
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<学会抄録>第70回日本泌尿器科学
会中部総会

<学会抄録>第70回日本泌尿器科学会中部総会. 泌尿器科紀要 2021,
67(6): 249-292

2021-06-30

http://hdl.handle.net/2433/264503

許諾条件により本文は2022-07-01に公開



学 会 抄 録

第70回日本泌尿器科学会中部総会

(2020年11月12日（木)∼14日（土），於 石川県立音楽堂)

一般演題

淡明型腎細胞癌において免疫チェックポイント阻害剤の要となる

BRAF の役割はあるのか？ :稲元輝生，小村和正，上 博史，内本泰

三，伊夫貴直和，能見勇人，東 治人（大阪医大） ［背景と目的］

IO 療法で治療されるメラノーマを含むさまざまな悪性腫瘍で高い

BRAF 変異率が観察され，免疫抑制性微小環境における役割が明らか

になっている．淡明型腎細胞癌における BRAF の変異は稀であり，

本研究で野生型 BRAF が患者の生存に及ぼす影響を調査する．［方

法］複数のデータベースの臨床および実験データに基づいて，BRAF

の予後的価値を評価することを目的とした．TCGA などのリソース

を用い予後インデックスモデルを作成するために，カプランマイヤー

法とログランクテストを用いた．［結果］1,813症例の淡明型腎細胞癌

を含む 7つのコホートから， 3つのミスセンスと 3つのトランキング

（ 2つのフレームシフト挿入と 1つのスプライスサイト）のみが観察

された．11の種々の悪性腫瘍を含んだ解析では，BRAF の発現は頭頸

部扁平上皮癌と ccRCC で有意に上昇していた．カプラン・マイヤー

プロッターで生存曲線をプロットすることにより，BRAF 遺伝子が突

然変異の負担とは無関係に，ccRCC 患者に好ましい予後因子に相関

することが判明した．［結論］ccRCC における BRAF の存在は，突然

変異の負担が低い患者を含めても，全体的な生存率が高いことに関連

しており，メラノーマなどの IO 療法が用いられる癌腫と異なったア

プローチで IO 療法の効果を改善することが示唆された．

血清遊離型 PD-1 濃度による免疫チェックポイント阻害剤の治療効

果と有害事象の予測に向けた基礎検討 :前川由佳，水谷晃輔，古家琢

也（岐阜大），加藤 卓（朝日大），川上恭司郎，藤田泰典，伊藤雅史

（東京都健康長寿医療セ） ［目的］前立腺癌が疑われ，従来通りに医

師が口頭で説明した群．［目的］Nivolumab は腎癌を始め複数の癌の

治療に使用されているが，治療効果や有害事象を予測する方法は確立

さ れ て い な い．本 研 究 で は，Nivolumab ま た は Nivolumab ＋

Ipilimumab により治療された腎癌患者を対象として，治療前の血清

遊離型 PD-1 濃度を，治療薬である Nivolumab を捕捉抗体として用い

た ELISA により測定し，治療効果や有害事象との関連を検討した．

［方法］対象患者11例における投与前の血清遊離型 PD-1 の濃度を測

定した．Nivolumab を Ab-Match Universal kit（MBL 社）を用いて96

穴プレートにコーティングし，Nivolumab により補足した PD-1 の濃

度を PD-1 Human ELISA kit（ThermoFisher Scientific 社）に含まれる

検出抗体を用いて測定した．［結果］11例の血清遊離型 PD-1 濃度の

中央値は 40.3（23.4∼64.3）pg/ml であった．治療開始から 6カ月

の時点で PR の症例は11例中 4例であり，血清遊離型 PD-1 濃度が低

い症例で治療反応性が良好な傾向が認められた．また，11例中 9例に

irAE が起こり，そのうち irAE により投与中止となったのは 4例で，

それらの血清遊離型 PD-1 濃度は比較的高い傾向が認められた．［結

語］Nivolumab を捕捉抗体として用いた ELISA により測定した血清

遊離型 PD-1 濃度が，Nivolumab や Nivolumab＋Ipilimumab による治

療効果や有害事象の予測因子となる可能性が示唆された．

次世代シークエンサーによる結節性硬化症の遺伝子解析と腎病変の

相関 :武東義成（南生協），佐々木ひとみ，白木良一（藤田医大），倉

橋浩樹（同総合医科学研究所分子遺伝学研究部門） ［背景］結節性

硬化症（以下 TSC）は多系統臓器に形成異常と腫瘍発生を来たす疾

患で，TSC1 遺伝子または TSC2 遺伝子に異常を来たす常染色体優性

遺伝である．60∼80％が腎病変を有し，このうち50∼85％に血管筋脂

肪腫（以下 AML）を認める．［対象と方法］藤田医科大学でフォロー

している TSC 患者のうち遺伝検査を希望された30例を対象とした．

血液サンプルから抽出した DNA を用いて，次世代シークエンサーに

よる TSC1，TSC2 のターゲットリシーケンスを行い，それぞれの病

的バリアントを同定した．［結果］年齢中央値は28歳（11∼47歳），男

性は12例（40％）で，AML は24例（80％），腎嚢胞は14例（46.6％）

に認めた．TSC1 の変異は 4 例（13. 3％），TSC2 の変異は 23例

（76.7％）， 3例（10％）で変異を認めなかった．TSC2 では missense

が 6 例（26. 1％），nonsense が 5 例（21. 7％），frameshift が 8 例

（34.8％），in-frame deletion が 2例（8.7％），splicing が 2例（8.7％）

であった．エクソン領域の変異において Premature termination codon

（PTC）の有無で比較したところ，腫瘍径（PTC（＋） vs PTC

（−) : 3.80 cm vs 4.25 cm p＝0.827）に差はなかったが，PTC を含む

変異の方が若年発症（18歳 vs 25.5歳 p＝0.629），両側性（76.9％ vs

62.5％ P＝0.631），多発性（76.9％ vs 50％ p＝0.346）を示した．［結

語］TSC での AML において生殖細胞系列の遺伝変異に PTC を含む

場合は重症となる可能性がある．

日本人における，淡明腎細胞癌に対する ClearCode34 Molecular

subtypes の有用性 :吉田 崇
1
，大江知里

2
，池田純一

1,2，谷口久哲
1
，

大杉治之
1
，杉 素彦

1
，木下秀文

1
，松田公志

1（1関西医大，2同病理

診断科） ［背景］淡明腎細胞癌（ccRCC）において，ClearCode34

（ccA/ccB）はバリデーションされた予後予測分類として報告されて

いるが，アジア人でのその有用性は検証されていない．［目的］日本

人の ccRCC 患者における，ClearCode34 と予後，病理学的所見，お

よび治療との関連性を検証した．［方法］2006∼2017年の間に，根治

的腎摘除術または腎部分切除を受けた ccRCC 患者138例について検

討した．nCounter およびクラスター分析を用いて分類した．生存解

析には，カプランマイヤー法やコックスハザード比例モデルを用い

た．［結果］138例中，ccA および ccB はそれぞれ，78例（56.5％）と

60例（43.5％）であった． 5年非再発率および 5年癌特異的生存率

は，ccB の方が ccA に比べ有意に低かった（65.3％ vs 86.2％ ;

87.5％ vs 96.0％，P＜0.05，おのおの）．さらに年齢と性別因子の調

整下において，ClearCode34 は非再発生存に対する有意な独立因子で

あった（P＝0.003）．病理所見との関連性は，ccB が腫瘍内壊死（P＜

0.001）や肉腫/ラブドイド様変化（P＝0.023）との有意な相関を認

めた．再発症例において，ccA は systemic therapy に比べ metasta-

sectomy が有効であった（P＝0.015）．一方，ccB は同等であった

（P＝0.141）．［結論］ClearCode34 は，日本人の ccRCC 患者におい

て，予後，病理所見，再発後の治療効果と明確な関連があることが示

唆された．

パゾパニブにより治療された進行性腎細胞癌患者における栄養指数

と予後の関連 : 浜口 守，橋本 士，藤田和利，西本光寿，坂野恵

理，齋藤允考，清水信貴，森 康範，南 高文，野澤昌弘，能勢和

宏，吉村一宏，植村天受（近畿大） ［目的］がん患者の予後予測因

子として炎症反応，血清栄養指標が有用であると報告されている．パ

ゾパニブにより治療された腎細胞患者における予後予測因子として，

それらマーカーが有用であるかについて後ろ向きに検討を行うことと

した．［方法］2014年 3月から2020年 3月までの期間において，当院

でパゾパニブにより治療された63例の進行性腎細胞癌患者を後ろ向き

に 抽 出 し，栄 養 指 数 で あ る modified Glasgow Prognostic Score

（mGPS），Prognostic Nutritional Index（PNI），CRP/Alb ratio（CAR）

と生存期間との関連性についてコックス比例ハザードモデルで検討を

行った．［結果］年齢中央値は67歳（40∼89歳），IMDC リスク分類

において，intermediate risk 29例（43％），poor risk 17例（26％），評価

困難な症例は17例（26％）であった．First line 治療で使用された症例

は34例（52％）．全生存期間の中央値は12カ月（ 1∼100カ月），投与

期間中央値は 3カ月（0.5∼72カ月），RECIST における評価で overall

response rate（ORR）は19例（30％）であった．コックス比例単変量

解析では，mGPS，PNI，CAR がそれぞれ有意であったのに対して，

多変量解析では PNI のみが有意な予後予測因子とされた．［結語］栄

養指数は，パゾパニブにより治療される腎細胞癌患者の予後予測因子

となる可能性がある．

限局性腎癌における Geriatric nutritio-nal risk index（GNRI）の術

前予後予測因子としての有用性の検討 :神尾絵里，吉田 崇，大杉治
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之，杉 素彦，木下秀文，松田公志（関西医大），大江知里（同臨床

病理学） ［目的］根治的手術を受けた腎癌症例において，高齢者の

栄養評価法として確立されている GNRI が，術前の予後予測因子と

して有用かどうか検討した．［方法］2006年から2017年までの間に，

関西医科大学附属病院で根治的腎摘除術または腎部分切除術を施行さ

れた非転移性腎癌545例を後ろ向きに検討した．GNRI と身体的因子

との相関をスピアマン順位相関分析で検討した．予後予測能は

concordance index（c-index）で評価した．生存解析にはカプランマイ

ヤー法やコックスハザード比例モデルを用いて解析した．［結果］

GNRI は年齢，BMI，ASAと有意な相関を認めた（|r|＝0.2∼0.3，

すべてP＜0.001）．GNRI の cutoff 値を，c-index の最大値で 2 群

［GNRI＜106（n＝276），GNRI≧106（n＝269）］に分けた． 5年非再

発率（94.7％ vs 81.5％ ; P＜0.001）， 5年癌特異的生存率（99％ vs

93.4％ ; P＜0.001）， 5年全生存率（96.7％ vs 81.7％ ; P＜0.001）は

高値群に比べ有意に低値群の方が低かった．多変量解析で，GNRI は

病理学的所見との関連性は認められなかったが，再発，癌特異的生存

および全生存において独立した予後予測因子であった（すべて P＜

0.001）．［結論］根治的手術を受けた限局性腎癌において，GNRI は

年齢との相関を示し，術前予後予測因子としても有用であることが示

唆された．

当院における転移性腎細胞癌に対するイピリムマブ・ニボルマブ併

用療法の初期使用経験 :西村伸隆，吉川元清，岩本崇史，飯田孝太，

安川元信，仲川嘉紀（大和高田市立） ［目的］イピリムマブ・ニボ

ルマブ併用療法（Ipi＋Nivo 療法）は IMDC 分類で中，高リスクの転

移性腎細胞癌に対する治療法として，その有効性が確立されている．

当院で Ipi＋Nivo 療法を施行した 3例についての検討を行った．［症

例・結果］症例 1 は69歳，男性．左腎細胞癌，傍大動脈リンパ節転

移，肺転移の診断で Ipi＋Nivo 療法を開始した． 2コース終了後，肝

機能障害のため投与を中止した．腎摘除術を施行し，その後無治療で

あるが CR を維持している．症例 2は61歳，女性．右腎細胞癌，下

大静脈浸潤，肺転移の診断で Ipi＋Nivo 療法を開始した． 4コース終

了し，ニボルマブ単剤の 8コース目で肺転移巣が増大したためアキシ

チニブを開始した．症例 3は66歳，女性．左腎細胞癌，右扁桃転移，

肺転移の診断で Ipi＋Nivo 療法を開始した． 4コース終了し，ニボル

マブ単剤の 2コース目まで PR を維持していたが口腔粘膜炎を発症し

たため中止した．その後他院で腎摘除術が施行された．［考察］各症

例で一定の治療効果が得られたが，症例 2は 8カ月で PD となった．

症例 1は Ipi＋Nivo 療法終了後 8カ月間 CR を維持しており，Durable

response を認めている．一方で良好な治療効果が得られた症例 1と症

例 3では有害事象の出現により治療を中断しており，治療効果と有害

事象との関連が示唆された．

腎細胞癌に対する Ipilimumab/Nivolumab 併用療法の予後予測因

子の検討 : 冨山奈美，坂田卓弥，神沢英幸，廣瀬泰彦，窪田裕樹

（JA 愛知厚生連海南），安井孝周（名古屋市大） ［背景］根治切除不

能又は転移性の腎細胞癌に対する Ipilimu-mab/Nivolumab 併用療法が

承認されたが，当院の治療成績は不良であった．そこでこの原因を検

索することとした．［方法］対象は当院で2018年10月∼2019年 7月に

Ipilimumab/Nivolumab 併用療法を行った 6症例とした．PFS，OS と

予後予測因子を後向きに検討した．［結果］男性 4例，女性 2例，治

療開始時の年齢中央値は 70歳であった．IMDC リスク分類は

intermediate risk 1例，poor risk 5例でいずれも腎細胞癌の手術歴はな

かった．最良総合効果は PR 1 例，SD 1 例，PD 4 例であった．

Grade 3 以上の重篤な副作用は 3例でみられた．OS の中央値は5.2

カ月，PFS の中央値は2.4カ月で，第三相試験と比較しいずれも不良

であった．うち 5例で治療開始時に CRP が 1.0 mg/dl 以上であった．

治療奏功例では 4コース施行後に全身免疫炎症指数（SII）の改善を

認めた．［結論］併用療法における治療開始時の CRP 高値，IMDC

リスク分類の poor risk は予後不良であり，併用療法 4コース後の SII

の改善は予後良好因子になりえると考えられる．本治療は重篤な副作

用の発現や PD に至る例も多く，症例選択や投薬継続の工夫が重要で

ある．

根治切除不能な腎細胞癌に対しイピリムマブ，ニボルマブ併用療法

を施行した10例の報告 :金澤秀幸，永山 洵，庄 紀江，山本晃之，

小嶋一平，寺島康浩（豊橋市民） ［目的］近年では根治切除不能な

腎細胞癌に対して，イピリムマブ，ニボルマブ併用療法がファースト

ラインとして行われている．当院でイピリムマブ，ニボルマブ併用療

法を行った10例を報告する．［症例］患者の年齢は56∼81歳，男性 5

人，女性 5 人であった．IMDC リスク分類は Intermediate が 5 人，

High が 5人であり，腎摘術を施行された患者は 2人であった．転移

臓器は肝臓が 1人，肺が 5人，副腎が 1人，胃が 1人，脊椎が 3人で

あった．病理診断は， 8人が淡明細胞型， 1人が肉腫様疑い， 1人が

不明であった．［成績］ 4コース投与したのは 7人で，最大治療効果

は CR が 1人，PR が 1人，SD が 5人，PD が 2人， 1人が効果判定

前に死亡した． 2人が irAE のため中止， 4人が PD のため中止， 1

人が原因不明の突然死のため中止となっている．PD となった患者の

うち 2人が二次治療としてアキシチニブを投与されている．また，グ

レード 3以上の irAE は 3人（間質性肺炎，AST および ALT 上昇，

副腎不全が 2人），グレード 2の irAE は 2人（下垂体炎，皮膚障害）

であった．投与開始から生存期間中央値は253日であり，現在は 6人

生存， 4人死亡している． 3人は癌の増悪が原因であり，突然死の患

者については病理解剖の同意が得られず irAE との関連は不明である．

当院におけるニボルマブ・イピリムマブ併用療法の初期治療経験 :

須江保仁（JA 愛知厚生連江南厚生） ［背景］2018年 8月よりニボル

マブ・イピリムマブ併用療法が「根治切除不能または転移性の腎細胞

癌」に対する一次治療として保険適応となった．当院での初期使用経

験を報告する．［方法］2018年10月から2020年 3月までに当院でニボ

ルマブ・イピリムマブ併用療法を開始した腎細胞癌 7例の治療成績，

免疫関連有害事象について検討した．［結果］ 患者背景は男性 6例，

女性 1 例，年齢の中央値は70歳（47∼77歳）であった．患側は左 4

例，右 3例．組織型はすべて淡明細胞癌であった．転移巣は骨 4例，

肺 3 例，肝 2 例． 2 例で腫瘍塞栓を認めた．IMDC リスク分類は

intermediate risk 3例，poor risk 4例であった． 6例は 4コース完遂で

きたが， 1例は免疫関連有害事象のため 1コースで脱落となった．効

果判定は CR 1例，PR 3例，PD 3例．免疫関連有害事象は全例に

認め，内訳は甲状腺機能低下症（Grade 1∼2）が 3 例，副腎不全

（Grade 2），皮膚障害（Grade 2），急性脱髄性ニューロパチー（Grade

3），味覚障害（Grade 1），脳炎（Grade 3）がそれぞれ 1例であった．

［結論］高い治療効果を得た症例を経験した一方で，様々な免疫関連

有害事象により泌尿器科医だけでは対応困難な症例を経験した．安全

に治療を継続するためには多彩な副作用への適切なマネジメントが必

須であり，多職種が介入する免疫関連有害事象への対応チームや対策

アルゴリズム作成が必要である．

転移を有する腎細胞癌に対する免疫チェックポイント阻害剤の治療

成績 : 川西 誠，大杉治之，福井真二，滝澤奈恵，谷口久哲，矢西正

明，斎藤亮一，杉 素彦，木下秀文（関西医大），松田公志，三島崇

生，室田卓之（同総合医療セ），小糸悠也（同香里） ［背景］関西医

科大学附属関連病院において，免疫チェックポイント阻害剤（ICIs)-

チロシンキナーゼ阻害剤（TKIs）の治療シークエンスについて後方

視的に解析し，成績を検討した．［対象と方法］2016年 9月から2020

年 3月までに，転移性腎細胞癌に対して ICIs（ニボルマブ単剤投与，

もしくはイピリムマブとニボルマブの併用）を投与した51例を対象と

し，治療成績などを検討した．［結果］2nd-line 以降のニボルマブ単

剤投与は37例，1st-line のイピリムマブとニボルマブの併用療法は14

例であった．年齢中央値は72歳（42∼83歳）であり，男性38例，女性

13例であった．組織型は clear cell 39例（76％）であった．ニボルマブ

投与後に再度 TKIs を投与した症例は11例（29％）であり，Stable

Disease（S D）以上は 5例であった．イピリムマブとニボルマブの併

用療法のうち TKIs に移行している症例は 5例であり，そのうち 3例

が S D 以上であった．［結論］ICIs 後に TKIs に移行する症例が16例

あり，中には治療効果を認めた症例も存在した．最近では ICIs と

TKIs の併用療法の有用性も示されており，この併用療法の有用性が

期待できる患者群の選別を行う必要がある．

当院における Nivolumab の使用経験 :河田 啓，高橋義人，竹内

康通，秋田和利，石田健一郎，仲野正博，谷口光宏（岐阜県総合医療

セ） ［目的］転移性腎細胞癌に対する Nivolumab 使用における治療

効果，安全性について検討した．［対象と方法］2017年 7月から2020

年 2月までに当院で Nivolumab 投与を行った転移性腎細胞癌患者15

名を対象とし，後方視的に検討した． 1コース目は入院で投与し， 2

コース目以降は外来で投与した．［結果］年齢の中央値は 70歳

（48∼84）， 男性11例，女性 4例．腎摘除術もしくは腎部分切除術施
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行例は，おのおの 8例と 5例，手術未施行例は 2例であった．組織型

は淡明細胞癌 : 9例，非淡明細胞癌 : 4例であった．IMDC リスク分

類においては Favorable risk : 2例，Intermediate risk : 11例，Poor risk :

2例であった．治療ラインは 2nd : 4例，3rd : 6例，4th : 2例，5th :

1例，6th : 2例であった．免疫関連の有害事象を 3例に認めた（間質

性肺炎 : 2例，甲状腺機能低下症 : 1例）．間質性肺炎を発症した 1例

はステロイド治療を行い，以後の投与を中止した．治療効果は完全奏

功 : 1例，部分奏功 : 1例，安定 : 2例，進行 : 11例であった．有害

事象あるいは進行で Nivolumab 投与が中止となった12例のうち 7例

が緩和治療へ移行した．［結論］治療有効症例を認め，転移性腎細胞

癌に対する Nivolumab は有用な治療選択肢と考える．また，治療中

止に至る有害事象を認めた症例は 1例のみで，その他の症例では対処

可能な有害事象にとどまり，比較的安全に投与可能であった．

骨転移を有する転移性腎細胞癌に対するアベルマブ・アキシチニブ

併用療法の初期経験 : 上村吉穂，林 典宏（高岡市民），北村 寛

（富山大） ［目的］アベルマブ・アキシチニブ併用療法を初期治療と

して行った，転移性腎細胞癌2例を報告する．［対象］症例 1 : 80歳

代，男 性．2018 年 X 月，食 思 不 振 の 全 身 精 査 に て，Stage 3

（cT3aN0M0）の左腎細胞癌と診断．腹腔鏡下左腎摘除術が施行され，

病理結果は，clear cell type，pT3a．2020年Y月（術後20カ月），CT 検

査にて右恥坐骨転移を指摘．IMDC 分類，中リスク．症例 2 : 70歳

代，女 性．2020 年 Z 月，左 殿 部 痛 の 全 身 精 査 に て，stage 4

（cT2aN0M1 : 肺，骨，腹腔内播種）の左腎細胞癌と診断．腹腔鏡下

左腎摘除術が施行され，病理結果は，clear cell type，pT2a．IMDC 分

類，高リスク．［経過］症例 1 : 2020年 Y月，アベルマブ（10 mg/

kg)・アキシチニブ（8 mg/日）併用療法開始．有害事象として，高血

圧（G3）を認めたが，内服治療で対応可能であった．治療開始後 2

カ月目の CT にて，骨転移の縮小傾向を認めた（効果判定 SD）．症例

2 : 2020年 Z＋ 1月，アベルマブ（10 mg/ kg)・アキシチニブ（8 mg/

日）併用療法開始．有害事象として，高血圧（G1）および倦怠感

（G2）を認めたが，対症療法で対応可能であった．治療開始後 1カ月

目の CT にて，骨転移を含めた転移病変の縮小を認めた（効果判定

PR）．［結語］骨転移を伴う転移性腎細胞癌に対する，アベルマブ・

アキシチニブ併用療法の初期経験を報告した．

当院で経験した進行腎細胞癌に対するイピリムマブ・ニボルマブ併

用療法の 5症例 : 村下純輝，岩本鴻太朗，尾崎慎司，粥川成優，中ノ

内恒如，三神一哉（京都第一赤十字），蒲田勇介，田原秀一（綾部市

立） ［目的］IMDC リスク分類での poor/intermediate 群の転移性腎

細胞癌に対して 1st-line の治療としてイピリムマブ・ニボルマブ併用

療法の有効性が示されている．一方で重篤な免疫関連有害事象

（immuno-related adverse event : irAE）の頻度も高いとされており，当

院での治療効果や有害事象に関する初期経験について報告する．［方

法］2019年 1月∼2019年12月までに当院で導入したイピリムマブ・ニ

ボルマブ併用療法の 5症例を検討した．男性 2例，女性 3例，年齢中

央値は71.5歳（55∼76歳）であった．IMDC リスク分類では 5 例す

べてがintermedaiate risk であった．導入前に腎摘除術は 5例すべてに

施行した．病理は淡明細胞癌が 3例，嫌色素性癌が 1例，集合管癌が

1例であった．対象病変は肺が 4例，肝が 1例，局所再発が 1例で

あった．［結果］治療効果は，CR が 3例，PR が 1例，SD が 1例で

あり，奏効率は80％であった．導入後の主な有害事象としては副腎不

全， 1型糖尿病，甲状腺機能低下症，多発ニューロパチー，下垂体機

能低下症，肝機能障害，橋本病，大腸炎，皮膚炎があった．イピリム

マブの投与回数は 4例で完遂したが， 1例は甲状腺機能低下が生じた

ため 1コース目のみの投与であった．［考察］イピリムマブ・ニボル

マブ併用療法は有害事象を認めたものの，コントロール可能な範囲で

あり有効性が確認された．

三重大学におけるロボット支援部分切除術の手術成績と術後再発例

の検討 :稲葉 草太，佐々木 豪，服部優奈，寺邊隆史，加藤桃子，東

真一郎，加藤 学，舛井 覚，吉尾裕子，西川晃平，井上貴博（三重

大） ［目的］ロボット支援腎部分切除術（RAPN）は現在多くの施

設で行われている．当院では2017年 3月より RAPN を開始した．今

回，当院における手術成績（周術期合併症，術前後の腎機能，

Trifecta 達成に関わる因子）を報告する．また，現在までに再発が認

められた2症例について考察を行った．［方法］2017月 3月から2020年

4月までに当院にて RAPN を施行した91例．男性58例，女性33例，

年齢中央値61（24∼84）歳，腫瘍径中央値 27（11∼68）mm であっ

た．生存解析は Kaplan-Meier を用い，Trifecta 達成に関わる因子の検

討は多重ロジスティック回帰分析で行った．［結果］術後 3年での癌

特異的生存率は100％，無増悪生存率は95.5％であった．周術期

CTCAE grade 3 以上の合併症は 3例あり，急性腎障害，尿漏，仮性動

脈瘤であった．Trifecta 達成率は，64/91例で 70. 3％であった．

Trifecta 達成に関わる因子は，コンソール時間，RENAL score，N

score が有意であった．再発した 2 症例の病理結果は，いずれも

pT1a，Clear cell carcinoma,Sarcomatoid Change（＋）であり，再発形

式は腹腔内播種であった．［考察］Trifecta 達成には，コンソール時

間，RENAL score，N score が重要な因子であることが明らかとなっ

た．Sarcomatoid change を有する症例での術後再発経験を考慮する

と，術前診断能の一層の向上が必要と考えられた．

和歌山県立医科大学におけるロボット支援腎部分切除術の治療成

績 : 上野 駿，柑本康夫，尾多賀祐介，川端大輝，出口龍良，上田祐

子，樋口雅俊，村岡 聡，小池宏幸，山下真平，吉川和朗，原 勲

（和歌山県立医大） ［目的］ロボット支援腎部分切除術（RAPN）の

治療成績を検討した．［対象と方法］対象は2014年 4月から2020年 5

月までに当院でRAPNを施行した137例．年齢は中央値66（ 4 分位

56∼74）歳，男 性 は 97 例（71％），BMI は 24. 3（22. 2∼27. 2）

kg/m2，腫瘍径は 26（20∼34）mm，臨床病期は T1a : 120例（88％），

T1b : 17例（12％），RENAL スコアは 6（5∼8）であった．アプロー

チは経腹膜が89例（65％），後腹膜が48例（35％）であった．周術期

成績，病理所見，予後について検討した．［結果］手術時間は中央値

218（179∼272）分，コンソール時間は146（113∼188）分，温阻血時

間は21（17∼25）分，出血量は50（15∼155） ml であった．術中合

併症は，気胸が 1例，腸管損傷が 2例，出血が 4例，開腹移行が 2

例，腎摘除術への移行が 3例であった．CD 分類 3以上の術後合併症

は 6例（ 4％）で，うち仮性動脈瘤が 3例，尿瘻が 1例であった．病

理所見では，悪性が122例（89％），断端陽性が 2 例（ 2％）であっ

た．Trifecta（温阻血時間25分以下，断端陰性，周術期合併症なし）

達成率は，69％であった．観察期間中央値10カ月で局所再発が 1例に

認められた．［結論］当科における RAPN の治療成績は本邦における

多施設データ（Furukawa，2020）と比べて遜色のないものであった．

当科におけるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術（RAPN）の検

討 : 池端良紀，七谷直紀，大島記世，菊島卓也，安川 瞳，伊藤崇

敏，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，北村 寛（富山大） ［目的］

当科におけるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術（robot-assisted

laparoscopic partial nephrectomy ; RAPN）の治療成績について検討す

る．［方法］当科では2016年12月から2020年 4月までの期間に当科で

腎腫瘍に対して RAPN を施行した症例を対象として検討を行った．

Trifecta（阻血時間25分未満，切除面への腫瘍露出なし，周術期合併

症なし），trifecta に「術後 eGFR の10％以上の低下なし」，「慢性腎臓

病（Chronic kidney disease ; CKD）stage の up grade なし」の 2項目を

加えた pentafecta の達成率，またそれらに関わる因子について検討し

た．［結果］上記期間に RAPN が施行された111例の解析を行った．

Trifecta の達成率は 77％，pentafecta の達成率は 41％であった．

Trifecta 達成を規定する統計学的有意な因子は認められなかったが，

「コンソール時間150分以上」の症例では trifecta 達成率が低下する傾

向があった．術前 CT 検査における「腎周囲脂肪の厚さ」，「周囲脂肪

内のストランドの有無」がコンソール時間を延長する因子として統計

学的有意であった（それぞれ OR 2.51，95％ CI 1.13∼5.55，p＝

0.023，OR 3.75，95％ CI 1.65∼8.52，p＝0.001）．［結論］当科にお

ける RAPN の trifecta 達成率は77％，pentafecta 達成率は41％であっ

た．腎周囲脂肪のもつ因子が手術時間と関連していた．

当院におけるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の初期成績 :宍戸

偉海，原 智，岩澤智裕，荻原広一郎，勝井政博，服部盛也，前田高

宏（川崎市立川崎） ［目的］当院では2018年12月より小径腎癌に対

してロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術（RAPN）を導入した．当院

での RAPN 初期成績を，腹腔鏡下腎部分切除術（LPN）と安全性お

よび有効性の観点から後方視的に比較検討した．［方法］2014年 1

月∼2020年 4月の期間で行われた LPN 30例（男性22例，女性 8例），

RAPN 14例（男性11例，女性 3例）を比較した．年齢は中央値70歳

（44∼89歳），61歳（30∼86歳）．腫瘍長径は中央値 20 cm（6∼42

cm），25 cm（10∼45 cm）．RENAL Nephrometry Score 6. 0（4∼9），
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7.0（4∼10）．アプローチ方法は LPN で経腹膜19例，後腹膜11例，

RAPN で経腹膜10例，後腹膜 4例であった．［結果］手術時間は中央

値171分（91∼453分），254分（181∼310分），阻血時間は中央値27.4

分（ 7 ∼59 分），17. 8 分（ 7 ∼32 分），出 血 量 は 中 央 値 50 ml

（10∼530 ml），20 ml（10∼100 ml），術後腎機能変化率（術後 1 カ月

の Cr 値/術前の Cr 値）1.17，1.10 であった．術後合併症は，LPN

術後の仮性動脈瘤に対して経皮的動脈塞栓術（TAE）を要した 1症例

のみであった．病理組織学的切除断端はすべて陰性．Trifecta 達成率

（切除断端陰性，温阻血時間25分未満，術後合併症の回避）は LPN

43％，RAPN 70％であった．［考察］RAPN では trifecta 達成率や術後

腎機能変化率において諸家の報告と遜色を認めず安全に施行できた．

ロボット支援腎部分切除術（RAPN） 1年後の腎機能の検討 :筒井

顕郎，井上裕之，中村友哉，波止 亮，安達拓未，原野正彦（JCHO

九州） ［目的］ロボット支援腎部分切除術（RAPN）術後 1年目の

腎機能低下と関連する因子を検討する．［対象と方法］当院にて2016

年 4月より2020年 5月までに RAPN を施行した196例中，病理学的に

腎細胞癌と診断され，手術 1年後まで腎機能評価を行えた112例を対

象とした．Pentafecta の内の 2項目である術後 1年での eGFR 低下率

10％以下および CKD upstage なしの両方を達成する因子を検討した．

［結果］患者背景は年齢69歳，男/女78/34例，左/右43/69例，腫瘍径

2.55 cm，T1a/T1b 84/27例，RNS 7 点，術前 eGFR（ml/min/1.73

m2＞）66．手術法は経腹/後腹膜55/57例，手術時間154分，コンソー

ル時間104分，出血量 10 ml，WIT 21分．（中央値） 全症例の術後の

eGFR は術前と比較し，手術翌日で89％， 1 週間で94％， 1 カ月で

94％， 6カ月で93％， 1年で92％であった．112例中63例（53％）が

腎機能低下なし 2項目を達成していた．腎機能低下を予測する因子と

して多変量ロジスティック回帰分析で cT stage，阻血時間に有意差を

認めた．［考察］腫瘍径が大きく，また阻血時間が長くなると手術 1

年後の腎機能が低下する可能性が示唆された．

ロボット内視鏡補助下腎部分切除術における気腹炭酸ガスの影響の

検討 :門本 卓，野原隆弘，岩本大旭，八重樫 洋，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） ［目的］

腹腔鏡下手術は創部縮小や手術の低侵襲性により，術後痛の軽減や早

期離床，整容生の向上などの長所があり，広く用いられている．しか

し，トロッカー挿入に伴う血管，腸管などの臓器損傷のほか，炭酸ガ

スの送気に伴う高二酸化炭素血症，皮下気腫，空気塞栓症などの合併

症を引きおこすことが知られている．今回われわれはロボット内視鏡

補助下腎部分切除術における気腹炭酸ガスの影響を検討した．［方法］

当院においてロボット内視鏡補助下腎部分切除術を施行された100例

を対象に患者の年齢や身長，気腹時間や気腹圧，経腹および経後腹膜

などの術式と術中の炭酸ガス排出量や皮下気腫などの合併症に頻度の

関連を後ろ向きに検討した．［結果］全症例で気腹開始により換気に

よる炭酸ガスの排出量の増加を認めた．気腹圧が高値時には排出量は

さらに増加し，後腹膜アプローチではその変化が大きかった．また，

皮下気腫の合併率は後腹膜アプローチで顕著に増加していた．［考察］

後腹膜アプローチは経腹アプローチと比較して皮下組織への炭酸ガス

の流入が容易であり，皮下気腫が発生しやすくまた炭酸ガスの吸収量

が多く，高二酸化炭素血症のリスク因子であると考えられる．また，

気腹圧が高いほど炭酸ガスの吸収量も多いため気腹圧の適切な管理は

周術期管理において重要であると考えられた．

下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎癌に対する腹腔鏡下腎摘除術の検討 :山

崎健史，長野祐樹，行松 直，南 彰紀，加藤 実，井口太郎，玉田

聡，内田潤次（大阪市大） 下大静脈腫瘍塞栓は腎癌の 4∼10％程度

に認められるとされている．適応のある症例に対しては radical

nephrectomy with IVC tumor thrombectomy が予後を改善するとされ，

遠隔転移を有さない患者であれば 5年生存率は50∼65％に及ぶとも報

告されている．その手技の煩雑さや合併症の頻度の多さからも開腹手

術が標準術式であるが手術侵襲がきわめて多くなることが課題であっ

た．デバイスや手術手技の発展に伴い近年では腫瘍塞栓に対し腹腔鏡

下またはロボット支援下での腎摘除術を施行した報告が増えてきてお

り，その低侵襲性と安全性が報告されている．自施設において施行し

た横隔膜下までの下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎癌に施行した laparo-

scopic radical nephrectomy with IVC tumor thrombectomy（LRN-VCT）

に関して当院における手技の工夫も含めて報告する．2015年 7月から

2020年 3月までに施行した下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎癌と診断された

患者25例中 LRN-VCT を施行した14例（右11例，左 3例）および開

腹症例11右 8例，左 3例）例について周術期成績を比較検討した．手

術時間に有意差は認めず，出血量，輸血率，経口摂取開始までの期間

は LRN-VCT において優位に少なく左右において手順の違いはある

ものの低侵襲性，安全性に問題ない手技と考えられた．

当院における VHL に伴う RCC に対する凍結療法の経験 : 小倉涼

太，乾 将吾，堀内大介，谷口英史，清水輝記，山田剛司，松原弘

樹，白石 匠，藤原敦子，内藤泰行，本郷文弥，浮村 理（京都府立

医大） ［目的］VHL は RCC を高率に発症する遺伝性疾患であり繰

り返す可能性を考慮すると，低侵襲な治療が求められる．当院におけ

る VHL に伴う RCC に対する凍結療法の経験においてその有用性を

検討した．［研究方法］当院では2013年 3月から凍結療法を開始して

おり，年齢や活動性重複癌，併存疾患によって根治的手術が適応外あ

るいは単腎などにより本人が手術を希望しなかった症例を対象とし

た．VHL を伴う RCC に対して2020年 5月までに 8例，10腫瘍に施

行し，年齢は24∼66歳（平均43歳），男性は 6例，女性は 2例であっ

た．腫瘍径は 10∼22 mm（平均 16.5 mm）であった．腫瘍位置は右

が 8腫瘍，左が 2腫瘍であった．治療歴として腎摘除術が 1例，腎部

分切除術が 3例．，凍結療法が 1例であった．凍結療法は局所麻酔下，

CT ガイド下で施行した．治療効果判定は造影 CT による mRECIST

で行った．腎機能は eGFR で評価した．［結果］腎機能は施行前が

91.4，施行 3カ月後が97.0であり，施行前後で増悪は認めなかった．

治療効果判定は 6例， 8腫瘍で可能であり，全例で CR であった．

重篤な有害事象は認めなかった．［考察］VHL は RCC の再発が多い

ことから，繰り返し施行可能な凍結療法は有用であると考えられた．

腎癌単発転移に対する Metastasec-tomy の有用性の臨床的検討 :

