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学 会 抄 録

第275回日本泌尿器科学会東海地方会

(2017年 6月10日（土），於 KDX 桜通ビル)

開窓術を施行した後腹膜リンパ管奇形の 1 例 : 川西秀治，永山

洵，松井宏考，佐野友康，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） 症例は67歳，女性． 3日前から

の左腰痛を主訴に近医を受診した．造影 CT で左副腎周囲に 7 cm 大

の腫瘤を認め当院紹介となった． 5 年前の造影 CT で同部位に 3 cm

大の腫瘤を認めリンパ管奇形が疑われていた．今回の病変はリンパ管

奇形に伴うものと考えられた．各種検査より後腹膜嚢胞性リンパ管奇

形および嚢胞内出血の診断で開窓術を予定した．腫瘤は腎静脈の裏側

に存在し大動脈と腎静脈と強固に癒着しており剥離は困難であった．

嚢胞内には暗赤色血腫があり可及的に除去し嚢胞壁を可能な限り切除

し術中迅速で悪性所見がないことを確認し手術を終了した．永久標本

での病理組織診断でも悪性所見は認めず，菲薄化した嚢胞壁に拡張し

た脈管を認めリンパ内皮細胞マーカーである D2-40 が陽性でありリ

ンパ管と判明し術前診断通り後腹膜嚢胞性リンパ管奇形および嚢胞内

出血の確定診断となった．後腹膜嚢胞性リンパ管奇形は比較的稀な疾

患であるので文献的考察を加えて報告する．

7th line としてのニボルマブが奏効した腎細胞癌の 1 例 : 景山拓

海，東 真一郎，関戸 翔，三木 学，加藤 学，桝井 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

医学部付属） 72歳，女性． 8年前に肺転移を伴う右腎癌に対して右

腎摘除術を施行した．病理結果は淡明細胞癌，pT2N0M1 であり，術

後より化学療法を開始した．逐次療法（インターフェロン，スニチニ

ブ，アキシチニブ，エベロリムス，パゾパニブ，ソラフェニブ）と局

所治療（ガンマナイフ，肺部分切除，放射線照射）により維持してい

たが，多発肺転移，胸膜播種，肺門・縦隔リンパ節転移，多発骨転移

の増悪を認め PD となった．7th line としてニボルマブを投与したと

ころ， 4 コース目終了時点の PET-CT で転移巣が著明に縮小・消失

した．現在 7コース目を継続中である．ニボルマブは late line でも有

効であった．文献的考察を加えて報告する．

透析腎に発生した Multilocular cystic renal neoplasm of low malig-

nant potential の 1例 : 鈴木知秀，光成有加，副田雄也，水野秀紀，

木村恭祐，岡本典子（名古屋医療セ），岡村菊夫，青田泰博（東名古

屋） 65歳，男性．近医にて透析中，CT にて左腎腫瘤を認め当科受

診となった．左腎上極に 41×32×35 cm の一部造影効果のある嚢胞

性腫瘤を認め，Bosniak 分類 Category III と考えられた．cT1bN0M0

の左腎癌を疑い腹腔鏡下左腎摘除術を施行した．肉眼的には境界明瞭

な多房嚢胞性病変で充実性部位は認めなかった．組織学的には嚢胞間

に線維性結合組織を認め，嚢胞壁に淡明な腫瘍細胞がみられるも核異

型は Fuhrman grade 2 にとどまり，免疫染色にて CA9，RCC Ma，

CK7 にびまん性に陽性を示していることから Multilocular cystic renal

neoplasm of low malignant potential（MCCN-LMP）と診断された．術

後 6カ月再発なし．透析腎に発生した MCCN-LMP や ER，PgR 陽性

間質を伴った MCCN-LMP の報告はこれまでになく，非常に稀な腫

瘍であるため若干の考察を含めて報告する．

右腎出血を契機に診断された後天性血友病 Aの 1例 :田中勇太朗，

安藤亮介，杉野輝明，飯田啓太郎，守時良演，浜本周造，岡田淳志，

戸澤啓一，林 祐太郎，安井孝周（名古屋市大），李 政樹，飯田真介

（同血液・腫瘍内科学分野） 58歳，男性．肉眼的血尿で他院受診．

CT 上，右腎盂尿管内に血腫を認め当院紹介．CT 後右上腕点滴穿刺

部に皮下血種が出現し，凝固線溶検査で APTT 単独延長を認めた．

追加精査で第 8因子活性低下，第 8因子インヒビター陽性を認め，後

天性血友病Aと診断．プレドニゾロンによる免疫抑制療法，遺伝子組

み換え活性型第 7因子製剤投与を開始．治療開始後 3週目で血尿は消

失し， 7週目で凝固線溶系は正常化した．血尿を契機に診断された後

天性血友病は自験例を含め国内で11例であり，その内 3例で死亡例を

認めた． 3例とも治療開始までに時間を要し致死的出血に至っている

ことから，早期診断・治療介入が必要であると考えられた．

気腫性腎盂腎炎の 1例 :竹村綾奈，永田仁夫，中込一彰（浜松医療

セ） 43歳，女性．糖尿病治療目的にて内分泌科受診．HbA1c :

