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学 会 抄 録

第459回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2018年 3月 3日（土），於 金沢ニューグランドホテル)

腎原発類上皮内血管腫の 1例 : 青山周平，八重樫 洋，高野晃暢，

宮城 徹，中嶋孝夫（石川県中），辻 国広（同腫瘍内科） ［症例］

68歳，男性．［主訴］体重減少，食思不振，腰痛．［現病歴］2017年 4

月頃より食欲低下，体重減少を認めていた．精査目的の CT 施行で，

左腎腫瘍の腰椎・腸腰筋浸潤が疑われ， 5月下旬に精査加療目的に紹

介となった．［経過］MRI 施行し，下行結腸浸潤が疑われた．PET-

CT は左腎腫瘍，多発リンパ節転移，多発骨転移，多発肺転移あり，

L2 転移は骨外腫瘤の形成を認めた．腎生検施行し，類上皮内血管腫

と診断．治療は疼痛緩和目的に同年 6 月に L2 転移に外照射施行し 8

月からパクリタキセル使用．腫瘍増大あり，10月からパゾパニブに変

更した．11月に腹痛，血便あり，救急搬送．CT で腫瘍の縮小を認め

たが，消化管穿孔を認め，同日死亡．［考察］類上皮内血管腫の治療

は原則，完全切除，転移症例は化学療法，分子標的薬など確立した治

療法はない．腎原発類上皮内血管腫の報告は初めてであり，パゾパニ

ブによって腫瘍の縮小を認めた．消化管穿孔が起こらなければ長期生

存も望めた可能性も十分あると考えられる．

アキシチニブと原発巣の切除により奏功の得られた下大静脈腫瘍塞

栓を伴う腎細胞癌 :加藤佑樹，鳥海 蓮，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） 症例は54歳，男性．2014年 5月に右側腹部の違和感を自覚し近

医受診．CT にて cT3cN1M1 の右腎腫瘍を認めた．CT ガイド下生検

の診断では淡明細胞癌であった．同月より sunitinib 50 mg/day（ 2 投

1 休）を開始した．同年 6 月には発熱，肝酵素上昇，血小板減少

（CTCAE grade 2）の有害事象にて axitinib 10 mg/day を開始した．同

年12月には右腎腫瘍，下大静脈腫瘍塞栓，リンパ節，肺転移は縮小

（RECIST 判定 PR）し，根治的右腎摘出術，下大静脈腫瘍塞栓摘出，

腎門部リンパ節郭清術を施行した．手術時間は 9時間36分，出血 1,

540 ml であった．病理診断は，腎臓 : renal clear cell carcinoma，G2，

ly1，v1，pT3c，pN0，リンパ節 : no metastasis の診断だった．術後12

日目より axitinib 10 mg/day を再開，内服を以降も継続しているが，

術後 3年を経過した現在も再発，新規病変は認めず，肺転移巣も縮小

を維持している．

小児腎外傷の 2 例 : 奥村昌央，森井章裕（黒部市民），桐山正人

（同外科），沖村幸太朗（同放射線科） 症例 1は13歳，女児．主訴は

左側腹部痛．現病歴は2014年 9月，自転車乗車中に転倒し側溝で左側

腹部を強打．左側腹部痛が生じたため当院救急外来受診．CT では左

腎外傷 IIIb 型で膵損傷も疑われ開腹し左腎摘除を行った．左腎は砕

断されていたが膵臓には異常は認めなかった．症例 2は10歳，女児で

主訴は肉眼的血尿と左側腹部痛．現病歴は2017年10月，帰宅時歩行中

に転倒し左側腹部をコンクリートの壁に強打．肉眼的血尿と左側腹部

痛が生じたため近医受診．左腎外傷が疑われ同日当科へ紹介．CT で

左腎外傷 IIIb 型を認め静脈麻酔下で塞栓術を試みたが明らかな出血

部位は認めず保存的に治療した．小児の重篤な腎外傷の治療は全身麻

酔下での IVR（Interventional radiology）が可能で IVR に習熟した放

射線科医と小児外科医が常勤である施設で行うことが望ましいと思わ

れた．

排尿時痛を契機に診断された膀胱 MALT lymphoma 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），長澤丞志（富山西総合） ［緒言］MALT

