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第462回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2018年12月 2日（日），於 ホテル金沢)

保存的加療で救命しえた気腫性腎盂腎炎の 2例 :國井建司郎，牛本

千春子，井上慎也，中澤佑介，福田悠子，菅 幸大，森田展代，近沢

逸平，田中達朗，宮澤克人（金沢医大） 保存的治療で救命しえた気

腫性腎盂腎炎の 2 例を経験したので報告する．症例 1 : 78歳，男性．

既往歴に DM・脳梗塞・神経因性膀胱あり．発熱・意識障害にて搬

送．Huang 分類 2（risk factor 2点）の気腫性腎盂腎炎を認め，尿閉

状態であり尿道カテーテル留置．MEPM・PMX 施行し回復．症例

2 : 68歳，男性．既往歴に DM・高尿酸血症あり．発熱・意識障害に

て搬送．Huang 分類 2（risk factor 4点）の気腫性腎盂腎炎を認め，

右尿管結石が原因であり尿管ステント留置．MEPM・PMX 施行し回

復．Huang などが提唱した気腫性腎盂腎炎の治療方針は CT 所見と

risk factor に応じてアルゴリズム化され，病態に応じた至適治療法が

推奨されている．適切な尿路ドレナージと全身管理でその後の経過を

大きく左右すると考えられた．

腎盂リンパ上皮腫様癌の 1例 :木村仁美，保田賢司，風間泰蔵（済

生会富山） 症例は69歳，男性．2017年 5月，肉眼的血尿にて近医よ

り紹介．CT にて右腎盂癌長径 31 mm および腹部大動脈左側リンパ

節長径 17 mm の腫大を認め T1N1MO と診断．尿管鏡下に右腎盂腫

瘍生検施行し，低異型度尿路上皮癌であった．2017年 6 月 GC 療法

（GEM 1,600 mg，CDDP 120 mg） 1コース施行し，右腎盂癌および

リンパ節の縮小を認め PR と診断．同年 7月右腎尿管全摘施行．腹部

大動脈左側リンパ節は郭清しなかった．病理診断は右腎盂リンパ上皮

腫様癌で高異型度，pT1，断端は陰性であった．免疫染色では腫瘍は

AE1/AE3，CAM5. 2，CK7 は陽性，CD3，CD20，EBER は陰性で

あった．術後 GC 療法 6コース施行し，2018年10月の CT で大動脈

左側リンパ節は長径 4 mm と縮小し新規病変もなく現在経過観察中で

ある．

TVM 手術 8年後の尿管内メッシュ露出の 1例 : 中川朋美，川口昌

平，八重樫 洋，飯島将司，中嶋一史，重原一慶，野原隆弘，泉 浩

二，角野佳史，溝上 敦（金沢大） 症例は77歳，女性． 2経産，閉

経52歳．59歳時に子宮脱に対し経膣子宮摘除術を施行．70歳時，膀胱

瘤に対し tension-free vaginal mesh（以下 TVM）手術を施行．術後経過

は良好であったが， 5年後の CT にて右下部尿管の結石を認めた．右

尿管結石は増大傾向であり，手術加療を勧めていたが，手術拒否にて

経過観察となっていた． 8 年経過し水腎症が悪化し，結石も 11 mm

大と増大していたため，経尿道的尿管結石破砕術を施行．右尿管口に

嵌頓する結石を同定し，硬性尿管鏡下にレーザー砕石を開始したとこ

ろ，以前の TVM 手術で留置されたメッシュが露出した．そこで可及

的に結石とメッシュをレーザーで除去した．今回，比較的稀な TVM

術後の晩期合併症としてメッシュの尿管露出を経験したので報告す

る．

膀胱内異物の 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），細川高志（細川泌尿器科医院） 80歳，男性．