16％，血糖値 : 747 mg/dl．スクリーニング CT で気腫性腎盂腎炎を

認め受診．同日経皮的ドレナージ施行，ICU に入室ののち DRPM

0.5 mg/day の投与と， 3 日間の免疫グロブリン投与を開始．第 5 病

日より DRPM 0.75 mg/day へと増量．血液培養，尿培養にて大腸菌

が検出され，薬剤耐性を持たなかったため，第 7 病日より抗菌薬を

SBT/CPZ 2 g/day へと変更．第10病日には抗菌薬を終了したが，第

13病日には再度熱発あり，CFPN-PI の内服を開始．第17病日解熱し

たが，白血球，CRPともに改善なく，第35病日に腰部斜切開による

後腹膜アプローチにて，左単純腎摘除術を行った．腎周囲の癒着は強

固であり，手術時間は 2時間30分，出血量は 850 ml であった．経過

良好であり術後21日目には退院し，以降は外来にて経過観察してい

る．

成人レシピエントに小児の En Bloc 腎移植を施行した 1例 :室 悠

介，杉山恭平，千原尉智蕗，公平直樹，今村正明，西尾恭規，吉村耕

治（静岡県立総合） 42歳，男性．原疾患は慢性腎炎で32歳時に血液

透析が導入され，11年の透析歴があった．今回6歳未満の小児をド

ナーとする En Bloc 献腎移植が施行された．

TAP（TUL-assisted PNL）にて Stone free となりえたシスチン結石

の 1例 :武東義成，引地 克，猿田真庸，城代貴仁，西野 将，河合

昭浩，伊藤正浩，深谷孝介，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） 23歳，男性． 7年前に

腰背部痛があり，腹部 CT で右珊瑚状結石を認め PNL を施行．結石

分析はシスチン結石であった．その後 TUL，ESWL，内服療法を施

行したが，結石関連性腎盂腎炎を繰り返し， 1 年間で結石長径 2 cm

の増大を認め，治療目的で入院となった．家族歴なし．PNL 単独で

治療抵抗性，トラクト造設が困難，珊瑚状結石であることから，手術

方法は修正 Valdivia 体位での TAP を選択し，結石破砕は超音波，空

気圧式砕石装置を使用した．手術時間は 2時間56分，出血量は約 50

ml．術後経過良好で 6 日目に退院，術後 2 カ月のフォロー CT で

stone free となった．シスチン結石の再発予防には，飲水，塩分摂取

制限，内服治療に加え，初回治療での stone free rate が高い TAP が有

効な手術方法と考えられる．

尿細胞診疑陽性の右腎サンゴ状結石に対し PNL を施行し，術後右

腎盂扁平上皮癌と PNL トラクト播種を認めた 1例 : 川瀬 真，加藤

大貴，石田貴史，加藤成一，宇野雅博，藤本佳則（大垣市民） 50

歳，男性．肉眼的血尿を主訴に近医受診．右腎サンゴ状結石と尿細胞

