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第274回日本泌尿器科学会東海地方会

(2017年 3 月19日（日），於 KDX 桜通ビル)

副腎骨髄脂肪腫の診断にて腹腔鏡下腫瘍摘出術を施行し，病理結果

は成熟奇形腫であった 1例 :野田祐介，前川由佳，高木公暁，蓑島謙

一，山羽正義（大雄会第一），横井繁明（岐阜大医学部附属） 30歳

代，男性．健診の腹部超音波検査にて右腎に接する長径 90 mm 程の

充実性腫瘍を指摘され当科へ受診．CT，MRI 検査からは副腎骨髄脂

肪腫の診断．腹腔鏡下腫瘍摘出術を施行したところ病理結果は成熟奇

形腫であった．

レックリングハウゼン病に合併した後腹膜悪性末梢神経鞘腫の 1

例 :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） 45歳，レックリングハウゼン病の女性．腰痛・右下肢

痛の精査にて右後腹膜に 15×10 cm 大の腫瘤を指摘．CT ガイド下生

検にて神経線維腫の診断．手術加療目的に当科紹介となった．全身麻

酔下に開腹腫瘍摘出術を行った．腫瘍は腸腰筋内に存在し，被膜を有

し，周辺臓器との癒着を認めなかった．免疫染色にて S-100 タンパク

陽性，MIB-1 index 高値の部分を認め，病理診断は悪性抹消神経鞘腫

であった．レックリングハウゼン病に合併する悪性抹消神経鞘腫の中

で後腹膜発生は稀とされ，本邦では40例ほどの報告がある．診断・治

療に関して文献的考察を含めて報告する．

Clear cell papillary renal cell carcinoma の 2例 :松井宏考，服部良

平，永山 洵，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） 40歳と53歳，男性．術前

画像で嚢胞性腎癌が疑われたため腹腔鏡下腎部分切除術を施行し，組

織学的に clear cell papillary renal cell carcinoma と診断された症例を 2

例経験したので報告する．

尿路と交通した腎嚢胞の合併を疑った尿管癌の 1例 :山内 望，大

藪真理子，初瀬勝朗，伊藤 博（一宮市民） 67歳，男性．2015年 2

月17日右腰痛を主訴に受診．右尿管結石（U1 領域に 7 mm）の診断

にて体外衝撃波破砕術を施行するも，破砕片（4 mm）は排石されず

水腎症は悪化していた．また右腎盂に接して存在していた嚢胞性病変

の増大を認めた（約 10 cm）．逆行性造影を行うと結石直下で尿管は

閉塞し，腎盂は描出されなかった．同時に嚢胞性病変の穿刺を施行し

た所，暗赤色の内容液が噴水状に流出した．造影にて尿路との交通が

確認され，腎盂から腎嚢胞への破裂を疑いドレーンを留置した．排液

は 1 日約 500 ml 持続していた．後日，尿管生検を施行し urothelial

carcinoma と診断された．術前化学療法として GC 療法を施行した．

尿管への尿の流出が改善されたためか，破砕片は自然排石され，嚢胞

性病変は著しい縮小とともに排液は消失した．その後，右腎尿管全摘

除術を施行し，pT2，N0，M0 であった．また嚢胞性病変は腎杯憩室

であったと判明した．現在まで再発は認めていない．

比較的長期生存が得られている尿管小細胞癌の 1例 :藤本祥太，清

家健作，玉木正義，米田尚生（岐阜市民） 72歳，女性．左水腎症に

て紹介．CT で左尿管腫瘍認め，腹腔鏡下腎尿管全摘除術施行．

Small cell carcinoma，pT3．術後補助化学療法 4コース施行，術後 1

年でリンパ節転移認め，放射線化学療法を行った．現在も治療継続

中．