鈴木光太郎，佐野貴紀，白石祐介，脇田直人，坂本茉莉子，岡村泰

義，板東由加里，寺川智章，古川順也，原田健一，日向信之，中野雄

造，藤澤正人（神戸大） ［目的］転移性腎癌に対する転移巣切除術

は生存率の向上が期待されるが，その症例選択が重要である．今回，

単発転移に対する転移巣切除術の有用性の評価を行った．［方法］

2008年 4月から2018年12月までに，当院にて単発転移巣に対する治療

を行った73例を，転移巣切除施行群（SM 群 : 29例）と非施行群

（no-SM 群 : 44例）に分け，後方視的に全生存期間（OS）の比較お

よび OS 延長に寄与する因子を探索した．［結果］全例で原発巣に対

する手術歴があり， 2群間において，原発巣の手術から転移出現まで

の期間に有意差を認めた（中央値，SM 群 : 37.3カ月 vs no-SM 群 :

17.4カ月，p＝0.046）が，原発巣 T stage，Fuhrman grade，IMDC リ

スク分類を含む他の因子では有意差を認めなかった．no-SM 群にお

いて骨転移症例が多い傾向にあった（SM 群 : 6.9％ vs no-SM 群 :

15.9％，p＝0.303）．切除巣には全例で viable cells が含まれていたが

完全切除であった．SM 群および no-SM 群における 2年， 5年生存

率はそれぞれ93.1％ vs 86.4％，88.2％ vs 53.1％であり，SM 群にお

いて OS の有意な延長を認めた（HR : 0. 19，p＝ 0. 008）．また

Fuhrman grade ≧3 もOS に有意に寄与した（HR : 3.31，p＝0.010）．

［結論］腎癌単発転移に対する転移巣切除術は予後改善に有用である

可能性が示唆された．さらなる大規模な前向き試験が必要と考える．

腎細胞癌に対する根治的手術から 5年以上経過後に再発した症例の

検討 : 小森真衣子，多賀峰克，奥村悦久，吹上優介，谷尾 信，兜

貴史，小林久人，稲村 聡，伊藤秀明，横山 修（福井大） ［目的］

腎細胞癌の根治手術後 5年以上経過してからの晩期再発における臨床

的および病理学的特徴を検討した．［対象と方法］2000年 1 月から

2018年12月までの期間において当院で腎細胞癌に対して根治的腎全摘

術または腎部分切除術を施行した316例（男性216名，女性100名）の

うち再発を認めた39例（男性30名，女性 9名）を対象とした．このう

ち 5年以上経過後に再発した晩期再発群の年齢，性別，臨床病期，静

脈侵襲，異型度，組織学的浸潤増殖様式を 5年以内に再発した群と比

較検討した．［結果］術後再発した39例のうち，晩期再発した症例は

11例（男性10名，女性 1名）であった．初発年齢は中央値63歳，手術

から再発までの期間中央値は94カ月であった．再発部位は肺 4例，骨

3例，リンパ節 2例，対側腎 2例などであった．11例全例が clear cell

carcinoma であり，臨床病期は pT1a : 6例，pT1b : 3例，pT2 : 1例，

pT3b : 1例であった．静脈侵襲は（＋） 5例，（−） 6例，組織学的

浸潤増殖様式は全例 INFα であった．晩期再発群を 5年以内の再発群

と比較すると，臨床病期が pT1 の割合が有意に高く（p＝0.037），
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INFα の割合も有意に高かった（p＝0.037）．一方で年齢，性別，静

脈侵襲，異型度に有意な差は認めなかった．［結論］当院での腎細胞

癌に対する根治術後に晩期再発した症例は，pT1 の小径腫瘍例，ま

たは INFα の割合が有意に高かった．

肉腫様腎癌多発骨転移に対し免疫併用療法を施行し CR が得られた

1例 :福永博之，鈴木光太郎，岡田桂輔，寺川智章，古川順也，原田

健一，石村武志，重村克己，日向信之，中野雄造，藤澤正人（神戸

大） ［症例］症例は60歳，男性．主訴は発熱．CT で左腎上極に 36

mm 大の充実性腫瘍を認めた，淡明型腎細胞癌は否定的であり，嫌色

素性腎癌や乳頭状腎細胞癌が疑われた．また同側副腎転移および多発

骨転移を認めた．IMDC リスク分類で 5 項目該当の poor risk，

cT1aN0M1 と診断し，2019年X月に腹腔鏡下左腎摘除，副腎合併切

除術を施行した．病理結果は pure な肉腫様腎癌であり，Spindle cell

carcinoma（sarcomatoid carcinoma）の診断で副腎にも転移が認められ

た．術後より全身療法としてイピリムマブ・ニボルマブ併用療法を導

入したが， 3コース施行後に G3 の間質性肺炎を発症したため投与を

中止し，ステロイドパルス療法により間質性肺炎は改善した．以後，

無治療経過観察していたが全身療法開始後 5カ月の時点で CR を得

た．全身療法開始13カ月経過現在，無治療経過観察中であるが CR

を維持している．［考察］CheckMate 214試験において全体症例の約

11％で CR が得られているが，同試験のサブ解析において IMDC リ

スク因子数 4∼ 6個群については CR は 1例も報告がない．本症例

では，IMDC リスク分類 5項目該当かつ pure な肉腫様腎癌に対して

CR が得られた貴重な症例と考えられた．当科では本症例の経過およ

び臨床試験の成績を考慮し，IMDC Poor risk および肉腫様成分を有す

る進行性腎癌症例に対して免疫併用療法の積極的導入を行っている．

転移性腎細胞癌に対するニボルマブ投与中に硬化性胆管炎を発症し

た 1例 :今津哲央，花房隆範，山中庸平，木内利明（大阪府済生会千

里），岡田宜之（おかだ腎泌尿器・ペインクリニック） ［背景］抗

PD-1 抗体ニボルマブは，進行性腎細胞がんの 2次治療として2016年

8 月に適応が追加されたが，免疫チェックポイント阻害剤による

irAE は様々なものが報告されている．硬化性胆管炎は重大な副作用

として2017年 7月に新たにニボルマブの添付文書に記載されたが，そ

の頻度や詳細は明らかでなく稀な病態と考えられている．［症例］63

歳，男性．右腎細胞癌に対して後腹膜鏡下右腎摘除術（RCC，

pT1bN0M1・仙骨転移）を施行し，術後 1カ月目から転移病巣に対す

る 1次治療して，パゾパニブを投与していた．約 1年間 SD であった

が，急性腎不全を発症し同薬は中止した． 2次治療として術後 1年 2

カ月目に，ニボルマブを導入したところ，同療法開始後 4カ月目に肝

機能増悪を認め，入院加療を行った．画像上胆管炎を疑う所見があ

り，黄疸も出現したため，ERCP，胆管ステント留置を行ったが，ニ

ボルマブによる irAE を疑い，ステロイド療法を開始し改善した．［考

察］本症例は，ニボルマブ投与後であること，他に原因と考えられる

病態がないことから，ニボルマブの irAE による硬化性胆管炎と診断

した．転移性腎細胞肺癌に対するニボルマブ投与が原因と考えられる

硬化性胆管炎の症例を経験したので文献的考察を加えて報告する．

Nivolumab＋Ipilimumab併用療法により下垂体性副腎皮質機能低

下症を発症した転移性腎癌の 2例 : 高橋 輝，家原昌弘，上野彰久，

中村晃和，藤戸 章（済生会吹田） ［緒言］本邦において2018年 8

月に根治切除不能または転移性腎細胞癌に対する 1 次治療として

Nivolumab＋Ipilimumab 併用療法が承認された．様々な免疫関連有害

事象が報告されている．当院で経験した下垂体性副腎皮質機能低下症

の 2 例を報告する．［症例 1］70歳，男性．右腎癌（cT3bN0M1 多

発肺転移）に対して開腹腎摘除術を施行．clear cell RCC with

Sarcomatoid change，IMDC poor risk であり Nivolumab＋Ipilimumab 併

用療法開始． 3コース投与後に倦怠感，腰痛，頭痛で外来受診．コル

チゾールの低下を認めており副腎皮質機能低下症としてステロイド治

療を開始した．［症例 2］60歳，男性．左腎癌（cT3aN0M1 胸骨転

移）に対して開腹腎摘除術を施行．clear cell RCC，IMDC intermediate

risk であり Nivolumab＋Ipilimumab 併用療法開始． 4コース投与後に

食欲不振，倦怠感で外来受診．コルチゾールと ACTH の低下を認め

ており副腎皮質機能低下症としてステロイド治療を開始した．［考察］

免疫関連有害事象による副腎皮質機能低下症や下垂体機能低下症の報

告は散見される．当院で転移性腎細胞癌に対して Nivolumab＋

Ipilimumab 投与した 2例中 2例に下垂体性副腎皮質機能低下症を経

験した．今後の投与の際に下垂体機能低下症や副腎皮質機能低下症に

留意する必要があると考える．

Presurgical therapy によって腎静脈内まで腫瘍塞栓が縮小し腹腔鏡

下に摘除し得た腎癌下大静脈腫瘍塞栓の 1例 :寺川智章，前田光毅，

脇田直人，白石祐介，坂本茉莉子，岡村泰義，板東由加里，鈴木光太

郎，原 琢人，古川順也，原田健一，日向信之，中野雄造，藤澤正人

（神戸大） 下大静脈内腫瘍塞栓を伴う腎腫瘍では，下大静脈の遮断，

切開，縫合による処理が必要となり，時に手術侵襲が大きくなる．今

回，分子標的治療を先行することで腫瘍塞栓が腎静脈内まで退縮し，

腹腔鏡下腎摘除のみで手術を終えることができた症例を経験したので

報告する．症例は68歳，女性．心窩部痛を契機に 77 mm 大の右腎腫

瘍，下大静脈腫瘍塞栓（肝下面まで，LEVEL 2）を認めた．右腎癌，

cT3bN0M0 と診断．Presurgical 療法として Paozpanib 60 mg/day を導

入． 1カ月後の CT にて，原発巣および腫瘍塞栓の縮小を認め，導入

3カ月に手術を予定した．術前画像では，腫瘍塞栓先端は，右腎静脈

内まで退縮を認めた．術式は，腹腔鏡下根治的右腎摘除術を施行し

た．腎静脈の処理は，腎動脈切断後に，エコーにて腫瘍塞栓の位置を

確認し，Endo-GIA を用いて切離した．気腹時間は 3時間10分，出血

量は少量であった．われわれは，肝静脈合流部以上に至る下大静脈腫

瘍塞栓においては，分子標的薬を先行導入することで手術侵襲を低減

できることを報告してきた（Anticancer Drugs 2018，In Vivo 2019）．

本症例は，LEVEL 2 の症例であるが，同様に Presurgical 療法を先行

することで手術侵襲を低減することができたと考える．

下大静脈内腫瘍塞栓を有する転移性腎癌に対して薬物療法後に

Cytoreductive nephrectomy を施行した 2例 : 細見俊秀，大塚 光，

牧野雄樹，柴崎 昇，七里泰正（市立大津市民） ［目的と方法］下

大静脈（以下 IVC）内腫瘍塞栓を有する転移性腎癌に対し薬物治療

を先行し，腫瘍が縮小した 2例に対し Cytoreductive Nephrectomy（以

下 CN）を施行したので手術動画を交えて報告する．［結果］症例 1 :

78歳，女性．前医にてレベル 2の IVC 腫瘍塞栓を伴う右腎癌と多発

肺・脳転移を認め，cT3bN0M1 と診断された．脳転移に対しガンマ

ナイフ治療を行い，パゾパニブを開始したのち，当科紹介受診となっ

た．腫瘍塞栓は著明に縮小し，腎静脈から IVC 内に一部出る程度と

なったため，腹腔鏡下に CN を施行した．症例 2 : 68歳，男性．右房

内に進展するレベル 4の腫瘍塞栓を伴う右腎癌，多発肺転移を認め，

右腎癌 cT3cN0M1，IMDC poor risk と診断，イピリムマブ/ニボルマ

ブ併用療法を 4コース施行した．IVC 腫瘍塞栓は肝下面以下のレベ

ル 2となり，開腹にて CN を施行した． 2例とも，術後追加治療を

行っており，転移巣は縮小維持している．［考察］転移性腎癌は，分

子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬で一定の治療効果が期待され

る．一方で IVC 腫瘍塞栓を伴うと，肺梗塞など病状の急激な悪化の

危険があり早期の CN 施行が望まれるが，腫瘍塞栓の進展の程度に

より手術侵襲が大きくなる．今回の 2例は薬物療法により転移病変の

コントロールが良好，かつ腫瘍塞栓が縮小したことにより，CN が有

効であった．

治療中に胸部大動脈解離を起こした右腎脂肪肉腫の 1例 : 森 聰

博，竹丸紘史，林 信希，上松克利，山田大介（三豊総合），原 尚

史（同卒後臨床研修セ） 脂肪肉腫のうち15％が後腹膜発生とされ外

科的切除が第一選択になる．断端陽性となることも多く高率に局所再

発するといわれている．症例は63歳，女性．健康診断で右側巨大腹部

腫瘤を指摘され当科紹介となった．CT 検査にて 160×150×130 mm

の一部造影される多房性腫瘍を認めた．腹部超音波ガイド下で腫瘍組

織生検施行．高分化型脂肪肉腫と診断された．開腹にて腎と一塊に腫

瘍を摘出．腫瘍重量は 1,350 g であった．病理結果は断端陽性であ

り，外来にてパゾパニブ 600 mg/日を開始した．開始 2週間後より収

縮期血圧の上昇を認め循環器内科の治療介入にて降圧薬追加となった

が，さらなる収縮時血圧上昇と背部痛が出現し救急搬送．CT で胸部

大動脈解離と診断，転院搬送され大動脈血管置換術を施行後退院と

なった．以後無治療で画像 follow し腫瘍摘出から 9カ月たった現在，

CT で明らかな再発は認めていない．パゾパニブ投与にて脂肪肉腫の

無増悪期間延長するとの報告もあり有用であるものの42％に血圧上昇

を伴うとされ血圧管理には注意を要す．今回急激な血圧上昇から大動

脈解離に至った症例を経験したので若干の文献的考察を踏まえて報告

する．
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固有腎癌肺転移でアキシチニブ投与後に生じた移植腎被膜下血腫 :

前田隼太，小川悟史，石村武志，藤本卓也，遠藤貴人，西岡 遵，横

山直己，藤澤正人（神戸大） 症例は，75歳，男性．1998年，54歳時

に原疾患不明の腎不全のため他院で腎移植を施行され，術後は当科で

加療されていた．2017年10月，定期 CT で右固有腎腫瘍を認めたため

根治的腎摘除術施行，病理診断は淡明細胞癌，pT3a であった．2019

年 1月，術後15カ月で肺転移が出現しスニチニブを開始したが味覚障

害と食欲不振が高度のため 1カ月で終了した．2019年 4月，右内頸動

脈狭窄症増悪を認めたため頸動脈ステント留置され，アスピリン，ク

ロピドグレル硫酸塩を開始された．2019年 5月より，肺転移に対して

アキシチニブ 10 mg/日を開始したが， 8日目に腹部膨満感と嘔気が

出現した．翌日には尿量が低下し血清 Cr 値は 0.85（mg/dl）から

2.48 に上昇を認めたため腹部 CT を施行したところ，移植腎腹側に

高吸収域認め移植腎被膜血種と診断した．アキシチニブによる有害事

象を疑って同薬休薬した．抗血小板薬 2剤の休薬も検討したが，頸動

脈ステント閉塞による致死的脳梗塞発症のリスクが高いと判断し，ク

ロピドグレル硫酸塩のみ休薬した．その後，連日腹部エコー検査を施

行したが血種の増大を認めず，発症後 4日目まで乏尿は継続し血清

Cr 値は 4.17 まで上昇したが， 5日目より尿量徐々に増加し血清 Cr

値も漸減した．12日目の CT では，血腫の低吸収域化および縮小を認

め，発症後22日目に血清 Cr 値 0.91 で退院となった．

転移後もゾレドロン酸を含めた集学的治療にて長期コントロールが

得られている腎癌多発転移の 1例 : 神島泰樹，門本 卓，岩本大旭，

八重樫 洋，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］34歳，女性．2002年 2月，

右背部痛を主訴に前医受診．CT にて右腎からの出血に伴う後腹膜血

種を認め TAE 施行．MRI にて右腎に AML を疑う 9 cm の腫瘍を認

め，手術希望なく経過フォローとなった．2005年11月の CT にて 11

cm に増大し，RCC を疑い根治的右腎摘除術施行．病理は clear cell

carcinoma，G2＞1，pT2b であった．2006年 3月に両側肺転移が出現

し INF-α 投与開始， 8月から治験での S-1 を投与し奏効せず．2007年

1月に肺転移に両側上葉切除術施行．2007年 8月に胸膜転移および肺

転移再発，IL-2 を開始するも奏功せず，胸水貯留に胸腔ドレナージ

施行．多発肺転移も悪化し，IL-2 は副作用で中止．患者は呼吸苦，

食欲不振あり，BSC を希望したが，2007年12月踵骨部の疼痛出現．

骨シンチグラフィ，CT にて踵骨，肋骨，腸骨の溶骨性転移あり．骨

転移に対してゾレドロン酸を開始したところ，骨転移，肝転移，胸壁

転移，肺転移は著明に改善し自覚症状は消失．2010年 5月に疼痛あり

左足関節転移に外照射（45 Gy）施行．2010年12月に右鎖骨上窩リン

パ節転移にリンパ節切除術施行．2012年 4月に左卵巣転移に子宮全摘

＋両側付属器切除術施行．2016年12月に左腎転移に RFA 施行．2017

年 2月に膵尾部転移に膵体尾部切除術施行．2018年10月に膵頭部転移

にサイバーナイフ施行．以降ゾレドロン酸投与継続し病勢悪化がなく

経過している．

乳頭状腎細胞癌の背景に乳頭状腺腫が多発した 1例 :堀 智裕，岩

本大旭，門本 卓，八重樫 洋，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） 63歳，男性．健

診で左腎腫瘍を指摘され当科紹介受診となった．MRI で中極背側に

20×17 mm，下極に 14×13 mm の境界明瞭な腫瘤を認め，後腹膜鏡

下左腎摘除術を施行した．これらの腫瘤は乳頭状腎細胞癌であった

が，他にも乳頭状腺腫に相当する小結節を多数認めた．乳頭状腎細胞

癌と乳頭状腺腫には形態の類似性があり，関連した病変である可能性

が示唆された．過去の報告では乳頭状腺腫が対側腎にも出現する場合

も指摘されている．また乳頭状腺腫は乳頭状腎細胞癌の前駆病変であ

る可能性も示唆されているため，対側腎のフォローは重要であると考

えられた．

初発・単発の筋層非浸潤性膀胱癌における膀胱多部位生検の有用

性 : 村田大城，林 哲太郎，関野陽平，北野弘之，池田健一郎，後藤

景介，稗田圭介，井上省吾，亭島 淳（広島大），野村直史（JA 尾道

総合） ［目的］筋層非浸潤性膀胱癌（non-muscle invasive bladder

cancer : NMIBC）の単発と多発では再発リスクが異なり，肉眼的に

単発と判断した NMIBC における膀胱多部位生検（multiple site

biopsy :MSB）の再発予測因子としての意義を明らかにする．［方法］

上部尿路に悪性所見のない初発・単発の NMIBC に対して，経尿道的

膀胱腫瘍切除術（transurethral resection of the bladder tumor : TURBT）

時に肉眼的正常部位へ 4カ所以上の MSB を施行した115例を対象と

した．MSB で病理学的に癌もしくは異形成を 1カ所以上認めた症例

を MSB 陽性と定義し，MSB 陽性群（ P群）と陰性群（N群）の膀

胱内再発について検討した．［結果］観察期間の中央値は37.5カ月で，

P群18例（15.7％），N群97例（84.3％）であった． 3年再発率は P

群58.8％，N群32.9％で， P群に高頻度に膀胱内再発を認め，無再発

生存期間に有意差を認めた（p＝0.0011）．単変量解析の結果，MSB

陽性（p＝0.0018），主病変 T1（p＝0.0035）で膀胱内再発が有意に高

頻度であったが，主病変の Grade，腫瘍長径，抗癌剤即時単回注入の

有無では有意差を認めなかった． 5因子での多変量解析では，MSB

陽性（p＝0.0095），主病変 T1（p＝0.0422）と両者共に独立した再発

予測因子であった．［結論］初発・単発 NMIBC 症例における MSB

陽性症例は，膀胱内再発の予測因子となる．

当院における切除不能尿路上皮癌に対する化学療法の治療成績 : 池

内亮介，舟橋優里奈，小池修平，宗田 武，岡田卓也（田附興風会北

野） ［目的］2017年にペムブロリズマブ（以下 Pem）が承認され，

進行性尿路上皮癌に対する化学療法が変容している．従来の抗癌剤の

みの治療と比較し，当院での治療成績を後方視的に検討した．［対象］

2008年12月∼2019年12月に切除不能尿路上皮癌と診断され，化学療法

が施行された56例．［結果］年齢中央値70歳（48∼84歳）．原発巣は膀

胱22例，腎盂・尿管33例，両者の重複が 1例．化学療法開始時にリン

パ節のみに転移を認めたものが16例，多臓器に転移もしくは浸潤を認

めたものが 40例であった．OS 中央値は 15カ月，生存率は 1 年

54.7％， 2 年 27.7％であった．1st ラインは GC 療法 36例，G-

CBDCA 療法16例，その他 4 例で，PFS 中央値は 4 カ月（ 1 ∼28カ

月）であった．2nd ラインは30例中 GT 療法11例，Pem 8例，その

他11例で，2nd ライン開始からのOS中央値は 7 カ月であった．2nd

ライン治療を GT 療法と Pem とその他で比較すると，患者背景や前

治療歴に有意な差はなく，PFS : 2.8 vs 1.3 vs 1.5カ月（p＝0.50），

OS : 6.8 vs 7.0 vs 8.0カ月（p＝0.89）で有意差は認めなかった．Pem

は 4th ラインまで含めて11例に使用されており，PR 以上の治療効果

を得たのは 2例，うち 1例は現在まで22カ月 CR を維持している．

［結語］Pemの導入により全体の治療成績が改善しているとは言い難

いものの，症例によっては多大な効果をえる可能性がある．

尿路上皮癌における高度催吐性化学療法中の悪心・嘔吐に対するオ

ランザピン併用制吐療法の有効性の検討 :安川 瞳，西山直隆，坪井

康真，七谷直紀，大島記世，菊島卓也，池端良紀，渡部明彦，藤内靖

喜，北村 寛（富山大） ［背景］化学療法誘発性悪心・嘔吐

（Chemotherapy-induced nausea and vomiting ; CINV）は治療継続性の観

点で重要な課題である．高度催吐性化学療法に対して標準的制吐療法

にオランザピンを併用した CINV の改善が報告されているが，泌尿

器科領域での検証は少ない．［方法］2019年 7月から10月までに当科

でシスプラチンを含む化学療法（GC 療法，MVAC 療法，DD-

MVAC 療法）を開始した尿路上皮癌の症例のうち，糖尿病の既往が

ない 7例を対象とした．パロノセトロン，アプレピタント，デキサメ

サゾンに加えて，オランザピン 5 mg をシスプラチン投与日から就寝

前に 4日間投与した．患者本人による治療日誌の記載に基づき，化学

療法前日から Day 10 までの悪心の程度（10段階評価）と嘔吐の回数

を評価した．嘔吐完全制御は嘔吐がなく，追加の制吐処置を行わない

ことと定義した．［結果］年齢の中央値は70歳（範囲 : 58∼78）．シス

プラチン投与後24時間までの急性期には全例で嘔吐完全制御が得られ

た．悪心は 1例で認めたが，10段階中 2と軽度であった．全期間にお

いても消化管の機能性通過障害による嘔吐を認めた 1例を除いて嘔吐

完全制御が得られた．傾眠の副作用は全例で認めなかった．［考察］

尿路上皮癌に対する高度催吐性化学療法において，標準的制吐療法と

オランザピン併用は CINV の予防として有効である．

上部尿路上皮癌に対する腎尿管全摘術後の膀胱内再発とピラルビシ

ン単回膀注の予防効果についての検討 : 加藤成一，竹内慎一，川瀬

真，石田貴史，宇野雅博（大垣市民） ［目的］上部尿路上皮癌に対

する腹腔鏡下腎尿管全摘術後の膀胱内再発および手術時のピラルビシ

ン単回膀胱内注入療法の膀胱内再発予防効果についてレトロスペク

ティブに検討した．［方法］対象は2011年 8月から2019年 5月までに

当院で腹腔鏡下腎尿管全摘術を施行した上部尿路上皮癌患者とし，膀

胱癌の既往，併発患者は除外した．下部尿管の処理は傍腹直筋切開を

置いて行った．ピラルビシン単回膀注は，術直後に塩酸ピラルビシン
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30 mg を生食 30 ml に溶解し膀注後，30分間保持した．非再発生存率

を Kaplan-Meier 法を用いて算出し，膀胱内再発に影響を与える因子

について log-rank 検定を行った．また，ピラルビシン単回膀注の有無

で 2群に分け，膀胱内再発に対する効果を検討した．［結果］対象患

者は69人で，年齢は中央値71（IQR 65.5∼78）歳，男/女50/19人で

あった．平均観察期間23.3±23.2カ月中，27例に膀胱内再発を認め，

2年非再発生存率は59.2％であった．ピラルビシン単回膀注の有無は

膀胱内再発に影響を及ぼさなかった．多変量解析では尿細胞診疑陽性

以上が膀胱内再発のリスク因子であった．［結論］上部尿路上皮癌に

対する腹腔鏡下腎尿管全摘術後の 2年膀胱内非再発生存率は59.2％で

あった．膀胱内再発のリスク因子は尿細胞診疑陽性以上であり，ピラ

ルビシン単回膀注の膀胱内再発抑制効果は認めなかった．

Gemcitabine と Docetaxel の併用療法による薬剤性間質性肺炎の検

討 : 柏木佑太，田村正隆，勝野 暁，長井辰哉（岡崎市民）

Gemcitabine と Docetaxel との併用治療は，重篤な肺障害の発症の報

告もあり，注意が必要な治療である．当院では，プラチナ系製剤や免

疫チェックポイント阻害薬使用後や腎機能障害症例などで，

Gemcitabine と Docetaxel の併用療法を行ってきた．36症例中 4症例

（約11％）で薬剤性間質性肺炎を経験したので報告する． 4症例はす

べて男性で転移があり，投与開始時の年齢の中央値は75.5（69∼83）

歳．投与開始から発症までの期間は中央値で28（21∼50）日であっ

た．どの症例も発症後ステロイドの投与で改善している．薬剤性間質

性肺炎は様々な臨床病型があり，重症化するものもある．肺障害を来

たす可能性のある薬剤を使用する際には，定期的な診察や画像・血液

検査などで経時的な変化を把握することが，速やかな治療の介入につ

ながると考えられる．

当院における筋層非浸潤性膀胱癌に対する BCG 導入療法後の再発

予測因子の検討―膀胱形態学的所見との関係― : 清水卓斗
1
，家村友

輔
1
，松下千枝

1,2，望月裕司
1,3，中農 勇

1,4，吉田克法
1
，冨岡厚志

1

（1済生会中和，2大阪暁明館，3国保中央，4西奈良中央） ［目的］中

リスク以上の筋層非浸潤性膀胱癌に対する TURBT 後の bacillus

Calmette-Guerin（BCG）膀胱内注入療法は広く普及しているが，治療

後に膀胱内再発を認める症例も少なくない．近年，排尿障害や術前膿

尿などが再発の予測因子として報告されているが，膀胱形態学的所見

との関連についての報告はまだない．今回，当院における初回 BCG

導入療法後の膀胱内再発の予測因子について膀胱形態学的所見を交え

て検討した．［方法］2010年から2018年までに当院で初回 BCG 導入

療法を受け，BCG 注入を 5回以上施行され， 3カ月以上の膀胱鏡お

よび尿細胞診でフォローされた53例を対象とした．膀胱鏡による膀胱

形態学的所見（肉柱形成，憩室，憩室内腫瘍）に加え，年齢，性別，

PS，排尿障害，術前膿尿，および病理学的リスク分類と膀胱内再発

との関連について検討した．［結果］観察期間は中央値23カ月（ 3∼

116カ月），膀胱内再発は15例に認めた．再発までの期間の中央値は14

カ月（ 3∼57カ月）であった．単変量解析において高度の肉柱形成お

よび膀胱憩室の存在は有意な再発の予測因子であった（HR 5.07，

95％ CI 1.53∼16.8，p＝0.008 ; HR 4.40，95％ CI 1.17∼16.6，p＝

0.029）．［考察］膀胱形態学的所見が BCG 注入療法後の再発に関連

しており，膀胱憩室や高度の肉柱形成がある症例では BCG が膀胱粘

膜全体に充分に暴露されない可能性が示唆された．

当院における筋層浸潤膀胱癌に対する膀胱温存療法の臨床的検討 :

鳥海 蓮，纐纈佳樹，浦田聡子，大筆光夫，宮城 徹（石川県立中

央） ［目的］筋層浸潤膀胱癌に対して膀胱温存療法を施行した症例

について臨床的に検討する．［方法］2007年以降，当院で遠隔転移の

ない筋層浸潤膀胱癌と診断され，膀胱温存療法を施行した症例につい

て，OS，PFS，予後因子について検討する．［結果］ 5 年生存率は

72％， 5年非再発率は58％であった．T2 症例は T3-4 症例に比べ良

好な OS を得られた．

金沢医療センターにおける筋層浸潤性膀胱癌に対する放射線化学療

法の初期成績の検討 : 稲葉貴宏，三輪聰太郎，佐藤 両，越田 潔

（金沢医療セ） ［目的］膀胱温存を目的とした筋層浸潤性膀胱癌に対

する放射線化学療法の治療成績を検討した．［方法］2018∼2020年に

金沢医療センターで膀胱温存を目的に放射線化学療法を行った筋層浸

潤性膀胱癌患者 6例（男性 4例，女性 2例，平均年齢76.1歳）を対象

とした．病期は pT2N0M0 が 5 例，pT3N0M0 が 1 例．治療として

は，放射線治療は分割照射として60 Gy/30回（ 1例は 25 Gy/25回）

で行い，化学療法については全身化学療法や動注化学療法を行った．

全身化学療法は Gemsitabin＋ Cispratin もしくは Gemsitabin＋

Carbopratin，動注化学療法は Cispratin 100 mg/body＋Pirarubiscin 50

mg/body で施行した．治療効果の判定は尿細胞診，膀胱鏡検査，

CT，MRI，経尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）などを組み合わせて

行った．［結果］治療後， 6例とも腫瘍の再発や転移の出現なく経過

している．治療期間中に血球減少が生じたが，いずれも治療終了後に

改善した．動注化学療法を施行した 2例に両側水腎症が出現した．

［結論］筋層浸潤性膀胱癌に対する膀胱温存を目的とした放射線化学

療法は有用で治療成績の改善が期待できる．

滋賀医科大学における進行性尿路上皮癌に対するペンブロリズマブ

の使用経験 :馬塲雅人，奥末理知，草場拓人，窪田成寿，永澤誠之，

和田晃典，伊狩 亮，富田圭司，村井亮介，吉田哲也，影山 進，上仁

数義，成田充弘，河内明宏（滋賀医大） ［目的］当院におけるペン

ブロリズマブの治療経験について報告する．［方法］2018年 1月から

2020年 6月までに，化学療法抵抗性尿路上皮癌に対してペンブロリズ

マブによる治療を開始した19症例について，後方視的に検討した．投

与開始からの OS，PFS を検討し，治療効果について画像を RECIST

ver1.1 で評価した．安全性は CTCAE ver4.0 により評価した．［結

果］患者背景は，投与開始時の年齢中央値が69歳（49∼83），PS は 0

が 5例，1 が10例，2 が 3例，4 が 1例であった．導入時期は 2nd line

が 6例，3rd line が 8例，4th line が 3例，5th line が 2例であった．

2020年 6月の時点で投与継続中が 3例，中止が16例，投与回数の中央

値は 5回（ 1∼14）であった．中止理由は有害事象が 5例，病勢進行

が11例であった．OS の中央値は5.4カ月，PFS の中央値は2.6カ月で

あった．治療効果を評価できた18例では CR 2例，PR 2例，SD 6

例，PD 8例であった．免疫関連有害事象は全 Grade で10例（53％）

に認めた．Grade 3 以上は 4 例（21％）に認め，その内訳は意識障

害，間質性肺炎，大腸炎，ACTH 分泌低下症であった．［結論］ペン

ブロリズマブ開始後，腫瘍縮小効果がみられる症例がある一方で，免

疫関連有害事象により早期中止が必要であった症例や病勢進行の早い

症例も存在した．当院での有効性は国際第 3相臨床試験で報告された

ものよりやや劣る結果であった．

三重大学における進行性尿路上皮癌に対するペムブロリズマブ療法

の検討 : 服部優奈，吉尾裕子，稲葉草太，寺邊隆史，加藤桃子，東

真一郎，佐々木 豪，加藤 学，舛井 覚，西川晃平，井上貴博（三

重大医学部附属） ［目的］進行性尿路上皮癌に対するペムブロリズ

マブの有効性が報告されている．当院におけるペムブロリズマブ投与

例につき，有効性，安全性を検討することを目的とした．［方法］

2018年 1月∼2020年 5月に当科において進行性尿路上皮癌に対してペ

ムブロリズマブ治療を行った症例のうち， 4コース以上継続，治療効

果を判定しえた31例を対象とした．背景因子などによる奏効率，全生

存期間（OS），無増悪生存期間（PFS）を比較検討し，p＜0.05 を統

計学的に有意差ありとした．有害事象は CACTE，治療効果は

RECIST で評価した．［成績］年齢中央値70歳（54∼84歳）．前治療は

GC，GCBDCA を中心とし， 1レジメン : 22例， 2レジメン以上 : 9

例であった．観察期間中央値は13.5カ月（範囲 : 3.3∼28.5），OS 中

央値は13.5カ月（3.3∼28.5），PFS の中央値は9.0カ月（1.6∼28.5）

であった．Grade 3 以上の有害事象は下痢 : 3例，皮膚障害 : 1例，

血小板低下 : 1例であった．治療効果は，CR : 2例，PR : 3例，

SD : 9例，PD : 17例であった．背景因子などによる奏効率，OS，

PFS に差はみられなかった．［結論］一次化学療法後の進行性尿路上

皮癌に対するペムブロリズマブ療法の有効性が示唆された．

当院における進行性尿路上皮癌に対するペンブロリズマブの使用経

験 : 佐藤五郎，島田誠治，河 源（済生会野江），池田純一（関西医

大附属），速水悠太郎（ぐみょうじ泌尿器科），原田二郎（原田医院）

［目的］ペンブロリズマブは2017年12月に化学療法抵抗性の尿路上皮

癌に対して保険適応となった．今回，当院におけるペンブロリズマブ

の使用経験を報告する．［方法］2018年 1月から2020年 6月までに当

院でペンブロリズマブが投与された13例に対して後ろ向きに検討し，

有効性および安全性について評価した．［結果］患者背景は年齢の中

央値71歳（27歳∼85歳），性別は男性10例，女性 3例であった．原発

巣は腎盂 6例，尿管 2例，膀胱 5例，評価病変はリンパ節 8例，肺転

移 6例，肝転移 4例，骨転移 3例，局所再発 1例．奏効率は CR が
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1例，PR が 3例，SD が 1例，PD が 8例で31％であった．有害事象