診疑陽性を指摘され2012年 9 月当科紹介．造影 CT で φ 6 cm の右腎

サンゴ状結石と右 UPJ 壁肥厚を認めた．尿細胞診は 2 回陰性．半年

間経過観察後，尿細胞診疑陽性のため膀胱鏡と RP 行うも明らかな腫

瘍性病変を認めず．右腎盂尿細胞診は疑陽性だったが，結石に伴う細

胞変性と判断し2013年 4 月 PNL 施行．2013年12月右背部痛で受診．

CT で右腎盂尿管腫瘍と右側腹壁腫瘍を指摘．右 RP では右腎盂全体

に及ぶ陰影欠損を認め，右腎盂尿細胞診陽性．腹壁腫瘍針生検はSCC

疑い．右腎盂扁平上皮癌，PNL トラクト播種と診断し，術前 GC 療

法 4コース施行後，2014年 4月右腎尿管全摘術，腹壁腫瘍摘出術およ

び広背筋皮弁施行．病理は SCC，pT3N0．術後再発なかったが2015

年 7 月 CT で左下肺野に結節影出現．SCC 上昇なく，原発性肺癌の

可能性を考え呼吸器内科へ紹介し，肺小細胞癌と判明．化学療法を

行ったが病状進行し2017年 3月永眠．

膀胱全摘術後に多臓器転移を来たした膀胱小細胞癌の 1例 :弓場拓

真，日比野貴文，大脇貴之，前田基博，犬塚善博，近藤厚哉，田中國

晃（刈谷豊田総合） 72歳，男性．血尿で受診．TUR を施行し病理

診断は浸潤性尿路上皮癌であり，術前化学療法後に膀胱全摘術を施

行．摘出病理診断は膀胱小細胞癌であった．化学療法を追加したが多
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臓器転移を認め，術後10カ月で癌死した．

膀胱 Nephrogenic metaplasia の 1例 : 高田英輝，岩月正一郎，梅

本幸裕（名古屋市立西部医療セ） 50歳，男性．頻尿と排尿時痛を主

訴に受診．尿細胞診は疑陽性，PSA 1.235 ng/ml．CT で前立腺から

膀胱左側壁にかけ腫瘤を認め，MRI で T2 高信号の病変，膀胱鏡で

は膀胱頸部から左側壁に乳頭状および嚢胞性腫瘍を認めた．検査所見

より膀胱腫瘍と診断．TUR-Bt を施行した．病理組織検査では乳頭状

増殖病変に，被覆上皮は 2∼ 3層からなる尿細管に類似する形態を認

め，膀胱 nephrogenic metaplasia と診断した．Nephrogenic metaplasia

は尿路に発生する比較的稀な良性腫瘍で，腎尿細管類似腺管様構造を

もつ．画像検査では尿路上皮癌と類似し，鑑別を要する．発生機序と

して腎尿細管細胞の implantation 説などが考えられている．今回，若

干の文献的考察を加え報告する．

膀胱癌に対し動注化学療法後 8年経過し膀胱破裂を来たした 1例 :

服部竜也，岩田奈有佳，河瀬健吾，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） 65歳，男性．膀胱癌 stage 3 に