当院で経験した尿膜管癌の 2例 :鈴木知秀，副田雄也，水野秀紀，

木村恭祐，岡本典子，青田泰博（名古屋医療セ），岡村菊夫（東名古

屋） 症例 1 : 43歳，男性．血尿にて当科受診．精査にて膀胱頂部に

腫瘍を認め，経尿道的膀胱腫瘍切除術（TUR-BT）を施行し尿膜管癌

と診断．臍尿膜管全摘，膀胱部分切除術，骨盤内リンパ節郭清を施行

した．病理組織学的診断は urachal adenocarcinoma，INFa，ly0，v0，

RM0，n0，Sheldon stage IIIA であった．現在，再発なく経過中であ

る．症例 2 : 75歳，女性．不正出血にて婦人科受診．異常所見なく，

MRI 施行し尿膜管癌を疑われ当科受診となった．膀胱頂部の腫瘍に

対し TUR-BT を施行し尿膜管癌と診断．臍尿膜管全摘，膀胱部分切

除術，骨盤内リンパ節郭清を施行した．病理組織学的検査は urachal

adenocarcinoma，INFb，ly0，v0，RM0，n0，Sheldon stage IIIC で

あった．術後，鼠径部への転移，腹膜播種，骨転移を認め，追加治療

すすめるも民間療法を希望，術後11カ月で癌死した．尿膜管癌は比較

的稀な疾患であり，今回われわれは 2 例経験したので若干の文献的考

察を加え報告する．

膀胱癌肺腫瘍塞栓の 1例 :渡邉弘充，西川昌友，倉橋俊史（聖隷三

方原） 81歳，女性．2016年 1 月に浸潤性膀胱癌の診断で膀胱全摘術

および回腸導管造設術施行．病理は invasive urothelial carcinoma with

squamous differenciation，G3，pT4aN0，膣側断端陽性であったため，

術後放射線照射施行した．経過観察中の術後 6カ月，意識消失，呼吸

困難にて緊急入院となった．肺血栓塞栓症と診断され，開胸血栓除去

術を施行，尿路上皮癌腫瘍塞栓の診断であった．呼吸状態の改善に乏

しく，術後数日で死亡した．膀胱癌の腫瘍塞栓は非常に稀であり，若

干の考察を踏まえ報告する．

膀胱原発小細胞癌の 1例 :中根 渉，栃木宏介，橋本好正，山田幸

隆（市立四日市） 78歳，男性．2016年 5 月に肉眼的血尿を主訴に近

医の救急外来を受診した．CT にて膀胱腫瘍の壁外浸潤，右尿管狭

窄，右水腎症を認めた．診断目的にて TUR 生検施行し膀胱小細胞癌

の診断であった．2016年 7 月に加療目的にて当院紹介受診となった．

CT で高度の冠動脈石灰化を認めたことから循環器内科受診し

CCTA，緊急 CAG 施行し 2枝病変・moderate AS を指摘された．ネ

オアジュバント療法として，肺小細胞癌に準じて化学療法（CBDCA-

VP16）を施行することとなった． 3 コース終了後は，CT にて腫瘍

の縮小を認め PR であった．心疾患のため，手術療法は困難と判断し

根治目的で放射線療法が施行されることとなった．膀胱原発小細胞癌

は稀な疾患であり，若干の文献的考察を加えて報告する．

前立腺導管癌に対してロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術を施行し

た 1例 :森谷俊文，立川隆光，阿部真樹，中野敏彦，張 英軒，塩澤

迪夫，中山順今（鎌ケ谷総合），木下貴之，能勢頼人（成田冨里徳洲

会） 68歳，男性，無徴候性肉眼的血尿を主訴に受診．膀胱鏡検査で

は前立腺部尿道 6 時方向と膀胱頸部に約 1 cm の乳頭状有茎性腫瘍を

認めた．PSA : 2.54，PV : 37 cm3，尿細胞診 C3．後日 TUR-Bt 施行．

術中では膀胱頸部に腫瘍認めず，前立腺部尿道 6 時方向に乳頭状腫瘍

を認めた．膀胱頸部の腫瘍は前立腺部尿道の腫瘍が膀胱内に突出した