は Grade 2 の大腸炎が 1例，Grade 1 の肝機能障害が 1例であった．

［考察］当院で経験した13例では奏効率31％と少ない症例数ではある

が，他の報告と遜色ない結果であった．また有害事象については休

薬，対症療法のみで継続可能であり安全性も確認された．

進行性尿路上皮癌における全身療法としてのペムブロリズマブに併

用した局所療法の有効性 : 谷 優，久次米雄馬，山本致之，永原

啓，中井康友，中山雅志，垣本健一，西村和郎（大阪国際がんセ）

［目的］進行性尿路上皮癌に対し全身療法としてペムブロリズマブ

（PEM）投与中に局所療法を併用した症例につき検討した．［方法］

PEM 投与中に反応が乏しい病変や新規出現した病変に対し局所療法

を併用した尿路上皮癌 7例につき，局所療法の有効性を検討した．

［結果］原発巣は腎盂尿管癌 5例，膀胱癌 2例，性別は男性 6例・女

性 1例，局所療法施行時年齢の中央値は71歳，局所療法までの PEM

治療期間の中央値は 7カ月（ 5∼16）であった．局所療法は放射線治

療 4例，経動脈塞栓術（TAE） 1例，手術 2例で，放射線治療の標的

病変はリンパ節 2例・骨 1例・腎盂 1例，TAE は肺転移に施行，手

術は頸部リンパ節摘除を 1例，腎尿管全摘と傍大動脈リンパ節摘除を

1例に施行．局所療法の評価が可能な 4例の最良効果判定は CR 1

例，PR 1例，SD 2例．治療後 3カ月以上経過した 5例について，

1例は術後全身療法終了し12カ月時点で CR を維持， 1例は 5カ月

経過後 PEM を継続中， 2例は治療後 4カ月および 7カ月に新規転移

が出現するまで PEM を継続， 1例は治療後 1カ月で局所病変が増悪

し PEM を中止した．［結論］進行性尿路上皮癌において PEM 投与中

の治療抵抗性病変に対する局所療法は有効であり，PEM の治療期間

を延長させる可能性が示唆された．

当院における進行性尿路上皮癌に対するペムブロリズマブの初期治

療経験 :宮崎 彰，藤澤俊介，田中一志，武市佳純（北播磨総合医療

セ） ［目的］進行性尿路上皮癌に対するペムブロリズマブ治療の初

期の治療経験について報告する．［対象・方法］2020年 6月までに当

科で治療を開始した，化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮

癌 13例を対象として，治療継続期間・腫瘍縮小効果・免疫関連有害

事象について検討した．［結果］13例のうち男性は 9例，女性は 4例．

年齢の中央値は71歳．膀胱癌，腎盂癌，尿管癌の症例はそれぞれ， 6

例， 3例および 4例であった．肺転移を認める症例は 5例，肝転移 7

例，骨転移 3例で， 8例にリンパ節転移を認めた．ペムブロリズマブ

開始時の ECOG PS は 0 が 5 例，1 が 5 例，2 が 1 例，3 が 2 例で

あった．ペムブロリズマブを投与した回数の中央値は 4回，ペムブロ

リズマブ開始後の観察期間の中央値は4.2カ月であった．最大治療効

果はPR 5例，SD 3例，PD 5例で 7例が病勢進行のため投与中止と

なった．Grade 3 以上の有害事象として間質性肺炎や中毒性表皮壊死

症などを認め， 2例は有害事象により投与中止となった．［結論］ペ

ムブロリズマブは重篤な免疫関連有害事象を認めることがあり，投与

には十分注意が必要であるが，化学療法後に増悪した尿路上皮癌にた

いしても治療効果が期待できると考えられた．

当科における尿路上皮癌に対するペムブロリズマブの治療成績 : 一

松啓介，林 哲章，江川雅之（市立砺波総合） ［目的］2018年 4月

∼2020年 6月にかけて転移を有する尿路上皮癌10例に対してペムブロ

リズマブによる治療を行った．今回その治療成績を報告する．［対象］

年齢は56∼84歳（中央値71歳），男性 9例，女性 1例，腎盂尿管癌 4

例，膀胱癌 6例であった．セカンドラインとしてペムブロリズマブが

使用されたのは 8例，サードラインとして使用されたのは 2例であっ

た．転移巣は，リンパ節 7例，肝 2例，肺，腹膜，胸膜，骨がそれぞ

れ 1例であった．［結果］ペムブロリズマブは 2∼16コース（中央値

5コース）施行し，CR 3例，PR 2例，SD 2例，PD 3例であった．

CR 3例はいずれもリンパ節転移のみの症例で，CRとなった後に全例

有害事象などでペムブロリズマブの投与を中止したが，それぞれ投与

終了後 5，7，12カ月間が経過した時点でCRを維持している．Grade

2の関節炎を 2例，間質性肺炎を 1例に認めたがステロイド投与にて

軽快した．［考察］リンパ節転移のみの症例はペムブロリズマブが奏

功する症例が多かった．またペンプロリズマブの投与中止後も治療効

果が持続しており，さらに経過を観察していきたい．

進行性尿路上皮癌に対する Pembrolizumab 治療における好中球/

リンパ球比の意義 :古川順也，脇田直人，坂本茉利子，岡村泰義，板

東由加里，鈴木光太郎，原 琢人，寺川智章，原田健一，日向信之，

中野雄造，藤澤正人（神戸大） ［目的］進行尿路上皮癌に対する

Pembrolizumab 治療を行った症例における治療前好中球/リンパ球比

（NLR）の予後予測因子としての有用性を明らかにする．［対象と方

法］当院において2018年 2月∼2020年 4月の期間に進行尿路上皮癌に

対し Pembrolizumab 投与を行った71例．［結果］年齢の中央値は72歳，

男性53例，女性18例，上部尿路44例，膀胱27例，根治手術が施行され

た症例は36例，PS 0-1 が57例，PS 2 は14例，転移臓器はリンパ節転

移のみが29例，肺18例，骨14例，肝臓14例，複数臓器転移が33例に認

めた．投与回数の中央値は 4回（ 1∼35），観察期間は5.6カ月（ 1∼

28）であった．最良治療効果は CR 2例，PR 15例，SD 22例および

PD 32例であり奏効率は 23. 9％であった．また，Progression-free

survival（PFS）および overall-survival（OS）の中央値はおのおの4.3お

よび10.9カ月であった．有害事象は30例に認め Grade 3 以上は 8例

（11.3％）であった．免疫関連有害事象は19例に認めその内訳は皮疹

6例，甲状腺機能異常 5例，腸炎 3例，間質性肺炎 3例，下垂体副腎

機能低下 1例および筋炎 1例であった．PFS および OS を予測する因

子に関する多変量解析を行い，PS 2 以上，NLR 3 以上および肝転移

が独立した予後不良因子であった．［結論］進行尿路上皮癌に対する

Pembrolizumab の PFS および OS の予測因子として NLR が有用であ

る可能性が示唆された．

尿管癌に対するホルミウムヤグレーザーを用いた経尿道的内視鏡手

術の長期成績 : 原 浩司，青木 重之，森永 慎吾，山田 芳彰（JCHO

可児とうのう） ［目的］ホルミウムヤグレーザーを用いた尿管癌に

対する内視鏡的手術の安全性と有効性の長期成績を検討した．［対象

と方法］2013年 4月∼2020年 3月までに尿管癌と診断され，相対的適

応症例にてホルミウムヤグレーザーによる経尿道的内視鏡手術を施行

した 9例中， 5年以上経過観察可能であった 5例を対象とした男性 4

例，女性 1例．年齢は56∼86歳（平均67.8歳），右側 2例，左側 3例．

自然尿の尿細胞診は全例陰性で，尿管癌の術前の生検による組織学的

異型度は grade 1（NCCN 分類）であった．術後は 3カ月ごとの尿管

鏡および逆行性尿路造影を 2年間継続，その後 6カ月ごとの尿管鏡お

よび逆行性尿路造影を 3年継続， 5年経過以後は，半年ごとの造影

CT および尿細胞診を行った．［結果］手術時間は30∼67分（平均49

分），レーザー総エネルギー量は 0.15∼1.48 KJ（平均 0.576 KJ）．経

過観察期間は40∼84カ月（平均59.6カ月）で，全例再発を認めていな

い．［結論］尿管癌に対するホルミウムヤグレーザーによる経尿道的

内視鏡手術は，安全で有効な治療法であり，症例を選択すれば相対的

適応症例にも長期間にわたり良好な治療成績が期待できる．

腎尿管全摘除術および系統的所属リンパ節郭清を施行した腎盂尿管

癌患者の予後因子に関する検討 :佐藤 亮，内田浩介，柿沼俊吾，児

玉 尭，榛葉雄亮，渡邊恭平，松下雄登，渡邉弘充，本山大輔，伊藤

寿樹，杉山貴之，大塚篤史，三宅秀明（浜松医大） ［目的］腎盂尿

管癌患者の予後は，主腫瘍の部位に対応するテンプレートに基づく系

統的所属リンパ節郭清により改善する可能性が示唆されている．今

回，腎尿管全摘除術および系統的所属リンパ節郭清を施行した腎盂尿

管癌患者の予後因子を検討した．［対象と方法］1994年 5月∼2019年

5月に，遠隔転移を伴わない腎盂尿管癌と診断し当院にて腎尿管全摘

除術を施行した105例中，系統的所属リンパ節郭清を施行した68例を

対象とした．診療録に基づく後方視的観察研究で，Cox 回帰分析を

用いて予後因子を検討した．［結果］年齢の中央値は73歳（範囲 :

49∼88），性別は男性50例/女性18例，主腫瘍の局在部位は腎盂35例/

尿管33例，腫瘍グレードは G1 or G2 31例/G3 37例，pT1 以下32例/

pT2 以上36例であった．郭清リンパ節数の中央値は12個（範囲 : 3∼

34）で， 9 例（13. 2％）が pN（＋）であった．無再発生存期間

（RFS）と全生存期間（OS）の中央値はそれぞれ54カ月と67カ月で

あった．RFS の独立した予後因子は同定されなかったが，性別（男

性 versus 女性，HR＝1.98）と腫瘍グレード（G1 or G2 versus G3，

HR＝2.25）が OS と独立した関連を有することが示された．［考察］

女性患者または G3 病変を有する患者は系統的所属リンパ節郭清を施

行しても予後不良である可能性があり，術後補助療法の追加を考慮す

べきであると考えられた．

当院における腎盂尿管癌に対する腹腔鏡下腎尿管全摘除術の治療成

績 : 八田原広大，勝永泰章，西澤恒二，吉田 徹（滋賀県立総合）

［目的］当院における腎盂尿管癌に対する腹腔鏡下腎尿管全摘除術の
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治療成績について後方視的に検討した．［方法］2009年 1月から2019

年12月までに腎盂尿管癌に対して腹腔鏡下腎尿管全摘除術を施行した

54例を対象とし，患者背景，病理学的所見，予後などについて検討し

た．［結果］年齢の中央値は72.5歳（58∼86歳）で男性39例，女性15

例，膀胱癌の既往は7例（13.0％），手術時に膀胱癌を合併していた症

例は 9例（16.7％）であった．患側は右側21例，左側33例で，腫瘍部

位は腎盂，尿管ともに27例であった．組織型は全例に尿路上皮癌を認

め， 3 例に扁平上皮癌の合併を認めた．病理学的深達度は pTis : 1

例，pTa : 19例，pT1 : 5例，pT2 : 7例，pT3 : 21例，pT4 : 1例で

あった．脈管侵襲が15例に，CIS の随伴が13例に認められた．術後観

察期間の中央値は40カ月（ 4∼104カ月）であった．膀胱癌の既往や

同時発症を認めなかった38例中20例（52.6％）に膀胱内再発を認め，

再発までの期間中央値は7.5カ月（ 3∼19カ月）であった．また観察

期間中に遠隔転移を認めた症例は15例（27.8％）であった．転帰は54

例中13例（24.1％）が癌死， 4例（7.4％）が他因死であった．術後

の 5年生存率は60.5％，5年癌特異的生存率は65.7％であった．［結

語］当院における腎尿管全摘除術の生存率，膀胱内再発率については

諸家の報告と同程度であった．

肥満度が腎尿管全摘除術の手術成績に及ぼす影響の検討 :石山顕

信，平林裕樹，服部良平（名古屋第一赤十字），佐野友康，松川宜久，

加藤真史（名古屋大），辻 克和（JCHO 中京），下地健雄，平野篤

志（八千代），上平 修（小牧市民） ［目的］ 肥満度が腎尿管全摘

除術の手術成績に及ぼす影響について検討した．［対象および方法］

名古屋大学および関連 5施設で転移のない腎盂尿管癌に対して腎尿管

全摘除術を行った847例に対して BMI と全生存率（以下 OS），癌特

異的生存率（以下 CSS）との関係を検討した．なお，BMI は以下の

3群に分けて検討を行った．A群 BMI＜18.5， B群 18.5≦BMI＜25，

C群 25≦BMI［結果］ 全症例では 5年全生存率がA群55.6％， B群

76.1％，C群80.6％であり，癌特異的 5年生存率がA群63.6％， B群

81.8％，C群85.3％となり，ともにC群で最も高かった（p＝0.011，

p＜0.001）．Stage 別に BMI との関連を検討したところ，pT2 以下の

症例では OS，CSS ともに BMI との相関は認めなかった（p＝0.55，

p＝0.08）．pT3 以上の症例では C群の OS，CSS が良好であった

（p＝0.02，p＝0.01）．次に腫瘍の部位別に検討した．尿管に限局す

る症例は BMI と OS，CSS ともに相関を認めなかった（p＝0.14，

p＝0.25）．腎盂に限局する症例では BMI と OS，CSS は有意差を認

めた（p＝0.05，p＜0.001）．［結果］肥満度が腎盂尿管癌の治療成績

に影響を及ぼすことが示された．pT3 以上の症例や腎盂腫瘍例では

肥満度の影響を強く受けることが示唆された．

80歳以上の膀胱癌に対する腹腔鏡下膀胱全摘除術の検討 :望月英

樹，志熊紘行，田坂 亮，三田耕司（広島市立安佐市民） ［目的］

80歳以上の高齢者の膀胱癌に対する腹腔鏡下膀胱全摘除術（LRC）

を検討する．［対象］2012年 7月から2018年 7月まで当院で膀胱癌と

診断され，LRCを施行した79例を対象とした．80歳以上を高齢群

（18例），80歳未満を若年群（61例）として， 2群間の治療成績を比較

検討した．［結果］年齢（以下平均値）は高齢群82.1歳（80∼85歳），

若年群67.9歳（45∼79歳），BMI は 21.6 対 24.4 kg/m2 で高齢群が有

意に低く，尿路変向は，高齢群で皮膚瘻（ 9例）が，若年群で新膀胱

（30例）が有意に多かった．手術成績において，膀胱全摘までの平均

手術時間 :高齢群136分，若年群164分で高齢群の方が有意に短かっ

た．全手術時間も333分対447分と高齢群で有意に短かった．膀胱全摘

までの出血量76 ml 対 147 ml で高齢群が有意に少量であった．全出血

量，術中合併症，術後合併症，在院日数，病理検査結果に有意差は認

めなかった．癌特異生存率，非再発率は高齢群と若年群の 2群間に有

意差はなかった．［結論］LRC は，80歳以上の高齢者でも安全に施行

でき，従来，根治治療を断念していた症例にも適応が拡大されると思

われた．

経尿道的膀胱腫瘍切除術の周術期感染予防―抗菌薬無投与の妥当

性― :室宮智彦，堀井雄之介，池島健広，梅田友子，浜田信太郎，新

谷信幸，藤田昌雄（恵寿総合薬剤課），川村研二（同泌尿器科），井上

慎也，中澤佑介，菅 幸大（金沢医大） ［はじめに］TURBT の周

術期感染予防について，低リスク症例での抗菌薬無投与の妥当性を検

討した．［対象と方法］2016年 8 月∼2017年 3 月の間に当院で

TURBT を受けた低リスク症例17例を対象とした．低リスク症例は腫

瘍直径 20 mm 以下または腫瘍数10個以下であり，周術期感染症発症

のリスクファクターを加味した上で感染リスクが低いと判断した症例

と定義した．膀胱腫瘍術前尿培養は全例陰性であり，手術前後の抗菌

薬は無投与とした．発熱，Febrile morbidity を指標として用い，有熱

性尿路性器感染症，尿路原性敗血症，遠隔感染症（remote infection :

RI）の有無を検討した．［結果］Febrile morbidity は 0％であった．有

熱性尿路性器感染症，尿路原性敗血症，RI は認めなかった．カテー

テル抜去時に尿培養陽性例を17例中 6例（35.3％）で認め，全例グラ

ム陽性球菌が同定された．いずれの患者も感染兆候はなく抗菌薬投与

は不要で，外来経過観察で有熱性尿路性器感染症を認めなかった．

［結語］TURBT の周術期感染予防について，低リスク症例での抗菌

薬無投与の妥当性を検討した．有熱性尿路性器感染症，尿路原性敗血

症，RI は認めず，その妥当性が示された．尿道カテーテル抜去時の

尿培養陽性率が35.3％と高率であり，手術時の尿道常在菌（グラム陽

性球菌）の膀胱内播種の可能性を考慮した周術期管理が必要である．

RALP の術前に発見された膀胱癌症例の検討 : 倉内大門，瀬戸

親，青山周平，町岡一顕，島 崇（富山県立中央） ［目的］前立腺

癌に膀胱癌が併発することはときに認められる．今回，早期前立腺癌

の膀胱癌併発例について検討した．［方法］当施設で RALP を開始し

た2017年 1月∼2020年 5月の間に術前の膀胱鏡検査にて膀胱癌が疑わ

れた患者について発生頻度や経過をまとめた．［結果］上記期間の

RALP 予定者は133例で，膀胱鏡検査で 8例（6.0％）に膀胱癌が疑わ

れた．TUR-Bt の病理結果の内訳は，悪性所見なしが 1例，前立腺癌

の膀胱癌浸潤（T4）が 1 例，膀胱癌（UC）はいずれも Ta で 6 例

（low grade， 3例 ; high grade， 3例）であった．膀胱癌 6例中の 3例

は BCG 注入療法およびホルモン療法を行い， 1年以上経過した後に

膀胱癌の再発のないことを確認した上で RALP を行った．この 3例

における前立腺癌の術後病理診断は術前に比し up grade した症例は

認めなかった．残りの 3例は BCG 注入療法およびホルモン療法を継

続中である．膀胱癌 6例中，膀胱癌の再発は 1例も認めていない．前

立腺癌の膀胱浸潤の症例は IMRT およびホルモン療法を実施した．

［考察］今回の検討から，骨盤 MRI や尿細胞診で早期膀胱癌は診断

困難で，術前の膀胱鏡検査は必須と考えられた．TUR-Bt 後の RALP

の時期や施行に関して，膀胱癌再発の観点，ホルモン療法による癒着

などを考慮して検討すべきであろう．

和歌山県立医科大学におけるロボット支援膀胱全摘除術の治療成

績 :出口龍良，柑本康夫，尾多賀祐介，上野 駿，川端大輝，上田祐

子，樋口雅俊，村岡 聡，小池宏幸，山下真平，吉川和朗，原 勲

（和歌山県立医大） ［目的］ロボット支援膀胱全摘除術（RARC）の

治療成績を検討した．［対象と方法］対象は2016年11月から2020年 2

月までに当院で RARC を施行した34例（膀胱癌 : 33例，尿道悪性黒

色腫 : 1例）．年齢は中央値 72（ 4 分位 69∼79）歳，男性は 29例

（85％），BMI は 22.9（20.1∼24.6）kg/m2，ASA-PS 3 は 6 例

（18％），臨床病期は Tis/T1 : 11例（32％），T2 : 14例（41％），T3 :

6例（18％），T4 : 2例（ 6％）であった．尿路変向術は尿管皮膚

瘻 : 9例（26％），回腸導管 : 17例（50％），新膀胱 : 7例（21％）で

あり，うち10例は体腔内尿路変向術を行った．周術期成績および病理

所見について検討した．［結果］手術時間は中央値429（ 4 分位

365∼484）分，コンソール時間は269（215∼345）分，出血量は188

（113∼344） ml，輸血を要したのは 6例（18％）であった．術中合併

症として直腸損傷が 1 例（ 3％）にみられた．術後合併症は21例

（62％）にみられ，うち CD 分類 3以上は 8例（24％）であった．手

術から食事開始までの期間は 3（ 3∼ 6）日，退院までの期間は21

（15∼29）日であった．病理学的病期は T0 : 7例（21％），Tis/T1 : 9

例（26％），T2 : 8例（23％），T3 : 8例（23％），T4 : 1例（ 3％）

であり，尿道悪性黒色腫の 1例を除いて切除断端は陰性であった．

［結論］当院ではRARC の治療成績は諸家の報告と同等であり，

ICUD も安全に導入することができた．

Systemic immune-inflammation index は膀胱全摘除術を受けた患

者の予後と相関する―多施設共同後方視的研究― :宮井晴加，松浦昌

三，佐々木有見子，射場昭典，萩野惠三（りんくう総合医療セ），山

下真平，吉川和朗，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大），岩橋悠矢，

松村永秀（紀南） ［目的］新たな患者の免疫・炎症指標である

systemic immune-inflammation index が，膀胱全摘除術を受けた膀胱癌

患者の予後に影響を及ぼすかどうかについて検討を行うこと．［方法］

当院および関連 2施設の計 3施設において，2009年 3月∼2019年 3月
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に膀胱癌に対し膀胱全摘除術を受けた患者を対象とし，データ欠損症

例，術前 PS 不良症例，予後追跡不可症例は除外した．術前採血から

systemic immune-inflammation index（SII＝血小板数×好中球数/リンパ

球数）を算出し，SII が全生存率および癌特異的生存率に及ぼす影響

について後方視的に検討を行った．［結果］最終解析対象は196例で

あった．対象患者の年齢は中央値72歳（ 4分位 : 66∼77歳），男性が

160例（82％）であった．患者全体の 2年全生存率は80.5％， 2年癌

特異的生存率は82.2％であった．SII の中央値は 46.9×104（ 4分位 :

32.7×104−75.8×104）であり，高 SII 群（≧46.9×104）では低 SII

群（＜46.9×104）に比べて全生存率，癌特異的生存率は有意に低

かった（それぞれ p＜0.01，p＝0.01，ログランク検定）．全生存率に

寄与する因子について多変量解析を行ったところ，SII 高値（p＝

0.02），pT≧3（p＜0.01），pN≧1（p＝0.02）が全生存率不良に寄与

する独立した有意な因子であった．［結論］術前 SII は，膀胱全摘除

術を受けた膀胱癌患者においても，新たな予後予測因子となりえる．

80歳以上の高齢者に対する膀胱全摘除術の検討 :吉田貴法，細川幸

成，溝渕真一郎，豊島優多，林 美樹（多根総合），藤本清秀（奈良

県立医大附属） ［目的］高齢患者に対する膀胱全摘除術の成績につ

いて検討を行った．［方法］膀胱癌の診断で膀胱全摘除術を受けた116

例（平均69.5±8.49歳）を，80歳未満を 1群（101例），80歳以上を 2

群（15例）として検討を行った．［結果］ 1群の平均年齢67.4±6.88

歳， 2群の平均年齢は83.6±3.6歳であった．最も多く選択されてい

る尿路変向は， 1，2群ともに回腸導管であった（ 1 群 : 71例，

70.3％， 2群 : 8例 53.3％，p＝0.130）．周術期に関しては，手術時

間（p＝0.350），出血量（p＝0.477）のいずれにも有意差を認めな

かった．術後合併症は Clavien-Dindo 分類で Grade 3 以上のものは 1

群が13例（14.4％）， 2群が 2例（13.3％）と有意差は認めなかった

（p＝0.717）．平均生存期間は 1群64.5カ月， 2群15.7カ月であり，

癌特異生存率（p＜0.001）で有意差を認めた．癌特異生存率に影響

する因子は多変量解析で，年齢（HR 6.316，p＜0.001），adjuvant

therapy（HR 3.253，p＝0.011），T3 以上（HR 2.92，p＝0.011）で

あった．［結論］高齢者に対する膀胱全摘除術周術期合併症に関して

は，有意な差は認められなかった．

筋層浸潤性膀胱癌における郭清リンパ節数と予後の関連についての

検討 :栃木宏介，伊藤康雄，内藤祐志，佐野友康，松尾かずな，石田

昇平，舟橋康人，藤田高史，松川宜久，加藤真史（名古屋大），永山

洵（豊橋市民） ［目的］Cx および LN 郭清術は MIBC に対する標

準的治療である．郭清 LN 数が Cx 後の予後に影響を与えるかどうか

を検討した．［対象と方法］2004年 1月∼2018年10月に名古屋大学お

よび関連 2施設において，cT2 以上 N0M0 膀胱癌に対して Cx を施行

した，UTUC の既往がない241例．郭清 LN 数と DFS，OS の関連を

検討した．［結果］年齢中央値70歳，男性188例（78％）．pT T1以下/

T2/T3以上はそれぞれ98例（40.7％)/44例（18.3％)/99例（41.1％）．

pN＋ は35例（15.4％），LVI は76例（34.1％）で認めた．郭清 LN

数中央値は15個であった．郭清 LN 数15個を Cutoff 値として 2群に

分けた．郭清数15個以上の群で年齢が若かったが（69歳/72歳），他

の因子に有意差は認めなかった． 5年 DFS，OS は郭清数15個以上群

と 14個以下群で有意差を認めなかった（63％ vs 63. 7％，p＝

0.934/71％ vs 64.9％，p＝0.367）．DFS において単変量解析では LVI

有無，pT，pN，NAC 有無が有意に相関し，多変量解析では pN のみ

が有意に相関した．OS において単変量解析では LVI 有無，pT，pN

が有意に相関し，多変量解析では pN，LVI 有無が有意に相関した．

pN−，pN＋ にわけての解析においても郭清 LN 数は予後因子となら

なかった［結論］pN は強力な予後因子であり，LN 郭清による診断

的意義を認めた．しかし郭清 LN 数の予後への関連は認めず，治療的

意義は示せなかった．

当院における pT1 high grade 膀胱癌の治療成績 :宮本達貴，中濱

智則，山田 篤，松本吉弘（JCHO 星ヶ丘医療セ） ［目的］初回

TUR の病理診断で pT1 high grade 膀胱癌と診断された症例に対する

2nd TUR や BCG 膀胱内注入療法の治療成績を評価し，再発および進

展の危険因子について検討した．［方法］2012年 4月から2019年12月

までに初回 TUR で pT1 high grade 膀胱癌と診断された51例を対象に

後ろ向きに検討を行った．2nd TUR は初回 TUR から 2カ月以内に

施行し，BCG 膀胱内注入療法は最後の TUR から 1カ月以上あけて

80 mg または 40 mg を週 1回，計 8回注入した．［結果］男性45例，

女性 6 例，年齢中央値は74歳（51∼95），観察期間中央値は26カ月

（ 1∼112）であり，組織型は全例尿路上皮癌であった．2nd TUR を

全体の39％（20例）に施行し，残存腫瘍は40％に認めたが，pT2 へ

の upstage はなかった．BCG 療法を全体の51％（26例）に施行した．

全体の29％（15例）に膀胱内再発を認め，進展を 8％（ 4例）に認め

た．全51例中， 5年膀胱内無再発率は63％， 5年無進展率は95％であ

り，Cox 比例ハザードモデルによる多変量解析で，再発の予測因子

は BCG 未施行（HR 7.92，95％ CI 1.75∼35.81，p＝0.007）であっ

た．［考察］BCG 膀胱内注入療法は pT1 high grade 膀胱癌の再発の抑

制に寄与することが示唆された．

膀胱全摘除術症例における The Cancer of the Bladder Risk

Assessment（COBRA）score と予後に関する検討 : 川瀬 真，竹内

慎一，石田貴史，加藤成一，宇野雅博（大垣市民） 2017年に

Christopher らが膀胱全摘後の予後予測ノモグラムとして COBRA

score を提唱した．当院の膀胱全摘除術症例の COBRA score を測定

し，予後との関連を後方視的に検討した．2009年 1月から2018年12月

までに当院で根治的膀胱全摘除術を施行された膀胱癌116例を対象と

し2019年 4 月までを観察期間とした．COBRA score は年齢（＜80

歳＝0点 or ≧80歳＝ 1点），pT（≦T1＝ 0点 or T2＝ 1点 or≧T3＝ 3

点），Lymph node density（LND 陽性リンパ節数/摘出リンパ節数 0＝

0点 or 0＜LND＜0.33＝ 1点 or 0.33≦LND＜0.5＝ 2点 or 0.5≦LND

≦1＝ 3点）の 0∼ 7点で計算した．COBRA score が癌死のリスク因

子であるかを検討した．手術時年齢中央値72.5歳，pT0 9 例，pTis

8例，pTa 15例，pT1 21例，pT2 29例，pT3 21例，pT4 13例，観察期

間中央値36.0カ月，再発41例，再発までの期間の中央値9.5カ月，癌

死26例，癌死までの期間の中央値16カ月であった．摘出リンパ節数中

央値 6 個，陽性リンパ節数中央値 1 個，リンパ節 Density 中央値

0.18，COBRA score 0 点48例， 1 点30例， 2 点 4 例， 3 点25例， 4

点 7例， 5点 2例であった．癌死をエンドポイントとした多変量解析

を行った結果，COBRA score は独立したリスク因子であった．以上

の結果を踏まえ，文献的考察を含め報告する予定である．

尿路上皮癌以外の組織型および組織学的亜型を有する膀胱癌

（Non-pure UC）の全摘症例における検討 :永山 洵，吉澤賢祐，金

澤秀幸，山本晃之，小嶋一平，寺島康浩（豊橋市民），栃木宏介（名

古屋大） ［目的］non-pure UC の膀胱全摘におけるアウトカムを尿

路上皮癌成分のみを有する症例（pure UC）と比較検討した．［対象

と方法］1989年 8月から2020年 2月までに名古屋大学関連病院で施行

された cTa-4N0-3M0 の膀胱癌に対する膀胱全摘症例442例（non-pure

UC 106例，pure UC 336例）を対象とした．non-pureUCの内訳（重複

含む）は扁平上皮癌71例，腺癌18例，小細胞癌12例，未分化癌11例，

glandular differentiation 11例，micropapillary 14例，sarcomatous variant

8 例，plasmacytoid 2 例，trophoblast 1 例であった．［結果］両群で

年齢，男女比および術前化学療法を施行された場合に差は認めなかっ

た．pT stage においては non-pure UC 群で進行症例が多かった（non-

pure UC vs pure UC : pT1≦ 38.7％ vs 68.4％，pT3≧ 62.3％ vs

31.6％，p＜0.001）．リンパ節転移陽性率（non-pure UC vs pure UC :

26.5％ vs 11.1％，p＜0.001）および切除断端陽性率（non-pure UC vs

pure UC : 15.4％ vs 1.7％，p＜0.001）のいずれも non-pure UC で陽

性率が高かった．また，生存期間は中央値 non-pure UC vs pure UC で

108カ月（39-NA）vs 180カ月（126-NA），p＝0.01であった．［考察］

non-pure UC では pure UC と比較し，膀胱全摘における進行症例が多

く，生存期間も短い傾向にあった．

Pembrolizumab 中断後 4カ月目にスティーヴンス・ジョンソン症

候群を発症した右尿管癌の 1例 : 大森直美，沖 貴士，田原秀男（耳

原総合） 症例は83歳，男性．20XX年 3月に右腰背部痛と血尿を主

訴に救急外来を受診．腹部 CT で右下部尿管癌，膀胱浸潤，直腸浸

潤，リンパ節転移を指摘され，当科紹介となった．右下部尿管癌

（cT4N1M0）の診断で治療開始を検討していたが，腎機能低下が進

行．左腎瘻造設を施行後，ゲムシタビン＋カルボプラチン（GCa）に

よる化学療法を開始した． 1コース施行後の CT で，原発巣の縮小を

認めたが，GCa 治療による Grade 2 の全身倦怠感・食思低下が出現

したため，現治療の継続が困難と判断し，Pembrolizumab へ変更し

た．以後，SD∼PR で経過していたが，11コース施行後より，両前腕

に瘙痒感，紅斑が出現．同時期より食思低下が増悪し，胸腹部 CT で

多発肺転移と左鎖骨上窩リンパ節転移を指摘された．PS 1 から 3 へ
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の低下を認めたことから，Pembrolizumab による治療を中断した所，

