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第455回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2017年 3 月 4 日（土），於 金沢都ホテル)

腎 Tubulocystic carcinoma の 1 例 : 一松啓介，上村吉穂，江川雅

之（市立砺波総合），奥野のり子，寺畑信太郎（同病理診断科） 症

例は60歳代，男性．2008年造影 CT にて左腎に 9 mm の腫瘤を認め，

定期フォロー予定であったが通院が途絶えていた．2015年10月左声門

部癌の精査時に CT を撮影したところ，左腎腫瘤は 49 mm と増大し

ていた．また肝と傍大動脈に嚢胞性腫瘤を認め，頸椎および左恥骨座

骨に腫瘍性病変がみられた．2016年 1 月に腹腔鏡下根治的左腎摘除

術，傍大動脈腫瘤摘除術を施行．組織学的に腫瘍は管状，嚢胞状構造

を呈しており，嚢胞を裏打ちする細胞は hobnail 状であった．傍大動

脈腫瘤は一部に異型上皮を伴っていた．腎 tubulocystic carcinoma，傍

大動脈リンパ節転移，肝転移，骨転移と診断し，術後スニチニブ，デ

ノスマブの投与を開始，投与 8 カ月時点での治療効果判定は SD であ

る．

腎癌との鑑別が困難であった炎症性偽腫瘍と考えられた 1例 :横川

竜生，村元暁文，塚 晴俊，村中幸二（市立長浜），若宮 誠（同放

射線科），黒澤 学（同病理診断科） 症例は66歳，男性．夜間頻尿

と咳嗽を主訴に当科受診．顕微鏡的血尿認めたため CT 施行したとこ

ろ右腎腫瘤性病変，両側肺野多発結節影を認めた．rt.RCC cT4N0M1

（stage IV）．MSKCC 分類 ; poor risk と診断した．咳嗽に対してステ

ロイド，皮下膿瘍認めたため抗菌薬を投与した．その後 CT ガイド下

腎腫瘍生検施行，形質細胞を認めるのみで悪性所見は認めなかった．

その後 VATS 左肺部分切除術施行，腎組織とおおむね一致する所見

で悪性所見は認めなかったため炎症性偽腫瘍と考えた．その後腎病

変，肺病変とも著明な縮小を認めた．炎症性偽腫瘍の概念が複雑であ

り，また発生臓器で捉え方が一様でないため，診断自体が困難と考え

られた．

透析腎癌に対してパゾパニブを使用した 2例 :青山周平，飯島将

司，神島泰樹，浦田聡子，成本一隆，泉 浩二，小中弘之，溝上 敦

（金沢大） ［症例 1］68歳，男性．［主訴］左胸痛．［現病歴］末期腎

不全のため近医に透析通院中であったが，2016年 5 月中旬から肉眼的

血尿，左胸痛を認め，腹部造影 CT 施行．左腎上極に内部不均一な腫

瘤，肋骨の骨破壊性腫瘍像を認めた．精査加療目的に当科紹介となっ

た．［経過］骨生検施行し，腎癌の骨転移と診断されパゾパニブ（400

mg）を開始．明らかな副作用なく 2 カ月後の画像評価で骨転移の縮

小がみられた．［症例 2］51歳，男性．［主訴］倦怠感．［現病歴］透

析通院中であったが，2016年に倦怠感や労作時呼吸困難を認め CT 施

行したところ，左腎腫瘍および腹腔内に多発結節認めた．CT ガイド

下生検の結果，左腎癌，腹膜播種疑いとなったため当科紹介となっ

た．［経過］パゾパニブ（400 mg）を開始．明らかな副作用なく 2 カ

月後の画像評価で増大なく，SD と判断した．［考察］チロシンキ

ナーゼ阻害薬（TKI）は肝代謝がメインであるため，透析患者でも安

全に使用可能である．そのためパゾパニブは他の TKI より治療継続

期間が長いという報告もある．また，TKI の透析患者への有効性の

報告もあるため，透析患者へのパゾパニブ使用は有効であると考えら

れる．

陰圧式固定具（マジックベット○R）を用い体位固定を行った腎盂癌

に対する腎尿管全摘除術（経膀胱的尿管引き抜き術）の 1例 :高島三

洋，上野 悟（JCHO 金沢），折戸松男（城北），細 正博（金沢大

リハビリテーション） 腎盂癌に対し，陰圧式固定具を用い体位固定

し，経膀胱的尿管引き抜き術を行い低侵襲に手術が施行できた 1 例を

経験したのでこれを報告する．症例は83歳，女性，主訴は左腎盂癌の

精査加療．現病歴 : 2016年11月から肉眼的血尿あり．2016年12月主訴

にて紹介され当科初診．検査所見では肉眼的血尿が認められた．造影

CT では上―下腎杯にかけて腎盂癌が認められた．2017年 1 月入院

し，2017年 1 月左腎尿管全摘除術（経膀胱的尿管引き抜き術）を施行

した．腎盂割面は乳頭状腫瘍で満たされており，非浸潤乳頭状尿路上

皮癌，high grade，pTa，ly0，V0，u -lt0 であった．術後第16病日で退

院となった．

後腹膜骨髄脂肪腫の 1例 :中井 暖，井上慎也，中澤佑介，橘 宏

典，森田展代，近沢逸平，田中達朗，宮澤克人（金沢医大） 骨髄脂

肪腫は主に副腎に発生する成熟脂肪細胞と正常骨髄系細胞からなる良

性腫瘍で，後腹膜発生は比較的稀とされている．今回われわれは，画

像検査で悪性腫瘍が否定できず，摘出標本の病理組織学的検査によっ

て診断に至った後腹膜骨髄脂肪腫の 1 例を経験したので報告する．症

例は60歳，男性．血液透析のため近医通院中の腹部 CT で増大傾向を

示す左腎背側腫瘤を指摘された．腹部CTで左腎背側に長径約 10 cm

の脂肪と同程度の CT 値を示す腫瘤性病変を認め，PET-CT で軽度集

積を認めたため脂肪肉腫が疑われ，左腎摘除術を施行した．病理組織

学的に，脂肪細胞が主体の骨髄系細胞を伴った腫瘍であり，後腹膜骨

髄脂肪腫と診断した．良性腫瘍であるため術前に診断が得られ，特に

随伴症状がなければ経過観察も 1つの選択肢と考える．

前立腺癌密封小線源挿入療法後に膀胱癌を発症した 1例 : 岡田昌

裕，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），塩浦宏樹（同放射線科），大越忠和，今村好章（同病理