ものだった．前立腺部尿道腫瘍をある程度切除後観察，前立腺内部に

も数 mm の小さい乳頭状腫瘍を多数認めた．これ以上切除するのは

危険と判断し膀胱粘膜生検後手術終了とした．病理では高分化型腺

癌．膀胱粘膜生検では悪性を認めず．前立腺 MRI では右中心領域に

小前立腺癌疑い．前立腺生検も行ったが悪性を認めず．前立腺導管癌

を疑い RALP を行った．術中所見は前立腺腺房癌と変化なかった．

病理では GS 4＋4＝8，pT2a，左葉尿道近傍に直径 7 mm の導管腺癌

を認めた．本邦において自験例は前立腺導管癌に対して RALP を

行った 7 例目だと思われる．

ビカルタミド Failure 後フルタミドが長期奏功している 1例 :村松

知昭，舟橋康人，宮田裕大，森 文，成田知弥，松尾かずな，山本晃

之，成田英生，馬嶋 剛，石田昇平，藤田高史，佐々直人，松川宜

久，加藤真史，吉野 能，山本徳則，後藤百万（名古屋大付属） 初

診時年齢73歳，男性．PSA 1,720 ng/ml，GS 4＋5，stage D2 前立腺癌

（cT4N1M1）と診断され CAB 療法を開始．Nadir PSA 0.21 ng/ml ま

で低下したが， 2 年後にビカルタミド failure し，フルタミドに変更．

9 年後現在 PSA 感度以下である．

前立腺癌術後に弧発性の尿道再発を来たした 1例 :友澤周平，日下

守，伊藤正浩，彦坂和信，引地 克，竹中政史，深谷孝介，深見直

彦，佐々木ひと美，白木良一（藤田保衛大） 59歳，男性．47歳時に

前立腺癌，iPSA : 12 ng/ml，Gleason score : 4＋5，cT2bN0M0 の診断

で RRP を施行．病理結果は Mod，EPE1，RM1，ly1，pn1，sv0，

ur1，GS : 4＋5＝9 で術後放射線療法を施行．術後 2 年で PSA 再発を

認め，ADT を継続し PSA は安定していた．術後12年の定期受診時に

排尿困難を自覚．UFM で下部尿路閉塞を疑う所見あり，膀胱尿道鏡

検査を施行，尿道振子部12時方向に腫瘍を認めた．排尿困難解除目的

泌尿紀要 64 : 423-425，2018年 423



と病理診断を兼ねて経尿道的切除術を施行し，病理診断は前立腺癌の

尿道再発であった．切除後 PSA は 1.57 から 0.39 まで低下した．前

立腺癌の尿道転移，再発の報告は稀である．転移経路としては血行

性，リンパ行性，経尿道的播種などが考えられ，緒家の報告では腫瘍

細胞の経尿道的播種による転移の可能性を支持する報告が多い．自験

例では，切除標本に対する免疫染色（factor 8 免疫染色）において静

脈内への腫瘍細胞進展を認めたことから，血行性転移の可能性が示唆

された．

Prostatic stromal sarcoma の 1 例 : 廣瀬泰彦，武田知樹，成山泰

道，中根明宏，窪田裕樹（海南） 72歳，男性．2011年 6 月，尿閉の

ため，当科に紹介受診された．PSA 3.5 ng/ml，前立腺容積 139 ml，

前立腺肥大症と診断し，2011年 8 月，被膜下前立腺摘除術を施行し

た．摘出重量 120 g，病理診断は，stromal sarcomaであった．2011年

9 月，恥骨後式前立腺全摘除術を施行したが，stromal sarcoma は認め

なかった．経過観察中に，2014年 1 月，肺，L5 腰椎に転移が出現し

たが，抗癌剤治療は希望されなかった．2015年 3 月，両側下肢の痛み

が出現し，脊髄後方固定，椎弓切除術を施行した．病理結果は，

stromal sarcoma の転移であった．2015年12月，胸水貯留のため死亡さ

れた．前立腺間質性腫瘍は，きわめて稀で，2004年の WHO 分類で