lymphoma とは粘液関連リンパ組織を起源とし，リンパ濾胞周囲の辺

縁層に存在する B細胞が腫瘍化したものである．膀胱腫瘍のうちリン

パ腫の占める割合は0.2％と稀といわれている．［症例］70歳代，女

性．熱，悪心，排尿時痛にて近医入院中．画像検査にて，膀胱後壁か

ら左側壁にかけての腫瘍性病変，また膀胱鏡にて多発粘膜下腫瘍が認

められたため，手術目的に当科紹介となり，経尿道的膀胱腫瘍切除術

を施行した．病理結果は MALT リンパ腫であった．術後当院血液内

科にてリツキシマブ単剤投与での治療が開始され，現在治療中であ

る．［考察］現在報告されている膀胱 MALT リンパ腫は，比較的予後

良好なものが多かった．膀胱 MALT lymphoma の治療方針は現在確

立されていないが，中には抗菌化学療法のみで CR を得られた症例

も存在する．今後さらなる症例の蓄積により治療法の確立が望まれ

る．

前立腺に発生した血管肉腫の 1 例 : 兜 貴史，河野眞範，吹上優

介，土山克樹，髙田昌幸，塚原健治，小松和人（福井赤十字） 前立

腺に発生した血管肉腫を経験した．症例は68歳，男性．維持透析中の

定期レントゲンにて胸水増悪を指摘．呼吸器内科にて施行された胸腹

部造影 CT にて前立腺左葉の結節影を指摘され紹介となった．前立腺

針生検・胸膜生検にて前立腺の血管肉腫の胸膜・リンパ節転移と診断

された．手術は適応にならず，化学療法は維持透析・肝移植後という

背景からリスクが高く経過観察を推奨したが，自覚症状の出現からリ

スクを理解の上化学療法を開始している．血管肉腫は悪性軟部腫瘍全

体の 1∼ 2％の発生率の稀な症例である．98％が皮膚に発生し，前立

腺への発生はまた稀である．症例が少なく治療法も確立しておらず，

軟部悪性腫瘍の治療法にのっとって加療を行っている．化学療法によ

る改善が期待される．

性交中に生じた尿道単独損傷の 1例 :坪井康真，黒川祐貴，高瀬育

和，児玉浩一（富山市民） 症例は53歳，男性．後背位で性交中，勃

起した陰茎が腟から外れ女性の臀部に叩打した．直後に外尿道口から

出血があり，救急部を受診した．少量の血液付着が外尿道口部にあ

り，外尿道口から約 6 cm の縫線直下に 1 cm 大の腫瘤を触知した．

尿道損傷を合併した陰茎折症を第一に疑った．超音波検査では，腫瘤

触知部で尿道粘膜の連続性が一部保たれていなかった．しかし，明ら

かな陰茎海綿体の損傷の所見はなかった．尿道鏡検査では，真の尿道

の10時方向に偽尿道を認め，尿道粘膜の flap を伴っていた．逆行性

尿道造影で尿道外への造影剤の溢流を認めた．尿道単独損傷と診断

し，尿道留置のみを行った．23日目に逆行性尿道造影で溢流がないこ

とを確認し，尿道留置を抜去した．現在まで，勃起可能で性行為に支

障を来たさず，尿道狭窄，排尿障害，陰茎の変形，再損傷など合併症

は認めていない．

慢性骨盤痛を伴った成人女性の尿道狭窄の 1例 :大江秀樹，堤内真

実，福島正人，松田陽介，青木芳隆，伊藤秀明，横山 修（福井大）

症例は50歳，女性．主訴は夜間遺尿，昼間頻尿，尿道痛．理学所見，

画像検査で特記すべき異常なし．膀胱鏡が挿入できず尿道狭窄，間質

性膀胱炎疑いで尿道拡張術，膀胱水圧拡張術を施行．中部尿道にリン

グ状の狭窄を認めたため拡張術を施行した．間質性膀胱炎の所見はな

し．術後夜間遺尿，頻尿，尿道痛は改善．しかし術後 3カ月で症状が

再燃し尿道狭窄再発が疑われ，再度手術を施行した．前回狭窄部に再

発を認めたため狭窄部を内視鏡下に切開した．術後夜間遺尿，頻尿，

