PSA が測定感度以下に維持され

ながらも再発したと考えられた前立腺癌の 1例 :景山拓海，曽我倫久

人，小倉友二（愛知県がんセ中央） 64歳，男性．2009年 7 月より当

院で前立腺癌（PSA 71.83 ng/dl，Gleason score 5＋4，cT3bN0M0）に

対して内分泌療法（CAB 療法）を開始した．2010年 5 月より放射線

治療 IMRT（78 Gy/39 fr）を追加した．IMRT 後 2 年間 LH-RH

agonist を継続し，その後 PSA は 0.01 ng/dl と測定感度以下を維持し

ていた．2014年 9 月に偶発的に頸胸椎の硬化性病変を指摘され，精査

で頸胸椎・仙骨の多発性骨転移・骨盤内多発リンパ節転移を認めた

が，他に原発巣を認めず，前立腺癌の転移と診断した．CAB 療法お

よびゾレドロン酸の投与を開始し，画像上病勢は軽快傾向であった

が，2015年11月頃から骨転移が増悪した．PSA は 0.01 ng/dl と上昇

を認めなかったが，NSE が 34.1 ng/ml と上昇を認めたため，前立腺

癌の神経内分泌化と考え，化学療法を開始した．内分泌療法併用放射

線治療後に前立腺癌が神経内分泌した場合，PSA が測定感度以下に

維持されている関わらず病勢の悪化を認める可能性があることが示唆

された．

精巣 Sertoli 細胞腫の 1例 : 加藤桃子，鈴木竜一，金井優博，荒木

富雄（鈴鹿中央総合） 43歳，男性．幼少時から右陰嚢の軽度腫大を

自覚しており， 3カ月前より特に増大したため紹介受診．右精巣は鶏

卵大に硬く腫大し，造影 CT で不均一に造影される 55 mm 大の腫瘍

が確認された．血液検査での異常値は sIL-2R の軽度上昇のみであり

LDH，hCG，AFP は正常値であった．翌日に右高位精巣摘除術を施

行したが，精巣内部は黄色で充実性であり，暗赤色の出血壊死巣を広

範に認めた．組織診断の結果はセルトリ細胞腫 NOS : pT1aN0M0 で

あった．核異型度も低く，核分裂像を認めず，脈管侵襲もないため，

組織学的悪性度は低く経過観察の適応と考えられた．腫瘍の悪性の指

標として腫瘍径 5 cm 以上，出血壊死像，grade 2∼3 の核異型像， 5

個/10 HPF 以上の核分裂像，脈管侵襲が挙げられ，本症例ではこの

うち 2個が該当していた．今後は術後治療の適応や指針の確立が望ま

れる．

閉塞性乾燥性亀頭炎を疑った小児包茎の 1例 :加藤大貴，水野健太

郎，海野 怜，飯田啓太郎，杉野輝明，窪田泰江，梅本幸裕，戸澤啓

一，林 祐太郎，安井孝周（名古屋市大） 5歳，男児，包皮先端の

発赤を主訴に近医受診．消炎治療後，包皮口の硬結を認め当科紹介．

包皮先端に白色変化・瘢痕を認めた．臨床的に閉塞性乾燥性亀頭炎

（balanitis xerotica obliterans : BXO）と診断し，環状切除術を施行．包

皮の病理組織学的所見は，表皮と真皮にびまん性リンパ球浸潤と

parakeratosis，表皮細胞の配列不整を認め，異形成を伴う慢性炎症と

診断した．BXO は表皮萎縮と真皮の帯状炎症細胞浸潤を特徴とす

る．BXO は環状切除を行っても術後約20％で外尿道口狭窄を来たす