stromal tumors of uncertain malignant potential と stromal sarcoma に分類

された．本症例は，Ki-67 陽性細胞率30％と高く，stromal sarcoma で

あった．

敗血症を来たした巨大精巣腫瘍の 1例 :田村正隆，古川 亨，浅井

健太郎，田中順子（半田市立半田） 40歳，男性．発熱を主訴に当院

受診．右巨大精巣腫瘍による敗血症の診断で精巣摘出術を施行した．

摘出重量 3,600 g．T4N3M1 seminoma の診断で，BEP 療法および残

存腫瘤摘出術を施行した． 6 年経過し再発なく生存中である．

原発巣不明の性腺外胚細胞腫瘍の 1例 :岩田奈有佳，服部竜也，太

田裕也，神沢英幸，池上要介，丸山哲史（名古屋市立東部医療セ）

32歳，男性．20XX年10月頃より左頸部腫瘤を自覚し近医受診．CT

にて全身のリンパ節腫大を認め，左鎖骨上窩リンパ節針生検にてカル

チノーマと診断され精査・加療目的で当科紹介．LDH 高値，可溶性

IL2 レセプターの軽度上昇．造影 CT で頸部リンパ節および大動脈周

囲リンパ節の腫大を認め，pet でも同部位へ集積あり，左鎖骨上窩リ

ンパ節切除術施行．病理検査にて胎児性癌と診断．超音波検査・

CT・PET で，精巣内に腫瘤や石灰化は認めず，原発巣不明の性腺外

胚細胞腫瘍と診断．BEP 療法 3コース施行後に頸部リンパ節，大動

脈周囲リンパ節の消失および，肺結節陰影の消失し，化学療法終了．

3カ月経過するも再発なく，経過良好．今後再発認める場合は BEP

療法 1コース追加し，後腹膜リンパ節郭清を検討．

非ステロイド性抗炎症剤のみで治癒を得た恥骨部陰茎壊疽性膿皮症

の 1例 :杉山恭平，日紫喜公輔，室 悠介，仲島義治，公平直樹，西

尾恭規，吉村耕治（静岡県立総合腎セ） 59歳，男性．亀頭周囲の包

皮に水疱を認め近医を受診．抗生剤投与後も包皮の炎症・浮腫が陰茎

全体と恥骨周囲まで波及・増悪してきたため当院紹介受診．WBC

23,300，CRP 26.4 と高度の炎症反応高値を認めるも，プロカルシト

ニンは 0.23 と軽度上昇のみであった．血液・尿の培養検査は陰性

で，恥骨上部の自壊した病変から採取した浸出液の培養検査も陰性，

同部位の生検病理組織も炎症性変化を認めるだけであったため，除外

的に恥骨部陰茎膿皮症と診断．抗生剤点滴は内服に切り替えて数日間

で終了し，ステロイド剤は使用せずに抗炎症剤のみ継続した．その

後，熱発や炎症反応は改善して入院17日目に退院，完全治癒を得た．

二分脊椎による神経因性膀胱に合併した前立腺結石症に対し

HoLEP を施行した 1例 : 内田秀昭，吉田諭史，梅田 俊（名古屋記

念） 23歳，男性．二分脊椎のため出生時より自己導尿で生活されて

いる．自己導尿時の血尿・下腹部痛を主訴に近医より紹介となり腹部

CT を撮影．前立腺部に多発する結石像を認め二分脊椎による神経因

性膀胱に伴う多発前立腺結石と考えられた．前立腺結石に対し経尿道

的手術を施行．尿道に陥頓していた結石は内視鏡的に膀胱内へ移動さ

せホルミウムレーザーで破砕．前立腺に埋没していた結石については

適宜レーザーで開窓し摘出，摘出を進めるうちに前立腺左葉に無数の

結石が埋没していることが判明し HoLEP を施行することで効率的な

結石の除去が得られた．結石分析はリン酸結石であった．術後は尿失

禁の増悪はあるものの血尿・下腹部痛は改善し現在経過観察中であ

る．

Stamey 手術の人工血管による膀胱異物結石の 1例 :湯口友梨，石

川智啓，加藤 隆，佐野優太，鶴田勝久，小松智徳，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） 70歳，