対し放射線療法，動注化学療法を行っていた． 8年後に腹腔外膿瘍，

体動困難，低体温，DIC で緊急入院．入院後，集学的加療によりバ

イタルは安定したが，第 3 病日に行った MRI で膀胱破裂を認め，膀

胱修復術を施行．著明な萎縮膀胱を認め，組織学的に慢性の膀胱壁障

害や表層の活動性炎症を認めが，癌の再発所見は認めなかった．膀胱

癌加療や感染による膀胱壁の障害に加え，血圧回復による尿量の増加

により，膀胱破裂が生じたと考えられた．

好酸球性膀胱炎の 1例 :渡邉弘充，西川昌友，倉橋俊史（聖隷三方

原） 患者は58歳，男性．下腹部痛と両側水腎症で当科紹介．既往に

アレルギー歴はなし，内服薬なし．膀胱鏡所見で膀胱三角部に浮腫性

変化と隆起性病変を認めた．MRI では膀胱三角部の筋層が著明に肥

厚しており，仙骨前面から直腸側腔まで病変を認めた．病理結果は著

明な好酸球浸潤を伴い，悪性所見は認めず，好酸球性膀胱炎の診断で

あった．寄生虫などは確認できなかった．ステロイド（PSL 30 mg）

から開始し経過をみるも改善なく，免疫抑制剤投与なども考慮した

が，まずは PSL 60 mg に増量，漸減していくことで膀胱病変は縮小

し，水腎症の改善をみた．好酸球性膀胱炎は悪性腫瘍との鑑別を要す

る疾患で，ステロイドや IPD，免疫抑制薬が治療薬として用いられ

る．今回われわれはステロイド増量にて軽快した症例を経験したので

報告する．

前立腺肥大症治療中に発見された前立腺肉腫の 1例 :岡田百合香，

寺島康浩，河野 悠，内藤祐志，小嶋一平，田中篤史，長井辰哉（豊

橋市民） 前立腺肉腫は予後不良な稀な疾患であり，前立腺癌の中で

の発症頻度は 1％未満であるといわれている．今回前立腺肥大症治療

中に発見された前立腺肉腫の 1例を経験したので報告する．患者は69

歳，男性．排尿困難にて近医から紹介受診．初診時 PSA は 1.175 ng/

ml で著明な前立腺中葉肥大を認めた．尿閉症状もあり TUR-P を施

行，病理結果は spindle cell sarcoma であった．画像上明らかな転移を

認めず，追加的治療として膀胱全摘回腸導管造設術を施行．病変は前

立腺内に留まり，断端陰性，骨盤内リンパ節に転移を認めなかった．

術後早期に麻痺性イレウスを発症したが，保存的に軽快．術後 2カ月

経過しているが，明らかな再発転移は認めていない．

転移巣切除術により PSA が陰転化した前立腺癌の 1例 :宮田裕大，

舟橋康人，成田知弥，山本晃之，高井 峻，松尾かずな，石田昇平，

馬嶋 剛，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） 82歳，男性． 8 年前に PSA 8.4 ng/

ml，GS 4＋3 の前立腺癌にて全摘除術施行．術後 PSA 再発ありホル

モン療法施行するも CRPC となった． 1 年前に左大胸筋内に転移出

現．切除術にて PSA は陰転化した．

前立腺 Cystadenocarcinoma の 1例 :齋藤政信，加藤義晴，金尾健

人，杉江美穂，村松洋行，森永慎吾，梶川圭史，小林郁生，西川源

也，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） 62歳，男性．PSA 19.1 ng/ml，GS 4＋4＝8，cT2cN0M0