釣りに使用する「浮き」を 4つ尿道内に挿入し，取れなくなったため

近医泌尿器科受診．膀胱鏡で 4つとも膀胱内にあることが確認され

た．浮きは 20×9 mm のアーモンド形であり，形態的に把持しづらく

摘出困難であったため当科紹介となった．浮きは KUB には写らず．

軟性膀胱鏡で観察したところ，膀胱頂部に浮きが 4つ浮いており，膀

胱炎所見を認めた．硬性膀胱鏡に変更して消化管ポリープ摘出用バス

ケットを挿入し， 4つすべての経尿道的摘出に成功した．膀胱内異物

除去に関して，消化器内視鏡で使用するデバイスが有効なことがあ

る．

ビルハルツ住血吸虫症の 1 例 : 高島三洋，上野 悟（JCHO 金

沢），細 正博（金沢大リハビリテーション） 患者は26歳，男性．

ベトナム出身で19歳からアンゴラで働いていた．21歳ころ肉眼的血

尿，40度程度の発熱あり．22歳ベトナムに戻るも，25歳就労のため来

日．2018年 7月10日肉眼的血尿を主訴に近医から紹介され初診．尿沈

渣で血尿が見られたが虫卵は見られなかった．膀胱鏡では頂部に肉芽

形成によると思われる隆起性病変を数個認め，一部に黄白色の石灰化

を認めた．30日入院し，膀胱癌に順じ，経尿道的腫瘤切除術を施行し

た．病理検査では多数の寄生虫卵と周囲の好酸球中心の炎症細胞浸潤

が認められ，また虫卵先端部にビルハルツ住血吸虫の特徴である棘が

見られた．以上からビルハルツ住血吸虫症と診断した．プラジカンテ

ルを投与した．その後 CT，膀胱鏡では異常なく，尿，便の虫卵検査

も陰性であった．

SCC variant を有する進行性膀胱癌に対してペンブロリズマブが奏

功した 1例 :鈴木涼太，西山直隆，安川 瞳，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） ［症例］73歳，

男性．2017年10月 CT・MRI にて浸潤性膀胱癌 cT3bN0M0 と診断．

11月 TURBT 施行し病理では UC with SCC の診断であった．12月か

ら術前化学療法としてゲムシタビン＋シスプラチン療法 3コース施行

し2018年 4月ロボット補助下腹腔鏡下膀胱全摘除＋回腸導管造設（病

理結果UC with SCC，G3，pT3b pN0，RM1）を施行した． 6月高 Ca

血症（cCa 17.5 mg/dl）を認め，CT にて肺転移，腹膜転移，リンパ

節転移を認めた．膀胱癌術後再発として同月，pembrolizumab を導入

した．Pembrolizumab 導入後，Ca は速やかに改善．導入後 3カ月で

施行した評価 CT では肺・リンパ節・腹膜の転移巣はいずれも縮小し

ており，response rate は44.1％で効果判定は PR であった．現在も PR

は継続しており，pembrolizumab は投与継続している．膀胱全摘標本

を免疫組織学的に検討した結果，PD-L1，HLA class I でいずれも80％

以上の陽性所見であった．［考察］癌化学療法後に根治切除不能な尿

路上皮癌に対する pembrolizumab の有効性は国際第Ⅲ相試験から証明

されているが，variant を有する尿路上皮癌に対する pembrolizumab

の効果は十分に検討されていない．しかし膀胱 SCC では，PD-L1 タ

ンパク発現の亢進が報告されており，conventional な尿路上皮癌より

も抗 PD-1/PD-L1 抗体が有効である可能性が示唆されている．本症例

は PD-L1，HLA class I 染色ではいずれも80％以上染色されており，

pembrolizumab が著効したことの一因として推察された．今後，SCC

variant を有する尿路上皮癌に対して pembrolizumab が選択肢の 1つ

となりえると考えられた．

歩行障害で発症し，急速に下肢の拘縮を来たした進行性膀胱癌の 1

例 : 土山克樹，谷尾 信，関 雅也，松田陽介，青木芳隆，伊藤秀

明，横山 修（福井大），稲井邦博（同分子病理学） 50歳代，女性．

右下肢痛と歩行障害を契機に浸潤性膀胱癌および腸腰筋へ浸潤する広

範なリンパ節転移の診断に至った．ゲムシタビン，カルボプラチンで

の全身化学療法を行うも進行し，発症から約 8カ月で死亡した．病理

解剖では後腹膜の広範に相互に融合したリンパ節転移を認め，腸腰筋

を破壊性に置換し，悪性腸腰筋症候群を来たしていた．

病理解剖後に横紋筋肉腫を認めた精巣腫瘍の 1例 :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） 症

例は36歳，男性．精巣腫大および血痰にて受診された．CT にて精巣

腫瘍の精索浸潤，それに連続して大動脈前方に腫瘤を形成し，さらに

は多発肺転移を認めた．高位精巣摘除術を行ったところ，組織型は未

熟奇形腫，胎児性癌，卵黄嚢腫瘍，セミノーマの混在型であり，

cT3N3M1a であった．その後 BEP 療法 3コース，TIP 療法 1コース，

TIN 療法 1コース施行するも PD であった．その後 BSC の方針とな

り，約21カ月後に死亡した．病理解剖を行ったが，腫瘍は治療前と異

なり成熟奇形腫と横紋筋肉腫を認めた．治療経過中に横紋筋肉腫が発

生していることがわかれば治療方針も変わるのではないかと考え，腫

瘍マーカーなどに注目したが手がかりとなるものは認めなかった．し

かし今回の症例を通じて，化学療法の効果不十分な胚細胞腫に対して

は non germ cell malignancy への分化の可能性もあるため，姑息的手術

または再生検も選択肢の 1つとして挙げられることがわかった．

12年後に対側発症した異時性両側精巣腫瘍の 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64歳，男性．2006年 6月，右陰嚢の腫大，疼痛

