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第460回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2018年 6月23日（土），於 ホテル金沢)

両側腎に多発したオンコサイトーマの 1例 :島田貴史，福田理恵，

岡田昌裕，武田匡史，山本秀和（福井済生会），須藤嘉子（同病理診

断科） 症例は76歳，男性．心臓 CT で偶然，左腎上極に 4.8×4.0

cm の腫瘍を認めたため，当科を紹介され受診．胸部∼骨盤部造影

CT では，左腎に 4個，右腎に 1個の腫瘍を認め，腎細胞癌が疑われ

た．腎機能温存目的に，それぞれの腫瘍に対し腎部分切除術を施行し

たところ，病理結果はすべてオンコサイトーマであった．術後の腎機

能低下は認めなかった．オンコサイトーマは良性腫瘍であるが，約 5

％で多発するとされている．また，画像所見上，腎細胞癌との鑑別が

困難なことがあり，注意が必要である．

医原性尿管損傷の 3例 :奥村昌央，森井章裕（黒部市民） 症例 1

は50歳，女性．2014年，近医にて腹腔鏡下子宮全摘出術．術後，腎機

能低下と左水腎症を認め当科紹介．CT で左水腎症を認め RP では左

尿管口から 2 cm の部位でカテーテルが挿入困難で左尿管下端部での

尿管結紮に対し尿管の端々吻合を行った．症例 2は38歳，女性．2016

年近医にて腹腔鏡下子宮全摘出術．術後のエコーで左水腎症を認め当

科紹介．CT で腹水を認め RP で左尿管下端部でカテーテルが入ら

ず，造影すると尿管外への造影剤の溢流を認めた．左尿管損傷による

腹腔内尿溢流と診断し開腹し左尿管の尿管膀胱新吻合を行った．症例

3は45歳，女性．2017年，近医にて腹腔鏡下子宮全摘出術．術後，腎

機能低下と左水腎症を認め当科紹介．CT で左水腎症を認め，左尿管

下端部での尿管結紮と診断．腹腔鏡下で膀胱鏡，X線透視を併用し結

紮糸を順次切断すると尿管の閉塞が解除され尿管ステントが留置でき

保存的に治療しえた．

排尿困難を来たした尿管瘤の 1 例 : 福田理恵，島田貴史，岡田昌

裕，武田匡史，山本秀和（福井済生会），大山伸幸（大山クリニッ

ク） 16歳，男性．排尿時痛を認め前医受診，膀胱炎として加療され

た．その際の膀胱エコーで膀胱三角部の 3 cm大 の尿管瘤と 250 ml の

残尿を認めたため，精査加療目的に当科紹介となった．のちの聴取で

2∼ 3年前より変動する排尿困難があったことが判明した．当科受診

時膀胱エコーで 3×5 cm の尿管瘤を認め，腎エコーでは右水腎症を

認めた．DIP では重複腎盂尿管を認めず，VCUG では VUR の所見

を認めなかった．水腎症と尿路感染を来たしていることから手術適応

と判断し，経尿道的右尿管瘤切開術を施行した．瘤の根部に針電極で

5 mm の横切開を入れた．術後は瘤は縮小し，自覚症状著明に改善し

た．残尿少量となり，尿流測定で排尿状態の改善を確認した．単純性

尿管瘤は無症状で経過することも多いが，大きさによっては排尿困難

を呈することもある．

膀胱癌膣再発の 1例 :吹上優介，村元暁文，横川竜生（市立長浜），

黒澤 学（同病理診断科） 症例は83歳，女性．2016年 8月に肉眼的

血尿のために当科紹介となり，膀胱鏡で左尿管口付近に乳頭状腫瘍を

認めた．TURBT施行した結果，膀胱癌（UC，high grade，pTa）の診

断となった．2017年 1月膀胱内に多発性に乳頭状腫瘍を認め，経尿道

的手術での切除は困難と判断したため，2017年 2月膀胱全摘術，両側

尿管皮膚瘻造設術，子宮付属器摘除術，尿道摘除を施行した．病理は

膀胱癌（UC，high grade，pTis）の診断であった．2017年12月頃より

不正性器出血を認めたため，2018年 1月当院産婦人科紹介，膣全体に

多発する乳頭状腫瘍が認められた．腫瘍生検の結果，尿路上皮癌であ

り，病理学的結果から膀胱癌膣再発と診断した．2018年 3月より膣腔

内照射を施行し，腫瘍の再発なく経過している．膀胱癌の膣再発は稀

と考えられることから若干の文献的考察を加えて報告する．

5-アミノレブリン酸による蛍光膀胱鏡下経尿道的膀胱腫瘍切除術を

施行した 1 例 : 谷尾 信，土山克樹，大江秀樹，稲村 聡，関 雅

也，多賀峰克，福島正人，松田陽介，青木芳隆，伊藤秀明，横山 修

（福井大） 80歳代，男性．肉眼的血尿の精査加療目的に紹介受診．

膀胱鏡にて後壁から左側壁に乳頭状腫瘍を認めた．5-アミノレブリン

酸による蛍光膀胱鏡下経尿道的膀胱腫瘍切除術を施行した．蛍光は腫