の前立腺癌に対し，RARP を施行した．病理組織学的診断は

cystadenocarcinoma，pT2c であった．

Adenocarcinoma in situ of the prostate の 1例 : 武田知樹，野田祐

介，廣瀬泰彦，成山泰道，中根明宏，窪田裕樹（愛知県厚生農業協同

組合連合会海南） 70歳，男性．PSA 9.43 ng/ml と高値を認め，前

立腺針生検を施行．Adenocarcinoma in situ of the prostate と診断．画像

検査でリンパ節転移，臓器転移を認めず，ロボット支援腹腔鏡下根治

的前立腺全摘除術を施行した．

輸血後に急変を来たした TRALI の 1例 :渡邉俊輔，古瀬 洋（中

東遠総合医療セ），松島 暁（同救急科） 82歳，男性．PSA 高値の

ため前立腺針生検を予定していた．肉眼的血尿に伴う貧血に対し輸血

を施行後，39°C 台の発熱，喘鳴，呼吸困難が出現した．胸部 Xp で

は右肺優位に浸潤影を認め，各種検査結果から誤嚥性肺炎または尿路

感染症による敗血症性ショックと診断し，ICU 入室の上，昇圧剤，

抗生剤による治療を開始した．入室 3日目には胸部 Xp で浸潤影が消

失し，その頃より酸素化も軽快，全身状態も改善傾向となった．病

歴，経過を考慮したところ今回の原因は輸血の副作用である輸血関連

急性肺障害（TRALI）と考えられた．本疾患は発症率は低いが輸血

関連の死因としては上位に位置するため，輸血後の急変には留意して

おく必要がある．

医原性尿道狭窄に対して口腔粘膜移植尿道再建術を施行した 1例 :

服部恭介，小林弘明，横井圭介，山田浩史，錦見俊徳，石田 亮，山

内裕士，大橋朋悦（名古屋第二赤十字），上岡克彦（国立成育医療研

究セ） 37歳，男性． 3歳より尿道狭窄にて尿道ブジー継続．2011年

6月ブジー施行が困難となり，同年12月口腔粘膜移植手術施行．2012

年 6月，別部位の尿道狭窄が疑われ，2017年 1月， 2度目の口腔粘膜

移植尿道再建術を施行した．

尿道損傷を伴った陰茎折症の 1例 :清家健作，藤本祥太，玉木正

義，米田尚生（岐阜市民），加藤大貴（大垣市民），後藤高広（羽島市

民） 43歳，男性．2015年12月妻との性交時に陰茎を損傷し，陰茎の

腫脹と尿道出血を主訴に当院受診．尿道造影では尿道とともに陰茎海

綿体が造影され，尿道損傷を伴った陰茎折症と診断した．同日施行し

た手術では尿道海綿体および尿道に損傷を認めたが，陰茎海綿体の損

傷部ははっきりしなかった．尿道および尿道海綿体を縫合修復した

後，人工勃起を行い陰茎海綿体損傷がないことを確認して手術を終了

した．手術 2週間後に尿道造影で尿道損傷部の治癒を確認して尿道カ

テーテルを抜去した．術後 1カ月で勃起時の合併症は認めず，正常勃

起が得られている．本症例では，陰茎海綿体の損傷部がはっきりしな

かったが，尿道に穿破していたことより尿道海綿体近くでの損傷で

あったと考えられる．このため，尿道および尿道海綿体の縫合を行っ

た際に，陰茎海綿体薄膜損傷部も閉鎖することができたと考えられ

た．

外陰部 Paget 病による膣閉鎖に対して外陰部形成術を施行した 1

例 :日比野貴文，弓場拓真，大脇貴之，前田基博，犬塚善博，近藤厚

哉，田中國晃（刈谷豊田総合） 87歳，女性．外陰部 Paget 病に対し

放射線療法などを施行．外尿道口を含む外陰部が完全に閉鎖し尿閉，

尿路感染症を併発．膀胱高位切開部から順行性に軟性鏡を挿入し切開

部分を観察しながら外陰部形成術を施行した．

非触知停留精巣として経過観察中に精巣捻転を来たした 1例 :河田

啓，中井千愛，永井真吾，久保田恵章（トヨタ記念） 4歳，男児．

2015年10月， 3歳時健診で左停留精巣を指摘され当科を受診した．左

精巣は触知できなかったため MRI を撮影したが，左鼠径部に索状物

を認めたのみで明らかな左精巣は指摘できなかった．両親に腹腔鏡検

査を勧めたが，セカンドオピニオンを希望し経過観察となった． 8カ

月後の2016年 6月に，前日の20時頃から左鼠径部腫脹が続くとして近

医を受診し，左鼠径ヘルニア嵌頓を疑われ18時頃に当院救急外来を受

診した．腹部 CT では左鼠径部に約 3 cm の内部不整な腫瘤を認め

た．停留精巣として経過観察中であったことから残存精巣からの腫瘍

発生や膿瘍形成などの可能性を考え，手術を行った．腫瘤は左精巣で

あり，外観上すでに壊死していたため左精巣捻転と診断し，摘除を

行った．摘除標本の病理所見では精巣内の広範な出血と精細管の壊死

を認め，明確な腫瘍性変化や悪性像は認めなかった．

経過中に心筋転移を来たした左腎癌の 1例 :竹内慎一，伊藤照久，

飯沼光司，前川由佳，山田佳輝，中根慶太，水谷晃輔，土屋朋大，安
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田 満，横井繁明，仲野正博，出口 隆（岐阜大附属） 59歳，男