女性．膀胱結石にて当科紹介．CT にて膀胱結石および膀胱頸部に石

灰化を認めた．経尿道的膀胱砕石術中に膀胱異物を認め，異物鉗子で

除去．尿失禁防止術に用いられた人工血管が膀胱内へ迷入したものと

思われた．

尿管坐骨ヘルニアの 1例 :小鷹博人，高橋義人，谷口光弘，山田

徹，石田健一郎，秋田和利，川瀬紘太（岐阜県総合医療セ） 症例は

77歳，女性．左下腹部通と嘔気を主訴に近医受診．精査目的に当院紹

介．当院で施行した CT で左尿管坐骨ヘルニアを認め，尿管ステント

を留置することでヘルニア改善された．

悪性褐色細胞腫の 1例 :杉野輝明，安藤亮介，海野 怜，飯田啓太

郎，内木 拓，浜本周造，水野健太郎，岡田淳志，梅本幸裕，河合憲

康，戸澤啓一，林 祐太郎，安井孝周（名古屋市大） 61歳，女性．

肺炎で他院入院中に右副腎腫瘍を指摘され，紹介受診．精査にて，悪

性褐色細胞腫が疑われ，手術施行．手術より 2 年後，多発リンパ節転

移に対して MIBG 内照射治療を施行し，CR となった．

腎臓に生じた平滑筋肉腫の 1例 :秋 亮太，大園誠一郎，三宅秀

明，古瀬 洋，大塚篤史，杉山貴之，本山大輔，田村啓多，松下雄

登，渡邊恭平，渡邉俊輔（浜松医大附属） 56歳，男性．右腎腫瘍，

多発遠隔転移に対し右腎摘除術施行．Leiomyosarcoma の診断にて，

gemcitabine と docetaxel を用いた GD 療法を施行した 1 例を報告す

る．

スニチニブ投与が奏功した転移性集合管癌の 1例 : 東 真一郎，渡

辺麻里，関戸 翔，三木 学，加藤 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） 48歳，男性．左腎門部リンパ節転移，肺転移，骨転移を有する

左腎腫瘍に対し針生検施行し腎細胞癌の診断． 6カ月間のスニチニブ

投与にて PR．左腎摘除術にて集合管癌の診断．術後スニチニブ再開

にて SD を維持している．

若年発症した腎 Mixed epithelial and stromal tumor（MEST）の 1

例 : 彦坂和信，友澤周平，吉澤篤彦，伊藤正浩，引地 克，竹中政

史，深谷孝介，深見直彦，佐々木ひと美，日下 守，石川清仁，白木

良一（藤田保衛大） 18歳，女性．肉眼的血尿にて近医を受診．CT

で左腎に多房性腫瘍を認め経過観察．フォロー中の CT で増大および

水腎症を認め当院受診．ロボット支援下腎部分切除術を施行．病理診

断で MEST であった．

両側腎盂尿管癌の 1例 :小林郁生，金尾健人，村松洋行，森永慎

吾，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） 79歳，男性．膀胱癌 pTa，CIS の術後に両側腎盂尿

管に腫瘍性病変を認めた．両側腎盂尿管癌の診断にて，二期的に腹腔

鏡下両側腎尿管全摘除術を施行した．病理組織学的診断は pT3，CIS

であった．

排尿障害が契機となって発見された成人発症の脊髄係留症候群の 1

例 :成田英生，松川宜久，村松知昭，宮田裕大，成田知弥，森 文，

山本晃之，松尾かずな，馬嶋 剛，石田昇平，舟橋康人，佐々直人，

藤田高史，加藤真史，吉野 能，山本徳則，後藤百万（名古屋大医学

部附属） 症例は29歳，男性．数年前から尿失禁を自覚，薬物治療不

応性であり，当科受診．尿流動態検査にて高度の畜尿機能障害を認

め，精査にて脊髄係留症候群と診断した．外科的治療により，蓄尿障

害の著明な改善を認めた．

回腸導管内結石を大腸内視鏡で砕石した 1例 : 中井千愛，竹内慎

一，高井 学，亀山紘司，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），高田 淳

（同消化器内科），清家健作（岐阜市民） 67歳，女性．55歳時に子宮

頸癌に対して膀胱子宮全摘除，回腸導管造設術を施行されたが，術後
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3 年以降受診せず．腹痛，嘔吐を主訴に受診．腹部 CT 上 40×50

