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第456回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2017年 6 月 3 日（土），於 ホテル金沢)

副腎海綿状血管腫の 1例 : 高野晃暢，八重樫 洋，青山周平，宮城

徹，中嶋孝夫（石川県中） 症例は69歳，男性．健診の CT にて左副

腎腫大を指摘された．画像検査では左副腎は 5 cm 大，副腎シンチグ

ラフィ，血・尿中ホルモン検査にて非機能性副腎腫瘍と診断された

が，経過にてわずかに増大傾向であり悪性腫瘍を否定できず，腹腔鏡

下左副腎摘出術を施行した．腫瘍周囲にほぼ均等に菲薄化した副腎皮

質を認め，腫瘍割面では中央部に瘢痕があり，周囲は暗赤色海綿状

で，病理学的に海綿状血管腫と診断された．術後経過良好，良性腫瘍

であり終診予定である．副腎血管腫はきわめて稀な疾患で，ほとんど

が非機能性の良性腫瘍である．しかし，本邦では血管腫にも関わらず

血・尿中ホルモンが上昇するものが 2 例，悪性が 2 例報告されてお

り，それぞれに準じた管理をすることが望ましく，サイズの大きい症

例は出血や破裂の危険もあるため摘出が望ましい．

後腹膜脂肪腫の 2例 :神島泰樹，武澤雄太，島 崇，大筆光夫，瀬

戸 親（富山県中），内山明央（同病理診断科） ［症例 1］50歳代，

男性．腹痛の精査目的の CT で部分的に造影効果のある後腹膜腫瘍を

認めた．FDG-PET でも軽度の集積があり，転移は認めなかった．高

分化型脂肪肉腫が疑われ，摘出術を施行した．腫瘍は 2,540 g であっ

た．腫瘍は一部線維化を伴う成熟脂肪細胞からなり，免疫染色を含め

悪性所見なく，後腹膜脂肪腫の診断であった．術後 9 カ月経過し，再

発なく経過している．［症例 2］30歳代，女性．不妊の精査目的の

MRI で後腹膜脂肪腫が疑われた．その後自然妊娠したため，経過観

察となった．出産後の CT で造影効果は認めないが，腫瘍が増大傾向

を示し，高分化型脂肪肉腫を疑い摘出術を施行した．腫瘍は 257 g で

あった．腫瘍は成熟脂肪細胞のみからなり，後腹膜脂肪腫の診断で

あった．本症例について若干の文献的考察を含め報告する．

腎動静脈奇形の 3例 :菊島卓也，上村吉穂，一松啓介，江川雅之

（市立砺波総合），安藝瑠璃子，高田治美，龍 泰治（同放射線科），

眞田順一郎（ニューハート・ワタナベ国際放射線科） ［症例 1］30

歳代，女性．肉眼的血尿で受診．造影 CT にて右腎動静脈奇形を疑

い，腎動脈造影を施行．右腎下極に nidus を認め，エタノールを用い

TAE 施行．施行後広範囲な右腎梗塞および肺塞栓を発症し，直ちに

抗凝固療法を開始した．その後右腎梗塞の範囲は縮小，肺塞栓も軽

快，血尿は消失した．［症例 2］80歳代，女性．肉眼的血尿で受診．

造影 CT にて右腎門部付近に nidus を認め腎動静脈奇形と診断．重度

認知症で TAE 施行困難なため腹腔鏡下右腎摘除術を施行した．［症

例 3］20歳代，男性．肉眼的血尿で受診．造影 CT にて左腎動静脈奇

形を疑った．腎動脈造影で左腎上極と下極に nidus を認め，エタノー

ルを用い TAE 施行．施行後血尿は消失し合併症なく退院．

尿管皮膚瘻から BCG を尿管内へ注入した 1例 :加藤佑樹，泉 浩

二，北川育秀，野原隆弘，重原一慶，成本一隆，角野佳史，溝上 敦

（金沢大） 症例は64歳，男性．2011年 7 月肉眼的血尿を主訴に近医

