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第457回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2017年 9 月 2 日（土），於 ホテル金沢)

ベリニ管癌の 1例 :内藤伶奈人，泉 浩二，門本 卓，中嶋一史，

飯島将司，川口昌平，重原一慶，野原隆弘，成本一隆，角野佳史，溝

上 敦（金沢大），小中弘之（金沢赤十字） 症例は75歳，男性．

2015年 3 月，肋骨骨折の精査目的で施行された造影CT検査で右腎上

極の腫瘤と下大静脈背側のリンパ節腫大を認めた．造影 MRI 検査で

は平滑筋肉腫や非定型腎癌などが鑑別に挙がり，cT2aN1M0 の右腎

細胞癌として後腹膜鏡下右腎摘除術およびリンパ節郭清術が施行され

た．病理組織学的には pT4 ベリニ管癌との診断であった．術後

sunitinib による加療を追加したが，2016年 8 月に癌死した．ベリニ管

癌は1979年に Cromie らが最初に報告した，腎細胞癌の0.4∼1.8％と

稀な疾患である．今回，当科においてベリニ管癌を 1 例経験したの

で，若干の文献的考察を加え報告する．

転移性腎細胞癌に対してニボルマブを使用した 3例の使用経験 :森

田展代，牛本千春子，井上慎也，中澤佑介，福田悠子，菅 幸大，近

沢逸平，田中達朗，宮澤克人（金沢医大） 2016年 8 月より転移性腎

細胞癌に対してニボルマブが保険適応となった．今回，その使用経験

を報告する．症例 1は63歳，男性．淡明細胞癌の肺転移・副腎転移・

腹膜播種に対して16クール投与．肺転移は PR を得られた．症例 2は

64歳，男性．淡明細胞癌の肺転移・骨転移に対して14クール投与．間

質性肺炎が疑われ投与中止．病状の悪化により死亡．症例 3は53歳，

男性．淡明細胞癌の肺転移・腎転移に対して 5クール投与．肺転移の

増悪にて投与中止．BSC となる．分子標的薬と比較すると副作用は

少なく，患者 QOL は良好であった．免疫療法，TKI，mTOR 阻害

薬，ニボルマブなど薬物治療の選択肢が多くなり，放射線や転移巣切

除など組み合わせ，集学的な治療により，長期生存も期待できる．

膀胱部病変を契機に診断された ATLL の 1例 :喜久山 明（浅ノ川

総合），嘉川春男（沖縄ハートライフ），友寄毅昭（同血液内科），玉

城智子（琉球大腫瘍病理学） 症例は82歳 女性．イレウスにて外科

入院中に施行された腹部 CT で膀胱内腫瘤性変化を指摘され当科紹介

となる．CT，MRI にて膀胱前壁に 36×18 mm の腫瘤性病変を，膀

胱鏡検査で膀胱前壁から右側壁にかけて非乳頭状，広基性，表面平滑

な隆起性病変を認めた．外科退院後 2 日目に再びイレウスとなり再入

院，糞線虫感染症と診断されイベルメクチンによる駆虫が開始され

た．HTLV-1 抗体は16,384倍と著明に上昇しており TURBt 切片の病

理学的検索では CD3 陽性，CD4 も優位に染まり CD25 もびまん性に

陽性を示しており ATLL と診断された．われわれの症例は入院時検

査にて末梢血の目視確認が行われておらず，病理学的診断後に行った

採血において異常リンパ球が確認され末梢血浸潤が明らかであること

から膀胱に続発した ATLL と診断した．

成長ホルモン分泌不全を伴ったクラインフェルター症候群の 1例 :

松田陽介，青木芳隆，伊藤秀明，横山 修（福井大），浦邊真智，銭

丸康夫（同内分泌・代謝内科） 症例は47歳，男性．身長 173.5 cm，

体重 150 kg，BMI 49.8 kg/m2，腹囲 134 cm．他科手術治療前の体重

管理時目的に内分泌内科に入院し，成長ホルモン分泌不全症（GHD）

とテストステロン（T）低値を指摘された．陰毛は疎で両側精巣を陰

嚢内に索状に触知した．脳 MRI 検査で視床下部や下垂体の異常所見

を認めず，GHRP-2 負荷試験，インスリン負荷試験，アルギニン負

荷試験の結果から成人 GHD と診断した．hCG 負荷試験でT値の反

応に乏しく原発性性腺機能障害と診断し，遺伝子検査の結果は 47，

XXY であった．GHD では内臓脂肪の増加を認めることがあり，ク

ラインフェルター症候群に伴う性腺機能障害でも同様の変化を生じえ

る．今回の症例では 2つの病態が相乗的に作用し高度肥満を呈するに

至ったものと推測した．

当院における転移性腎癌に対するニボルマブ使用経験 :青山周平，

八重樫 洋，高野晃暢，宮城 徹，中嶋孝夫（石川県中） ［目的］当

院のニボルマブ使用 5 例の治療効果と副作用について検討した．［結

果］症例は男性 4 例，女性 1 例．年齢中央値は71歳（69∼75歳）．病

理組織は clear cell 3 例，Xp11.2 translocation 1 例，spindle cell 1 例．

治療効果は SD 3 例，PD 2 例．副作用は下痢 1 例あり，大腸生検に

て免疫関連性腸炎は否定された． 1 例で一旦腫瘍が増大するも，その

後縮小を示した．［考察］ニボルマブの副作用として下痢の頻度は

12％と報告され，本検討では否定されたが，免疫関連性腸炎は疑う必

要がある．また，ニボルマブ治療開始後，増大傾向を示し，その後腫

瘍が縮小するとの報告がある．よって，初回評価時に PD と判断する

のは困難であり，治療期間の判断となる評価項目の検討が必要であ

る．

転移を伴った小径腎癌の臨床的検討 :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） ［目的］4 cm 以下の小径腎癌が遠隔転移を来たすことは比較的