全身の皮疹は改善傾向を認めたが，徐々に ADL は低下した．中断後

4カ月目の20XX＋ 1年 5月に四肢の皮疹増悪と下痢で動けなくなり

救急搬送となった．来院時，頭部∼四肢にかけて多発する紅斑と口

唇，口腔内に出血をともなうびらんを認めるほか，急激な腎機能低下

を認めた．Grade 2 の irAE と判断し，緩和ケア科・皮膚科と相談し

た上で PSL 開始したが，その 2日後に原疾患進行により死亡となっ

た．

ペンブロリズマブとデノスマブに併用で骨病変の改善が認められた

進行膀胱癌の 1例 :朝日秀樹，中井正治，小橋一功（加賀市医療セ）

症例は63歳，男性．肉眼的血尿を主訴に当院受診．膀胱鏡，造影CT

などを行ったところ，多発膀胱腫瘍を認めた．MRI では明らかな筋

層浸潤は認めなかったが，左閉鎖神経周囲リンパ節転移が疑われた．

経尿道的膀胱腫瘍切除術を行った結果，病理所見では尿路上皮癌，

high grade，pTa であった．術前化学療法としてGC療法 4 コース，

MVAC 療法を 2コース行ったのち，膀胱全摘術，回腸導管造設術，

骨盤内リンパ節郭清術を施行した．全摘後の病理所見では尿路上皮

癌，pT2a，左閉鎖神経周囲リンパ節転移であった．術後化学療法が

拒否されたため，経過観察を行っていたところ，術後 1年目に左骨盤

リンパ節転移の出現を認めた．ペンブロリズマブを開始したが， 2

コースを行ったところで，リンパ節転移の急速な増大により，腸閉

塞，左閉塞性腎盂腎炎が出現した．人工肛門造設術，左腎瘻造設術を

施行したが，その間にリンパ節転移巣の腸骨への浸潤が認められた．

全身状態改善後，ペンブロリズマブを再開し，さらにデノスマブを投

与した．その結果，リンパ節転移の縮小と腸骨浸潤の著明な改善効果

が認められ，その後も長期生存が得られている．ペンブロリズマブと

デノスマブの併用で骨病変を含む転移巣が改善した膀胱癌の 1例につ

いて，若干の文献的考察を加え報告する．

Pembrolizumab 投与後 7カ月目に irAE として一型糖尿病，消化管

壊死を来たした転移性膀胱癌の 1例 : 松山直幹，大西篤史，原 琢

人，千葉公嗣，松下 経，古川順也，原田健一，石村武志，重村克

巳，日向信之，中野雄造，白川利朗，藤澤正人（神戸大） ［症例］

73歳，男性．［主訴］上腹部痛，嘔気．［現病歴］膀胱尿路上皮癌，

pT2N2M1（骨盤，傍大動脈リンパ節転移）に対し GCb 6 コース施

行．腫瘍増大に対して Pembrolizumab 投与し腫瘍は CR を得た．

Pembrolizumab 投与開始後 7カ月目に食思不振を自覚，その後上腹部

痛，嘔気も出現したため当科外来受診．［既往歴］転移性膀胱癌，高

血圧，二型糖尿病，胃部分切除術［内服薬］アムロジピンベシル酸塩

5 mg，アテノロール 25 mg，リナグリプチン 5 mg．［経過］受診時採

血で血糖 1,388 mg/dl，pH 6.9，AG 24.2，血中ケトン体 15,032

μmol/l，インスリン自己抗体陽性，Cペプチド低値であり糖尿病性ケ

トアシドーシス，一型糖尿病と診断．補液，インスリン持続静注にて

アシデミア，高血糖は改善傾向を示した．同日夜間に発熱あり，CT

撮影したところ食道壁肥厚，腸管気腫，門脈ガスの所見認め，消化管

壊死の疑いにて緊急開腹術を施行．術中所見では散在性の消化管壊死

を認め，小腸切除術施行．切除小腸には非特異的炎症所見と全層性の

壊死，術中施行した食道や胃の内視鏡検査検体には粘膜固有層の炎症

所見を認めた．広範な消化管の炎症で irAE の関与が考えられた．術

後ステロイド投与し，全身状態は改善傾向にある．［結語］

Pembrolizumab 投与後に急激な転機をたどった irAE の出現を認めた

1例を経験したので報告する．

ペムブロリズマブ投与により長期に完全寛解が維持できた転移性腎

盂・尿管癌の 1例 :堀井雄之介，室宮智彦，池島健広，梅田友子，浜

田信太郎，新谷信幸，藤田昌雄（恵寿総合薬剤課），川村研二（同泌

尿器科） 75歳，男性．無症候性血尿を主訴に当院に紹介された．右

腎盂・尿管癌の診断で右腎尿管全摘除術を施行した．術後 3カ月目に

リンパ節転移（左鎖骨上窩リンパ節，傍大動脈リンパ節）と右後腹膜

転移を認めた．転移性腎盂・尿管癌に対してゲムシタビンとカルボプ

ラチンによる化学療法を施行したが，副作用で継続できず 1コースで

中止した．治療中止 1カ月後に傍大動脈リンパ節転移の増大と肝転移

の出現を認め， 2次治療としてペムブロリズマブ単剤療法を施行し

た．ペムブロリズマブ単剤療法 2コースで腫瘍の縮小が得られ， 6

コース後にはリンパ節転移，肝転移とも同定困難となり完全寛解と判

断した．ペムブロリズマブによる有害事象として，投与 4カ月目に乾

癬様皮疹， 8カ月目に関節炎，17カ月目に薬剤性肺障害を発症し，ペ

ムブロリズマブは24コース（17カ月）で中止した．ペムブロリズマブ

投与開始後20カ月，投与終了後 2カ月経過した時点で再発を認めてお

らず，長期に完全寛解を維持している．ペムブロリズマブ投与により

長期に CR が維持できた転移性腎盂・尿管癌の 1例を経験した．予

後不良因子を認めても長期に効果が期待できる可能性があり，ペムブ

ロリズマブは転移性腎盂・尿管癌に対する 2次治療として重要な選択

肢となりえる．

CA19-9 高値を呈した原発性腎盂尿路上皮癌の 1例 :恒川良兼，井

内裕満，渡部嘉彦，橋本 博（北晨会恵み野），國枝 学（中田泌尿

器科），小川勝洋（旭川医大） ［目的］CA19-9 高値を呈した原発性

腎盂尿路上皮癌の 1例を経験したので報告する．［対象］症例は80代，

男性．X年に血尿を主訴に受診となり，造影 CT にて左腎盂腫瘍を認

めた．初診時 CA19-9 281 U/ml と高値であったが尿管鏡生検では悪

性所見認められず尿細胞診も Class 2 であった．高齢であり経過観察

としていたがX＋ 1年には血尿の増悪を認め，CA19-9 1,093 U/ml ま

で上昇を認めた．血尿コントロール目的に左腎尿管全摘除術を施行．

尿路上皮癌 pT4 の病理診断となり，CA19-9 染色陽性の腫瘍細胞を認

めた．術後 CA19-9 は 85 U/ml まで低下し，その後は BSC で経過し

た．［考察］尿路上皮癌において CA19-9 陽性症例の多くは腎盂尿管

癌である．また CA19-9 高値症例は浸潤癌の可能性が高いことを示唆

されており，数値の推移は病勢を反映する．予後は通常の尿路上皮癌

に比べ悪く，本邦では stage 3 以上の CA19-9 高値症例での 1年以内

の死亡率が70％との報告もあり，治療に難儀することも多い．病理所

見と併せて症例を提示する．

MRI の Inchworm sign が筋層非浸潤膀胱癌の診断に有用であった

巨大膀胱腫瘍の 1例 :奥村みず穂，永草大輔，赤坂正明，坂下純司

（恵寿総合放射線課1），川村研二（同泌尿器科） 膀胱腫瘍の治療は

筋層非浸潤癌と筋層浸潤癌で異なり，筋層浸潤の有無について診断を

行うことが重要である．画像診断においては，MRI で筋層浸潤を正

確に診断することは困難とされてきたが，近年 MRI の拡散強調像に

みられる inchworm sign によって筋層浸潤の有無を判別できると報告

されている．拡散強調像とは，組織内の水分子のランダムな動き（ブ

ラウン運動）を捉え画像化したものである．腫瘍のように細胞密度が

高い場合水分子の動きが制限され，その部分は高信号を呈する．ま

た，水分子の少ない線維化されたものや石灰化，または血管などは拡

散強調像で低信号を呈する．今回の症例は，腫瘍径 83 mm の巨大膀

胱腫瘍で MRI の拡散強調像で腫瘍内部がC型の高信号，腫瘍茎部が

低信号を呈する inchworm sign を認めたため，筋層非浸潤膀胱癌と診

断した．TURBT :巨大膀胱腫瘍に対して TURBT を施行し 170 g 切

除した．病理組織学的所見 :尿路上皮癌，G3，pT1，筋層浸潤を認め

ず．約 1年間腫瘍再発を認めず，膀胱温存が可能であった．MRI 拡

散強調像における inchworm sign が，巨大膀胱腫瘍における筋層非浸

潤癌の診断に有用であり，TURBT による組織検査では筋層浸潤を認

めず，膀胱温存可能であった症例を経験した．

膀胱全摘出後，残存尿道再発とリンパ節転移に対し，尿道摘出，

GC 療法，放射線療法を行い， 5年間無再発の 1例 :阪倉民浩，谷本

義明（市立柏原），浅井省和，杢 昌治（浅香山） 症例は87歳，男

性．2011年 9月膀胱癌に対して膀胱全摘出施行．StageT1N0M0，high

grade．2012年 5月，尿道から出血が見られたため，尿道鏡行った．

その結果，残存尿道内再発と診断し，尿道摘出術を施行した．腫瘍深

達度は Ta で尿道断端に腫瘍はなかった．2014年 3月腹部 CT にて左

鼠径部と腹部大動脈リンパ節の腫大を認めた．左鼠径部のリンパ節の

生検を行い，尿路上皮癌の転移と診断されたため，2014年 4月より

GC 療法を開始した．2014年12月の GC 療法 9クール目の途中で突然

全身の筋力低下の訴えがあり，シスプラチンによる神経障害と判断

し，以後の GC 療法は行わなかった．2015年 4月の CT で左鼠径部

リンパ節の増大を認めたため，同部に対して放射線療法を行った．

2015年 6月の左鼠径部への放射線療法終了後，2020年 5月までの 5年

間，左鼠径部リンパ節と腹部大動脈リンパ節の増大はなく，他臓器転

移も認めていない．

女子尿道扁平上皮癌に対し集学的治療を施行した 1例 :中神宏章，

藤澤友美，早川将平（日本赤十字社静岡赤十字） 症例は81歳，女

性．不正性器出血を主訴に当院婦人科を受診した．外尿道口から突出

する乳頭状腫瘍を認め当科紹介となった．尿道擦過細胞診は陽性で，
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膀胱鏡検査では尿道 1時から 9時方向に乳頭状腫瘍を認め外尿道括約

筋より膀胱側には病変を認めなかった．CT，MRI で明らかな転移を

認めず，尿道癌 cT2N0M0 の診断で尿道腫瘍摘出術を施行した．手術

は外尿道口から尿道括約筋遠位側までの尿道を腫瘍を含めて切除し，

切除断端は縫縮して再建した．病理組織学的診断は扁平上皮癌であ

り，切除断端は陰性であった．後療法は行わず経過観察としたが，術

後 5カ月の時点で PET-CT にて両側鼠径リンパ節転移が出現したた

め，テガフール・ウラシル内服および外照射 60 Gy/30 Fr を開始し

た．両側鼠径リンパ節転移は縮小し術後 9カ月で CR となった．テ

ガフール・ウラシル内服は継続し術後15カ月経過した現在も CR を

維持している．原発性女子尿道癌は稀な疾患であり進行例では予後不

良とされている．今回，女子尿道扁平上皮癌に対し集学的治療を行い

良好な経過を得た 1例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告

する．

集学的治療が奏功した進行性尿路上皮癌の 1例 :福田理恵，門本

卓，岩本大旭，八重樫 洋，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） 66歳，男性．肉眼的

血尿，左下腿浮腫，食欲不振を認め前医受診，CT にて 11×11×18

cm の腎腫瘍，多発リンパ節転移（左腎門部，傍大動脈，後横隔膜

脚，左後腹膜），肝転移を認めたため，当科紹介となった．エコーガ

イド下生検を施行したところ，左腎盂癌 T4N2M1 と診断された．

GC 療法を 5コース施行した後，開腹左腎尿管摘除術を施行した．術

後 GC 療法を 3コース，GEM＋CBDCA を14コース，PAC＋CBDCA

を 6コース，Pembrolizumab を 2コース施行した．経過中に発症した

急性骨髄性白血病によって死亡するまで44カ月の生存が得られてい

る．転移を有する進行性尿路上皮癌は予後不良であり，OS の中央値

は8.5∼15カ月と報告されている．本症例は比較的長期生存例であり，

文献的考察を加えて報告する．

膀胱内再発を認めずに，リンパ節転移や遠隔転移を認めた筋層非浸

潤性膀胱癌の 3例 : 川端大輝，吉川和朗，尾多賀祐介，上野 駿，出

口龍良，上田祐子，樋口雅俊，村岡 聡，小池宏幸，山下真平，柑本

康夫，原 勲（和歌山県立医大） 症例 1は60歳，男性．膀胱上皮内

癌に対し BCG 膀胱内注入療法を施行していたが，開始から 1年で背

部痛，体重減少が出現し，CT で多発肺腫瘤影および骨盤内から傍大

動脈領域のリンパ節腫大を認めた．症例 2は60歳，女性．膀胱頸部の

腫瘍に対し TUR-BT を施行し UC，G3，pT1 と診断された．術後 1

年間再発なく経過していたが， 1年 3カ月の時点で左下肢浮腫が出現

し，CT で骨盤内から傍大動脈領域にリンパ節腫大を認めた．症例 3

は83歳，男性．膀胱右側壁腫瘍に対する TUR-BT で UC，G2，pTa

と診断し，術後 1年 6カ月間再発なく経過していたが，CT で右閉鎖

領域にリンパ節腫大を認めた．いずれの症例も，リンパ節腫大の診断

時の精査で，膀胱内に悪性所見は認めなかったため，診断目的に腹膜

外アプローチでの鏡視下骨盤内リンパ節生検を施行し，病理結果で尿

路上皮癌の転移と診断した．筋層非浸潤性膀胱癌で，局所再発や進展

を伴わない遠隔転移例は稀ながら存在する．今回われわれが経験した

3例について，文献的考察を踏まえて報告する．またこのような症例

に対し，われわれは診断目的に後腹膜アプローチでの腹腔鏡下骨盤内

リンパ節生検を選択し，低侵襲で早期に診断をつけることが可能で

あったため，診断方法と術式の有用性に関しても考察する．

膀胱 Nephrogenic adenoma の 3例 : 高野右嗣，丘田英人（医療法

人岡谷会おかたに），乾 秀和（いぬいクリニック），島田啓司（市立

奈良病理診断部） ［患者 1］66歳，男性．既往歴は脳性麻痺．主訴

は肉眼的血尿．後三角部に 10 mm 大の乳頭状広基性腫瘍を認め，

TUR-BT 施行．病理学的に Nephrogenic adenoma（以下，NA）と診

断．以後12カ月間再発を認めず．［患者 2］77歳，男性．既往歴は小

脳出血後遺症にて全身性拘縮状態．左サンゴ状結石，左結石性腎盂腎

炎にて DJ＋尿道カテーテルライフ．DJ カテ定期交換時に左後三角

部，右側壁に 5 mm 大の多発性乳頭状有茎性腫瘍を認め，TUR-BT

施行．病理学的に NA と診断．12カ月後に乳頭状腫瘍が右後三角部に

再燃し，TUR-BT 施行．病理学的に NA と診断．以後22カ月間再発

を認めず．［患者 3］89歳，男性．膀胱癌（UC，lowgrade，pTa）術

後経過観察中，右後三角部に 5∼10 mm 大の多発性乳頭状広基性腫瘍

を認め，TUR-BT 施行．病理学的に NA と診断．以後11カ月間再発

を認めず．［考察］NA は慢性的な尿路感染や TU 手術などの侵襲に

よる粘膜修復過程での尿路上皮化生により発生する良性腫瘍と考えら

れている．自験例では長期尿道バルーンカテライフや TUR-BT 手術

が発生機序と思われた．若干の文献的考察を加えて報告する．

多発性骨髄腫の治療中，膀胱に発生した多発性形質細胞腫の 1例 :

山口立樹，請田翔子，宇都宮紀明，清水洋祐，金丸聰淳，浅井沙月，

石原美佐，橋本公夫（神戸市立西神戸医療セ） ［背景］ 形質細胞性

腫瘍は Bリンパ球から生じる腫瘍性疾患である．Mタンパク検出の有

無，臓器障害などによって多発性骨髄腫，髄外性形質細胞腫などに分

類される．髄外性形質細胞腫のほとんどは頭頸部に発生し，膀胱に発

生することは稀であり，海外文献を含め23例のみが報告されている．

われわれは多発性骨髄腫の治療中，膀胱に発生した形質細胞腫の 1例

を経験したので文献的考察を加えて報告する．［症例］78歳，男性．

X年 Y月，肋骨骨折を契機に多発性骨髄腫と診断され，翌月より

VRD 療法（ボルテゾミブ，レナリドミド，デキサメタゾン）で治療

を開始された．X＋ 2年Z月，肉眼的血尿を自覚し当科受診．膀胱鏡

にて膀胱左壁部に結節型腫瘍を認めた．単純 MRI では T2WI でわず

かに高信号を呈する腫瘤性病変と，これに連続する左鼠径部の腫瘤を

認めた．造影 CT でも同所見を認めた．経尿道的腫瘍生検施行．標本

内に形質細胞の浸潤を認め，免疫グロブリン軽鎖の免疫染色では κ

鎖優位で軽鎖制限を認めた．以上より膀胱形質細胞腫と診断した．診

断確定後に施行された PETCT では，左第 4肋骨・腹壁・両側腸骨・

左鼠径部・右大腿部・左大腿骨に集積を認めた．膀胱形質細胞腫と左

鼠径部リンパ節に対する放射線療法と，多発性骨髄腫に対するダラツ

ムマブ，デキサメタゾンを中心に現在も加療継続中である．

尿路原発小細胞癌の 2例 :勝永泰章，八田原広大，西澤恒二，吉田

徹（滋賀県立総合），千菊敦士（せんぎく腎泌尿器クリニック） ［目

的］尿路原発小細胞癌は稀な腫瘍であるが，今回当院で膀胱原発と女

性尿道原発の 2症例を経験したので報告する．［症例］症例 1は70歳

代，男性．肉眼的血尿で受診し，膀胱鏡で膀胱頸部から三角部に非乳

頭状腫瘍を認めた．TURBT を行い，病理組織検査で小細胞癌と診断

した．cT2N0M0 と診断し EP（VP-16＋CDDP）化学療法を 4コース

施行後に腹腔鏡下膀胱全摘除術，回腸導管造設術を行った．術後 1年

4カ月経過した現在，再発所見を認めない．症例 2は50歳代，女性．

肉眼的血尿で受診し，外尿道口から膣前方にかけて腫瘤を触れ尿道癌

が疑われた．MRI で尿道周囲の 3 cm 大の腫瘤および右鼠径リンパ節

の腫大を認めた．腫瘍生検を実施し小細胞癌と診断．EP 化学療法を

4コース実施後，週 1回の CDDP 化学療法を併用して尿道原発巣お

よび鼠径リンパ節に対して放射線治療 66 Gy を追加した．放射線治

療終了後 6カ月経過した現在，再発所見を認めない．［考察］尿路原

発小細胞癌は進行症例が多く一般的に予後不良とされている．化学療

法の重要性を示唆する報告が多いものの，発生頻度が低く標準治療は

確立されていない．また化学療法が奏効しても早期に再発する症例も

多く，自験例も今後の経過を慎重に観察する必要がある．

急速な転機をたどった膀胱癌 Plasmacytoid variant の 2例 :湊 の

り子，金光俊行，福井辰成（公益財団法人日本生命済生会日本生命）

［目的］膀胱腫瘍の中でも稀な膀胱癌 plasmacytoid variant を 2例経験

したので報告する．［症例］症例 1 : 69歳，男性．肉眼的血尿を主訴

に受診．CT で膀胱周囲組織および後腹膜・腹膜の肥厚を指摘され，

膀胱鏡では広く膀胱壁肥厚と一部に乳頭状広基性腫瘍を認めた．数日

後，膀胱周囲の疼痛が出現し緊急入院となったが，その時点で両側水

腎症による腎後性腎不全を新たに発症しており，TURBT と同時に両

側尿管ステント留置を行ったが腎盂尿のドレナージ効果は得られず両

側腎瘻造設．その後腎機能は改善したが腹膜への腫瘍浸潤による通過

障害が出現し緩和目的に腹腔鏡下胃腸吻合術と人工肛門造設術施行．

初診から 2カ月半で永眠．症例 2 : 78歳，女性．恥骨上部の硬結を主

訴に受診．CT で膀胱壁肥厚，膀胱前面の腹膜・腹直筋への腫瘍進

展・軽度の右水腎症を指摘され，膀胱鏡では膀胱右側壁を中心に膀胱

壁肥厚を認めた．数日後，無尿となり緊急入院となったが，その時点

で両側水腎症による腎後性腎不全を新たに発症しており，TURBT と

同時に両側尿管ステント留置を行ったが腎盂尿のドレナージ効果は一

時的であり左腎瘻造設．現在，初診から約 1カ月経過の時点で全身状

態の悪化あり BSC の方針となった． 2 症例とも病理結果は膀胱癌

plasmacytoid variant であった．若干の文献的考察を加えて報告する．

膀胱原発炎症性筋線維芽細胞腫瘍の 1例 :市原敬一郎，友澤周平，

竹内章人，中村 渉，河合昭浩，糠谷拓尚，竹中政史，全並賢二，深
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谷孝介，市野 学，高原 健，佐々木ひと美，住友 誠，白木良一

（藤田医大） 症例は27歳，男性．肉眼的血尿で近医を受診．超音波，

膀胱鏡検査で膀胱頂部に約 3 cm 大の非乳頭状腫瘍を認めたため，精

査加療目的で当科を紹介受診した．MRI では膀胱頂部に T2 強調画

像で高信号∼不均一な低信号を示し，拡散制限を認めた．造影 CT で

は強い造影効果を示す腫瘤を認めた．画像上，明らかな遠隔転移は認

められなかった．組織診断目的で TUR を施行，病理組織診断は，膀

胱原発炎症性筋線維芽細胞腫瘍（Inflammatory myofibroblastic tumor :

IMT）であった．IMT は筋線維芽細胞由来の紡錘形細胞の腫瘍性増

殖疾患で，全身の臓器から発生する疾患である．肺や腸管などに好発

するが，膀胱原発の IMT は比較的稀である．IMT の治療の第一選択

は外科的切除である．他の本邦の報告では，経尿道的手術のみで経過

観察とし良好な治療成績を得た症例も散見されるが，本症例では完全

切除を目的として TUR 後に膀胱部分切除術を施行した．膀胱部分切

除標本の病理組織学的検査では，明らかな IMT の残存病変を認めな

かった．術後は再発なく，良好な経過が得られている．

HIKESHI タンパクに着目した前立腺癌温熱療法の分子メカニズム

の検討 :永井 隆
1
，河合憲康

1
，清水伸彦

1,2，野田祐介
1,3，飯田啓太

郎
1,4，惠谷俊紀

1
，内木 拓

1
，安井孝周

1（1名古屋市大，2帝京大学ち

ば総合医療セ，3豊田厚生，4大同） ［背景］温熱療法は様々な癌腫

に対し行われているが，癌細胞の熱耐性や副作用の問題もあり，十分

な治療効果が得られていない．従来より細胞の熱耐性としてHeat

Shock Protein （HSP）の関与が指摘され，中でも HSP70 は耐熱性と

の関連が強いとされていた．近年，熱ストレスに対する反応として

HIKESHI というタンパクが HSP70 を核へ輸送し，細胞保護的に働

くことが報告され，治療標的として期待されている．そこで今回一前

立腺癌細胞株を用いた熱ストレス時における HIKESHI の関与を検討

した．［方法］ヒト前立腺癌細胞株 22Rv1 を用い，24時間培養後，

ウォーターバスを用いて 43°C に加温することで 1∼ 3時間の熱スト

レスを与えた．コントロール群と合わせて 4 群で細胞数の変化を

WST assay を用いて評価した．また，Western blotting にて HSP70 お

よび HIKESHI につき評価した．［結果］熱ストレスは時間依存性に

細胞増殖障害をおこすことを確認した．また Western blotting にて

HSP70 および HIKESHI が時間依存性にタンパク発現の増加を認め

た．［結論］前立腺癌細胞において in vitro で HIKESHI タンパクが熱

ストレス耐性に関与する可能性が示唆された．

前立腺癌疑い患者に対して経直腸的超音波前立腺針生検本数が増え

ると痛みが強くなる :松原聡彦，中井 靖，田中宣道，穴井 智，三

宅牧人，堀 俊太，藤本清秀（奈良県立医大） 前立腺癌疑い患者に

対する経直腸的超音波前立腺針生検における痛みは生検本数が多くな

るにつれ強くなる．［目的］前立腺癌疑い患者に対する経直腸的超音

波針生検患における生検標本採取順，生検部位による痛みを評価す

る．［対象と方法］直腸診における異常所見，PSA 高値，MRI におけ

る異常所見のため前立腺癌が疑われる患者を対象とし，無麻酔下に経

直腸的超音波針生検を行った．生検標本を採取するたびに，痛みの程

度について VAS スケールを用いて評価した．生検標本の採取順にお

ける VAS スケール，生検部位（尖部側，中央部，膀胱頸部側）にお

ける VAS スケールを比較検討した．［結果］VAS スコアが評価可能

であった617例について評価した．第 1番目採取標本から第12番目採

取標本へ順に，平均 VAS スコアが 1.49（±1.44），1.63（±1.14），

1.78（±1.18），1.90（±1.22），2.03（±1.24），2.01（±2.13），

2.00（±2.20），2.07（±2.36），2.12（±2.34），2.16（±2.34），

2.23（±2.48），2.25（±2.52）と採取順に VAS スコアが上昇して

いた（p＜0.01）．部位別では VAS スコアに有意な傾向は認められな

かった．［結語］経直腸的超音波前立腺針生検における痛みは生検本

数が多くなるにつれて強くなることが示された．

前立腺癌スクリーニングにおけるアミノインデックスの検討 :堀永

実，進藤雅仁（日野市立），寺西 悠（慶應義塾大），飯沼誠一（永寿

総合） ［目的］アミノインデックスは，胃癌，肺癌，大腸癌，膵臓

癌，前立腺癌の 5種の癌に対して同時にスクニーニングが可能である

が，前立腺癌における有用性を検討する．［方法］当院の健診セン

ターで，2012年12月から2020年 3月までに，105人の男性に，アミノ

インデックスが測定された．［結果］105人（36∼87歳）の内訳は，年

齢階層別では，50歳未満が11人（4.8±2.9），50歳代が14人（4.7±

3.0），60歳代が41人（5.7±3.1），70歳代が30人（4.7±2.8），80歳以

上が 9人（3.7±3.0）であった．アミノインデックス値は，Aランク

（ 0 ∼4. 9）が 51人， B ランク（5. 0∼7. 9）が，28人，C ランク

（8.0∼10.0）が26人であった．年齢とアミノインデックスとの相関は

認めなかった．PSA 値も測定された37人において，PSA 値とアミノ

インデックスとの相関は認めなかった． 9人は 2回， 4人は 3回， 2

人は 4回， 1人は 5回測定されており，複数回測定した16人におい

て，平均年間変化値は 0.31 であった． 2人に生検が施行され， 1人

は前立腺癌と診断された．［考察］当院105例でのアミノインデックス

値は，年齢や PSA 値とは有意な相関を認めなかった．前立腺癌以外

の他4癌に対しては検討はしていないが，アミノインデックスの前立

腺癌に対するスクリーニングの意義に関しては，疑問視される結果で

あった．

前立腺生検の陽性コア率は前立腺癌予後予測マーカーとなる :加納

洋，泉 浩二，島田貴文，内藤怜奈人，牧野友幸，門本 卓，岩本大

旭，八重樫 洋，重原一慶，野原隆弘，角野佳史，溝上 敦（金沢大

集学的治療学） ［目的］前立腺生検の陽性コア率（Pcore％）は PSA

監視療法の適応を決める際に重要なマーカーである．今回陽性コア率

が前立腺癌予後予測マーカーとなるかを検討した．［方法］金沢大学

病院で前立腺生検を行い，前立腺癌と診断された255人の診断時の

Pcore％ と TNM 分類，PSA 値，Gleason Score（GS），その他の背景

因子との相関について解析した．各因子の前立腺癌特異的生存の

Kaplan-Meier 曲線を作成し，Log-rank 検定を用いて比較した．さら

に Cox 回帰分析でどの因子が独立した危険因子かを明らかにした．

［結果］年齢の中央値 69（46∼89）歳，PSA 中央値 10. 6（1. 5∼

16,701）ng/ml，総テストステロン中央値 4.55（1.37∼11.7）ng/ml，

フォローアップ中央値は37.9（1.3∼77.4）カ月であった．Pcore％

と PSA 値，GS，T・N・Mstage に相関を認めた．Pcore％ が60％以上

の症例は64例，T 3 以上は62例，GS 8 以上は98例，PSA 100 ng/ml 以

上は30例，転移ありは37例であった．癌特異的生存率に関しては

Pcore％ が60％以上，T 3 以上，GS が 8 以上，PSA が 100 ng/ml 以

上，転移ありの 5因子で有意に低下していた．Cox 回帰分析により

Pcore％ が60％以上と転移ありの 2因子が独立した危険因子と考えら

れた．［結論］Pcore％ は転移の有無と同様に前立腺癌の予後を予測

するバイオマーカーとして非常に有用であると考えられる．

三重大学病院における MRI-TRUS 画像融合下前立腺生検結果に基

づく癌検出率向上に有用な因子の探索 :寺邊隆史，稲葉草太，服部優

奈，加藤桃子，東 真一郎，佐々木 豪，加藤 学，舛井 覚，吉尾裕

子，西川晃平，井上貴博（三重大） ［目的］前立腺癌診断のため

MRI-TRUS 画像融合下前立腺生検（ターゲット生検）が普及し優れ

た癌検出率が報告されている．PIRADs Score 3 以上を示す領域に関し

て，生検結果を検査前に予測しうる parameter の探索を目的にレトロ

スペクティブな検討を行った．また，当院での工夫としてターゲット

部位 1カ所当たりの生検採取数を検討している（ 5本から 3本への）．

それぞれの生検採取数における癌検出率の差の検討を行った．［方法］

PIRADs3 以上と判定され癌検出を認めたターゲット領域95カ所につ

いて，各 PIRADs Score 別に癌検出群と癌非検出群における PSA

Density，ADC 値（ADC 平均値 : mean ADC，ADC 最小値 : min

ADC）と癌陽性率との比較をt検定を用いて行った．［成績］PIRADs4

における癌検出群は mean ADC 値が癌非検出群に比べて有意に低い

傾向があった（0. 801 vs 0. 919，p＝ 0. 025＜ 0. 05）．PSA Density

（0.300 vs 0.254，p＝0.520），min ADC（0.555 vs 0.610，p＝0.160）

に両群間での有意差を認めなかった．一方 PIRADs5 においては腫瘍

径において両群間での優位差を認めた（19.5 vs 16.5（mm），p＝

0.05）．また，生検採取数における癌検出率の差は認めなかった．［結

論］PIRADs4 のターゲット部位では，mean ADC 値が低値である症

例をターゲット生検の適応とすることで，癌陽性率の向上につながる

可能性が示唆された．

当院における前立腺癌 PI-RADS3 の検討 :浅野彰之，山際 将，黒

須春香，花井一旭，川西秀治，梶川圭史，小林郁生，鶴田勝久，馬嶋

剛，西川源也，佐々直人（愛知医大） ［緒言］近年，臨床的意義の

ある前立腺癌の検出を目的として，MRI 画像評価スコア PI-RADS

version 2 が用いられてきた．しかし PI-RADS 4，5 は臨床的に意義の

ある癌が高率で検出されるが，PI-RADS 3は診断精度・癌検出率にば

らつきがあり定まった見解がない．［目的］当施設で mp-MRI により

PI-RADS3 と診断され系統的生検を施行した症例を後方視的に検討す
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る.［方法・対象］2016∼2017年に mpMRI を施行し PI-RADS 3 と診

断された患者38例を対象とした．3T mpMRI 読影は複数の放射線科

医による評価に基づき行った．生検方法は MRI-TRUS fusion targeted

biopsy ではなく，系統的生検（左右 6本づつ）であった.［結果］年

齢，PSA，前立腺体積，PSA density の中央値はそれぞれ 71歳

（53∼86），7.3 ng/ml（3.21∼23.5），43.75 ml（17∼109.6），0.135

（0.01∼1.07）であった．34例は生検施行され 4例は経過観察が選択

された．生検された症例のうち，25例は癌が検出されず， 9例は癌が

検出された．GS score の内訳は3＋3 : 2例，3＋4 : 2例，4＋3 : 3例，

4＋4 : 1例，5＋4 : 1例であった．PIRADS 3 における癌検出率は

24％，臨床的に意義のある癌（significant cancer : SC）検出率は18％

であった.［考察］癌が検出された患者は検出されなかった患者より

も PSA，PSA density が高かった.本会では PI-RADS 3 と PSA，PSA

density の関連性について検討し報告する．

当院における Upfront アビラテロンの初期使用経験 :山肩正輝，

上川禎則，榮井広嗣，西原千香子，羽阪友宏，北本興市郎，青山真

人，浅井利大，石井啓一，金 卓，坂本 亘（大阪市立総合医療セ）

［背景］2018年 2月に「内分泌療法未治療のハイリスクの予後因子を

有する前立腺癌」へのアビラテロン投与が承認された．当院では比較

的若年のハイリスク前立腺癌の症例を対象としてアビラテロンを導入

した．その初期使用経験について報告する．［症例 1］53歳，男性．

cT3aN0M1，iPSA 3,014 ng/ml，Gleason Score 4＋5．アビラテロン・

デガレリクス・デノスマブで治療開始． 1 年経過し，PSA 0.369

ng/ml まで低下．骨シンチで骨転移すべて集積低下しており，治療反

応 良 好．［症 例 2］65 歳，男 性．cT3bN1M1，iPSA 368 ng/ml，

Gleason Score 4＋5．アビラテロン・デガレリクス・デノスマブで治療

開始． 8カ月目で PSA 感度以下まで低下，CT・骨シンチで肺・リン

パ節・骨転移像すべて消失した． 2年経過した現在も PSA 感度以下

を保っている．［症例 3］64歳，男性．cT4N1M1，iPSA 2,078 ng/ml，

Gleason Score 4＋4．アビラテロン・リュープロレリンで治療開始． 4

カ月目で PSA 6.12 ng/ml まで低下，治療継続中．［結果］いずれの症

例も目立った副作用なく，持続効果が得られている．さらに観察期間

を延長し，報告する予定である．

当院における前立腺癌に対するデガレリクス 3カ月製剤の治療経験

と使用状況 :七谷直紀，池端良紀，坪井康真，大島記世，菊島卓也，

安川 瞳，伊藤崇敏，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，北村 寛（富

山大） ［目的］2019年 6月にデガレリクス 3カ月製剤が保険収載さ

れ，本邦で普及しつつある．今回われわれは，当院でデガレリクス 3

カ月製剤の投与を行った．前立腺癌患者における効果および有害事象

について検討した．［方法］2019年 8月∼2020年 3月に富山大学附属

病院において前立腺癌に対してデガレリクス 3カ月製剤を投与した19

名を対象とした．投与前，投与 1，3，6カ月の PSA 推移および，有

害事象について検討を行った．［結果］年齢は中央値70.5歳（62∼83

歳），投与前の PSA は中央値 17.075 ng/ml だった．投与 1，3，6カ

月における PSA はそれぞれ中央値 1.26，0.536，0.182 ng/ml だっ

た．有害事象については19名中 6名（31.5％）で注射部位における皮

膚症状（疼痛 3 名，硬結 2 名，発赤のみ 1 名）が認められ， 3 名

（15.7％）でホットフラッシュが認められた．［考察］デガレリクス 3

カ月製剤においても， 1カ月製剤と同様に PSA の低下を認め，有害

事象およびその頻度も同様であった．デガレリクスによるアンドロゲ

ン遮断療法を導入した前立腺癌患者において， 3カ月製剤は有用な治

療と考えられた．

前立腺癌アンドロゲン除去療法（ADT）によって起きる脂質異常症

は短期間の休薬で改善するのか :岡 了，内海孝信，加藤精二，遠藤

匠，矢野 仁，神谷直人，鈴木啓悦（東邦大医療セ佐倉） ［目的］

近年，アンドロゲン除去療法（ADT）の副作用が多岐に渡ることが

示されている．特に心血管疾患（CVD）を惹起する，脂質異常症に

ついて注目が集まっている．しかしながら，ADT を休薬した場合の

脂質異常症がどのように変化するかについては臨床的な検討は殆ど見

られない．ADT 終了後の脂質異常状態が短期間に改善するかについ

て検討する．［方法］初回 ADT 治療を受ける79名の前立腺患者の血

液生化学所見やテストステロン値を観察した．ADT を12カ月継続す

る群（グループ 1）と放射線療法で 6 カ月まで ADT を行う郡（グ

ループ 2）の 2群に分け，ADT 前， 6カ月，12カ月の血液生化学所

見を後方視的に検討した．［結果］ADT 6カ月後の HDL-C，LDL-C

は両群とも有意に上昇した．12カ月後においても両群共に有意な上昇

が持続していたがテストステロン値はグループ 2において有意に改善

傾向を認めた（0.21 ng/ml vs 2.38 ng/ml ; p＝0.001）．［結論］短期間

の ADT 療法であっても施行した患者では脂質異常が引き起こされ，

6カ月程度の休薬では改善しない可能性が示唆された．臨床では短期

間の ADT であっても CVD リスクが高まることを念頭に，前立腺癌

という長期に渡って経過観察が必要な疾患では注意深く臨床症状を見

ていく必要がある．

前立腺癌に対するホルモン療法は中止可能か―長期ホルモン療法奏

効例における治療中止後の臨床的検討― : 田邊邦明，工藤貴之，村田

弘明，杉山和隆，松本明彦（焼津市立総合），天野裕之（天野医院），

久米春喜（東京大） ［目的］前立腺癌に対してホルモン療法が長期

奏功している場合，ホルモン療法を中止しても PSA 上昇が緩徐な症

例を経験することがある．それらの症例を集積し背景因子を解析する

ことで，中止後の PSA の推移について予測が可能かを検討する．［方

法］当院でホルモン療法中止後 2年以上経過しており，病勢が安定し

ている前立腺癌患者を後向き調査した．［結果］患者数46名，年齢75

歳（66∼83），iPSA 12.66（5.03∼130），ホルモン治療期間80.5カ月

（24∼202），ホルモン療法中止期間30.5カ月（24∼90），治療中止中の

他因死 3名であった．［考察］ホルモン療法を中央値 6年以上継続し

ていて PSA が低値を維持している患者に対してホルモン療法中止を

行った場合，高リスクでも PSA 上昇の倍加時間が緩やかで， 2年以

上の長期間に渡りホルモン治療中止が可能となる症例が認められた．

少数のデータであるがホルモン療法中止後もテストステロン値が上昇

せず，去勢レベルを維持していることが原因の 1つとして考えられ

た．

Very high risk 前立腺癌に対するロボット支援前立腺拡大摘除術

（後方アプローチ）導入前後の手術成績の比較 : 村嶋隆哉
1
，羽間悠

祐
1
，増田憲彦

1
，西川信之

1
，砂田拓郎

1,2，吉川武志
1,3，清川岳彦

1

（1京都市立，2京都大，3上原口泌尿器科） ［目的］当院では very

high risk 前立腺癌に対して2018年 2月より後方アプローチ（膀胱後面

より直腸表面を直視し周囲組織を前立腺・精嚢に付ける）によるロ

ボット支援前立腺拡大摘除＋拡大 LND（extended RALP）を導入し

た．導入前後での手術成績を比較検討した．［方法］very high risk 症

例を，（1）Primary GS5，（2）GS 4＋4 コア≧ 4本，（3）≧cT3b，（4）

cN＋ のいずれかを満たすものとした．症例は導入前/後で20/19例あ

り，当院 RALP 総数（278/188例）に占める割合はそれぞれ7.1/

10.1％であった．年齢は 72/69歳，iPSA 8.71（2.3∼67.7) /24.9

（5.28∼203）ng/dl であった．術前 ADT は10例（50％)/ 7例（36％）

に施行した．［成績］導入前/後の手術時間316/265分，コンソール時

間 229/195分，出血量 324/425 ml であった．合併症（≧ Clavien-

DindoG3）は 3 例（肺塞栓，尿 leak，直腸損傷 stoma 造設)/ 0 例で

あっ た．断 端 陽 性 8 例（40％) /10 例（52％），pT3b 以 上 4 例

（20％)/13例（68％），pN1 以上 5例（25％)/ 9例（47％）であった．

術後観察期間 6カ月以内での PSA 再発（≧0.2 ng/dl）は導入前20例

中 7 例（35％），導入後12例中 5 例（41％）であった．［結論］very

high risk 前立腺癌に対する同術式導入によって，合併症増加は認め

ず，安全性を損なうことなく手術適応を広げることができた．しかし

手術のみの制癌効果は十分とはいえず，集学的治療の一環としての位

置付けが示唆された．

当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の初期経験 :斉

藤英彦，田中智章，北野裕子，米虫良允，佐竹 伸，長谷太郎，松田

淳，熊田憲彦（市立吹田市民） 当院でのロボット支援前立腺全摘術

（以下 RARP）の初期治療成績について検討を行った．本邦では2009

年 9月に da vinci S が認可され，2012年 4月に保険適応となった．当

院では 2018年12月に後継機種である da Vinci Xi を導入し，2019年 1

月より RARP を開始した．今回当院での手術成績，周術期の検討を

行い，初期経験を報告，検討した．対象は2019年 1月より2020年 6月

までに RARP を行った30例である．年齢の中央値は72歳，術前 PSA

の中央値は 9.81 ng/ml．術前の臨床病期は T1c : 4例，T2a : 15例，

T2b : 10例，T2c : 1例であった．全例 RARP で完遂でき手術時間は

中央値252分，コンソール時間は中央値174分，尿込み出血量は中央値

240 ml で輸血を必要とした症例はなかった．尿道カテーテル留置期

間は中央値 5日で，入院期間は中央値12日であった．RARP は安全

な術式であると考えられた．
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RARP 後の PSA 再発に寄与するリスク分類の検討 : 田村啓多，河

