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第466回日本泌尿器科学会北陸地方会

(2019年11月24日（日） 於 ホテル金沢)

20歳未満の優先制度施行後の小児献腎移植北陸第 1 例目 : 垣鍔

忠，小林久人，関 雅也，多賀克峰，伊藤秀明，横山 修（福井大）

2018年10月の腎移植レシピエント選択基準法改正後，北陸初の小児間

腎移植症例を経験した．レシピエントの治療経過は良好であり現在の

ところ服薬コンプライアンスは良好であり移植腎廃絶は来たしていな

い．しかし，服薬コンプライアンスの問題は思春期小児腎移植患者に

特徴的な graft loss の理由として指摘されており，その対応として小

児医療から成人医療への移行医療の導入が提唱，推奨されている．自

験例も含め増加傾向にある小児腎移植症例に対するシステム作りが今

後の課題かと思われる．

脊髄損傷患者の腎結石に対し PNL で Stone free が得られた 1例 :

長谷部憲一，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），石井健夫（済生会金沢），佐藤宏和（さとうクリニック） 脊髄

損傷患者の腎結石に対し経皮的腎砕石術（PNL）を施行し，stone free

が得られた症例を経験した．38歳，男性．25歳時に交通外傷による脊

髄損傷を起こし，四肢麻痺，胃瘻造設，気管切開術後である．X-1年

に右腎結石に伴う腎盂腎炎に対し，前医で尿管ステント留置，定期交

換をしていた．X年，加療目的で当院受診．CT にて長径 36 mm の

サンゴ状結石を認めた．先行する腎瘻造設術および 2回の PNL にて

stone free を得ることができた．脊髄損傷患者の腎結石の症例でも，

慎重に計画をした上で stone free を目標に治療可能であると考えられ

た．

ロボット支援腎部分切除術術後腎癌ポート再発と鑑別を要した炎症

性偽腫瘍の 1例 :大筆光夫，中川竜之介，浦田聡子，宮城 徹，中島

孝夫（石川県中），湊 宏（同病理） 症例は70歳，男性．長径 27

mm の右腎腫瘤に対して後腹膜アプローチにてロボット支援腹腔鏡下

右腎部分切除術を施行した．摘出標本病理は淡明細胞癌であり，切除

断端は陰性であった．術後半年後に施行した CT 検査にて腹壁下に

13 mm の腫瘤出現が認められた．また FDG-PET にて同腫瘤に集積

を認め，腎癌ポート再発と診断した．腹腔鏡下に腫瘤を切除した．摘

出標本の病理組織像は悪性像なく，脂肪壊死と繊維化，および形質細

胞浸潤と泡沫細胞の集簇像が認められ，黄色肉芽腫様の所見であっ

た．吸収糸による異物反応により発生した炎症性偽腫瘍を疑った．炎

症性偽腫瘍は非特異的な画像所見を呈し，また FDG-PET 検査でも陽

性となることが多いため，術前に腎癌ポート再発と鑑別することは困

難と考えられた．

ニボルマブ・イピリムマブ併用療法後，切除可能となった左腎癌

（cT3b）・下大静脈腫瘍塞栓の 1例 :大島記世，菊島卓也，安川 瞳，

池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，北

村 寛（富山大） 要旨 : 68歳，男性．肉眼的血尿のため，近医を受

診した．造影 CT で左腎に早期濃染，wash out を呈する長径 11 cm 大

の腫瘍とそれに連続して肝静脈まで至る下大静脈腫瘍塞栓を指摘さ

れ，当科を紹介受診した．切除不能腎癌として，腫瘍の縮小目的にニ

ボルマブ・イピリムマブ併用療法開始した． 8コース施行後，腫瘍塞

栓は縮小し，腎腫瘍も壊死を伴い縮小し，手術可能と判断した．併用

療法を 4コース，ニボルマブ単独療法を10コース施行後，手術を実施

した．病理診断は RCC，clear cell carcinoma，pT3 であった．若干の

文献的考察を加え報告する．

右特発性腎出血に対し，過酸化水素水腎盂内注入が著効した 1例 :