mm の結石が回腸導管内に陥頓していた．回腸導管の内腔は拡張して

導管長は 40 cm に延長しており，両側水腎症を認めた．ストマ出口

部から軟性膀胱鏡を挿入して砕石を試みたが，回腸導管はループを形

成しており結石への到達は困難であった．そこで上部消化管内視鏡に

変更したところ容易に結石へ到達でき，生理的食塩水灌流下にホルミ

ウムヤグレーザーで砕石し適宜鉗子で抽石した．16回の砕石によりス

トーンフリーとなった．結石内には核となるような明らかな異物は認

めず，結石成分はリン酸マグネシウムアンモニウムであった．

高拍出性心不全を来たした巨大腎動静脈瘻の 1例 :大橋朋悦，錦見

俊徳，服部恭介，山内裕士，石田 亮，山田浩史，横井圭介，小林弘

明（名古屋第二赤十字），宗像寿祥（同心臓血管外科） 60歳，男性．

心不全，僧帽弁閉鎖不全症の精査の CT にて 87 mm 大の右腎動静脈

瘻を指摘．下大静脈 60 mm，右腎動脈 16 mm と拡張．右腎動静脈瘻

に伴う高流量シャントが心不全の原因と考え右腎摘除術を施行．

80歳以上の腎癌症例に対するラジオ波焼却術の治療成績 : 神田英

輝，渡辺麻里，関戸 翔，東 真一郎，三木 学，加藤 学，舛井

覚，西川晃平，吉尾裕子，長谷川嘉弘，有馬公伸，杉村芳樹（三重

大），山中隆嗣，中塚豊真（同 IVR 科） 高齢者の腎癌は日常臨床で

もよく経験する．小径腎癌の場合，病弱で併存疾患の多い症例では

サーベイランスの選択肢もあるが，腫瘍径が大きい場合は病勢進行の

リスクがある．腎癌に対する経皮的アブレーション治療は手術に比較

し QOL 維持に優れ，高齢者の小径腎癌に対する治療として最も良い

適応と考える．当施設では80歳以上の腎癌症例17例にラジオ波焼却術

（RFA : radiofrequency ablation）を行った．治療後の腎機能温存は良

好であり，局所再発は 1 例のみに認め，再度 RFA を行うことで局所

制御を得ることができた．局所再発を来たした症例に治療後 7 年で肺

転移を認めた．他因死を 4 例に認めたものの，腎癌による死亡は認め

なかった．経皮的アブレーション治療は低侵襲で治療成績も良好であ

り高齢者の腎癌に対する治療として最適であると思われた．

高齢者に対するロボット支援腎部分切除術（RAPN) : 加藤義晴，

金尾健人，中村小源太，村松洋行，森永慎吾，梶川圭史，小林郁生，

西川源也，渡邊將人，住友 誠（愛知医大） 81歳，女性，腎機能良

好．右腎癌 cT1aN0M0，RENAL score 6a に対し RAPN を施行した．

病理組織学的診断は clear cell renal cell carcinoma であった．本症例を

踏まえ，高齢者に対する RAPN について検討する．

高齢者筋層浸潤性膀胱癌に対する外科的治療 : 引地 克，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） ［緒言］筋層浸潤性膀胱癌に対してロボット支援下膀胱全