稀とされている．今回遠隔転移を有した小径腎癌の 6 例について報告

する．［対象と方法］2008年11月∼2017年 6 月に経験した同時性/異

時性に転移を有した原発巣腫瘍径 4 cm 以下の腎癌（RCC）症例の臨

床経過，予後などにつき検討した．［結果］診断時年齢中央値66.2歳

（59∼77），腎癌径 2.4 cm（1.1∼3.5）であり， 3 例が診断時に転移

を有しており， 3 例に異時性の転移が認められた．組織型は 5 例が

clear cell RCC であり， 1 例が chromophobe cell RCC であった．転移

出現後， 1 例が無治療， 3 例に手術， 2 例にインターフェロン， 2 例

に分子標的薬を用いた．生存期間中央値は45.2カ月（ 8 ∼124）で

あった．［結論］小径であったが急な転帰をとった例，転移を有しな

がらも緩徐な経過をとった例も存在した．

腎盂尿管癌手術症例の臨床的検討 : 高島三洋，上野 悟（JCHO

金沢） 腎盂尿管癌は泌尿器科領域の悪性腫瘍の中では比較的稀であ

り，一般に予後不良である．JCHO 金沢病院泌尿器科において手術

加療を行った腎盂尿管癌症例について臨床的，病理組織学的因子に関

し集計した．2012年から2016年までの 5 年間に当科にて腎盂尿管癌に

て21症例に対し手術が施行された．症例は年間 3 ∼ 6 例で，男性17

名，女性 4 名であった．年齢は41∼82歳に分布し，平均は67.1歳で

あった．2．主訴は肉眼的血尿，診断は CT にてなされることが最も

多かった．3．異型度，浸潤度，発生部位，発育形式は尿細胞診陽性

と有意な関係は認められなかった．4．腫瘍浸潤度，異型度，膀胱癌

の既往，発症部位は術後膀胱癌の発症と有意な関係は認められなかっ

た．5．膀胱癌は術後11例に発症した．6．術後経過観察期間は 7∼60

M 3 症例が死亡した．

扁平上皮癌を含む腎盂・尿管・膀胱癌の集学的治療の意義 :牧野友

幸，泉 浩二，中嶋一史，飯島将司，川口昌平，重原一慶，野原隆

弘，成本一隆，角野佳史，溝上 敦（金沢大） ［目的と方法］2007

年 1 月から2017年 6 月までに当院で治療を施行した扁平上皮癌を含む

腎盂・尿管・膀胱癌患者33例を後ろ向きに解析した．［結果］観察期

間中央値は405日．癌死は 9 例． 2 年癌特異的生存率はステージ別に

有意に悪く（p＝ 0. 0063），それぞれ 100％（I），75％（II），47％

（III）， 0％（IV）であった．術前化学療法施行症例ではほとんどが

Ef grade 0 で治療効果は乏しかった．一方，効果を示した症例では術

後化学療法を併用し， 2 年以上の長期生存例も存在した．［考察］尿

路扁平上皮癌に対して術前化学療法は治療効果に乏しく，また術後化

学療法の適応は限定的と考えられた．

既存の薬物療法以外の治療を希望する難治性過活動膀胱症例の臨床

的検討 : 石浦嘉之，新倉 晋，浅利豊紀（富山労災） ［目的］既存

の薬物療法以外の治療を希望する難治性過活動膀胱（OAB）症例の

把握を目的に検討．［対象，方法］2016年 8 月からの 1 年間で，12週

以上の治療を行うも 2 日間に 1 回以上の切迫性尿失禁を有する症例を

難治性 OAB 症例として抽出し，新規経尿道的治療を希望するかを確

認．［結果］年間OAB治療薬投薬症例は539例，難治性 OAB 症例は82

例存在し， 5 例（女性は 4 例）で既存の薬物療法以外の治療を希望．

5 例の平均値は年齢66.8歳，OABSS 合計 9 ，これまでの治療薬剤数

3.2，治療期間47.8カ月，昼排尿回数10.6，夜排尿回数2.2． 5 例全例

で抗コリン薬の効果があった．［結語］新規治療を望む難治性 OAB

症例が OAB 治療薬投薬症例の 1％程度で潜在していた．
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当科における腹腔鏡下前立腺全摘除術の臨床的検討 : 一松啓介，上

村吉穂，江川雅之（市立砺波総合），酒井晨秀（南砺市民），三崎俊光

（公立つるぎ） ［対象］2009年 3 月から2017年 8 月までの間に腹腔鏡

下前立腺全摘除術（LRP）を施行した183例について検討した．［結

果］年齢の中央値は68歳，術前 PSA の中央値は 8.23 ng/ml であっ

た．後腹膜アプローチが152例（83.1％），手術時間の中央値は240分，

出血の中央値は 250 ml，術中同種血輸血を 3 例に施行し，開腹移行

を 2 例に認めた.直腸損傷は認めなかった．切除断端陽性症例は全体

で25.1％，pT2 症例では20.3％，pT3 症例では43.2％であった． 3

年 PSA 非再発生存率は78.0％， 5 年 PSA 非再発生存率は71.3％で

あった．尿禁制率（pad 0 ∼ 1枚/日）は，術後 3 カ月で62％， 6 カ

月で84％，12カ月で92％であった．
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