部），大山伸幸（大山クリニック） 74歳，男性．iPSA 8.4 ng/ml，

経直腸的生検にて Gleason score 4＋4＝8 の腺癌を認め，前立腺癌

cT2aN0M0 の診断で， 外照射併用の密封小線源永久挿入療法

（BTX）を施行した．BTX 後 1 年 7 カ月に膀胱後壁に 4 カ所の乳頭

状腫瘍を認め TURBT 施行．病理組織診断は表在性尿路上皮癌だっ

た．BTX 後 5 年 7 カ月に後壁∼三角部にかけて膀胱癌再発を疑われ

るも，高リスクな基礎疾患を理由に治療を一時は拒否．BTX 後 6 年

1 カ月に TURBT 施行し，高度な壊死を伴う筋層浸潤性膀胱癌と診

断された．膀胱全摘除術は拒否され，現在は外来で経過観察中であ

る．

排尿困難を契機に発見された若年前立腺横紋筋肉腫の 1例 :飯田裕

朗，柴森康介，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，北村 寛（富山大），

西田直徳（同小児科） 症例は15歳，男性．2015年 5 月頃より排尿困

難を自覚．症状増悪したため前医受診．腹部エコーで前立腺の不整な

腫大を認め，CT，MRI で前立腺腫瘍が疑われ骨盤内リンパ節腫脹も

認めたため加療目的に当科紹介．経直腸的前立腺生検施行し胞巣型横

紋筋肉腫と診断された．診断確定後当院小児科，他院にて進行性・転

移性横紋筋肉腫に対する自家幹細胞救援療法を併用した大量化学療法

の第Ⅱ相試験のプロトコールに準じた化学療法，陽子線照射，VAC

療法を施行．治療後の画像評価では前立腺，骨盤内リンパ節の著明な

縮小を認めたが 4 カ月後の MRI で前立腺に再発が疑われた．今後再

度前立腺生検を行い組織診断確定後治療方針を決定する予定である．

遺尿症にて発見された後部尿道弁の 1例 :坂井友哉，高野晃暢，中

川朋美，八重樫 洋，宮城 徹，中嶋孝夫（石川県中），廣谷太一，下

竹孝志（同小児外科） 症例は11歳，男児．幼少期より続く昼間遺尿

を主訴に受診．排尿時膀胱尿道造影で後部尿道に全周性の弁状狭窄を

疑う所見を認めた．膀胱尿道鏡検査では，膀胱に肉柱形成，精阜から

近位へ連続する膜状物を認めた．Young II 型の後部尿道弁と診断し，

鎌状切開刀で内視鏡的弁切開を施行した．術後 2 カ月で尿失禁量減

少，最大尿流率および平均尿流率の増加を認めた．後部尿道弁は，学

童期には遺尿症，夜尿症を契機に発見される．診断は排尿時膀胱尿道

造影および膀胱尿道鏡検査によるが，診断基準は明確でなく，積極的

な内視鏡検査および治療が望まれる．今後，診断基準および内視鏡的

切開の適応についての検討が必要と考える．

当院で経験した第 1期梅毒の 3症例の検討 : 大山伸幸（大山クリ

ニック） 症例 1は61歳，男性． 6 ∼ 8週間前にデリヘルで複数回の

sexual intercourse（以下 SI）があった． 3 ∼ 4週後より包皮潰瘍と右

鼠径部腫脹を認めたため，当院を受診となった．RRP 法64倍，TP 抗

体法10,240倍を示し，硬性下疳，無痛性横痃と診断した．症例 2は41

歳，男性． 8週間前に特定のパートナーと SI があった． 5週後より

包皮に発赤を伴う皮下硬結を認め，当院を受診となった．RRP 法32

倍，TP 抗体法2,560倍を示し，初期硬結と診断した．症例 3は38歳，

男性． 4週間前にデリヘルで SI があった． 3週後より包皮びらんを
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認め当院受診となった．RRP 法16倍，TP 抗体法640倍を示し，硬性