上明日香，秋 亮太，古瀬 洋（聖隷三方原），倉橋俊史（兵庫県立

がんセ），三宅秀明（浜松医大） ［目的］前立腺癌に対して RARP

施行後，PSA 再発を予測する因子，およびリスク分類について検討

した．［方法］対象は当院で2012年 5月∼2020年 2月の間に前立腺癌

に対して RARP を施行し，解析可能な636例とした．PSA 再発の予測

因子，D’Amico リスク分類と比較した新規リスク分類の有用性を解

析した．［結果］観察期間中央値は30カ月であり，123例（19.3％）に

PSA 再発を認めた．術前項目からの多変量解析で PSA ＞10 ng/ml，

MRI 陽性，GS（生検）≧8 が，病理項目からの多変量解析で pT ≧

3，断端陽性，GS（全摘）≧8 がそれぞれ独立した PSA 再発の予測因

子であった．今回，RARP 後の PSA 再発に寄与するリスク分類とし

て，術前モデル，病理学的モデルをそれぞれで有する独立因子の数に

よって低，中，および高リスク群に分類し作成した．D’Amico リス

ク分類，術前モデル，および病理学的モデルの判別能力としての C-

index はそれぞれ，0.59，0.62 および 0.74 であった．また，較正，

臨床的有用性においても病理学的モデルが他モデルと比較して高い性

能を有した．［考察］術前項目からなるリスク分類と比較して，病理

学的モデルはより高い PSA 再発の予測性能を示すことができ，その

有用性が示唆された．

前立腺癌におけるロボット支援前立腺全摘除術（RALP）下拡大リ

ンパ節郭清の有効性および合併症の検討 :大森千尋，井上剛志，松村

善昭，影林頼明，三馬省二（奈良県総合医療セ），家村友輔（済生会

中和），辰巳佳弘（JCHO 大和郡山） ［目的］限局性前立腺癌の

high risk 症例に対するロボット支援前立腺全摘除術（RARP）下拡大

リンパ節郭清は，前立腺癌診療ガイドラインで推奨されている

（Grade B）．しかし，治療的意義は明確ではない．前立腺癌の high

risk 症例における拡大リンパ節郭清（ELND）施行群を限局リンパ節

郭清（LLND）施行群と比較し，治療の有効性，安全性に関して後方

視的に評価する．［対象と方法］当センターで2013年 8月から2019年

12月までに NCCN high risk 例で RARP を施行した101例で検討した．

high risk 例に対して，LLND を施行した症例は83例で，ELND を施行

した症例は18例であった．ELND 症例はすべて2018年 5 月以降で

あった．［結果］LLND/ELND 群において手術時間中央値（min) :

257/284（P＝0.028），出血量中央値（ml) : 150/300（P＝0.036）．

LLND/ELND 群において断端陽性率（％) : 33.7/33.3（P＝0.603），

切除リンパ節個数中央値 : 5/10（P＝0.001），リンパ節転移陽性率

（％) : 2. 4/5. 5（P＝ 0. 449）であった．ELND/LLND 群において

Clavien-Dindo 分類 grade 3 以上の合併症率（％) : 2.4/11.1（P＝

0.216）であった．［結論］High risk 症例における RALP 下拡大リン

パ節郭清施行は，限局郭清施行と比較し診断的意義があるものの合併

症率が高くなる可能性が示唆された．

市立豊中病院における RALP の治療成績―pT3 症例について― :

隠岐雄太，佐藤元孝，山本哲也，秋山 舞，上田倫央，鄭 則秀，三

宅 修（市立豊中） ［目的］市立豊中病院においては2016年11月よ

り RALP を行っており，当科における RALP 症例を特に pT3 症例に

ついて検討した．［方法］対象は2016年11月∼2020年 5月の間に当科

で RALP を施行した前立腺癌217例のうち pT3 であった70例．その治

療成績を検討した．［結果］PSA は 3.19∼154 ng/ml（中央値 11.47），

GS は 6 が 4例，7 が49例，8 以上が17例で，臨床病期はcT1c 7例，

cT2 45例，cT3 18例で，N0 69例，N1 1例であった．NCCN 分類に

おいては Low risk 3例，Intermediate risk 32例，High risk 35例で，術前

ホルモン療法が 7例になされていた．手術時間は133∼447分（中央値

223）で，出血は 5∼2,260 ml（中央値 202.5）で輸血を必要とした症

例はなかった． 1例に直腸損傷，修復を必要とした．病理学的病期は

pT3a 45例，pT3b 25例で，upgrade に関しては cT1c から pT3a が 6

例，cT1c から pT3b が 1 例，cT2a から pT3a が13例，cT2a から

pT3b が11例，cT2b から pT3a が 2 例，cT2b から pT3b が 3 例，

cT2c から pT3a が13例，cT2c から pT3b が 3例，cT3a から pT3b が

6例存在した．全摘標本の GS は 6 が 0例，7 が52例，8 以上が11例

で，術前に CAB を施行し GS 不明が 7例であった．31例（44.3％〉

が切除断端陽性で，16例に生化学的再発を来たし，再発時期は 0∼27

カ月（中央値10.5）であった．［考察］当院における RALP 症例を

pT3 症例について検討した．

RARP 時の ICG 蛍光ナビゲーションリンパ節郭清の経験 :羽鳥基

明，大竹伸明，福間裕二，宮尾武士（日高） 2020年 6月までに日高

病院では，LRP 66例，ダビンチ Xi で RARP 77例を施行した．そのほ

ぼ全例に閉鎖領域リンパ節郭清を施行した．今回，RARP 時に前立

腺内に ICG（インドシアニングリーン）を投与して，蛍光ナビゲー

ションリンパ節郭清をする機会を得たのでその結果について報告す

る．前立腺内 ICG 投与は，臨床研究として日高病院倫理委員会の承

認を得た．対象は，ヨードアレルギーがなく，ICG 前立腺内投与に

同意が得られた20例である．ICG（ジアグノグリーン注射用 25 mg）

を 5 ml の注射用水で溶解し，全身麻酔導入後に砕石位を取り，経直

腸的前立腺超音波ガイドで，前立腺の両葉に 2.5 ml ずつ投与した．

その後，定型的な 6ポートを設置し，レチウス腔展開後に右→左の順

で閉鎖領域のリンパ節郭清を施行した．ICG 投与後から右郭清開始

までの時間は約60分で，左郭清開始までの時間は約95分であった．リ

ンパ液流は閉鎖領域よりは内腸骨動脈に沿って流れている傾向にあっ

た．ICG は外腸骨静脈前面のリンパ節に流れ込むことが多く，以前

は郭清していなかったこの領域を郭清するようになった．郭清時間は

ICG 投与前後で大きく変化しないで両側郭清時間は約 1時間であっ

た．リンパ節摘出数も大きく変化することなく合計22個程度であっ

た．リンパ節転移症例が 4例あったが，ICG が強く蛍光している症

例ではなかった．

超高リスク前立腺癌に対するネオアジュバント内分泌療法併用ロ

ボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の短期成績 : 西田将成，山内直

也，佐藤 亘，瀧本啓太，鴨井和美，三木恒治（済生会滋賀県）

［目的］超高リスク前立腺癌に対するネオアジュバント内分泌療法

（NeoADT）併用ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RARP) の短

期成績について検討した．［対象］NCCN 超高リスク患者10例，年齢

は中央値 71. 5歳（66∼76歳），initial PSA は中央値 36. 7 ng/ml

（10.4∼81.6 ng/ml），NeoADT 期間は中央値5.5カ月（ 3∼40カ月），

いずれも前方アプローチで拡大リンパ節郭清を行った．［結果］コン

ソール時間は中央値170分（90∼250分），術前術後のヘモグロビン減

少値は中央値 1.3 g/dl（0.5∼3.0 g/dl），Grade 3 以上の周術期合併症

は認めなかった．断端陽性は 1例，T3b は 3例，pN1 は 2例であっ

た．中央値16.5カ月（ 1∼32カ月）の観察期間において生化学的再発

を 2例に認め，いずれも pN1 であった．［考察］超高リスク前立腺癌

に対する NeoADT 併用 RARP は比較的安全に施行可能であった．病

理学的リンパ節転移が生化学的再発のリスク因子となる傾向にあっ

た．

当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘初期43例の経験 :服

部恭介，上平 修，宮地俊希，副田雄也，高井 峻，守屋嘉恵，吉川

羊子（小牧市民） ［目的］当院では新病院移転に際し da Vinci Xi を

導入し,2019年 6月よりロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術（RALP）

を開始した．今回当院における RALP の初期経験について報告する．

［対象と方法］2019年 6月∼2020年 5月までに当院で RALP を施行し

た43例が対象．手術は全身麻酔下経腹的に施行．郭清は Partin ノモ

グラムで原則的に 5％以上のものが対象．術後 5∼ 6日で UCG を行

い尿道カテーテル抜去．［結果］年齢は72歳（59∼78），BMI は 22.4

kg/m2（17.5∼27.8），iPSA は 7.93 ng/ml（4.16∼20.3），臨床病期

は T1c 14例，T2a 14例，T2b 3例，T2c 6例，T3a 4例，T3b 2例，

術前 Gleason Score は 6 が10例，7 が19例，8 が11例，9 が 3例であっ

た．術前ホルモン療法を施行したのは 6例（14％）であった．手術時

間は265分（143∼530），コンソール時間は216分（89∼467），出血量

は 50 ml（10∼1,100）であった．神経温存は 6 例に施行し，拡大リ

ンパ節郭清は 3例に施行した．術後病理結果はpT0 1例，pT2a 14例，

pT2b 4 例，pT2c 19例，pT3a 3 例，pT3b 2 例であった．切除断端

陽性率は28.5％（12/43例）であった．合併症としてコンパートメン

ト症候群を 1例認めた．術後 3カ月時点での尿禁制率（パッド 1枚以

下）は72％であった．［考察］当院においても安全に RALP を導入で

き,導入期における治療成績として諸家の報告と遜色なかった．今後

症例を重ね，切除断端陽性率の低下やさらなる尿禁制率の上昇を目指

す．

RARP 術中尿管損傷に対し，Boari flap 法を用いて尿路再建を行っ

た 2例 : 行松 直，山崎健史，長野祐樹，南 彰紀，加藤 実，井口

太郎，玉田 聡，内田潤次（大阪市大） 当院では2014年 4 月より

RARP（ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術）を開始し現在までに
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400例以上を施行した．RARP 術中の尿管損傷は0.05∼0.3％の頻度

で生じるとされる．RARP 術中に尿管損傷を来たし，Boari flap 法に

て尿路再建を行った 2例を経験したので報告する．症例 1 : 75歳，男

性．initial PSA 26.4 ng/ml，Gleason Score 3＋3，cT2aN0M0 の前立腺

癌に対し，RARP 施行．リンパ節郭清施行中に右尿管総腸骨動脈交

叉部で右尿管を損傷した．Boari flap 法（Psoas hitch 併用）にて尿路

再建を行い，術 7日後にバルーンを抜去， 3カ月後に尿管ステントを

抜去した．Grade 1 の水腎認めるが，術後 5年尿路感染，腎機能悪化

なく経過している．症例 2 : 70歳，男性．initial PSA 10.9 ng/ml，

Gleason Score 3＋4，cT2aN0M0 の前立腺癌に対し，RARP 施行．右

精嚢を剥離する際に，剥離ラインを誤認し，右尿管を損傷した．

Boari flap 法（Psoas hitch 併用）にて尿路再建を行い，術 2週後にバ

ルーンを抜去， 2カ月後に尿管ステントを抜去した．術後 1年間，水

腎を認めず，尿路感染，腎機能悪化なく経過している．本邦での

RARP 術中の尿管損傷に対する尿路再建の報告はほとんどない．

RARP 術中の尿管損傷に対し，Boari flap 法は有効であり，ロボット

支援腹腔鏡下に尿路再建が可能であった．両症例の手術動画を供覧す

る．

前立腺全摘除術後全生存率と期待余命と比較検討 :橘 進彰，田中

宣道，堀 俊太，増田寛雄，松原聡彦，吉川貴之祐，植松麻友，植松

稔貴，大西美貴子，中井 靖，三宅牧人，穴井 智，鳥本一匡，藤本

清秀（奈良県立医大附属） ［目的］本邦における前立腺癌罹患数は

年々増加しているが，一般に前立腺癌の進行は緩徐であり，他疾患で

死亡することが多いとされる．今回，当科で前立腺全摘除術を受けた

患者の期待余命と実際の予後について比較検討した．［方法］2006年

1月∼2010年12月の期間に当院で前立腺全摘除術を実施した限局性前

立腺癌137例を対象とした．後方視的に患者背景を調査し，期待余命

は厚生労働省から報告されている簡易生命表から算出した．生存曲線

はKaplan-Meier 法を用いて推定し，Log-rank 検定で 2群間比較した．

［結果］137例中追跡可能であった135例について検討した．患者の手

術時年齢の中央値は68歳，initial PSA の中央値は 8.34 ng/ml であり，

Gleason score 6 が40例（29.6％），7 が76例（56.3％），8 以上が19例

（14.1％）であった．観察期間の中央値は120カ月で，生化学的再発を

認めたのは53例（39.3％）であった．患者の期待余命と実際の生存率

について差を認めなかった（P＝0.47）．［考察］今回の検討では，前

立腺全摘除術を実施した症例の予後は期待余命と有意な差を認めな

かった．手術の適応判断には，患者の期待余命やリスクを考慮するこ

とは重要である．

前立腺全摘除術後早期鼠径ヘルニアの発症因子に対する臨床的検

討 : 杉崎裕香，神谷直人，野呂卓秀，東 正洋，島田悠希，森 堂

道，加藤精二，杉山真康，宋本尚俊，岡 了，内海孝信，遠藤 匠，

矢野 仁，鈴木啓悦（東邦大医療セ佐倉） ［目的］限局性前立腺癌

に対する前立腺全摘除術は成人鼠径ヘルニアのリスク因子と報告され

ている．以前に検討した自験例において開腹前立腺全摘除術（ORP）

術後鼠径ヘルニアの約70％が 1年以内に発症していた．今回われわれ

は，ORP と腹腔鏡下前立腺全摘除術（LRP）術後 1年以内に発症し

た術後早期鼠径ヘルニアの発症因子について臨床的検討を行った．

［方法］2010年 2 月以降，当科で前立腺全摘除術を施行した372例

（ORP : 305例，LRP : 67例）を対象とし，術後 1年以内に発症した

術後鼠径ヘルニアと年齢・術式・排尿機能などの各種臨床因子との関

連性について検討した．［成績］平均年齢68.6±5.37歳，術後早期鼠

径ヘルニアを発症した患者は ORP 群48例（15.7％），LRP 群 6 例

（8.9％）であった．ORP 群では年齢≧64歳・BMI ≦23 kg/m2・術前

Qmax ≦11.7 ml/s が有意な因子であったが，LRP 群では有意な因子

を認めなかった．［結論］前立腺全摘除術後の鼠径ヘルニアの発症は，

高齢や低 BMI に伴う骨盤底筋群の脆弱化が原因とされているが，本

検討では LRP 群において有意な発症因子を認めなかった．このこと

から，リスクの高い患者でも LRP で施行することにより早期発症の

ヘルニアリスクが低減する可能性が示唆される．

DPC データを用いた前立腺全摘除術におけるバリアンス分析 : 谷

口真裕美，田中瑞栄，吉田佳織，森下 毅（恵寿総合医事課事務部），

川村研二（同泌尿器科） ［はじめに］当院泌尿器科では2012年から

約1,000例の術後回復力強化プロトコール（enhanced recovery after

surgery : ERAS）を実施してきたが，重篤な合併症などの問題は発生

せず，入院期間が短縮することを報告した．ERAS 術後管理を行った

前立腺全摘除術について，DPC データからバリアンス分析が可能か

検討した．［対象と方法］対象は前立腺全摘除術31例であり，DPC

データの E・F ファイルをもとに，入院から退院までの 1日ごとの検

査，投薬，注射，緊急手術，処置の金額を投入医療資源として算出し

た．次に，症例ごとに手術日以降の投入医療資源の合計を術後入院日

数で除した値を平均投入医療資源として算出した．31例の投入医療資

源の平均値を基準値と定め，各症例で 1日ごとの投入医療資源が投入

医療資源基準値（以下基準値）以上の入院日を特定した．［結果］投

入医療資源の平均値である基準値は7,899円であり，基準値を超えた

データは330のデータ中83回であった．基準値を超えた理由は，バリ

アンス発生（尿道膀胱吻合不全，発熱，再手術など），予定検査，他

科の追加指示などであった．［結語］DPC データを用いた医療資源分

析でバリアンス分析が可能であった．

前立腺摘除術後に生じた骨盤リンパ漏に対しリンパ管閉塞術を施行

した 2例 : 小田侑希，橋村正哉，大山信雄（奈良県立西和医療セ）

［症例］症例 1 : 70歳，男性．前立腺癌 cT2aN0M0 に対して20xx年に

根治的前立腺全摘除術＋両側所属リンパ節郭清を行った．経過良好で

9日目に退院したが退院後 2日目に左下肢腫脹を訴え受診．CTで膀

胱前腔のリンパ嚢腫を認め再入院となった．リンパ嚢腫に対し持続吸

引ドレナージおよび複数回のミノマイシン，無水エタノールによる硬

化療法を行うも改善せず． 1日排液量が 200 ml 以上持続したため，

入院 32日目に鼠径リンパ節造影およびNBCA（n-butyl-2-cyano-

acrylate）によるリンパ管塞栓術を施行．塞栓後10日目より明らかな

排液量の減少を認め，12日目にはドレンを抜去．以後，再発を認め

ず．症例 2 : 75歳男性．前立腺癌 cT2aN0M0 に対して20xx＋ 1年に

根治的前立腺全摘除術＋両側所属リンパ節郭清を行った．尿道カテー

テル抜去後も 300 ml/日前後のドレン排液が持続しリンパ漏と診断．

術後16日目に鼠経リンパ管造影を施行．右閉鎖節領域から骨盤腔への

リピオドールの漏出を確認．本例では造影のみにて漏出部の閉塞を確

認し得たため処置を終了．その後，ドレン排液は減少し，21日目に退

院．以後，再発を認めず．［考察］前立腺摘除術後に発症したリンパ

漏に対しリンパ管塞栓術を施行し奏功した 2例を経験した．若干の文

献的考察を加え報告する．

新規アンドロゲン受容体シグナル伝達阻害薬とタキサン系抗癌剤は

去勢抵抗性前立腺癌の内臓転移を誘発する :岩本大旭，泉 浩二，門

本 卓，八重樫 洋，飯島将司，川口昌平，野原隆弘，重原一慶，角

野佳史，溝上 敦（金沢大） ［目的］前立腺癌の転移部位としては

LN や骨が多く内臓転移（VM）は稀であるが，去勢抵抗性前立腺癌

（CRPC）後にVMを来たす症例が認められる．CRPC 後の新規 VM

に関する報告はほとんどなく検討することとした．［方法］2000年か

ら2016年までに当院で治療された前立腺癌患者1,364例を対象とし，

後ろ向きに調査した．［結果］全患者のうち，21例（1.5％）は診断時

に VM を認めた．内訳は肺が85.7％，その他が14.3％であった．

CRPC となったのは179例で，54例は治療中に新規 VM を認めた．

CRPC とならなかった群と比較して CRPC 群で有意に全生存期間

（OS）が短かった．CRPC 群の中でも新規 VM を認めた群は OS が

有意に短く，その中でも肺以外の VM を認めた群が最も OS が短

かった．新規 VM，特に肺以外の VM の発生率は，治療ライン数の

増加に伴い有意に増加した．新規 VM の内訳は肺41.1％，その他58.

9％であった．多変量解析で新規アンドロゲン受容体シグナル伝達阻

害薬（ARSTA）やタキサン系抗癌剤の治療歴，診断時 T stage と M

stage，年齢が VM のリスク因子であった．診断時 VM を認めた群と

比較して，新規 VM 群で診断後の OS は有意により短かった．［考

察］ARSRA やタキサン系抗癌剤は CRPC に対する標準治療であるに

も関わらず，新規 VM 特に肺以外の VM を誘発した．VM 発現の機

序を解明することは CRPC 患者の予後を改善するために必須である．

新規フラボノイド誘導体による前立腺癌細胞への AR 活性阻害とタ

キサン耐性前立腺癌細胞に対する抗腫瘍効果 : 内藤伶奈人，加納

洋，しまだ貴史，牧野友幸，門本 卓，岩本大旭，八重樫 洋，泉

浩二，角野佳史，溝上 敦（金沢大），中田浩規（同組織細胞学），後

藤享子（同医薬保健研究薬学系分子生薬学） ［目的］以前，われわ

れはフラボノイドの 2’-hydroxyflavanone（2’-HF）を用いてアンドロ

ゲン感受性 LNCaP 前立腺癌細胞に対する AR 活性阻害とアンドロゲ

ン非感受性 PC-3，DU145 前立腺癌細胞に対する抗腫瘍効果を報告し

た．今回，2’-HF の誘導体 16MS7F1924 を作成し，この誘導体の前
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立腺癌細胞に対する作用を確認した．［方法］ヒト前立腺癌細胞株

LNCaP，PC-3，DU145 を用いて，抗腫瘍効果をcell proliferation assay，

LNCaP における AR 活性，PC-3 における AR-V7 活性の抑制効果を

Luciferase assay，作用メカニズムの確認を TUNEL assay および

Western Blotting，細胞周期への作用の確認を Flow cytometry をそれぞ

れ用いて行った．SCID マウスを用いた動物実験モデルでの抗腫瘍効

果も確認した．［結果］16MS7F1924 は DHT による LNCaP の増殖促

進や，PC-3，DU145 の増殖を濃度依存的に抑制した．Flow cytometry

と TUNEL assay にて，G2/M arrest を引き起こしアポトーシスを誘導

することが示唆された．また，ドセタキセル耐性細胞株，カバジタキ

セル耐性細胞株に対しても抗腫瘍効果を示した．［結論］以上の結果

から，16MS7F1924 はホルモン感受性前立腺癌細胞から非感受性細

胞，タキサン系抗癌剤耐性細胞に対しても有効な薬剤である可能性が

示唆された．

前立腺小細胞癌に対する 2nd line 化学療法としてのアムルビシン

の使用経験 : 前田光毅，寺川智章，白石祐介，坂本茉莉子，岡村泰

義，板東由香里，鈴木光太郎，原 琢人，古川順也，原田健一，日向

信之，中野雄造，藤澤正人（神戸大医学部附属） ［緒言］前立腺小

細胞癌は，悪性度が高く，急速に進行し予後不良とされる．治療は小

細胞性肺癌の治療に準じて行われることが多いが，1st-line の化学療

法に抵抗性となった際の次治療に関しては確立された治療法がない．

前立腺小細胞癌に 2nd-line としてアムルビシンを使用したのでその成

績を報告する．［対象］対象は，当院にて前立腺小細胞癌に対し 1st-

line として EP 療法（エトポシド，シスプラチン）を導入し，治療抵

抗後に 2nd-line としてアムルビシンを投与した 3症例．［結果］年齢

中央値は64歳（60∼76歳），アムルビシン療法開始後からの観察期間

は， 6∼18カ月． 3症例とも EP 療法が導入され，病勢進行後に，ア

ムルビシン 35 mg/m2 を 3∼ 4週間隔で投与した．治療は導入時のみ

入院で施行し外来治療に移行した． 3症例でそれぞれアムルビシンを

2，6，8コース施行し，近接効果は， 2例で PR， 1例で PD であっ

た．有害事象としては，G3 以上の副作用は認めなかった．アムルビ

シン後の治療は 3rd-line としてノギテカンを全例に投与した．AMR

開始後の癌特異的生存期間は中央値10カ月（ 6∼18.5カ月）であっ

た．［結語］アムルビシンは，忍容性もあり，前立腺小細胞癌に対す

る 2nd-line として，有用である可能性が示唆された．

当院におけるカバジタキセルの治療成績 : 小林達矢，白石 匠，辻

本雅史，大橋宗洋，松ヶ角 透，清水輝記，山田剛司，松原弘樹，藤

原敦子，内藤泰行，本郷文弥，浮村 理（京都府立医大） ［目的］

当院における去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対するカバジタキセル

（CBZ）の使用経験について報告する．［方法］2014年10月から2020年

6月までに，CBZ を使用した CRPC 症例29例を対象とし，その治療

成績について後方視的に検討した．［結果］CBZ 投与時の年齢および

PSA 中央値は70.5歳（57∼84），61.10 ng/ml（0.75∼1,192）であり，

内臓転移を有する症例は 6例（肝 6例，肺 1例）であった．前治療と

して，エンザルタミドは 28例（96. 5％），アビラテロンは 23例

（79.3％）で投与され，ドセタキセル投与回数の中央値は 9回（ 2∼

78）であった．CBZ 投与サイクル数の中央値は 7 回（ 1 ∼27）で

あった．CBZ 投与後の全生存期間中央値は 9カ月（ 2∼36）であり，

30％以上の PSA 低下を認めた症例（10例 : 34.4％）は認めなかった

症例と比較して，有意に全生存期間が長かった．発熱性好中球減少症

（FN）は 7例（24.1％）に認められたが，持続型 G-CSF 製剤を使用

した症例における FN の発生は 4 例（13.7％）であった．［考察］

CBZ は持続型 G-CSF 製剤を適切に使用することにより，ドセタキセ

ル抵抗性の CRPC に安全に投与可能であり，一定の治療効果が期待

できると考えられた．

当院におけるカバジタキセルの治療成績 : 松下 純，杉 素彦，大

杉治之，滝澤奈恵，谷口久哲，矢西正明，福井真二，斉藤亮一，木下

秀文，松田公志（関西医大附属） ［目的］当院での去勢抵抗性前立

腺癌（CRPC）に対するカバジタキセル（CBZ）の治療成績について

検討した．［対象と方法］2015年 2月∼2019年12月のあいだに当院で

カバジタキセルを投与した34例を対象とした．検討項目は CBZ 開始

時年齢，PSA，転移部位，EOD，Hb，LDH，ALP，血小板，RDI，

CRPC までの期間，ドセタキセルサイクル数，ドセタキセル PSA 低

下有無，新規 AR 有無，治療成績，予後予測因子とした．［結果］（中

央値）年齢 71.4歳（49∼81），PSA（ng/ml）257（3.44∼518），転移

部位 : M0 3 例，リンパ節14例，骨29例，肝 6 例，肺 3 例，EOD

（0/1/2/3） 4/11/10/8， Hb（g/dl） 11.5， LDH（U/l） 285， ALP

（U/l），201.5，血小板（104）25，RDI（％）60.3，CRPC までの期

間（月） 5.9（2.8∼78.2），ドセタキセルサイクル数 8（ 2∼25），

ドセタキセル PSA 低下有無 27/7，新規 AR 有無 26/8，治療成績 PSA

低下率 32.4％，OS（月）13.5，単変量解析で予後予測因子はそれぞ

れ OS は LDH，非 PSA 再燃期間，非画像増悪期間は CBZ サイクル

数であった．

当院での去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの治療経験 :

堀部祐輝，石井 信，辻村 剛，中田 渡，辻本裕一，任 幹夫，辻

畑正雄（大阪労災） ［目的］当院におけるカバジタキセルの治療効

果および有害事象について報告する．［方法］2016年 2月から2020年

5月までにカバジタキセル療法を行った去勢抵抗前立腺癌36例を対象

とした．投与プロトコールは 20 mg/m2 もしくは 25 mg/m2 を 3週間

ごとに点滴静注し，ステロイド経口投与を併用した．また，投与後24

時間後にフィルグラスチム皮下注射した．治療効果判定は血清 PSA

変化率で，副作用は CTCAE v5.0 で，後方視的に検討を行った．［結

果］カバジタキセル初回投与時の年齢および血清 PSA の中央値は72

歳（55∼83），41.3ng/ml（2.5∼1,998.9）であった．投与コースの

中央値は 4コースで中止理由は PD が23例，AE は 0例，その他が 2

例であった．PSA が低下した症例は20例（55.6％）で，30％以上の

PSA 低下は15例（41.7％）に認めた．PSA 低下症例は PSA 低下しな

かった症例と比較し有意に予後が良かった（log-rank test : p＝

0.0231）．Grade 3 の副作用として好中球減少14例，貧血 1例，Grade

4 として好中球減少 7例認め，発熱性好中球減少症を発症したのは 6

例，発熱性好中球減少症による治療関連死を 1例認めた．［考察］当

院での治療成績は諸家の報告と同等であった．フィルグラスチム投与

下においても好中球減少症の頻度が高く，注意を要すると考えられ

た．

ドセタキセル抵抗性去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの

治療経験 :藤澤俊介，宮崎 彰，田中一志，武市佳純（北播磨総合医

療セ） ［目的］当科にてドセタキセル（DTX）を導入したカバジタ

キセル（CBZ）抵抗性去勢抵抗性前立腺癌に対する治療経験を報告す

る．［方法］当科にて CBZ を投与した12例の DTX 抵抗性去勢抵抗性

前立腺癌症例を対象に，その有用性を評価した．［結果］年齢，診断

時 PSA および Gleason score の中央値は，それぞれ70歳，29.1 ng/ml

および 9 であった．一次治療として 1例にアビラテロン治療，13例

に MAB 療法が施行されていた．一次治療後 CBZ 導入までの間に全

例に DTX が導入され， 6例で10コース以上継続投与されていた．ま

た，DTX 以外に，エンザルタミドおよびアビラテロンがそれぞれ 7

および 4例に投与された．CBZ 導入時の PSA の中央値は 18.2 ng/ml

で，全例に骨転移を認めた．そのほか，リンパ節転移，肺転移および

肝転移をそれぞれ 4，2および 2例に認めた．CBZ は 4例が 25 mg/

m2， 8例が 20 mg/m2 で導入されそのうち 3例は 25 mg/m2 に増量と

なった．PSA 低下は 7例に認められたが，10例で病勢の進行を理由

に投与が中止となった．有害事象として発熱性好中球減少症を 1例に

認め，抗菌薬加療を要した．持続型 G-CSF 製剤を併用することに

よって，発熱性好中球減少症の発症は認めなくなった．［考察］CBZ

は DTX 抵抗性去勢抵抗性前立腺癌に対し一定の抗腫瘍効果が期待で

き，持続型 G-CSF 製剤の併用で比較的安全に継続することが可能で

あると考えられた．

4施設におけるカバジタキセルの治療経験 :榎本虎偉，高井 学，

菱田勢始，富岡奨幸，加藤大貴，飯沼光司，前川由佳，中根慶太，水

谷晃輔，土屋朋大，古家琢也（岐阜大），仲野正博（岐阜県総合医療

セ），加藤成一（大垣市民），藤本翔太（岐阜市民） ［目的］去勢抵

抗性前立腺癌（CRPC）に対するカバジタキセル（CBZ）の治療成績

と治療効果に関する因子を検討する．［方法］当院および関連 3施設

の計 4施設において2015年 4月から2019年 9月までの間に CBZ を導

入したドセタキセル（DOC）既治療の CRPC の44例を後方視的に検

討した．［結果］CBZ 投与時の年齢の中央値は72歳，診断時と CBZ

投与前の PSA の中央値はそれぞれ80.1 ng/dl，67.8 ng/dl．グリソン

スコアは 8 以上が86％であった．TNM 分類では T3 以上が77％であ

り，リンパ節転移が48％，骨転移が65％の症例に認められた．DOC

と CBZ の投与回数の中央値は 8，4回．PSA 低下を21例に認め，そ

のうち13例で PSA 30％以上の低下を認めた．CBZ 投与後の全生存期
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間の中央値は12.2カ月であった．Grade 3 以上の有害事象は，好中球