を受診し，膀胱腫瘍に対して経尿道的膀胱腫瘍切除術（TUR-Bt）が

施行された．病理組織所見は CIS であった．術後，BCG 膀胱内注入

療法（80 mg を週 1 回注入，計 8 回施行）が施行された．2013年 5

月，尿細胞診にて class V が指摘された．画像所見から前立腺部尿道

への CIS 浸潤の可能性も考えられ，TUR-Bt および経直腸的前立腺生

検が施行された．膀胱 TUR 切片からは尿路上皮癌が認められ，前立

腺部尿道 TUR 切片および前立腺針生検組織から前立腺導管に進展し

た CIS が認められた．CIS を伴う膀胱癌の前立腺浸潤と診断した．

前立腺組織への浸潤が強く疑われたため，術前 GC 療法を 2コース

実施した（gemcitabine 1,000 mg/m2 day 1，8，15 投与 cisplatin 70 mg/

m2 day 2 投与）．その後，2013年12月に膀胱前立腺尿道全摘術および

尿管皮膚瘻造設術を施行した．尿路変向は回腸導管造設術の予定で

あった．しかし，術中左尿管断端迅速病理を 5 回施行し，いずれも断

端から CIS が検出されたため，尿管の長さが短くなり回腸導管造設

は断念した． 5 回迅速病理を提出後は尿管断端陽性のままそれ以上の

尿管切断は断念し，術後尿管内 BCG 投与を予定して尿管皮膚瘻を造

設した．手術時間は 9 時間 7分，出血量は 1,660 ml であった．病理

組織診では，CIS の前立腺導管内への浸潤と，左尿管断端の CIS を

認めた．膀胱には明らかな悪性所見は認められなかった．2014年 1 月

から左尿管への BCG 灌流療法を実施した．注入方法は，4.7 Fr

Single-J 尿管カテーテル（Sof-FlexR）を使用し，イムノブラダーR 40

mg を生食 80 ml に懸濁した液を 40 cm の高さから 2 時間で滴下した．

2 回目の投与後に一過性の 39°C の発熱を認めたが，週 1 回で合計 6

回の投与を実施した．その後，尿細胞診は右尿管，左尿管ともに陰性

が続いている．術後46カ月が経過しているが，再発は認めていない．

膀胱神経内分泌癌の 1例 :森田展代，牛本千春子，井上慎也，近沢

逸平，田中達朗，宮澤克人（金沢医科大） 膀胱神経内分泌癌は膀胱

癌のうちの約0.5％に認め，非常に稀で，予後が悪い癌ある．今回，

集学的治療を行い長期生存している 1 例を経験したので報告する．症

例は65歳，男性．肉眼的血尿あり，前医受診し，TUR-BT にて UC，

high grade，G3，少なくとも pT2 以上と診断され，根治治療目的で当

院紹介となる．膀胱全摘・回腸導管造設術施行．病理結果にて

neuroendocrine carcinoma，pT3a，INFβ，pN1 と診断．術後 GCarbo

療法を 2クール施行，経過観察となった． 1 年後にリンパ節転移が出

現．GC 療法 3クール・radiation 52 Gy 施行し，転移は消失．現在維

持療法として GEM 単独化学療法を定期的に施行し，再発は認めず 4

年経過した．膀胱神経内分泌癌の予後は 2 年生存率28％， 5 年生存率

16％と報告されているが，集学的治療により長期生存も期待できると

考える．

ノカルジアが起炎菌であった前立腺膿瘍の 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） ［緒言］Nocardia 属は土壌，水など自然界に広く存在