ため，厳重な経過観察を要する．白色変化や瘢痕など臨床所見では

BXO の確定診断はできず，病的包茎の手術時には包皮の病理組織学

的評価が必要である．

副腎に発症したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 1例 :渡

邉俊輔，田村啓多，秋 亮太，渡邊恭平，松下雄登，本山大輔，杉山

貴之，大塚篤史，古瀬 洋，三宅秀明，大園誠一郎（浜松医大附属）

65歳，女性．関節リウマチに対する加療を継続中，左副腎腫瘍の増大

を認めた．悪性腫瘍が疑われ腹腔鏡下左副腎摘除術を施行したとこ

ろ，病理結果および病歴からメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患

の診断であった．

原発不明癌骨転移の診断で化学療法施行後に骨転移巣より腎細胞癌

と診断された 1例 : 渡辺麻里，吉尾裕子，関戸 翔，東 真一郎，三

木 学，加藤 学，舛井 覚，西川晃平，長谷川嘉弘，神田英輝，有

馬公伸，杉村芳樹（三重大），内田克典，福留寿生（同病理） 57歳，

男性．2003年 2 月に右腎癌にて根治的右腎摘出術を施行．その後近医

でのフォロー中，2008年 1 月に CA19-9 高値を認め 2 月に当科受診．

画像精査で多発骨転移を認めたが原発の同定は出来ず2008年 4 月に左

大腿骨転移巣より骨生検施行．腺癌からの転移とされ原発不明癌と診

断し腫瘍内科へ転科．種々のレジメンにて化学療法を施行され CA19-

9 低下期間も認めたが左大腿部痛が悪化し2016年 3 月に左大腿骨腫瘍

切除術を施行．骨病変の TFE-3 染色が陽性で転座型腎癌転移と診断

された．術後 9カ月を経過し再発なく CA19-9 も正常値である．今回

CA19-9 産生の転座型腎癌であった可能性，化学療法が有効であった

可能性が示唆された．

原発不明絨毛癌多発転移の 1例 :山本晃之，村松知昭，宮田裕大，

森 文，成田知弥，松尾かずな，成田英夫，石田昇平，馬嶋 剛，舟

橋康人，佐々直人，藤田高史，松川宜久，加藤真史，吉野 能，山本

徳則，後藤百万（名古屋大） 症例は29歳，男性．風邪症状にて近医

耳鼻科を受診．頸部 LN 生検を施行し絨毛癌の診断にて当科紹介．原

発不明絨毛癌多発転移（頸部，縦隔，肺，後腹膜）TXN3M1aS2，

TNM病期 3B 期，日本泌尿器科学会病期 3B 期，初診時 intact HCG

33,659 IU/l，AFP 2 ng/ml，LDH 318 IU/l．BEP 3コース施行した時

点で HCG の低下が不良のため，TIP 2コースを追加した．マーカー

が陰性化したため RPLND を予定するが手術直前に HCG の上昇を認

めたため手術中止．CPT 11＋NDP 3コース，GEMOX 2コースを施

行するも HCG は陰性化せず．責任病変と思われた縦隔 LN 郭清を施

行し，HCG は一旦低下するが再上昇したため EMA/CO 療法を施行

した．
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骨盤内動静脈奇形の 1例 :伊藤正浩，引地 克，友澤周平，吉澤篤