高島三洋，上野 悟（JCHO 金沢） 症例は52歳，男性，運動後特

に誘引なく肉眼的血尿を発症．近医受診後，2016年 8月22日当科紹介

となる．肉眼的血尿が見られる以外特記すべき検査結果には異常は見

られなかった．尿細胞診，CT でも異常なし．膀胱鏡で右尿管口から

の血尿が見られた． 9月 7日入院し，安静，止血剤投与にて血尿はほ

ぼ改善し退院となる．しかし以後止血剤内服を継続していたが，間歇

的な肉眼的血尿は継続していた．2019年 4月25日入院し仙骨麻酔下に

3.5％過酸化水素水をゆっくり 5 ml ずつ 3回に分け，計 15 ml 注入し

た．術後右背部痛があったが，数日で改善，術後 5日目以降顕微鏡的

血尿は改善した．術後 6カ月再発は見られない．特発性腎出血に対す

る腎盂内過酸化水素水注入は有用と考えられた．

後腹膜平滑筋肉腫の 1例 :木村仁美，保田賢司，風間泰蔵（済生会

富山） 症例は72歳，女性．2019年 3月，検診の超音波検査で腹部腫

瘤を指摘され当科受診．CT にて左腎，膵臓，脾臓を圧排する 15×

12×10 cm の内部不均一な後腹膜腫瘍を認め，明らかな遠隔転移はな

かった．MRI では T1，T2 強調像で低信号を示し内部は不均一に造

影された．腹部血管造影では明らかな腫瘍濃染は認めなかった．後腹

膜腫瘍の診断のもと開腹摘出術施行したところ，左腎，副腎は硬く癒

着しており腫瘍と合併切除した．病理診断は後腹膜平滑筋肉腫で左

腎，副腎への腫瘍浸潤は認めなかった．免疫染色では腫瘍は α -

SMA，desmin は陽性で ki-67 は20％，CD34，c-kit，S100 は陰性で

あった．術後経過良好で術後14日で退院．追加治療は行わず，術後 6

カ月後の CT では再発を認めていない．

後腹膜 Solitary fibrous tumor の 1例 :川原徹也，八重樫 洋，岩本

大旭，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） 症例は66歳，男性．前医での腹痛精査目的

の CT で後腹膜腫瘤指摘され，PET/CT で集積あり，悪性腫瘍を疑

われ精査加療目的に当科紹介となった．造影 CT・MRI では骨盤部後

腹膜に約 13 cm 大の境界明瞭な分葉状の多血性腫瘤を認め，後腹膜

悪性腫瘍の診断で摘出術施行．病理組織診断では紡錘形細胞が不規則

に増生，硝子化した血管や膠原線維の介在が見られた．免疫染色では

CD34，STAT6 陽性で，solitary fibrous tumor（SFT）と診断された．

SFT は間葉系細胞由来で主に胸腔内に発生する腫瘍である．過去の