性．左腎癌 cT1bN0M0 の診断で2006年後腹膜鏡下根治的左腎摘術を

施行．淡明細胞癌の診断．全身療法で治療を継続．経過中に心不全兆

候が出現し，冠動脈造影・MRI で心筋転移を指摘された．心不全の

急性期治療後，ニボルマブの投与を開始し 7 コース終了後に MRI で

再評価を行ったが転移巣の増大を認めず，SD と判断し現在も治療継

続中．転移様式としては縦隔リンパ節の新規の転移巣出現後に心臓転

移が診断されており，リンパ節転移が示唆された．また心不全に関し

ても MRI・胸部X線画像で評価をしているが，心嚢液の減少や心拡

大の改善など良好に経過しており，ニボルマブの心臓転移巣に対する

効果が示唆される経過であった．

骨転移切除とパゾパニブが奏功した転移性腎細胞癌の 1例 :成田知

弥，吉野 能，村松知昭，宮田裕大，森 文，山本晃之，高井 峻，

松尾かずな，馬嶋 剛，石田昇平，舟橋康人，藤田高史，佐々直人，

松川宣久，加藤真史，山本徳則，後藤百万（名古屋大） 56歳，男

性．2011年 4月肉眼的血尿を主訴に他院受診．CT にて左 85 mm，右

23 mm 大の腎腫瘍を認め，同 5月左腎摘除術，右腎部分切除術施行．

病理結果は両側とも淡明細胞癌．2013年10月右下肺野に 13 mm の肺

転移が出現し，当科紹介．同年11月胸腔鏡下右肺部分切除術施行，病

理は metastatic RCC．2016年10月両肺野に最大 9 mm 大の多発結節，

Th10 椎骨に溶骨性変化を認め腎癌肺転移，骨転移と診断．同年11月

他院で骨転移に対し椎弓切除術施行．2017年 1月パゾパニブを導入．

治療開始後 1カ月で肺転移巣縮小， 3カ月で消失し，現在まで完全奏

効している．

同側に同時に腎盂尿路上皮癌と腎細胞癌が認められた 1例 :杉山桃

子，杉山貴之，松下雄登，佐藤 亮，秋 亮太，田村啓多，細川真

吾，本山大輔，伊藤寿樹，大塚篤史，三宅秀明（浜松医大附属） 90

歳，男性．2012・2014年肉眼的血尿で当科受診．細胞診，CT，膀胱

鏡，エコーで異常はなく悪性腫瘍は否定的と考え近医にて経過観察と

なった．2015年12月肉眼的血尿，貧血悪化があり再受診．尿細胞診

class V，膀胱鏡で左尿管口からの出血があり，CT・MRI では左腎盂

に所見を認めたため，左腎盂癌（cT1N0M0）と診断し腎尿管摘除術

施行．病理組織学診断は腎盂上極に浸潤性尿路上皮癌（pT3），腎実

質に乳頭状腎細胞癌（pT1a）を認め，腎盂癌と腎細胞癌の同側同時

重複癌症例であった．術後追加治療なしで経過観察中だが 1年 2カ月

時点で再発は認めない．術前診断により術式が変わるため，正確な診

断がなされたかが重要であるが，本症例の様に病変が小さい場合は術

前検査で重複癌を指摘できない場合が多いと考えられる．

腎静脈原発 Leiomyosarcoma の 1 例 : 関戸 翔，西川晃平，景山

拓海，東 真一郎，三木 学，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） 47歳，女性．右

腰背部痛で近医受診し，CT にて右腎門部に 6 cm 大の腫瘍性病変を

指摘され当科紹介．造影 CT，MRI にて造影効果を認める充実性腫瘍