尿道痛などの症状は改善し現在まで再発を認めていない．

自然排石された直径 3 cm を超える女性尿道結石の 1 例 : 黒川祐

貴，坪井康真，高瀬育和，児玉浩一（富山市民） 症例は90歳，女

性． 1週間前からオムツ内に出血があり紹介となった．KUB では恥

骨結合上縁よりも尾側に，35×41，37×37 mmの 2つの結石があり，

腹部単純 CT 上，それぞれ膀胱頸部と尿道に位置していた．膀胱壁は

全周性に肥厚していたが，残尿はほとんどなく，上部尿路も正常で

あった．結石の手術を 1カ月後に予定した．しかし，受診 3日後に尿

道結石が自然排石した．大きさ 38×36×30 mm，重さ 30 g，結石成

分はリン酸マグネシウムアンモニウムであった．残る膀胱結石に対し

ては，後日膀胱砕石術を施行した．術後に施行した膀胱造影では，膀

胱容量約 50 ml，両側 VUR Ⅰ度を認めた．また，尿道は弛緩し，外

尿道口より容易に造影剤が排出した．本症例では腰部脊柱管狭窄症に

よる末梢神経障害があり，尿道が弛緩していたために，3 cm を超え

る尿道結石が自然排石されたと思われた．
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当院における f-TUL の検討 :菅 幸大，國井建司郎，牛本千春子，

井上慎也，中澤佑介，福田悠子，森田展代，近沢逸平，田中達朗，宮

澤克人（金沢医大） ［対象と方法］2009年10月から2017年 9 月まで

の f-TUL 延べ119例．男性69例，女性50例，多発43例，単発76例，年

齢18∼87歳，平均61.6歳を対象として治療後 3カ月経過後 KUB，CT

にて残石がないのものを stone free として検討した．［結果］腎結石で

は 4 mm 以下では100％，4∼10 mm 以下で73％，10∼20 mm 以下で

66％，腎結石総計で73％，尿管結石においては 4 mm 以下で90％，

4∼10 mm 以下で87％，10∼20 mm 以下で68％，尿管結石総計では

84％であった．また r-TUL との比較では上部尿管結石は f-TUL が中

部・下部尿管では r-TUL が勝っていました．［結語］今回当院におけ

る f-TUL の検討を行った．

当院における高齢結石患者加療の検討 :多賀峰克，小林久人，品川

友親，稲村 聡，関 雅也，福島正人，松田陽介，青木芳隆，伊藤秀

明，横山 修（福井大） 尿路結石罹患数は上昇し，高齢者の罹患率

も同様に増加している．高齢結石患者のマネージメントは重要な課題

である．2013∼2017年に当院で上部尿路結石と診断し治療を行った65

歳以上の158例を対象とした．TUL 症例中，術後有熱性尿路感染の発

症は29例（20％）であった．ECOG-Performance status で評価した場

合，0-1 と 2-4 で有熱性尿路感染の頻度に差はなかったが，Charlson

Comorbidity Index で評価した場合，0-1 に比し 2 以上の群で有意に発

症頻度が高かった．高齢者の治療を行うにあたり平均余命は重要な

ファクターの 1つであるが，それに加え身体的機能，精神的機能，社

会的機能などから総合的に判断することが望まれる．

進行尿路上皮癌に対する二次抗癌化学療法 : 内藤伶奈人，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） 現在，手術不能進行尿路上皮癌に対する二