報告では SFT は広範切除を行っても約10∼15％で再発するとされて

おり，本症例でも今後の慎重な経過観察が必要と考えられた．

全尿路摘除を行った尿路上皮内癌の 1例 :新澤 玲，高瀬育和，児玉

浩一（富山市民），齋藤勝彦（同病理） 症例は膀胱癌（pT1N0M0，

G2＞3）に対する TURBt，BCG 膀胱注入後に尿細胞診陽性となった

69歳，男性．5-アミノレブリン酸を用いて経尿道的生検を施行したと

ころ，膀胱と両側の尿管から CIS が検出された．BCG 注入など腎温

存を図る治療を第一に考慮したが，治療の確実性，副作用の点から根

治手術を行うこととなった．内シャントを造設した上で体腔鏡補助下

に全尿路摘除術を施行した．切除標本病理では膀胱から両側尿管全

長，腎盂にまで連続する CIS を認めた．術後18カ月現在，週 3回の

透析を要しているものの再発や転移は認めていない．根治性と腎機能

温存との狭間で治療の選択に難渋した 1例に文献的考察を加え報告す

る．

転移性精索転移の 1例 :高原典子，嶋田彩保子，鈴木裕志（公立小

浜），金田大生（市立敦賀），太田 諒（彦根市立病理） 症例は64

歳，男性．2014年に前医で胃癌に対し腹腔鏡下胃全摘術施行．低分化

型腺癌であったが stage Ib であり術後化学療法なし．術後定期検査で

再発なし．2016年当院に右鼠径部違和感で受診．陰のう水腫あるも精

索に異常なし．2019年 6月の住民検診にて多発肺転移指摘．大腸内視

鏡検査では異常なく，腹部 CT にて右精索の腫瘤あり．他臓器に異常

所見なく精索腫瘍肺転移疑いにて当院に受診．治療方針決定のため，

病理診断目的に同年 8月に右高位精巣摘除術施行．病理は中分化型腺

癌で，胃癌の精索転移として矛盾しないものの確定診断はできず．手

術後から全身状態悪化しそれ以上の精査加療は行えず，術後 2カ月で

癌死．転移性精索腫瘍は比較的稀であり余命は約 3∼ 9カ月と不良．

精索の腫瘤を認めた場合には転移も考慮すべきである．

当院における非典型膀胱癌の検討 :武澤雄太，神島泰樹，町岡一

顕，島 崇，瀬戸 親（富山県中） 尿路上皮癌には様々な特殊型が

あり，主な特殊型として扁平上皮・腺上皮・栄養膜細胞への分化を伴

う．そのほとんどは浸潤癌，特に病期が進行した状態でみられる傾向

が強く，手術標本全体の約30％に達する．尿路上皮癌以外の組織型と

しては扁平上皮癌，腺癌，小細胞癌などがあげられる．今回当院にお

いて，TUR などによる病理結果で非尿路上皮系悪性腫瘍と診断され
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た症例を後ろ向きに検討した．症例は2008年 6月から2019年 4月まで