の所見と内部壊死を認めた．右腎静脈は腫瘍による閉塞，下大静脈は

腫瘍の浸潤と腫瘍塞栓を疑う所見を認めた．開腹手術にて後腹膜腫

瘍，右腎，下大静脈腫瘍塞栓の摘出を行った．腫瘍周囲の癒着は軽度

で腫瘍，右腎，下大静脈の一部を一塊に摘出し，下大静脈欠損部は牛

心膜パッチで再建した．腫瘍は 6 cm 大で割面は黄白色で腎実質とは

離れていた，組織学的には，紡錘形細胞が束状に増殖を認め，1∼2/

10 HPF の核分裂像を認めた．切除断端は陰性であった．免疫染色に

て desmin（＋），caldesmon（＋），HHF35（＋）であり腎静脈原発の

leiomyosarcoma と診断した．術後 4カ月，現在まで再発は認めていな

い．

小児に発症した膀胱原発尿路上皮癌の 1例 : 加藤大貴，内木 拓

（名古屋市大） ［症例］12歳，女児．既往歴，家族歴なし．肉眼的血

尿を主訴に前医を受診し，腹部超音波検査で膀胱腫瘍を疑われ当科紹

介受診となった．尿沈渣で赤血球を多数認め，尿細胞診は陰性であっ

た．造影 MRI で膀胱頸部に 9 mm 大の造影効果を伴う乳頭状腫瘤を

認め，TURBT を施行．病理診断は尿路上皮癌 low grade pTa であっ

た．術後 7 カ月を経過し，膀胱内再発を認めていない．［考察］膀胱

癌の若年発症は稀であり，調べえた限り国内外で188例の報告がみら

れた．発見契機は肉眼的血尿が85％であり，81％が腹部超音波で発見

されていた．低悪性度，筋層非浸潤性尿路上皮癌が約90％であり，成

人例と比較したところ，再発率は低く，予後良好であった．

RS3PE 症候群に合併した前立腺癌の 1例 : 城代貴仁，深見直彦，

猿田真庸，武東義成，西野 将，河合昭浩，伊藤正浩，引地 克，深

谷孝介，高原 健，市野 学，佐々木ひと美，日下 守，白木良一

（藤田保衛大） 71歳，男性．RS3PE 症候群にてステロイド内服治療

中．悪性腫瘍精査にて PSA 7.4 ng/ml を指摘され前立腺針生検施行，

前立腺癌 cT1cN0M0 と診断し RARP を施行した．RS3PE 症候群は悪

性腫瘍の合併が多く，また悪性腫瘍合併例は非合併例に比べ難治性だ

と言われている．自験例もステロイド内服開始後に消失した疼痛症状

が術前に再燃し，炎症反応の再上昇もみられたが，前立腺摘除後すみ

やかに改善した．また他の報告と同様に，自験例においても RS3PE

症候群の症状と，前立腺癌の進展には相関がみられた．RS3PE 症候

群が前立腺癌を進展させた可能性が考えられた．

Teratoma，Postpubertal type の 1例 : 西川源也，中村小源太，杉

江美穂，斉藤政信，村松洋行，森永慎吾，梶川圭史，小林郁生，加藤

義晴，渡邊將人，金尾健人，住友 誠（愛知医大） 43歳，男性．検

診で AFP 高値を指摘され受診．右精巣腫瘍，後腹膜リンパ節転移と

診断した．右高位精巣摘除術，BEP 療法後，後腹膜リンパ節廓清術

を施行した．病理組織学検査にて teratoma，postpubertal type であっ

た．

当院における 2nd TURBT の検討 : 小林郁生，金尾健人，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，中村小源太，住友 誠（愛知医大），都築豊徳（同病