摘出術（RARC）が導入されるようになった．［対象］2011年 3 月か

ら2016年 6 月まで当院で施行した根治的膀胱全摘42例のうち75歳以上

の症例 ORC 6 例，RARC 5 例の周術期成績をもとに RARC の有用

性を検討した．［結果］75歳以上の ORC，RARC 群の周術期成績に

おいて RARC 群が有意に出血量，輸血率が少なく，入院期間も短

かった（p＜0.05）．また，術後合併症は 2群間に差はなく，75歳以

上の RARC 群では grade 3 以上の術後合併症は認めなかった．［考察］

今回の検討でも緒家らの報告と同様に RARC の方が出血量，輸血率

は少なく，入院期間も短かった．また，高齢者においても膀胱全摘出

術を行った方が全死亡率は低く，予後は若年者と同等とされ，RARC

と ORC では surgical and oncological outcome に有意差はないとする文

献も散見される．［結論］RARC は高齢者でも安全に施行でき，ORC

より低侵襲な治療法である．

TUR-BT を施行した超高齢者膀胱腫瘍例 : 杉山貴之，秋 亮太，

渡邊恭平，渡邊俊輔，松下雄登，田村啓多，細川真吾，鈴木孝尚，本

山大輔，大塚篤史，古瀬 洋，三宅秀明，大園誠一郎（浜松医大）

平均寿命の延伸とともに，高齢でも ADL が保たれて手術療法を希望

する患者が増加している．当科にて過去 5 年で経験した90歳以上の

TUR-BT 施行 5 例につき，症例を概説しつつその意義につき検討す

る．

高齢者における前立腺癌スクリーニング : 宇野裕巳，斉藤昭弘

（JA 岐阜厚生連中濃厚生），横井繁明，仲野正博，出口 隆（岐阜

大） 高齢者に対する前立腺癌スクリーニングを行う際，（1）スク

リーニング対象者の選択基準，（2）発見すべき癌の定義，（3）それを

ふまえた前立腺生検の適応を検討する必要がある．まずスクリーニン

グ対象者は暦年齢ではなく健康状態の個別評価を国際老年腫瘍学会

（SIOG）が推奨する G8 により行い，80歳以上であれば健康状態が良

好な fit group をスクリーニングの対象とする．発見すべき癌はハイリ

スク癌（Gleason score 8 以上）とすることが可能である．80歳以上に

おけるハイリスク癌検出を目的とした生検適応についてわれわれは

PSA 7 ng/ml 以上，PSAD 値 0.3 以上を提唱した（宇野 :泌尿器外科

28 : 1395-1396，2015）．MRI-US fusion biopsy を行った80歳以上15例

（PSA 5.6∼34.6 ng/ml）のうち PSA 7 以下の癌症例にハイリスク癌は

検出されなかった．高齢者の生検適応は発見すべき癌の定義により変

化するが，現状よりさらにスクリーニング対象者の絞り込みが可能で

はないかと考えている．

高齢前立腺癌に対する治療の検討 :小林大地，永井 隆，田中勇太

朗，小林隆宏，秋田英俊，岡村武彦（安城更生） 前立腺癌治療の進

歩はめざましく，治療選択枝も多くなっている．高齢者ではホルモン

療法が主体であるが，高齢者前立腺癌に対しての長期使用成績の報告

は少ない．今回80歳以上の前立腺癌治療について考察した．

当院での高齢者に対するロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術 :室

悠介，杉山恭平，日紫喜公輔，仲島義治，公平直樹，西尾恭規，吉村

耕治（静岡県立総合） 当院で2014年 2 月に RALP を導入してから

2016年12月までの間に施行した185例の RALP 症例のうち，75歳以上

の症例を計18例経験した．当院での75歳以上の RALP につき，その

選別基準と転帰につき検討する．

超高齢化社会における排尿障害の治療戦略 : 馬嶋 剛，舟橋康人，

松川宜久，山本徳則，後藤百万（名古屋大） 近年高齢化を迎えるわ

が国において，排尿障害の患者数は増加の一途である．様々な高齢者

特有の問題を認識することが，治療の最適化において重要である．自

験例と最近の報告を含め，この点について概説する．
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