彦，河合昭浩，彦坂和信，竹中政史，深谷孝介，深見直彦，佐々木ひ

と美，日下 守，白木良一（藤田保衛大） ［症例］54歳，男性．慢

性腎臓病で腎臓内科通院中，CT で骨盤内腫瘤を指摘され当科依頼．

［経過］10年前に肉眼的血尿を主訴に当科入院歴あり．血尿コント

ロール不良のため塞栓術を行った際，骨盤内 AVM を認めた．右内腸

骨動脈を塞栓し症状消失．画像による経過観察中に自己都合で通院中

断となっていた．今回，造影 CT および MRI で比較的短期間での

AVM の増大を認めたため再度塞栓術を行った．前回の塞栓術の影響

で対側の左内腸骨動脈から側副血行路が成長し巨大な nidus を形成し

ていた．［まとめ］骨盤内 AVM の男性発生はきわめて稀である．治

療法は TAE と外科的手術であるが，高率に再発するため外科的手術

の適応は縮小あるいは限定的である．文献上死亡例の報告もあるた

め，定期的な画像評価が必要である．

RARP を施行した前立腺 Intraductal carcinoma の 1例 :森永慎吾，

金尾健人，村松洋行，梶川圭史，小林郁生，斎木 寛，西川源也，加

藤義晴，渡邊將人，中村小源太，住友 誠（愛知医大），都築豊徳

（同病理診断科） 65歳，男性．前立腺癌 Gleason score 5＋4＝9，

cT2cN0M0 の診断にて RARP 施行．病理組織学的診断は adenocar-

cinoma，Gleason score 4＋5＝9，pT3b，EPE1，RM1 であり，intra-

ductal carcinoma の所見を多数認めた．

精巣未熟奇形腫の 1例 : 守時良演，水野健太郎，西尾英紀，濱川

隆，内木 拓，浜本周造，安藤亮介，河合憲康，林 祐太郎，安井孝

周（名古屋市大） 7カ月，男児．右陰嚢腫大のため当科紹介受診．

右精巣腫瘍を疑い高位精巣摘除を施行した．病理診断は未熟奇形腫

pT1 であり，免疫染色では一部に AFP 陽性細胞を認めた．

女子尿道憩室に発生した Adenocarcinoma の 1例 :竹内慎一，中井

千愛，高井 学，亀山絋司，山田佳輝，中根慶太，水谷晃輔，土屋朋

大，安田 満，横井繁明，仲野正博，出口 隆（岐阜大），酒々井夏

子（同病理） 52歳，女性．2003年に尿道憩室を認めるも吸引細胞診

陰性．2014年不正性器出血のため産婦人科受診し環状型尿道憩室内に

腫瘍を指摘．生検結果は低分化 carcinoma．画像検査で尿道憩室癌 T2

以上 N0M0 と診断し膀胱尿道全摘除術，回腸導管造設術を施行．術

後 2 年再発を認めず．病理結果は高分化から低分化の carcinoma であ

り hobnail cell を認めた．PAS 染色陽性．免疫染色では CK7，PAX8，

CA125 が陽性，CK20，PSA，PSAP，ER，PgR は陰性．本症例の HE

染色の特徴と免疫染色の結果は上皮性卵巣癌のうち明細胞腺癌と類似

しており，ミュラー管由来であることが示唆された．免疫染色でミュ

ラー管由来の尿道憩室癌であることが示唆されたのは文献上本邦で 2

例目．

前立腺肥大症に対する尿道ステントの検討 :阪野里花，岡田朋記，

広瀬真仁，永田大介，坂倉 毅（江南厚生） ［背景と目的］超高齢

化社会を背景に尿道ステント適応症例の増加が見込まれる．尿道ステ

ントの長期留置を妨げる要因を解明し，症例選択やマネージメントに

活かすこと．［対象］2009年 3 月から2016年 9 月までに尿道ステン

ト・メモカスRを留置した前立腺肥大症80例．［方法］ステント留置

期間の検討，留置期間に影響を及ぼす因子についての解析，抜去症例

についての検討．［結果］ステント留置直後に全例自排尿可能となっ

た．27例がステントの移動，排尿困難，結石による閉塞などのためス

テントを抜去された．ステント留置期間中央値は43.4カ月．PS，尿

閉の有無，年齢，ステント長，併存疾患の種類はステント留置期間に

影響を及ぼさなかった．［考察］ステント留置期間中はエコーなどに

よる定期的なフォローアップが必要である．

当科の PVP 導入における初期報告 : 梶川圭史，中村小源太，森永