減少を18％に認めたがそれ以外には認めなかった．CBZ 投与後の全

生存率に関連する因子を検討したところ，PSA 低下率が30％以上，

CBZ 投与時の臓器転移なし，CBZ 投与回数 4回以上が関連する可能

性が示唆された．［考察］われわれの施設における CBZ の治療成績

は諸家の報告と比較してほぼ同等で安全に施行できた．さらなる症例

の蓄積が望まれる．

高線量率組織内照射療法における順行性計画から逆行性計画への変

更は前立腺がん患者の QOL を改善する :若宮崇人，小池宏幸，山下

真平，吉川和朗，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大附属） ［目的］

前立腺癌患者に対する高線量率組織内照射療法（HDRBT）の順行性

計画（forward planning : FP）と逆行性計画（inverse planning : IP）に関

して治療後の QOL を比較すること．［対象と方法］対象は2007年 6

月から2017年12月まで当院でHDRBT を施行した283例．このうち FP

による照射は前期（2007年 6月∼2014年 6月）の161症例，IP による

照射は後期（2014年 7月∼2017年12月）の122例に対して施行された．

各群で前立腺，直腸，尿道への照射線量を比較した．QOL の評価

は，包括的 QOL に関しては SF-8 を，疾患特異的 QOL に関しては

EPIC を用いて治療前，治療後 3，6，12，24カ月に評価し，各患者

で治療前との差を項目ごとに比較した．統計学的解析は Wilcoxon 順

位和検定，Bonferroni 補正を用いた．［結果］NCCN の高リスク群が

FP 群71.4％，IP 群72.1％と多く，ADT は FP 群で58.4％，IP 群で

66.4％に施行されていた．前立腺，直腸への線量は 2群間に有意差な

く，尿道への線量が IP 群で有意に低下していた．SF-8 では，PCS

（身体に関するサマリースコア）で FP 群よりも IP 群の方が良好で

あった．EPIC では，排便および性のサマリースコアおよび下位尺度

では排尿負担感，排尿刺激/下部尿路閉塞，排便機能，排便負担感，

および性機能において，FP 群よりも IP 群の方が良好であった．［結

論］HDRBT における IP の導入は，前立腺癌患者の QOL を改善す

る．

前立腺癌に対する Field-in-field 法を用いた三次元原体照射の有害

事象の検討 :楠本浩貴，浦 邦委，西川 徹（市立岸和田市民），大

政 暁，小倉昌和（同放射線科） ［目的］当院では，局所前立腺癌

に対する放射線療法として，IMRT導入以前，直腸の線量を低減させ

るため field-in field 法を用いた三次元原体照射（FIF-3D-CRT）を行っ

ていた．FIF-3D-CRT の有害事象について，IMRT 症例と比較検討し

た．［方法］2013年 2月から2017年 3月までの期間に FIF-3D-CRT を

行った27例と2017年 4月から2019年 4月までの期間に IMRT を行っ

た42例を対象とし，線量，有害事象について比較検討した．［結果］

FIF-3D-CRT の照射線量は平均 72.4 Gy，IMRT は平均 76.7 Gy で有

意に低かった（p＜0.01）．早期有害事象は FIF-3D-CRT 症例では

Grade 2 を 7例（25.9％）で認め，排尿障害が最も多かった．Grade 3

以上は認めなかった．IMRT 症例では14例（33.3％）認め，同様に

排尿障害が最も多かった．Grade 2 以上の晩期障害については，FIF-

3D-CRT 症例のうち 5 例（11.9％）でみられ，直腸出血が最も多

かった．Grade 3 以上については放射線性膀胱炎による膀胱タンポ

ナーデが 1例みられたが，直腸障害はなかった．IMRT 症例では 2

例（4.8％）あり，Grade 3 以上については 1例で放射線性膀胱炎に

より APC を受けていた．両者を比較して有害事象の有意差はみられ

なかった．［結論］直腸の晩期有害事象については，総線量そのもの

ではなく，治療計画での直腸線量パラメーターが強く関連するとされ

ており，FIF-3D-CRT により重篤な合併症なく治療できていた．

前立腺癌小線源単独治療における患者報告アウトカムと患者年齢の

検証 : 藤本健尊，坂元宏匡，中嶋正和，今井一登，赤羽瑞穂，青山輝

義（関西電力），板垣 康（同放射線治療科） ［緒言］患者報告アウ

トカム（PRO : Patient Reported Out-come）は前立腺癌治療において

重要な指標の 1つであり，近年報告が増えつつある．患者年齢は性機

能温存希望の有無など治療選択に影響を与える因子であるが，小線源

治療における PRO と患者年齢に関する報告は少ない．そこで今回，

当院で小線源治療を受けた症例を後向きに解析し，患者年齢が PRO

に影響を与えるかどうかを検討した．［方法］対象は2014年12月から

2019年 5月までに当院において限局性前立腺癌の診断で小線源単独治

療を受けた患者．ホルモン治療を併用した患者は検討から除外した．

64歳以下（A群）と65歳以上（ B群）に分け，患者背景および治療前

後の PRO を比較した．PRO は EPIC（Expanded Prostate Cancer lndex

Composite）を用いて評価した．［結果］対象患者は51例，年齢中央値

は 64歳（47∼79歳）であった．A 群 27例（52. 9％）， B 群 24例

（47.1％）で，患者背景および治療前の EPIC スコアは 2群間で差を

認めなかった．治療後の EPIC スコアは，性機能に関して B群で有意

に低かった（ 6，12，24カ月いずれの時点でも P＜0.05）．全体的な

満足度は 2群間で差を認めなかった．［結語］小線源単独治療におけ

る PRO は，全体的な満足度は年齢による差はなく，性機能に関して

は年齢により差を認めた．

金沢医療センターにおける I-125 密封小線源永久挿入療法施行後に

発症した直腸出血18例の検討 :瀧本篤弥（富山県厚生農業協同組合連

合会高岡），三輪聰太郎，稲葉貴宏，佐藤 両，越田 潔（国立病院

機構金沢医療セ） ［目的］前立腺癌に対する放射線治療は処方線量

を増加させることで治療成績が向上することが知られているが，線量

増加の制限となるのが合併症であり，その中でも直腸の有害事象が最

も問題となる．今回，当院において I-125 密封小線源永久挿入療法を

施行した512症例における直腸出血の頻度やリスクを後方視野的に検

討した．［方法］2007年から2018年まで治療を受けた512症例において

電子カルテから直腸出血の有無，発症までの期間やリスク因子を後方

視的に調査した．［結果］512例中，直腸出血を来たした症例は18例，

全体の3.5％であった．また18例中17例が放射線外照射療法を併用し

ていた．小線源治療単独群と外照射療法併用群に分け，小線源の処方

線量が照射される直腸の体積（RV100）を比較したところ， 2群とも

RV100 の中央値は 0.5 cc 以下であった．［考察］当院にて小線源治療

を施行した512例中，18例（3.5％）に直腸出血を確認した．17例は外

照射併用であり外照射併用群全体の9.3％に認め，そのリスクは外照

射に依存すると考えられた．当院では2019年 9月から直腸の放射線有

害事象を軽減させる目的で，スペース OAR ハイドロゲル挿入術を導

入しており，今後，直腸出血のリスク低減が期待される．

当院における前立腺導管癌に対する密封小線源治療の初期経験 :中

本喬大，川喜多繁誠，清田 翔，増尾有紀，神尾絵里，村上彰吾，西

田晃久，三島崇生，室田卓之（関西医大総合医療セ），松田公志（関

西医大付属） ［諸言］前立腺導管癌は前立腺癌全体の0.4∼0.8％で，

比較的稀な前立腺癌の 1亜型である．治療として手術・放射線治療・

全身化学療法など報告されているが標準治療確立には至っていない．

今回前立腺導管癌に対し密封小線源治療を行った 5例につき報告す

る．［対象］当院で前立腺導管癌に対し密封小線源治療を行った 5例．

全例で術前にホルモン治療を施行している．［結果］密封小線源治療

時の年齢は77.8歳（76∼84歳），iPSA は 24.7 ng/ml（7.43∼73.2 ng/

ml），主訴は肉眼的血尿が 3例，PSA 高値が 2例，尿細胞診は全例陰

性，診断方法は前立腺生検が 3例，経尿道的前立腺切除が 2例であっ

た．治療としては密封小線源単独治療 1例，外照射併用密封小線源治

療 4例施行された．全例 PSA は低下し，画像上の再発は認めていな

い．［結語］当院における前立腺導管癌に対する密封小線源治療の初

期経験を報告した．前立腺導管癌に対する密封小線源治療の短期成績

は良好な成績であった．

局所前立腺癌に対して即時治療を行わなかった症例の検討 :鈴木龍

弘（勤医協中央） 局所前立腺癌に対して監視療法（AS）または待

機療法（WW）を行った症例について検討した．2005年 3月から2019

年 4月までに，前立腺生検を行い局所前立腺癌と診断し，12カ月以上

の経過観察が可能であった症例を対象とした．AS 群は診断 1年後に

再生検を行い，再生検が陰性であった症例はその 2年後に再々生検を

行った．WW群は，血清 PSA 値と自覚症状をモニターし，必要時に

画像診断と内分泌療法を行った．検討対象は，AS 群18例，WW 群22

例であった．AS 群の診断時年齢は53∼77歳，中央値70歳，観察期間

は13∼149カ月，中央値46カ月であった．根治治療に移行した症例は

3例（17％），理由は組織学的悪化 2例，患者の希望が 1例であった．

観察期間中の死亡は3例，全例他病死であった．WW 群の年齢は

77∼84歳，中央値80歳，観察期間は16∼137カ月，中央値103カ月で

あった．観察期間中に前立腺癌治療を開始した症例は10例（45％），

理由は排尿障害 7例，骨転移 3例であった．骨転移の発見契機は全例

疼痛であった．観察期間中の死亡は 3例，原病死2例，他病死 1例で

あった．原病死は骨転移症例であり，その生存期間は104カ月，85カ

月であった．AS 群では再生検により適切な治療介入が可能であっ

た．一方，WW 群では無症状での遠隔転移発見により原病死回避が

可能になるかもしれない．
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前立腺癌における血清骨代謝マーカー P1NP と TRACP-5b の意

義 : 泉 浩二，加納 洋，島田貴史，牧野友幸，内藤伶奈人，門本

卓，岩本大旭，八重樫 洋，飯島将司，川口昌平，野原隆弘，重原一

慶，角野佳史，溝上 敦（金沢大） ［目的］極端な値では信頼性が

ゆらぐ PSA の欠点を補うような血清マーカーの開発が望まれている．

鋭敏な骨代謝マーカーとして知られる P1NP と TRACP-5b の予後予

測マーカーとしての意義を検討した．［方法］前立腺生検を行った379

人（癌なし124人，癌あり255人）の診断時の骨形成マーカー P1NP お

よび骨吸収マーカー TRACP-5b の値と各種予後因子の関連や生存期

間について解析した．［結果］Gleason score や TNM stage が悪いほど

有意に P1NP と TRACP-5b は高値であった．P1NP ≧100 μg/l あるい

は TRACP-5b ≧400 mU/dl の患者ではいずれも有意に全生存期間，

前立腺癌特異的生存期間，去勢抵抗性前立腺癌となるまでの期間が短

縮した．PSA ≧100 ng/ml や TNM 分類で T4 または N1 または M1

などの進行癌でも P1NP ≧100 μg/l や TRACP-5b ≧400 mU/dl は去勢

抵抗性前立腺癌となるまでの期間を短縮させた．アンドロゲン除去療

法を行った患者においても P1NP ≧100 μg/l は全生存期間，前立腺癌

特異的生存期間を有意に短縮させた．［結論］P1NP と TRACP-5b は

微小骨転移が存在するような状態を含めた様々な病期の前立腺癌患者

で予後予測に使用できる可能性が示唆された．

デノスマブによる顎骨壊死の発生頻度に関する検討 :川西博晃，星

山英泰，横関仁志，高島 靖，藤原真希，上田政克，奥村和弘（天理

よろづ相談所） ［目的］抗 RANKL モノクローナル抗体であるデノ

スマブは骨関連事象の発生を抑制することが報告され，泌尿器科領域

では去勢抵抗性前立腺癌を中心にひろくもちいられている．副作用と

して問題となる顎骨壊死は第三相試験の結果では 2％ほどで多くはな

いとされているが，顎骨壊死を発症する症例を多く経験したことから

今回当院での発生状況について検討することにした．［方法］2014年

3月から2019年 9月までにデノスマブを使用した骨転移を有する泌尿

器科固形癌患者を対象にした．顎骨壊死の発生症例，そのグレード，

治療について調査した．［結果］デノスマブ使用症例は33例でその内

訳は前立腺癌25例，腎細胞癌 4例，尿路上皮癌 4例であった． 7例は

ゾレドロン酸の前治療歴があった．使用回数は中央値で12回（ 1∼42

回）であった．顎骨壊死の発生は10症例（29％）と高頻度であった．

発生までの使用回数は中央値で13.5回（ 2∼31回）であり，そのグ

レードは G1 : 1名，G2 : 7名，G3 : 2名であった． 6例が外科処置

（腐骨除去，膿瘍ドレナージ）を要した． 5例は観察期間最終日まで

には完治しておらず，残りの 5名は治癒したが長期の治療期間を要し

た．［結論］顎骨壊死を生じると患者の QOL が著しく低下する．デ

ノスマブによる顎骨壊死は従来の報告よりも多く発生する可能性があ

り，その使用については注意が必要と考える．

前立腺癌骨転移症例における骨シンチグラフィー部位別 BSI の有

用性 :植松稔貴，田中宣道，中井 靖，堀 俊太，橘 進彰，増田寛

雄，松原聡彦，吉川貴之祐，大西美貴子，三宅牧人，穴井 智，藤本

清秀（奈良県立医大附属），家村友輔（済生会中和） 症例は70歳代，

男性．前立腺癌（cT2bN0M0，iPSA : 4.3，GS : 3＋4）に対して 局

所療法として外照射併用小線源療法を施行したが， 8カ月後，去勢抵

抗性前立腺癌（CRPC）に至った．この際，骨盤転移も認めた．CAB

開始し PSA（ng/ml) : 22→1.08，BSI（％) : 0.365→0.306 まで改善

認めるも，その後 PSA 上昇し，Docetaxel（75 mg/m2）開始となっ

た．10コース施行し PSA は安定していたため Docetaxel を休薬し経過

観察としていたが再度 PSA 上昇認め，QOL を考慮し Abiraterone へ

変更するも PSA 上昇，Cabazitaxel（25 mg/m2）開始となった．

Cabazitaxel 開始後は PSA（ng/ml) : 7.7→4.7 と改善するも BSI

（％) : 0.476→0.508 と軽度上昇を認めた．その後 PSA（ng/ml) :

9.95 に上昇したため Enzaltamide へ変更した．Enzaltamide へ変更時

胸腰椎などに新規骨転移出現，その後 PSA（ng/ml) : 9.95→13.14→

64.25，BSI（％) : 0.508→3.206→7.663，骨盤 BSI（％) : 0.508→

1.254→3.205 と増加を認めた．今回の症例では Cabazitaxel 開始後

PSA 改善するも BSI 上昇を認めていた．この時期に骨への治療介入

することで病勢コントロールできた可能性があり，部位別 BSI を測

定しておくことで治療箇所決定につながるかもしれない．

前立腺癌陽子線治療後の PSA 再発の局在診断に PSMA-PET が有用

であった 1例 : 伊藤拓也，山口唯一郎，藤本宜正（JCHO 大阪），渡

辺直史（大阪大核医学診療科），石津谷 祐，植村元秀，野々村祝夫

（同泌尿器科） ［症例］72歳，男性．20XX年 9月に前立腺癌（初診

時 PSA 9.240 ng/ml，cT2aN0M0，Gleason score ; 3＋4）と診断され，

根治療法として陽子線治療 74 Gy/37 fr を施行した．20XX＋ 6年 3月

に PSA nadir 0.217 ng/ml となったが，その後 PSA 値は漸増し，

20XX＋10年 5月に 1.595 ng/ml まで上昇した．前立腺MRI では前立

腺に異常信号域を認めたが，20XX＋10年 6月と10月に施行した経会

陰的前立腺針生検ではいずれも悪性所見を認めなかった．骨シンチで

は転移を認めず，通常の FDG-PET/CT では左骨盤壁に淡い集積を認

めたが確定診断には至らなかった．20XX＋ 10年 12月に PSMA-

PET/CT 検査を施行し，前立腺には集積を認めず，左閉鎖リンパ節

に集積を認めた．20XX＋11年 2 月に骨盤内リンパ節郭清術を施行

し，病理診断は前立腺癌のリンパ節転移であった．PSA 値は術前

2.482 ng/ml から術後 9日目に 0.447 ng/ml に低下し， 3カ月後には

0.392 ng/ml となり，外来経過観察中である．［考察］本症例は再発

部位が単発で摘除可能な部位であり，全身状態も良好であったため，

リンパ節郭清術を施行した．ホルモン療法を行わずに PSA 値低下を

認めており，局所治療が病勢コントロールに寄与したと考えられる．

PSMA-PET/CT 検査は PSA 値が 0.2 ng/ml 以上であれば診断可能と

言われており，前立腺癌根治療法後の PSA 再発の早期の転移・再発

部位診断として有用である．

去勢抵抗性前立腺癌に対しロボット支援前立腺全摘除術が有用で

あった 1例 : 伊藤裕基，萩原徳康，近藤啓美，濱本幸浩，長谷川義和

（松波総合），山田 徹（東海中央），川島啓佑（岐阜大形態機能病理

学講座），古家琢也（同病態制御学講座泌尿器科学分野） ［緒言］転

移性（mPCa）あるいは去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対する薬物

治療は，現在大きく様変わりしたが，その予後はまだ不良である．近

年 mPCa に対する原発巣治療介入が，その予後の改善に寄与すると

いった報告が散見されるようになってきた．今回われわれは，骨転移

を有する CRPC に対しロボット支援前立腺全摘除術（RARP）が有用

であった 1例を経験したので報告する．［症例］症例は，76歳，男性．

左下肢痛を主訴に近医を受診．PSA が 365.156 ng/ml，CT および

MRI にて左葉が突出する辺縁不整な前立腺を認め，左閉鎖リンパ節

も腫大していた．また骨シンチにて，多発骨転移も認めた．前立腺生

検にて，グリソンスコア 4＋4 の前立腺癌の診断を得た．cT3aN1M1b

の診断にて直ちにホルモン療法が開始されたが，治療開始 6カ月後に

CRPC となった．その後エンザルタミドを開始したところ，PSA は

0.002 ng/ml まで下降し，画像検査にて前立腺の縮小および骨転移の

消失を認めた．根治の可能性を期待し，RARP を施行．コンソール

時間は54分，出血量は 10 ml であり，周術期合併症は認めなかった．

また病理学的に，pT0 の診断を得た．術後6カ月経過しているが，

PSA は測定感度以下を維持している．［結論］すべての症例に原発巣

介入が有用であるとは現時点では言えないが，今後症例を集積してい

く必要があると思われた．

前立腺全摘除術後の孤発性肝転移に対して転移巣摘除術を行った前

立腺癌の 1例 :林 知行，中川雅之（社会医療法人若弘会若草第一），

佐藤仁彦（内科・泌尿器科さとうクリニック），吉田健志（社会医療

法人健生会土庫総合診療科），宮沢善夫（同病理セ） 症例は80歳，

男性．X年に前立腺癌（cT1cN0M0，iPSA : 13.0 ng/ml）に対して根

治的前立腺全摘除術を実施した．術後 6 カ月目に生物学的再発

（PSA : 0.529 ng/ml）を認め局所放射線治療を行うも，PSA 値の上昇

を認め術後 1年 6カ月目に男性ホルモン遮断療法（リュープロレリン

およびビカルタミド/フルタミド）を開始した．術後 4年目の PSA 値

の再上昇に際し全身精査を行ったところ，CT/MRI で肝 S6 領域に直

径 50 mm の孤発性肝腫瘍を認めた．原発性または転移性肝腫瘍と診

断し肝部分切除術を施行し，切除標本の病理組織学検査で前立腺癌の

所見を得た．現在，転移巣切除術後 4年経過し男性ホルモン遮断療法

を継続中であるが，画像検査で再発転移を認めず PSA ＜0.01 ng/ml

を推移している．前立腺全摘出術後の孤発性肝転移に対して転移巣切

除術を実施し良好な経過を辿る前立腺癌の症例を経験した．孤発性転

移症例に対する転移巣切除は予後改善に寄与する可能性があり，状況

に応じて選択すべき治療手段と考えられる．

前立腺癌尿管転移の 2例 : 松浦昌三，宮井晴加，佐々木有見子，射

場昭典，萩野惠三（りんくう総合医療セ） ［症例 1］76歳，男性．

左水腎症精査目的に当科紹介．CT で左下部尿管に腫瘍が認められ

た．自然尿細胞診 class 3，RP は尿管閉塞のため施行できなかった．
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尿管鏡検査は施行困難と判断し，尿管部分切除術＋膀胱尿管新吻合を

施行した．病理結果は腺癌であり，PSA 免疫染色陽性を示したため

前立腺癌の尿管転移が疑われた．後日，PSA 測定し PSA 8.42 ng/ml

と高値を認め，前立腺生検を施行．前立腺癌尿管転移（Gleason score

5＋5＝10）と診断した．［症例 2］68歳，男性．前医入院加療中に撮

像された CT で左下部尿管に腫瘍を指摘され，RP と尿管鏡検査を施

行されたが，確定診断に至らなかった．手術目的に当科紹介となり，

後腹膜鏡下腎尿管全摘除術を施行した．病理結果は腺癌であり，PSA

免疫染色が陽性を示し前立腺癌の尿管転移が疑われた．術前に測定し

た PSA は 20.83 ng/ml と高値であり，術後に前立腺生検を施行．前

立腺癌尿管転移（Gleason score 4＋3＝7）と診断した．両症例とも尿

管癌を疑い手術した結果，前立腺癌尿管転移と診断した．前立腺癌の

尿管転移は稀であり，若干の文献的考察を加えて報告する．

前立腺前脂肪組織内リンパ節転移を認めた低リスク前立腺癌の 1

例 :保科勇斗，佐藤雄二郎，中園周作，田中良典（武蔵野赤十字），

久米春喜（東京大医学部付属） 症例は78歳，男性．PSA 10 ng/ml

にて受診され，MRI 撮像したところ，尖部側移行域領域に PI-RADS

version 2 にて category 5 を指摘．経直腸的＋経会陰的前立腺針生検を

計20カ所行い，経会陰生検の右辺縁域腹側に Gleason score 3＋3 の病

変を認めた．明らかな転移を認めず，ロボット支援根治的前立腺摘除

術（RARP）実施（病変 1 : 両葉移行域に 30 mm で Gleason score 4＋

5，EPE1，RM1，ly0，v0，pn1，sv0 病変 2 : 左葉辺縁域に 4 mm で

Gleason score 3＋3，EPE0，RM0，ly0，v0，pn0，sv0）．別に提出され

た前立腺前脂肪組織内にリンパ節転移を認めた．前立腺前脂肪組織の

除去は簡便な手技であり，断端の評価にも有用と考えて当院ではルー

チンで病理診断を行っている．前立腺前脂肪組織の中にリンパ節を認

める可能性は非常に低く，その中にリンパ節転移を認める可能性はさ

らに低いとされている．当院にて偶発的に認めた前立腺前脂肪組織内

のリンパ節転移に関し，若干の文献的考察を加えて報告する．

当院で経験したアパルタミド投与後に出現した重症皮疹 2例の報

告 : 宮澤慶行，岡 大祐，中山紘史，周東孝浩，関根芳岳，野村昌

史，小池秀和，松井 博，柴田康博，鈴木和浩（群馬大），遠藤雪恵，

岡 愛菜，上原顕仁，茂木精一郎（同皮膚科） ［症例 1］80代，男

性．前医泌尿器科にてアパルタミド（APA）240 mg/日を開始した

（Day 1）．Day 42 に下肢，体幹に皮疹が出現し 180 mg/日に減量した．

Day 50 に皮疹の増悪を認め抗アレルギー薬が処方された．Day 52 に

39°C 台の発熱あり，スティーブンスジョンソン症候群の疑いと診断

され前医皮膚科入院した．ステロイドパルス，免疫グロブリン投与で

改善なく Day 56 に当院皮膚科に転院し中毒性表皮壊死症の診断で

ICU に入室した．ステロイド内服，ステロイドパルス治療後に皮疹

は一旦改善したが再び増悪し，Day 62 から 6回の血漿交換とステロ

イド増量を行った．Day 66 に ICU を退室，一般病棟に移動した．そ

の後誤嚥性肺炎，尿路感染を契機に心不全が増悪した．内科的加療を

継続したが全身状態が悪化し，Day 83 に呼吸状態が不安定となり死

亡した．［症例 2］70代，男性．前医泌尿器科にて APA の内服を開始

した（Day 1）．Day 48 にGrade 3 の薬疹を体幹に認めたため内服を休

止し Day 52 に急性汎発性発疹性膿疱症の診断で当院皮膚科に転院と

なった．トリアムシノロン 40 mg/day 内服を開始したが，難治のた

め Day 57 にデキサメサゾン 52.8 mg によるパルス療法を 3日間行っ

た．皮疹は軽快し，ステロイド漸減中 Day 73 に紅斑が再燃した．ジ

フルプレドナート軟膏塗布で軽快したため，トリアムシノロン 20

mg/day まで漸減し Day 83 に退院となった．

前立腺肥大症に対するタダラフィル長期投与による排尿状況の検

討 : 天野俊康，雫田繕雅，鈴木智敬，今尾哲也（長野赤十字） ［目

的］前立腺肥大症（BPH）に対する長期タダラフィルの効果につき検

討した．［方法］2014年 4月以降，BPH としてタダラフィルを投与さ

れた89名を対象とした．投与前，投与 1，3，6，12，24，36，48お

よび60カ月後に，国際前立腺症状スコア（IPSS），過活動膀胱症状ス

コア（OABSS）および尿流測定，残尿測定を施行した．［結果］治療

開始時の平均年齢は66.7±11.1歳で，前立腺の平均容量は 29.8±

21.2 ml であった．13名は無効，再来なし，副作用のため中断， 7名

は著効で治療終了， 4名は転居のため他院紹介，11名が他疾患のため

継続中止となった．54名（60.7％）は継続中（12∼23カ月 3 名，

24∼35カ月 5 名，36∼47カ月12名，48∼59カ月25名，60カ月以上 9

名）であった．IPSS 合計点は48カ月後まで有意に低下し，OABSS は

24および60カ月後以外で有意な低下が認められた．尿流測定では，排

尿量は24カ月後で有意に増加，最大尿流量，平均尿流量は 6および12

カ月後に有意に上昇を認めた以外は有意差はなかった．残尿量は投与

後すべての時点で有意な減少を認めた．［考察］BPH に対する長期タ

ダラフィル治療は，継続率も高く，投与48カ月後までは有意な自覚的

排尿症状の改善が認められ，残尿も継続的に減少しており，有用と考

えられた．

タダラフィル長期投与例における前立腺体積の検討 :黒田秀也（泌

尿器科くろだクリニック） タダラフィル 3年投与例における安全性

と有効性について，第26回日本排尿機能学会・第69回日本泌尿器科学

会中部総会報告にて報告した．今回前立腺体積（PV）に関して検討

した． 1年投与例158例（平均年齢67.0歳）のうち69歳以下102例の

PV は 35.8 cm3，70歳以上56例の PV は 37.6 cm3 で，高齢者群で有意

に PV は大きかった（P＝0.05）． 2年投与例109例（平均年齢67.0歳）

では，69歳以下70例の PV は 35.5 cm3，70歳以上39例の PV は 40.0

cm3 で， 3 年投与例74例（平均年齢66.8歳）では，69歳以下49例の

PV は 36.3 cm3，70歳以上25例の PV は 42.8 cm3で，高齢者群で PV

が大きい傾向が見られたが有意差はなかった．タダラフィル単独投与

例と他剤（α1 遮断薬・5α 還元酵素阻害薬，β3 作動薬など）併用群

に分けて検討したところ， 1年投与・単独投与群88例の PV は 32.5

cm3，他剤併用群70例の PV は 41.5 cm3， 2年投与・単独投与群56例

の PV は 31.2 cm3，他剤併用群53例の PV は 43.4 cm3， 3年投与・単

独投与群36例の PV は 31.1 cm3，他剤併用群38例の PV は 45.5 cm3

で， 1∼ 3年投与例のいずれでも他剤併用群の方が有意に PV は大き

かった．治療成績では，IPSS，IPSS-QOL において長期有効性が認め

られており，，PV が大きい症例では，他剤併用により結果的に症状

の改善と安定をもたらしたものと考えられる（日本排尿機能学会雑

誌．30 : 456-462，2019）．

実臨床におけるタダラフィルの有用性の検討 :岡田卓也，舟橋優里

奈，小池修平，池内亮介，宗田 武（北野），田代 結（京都大）

［目的］LUTS に対するタダラフィル（Tad）の有用性を，当院の治

療成績に基づき検討した．［対象］2014年 8月より2019年12月の間に，

LUTS に対し Tad を投与した症例のうち，治療前後の評価が行われ

ている73例．［結果］年齢は中央値71歳．Tad の投与前，α 遮断薬が

57例，抗コリン剤が17例に投与されており，前立腺肥大症の重症度分

類は軽症/中等症/重症が 1例/35例/37例であった．Tad投与後，IPSS

総スコア（17.0→14.8，p＜0.01），QOL スコア（4.5→3.9，p＜

0.001）はそれぞれ有意に改善し，IPSS のサブスコアでは閉塞症状ス

コア（index 3，5，6 の合計）は7.3→6.0（p＜0.01）と良好な改善を

認めたものの，刺激症状スコア（index 1，2，4，7 の合計）は 9.7→

8.7（ns）と改善は不良であった．投与開始後 1年の間に，73例中45

例が投与中止ないし薬剤調整（α 遮断薬，抗コリン剤追加など）に

至っており，その理由は37例が無効， 8例が有害事象であった．患者

背景を検討した結果，投与前の前立腺肥大症重症群（p＜0.05），

IPSS 刺激症状スコア不良群（p＜0.01）で，投与中止，薬剤調整が多

く発生していた．［結語］Tad は LUTS 改善に有用であるものの，実

臨床では半数以上が投与中止，薬剤調整に至っていた．特に刺激症状

の強い患者の場合，Tad 投与による症状の改善が乏しく，中止に至

る例が多くなることに注意が必要である．

当院における HoLEP による過活動膀胱改善効果 :坂田裕介，望月

康平，石井淳一郎（医療福祉大熱海），平野修平（北里大），高口 大

（横須賀市立うわまち），土橋正人（どばし泌尿器科クリニック）

［目的］前立腺肥大症にしばしば合併する過活動膀胱は，BPH の治療

後も回復しないことがあることが知られている．当院における

HoLEP 術後の過活動膀胱（OAB）改善効果について検討した．［方

法］2015年 7月から2020年 3月まで，当院において HoLEP 施行した

250例のうち，術前，術後に IPSS，OABSS を確認できた200例を対象

とした．術後 3カ月以降の OABSS 3点以上，切迫感のスコア 2点以

上を OAB ありとし，その他を OAB なしとして，術前のパラメー

ターを含め検討した．［結果］平均年齢は73.9±6.8 歳，BMI 23.5±

3.4 ，前立腺体積 74.7±36.3 g，核出重量 39.4±28.6 g であった．

術前に OAB と診断された症例で術後の OAB 改善率は68.5％（p＝

0.049）であった．OAB 改善症例の術前パラメータとの検討では

IPSS 内の尿意切迫感，OABSS 内の切迫性尿失禁，OABSS トータル

スコアに有意差を認めた．［考察］HoLEP は閉塞を解除する手術であ
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るが，OAB についても有意差を持って改善させた．