瘍とその周囲の不整粘膜に認め，同部位は組織診断上も尿路上皮癌で

あった．一方で蛍光のない部位では癌は検出されなかった．蛍光膀胱

鏡下の経尿道的膀胱腫瘍切除術により腫瘍残存率，再発率の低下が期

待されるが内服後の時間制限や，機材による差異，また光線過敏症の

予防などが診療上の課題かと考えられた．

転移を有する尿路上皮癌に対してセカンドラインとしての Pem-

brolizumab が長期に奏功した 2例 :西山直隆，北村 寛（富山大），

進藤哲哉，松木雅裕，前田俊浩，京田有樹，橋本浩平，福多史昌，小

林 皇，田中俊明，舛森直哉（札幌医大） 今回われわれは化学療法

後の 2次治療として PBLZ が長期に奏功した 2例を報告する．［症例］

症例 1 : 76歳，男性．骨盤内リンパ節に対しゲムシタビン・シスプラ

チン療法（GC 療法） 3コース施行．その後，リンパ節の増大を来た

した．症例 2 : 58歳，男性．右閉鎖リンパ節，左鎖骨上リンパ節に対

し GC 療法 3コース施行．胸椎（Th10）に転移が出現した．両症例

とも国際第Ⅲ相試験にエントリーとなり PBLZ が投与された．症例

1，2の投与期間はそれぞれ23，22カ月．無増悪期間は23，22カ月

（継続中）であった．症例 2 には投与開始12カ月で 1 型糖尿病，投与

開始22カ月で腸炎を認めた．［考察］化学療法後の 2 次治療として

PBLZ が長期に奏効する症例を経験した．

125I シード線源による前立腺永久挿入密封小線源治療後 1年以内死

亡により前立腺を摘出した 1 例―死亡時の対応について― :牧野友

幸，門本 卓，内藤伶奈人，八重樫 洋，中嶋一史，飯島将司，川口

昌平，野原隆弘，重原一慶，泉 浩二，角野佳史，溝上 敦（金沢

大），佐々木素子（同人体病理学），横山理菜（同病理診断科），熊野

智康（同放射線治療科） 現在の前立腺癌罹患率の増加および小線源

治療の普及に伴い，北陸地域における小線源治療症例の増加も予想さ

れる．「シード線源による前立腺永久挿入密封小線源治療の安全管理

に関するガイドライン」によると，治療後 1年以内に患者が死亡した

場合には，「火葬に付す前に剖検にて線源をとりだす必要があること」

と記されている．今回われわれは小線源治療後 1年以内に大動脈瘤破

裂を原因とした死亡症例を経験した．本症例の一連の対応を通して，

他施設との連携を含めた事前準備が重要と考えられた．

当科におけるロボット支援腎部分切除術（RAPN）の初期治療成

績 : 野原隆弘，加藤佑樹，中野泰斗，坂本次郎，八重樫 洋，中嶋一

史，飯島将司，川口昌平，重原一慶，泉 浩二，角野佳史，溝上 敦

（金沢大） 2016年 7月より RAPN を当科で導入．2018年 4月までの

40例における初期治療成績を報告する．男性が33例，RENAL score

中央値 7点．アプローチは経腹腔，後腹膜それぞれ28，12例．手術時

間，コンソール時間，阻血時間はそれぞれ平均198，141，22.3分で

あった．合併症は Clavien grade I の軽微なもののみであり，推算GFR

値の変化は術前比−5.9％と良好に保たれていた．Trifecta 達成率は

72.5％と，導入がスムースに行え，初期から良好な成績が得られてい

た．腎実質と周囲脂肪の癒着を予測する Mayo Adhesive Probability

score が手術時間と相関していた．

福井大学附属病院における 5年間の腎盂腎炎入院患者の検討 :松田

陽介，兜 貴史，堤内真実，関 雅也，福島正人，青木芳隆，伊藤秀

明，横山 修（福井大） 2012年 1月 1日から2016年12月31日までの

5年間に急性腎盂腎炎の診断で入院治療を行った患者244名について，

臨床的背景と発症の危険因子を評価した．また耐性菌の検出状況も調

査した．患者年齢の中央値は72.0歳，入院期間の中央値は8.0日で

あった．入院期間 8 日以上の入院遷延に関して年齢65歳以上（OR

3.098），病院・施設での発症（OR 4.286），ステロイドなどの免疫抑

制剤の使用（OR 3.956）が独立した危険因子であった．転帰として

死亡が 6人あり，上部尿路通過障害を有する患者で死亡が多くみられ

た（χ2 検定，P＜0.01）．耐性菌では E. coli ESBL の検出がもっと多く

67％を占めていた．耐性菌検出による入院期間の延長，死亡はみられ

なかった．65歳以上の患者で耐性菌の検出が多くみられた（χ2 検定，

P＜0.05）．

当院の訪問看護を利用する在宅被介護者における排尿状況の実態 :