次抗癌化学療法として標準治療と呼べるものはないが，単剤もしくは

多剤併用療法が行われてきた．現在までに二次治療以降として第 3相

試験を経て有効性が示されたものとしては，ペンブロリズマブとラム

シルマブの 2剤しかない．今回，当院で施行された二次抗癌化学療法

の有効性につき後ろ向きに検討した．対象は2009年 1月から2017年12

月までに当院で二次抗癌化学療法を施行された38名の患者．PFS の中

央値は4.6カ月，OS の中央値は26.3カ月であった．本邦で承認され

たペンブロリズマブの第 3相試験と比較し考察した．

当院で施行した骨盤内臓全摘除術の臨床的検討 : 島 崇，神島泰

樹，武澤雄太，大筆光夫，瀬戸 親（富山県中） 2002∼2017年に当

院で施行した骨盤内臓全摘除術 total pelvic exenteration（TPE），21例

を臨床的に検討した．患者平均年齢は60.2（49∼78）歳，男女比は

12 : 9 であった．原疾患は消化器癌が14例，婦人科癌 5例，直腸癌と

泌尿器科癌の合併が 2 例であった．平均手術時間は519（397∼795）

分，平均出血量 2, 794（414∼8, 142) ml，平均輸血量 1, 329（0∼

3,360) ml，術後平均在院日数44（21∼88）日であった． 5 年生存率

は66.5％で原発疾患による差を認めなかった．術前後での腎機能低

下，残存する水腎症は認めず，術後の尿路感染は 1例のみであった．

術後の創部感染は23.8％，骨盤・腹腔内感染は28.6％であった．生存

率，合併症共に一般的な報告よりもやや良好な結果であった．

ツリウムヤグレーザ導入後 1年間のレーザー前立腺手術の臨床経

験 : 高島三洋，上野 悟（JCHO 金沢） 近年高い凝固能と切開能

を併せ持つ，ツリウムヤグレーザーが前立腺肥大症の手術に利用され

るようになった．当院では2016年12月からツリウムヤグレーザ−が導

入され，2017年12月まで55例の手術が行われた．前立腺の体積は

21∼150 ml で，平均 57.9 ml，中央値 52 ml．手術時間は41∼234分，

平均118分，中央値100分．術後バルーン留置期間は 1∼ 6 日，平均

1.5日，中央値 1 日であった．術前，術後の最大尿流量は平均がそれ

ぞれ 12.36，16.5 ml/s で有意な改善（P＜0.05）が見られた．同様に

残尿は平均 115.6，45.5 ml で有意な減少（P＜0.05）．IPSS は平均

19.7，8.4 で有意な改善（p＜0.01）．QOL は平均 5.0，2.1 と有意な

改善（p＜0.01）が見られた．術後合併症として内尿道切開が必要な

尿道狭窄 6例，抗凝固剤再開後の出血 4例，発熱 1例が見られた．

去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル投与症例の検討 :一松啓

介，上村吉穂，江川雅之（市立砺波総合） ［対象］2008年 8 月から

2017年12月までの間に去勢抵抗性前立腺癌に対してドセタキセルを投

与した29例について検討した．［結果］初診時 PSA の中央値は 264.9

ng/ml，グリソンスコア 9以上の症例が44.8％であった．ドセタキセ

ル投与前の年齢の中央値は76歳，PSA は 25.9 ng/ml，観察期間は13

カ月，投与サイクルは10サイクルであった．PSA の低下を75.8％，

PSA の50％以上の低下を24.1％の症例に認めた．有害事象としてグ

レード 3以上の白血球減少を48.2％，好中球減少を68.9％に認めた．

生存期間の中央値は31カ月であった．ALP 正常，投与サイクル11以

上，PSA 低下群はそれぞれ対象群と比較し予後良好であった．
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