レーザー前立腺蒸散術（PVP）の限界 :山下遥介，三浦隆大，河村

駿，角井健太，奥野優人，田口 功，川端 岳（関西労災） 前立腺

肥大症（BPH）に対して様々な外科的治療が行われている．標準術式

は経尿道的前立腺切除術（TURP）であるが，その他にも多くの術式

が存在する．PVP は比較的新しい術式であり，出血のリスク，尿道

カテーテル留置期間，入院期間に関しては他の術式と比較して有利だ

が，前立腺体積の大きなものに関しては再手術率が高いとされてい

る．当院で前立腺肥大症に対し PVP を施行した症例を対象に，国際

前立腺症状スコア（IPSS），QOL スコア，尿流量測定検査，残尿量，

再手術率などに関して若干の文献的考察をまじえて検討した．

経直腸超音波ガイド下経尿道的手術の経験 :川村研二（恵寿総合）

［はじめに］経直腸超音波ガイド下経尿道手術の有用性・安全性につ

いて評価したので報告する．［対象と方法］対象は経尿道的前立腺剥

離術（TURP 併用）196例，TURBT 105例．経直腸超音波は下方より

45度の角度でプローブを挿入しホルダーで固定，超音波は日立製，内

視鏡はオリンパス社製を用いた．外部出力ユニット増設し超音波画像

をDVI で出力，ビデオシステムから録画配線を CLONEOUT の端子

から出力することで内視鏡と超音波を同一画面に表示させた．［結果］

術中に重篤な併発症は認めず，穿孔例，輸血例も認めなかった．内視

鏡操作時に，内視鏡とプローブが干渉することはなかった．経尿道的

前立腺剥離術の切除重量中央値 25 g，範囲 2∼133 g，手術時間中央値

50分，範囲11∼243分，剥離時間中央値は 9分，範囲 1∼37分であっ

た．前立腺剥離部位が明確になり，腺腫を TUR 切除する時も残存腺

腫，被膜の確認が容易であった．TURBT でも超音波ガイド下で手術

部位が明確になり穿孔を回避できた．［結語］内視鏡と超音波を同一

画面に表示させることで，手術部位を認識でき経尿道的手術の併発症

は減少し，安全性が向上した．

副腎悪性リンパ腫の 1 例 : 中尾美奈子
1
，金子昌里南

1,2，井上裕

太
2
，森 優

1
，伊達成基

1
，根来英樹

3
，納谷佳男

1（1長浜市立湖北，2

京都府立医大，3市立長浜血液内科） ［目的］今回，高齢者に発生し

た左副腎悪性リンパ腫を経験したので若干の文献的考察を交えて報告

する．［方法］症例は84歳，男性．既往に脳梗塞，高血圧があり，抗

血小板剤を内服している．逆流性食道炎および食道癌鑑別に撮影した

CT で，2.4 cm の左副腎腫瘍を認め，当科紹介受診． 7年前の腹部

CT では副腎腫瘍を認めなかったが，半年前の胸部 CT で 1.4 cm の

左副腎腫瘍を認めていたが，読影で指摘されていなかった．［成績］

ホルモン内分泌学的検査で異常は認めず，MIBG シンチで褐色細胞腫

を疑う所見はなく，増大傾向であるため，副腎悪性腫瘍を疑い，腹腔

鏡下左副腎摘除術を施行した．手術時間は 3 時間37分，出血は 80

ml．ゲロータ脂肪織と副腎は癒着しており，剥離が困難であったた

め，副腎を含めてゲロータ脂肪織を腎から一塊に剥離摘出した．摘出

組織は左副腎悪性リンパ腫 DLBCL の診断であった．病理診断確定後

に測定した sIL2 は 675 U/ml であった．MRI∼DWIBS，PET∼CT で

他部位に悪性リンパ腫を指摘できず，左副腎原発と診断した．血液内

科で化学療法を 3コース施行したが，せん妄にて中断，以後経過観察

中だが， 1年を経過した時点で再発を認めていない．［結論］副腎に

発生する悪性リンパ腫は比較的稀な疾患とされているが，副腎悪性腫

瘍を疑う経過の場合は鑑別疾患として念頭におくべき疾患の 1つであ

る．

副腎皮質癌と鑑別を要した胃癌後腹膜転移の 1例 : 武澤雄太，瀧本

篤弥，四柳智嗣（厚生連高岡），瀬戸 親（富山県立中央） 症例は

89歳，男性．82歳時に進行胃癌のため胃全摘＋脾摘＋胆嚢摘出術を施

行された．2019年 5月に入って左前胸部違和感を自覚するようにな

り，その後増悪し，発熱も認めたため救急外来受診となった．その際

の単純 CT で両側肺炎，左副腎腫瘍を認めたため内科入院加療開始と

なった． 1週間ほどで肺炎は改善し退院となったが， 6月はじめに

なっても左前胸部違和感が改善せず，狭心症の疑いで循環器内科受診

となった．その後も胸部違和感は治まらず，数回救急受診を繰り返し

た．胸痛の原因が左副腎腫瘍である可能性が考慮され，腫瘍内科受診

となり，画像所見，腫瘍増大のスピードなどから副腎皮質癌が疑われ

7月後半に当科紹介となった．副腎ホルモン精査では明らかな異常は

認められなかった．はじめ無治療経過観察とすることを提案したが，

左胸部違和感がおさまらないことなどから手術を希望された． 9月に

開腹副腎腫瘍摘除術を施行し，病理結果は低分化型腺癌で，既存の副

腎は腫瘍に埋没し不明瞭であり，主体は副腎外の腫瘍の浸潤からなっ

ていた．このことから胃癌の後腹膜転移と診断された．副腎皮質癌は

きわめて稀な腫瘍であり，頻度は 1年間で100万人あたり1.0人とされ

る．まず CT ガイド下生検を施行することも考慮されたが，副腎皮質

癌の診断は難しいとされ，手術治療を行った．

同時発生した副腎 Black adenoma と褐色細胞腫の 1例 :請田翔子，

清水洋祐，山口立樹，宇都宮紀明，金丸聰淳（神戸市立西神戸医療

セ） 症例は71歳，女性．他科で撮影した CT 検査にて約 2 cm の右

副腎腫瘍を指摘され当科受診．以前から高血圧を認めていた．生化学

検査では尿中メタネフリン，血中カテコールアミンは正常，低用量デ

キサメタゾン抑制試験にてサブクリニカルクッシング症候群と診断し

腹腔鏡下右副腎摘除術を施行した．手術時間 1時間31分，出血少量で

術中の血圧変動は認めなかった．病理学的所見は 2 cm 大の副腎皮質

腺腫（black adenoma）と 2 mm 大の褐色細胞腫が混在していた．術後

6カ月現在，再発なく経過している．副腎偶発腫は副腎疾患以外の病

状に対して行われる画像検査中に偶然発見された直径 1 cm 以上の副

腎腫瘤である．そのうち約10％は両側性または複数の腫瘤で構成され

るが，同じ腺に副腎皮質腺腫と褐色細胞腫が同時発生する報告はわず

かしかない．本症例のような black adenoma と褐色細胞腫の同時発生

例はさらに稀であり，調べうる限りでは報告されていない．文献的考

察を加え検証する．

腹腔鏡下に摘出した巨大ダンベル型神経鞘腫の 1例 : 加藤昌生，田

坂晋作，藤井照護，上田晃嗣，小深田義勝，松原昭郎（JA 広島総

合） 症例は47歳，男性．主訴は左下肢痺れ．2012年健診の腹部エ

コーで左腎腫瘍疑いを指摘され当科受診された．CT，MRI で左

L1/2 椎間腔内外の長径 90 mm ダンベル型腫瘍と診断した．エコー下

生検で脊髄神経鞘腫の病理診断であった．良性腫瘍であり自覚症状も

ないため当院整形外科で経過観察の方針となった．2019年 4月より左

下肢痺れが出現したため整形外科で手術適用と判断され，2019年 7月

に整形外科と合同で手術する方針とした．まず腹臥位で整形外科によ

り左 L1 ダンベル型硬膜外腫瘍摘出術施行した．続いて右側臥位とし

残存腫瘍に対し当科で腹腔鏡下に手術した．腫瘍は大腰筋から後腹膜

腔にも突出していたため経腹膜到達法を選択した．経腹腎摘のアプ

ローチと同様に脾臓を脱転後，左腎も脱転し腫瘍を同定した．脊髄機

能モニタリングを行いながら腫瘍を摘除した．気腹時間183分，総手

術時間459分，総出血量 130 ml であった．摘出した病理診断は神経鞘

腫であり悪性所見は認めなかった．術中術後の合併症なく，術後，左

下肢痺れ消失した．術後 1年目の MRI でも腫瘍残存および再発は認

めていない．

CT 画像で診断された副腎骨髄脂肪腫13例の臨床的検討 : 堀谷

弘，井之口舜亮，田中 亮，朝倉寿久，川村憲彦，角田洋一，中川勝

弘，蔦原宏一，高尾徹也（大阪急性期・総合医療セ） ［目的］当院

における副腎骨髄脂肪腫の臨床的検討を行った．［方法］2009年から

2020年までの12年間で，CT 画像で副腎骨髄脂肪腫と診断された13例

（男性 7例，女性 6例）の臨床経過を後ろ向きに検討した．［結果］年

齢は52∼90歳（平均67.6歳），全例で CT や MRI などの画像検査で

偶発的に発見され，有症状の症例はなかった．患側は右 3例，左 8

例，両側 2例，初診時の腫瘍長径は 15∼135 mm（平均 51.5 mm）で

あった． 13例中 2例で石灰化を認め，MRI 画像を撮影された 5例で

は同様に副腎骨髄脂肪腫の診断であった． 1例のみ手術切除され，病

理診断は副腎骨髄脂肪腫であった． 9例が経過観察され，観察期間は

7∼61カ月（平均26.7カ月）であった．観察期間中の腫瘍径の変化は

0∼12 mm（平均 2 mm）で，経過中に症状を認めた症例はなかった．

［考察］副腎骨髄脂肪腫は CT 画像で腫瘍の大部分が脂肪の濃度を呈

するため，診断は容易とされている．当院での最長経過観察期間は61

カ月であり，最大径は 135 mm であったが，その期間中に腫瘍径はほ

ぼ変化を認めず，症状を認めた症例もなかった．副腎偶発腫瘍では腫

瘍径が大きいものは手術加療を選択することがあるが，副腎骨髄脂肪

腫と診断された場合は経過観察が推奨されると考えられた．

褐色細胞腫に対する腹腔鏡下副腎摘除術の臨床的検討 :渡部明彦，

七谷直紀，坪井康真，大島記世，菊島卓也，安川 瞳，池端良紀，伊

藤崇敏，西山直隆，藤内靖喜，北村 寛（富山大） ［目的］褐色細

胞腫に対する腹腔鏡下副腎摘除術について臨床的検討を行った．［対
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象・方法］2005年 1月∼2020年 4月に，褐色細胞腫に対し当科で腹腔

鏡下副腎摘除術を施行された17例を対象として，周術期成績ならびに

術中高血圧，術後低血糖を生じるリスク因子について後ろ向きに検討

した．［結果］年齢56.2±12.1歳．男性 7例，女性10例．BMI 22.6±

3.38．患側は左 9例，右 8例．腫瘍径 40.7±23.0 mm．術前血中ア

ドレナリン 328. 1± 418. 5 pg/ml，ノルアドレナリン 2, 715. 6±

3,490.0 pg/ml，ドーパミン 25.0±18.9 pg/ml．手術時間180.6±83.2

分．出血量 80.6±123.9 ml．術中最高血圧 ＜200 mmHg 群と比較し

て，≧200 mmHg 群では単変量解析において有意に BMI が低値で，

術前血中ノルアドレナリンが高値であった（p＜0.05）．術後低血糖

を生じた症例群では，生じなかった群に比較して術前血中アドレナリ

ンが有意に高値であった（p＜0.01）．［結語］BMI 低値，術前血中ノ

ルアドレナリン高値を示す症例では 200 mmHg を超える術中高血圧

を，術前血中ノルアドレナリン高値を示す症例においては術後低血糖

を生じるリスクが高いことを念頭に置いて手術に臨むことが大切であ

る．

当院における副腎皮質癌の治療経験 :小早川祐輝，磯部輝紀，松本

大輔，松山奈有佳，岩月正一郎，浜本周造，梅本幸裕，安井孝周（名

古屋市大） ［目的］副腎皮質癌は希少な腫瘍であり，進行癌の予後

は悪い．そこで，当院で治療した副腎皮質癌の中で 2年以上の長期生

存が得られた症例について検討した．［方法］当院で2003年 8 月∼

2019年12月に副腎皮質癌と診断された 9例を対象とした． 2年以上の

長期生存が得られた症例は 3例（長期群）であった．［結果］全症例

の年齢中央値は51歳，女性が88.8％，腫瘍長径の中央値は 113.0 mm

で あっ た．Clinical Stage は T2 が 6 例（66. 7％），T3 が 2 例

（22.2％），T4 が 1 例（11.1％）であった．N1 は 4 例（44.4％），

M1 は 5 例（55.6％）であった．外科的切除は 5 例（55.6％）で施

行，ミトタンは 6例（66.7％）に使用した．生存期間の中央値は10カ

月であった．一方，長期群の年齢中央値は 48歳，全例が女性，

Clinical Stage は全例T2であり，N1 は 1例，M1 は 1例であった．全

例外科的切除を施行し，ミトタンは 2例で使用した．ミトタンに抵抗

を示した 1症例でパクリタキセル・カルボプラチン併用療法が奏功し

た．［考察］長期生存を目指すには，原発巣を含めた外科的切除が必

須であることが示唆された．有転移症例に対しては，ミトタンや化学

療法が奏功することもあったが，効果は限定的であり，今後の新薬適

応拡大が期待される．

悪性腫瘍が疑われた精索腫瘍の 3例 : 高瀬雄太，坂田宏行，小泉文

人，八尾昭久，中村一郎（神戸市立医療セ西市民） 今回われわれは

悪性腫瘍が疑われ高位精巣摘除術を行った精索腫瘍を 3例経験したの

で報告する．［症例 1］69歳，男性．右鼠径部無痛性腫瘤を主訴に当

科を受診．MRI にて右精索に径 15 mm の腫瘤，右腸腰筋部に径 20

mm の腫瘤を認めた，まず右高位精巣摘除術を施行し病理組織学的診

断は増殖性精索炎であった．その後，腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘除術を施

行し病理組織学的診断は悪性中皮腫であった．［症例 2］80歳，男性．

右鼠径部有痛性腫瘤を主訴に当科を受診．MRI にて右精索に径 20

mm の腫瘤を認め，腸間膜の脂肪織内に軟部陰影が多発しており右精

索腫瘍，腹膜播種疑いと診断した．右高位精巣摘除術を施行，病理組

織学的診断は増殖性精索炎であった．術後 1カ月後の CT にて腹腔内

の軟部陰影については自然消退していた．［症例 3］75歳，男性．左

鼠径部無痛性腫大を主訴に当科を受診．MRI にて左鼠径管内から陰

嚢にかけて径 140 mm の腫瘤，骨盤内後腹膜腔に径 17 mm の腫瘤を

認め左精索腫瘍，骨盤内転移の疑いで左高位精巣摘除術，骨盤内腫瘍

摘除術を施行した．病理組織学的診断は精索原発の脱分化型脂肪肉

腫，骨盤内転移であった．精索腫瘍は比較的稀な疾患であり，術前に

良悪の鑑別が困難な場合が多い．自験例も 2例は良性腫瘍であった．

精索腫瘍の診断について文献的考察を加え報告する予定である．

精索脂肪肉腫の 2例 :新澤 玲，長坂康弘（富山赤十字），前田宜

延（同病理診断科），鳥海 蓮（石川県立中央），長澤丞志（富山西総

合） 症例 1 : 74歳，男性．排尿困難を主訴として受診した．左陰嚢

から鼠径部にかけて巨大な腫瘤を触知し，CT では左腎下極∼左鼠径

部，左前腹壁，左陰嚢に内部不均一な多房性巨大腫瘤を認め，傍大動

脈∼左鼠径部にリンパ節腫大が散見された．症例 2 : 80歳，男性．左

陰嚢の腫大を主訴に受診し，CT では精巣の頭側に直径 4 cm の石灰

化を伴う低吸収∼高吸収が混在する腫瘤を認めた．両症例ともに左精

巣，精索，腫瘍を一塊として摘除した．症例 1では骨盤内まで腫瘍が

連続していたため，外鼠径輪で腫瘍を結紮，切断し摘除した．病理組

織学的所見では脂肪細胞の大小不同とクロマチンが濃染する異型核を

認め脂肪肉腫と診断した．また，症例 1 では疼痛緩和目的に 39.6

Gy/22 Fr の放射線外照射を行ったが全身化学療法は行わず，術後11

カ月の CT で腫瘍の増大を認め，術後 1年 6カ月で死亡した．症例 2

では追加治療は行わず，術後 2年経過で再発は認めていない．精索に

発生する脂肪肉腫は比較的稀な疾患であり，上記 2症例について若干

の文献的考察を加え報告する．

当院における精巣腫瘍の後方視的検討 :松井祐輝，一村侑樹，橋本

湧，杉下裕勇，谷藤 暁，山岸元基，山本健郎，太田道也，佐々木春

明（昭和大藤が丘） ［目的］精巣腫瘍は比較的稀な悪性腫瘍であり，

すべての悪性腫瘍の 1％程度であるが，若年男性の中で最も一般的な

固形悪性腫瘍である．その発生率は，特に先進国で，過去数十年の間

に高まっている．そこで当院における精巣腫瘍の治療成績を検討し

た．［対象・方法］2016年から2020年までに昭和大学藤が丘病院泌尿

器科で入院加療を行った精巣腫瘍32症例を対象として後方視的に検討

した．統計学的有意差は Student’s-t test および Fisher 正確確率検定に

よった．［結果］全体の平均年齢は48.9±16.9歳であった．そのうち

セミノーマは19例であり，平均年齢は45.7±13.8歳であった．非セミ

ノーマは 7例であり，平均年齢は37.7±11.8歳であった．精巣悪性リ

ンパ腫は 6例であり， 5例は diffuse large B-cell lymphomaであった．

精巣悪性リンパ腫の平均年齢は67.8±10.2歳であり，胚細胞性腫瘍と

比較すると有意に年齢層は高かった（P＜0.001）．セミノーマ19例の

うち18例が stage I（Tl : 14例，T2 : 4例）， 1例が stage 3B であった．

非セミノーマ 7例のうち 6例が stage I（T1 : 1例，T2 : 5例）， 1例

が stage 3B であった．観察期間内に Stage I セミノーマおよび Stage I

非セミノーマの死亡は認められなかった．［結論］Stage I セミノーマ

および非セミノーマは，観察期間内において良好な病勢コントロール

が得られていた．

上行結腸癌陰茎転移の 1例 : 高田真吾，児玉浩一，高瀬育和，齋藤

勝彦（富山市民） 症例は83歳，男性．腹痛，食思不振を契機に上行

結腸癌が見つかった際，すでに CT 上多発肺転移，肝転移，胸膜播

種，リンパ節転移を伴っていた．また，診断時には陰茎根部に大豆大

の無痛性腫瘤を 1∼ 2個自覚していた．結腸右半切除の結果，病理組

織は type 2，tub 2，pT3（ss），int，INFb，ly2，v0，PN0，rm（−），

pm（−），dm（−），Stage 4 であった．術後，陰茎の腫瘤の増加およ

び増大を認めたため当科紹介となった．視診上は陰茎に異常を認めな

かったが，触診上陰茎根部に全周性に数珠状の腫瘤を触知した．

MRI では陰茎の海綿体にびまん性に拡がる乏血性腫瘤が認められ，

一部白膜の断裂も疑われた．陰茎腫瘤の生検を施行したところ大腸由

来の低分化型腺癌細胞の転移と診断された．結腸癌に対して

FOLFOX6 による全身化学療法が施行されたが，病勢は増悪の一途を

辿り，陰茎に関しても全体的に石様硬の持続勃起状態となった．大腸

癌と診断された 5カ月後に全身状態悪化のため死亡した．悪性腫瘍が

陰茎に転移を来たすことは稀である．これまで本邦では主に消化器，

泌尿生殖器，呼吸器を原発とした陰茎転移の報告がある．結腸癌陰茎

転移は自験例を含め 9例であり，中でも上行結腸癌からの転移の報告

例として本例は 3例目であった．今回は本邦で報告された悪性腫瘍の

陰茎転移例を集計して報告する．

TUR-P で発見された肺癌の尿道転移の 1例 : 上田翔太，米田尚生，

藤本祥太，玉木正義（岐阜市民） 79歳，男性．前立腺肥大症で近医

通院中，タダラフィルとナフトピジル内服中であったが，頻尿症状増

悪し手術加療目的に当院紹介受診．HoLEP を施行した．喀出検体に

は悪性所見を認めなかった．入院時の胸部 Xp で異常陰影認めたた

め，呼吸器内科コンサルト．気管支鏡検査，PET 検査にて左下葉肺

癌と診断．限局型であり呼吸器外科で胸腔鏡下下葉切除を施行．病理

は大細胞癌で T2aN0M0 Stage IB，高齢のため補助化学療法は施行せ

ず経過観察となった．術後半年フォローで画像，腫瘍マーカー上は転

移・再発所見を認めなかったが，肉眼的血尿を認め，当科再紹介と

なった．膀胱鏡検査を施行し，前立腺部に腺腫と膀胱結石を認めたた

め，TUR-P と膀胱結石摘除術を施行した．しかし切除標本の病理組

織診は前立腺組織ではなく，追加免疫染色を行い PSA，NKX3.1 は

陰性，TTF-1 陽性で肺癌の転移と診断した．PET 再検で腹部リンパ

節転移も認め，現在化学療法にて加療継続中．肺癌の転移病変として

は非常に稀な尿道転移を来たした症例を経験した．
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当院における陰茎癌11例の検討 :吉澤賢祐，金澤秀幸，永山 洵，

庄 紀江，山本晃之，小嶋一平，寺島康浩（豊橋市民） ［目的］陰

茎癌は稀な疾患であるので，当院で経験した症例について考察を加え

て報告する．［方法］対象は，当院で2011年 4月から2020年 4月まで

の期間で治療した陰茎癌11例．［結果］初診時の年齢の中央値は70歳

（41∼83歳）であった．受診の契機となった主訴は，陰茎腫瘤が 5例，

亀頭部の出血 2例，亀頭部の痛み 2例，排尿時痛 1例，陰茎硬結 1例

であった．術前の病気診断は AJCC 分類で 1期が 6例， 2期が 1例，

3A 期が 2例，3B 期が 1例， 4期が 1例であった．術前血清 SCC は

8 例で測定されており，中央値は 2.45 ng/ml（0.9∼17.1）であっ

た．治療は 1期および 2期の 7例で陰茎部分切除を施行し，3A 期の

2例では陰茎部分切除と右鼠径リンパ節廓清，3B 期の 1例で陰茎全

摘， 4期の 1例で陰茎部分切除と左鼠径リンパ節廓清を施行した．病

理診断は，全例が扁平上皮癌の診断であった．術後の再発は， 1期の

1例に左鼠径リンパ節に認め，後に左鼠径リンパ節廓清を施行した．

現時点では癌死は 0例，他因死で 1例を認めている．［考察］自験例

では40歳代が 1例，50歳代が 4例，70歳代が 5例，80歳代が 1例で60

歳未満の比較的若年の発症が約半数を占めていた．排尿時痛を主訴と

する場合も存在したため，陰茎の診察は重要である．

キノロン耐性菌スクリーニングによる前立腺生検後感染の予防効果

と抗菌薬選択についての検討 : 東 真一郎，吉尾裕子，稲葉草太，服

部優奈，寺邊隆史，加藤桃子，佐々木 豪，加藤 学，舛井 覚，西

川晃平，井上貴博（三重大医学部附属） ［目的］近年，直腸細菌叢

におけるキノロン耐性菌の増加に伴い前立腺生検後の感染症が増加し

てきており，時に敗血症に至り重症化することもある．今回，われわ

れは直腸スワブ便培養によるキノロン耐性菌検出率とキノロン耐性菌

に対する抗菌薬選択について検討した．［方法］2013年 3月∼2019年

12月に当科において経直腸的，または経直腸的＋経会陰的前立腺生検

を施行した764例を対象とした．全症例に生検前に直腸スワブ便培養

と過去 1年間における抗菌薬使用歴の問診を行い，キノロン耐性菌検

出の有無により抗菌薬選択を 2群に分けた．キノロン耐性菌非検出群

には，cefmetazole（CMZ）1. 0 g× 2/day（ 1 日間）と levofloxacine

（LVFX）500 mg/day（ 4日間），キノロン耐性菌検出群には CMZ 1.0

g×2/day（2.5日間）を投与した．［成績］764例中，前立腺生検後の

感染症を発症した症例は 6例（0.79％）であった．直腸スワブ便培養

では306例（40.1％）でキノロン耐性菌を検出し，その中で感染症を

認めたのは 2例（0.65％）であった．また，キノロン耐性菌の有無と

抗菌薬使用歴の関連について x2 独立性の検定を行ったところ，p＝

0.451 で有意な関連はなかった．［結論］前立腺生検後感染予防に直

腸スワブ便培養は有用であった．キノロン耐性菌検出群に対して

CMZ が有効であり，投与期間に関しては今後さらなる検討が必要と

考えられた．

男性外来患者における基質特異性拡張型 β-ラクタマーゼ（ESBL）

産生菌の直腸内長期間保菌について :窪 亜紀，古木孝二，北野可那

子，谷内正人，尾田真一（恵寿総合臨床検査課），川村研二（同泌尿

器科） ［はじめに］現在まで，健常人の ESBL 産生菌の長期保菌期

間についての報告はない．男性外来患者について，ESBL 産生菌の直

腸内保菌期間を検討した．［対象と方法］PSA 高値で直腸培養を施行

し，ESBL 産生大腸菌が検出された外来男性通院患者10例（年齢中央

値73.5歳，範囲59∼88歳）を対象とした．培養は ESBL スクリーニン

グ寒天培地を用いた．［結果］観察期間の中央値は34カ月（範囲 :

25∼41カ月）であり，直腸培養回数の中央値は7.5回（範囲 : 6∼13

回）であった．全例で尿培養では ESBL 産生菌は検出されず，直腸培

養でのみ ESBL 産生菌が検出された．陰性化例は10例中 6例（60％）

であり， 4例は初診時または 2回目まで ESBL 産生大腸菌が検出さ

れ，その後陰性化した． 1例は12カ月間 ESBL 産生大腸菌を継続的に

検出したが，その後41カ月目まで陰性化， 1例は 8カ月目まで ESBL

産生大腸菌を検出，その後 2回の陰性を経て18カ月目に直腸培養で

ESBL 産生 K. pneumoniae を 1回のみ検出，その後34カ月まで陰性化

した．陽性継続例は10例中 4例（40％）であり，陽性継続期間は12，

20，25，29カ月間であった．［結語］重篤な基礎疾患のない外来通院

患者でも，長期間，直腸内に ESBL 産生菌を保有する群が存在してい

ることが明らかとなった．今後，生体内における ESBL 産生菌の遺伝

動態などに関するさらなる研究が必要である．

当科における結石性閉塞性腎盂腎炎の検討 :山下朱生，渡邊大祐，

箕輪忠明（順江会江東），水嶋章郎（順天堂大緩和医療学） ［目的］

閉塞を伴う結石性腎盂腎炎は敗血症や DIC など致死的な経過を経る

ことがある．当科で経験した外科的ドレナージを行った閉塞性腎盂腎

炎について検討した．［方法と対象］2014年 1月より2019年12月まで

の間に，当科で外科的ドレナージを行った結石性腎盂腎炎38症例につ

いて臨床的検討を行った．［結果］平均年齢72.5歳（33∼100歳），男

性 6例，女性32例であった．合併症としては糖尿病は 5例，PS ≦2

は28例，PS ≧3 は10例，平均入院期間は15.9日（ 0∼56日）．結石長

径の中央値 9.1 mm（1.0∼50.0 mm），外科的ドレナージ方法は尿管

ステント留置36例，腎瘻 2例．尿培養を行ったうち起因菌は E. coli が

最も多く，血液培養は14例に陽性であった．初期抗菌薬はセフトリア

キソン（CTRX）が 8例であり， 7例については播種性血管内凝固症

候群（DIC）の治療を要し，敗血症ショックに対し昇圧を必要とした

症例は 2 例であった．最終加療については TUL 16例，腎摘 2 例，

ESWL 3例，ステント交換またはステント抜去は17例であった．死

亡例 1例については感染コントロール後の肺炎が原因であった．［考

察］結石性腎盂腎炎は敗血症性ショック，DIC といった重症化に至

る危険性が高く，緊急ドレナージを含め，適切な治療が必要である．

セファゾリン供給困難時期における当科での周術期抗菌薬の使用状

況と臨床アウトカム :惠谷俊紀
1
，朝岡みなみ

2
，近藤周平

2
，清水伸

彦
1
，野田祐介

1,3，永井 隆
1
，野崎哲史

1,4，飯田啓太郎
1,5，内木

拓
1
，安藤亮介

1
，河合憲康

1
，柳田 剛

2
，中村 敦

2
，安井孝周

1（1名

古屋市大，2名古屋市大感染制御室，3愛知県厚生農業協同組合連合会

豊田厚生，4名古屋徳洲会総合，5社会医療法人宏潤会大同） ［背景］

2019年 3月に，原薬の供給困難によりセファゾリンが供給困難となっ

た．さらに，セフォチアムなどのセファゾリンの代替薬となる薬剤も

供給困難に陥った．当科では周術期予防抗菌薬として代替としてホス

ホマイシンを中心とする薬剤を使用し対応を行った．今回われわれ

は，上記の薬剤の供給困難時期の前後における周術期予防抗菌薬の使

用状況とその臨床アウトカムを評価した．［方法］2018年 4月∼2020

年 3月に当科で経尿道的膀胱腫瘍切除術をうけた患者269名を対象と

した．周術期予防抗菌薬の種類と人数は，セフォチアム146名，ホス

ホマイシン89名，その他の抗菌薬が34名であった．年齢の中央値や手

術時間の中央値はいずれも有意差を認めなかった．［結果］セフォチ

アム群，ホスホマイシン群，その他の抗菌薬群における在院日数中央

値はそれぞれ 6，5，5日であり，有意差を認めなかった．術後の最

高体温中央値はいずれの群も 37.1°C で有意差を認めなかった．術後

の血液検査における CRP，AST，ALT，クレアチニン値，白血球数，

好中球％，術前の尿中白血球数，術後の尿中白血球数は，群間での差

を認めなかった．［結論］セファゾリン供給困難時期において，ホス

ホマイシンを中心とする薬剤を使用することで，臨床アウトカムの悪

化を来たさずに対応することができた．

当院で経験したフルニエ症候群 6例の臨床的検討 :長妻克己，桃野

梨恵（医誠会） ［目的］フルニエ症候群は，感染の炎症が筋膜に

沿って広範囲に波及する感染性壊死性筋膜炎である．今回われわれ

は，2014年 4月から2020年 3月までに当院で経験したフルニエ症候群

6例の臨床的検討を行った．［患者および方法］患者は男性 5名，女

性 1名．年齢は平均75歳（64∼88歳）．基礎疾患なしが 2例．ありが

4例．DM が 2例．多系統萎縮症と脊椎損傷を有する症例それぞれ

1例に褥瘡があり，フルニエ症候群の誘因と考えられえた．全例初診

当日に入院となった．入院時 UFGSI スコアは，平均 8.7（renge

4∼16）であった．入院当日または翌日に，全例に対して皮膚切開ド

レナージ・デブリードマン術を施行した．［結果］転帰は，UFGSI ス

コアが16の 1例が皮膚欠損部の再建には至らずに死亡した．生存 5例

の UFGSI スコア平均は 7.2 であった．皮膚欠損部の再建手術は 4例

に施行され 1例の創は二次癒合した． 3例に植皮術を施行した．生存

5例すべてにおいて，発症より29∼100日後に治療により創は完全治

癒した．術前歩行可能であった 3例は，すべて歩行可能となった．退

院後に再発を認めた症例はなかった．［結論］当院で経験したフルニ

エ症候群の 6例の臨床的検討を行った．早期の診断治療が重要と考え

られた．フルニエ症候群を疑う場合には，直ちに CT スキャンなどで

診断をして，速やかにデブリードマン術を施行するべきだと思われ

た．
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CT ガイド下穿刺によるドレナージで軽快した右気腫性腎盂腎炎の

1 例 :奥野智也，植村祐一，加藤敬司，福澤重樹（市立島田市民）

［症例］68歳，女性．［主訴］発熱，倦怠感，悪心．［既往歴］ 2型糖

尿病．［現病歴］2019年 1月に発熱，倦怠感，悪心を主訴に糖尿病の

治療を行っていたかかりつけ医を受診．そこで高血糖を認めたため

sick day の診断で当院救急搬送され入院加療となった．［臨床経過］入

院後 CT にて右気腫性腎盂腎炎（Huang らの分類，Class 3A）を認め

た．血圧低下および意識レベル低下あり，DIC も合併し下血や吐血

が生じた．全身状態悪化傾向であったため CT ガイド下に経皮的ドレ

ナージを実施した．CT 所見では膿瘍腔は 1つであったが広範囲であ

るためドレナージの効率を上げる目的で 8 Fr ピッグテールカテーテ

ルを上極および下極より計 2本留置した．入院30日目に腎下極のピッ

グテールカテーテルを抜去し，入院63日目に腎瘻カテーテルを抜去

し，退院となった．［考察］気腫性腎盂腎炎は糖尿病患者に多く合併

し，腎内外にガスを産生させる重症感染症である．本症例は入院翌日

に敗血症性ショックになりドレナージが必要な状態となった．CT ガ

イド下経皮的ドレナージを選択実施し軽快した 1例を経験したので報

告する．

結石性腎盂腎炎後に発症した椎体椎間板炎の 3例 :石田泰一，三輪

吉司（中村） ［緒言］結石性腎盂腎炎後に発症した椎体椎間板炎を

3例経験したので，若干の文献的考察を加え報告する．［症例 1］73

歳，男性．201X年 2月22日左尿管結石と診断． 2月28日より発熱あ

り，SBT/ABPC 点滴開始． 3月 6日腰痛，発熱続くため CT 再検し，

L2/3 椎体椎間板炎と診断し，尿管カテーテル挿入．血液培養で E.

faecalis．保存的に治療となり，同年 9月19日まで抗菌剤投与終了と

なった．［症例 2］68歳，女性．201X年10月31日発熱，ショック状態

で救急搬送．同日尿管カテーテル挿入し，CTRX 点滴，昇圧剤投与，

NIPPV にて呼吸管理した．尿培養では大腸菌であった．全身状態落

ち着き TUL 予定したが手術日に発熱したため中止し ESWL にて砕石

した．腰痛，発熱が再燃したため同年12月 5日 CT 再検するも特に異

常なしとのことであったが，腰痛持続するため翌年 1月11日 CT 再度

再検にて L3/4 椎体椎間板炎と診断された．その後保存的治療となり

翌年 3 月 6 日まで抗菌剤処方された．［症例 3］87歳，女性．20XX

年 4月12日発熱，腎不全にて救急搬送．前医にて CTRX 点滴されて

いた． 4月13日尿管カテーテル挿入．尿培養，血液培養ともに陰性．

同年 4月23日 CT にて右腸腰筋膿瘍，L2/3 椎体椎間板炎と診断した．

抗菌剤投与し保存的に治療している．［考察］長引く発熱や腰痛など

がある場合，可能性椎体椎間板炎を疑い画像診断する必要がある．

当院における尿路感染症に対するタゾバクタム/セフトロザン合剤

の臨床的有効性 :重原一慶，加藤佑樹，八重樫 洋，飯島将司，川口

昌平，野原隆弘，泉 浩二，角野佳史，溝上 敦（金沢大） ［緒言］

尿路感染症（急性腎盂腎炎，慢性膀胱炎）に対するタゾバクタム/セ

フトロザン合剤（TAZ/CTLZ）の有効性について検討した．［対象と

方法］2019年 8月∼2020年 6月までの間に当院にて急性腎盂腎炎，慢

性膀胱炎に対してTAZ/CTLZを投与して加療した患者27例を対象と

した．治療の短期的有効性は治療後 5∼ 9日目，長期的有効性は治療

後 3∼ 4週目に判定した．［結果］平均年齢は68.8（18∼85歳），男性

22例，女性 5例であった．基礎疾患別に複雑性 UTI は25例，単純性

UTI は 2例であった．尿培養または血液培養から菌が分離されたの

は23例であり，E. coli 6 株，E. faecalis 4 株，S. epidermidis 4 株，K.

pneumoniae 3株を含む28菌株が同定された．基質特異性拡張型 β ラ

クタマーゼ産生菌は 2株であった．TAZ/CTLZ の投与期間は，平均

6.5日（ 3∼14日）であり，培養から検出された菌の抗菌薬感受性結

果に応じて抗菌薬を de-escalation して投与した．TAZ/CTLZ の短期

的有効率は 85％（有効 23例，無効 4 例），長期的有効性は 80％

（20/25例）であった．副作用で治療を脱落した症例は認めなかった．

一方，無効 4症例は，治療開始後 2∼ 7日で臨床効果も認めず他の薬

剤に変更のうえ治療した．［結論］尿路感染症に対する当院での

TAZ/CTLZ による初期治療の成績は良好と思われた．

尿路結石形成に関与する糖鎖変異オステオポンチンの検索 :阿南

剛
1,2，米山 徹

3
，野呂大輔

1
，飛澤悠葵

1
，畠山真吾

1
，米山美穂子

4
，

山本勇人
1
，今井 篤

1
，伊藤 淳

2
，海法康裕

2
，米山高弘

3
，橋本安

弘
1
，佐藤 信

2
，大山 力

1,3（1弘前大，2東北医科薬科大，3弘前大先

進移植再生医学講座，4鷹揚郷腎研究所癌免疫細胞生物学部門） ［目

的］オステオポンチン（OPN）は尿路結石形成に必須の糖タンパク

質である．尿路結石患者と健常者の OPN 糖鎖変化と尿中 OPN の糖

鎖変化が尿路結石形成に関連するか検討した．［方法］後ろ向き研究

では結石患者（110例）と健常者（157例）の尿検体の OPN 濃度を

ELISA 法で測定し，尿中 OPN 糖鎖プロファイルをレクチンアレイと

レクチンブロットで解析した．前向き研究では尿路結石患者21名の

TUL 前後の尿から尿中 OPN 濃度ならびに OPN 糖鎖変異の推移を経

時的に検査した．［結果］尿路結石患者は健常者と比べ尿中 OPN 濃

度は有意に減少した．レクチンアレイにて Gal3C-S レクチン反応性

OPN（Gal3C-S-OPN）が有意に増加した（p＜0.01）．さらに LEL レ

クチンによるレクチンブロッティングにて，結石患者ではポリラクト

サミン糖鎖をもつ OPN が増加していた．上記より，結石患者では，

ポリラクトサミン構造を有するムチン型O結合型糖鎖に修飾された

OPN が増加することが示唆された．Gal3C-S-OPN と OPN 濃度から

結石患者を感度90％，特異度92％（AUC 0.953）で予測可能であっ

た．前向き研究から結石消失例では Gal3C-S-OPN は減少し，結石残

存例では Gal3C-S-OPN が高値であった．［結語］尿路結石の有無と

Gal3C-S-OPN が関連していることから，OPN 糖鎖変異が尿路結石診

断，再発予測に関する糖鎖性バイオマーカーに成りえる可能性が示唆

された．

HFCS（High Fructose Corn Syrup）が腎臓に与える遺伝子変動と

Toxic AGEs を介した臓器間ネットワークの解明 :井上慎也
1
，國井建

司郎
1,2，牛本千春子

1
，中澤佑介

1
，中村有香

3
，高田尊信

4
，石垣靖

人
3
，竹内正義

4
，宮澤克人

1（1金沢医大，2浅ノ川総合，3金沢医大総

合医学研究所先端医療研究領域細胞機能研究分野，4同糖化制御研究

分野） ［目的］HFCS（High Fructose Corn Syrup）摂取が腎臓に与え

る影響とブドウ糖や果糖の代謝中間体であるグリセルアルデヒドから

生 成 さ れ る Toxic-AGEs（toxic-advanced glycation end-products :