上野 悟，高島三洋（JCHO 金沢），新井 優（同附属訪問看護ス
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テーション） 排尿ケアを在宅へ広げていくに際し，訪問看護利用患

者の排尿に関する実態調査を行った．対象患者は67名，年齢中央値は

83歳であった．約 9割がトイレで排泄可能ではあったが，15名に尿失

禁がみられた．排尿症状に対し薬物治療中の患者は15名いた．治療患

者と未治療患者における IPSS，QOL スコアおよび OABSS に有意差

は認められなかったが，未治療患者においては IPSS で排尿間隔，尿

意切迫，尿勢，OABSS で夜間尿回数と切迫性失禁に重症度が高い傾

向がみられた．夜間頻尿や尿失禁は転倒，骨折のリスク，介護者の負

担増につながり，症状改善が望ましい．在宅においても排泄のアセス

メントやケアは重要と考えられ，訪問看護はその役割を担うことが期

待される．

腹腔鏡下仙骨膣固定術100例の臨床検討 : 上村吉穂，一松啓介，江

川雅之（市立砺波総合） ［目的］骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨

膣固定術（LSC）100例に対して，臨床検討を行ったので報告する．

［対象と方法］2018年 6 月末まで，当院で施行した LSC 119例中，直

腸脱手術を併施した 2 例を除き，術後 6カ月以上経過した101例を検

討対象とした．［結果］患者背景は，年齢（中央値）69歳，BMI（中

央値）24.1 kg/m2，術前 POP-Q stage（中央値）III．手術時間（中央

値）227分，出血量（中央値）0 g．C-D grade III 以上の周術期合併症

は 4例（ 4％）に認めた（ポート孔ヘルニア 2例，腹壁瘢痕ヘルニア

1 例，縫合糸露出 1 例）．POP の再発は， 7 例（ 7％）に認めた．下

部尿路症状，骨盤臓器脱症状，QOL は，術後に有意な改善を認め

た．［結語］LSC によって，解剖面の改善のみならず，下部尿路症状

や QOL などの改善も得られた．引き続き経過観察を継続し，長期成

績を報告したい．

当院での前立腺針生検後の急性前立腺炎予防における抗菌薬投与の

検討 :中川竜之介，青山周平，浦田聡子，大筆光夫，宮城 徹，中嶋

孝夫（石川県中），岩本大旭，重原一慶（金沢大） 経直腸的前立腺

生検後の重要な合併症として急性前立腺炎があり，生検前の予防抗菌

薬投与については有効性が認められている．抗菌薬としては前立腺組

織移行の良いニューキノロンが汎用されているが，頻用するに伴いキ

ノロン耐性菌が増加している．今回，当院における前立腺生検前の予

防抗菌薬について検討した．2016年 1月から2018年 3月の間に施行し

た370例を対象とし，生検前処置として LVFX 500 mg を朝に経口投与

＋ISP 400 mg を生検60分前に静注投与した．生検後に急性前立腺炎

を発症した患者は 2 例（0.5％）であった．また当院で2003年から

2006年に前処置として LVFX＋ISP 200 mg 投与した群は前立腺炎発症

率1.3％（6/457例）であり，今回の群の発症率が減少傾向にあるこ

とがわかった．これはアミノグリコシド系抗菌薬が濃度依存性であ

り，ISP を 200 mg から 400 mg に増量することがキノロン耐性菌によ

る前立腺炎発症頻度の減少につながったのではないかと考察する．

前立腺癌における拡散強調画像併用全身 MRI の初期経験 : 中澤佑

介，國井建司郎，牛本千春子，井上慎也，菅幸大，森田展代，近沢逸

平，田中達朗，宮澤克人（金沢医科），豊田一郎，道合万里子，的場

宗孝（同放射線科） ［目的と方法］前立腺癌の全身検索としての拡

散強調画像併用全身 MRI（WB-MRI）の有用性を検討することを目

的とした．2018年 2 月から2018年 5 月まで，WB-MRI を用いて撮像

された前立腺癌患者10例を対象とし，WB-MRIと同時期に撮影した

CT・RI の画像の所見を比較検討した．［結果］WB-MRI と CT・RI

の間隔は平均5.30日間であり，WB-MRI では 8 症例32カ所（WB-

MRI 単独は 4 症例 4部位）に所見を認め，骨転移以外にも肺やリン

パ節に所見を認めた．［考察］WB-MRI は被爆もなく患者に侵襲なく

安全に施行できる全身検索であると考えられる．今後は，治療効果判

定など経過による経時的な変化の検討も必要になると考える．
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