慎吾，村松洋行，齋木 寛，小林郁生，西川源也，加藤義晴，渡邊將

人，金尾健人，住友 誠（愛知医大） 当科では2016年10月より前立

腺肥大症に対して光選択的前立腺レーザー蒸散術（PVP）を導入し

た．当科における PVP の導入に向けた試みと，導入初期症例の治療

経験について報告する．

腺腫のブロック形成による効率的な PVP 術式 :古澤 淳，山田泰

司，黒松 功（名古屋セントラル） 大きな肥大腺腫に対する PVP

では，不用意に出血させず良好な視野を保ち，限られたエネルギーを

最大限かつ有効に蒸散に用いる必要がある．われわれは比較的大きな

腺腫に対し効率的な蒸散を行うため，腺腫のブロックを形成し 120 W

の高出力で蒸散する術式を実践している．以下に概要を示す．まず右

葉尖部にマーキングを行い尖部のエンドポイントとする．続いて頸部

7 時から尖部のエンドポイントまで蒸散し， 7 時の溝を作る．同様に

頸部10時から尖部まで蒸散し，10時の溝を作る．この 7 時と10時の溝

の間に右葉のブロックが形成されるため，120 W の高出力で一気に

蒸散させる．左葉も同様に蒸散し，終了時には灌流液を抜き虚脱させ

た状態で前立腺部尿道が開大し，止血がなされていることを確認す

る．今回，腺腫のブロック形成による PVP 術式を動画にて報告する．

花井クリニックでの日帰り HoLEP 手術の経験 :桜井孝彦，花井俊

典（花井クリニック） 近年，患者さんの利便性や医療費のコスト削

減のため日帰り手術が注目されるようになってきている．当院では

1999年 9 月の開院以来，積極的に日帰り HoLEP 手術に取り組んでい

る．開院以来の手術件数は HoLEP : 1,348例となっている．術後の経

過は順調で重篤な合併症は見られていない．入院をせずにこうした治

療や検査が受られることは現役世代では社会生活上の負担がかなり少

なくてすむこと，また老々介護の世帯やペットを飼っている独居の方

などは自宅を長時間に亘って留守にしなくてすむことなどで大変に喜

ばれている．日本では今後はこのような老々介護や独居の世帯がさら

に増加していくと考えられる．安全で治療効果の高い日帰り手術の普

及が望まれる．

HoLEP―治療成績と術式― : 田村啓多，細川真吾（浜松医大），伊

藤寿樹，高田三喜（JA 静岡厚生遠州），栗田 豊（すずかけセントラ

ル），新保 斉（しんぼ泌尿器科クリニック） JA 静岡厚生連遠州病

院では HoLEP を2010年 5 月に導入した．2015年度までの治療成績の

報告，および独自に確立した術式について紹介する．

尖部処理を先行した低出力レーザーによる HoLEP :太田裕也，池

上要介，神沢英幸，丸山哲史（名古屋市立東部医療セ） ［目的］低

出力レーザーおよび TURis システムを使用し前立腺尖部処理を先行

することで安全にかつ術後腹圧性尿失禁（SUI）の回避を可能とした

HoLEP を報告する．［方法］2015年 8 月から2016年 9 月までの当院で

施行した22例．年齢は平均71.4±8.8歳．前立腺体積は平均 51.1±

24. 8 g．使用機器は最大出力 26. 4 W ホルミウムレーザー装置

（Odyssey30）．［成績］核出重量は平均 29.6±18.4 g，核出時間は平均

55.7±24.4分，モルセレーション時間は平均15±11.9分，術後 Hb 低

下量は平均 1.5±2.1 g/dl，術後カテーテル留置期間は平均3.1±1.2

日．合併症は前立腺被膜穿孔が 1 例（4. 5％），尿道狭窄 1 例

（4.5％），一過性尿閉 1 例（4.5％）， 1カ月後尿閉は 0 例であった．

治療効果は術前，術後 1 カ月でそれぞれ IPSS 24.1→13.8，QOL

index 5.1→1.1，最大尿流率 6.9→15.6（ml/秒），残尿 81.3→31.2

（ml）であった．［結論］尖部処理を先行した低出力レーザーによる

HoLEP は，安全で術後 SUI を回避できる．
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