を主訴に当科受診．右高位精巣摘除術を施行し，IA 期の右セミノー

マと診断した．傍大動脈領域に 25.6 Gy の放射線照射を施行した．

泌尿紀要 65 : 191-192，2019年 191



再発転移を認めず，術後10年目の2016年にフォローアップを終了し

た．2018年 7月，左陰嚢の腫大，疼痛を主訴に当科受診．左高位精巣

摘除術を施行し，IB 期の左セミノーマと診断した．両側精巣腫瘍は，

全精巣腫瘍患者の 2∼ 4％に認められ，うち異時性発症が80∼85％を

占める．対側発症までの期間は50％以上が 5年以内だが，18％が10年

以降であったとの報告もあるため，フォローアップ終了後にも対側精

巣の自己触診などの啓蒙が重要であると思われた．

当院における腹腔鏡下腎盂形成術の臨床検討 : 上村吉穂，一松啓

介，江川雅之（砺波総合） ［目的］当科で施行した腹腔鏡下腎盂形

成術を検討した．［対象と方法］2018年11月末まで，当院で施行した

腹腔鏡下腎盂形成21例を検討対象とした．［結果］患者背景は，年齢

（中央値）37歳（14∼89），男 6例，女15例．観察期間（中央値）57カ

月（ 2∼113）．手術時間（中央値）283分，出血量（中央値）0 g．C-

D grade III 以上の周術期合併症は 1例（吻合不全）に認めた．水腎症

のグレードは全例で改善を認めた．術前に症状があった症例では，全

例で症状の消失を認めた．術前後ともに核医学検査が施行できた 5例

では， 5 例ともに尿路閉塞の改善を認めた．［結語］当科における腹

腔鏡下腎盂形成術に対して検討を行った．諸外国ではロボット支援で

手術が増加傾向で有り，本邦での保険適応が待たれる．

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群（IC/BPS）における膀胱鏡と病理所

見の特徴について : 兜 貴史，伊藤秀明，青木芳隆，松田陽介，福島

正人，土山克樹，多賀峰克，関 雅也，稲村 聡，堤内真実，小林久

人，大江秀樹，谷尾 信，横山 修（福井大） 過去10年の福井大学

病院における間質性膀胱炎35例の膀胱鏡・病理所見について ICI 2018

の新分類に則って 2群に分類し両群間で後ろ向きに解析を行った．ハ

ンナ病変のある間質性膀胱炎群18例とハンナ病変のない膀胱痛症候群

17例の間では，前者に炎症所見が強く症状スコアも高値であった．し

かし患者背景においては有意差は認めなかった．また，新分類にて膀

胱痛症候群と 1つにまとめられた非ハンナ型間質性膀胱炎と過知覚膀

胱間には背景・病理所見・症状スコアにおいて有意差を認めなかっ

た．今後も集積が必要と考えられた．

前立腺癌患者に対する CyberKnife 治療の初期成績 : 長谷川 徹，

大武礼文，十二町 明，長谷川眞常，並木幹夫（長谷川病院），水野英

一（富山サイバーナイフセ） 当院では2016年10月から富山サイバー

ナイフセンターと連携し，前立腺癌に対し CyberKnife（CK）治療を

行っている．現在までに CK 治療を行った32症例の治療成績を報告

する．患者背景は，年齢は53∼85歳（中央値69歳），治療前 PSA は

4.3∼18.0（中央値 6.56），リスク分類は低リスク 5名，中リスク26

名，高リスク 1名で CK 治療前のホルモン療法は19名に実施した．

CK 治療期間は 5日間で入院が29名，通院が 3名であった．観察期間

は 2∼23カ月（中央値13カ月）で，現在まで再発例は認めていない．

有害事象は，急性期で血尿が 2名（ 6％），排尿困難 4名（11％），尿

路痛 6名（20％）で発生し，晩期で 4名が軽度の尿路有害事象が発生

した．CK 治療は有効な治療法であるが，治療期間に時として泌尿器

科診療が必要となる．

金沢大学附属病院における転移性胚細胞腫瘍に関する治療成績 : 八

重樫 洋，飯島将司，中嶋一史，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） 金沢大学附属病院で治療され

た転移性胚細胞腫瘍症例42例を対象とし，生存率，治療効果を後方視

的に評価した．全症例の 5 年生存率は92.6％，IGCCC 分類別の 5 年

生存率は，good 100％，intermediate 100％，poor 71.4％であった．

RECIST 評価では CR 8 例，PR 21例，SD 9 例，PD 4 例であり，

PR 21例中， 7 例でサルベージ手術が施行され， 2 例で mature tera-

toma のみ， 5例で viable cells なしであった．SD 9例中， 2例でサル

ベージ手術が施行され， 2 例ともに mature teratoma のみであった．

1例で治療非関連の死亡例を認め， 3例で原病死を認めた．他院で導

入化学療法を行われた症例は，当院で行われた症例と比較し，有意に

予後不良であった．
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