下疳と診断した．いずれの症例もアモキシリン 1,500 mg を 4 ∼ 8週

間投与することで症状は改善し，RRP 法は 8倍以下に低下した．厚

労省によると梅毒報告数は2011年を境に急増している．今後，泌尿器

科外来でも初期梅毒に遭遇する機会も増えることが予想される．

日本人男性の尿路性器 HPV 感染とそのリスクファクターについて

の検討 : 中嶋一史，重原一慶，岩本大旭，川口昌平，溝上 敦（金沢

大），北村唯一（性の健康医学財団），八重樫 洋，中嶋孝夫（石川県

中），島村正喜（能美市立），並木幹夫（長谷川） ［目的］今回われ

われは日本人男性の尿路性器 HPV 感染を調査・検討した．［対象と

方法］泌尿器科外来受診男性823例から亀頭部全体の擦過検体を採取

し，同時に中間尿も採取し各検体から DNA 採取・HPV 型判定を

行った．［結果］HPV 陽性率は，亀頭検体22.8％，尿検体5.8％で

あった．過去のパートナー数10人以上，最近 1 年のパートナー数 1人

以上，尿路 HPV 感染の存在，尿路クラミジア陽性が男性性器 HPV

感染の独立した risk factors であった．

当院におけるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術初期症例の検討 :

前田雄司，黒川哲之，押野谷幸之輔，長野賢一（松任石川中央） 小

径腎腫瘍に対する局所治療の 1 つとして，腎部分切除術がある．

2016年 6 月よりロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術（robot-assisted

partial nephrectomy : RAPN）を開始した．2016年12月までに10症例

（10腫瘍）に対して RAPN を施行した．総手術時間中央値 : 245分，

推定出血量中央値 : 30 ml，阻血時間中央値 : 21分であった．周術期

の合併症は一過性肉眼的血尿を 1 例に認めたのみで，輸血症例や再手

術を要した症例は認めなかった．病理組織は腎細胞癌 8 例，良性腫瘍

2 例で術中被膜損傷もなく全例断端陰性であった．腎門部腫瘍・

T1b・腎上極・完全包埋型など高難易度に分類される腫瘍も一通り経

験したが，手術用ロボットを利用することで安全に施行することが可

能であった．

福井大学におけるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の初期経験 :

伊藤秀明，小林久人，稲村 聡，関 雅也，多賀峰克，山内寛喜，松

田陽介，横山 修（福井大） ［目的］ロボット支援腹腔鏡下腎部分

切除術の導入初期における治療経験を報告する．［対象］2016年 8 月

から2017年 1 月までに施行した13例．［結果］年齢は中央値67歳

（60∼81），患側は右 8 例，左 5 例．臨床病期は T1a 11例，T1b 2 例

で，RENAL nephrometery score は中央値 7（4∼9）であった．到達法

は経腹膜11例，後腹膜 2 例．手術時間，阻血時間，および出血量の中

央値は177分（111∼245），20分（12∼30），20 ml（少量∼1,800）で

あった． 1 例は出血のため輸血，腎摘除を要した． 1 例は腫瘍を誤認

したまま手術を終了し，後日開腹による腎摘除を施行した．［結語］

腎摘除に至った症例の反省を今後に生かしたい．
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