で10例だった．腺上皮や扁平上皮などへ分化を伴う尿路上皮癌症例は

省いた． 1年生存率は33.3％と予後不良であった．組織型としては扁

平上皮癌が 3例，癌肉腫 1例，腺癌 2例，小細胞癌 3例，淡明細胞癌

1例であった．腺癌や小細胞癌の症例では腫瘍マーカー上昇がみられ

た．高齢者に多く，積極的治療が困難な症例が 4名みられた．また，

頭蓋内トラブルが 3例に認められた．治療の際には腫瘍マーカーが有

用で，突然死の原因ともなりえる頭蓋内トラブルに注意が必要と思わ

れた．

金沢大学病院におけるロボット支援前立腺全摘除術後 PSA 再発に

関する検討 :加納 洋，角野佳史，岩本大旭，八重樫 洋，飯島将司，

川口昌平，重原一慶，野原隆弘，泉 浩二，溝上 敦（金沢大）

［目的］ロボット支援前立腺全摘除術（RARP）は局所前立腺癌の標

準的治療である．当院での RARP 後 PSA 再発に関して検討した．

［方法］2009年 4月から2019年 2月までの間に，当院で RARP を施行

し，術前内分泌療法未施行の320例を対象とした．背景因子や術後因

子，PSA 再発について後方視的に検討した．［結果］観察期間（中央

値）は25カ月，手術時の年齢（中央値）66歳，術前 PSA（中央値）

6.44 ng/ml，生検での GS 7 以下が254例であった．病理結果では，切

除断端陽性は76例であった． 5年 PSA 非再発率は85％であった．多

変量解析では術前 PSA 値，生検時 GS，pT stage，術後 PSA 感度以下

が PSA 再発の予測因子であった．［結論］当院での RARP 後 PSA 非

再発率は，諸報告と比較して遜色のない結果であった．

転移性ホルモン感受性前立腺癌に対するアンドロゲン除去療法とア

ビラテロン酢酸エステル＋低用量プレドニゾロン併用療法の当院での

初期治療経験 : 安川 瞳，坪井康真，大島記世，菊島卓也，池端良

紀，飯田裕朗，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，北村 寛（富山大）

ハイリスクの予後因子を有するホルモン療法未治療の前立腺癌に対し

て，アンドロゲン除去療法とアビラテロン酢酸エステル＋低用量プレ

ドニゾロン（以下アビラテロン）併用療法が2018年 2月から標準的治

療に加わった．当院では2018年 3月から2019年 7月までにハイリスク

転移性ホルモン感受性前立腺癌（hormone-sensitive prostate cancer :

HSPC）の18例にアビラテロン併用療法を行った．アビラテロン併用

療法の当院での初期治療経験について報告する．

接触式レーザー前立腺蒸散術（CVP）の初期経験（30例) : 長澤丞

志（富山西総合），鳥海 蓮，長坂康弘（富山赤十字），釣谷晋二（あ

さひ総合），水野一郎（水野クリニック），菱川祐一朗，飯田裕朗，渡

部明彦，北村 寛（富山大） BPH に対する手術治療に CVP（接触

式レーザー前立腺蒸散術）が新たな術式選択肢の 1つとして加わっ

た．その高い止血性能と接触型レーザーファイバーによる効率的な組

織蒸散能に効果が期待されている．当院でも，2018年 2月より導入

し，30例程経験した．その成績，合併症，技術習得過程について報告

する．

排尿ケアチーム回診時に行った尿道カテーテル留置全症例への介入

の取り組みと入院患者尿道カテーテル使用比削減効果について : 石浦

嘉之，新倉 晋，浅利豊紀（富山労災） 留置全例介入を排尿ケア

チーム回診ごとに追加し院内カテーテル使用比で評価．留置全例の，

原疾患，留置理由，挿入時期，今後の予定，ADL，リハビリの有無

と進捗状況，抜去のめど，泌尿器科診療の有無と内容，といった着眼

点を病棟ごとに一覧表として毎週作成し回診時に活用．全員参加型の

討議が可能となり病棟格差も是正．29年度下半期半年でカテーテル使

用症例は入院全症例の20.4％が，30年度下半期半年で13.6％に減少．

障碍者病棟を除いた 5病棟では29年度17.0％から30年度11.7％へと改

善．2017年日本環境感染学会医療器具関連感染サーベイランスでは急

性期病院の尿道カテーテル使用比平均は15％であり全国水準以上に改

善．排尿ケアチーム回診に加え留置全症例のアセスメントによりカ

テーテル使用比が減少した．

夜間頻尿とメタボリック症候群との関係に尿意切迫感は影響する :

青木芳隆，垣鍔 忠，徐 元鍚，奥村悦久，村元暁文，谷尾 信，大

江秀樹，小林久人，糸賀明子，関 雅也，稲村 聡，多賀峰克，土山

克樹，福島正人，伊藤秀明，横山 修（福井大） 夜間頻尿や過活動

膀胱は，メタボリック症候群（MetS）やその構成要素が関連すると

いう報告が散見される．住民健診を受診者の中で夜間頻尿を有する者

における尿意切迫感の有無と MetS および構成要素との関連をみた．

対象は2015年 4月∼2016年 3月に福井県住民健診を受診した者で，

MetS およびその構成要素（国内の診断基準）との関係を調べた．夜

間頻尿は 2回以上/夜と定義．住民健診を受診した14,194名のうち無

回答者を除外した12,478人（88％，男女比 5 : 7，平均年齢69歳）を

対象とした．夜間頻尿は3,570人（29％）に認め，うち734人（21％）

に尿意切迫感を有していた．多変量解析の結果，年齢，女性，肥満，

高血糖が尿意切迫感と有意に関連があり，また MetS に関しても尿意

切迫感はオッズ比 1.49 で有意な関連を認めた．
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