する好気性の放線菌であり免疫能の低下により，肺，皮膚などに日和

見感染を起こす．［症例］70歳代，男性．免疫抑制薬にて治療中．誤

嚥性肺炎のため当院内科入院中に，炎症反応の再上昇を認めた．尿培

養にて Nocardia farcinica が陽性であり，CT にて前立腺左葉に膿瘍を

認めたが，内科的加療が奏効せず，外科的ドレナージ目的に当科紹介

となり，経会陰的ドレナージ術を施行した．膿培養でも Nocardia

farcinica が陽性であった．術後，膿瘍は順調に縮小し，術後 7 日目ド

レーンを抜去した．その後感染症科にて，抗菌化学療法を継続中であ

る．現在，再発は認めていない．［考察］Nocardia による前立腺膿瘍

においても，保存的治療が奏効しない場合には積極的ドレナージが有

効と考えられた．

検診での尿潜血を主訴に当科を受診した患者の検討 : 上野 悟，高

島三洋（JCHO 金沢），堀口 優（同健康管理セ） 当院健康管理セ

ンターにおける尿潜血陽性患者は検診受診者の約10％，尿潜血陽性患

者の60∼70人に 1人が当科を受診した．受診時の尿沈渣では約60％は

正常であった．KUB，腎エコーが実施され，ESWL の適応であった

患者が 2 例，経過観察している患者が10名存在した．血尿診療ガイド

ライン2013では，尿細胞診と腎膀胱エコーが推奨されているが，当科

でも2014年以降では80％の症例で尿細胞診が実施されていた．尿路上

皮癌が発見された例はなかった．ガイドラインでは定期的な検査は推

奨されておらず，今後も尿沈渣に加え画像検査と尿細胞診を実施し，

異常がなければ定期経過観察は行わないが，検診で経過観察，自覚症

状出現時には受診するよう患者指導を行うことは重要と考える．

当院における Elevate 型 TVM 手術と Prolift 型 TVM 手術の比較検

討 : 浦田聡子，成本一隆，中川朋美，牧野友幸，中嶋一史，飯島将

司，川口昌平，重原一慶，野原隆弘，泉 浩二，角野佳史，溝上 敦

（金沢大），栗林正人（富山赤十字），北川育秀（小松市民） 本邦で

は，2011年 7 月の FDA の経膣メッシュへの警告以来，メッシュサイ

ズ を縮小した術式が次々と登場してきた．当院では2014年 4 月より，

メッシュの縮小化をはかるため，前壁には Elevate 型 TVM 手術を導

入し，後壁には高度の直腸瘤以外には原則としてメッシュを置かず，

後壁形成術を施行してきた．今回，当院における両術式の比較検討を

行った．Elevate 型 TVM 手術は Prolift 型 TVM 手術と比較して，有

意に手術時間は短く，再発も少なかった．Elevate 型 TVM 手術は，

第 2穿刺が比較的容易であることが，手術時間短縮の要因の可能性が
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ある．また，後壁に関しては，後壁形成術のみで後壁再発はほとんど

みとめず，必ずしもメッシュを使用する必要はないと考えられた．

抗血栓療法継続下に行った低出力機器によるホルミウムレーザー前

立腺核出術（HoLEP）の経験 : 四柳智嗣，町岡一顕，池田大助（厚

生連高岡） ［目的］2016年 8 月から2017年 5 月まで当施設で抗血栓

薬を継続して低出力 HoLEP を行った12例の手術成績を検討した．

［方法］抗血栓薬はアスピリン 5 例，アスピリン＋イコサペント酸エ

チル 2 例，クロピドグレル 1 例，シロスタゾール 1 例，リマプロスト

アルファデクス 1 例，シロスタゾール＋リマプロストアルファデクス

2 例であった．平均年齢72.4歳，平均前立腺体積/腺腫体積 62/39

ml．HoLEP は最大出力 30 W のホルミウムレーザー装置 Odyssey 30

を用いて行い手術成績，治療効果，合併症を検討した．［結果］手術

時間/核出時間は平均64.5/32.2分，切除重量は平均 33.1 g，術翌日の

Hb 値の変化は −0.1 g/dl であった． 1 例に後出血に対する止血術を

施行した．輸血を要した例はなかった．カテーテル留置期間は平均

2.1日であった．術後排尿機能は著明に改善した．［結論］低出力レー

ザーでも抗血栓薬を継続して HoLEP を行うことが可能であった．重

篤な出血トラブルは起こらなかった．

精巣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） 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．その頻度は 1 ∼ 6％といわれている．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ため，

若干の文献的考察を加えて発表する．2000年 1 月 1 日∼2017年 4 月30

日に当院にて胚細胞腫瘍と診断された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．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．
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