理診断科） 2013年 3月以降に 2nd TURBT を施行した12例を検討し

た．2nd TURBT で腫瘍の残存を認めた症例は12例中 3 例であった

が，upstaging は認めなかった．残存腫瘍の病理組織学的検討から 2nd

TURBT の適応，手技について考察した．

浜松医科大学における 2nd TUR の治療成績 : 松下雄登，佐藤 亮，

杉山桃子，秋 亮太，田村啓太，本山大輔，伊藤寿樹，杉山貴之，大

塚篤史，三宅秀明（浜松医大），渡邊恭平（遠州），渡邉俊輔（中東遠

総合医療セ），青木高広（磐田市立総合） 当院および関連病院にお

いて 2nd TUR を施行した54例の成績を後ろ向きに集計し考察した．

2nd TUR で癌の残存を認めた症例は24例であり，全体の44％であっ

た．筋層浸潤癌への up stage 症例は存在しなかった．ロジスティック

回帰分析にて，癌の残存と相関のある臨床的背景因子は認めなかっ

た．術後補助療法として BCG 導入療法は23例に施行されていたが，

維持療法は行われていなかった．また，術後膀胱内注入療法が行われ

ていない症例が24例存在した．今後，2nd TUR 後には膀胱内注入療

法を行うことを当科の治療方針とし，特に再発・進展リスクの高い症

例に対しては，膀胱全摘術あるいは BCG 維持療法の施行を検討する

必要があると考えられた．

三重大学における Second TUR-BT の治療成績 : 長谷川嘉弘，神田

英輝，有馬公伸，杉村芳樹（三重大） これまでに三重大学で second

TUR-BT を行った症例において，病理学的に up grading を来たした

症例は認めていないが，second TUR-BT 後の再発率や病勢進行症例

などから本治療の意義について考察を行う．

2nd TUR 時代における BCG failure 症例の検討 : 飯田啓太郎，内木

拓，浜本周造，安藤亮介，水野健太郎，岡田淳志，窪田泰江，河合憲

康，戸澤啓一，林 祐太郎，安井孝周（名古屋市大） 私たちはこれ

までに，2nd TUR で残存腫瘍を認めなくても BCG 療法を追加するこ

とで，短期間の膀胱内再発が抑制されることを報告して来た．今回

2nd TUR が，長期的な BCG failure の予防に寄与しているかどうかを

検討した．

腎移植患者に対する 2nd TUR-BT : 河合昭浩，日下 守，猿田真

庸，武東義成，城代貴仁，西野 将，伊藤正浩，引地 克，深谷孝

介，高原 健，市野 学，深見直彦，佐々木ひと美，石川清仁，白木

良一（藤田保衛大） 症例 : 60歳代，男性．46歳時に血液透析導入，

58歳時に心停止下献腎移植術施行．移植後 5年経過し尿細胞診陽性．

膀胱鏡検査で多発乳頭状腫瘍を認め，TUR-BT 施行（UC G2＞G3

pT1 同部位の SV40 陽性）． 1 カ月後に 2nd TUR-BT 施行（UC G3

pTis）．術後ピラルビシン膀胱注入療法を施行したが， 6 カ月後に再

発し TUR-BT 施行（UC G3 pTis）．再度ピラルビシン膀胱注入療法を

施行し，現在まで再発を認めない．腎移植患者は，播種性感染などの
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リスクがあるため，BCG 膀胱注入療法は禁忌とされている．本症例

に存在した BK virus 感染は悪性腫瘍発症の温床となりうる可能性が

示唆された．腎移植後患者に対する 2nd TUR-BT の意義と追加治療

について検討した．

当院における初回 TUR-BT の成績と転帰 : 高井 峻，松川宜久，

村松知昭，宮田裕大，森 文，成田知弥，山本晃之，松尾かずな，馬

嶋 剛，石田昇平，舟橋康人，藤田高史，佐々直人，加藤真史，吉野

能，山本徳則，後藤百万（名古屋大） 当院における過去 5年間の膀

胱癌に対する初回 TUR-BT 症例を検討し，その成績と転帰から，筋

層非浸潤性膀胱癌に対する second-TUR の意義について考察した．
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