TAGE）の相関関係を検討した．［方法］Wister ratに 10 v/v ％ HFCS

を 8週間自由飲水にて飼育．血清，肝，腎組織中 TAGE 測定と腎組

織の DNA マイクロアレイを施行．腎臓での AGEs 受容体（Receptor

for AGEs : RAGE）遺伝子発現を検討した．［結果］血清 TAGE と肝

臓組織内TAGEは有意に増加したが，腎臓組織内 TAGE は検出せず

RAGE 遺伝子発現も誘導されなかった．腎組織の DNA マイクロアレ

イでは Hba1/Hba2，CYP 24 A1，BCL6，PLIN2，WSB1，MLPH，

FERMT1 の遺伝子発現が誘導され，FKBP5，CALB1，SCNN1A，

C9orf3，USP2 の発現が抑制された．肝臓組織 TAGE と USP2 および

Calb1 遺伝子の発現との間に有意な負の相関を認めた．［考察］HFCS

摂取が腎臓における遺伝子変動を誘導する．肝臓組織内 TAGE は腎

臓における遺伝子変動と相関し，TAGE を介した臓器間ネットワー

クの存在が示唆された．

Dornier DeltaIII を用いた U1 結石に対する腹側からの超音波焦点

による ESWL :辻口美奈子，林 圭子， 坂下純司（恵寿総合放射線

課），川村研二（同泌尿器科） ［はじめに］現在まで U1 結石の

ESWL は，背側からの超音波焦点合わせを行ってきたが，今回，腹

側からの超音波焦点合わせを行い，評価した．［対象と方法］ 3例の

U1 結石を対象とした（症例 1 右 L45 15×10 mm，症例 2 左

L34 11×8 mm，症例 3 右 L34 9×6 mm）．［治療方法］術前超

音波検査で結石を確認し，腹部にマジックインクでマーキングした．

患者は治療台に仰臥位になり，腹側から超音波焦点合わせと ESWL

治療を行い，治療効果を評価した．［結果］腹側からの SSD は 25，

30，39 mm であり，透視は用いず，超音波焦点合わせが可能であっ

た．衝撃波数は3,000，3,000，2,350発で全例完全砕石が可能であっ

た．術後 2時間安静後に飲水，食事，歩行開始可能であり，周術期に

重篤な併発症は認めなかった．［考察］U1 結石では，骨による阻害

や長い SSD などの要因により背側から結石を視認出来ない場合，腹

側から容易に結石を視認出来る場合がある．腹側からの超音波焦点合

わせでは，衝撃波ヘッドの圧迫で腸管などの介在組織が移動するた

め，SSD が 4 cm 以下と短く，衝撃波のエネルギー減衰が少なくなっ

た可能性がある．［結語］L34 より頭側の U1 結石でも安全かつ容易

に腹側からの超音波焦点合わせが可能な症例が存在する．

当院における ESWL の砕石効果と Dual Energy Imaging CT

（DECT）値の検討 :國重玲紋，畑中祐二，今西正昭（大阪府済生会

富田林） ［目的］ESWL は1980年代から砕石手術の主流であった

が，f-TUL の普及などに伴い手術件数は減少している．ESWL の砕

石効果が予測できれば現在でも貴重な治療法の選択肢の 1つと考え
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る．ESWL による砕石効果の予測はバイアスがかかり困難で，手術

を勧めるか否か難渋することがある．結石における DECT 値の違い

が砕石予測因子の 1つとして有用となりえるか検討を行った．［方法］

対象患者は2017年 1月から2019年12月まで ESWL 時に DECT を撮影

していた40名とした（腎結石14名，尿管結石26名）．破砕装置は New

Tripter NOVA を使用．砕石効果は 1カ月以内の画像所見で破砕状況

が75％以上（Good），50％以上75％未満（Medium），25％以上50％未

満（Poor），25％未満（Bad）の 4群に分けた．［結果］DECT 値の中

央値は Good（n ; 17) ; 1,850±387，Medium（n ; 6) ; 2,045±431，

Poor（n ; 8) ; 2,339±167，Bad（n ; 9) ; 2,134±217であった．

DECT 値で統計学的有意差を認めたのは Good vs Poor（p＝0.0002），

Good vs Bad（p＝0.025）および砕石50％以上の群と50％未満の群の

1,901±398と2,231±217であった（p＝0.002）．［考察］今回の結果

から DECT 値は結石硬度に代用できると推察された．尿路結石の硬

度を算出することで砕石効果の予測が可能となり適応患者が厳選され

る．さらに砕石時に必要以上なパワーや衝撃波数を与えず患者の負担

を軽減させられる．

尿管嵌頓結石に対する f-TUL 術前腎瘻造設の有用性―多施設共同

研究― :阿南 剛，小羽田悠貴，三上穣太郎，伊藤 淳，海法康裕，

佐藤 信（東北医科薬科大），工藤大輔（盛岡市立），松岡俊光（八戸

平和） ［目的］尿管嵌頓結石に対する腎瘻併用経尿道的尿管砕石術

（f-TUL）の有効性に関する報告は少ない．水腎症を伴う無症候性尿

管嵌頓結石に対して腎瘻（PNS）併用 f-TUL の有効性を検討した．

［対象・方法］2016年 5月∼2020年 3月に東北医科薬科大学病院，盛

岡市立病院，八戸平和病院で施行された水腎症を伴う無症候性尿管嵌

頓結石に対する f-TUL 125例を対象とした．術前腎瘻造設し f-TUL 施

行群（PNS＋f-TUL）（55例）と腎瘻なしで f-TUL 施行群（70例）を

後ろ向きに比較検討した．術前尿管カテーテル留置症例や尿路感染や

疼痛，腎不全などを伴う症候性尿管嵌頓結石は除外した．［結果］患

者背景として年齢，性別，BMI，結石径（13，12 mm），結石位置

（U1 75％，U1 79％），CT 値に 2群間で有意差を認めなかった．手術

成績として stone free rate（SFR）（93％ vs 79％ ; P＝0.04），尿管損傷

（ 5％ vs 19％ ; P＝0.03）で有意差を認めた．手術時間（55分 vs 56

分），術後発熱（ 4％ vs 3％），術後入院期間（ 2日 vs 2日）で有意

差を認めなかった．A群の術前腎瘻造設期間中央値 4日間，全例で f-

TUL 術日腎瘻抜去した．水腎症を伴う無症候性尿管嵌頓結石に対す

る術前腎瘻造設併用f-TULは手術時間や術後入院期間の延長なく，尿

管損傷発生を抑制し SFR 改善に寄与した．［結語］水腎症を伴う無症

候性尿管嵌頓結石に対して PNS＋f-TUL は有効な 1つの方法と考え

られた．

当院における上部尿路結石に対する軟性尿管鏡を用いた経皮的砕石

術の臨床的検討 :権田将一，藤井泰普，飯田啓太郎，神谷浩行（社会

医療法人宏潤会大同），海野 怜，田口和巳，安井孝周（名古屋市

大） ［目的］近年，尿路結石に対する手術に使用されるデバイスの

進化により，経尿道的尿管結石破砕術（TUL）の手術数が増加して

きている．しかし，嵌頓結石など TUL 単独で破砕が困難である症例

もあり，術前に尿管ステント留置や腎瘻造設が行われている．対して

軟性鏡を用いた経皮的砕石術（f-TUL）では，嵌頓結石に対する一期

的な手術が報告されている．そこで，当院における上部尿管結石に対

する f-PNL と TUL について臨床的検討を行った．［方法］当院の

2013年以降の手術症例のうち，長径 10 mm 以上の上部尿管結石に対

して f-PNL を施行した 7症例と TUL を施行した20症例を比較した．

結石，手術，合併症に関する項目を比較し，f-PNL 群と TUL 群との

間で安全性，有効性について臨床的検討を行った．［結果］対象症例

は27例であり，f-PNL 7例，TUL 20例であった．f-PNL 群と TUL 群

では，結石の最大径，CT 値（HU）に有意差を認めなかった．また，

手術時間，入院日数，術後 1カ月の残石の有無についても有意差を認

めなかった．術前後の CRP の変化量は f-PNL 群の方が有意に大き

かったが，38°C 以上の発熱の頻度・輸血の有無・Hgb や Cre の変化

量・尿管損傷の有無に有意差は認めなかった．［考察］10 mm 以上の

上部尿管結石に対して f-PNL は TUL と同等の安全性や有効性がある

事が示唆され，手術療法を選択した際の新たな選択肢になると思われ

た．

TUL 術後に尿管狭窄を来たした症例の検討 :永松弘孝，藤田 曙，

上野剛志（中津第一） ［目的］TUL 術後尿管狭窄は晩期合併症の 1

つであるが，治療法は確立されていない．TUL 術後に尿管狭窄を来

たした症例（狭窄群）と狭窄を来たさなかった症例（非狭窄群）を比

較検討した．［対象と方法］2016年12月から2019年11月までに当院で

TUL を施行した348例を対象とした．狭窄群（N＝11）と非狭窄群

（N＝337）の2群に分け，臨床因子，治療成績について比較検討した．

［結果］狭窄群の患者背景は，年齢 40∼84（中央値 61）歳，BMI

17.6∼36.5（中央値 21.1），男性 6例，女性 5例であった．狭窄部位

は左 6例，右 5例，U1 が 8例，U2 が 3例であった．狭窄群と非狭

窄群を比較すると，年齢，性別，BMI，結石部位，CT 値は有意差を

認めなかったが，結石長径，体積は有意に狭窄群の方が大きかった

（P＝0.0338，P＝0.0402）．また狭窄群の方が，有意に手術時間が長

く（P＝0.0004），レーザーパワーが強かった（P＜0.0001）．全例，

術後狭窄に対してバルーン拡張，もしくは尿管鏡下レーザー切開を施

行し，さらに 4例は腹腔鏡下尿管部分切除術を施行した．11例中7例

は，ステントフリーになったが， 4例については，狭窄が改善せず，

定期的なステント交換で経過をみている．［結語］結石 size が大き

く，長時間の手術，過度のレーザー出力が，術後尿管狭窄の risk 因子

であることが示唆された．

当院における上部尿路結石治療の臨床的検討―TUL の治療成績を

中心に― :平田武志，笹岡丈人，倉繁拓志，早田俊司（鳥取市立）

［目的］当院における上部尿路結石治療の現状と特に TUL における

治療成績の臨床的検討を行う．［方法］2007年から2017年までに鳥取

市立病院にて上部尿路結石に対して治療介入を行った症例を対象とし

た．その中で TUL を行った症例915例を対象にさらなる解析を行っ

た．TUL の治療成績については術翌日の KUB での stone free rate を

用いた．性別，年齢，BMI，結石径，結石位置などの因子と治療成績

との相関についてロジスティック回帰分析によって解析を行った．ま

た手術関連合併症についての検討も行った．［結果］上部尿路結石に

対する治療はほとんどが TUL もしくは ESWL で行われていた．TUL

による stone free rate は82％であった．治療成績に影響を及ぼす独立

した因子は結石径と結石位置であった．手術関連合併症として腎盂腎

炎を2.1％に，敗血症を0.4％に認めた．［結論］当院での TUL の治

療成績はおおむね良好であり，合併症もこれまでの報告と同程度で

あった．

75歳以上の高齢者に対する TUL の臨床的検討 :阪本祐一，京野成

紀，山野志真，前田浩志（淀川キリスト教） ［目的］75歳以上の高

齢者に対して，当院で施行した経尿道的尿管砕石術（TUL）の治療

成績を検討した．［対象と方法］2012年10月から2020年 5月までの間

に当院で TUL を施行した上部尿路結石患者379例を，75歳以上（高

齢者群）60例，75歳未満（非高齢者群）319例に分け，患者背景，手

術時間，術後在院日数，stone free rate，周術期合併症について検討し

た．［結果］高齢者群:非高齢者群で年齢中央値は81（75∼94）歳 : 58

（17∼74）歳，結石部位（R2/R3/U1/U2/U3）は 9/8/22/9/12 : 81/

43/115/32/48，結石長径中央値は 9（4∼33）mm : 10（3∼76）mm，

術前尿管ステント留置症例 37例（61.7％) : 122例（38.2％）であっ

た．手術時間中央値62（13∼158）分 : 81（33∼233）分，術後在院日

数中央値は 3（ 1 ∼24）日 : 3（ 2 ∼15）日，Stone free rate は

100％ : 86.5％であった．周術期合併症は術後有熱性尿路感染が 7例

（11. 7％) : 17例（5. 3％），術中尿管穿孔が 0 例（ 0％) : 3例

（0.9％）であった．高齢者群では術前尿管ステント留置が多く，手術

時間が短く，Stone free rate は高かったが，術後有熱性尿路感染が多

く， 1例は敗血症性ショックにて昇圧剤投与を要した．［考察］当院

における75歳以上の高齢者に対する TUL 治療は，結石除去の面で

は，非高齢者と同等に有効な治療と考えられるが，術後有熱性尿路感

染症が多く，抗菌剤の適切な術前予防投与などの対策が必要と思われ

た．

当院における Endoscopic Combined Intrarenal Surgery（ECIRS）

の初期経験 :迫 智之，太田雄基，井上裕太，邵 仁哲（京都第二赤

十字） ［目的］TUL あるいは PNL 単独では治療が難しい上部尿路

結石に対して，TULとPNLを併用し，それぞれのメリットを生かし，

デメリットを補い合う ECIRS の良好な治療成績が報告されてきてい

る．当院における ECIRS の初期成績について報告する．［対象と方

法］2020年 4月から2020年 7月までに当院で ECIRS を施行した 2例

を対象とし，手術時間，術前後の Hb 変化，術前後の腎機能変化，入

院日数，合併症，治療成績について検討した．［結果］体位はいずれ
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も Barts 体位で施行した．TUL 側は Ho : YAG レーザーで，PNL 側

はリトクラストを用いて砕石した．症例 1は69歳，男性．手術時間は

296分，術前後 Hb 変化は −2.1 g/dl，術前後 eGFR 変化は＋4.0

ml/min/1.73 m2，入院期間は14日であった．症例 2 は48歳，女性．

手術時間は193分，術前後 Hb 変化は −1.0 g/dl，術前後 eGFR 変化

は ±0 ml/min/1.73 m2，入院期間は 7日であった．合併症として症

例 1に術後38度を超える発熱を認めた．いずれの症例も stone free で

あった．［結論］TUL あるいは PNL 単独では難治性の比較的大きな

上部尿路結石に対して，ECIRS は高い治療効果が期待でき，かつ安

全に施行できる可能性が示された．

当院における経尿道的腎尿管結石破砕術，術後敗血症についての検

討 : 加藤精二，矢野 仁，野呂卓秀，東 正洋，島田悠希，森 堂

道，杉崎裕香，宋本尚俊，杉山真康，岡 了，内海孝信，遠藤 匠，

神谷直人，鈴木啓悦（東邦大医療セ佐倉） 経尿道的腎尿管結石破砕

術は内視鏡や各種デバイスの進歩により適応が拡大されていってい

る．ただ，一方で，術後の発熱，特に敗血症が問題となることも経験

する．年齢，性別，術前腎盂腎炎の既往といったリスクファクターが

報告されている．経尿道的腎尿管結石破砕術術後患者の術後敗血症の

リスクファクターにつき，当院での経験に基づき報告する．2012年 4

月から2020年 6月までに当院で経尿道的腎尿管結石破砕術を施行され

た患者827名のうち，術後に敗血症の診断に至った患者は 8名であっ

た．うち， 4名は ICU 入室を要した．死亡した患者はいなかった．

術後敗血症に至った患者とそれ以外の患者の比較を行い，術前・術中

の因子につき検討を行ったので，若干の文献的検討と合わせ報告す

る．

尿道結石陥頓に対するリアルタイム経直腸超音波下経尿道的砕石術

の経験 :酒井 順（恵寿総合臨床研修医），川村研二（同泌尿器科）

［はじめに］男性の尿道結石嵌頓に対して，X線透視を用いずに，経

直腸的超音波（Trans rectal ultrasound 以下 TRUS と略す）下で経尿道

的砕石術を行い，その安全性と治療効果を検討した．［対象と方法］

TRUS 下に経尿道的砕石術を施行した男性11例を対象とした．手術

時は TRUS 下で尿道結石をリアルタイムに確認しながら，経尿道的

に内視鏡を挿入し，結石を砕石した．［結果］治療効果は全例完全砕

石可能かつ結石摘除可能であった．X線透視を必要とした患者は認め

ず，全例でリアルタイム TRUS を用いた経尿道的手術を完遂できた．

術中・周術期併発症は認めなかった．術後 2時間の歩行および術後

2∼ 4時間での食事開始は全例で可能であった．尿道カテーテル留置

期間は中央値15時間であり，全例で 5日以内の抜去が可能であった．

［結語］男性の尿道結石嵌頓症例に対して，TRUS 下に経尿道的砕石

術を行い，安全かつ確実な治療が可能であった．この方法はX線被爆

がなく，内視鏡と超音波の 2つの異なる画像を確認しながら手術可能

である．安全性と手術精度向上のため，標準術式としてさらなる普及

が望まれる．

当院における尿路ドレナージ術を要した結石性腎盂腎炎の検討 :田

中紘司，大山雄大，前原信貴，川端 慧，塚本 亮，戸邊豊総（済生

会宇都宮） ［目的］尿管結石症による結石性腎盂腎炎はしばしば敗

血症や DIC など重篤な病態を呈する．今回結石性腎盂腎炎に対して

ドレナージ術施行から解熱までに要する期間（有熱期間）から熱発遷

延するリスク因子について検討した．［方法］2017年 1月から2020年

4月に当院当科でステント挿入施行した症例のうち，結石性腎盂腎炎

の判断で施行された64症例について検討した．有熱期間中央値が 4日

であり 4日間を境に 2群に分け解析を行っている．［結果］男性23例，

女性41例，年齢中央値68歳（40∼93歳）．有熱期間（ 2∼16日） 4日

以上， 4日未満ともに32症例であった．尿管ステント挿入時 SOFA

（Sequential Organ Failure Assessment）score 中央値は 3 score（0∼15

score），PS（Performance Status）中央値は 2（0∼4）であった．死亡

症例は 0であった．なお入院中ドレナージ不良で尿管ステントから腎

瘻管理に切り替えた症例は確認されなかった．有熱期間 4日未満/ 4

日以上両群を比較した結果，熱発遷延因子として 1. PS ≧2. SOFA≧

2 以上 2点が有意差を示した．［結語］尿管結石症による結石性腎盂

腎炎の治療の際，緊急で挿入するか否かを判断する明確な基準は存在

しない．今回症例検討から PS が 2 以上，または SOFA が 2点以上の

場合，ドレナージ術施行から解熱するまでに期間を要すると予測され

るため早期対応が検討されると思われる．

低線量 CT による尿管結石評価における最適プロトコルの検討 :永

草大輔，赤坂正明，辻口美奈子，佐道祐輔，延田宗久，野田英治，坂

下純司（恵寿総合放射線課），川村研二（同泌尿器科），菅 幸大（金

沢医大） ［目的］被ばく低減の目的で低線量 CT を用い，低線量

CT でも尿管結石の診断・評価に有効であるとする報告が散見され

る．プロトコルの設定によりさらなる被ばく低減の余地があると考

え，尿管結石の評価に最適な設定値を検討した．［方法］1.0∼3.0

mm（0.5 mm 間隔 : 5個）のシュウ酸カルシウム結石を，直径 33 cm

アクリルファントムに封入し，被曝線量を100∼10％まで10％刻みに

変化させ撮影した．それらの画像からスライス厚，逐次近似再構成法

使用，再構成関数を変化させ画像再構成し，放射線技師 8名（経験年

数 : 4∼30年）による視覚評価およびプロファイルによる評価を行っ

た．［結果］1/10 の被ばく線量で最も小さい結石まで評価できたの

は，スライス厚 2 mm，逐次近似再構成法の使用（最大強度），標準

軟部用関数となり，それぞれ 2，2，2.5 mm 程度の結石が評価可能で

あった．視覚評価とプロファイルによる評価の結果は矛盾しないもの

であった．最適なプロトコルを設定し撮影することで 1/10 程度の被

ばくで 2 mm 程度の結石まで評価可能であることが示唆された．［結

語］破砕後残石に定義される 4 mm の結石であれば問題なく検出可能

であり，プロトコルの設定変更によりさらなる被ばく低減が可能であ

ることが明らかとなった．

尿管狭窄の内視鏡治療において狭窄の距離と成因が治療成績に影響

を与える : 杉野輝明（愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生），田

口和己，浜本周造，岡田朋記，磯谷正彦，田中勇太朗，海野 怜，安

藤亮介，岡田淳志，安井孝周（名古屋市大） ［背景］尿管狭窄は，

TUL や嵌頓結石に伴う合併症として近年注目されており，TUL の適

応拡大やデバイスの進化とともに増加している．本研究では，尿管狭

窄に対する内視鏡治療の成績に影響する因子を調べた．［方法］2016

年 1月∼2019年 3月の期間で，尿管狭窄に対して内視鏡手術を行った

19例を対象とし，後方視的に解析した．治療は，レーザー切開または

バルーン拡張術を行い，術後に尿管ステントを留置した．水腎症の改

善を治療の成功と定義した．［結果］水腎症は12例（63.2％）で改善

を認めた．水腎症が改善しなかった 7 例はすべて TUL 後の狭窄で

あったのに対し，改善した12例では 3例（25.0％）が TUL 後の狭窄

だった（P＝0.004）．また，水腎症が改善しなかった症例では 5 例

（71.4％）が 15 mm 以上で，改善した症例では 1例（16.6％）が 15

mm 以上だった（P＝0.046）．狭窄の成因別で見ると，TUL 後の狭窄

では 7 例（70.0％）が 15 mm 以上で，嵌頓結石後の狭窄では 1 例

（14.3％）が 15 mm 以上だった（P＝0.049）．［結論］TUL 後または

15 mm 以上の尿管狭窄では治療成功率が有意に低かった．TUL 後に

発生した尿管狭窄に対しては内視鏡以外の治療についても検討するべ

きである．

PHD 阻害剤の投与による腎結石形成抑制効果の検討 :河瀬健吾，

濱本周造，服部竜也，茶谷亮輔，岡田朋記，田中勇太郎，杉野輝明，

海野 怜，田口和己，岡田淳志，戸澤啓一，安井孝周（名古屋市大）

［目的］私たちは，腎尿細管細胞の炎症が腎結石形成を促進させるこ

とを報告してきた．各組織で炎症は組織に低酸素環境を生じ，さらに

増悪させる．その低酸素応答には抗炎症作用があり，主にプロリン水

酸化酵素（PHD)―低酸素誘導因子（HIF）経路が関与している．そ

こで，PHD 阻害剤 FG4592（FG）を用いた腎結石形成の抑制効果を

検討した．［方法］マウス腎尿細管細胞に対して，control 群と FG

（25，50，75 μM）投与群に，シュウ酸カルシウム結晶（COM）20

μg/cm2 を添加し，結石付着量，HIF1α の発現量，Ccl2，Sod1，Il6，

Tnf，Spp1，Adiponectin を PCR にて検討した．［結果］HIF1α の発現

量は FG 投与群で増加を認めた．結石付着量は COM 群と比較し結石

付着量は 50，75 μM 群で有意に減少した（p＝0.042，p＜0.001）．

PCR では COM 群と比較し炎症性サイトカインである Ccl2 の発現が

濃度依存的に減少（p＝0.01，p＜0.001，p＜0.001），Spp1 が 75 μM

群で有意に減少を認めた（p＜0.001）．［考察］炎症が有意に抑制さ

れ，細胞への結晶付着が抑制されたと考えられた．PHD阻害剤よる

HIF1αの活性化は抗炎症作用を示すことで，腎結石形成を抑制するこ

とが示唆された．

結石付着により尿管ステント抜去困難となった 5例 :土井一輝，桂

大希，田 寛之，今井聡士，松本 穣，山中和樹，下垣博義，村蒔基

次，山田裕二（兵庫県立尼崎総合医療セ） ［目的］当院で経験した
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結石付着により尿管ステント抜去困難であった 5例について報告す

る．［方法］平均年齢73.2歳（54∼85）性別はいずれも男性．留置さ

れていたのはステント 2例，異物付着防止型ステント 2例，金属ステ

ント 1例，平均留置期間は16.4カ月（ 1∼47）であった．腎盂側の結

石サイズは ＞1.5 cm が 3 例であり，X線透過性結石は 2 例であっ

た．尿管ステントが鉗子で抜去困難な場合，ステントの脇から半硬性

もしくは軟性尿管鏡を挿入し HoYAG-Laser で付着した結石を破砕し

つつ上行させた．上行不可となればレーザーにて切断し鉗子にて回収

することでさらに頭側まで内視鏡を進めた．この操作を繰り返すこと

で内視鏡を腎盂に到達させた．腎盂内では通常の腎結石同様の砕石と

tail 部分の回収を行いステントを抜去した．［結果］平均砕石時間76

分で，術後38度以上の発熱を 1例に認め抗菌薬治療を要したが， 4例

は術後 1日目で退院可能となった．［考察］腎盂側の tail に結石が付

着し抜去困難な場合は 1.5 cm 以下では ESWL，それ以上では PCNL

が治療の第一選択であった．尿管鏡の細径化，レーザー発生装置の進

歩により内視鏡治療のみで治療しうるとの報告が散見されてきた．わ

れわれの経験した 5例のいずれにおいても内視鏡治療のみで完遂しえ

た．

2,8-Dihydroxyadenine（2,8-DHA）結石症の 1例 :飴本剛之介，田

中利幸（中津川市民） ［目的］2,8-DHA 結石症の 1例を経験したの

で文献的考察を加え報告する．［症例］症例は63歳，男性．主訴は右

背部痛．右背部痛を認め近医受診．検尿で尿潜血 2＋，右尿管結石疑

いで紹介受診．CT にて右腎に約 3 mm，右尿管膀胱移行部に 2 mm

の結石を認めた．左腎は萎縮腎であった．経過中，自然排石．既往歴

に，40歳代に左尿管に尿管結石を 2回．［結果］結石分析の結果，赤

外線分光分析で 1,600∼1,800 cm−1 付近に強い吸収スペクトルを示

し，98％以上の成分が 2,8-DHA であることが明らかになった．［考

察］2.8-DHA 結石症は，常染色体劣性遺伝でプリン体代謝経路にお

ける APRT の欠損により生じる先天性代謝疾患の 1つである．アデ

ニンから DHA への反応を触媒するキサンチンでヒドロゲナーゼを阻

害するアロプリノールによって結石の生成を予防できる．レントゲン

透過性結石であり，CT や US で診断された時点では，腎機能の低下

もしくは高度の腎不全に陥っていることが多いため，早期発見が望ま

れる．また，結石の再発予防および新規発症予防，いかに腎不全に陥

らないようにフォローしていくかが重要である．

酸性尿酸ナトリウム結石の 1例 : 内田欽也，宮後直樹（国家公務員

共済組合連合会大手前） ［症例］25歳，男性．身長 183 cm，体重 93

kg，BMI 27.77．［既往歴］高尿酸血症ならびに高脂血症．［現病歴］

右側腹部痛を主訴に近医受診．エコーにて右水腎症を認め，尿管結石

疑いにて当科紹介受診となった．CT にて右水腎症ならびに右尿管膀

胱移行部に 6 mm 大の結石を認めた．その後経過観察中のところ，自

然排石した．［結果］結石成分は酸性尿酸ナトリウムの単一組成で

あった．［考察］尿酸塩結石は蓚酸カルシウムやリン酸カルシウムな

どの他の結石との混合結石として生じることが多く，純粋な酸性尿酸

ナトリウム結石や酸性尿酸アンモニウム結石はめずらしい．特に酸性

尿酸ナトリウム結石に関しての報告例は非常に稀である．今回，酸性

尿酸ナトリウム結石症例を経験したので，文献的考察を含めここに報

告する．

卵管巻絡による注排液不良を呈した腹膜透析（CAPD）患者の 1

例 : 植松麻友，堀 俊太，橘 進彰，増田寛雄，松原聡彦，吉川貴之

祐，植松稔貴，中井 靖，三宅牧人，穴井 智，鳥本一匡，田中宣

道，米田龍生，藤本清秀（奈良県立医大） 72歳，女性．X-8 年前よ

り原疾患不明の慢性腎臓病に対して当院腎臓内科にて加療開始となっ

た．腎機能低下に伴い腎代替療法として腹膜透析（PD）を選択され，

X-3 年10月に SMAP 施行，X-2 年10月に腹膜透析導入となった．X-

2 年10月，11月にカテーテル位置異常を認め α 整復術を施行，その

都度注排液改善得られていたがその後も一時的な注排液不良を繰り返

していた．X年 3月 1日より注排液時間の延長およびフィブリン析出

増多を認め，X年 3月 6日に排液困難に至り外来受診された．透視下

で PD カテーテル造影を行ったところ位置異常は認められなかったも

ののカテーテル中域で造影不良域を認め，大網巻絡を疑う所見が認め

られた． 3月 9日に原因検索および閉塞解除目的に開腹術を施行した

ところカテーテル側孔に卵管の迷入を認めたことから巻絡解除および

右卵管切除を行った．術後注排液は良好であり，以降腹膜透析の経過

は良好である．腹膜透析カテーテル注排液異常における原因として大

網巻絡を認める症例は多く報告されているが卵管巻絡の報告は少な

く，文献的考察を交えて報告する．

血液透析患者における鉄含有リン吸着薬投与における鉄動態と

FGF-23 への影響 : 坂 宗久，篠原雅岳，松下千枝，平尾佳彦（大阪

暁明館1），谷 善啓（西九条クリニック） ［目的］既存P吸着薬か

らクエン酸第二鉄水和物（以下 FCH）またはスクロオキシ水酸化鉄

（以下 SO）に変更投与した血液透析患者の鉄動態と FGF-23 について

検討した．［対象］症例は大阪暁明館病院および西九条クリニックに

て既存 P吸着薬を投与している患者19例（男性11例，女性 8例）を対

象とした．年齢は平均66.4（41∼85）歳，透析歴は平均88.4（ 7 ∼

280）カ月，原疾患は糖尿病 9例，腎硬化症 5例であった．［方法］同

意を得られた透析患者19例を無作為に分け，FCH または SO を 6カ

月投与し，FCH 投与群（10例）と SO 投与群（ 9 例）で Ht・Fe・

TSAT・フェリチン・へプシジン・FGF-23 の変化と ESA 投与量を比

較検討した．［結果］Ht においては両群上昇を示した．両群とも ESA

投与量は有意に減量できた．FCH 投与群では Fe・TSAT・フェリチ

ンとも有意な上昇を認めたが，SO 投与群では Fe・TSAT・フェリチ

ンにおいては有意な上昇は認められなかった．ペプシジンにおいて両

群とも有意な上昇を認められた．P においては両群とも変化は認めら

れなかったが，FGF-23 については両群とも有意に低下した．［結果・

結語］両群とも貧血の改善は認められたが，Fe 動態に対しては SO

に比べ FCH が影響を及ぼす可能性が大きく，SO も FGF-23 を低下

させると考えられる．今後長期の観察と症例を増やして P および

FGF-23 の管理・影響を観察していく必要がある．

75歳以上の透析導入期の患者を対象とした，フレイルの評価と予後

の検討 : 吉田真貴，植木嘉衛（三思会東邦腎臓透析セ），二瓶 大

（済生会神奈川県腎臓外科） ［目的］進行した慢性腎臓病（CKD）

の患者でフレイルの頻度が高い．この研究は，透析開始時のフレイル

の状態を評価し，導入後の予後について検討した．［目的］2011年 1

月∼2018年12月の間に透析を開始した75歳以上の患者311人を対象と

した．フレイルの評価は，Clinical Frailty Scale を使用し，年齢，性

別，BMI，検査データ，Charlson Comorbidity Index（CCI），SPICES

score，Geriatric Nutritional Risk Index（GNRI）にて評価した．［結果］

Non−Frail 群208人（Robust 群107人と Pre−Frail 群101人），Frail 群

103人だった．Kruskal-Wallis 検定では，GNRI（P＜0.001），SPICES

score（P＜0.001），CCI（P＝0.015）で有意差を認め， Pearson’s χ2

検定で性別に有意差を示した（P ＝ 0.017）．SPICES スコアは最も識

別力のある指標であり（AUC 0.82，P＜0.001），カットオフ値は 2

（オッズ比 10.59）でした．生存時間の中央値は，Robust 群（54.3カ

月），Pre-Frail 群（39.7カ月），Frail 群（18.7カ月）で，Log-Rank 検

定（P＜0.001）で有意差を認めた．［考察］透析開始時にフレイルの

状態にあると予後は不良であった．フレイルの状態は，併存病，栄養

状態，特に老人性症候群に関連していた．今後は，透析導入前にフレ

イル状態への介入が予後を改善するかの検討が必要と思われる．

生体腎移植後に Helicobacter cinaedi による蜂窩織炎を発症した 1

例 :竹内章人，河合昭浩，市原敬一郎，中村 渉，友澤周平，糠谷拓

尚，竹中政史，全並賢二，深谷孝介，市野 学，高原 健，佐々木ひ

と美，住友 誠，白木良一（藤田医大） ［緒言］Helicobacter cinaedi

（H. cinaedi）は，Enterohepatic Helicobacter に属するグラム陰性らせん

状桿菌である．本邦では H. cinaedi が血液培養から分離される頻度は

増加傾向にあるとされており，腎移植後の患者のみならず，免疫能が

正常な患者の血液培養からの分離報告も散見される．［症例］44歳，

女性．IgA 腎症による末期腎不全で，35歳で生体腎移植施行．維持免

疫抑制剤はタクロリムス，ミコフェノール酸モフェチル（MMF），ス

テロイドの 3剤．発熱，四肢の圧痛を伴う紫斑で受診し，CRP 6.75

mg/dl の上昇を認め，蜂窩織炎と診断した．抗生剤治療を開始し症状

は改善した．血液培養では起因菌は同定されず，単純性紫斑や IgA

血管炎などの鑑別のため行われた皮膚生検では静脈炎の所見はなく炎

症細胞の浸潤を認めた．退院15日目に下肢全体に症状の再燃を認め再

入院となり，抗生剤を再開した．前回入院時よりも下肢の痛みは強

く，膿瘍や筋膜炎などを疑い，下肢 MRI などを施行したが明らかな

異常は認めなかった．再入院時の血液培養で H. cinaedi が同定され，

抗生剤を CEZ から LVFX に変更したが，紫斑は消退，再発を繰り返

したため，CTRX へ変更し， 2週間経過観察し症状は改善した．［結

語］H. cinaedi による感染は，本菌が検出されにくく，また再燃性が
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あるため，原因不明の皮膚病変を見た場合，本菌の感染を疑う必要が

ある．

腎移植後血清尿酸値と移植腎機能の関連性について :齋藤允孝，菊

池 尭，森 康範，能勢和宏，吉村一宏，植村天受（近畿大），玉井

健太郎，林 泰司，西岡 伯（和泉市立総合医療セ），今西正昭（済

生会富田林），秋山隆弘（堺平成） ［目的］慢性腎疾患に対し高尿酸

血症治療にて腎機能増悪予防および改善の報告がある．今回，血清尿

酸値と移植腎機能の関連性ついて検討した．［方法］2000年 1月から

2016年 4月までに近畿大学病院および関連施設で腎移植を受けた73例

のうち， 4年以上の経過を把握できた32例を対象とし血清尿酸値と移

植腎機能，IF/TA および心血管系イベントの関連性について検討し

た．［結果］患者背景は，男性/女性 : 20例/12例，年齢の中央値は41

歳（15∼67），高尿酸血症治療開始前 eGFR の中央値は 35 ml/min

（10∼75），治療48カ月後 ΔeGFR の中央値は 6.5 ml/min（−16∼31），

治療前の血清尿酸値の中央値は 8.35 mg/dl（4.9∼12.2），治療後血

清尿酸値 nadir の中央値は 4.4 mg/dl（2.0∼6.2）であった．治療48

カ月後，eGFR の有意な改善は認めなかったが，nadir 値においては

有意差な改善を認めた．一方 IF/TA との相関関係は認めず，心血管

イベント発症の危険因子は BMI＞26 であった．［考察］Deok Gie Kim

らによると腎移植後12カ月の血清尿酸値を男性 4.5 mg/dl 未満，女性

3.8 mg/dl 未満に調整する事で生着期間が有意に延長するとの報告が

あり，本検討では高尿酸血症治療開始時の血清尿酸値の中央値が

8.35 mg/dl，12カ月後 5.2 mg/dl と高値であり，治療介入時期，使用

薬剤および投与量を再検討する必要があると考えられた．

腎盂尿管移行部通過障害を来たした尿管ポリープ 8例の臨床的検討

:三田淑恵，杉多良文，神野 雅，春名晶子，松崎和炯（兵庫県立こ

ども） ［目的］当院で経験した尿管ポリープ（Ureteral polyp : UP）

の臨床的検討を行ったので報告する．［方法］2008年 1月∼2020年 5

月に腎盂形成術を施行した171症例のうち，UP を認めた 8例を対象

とし，後方視的に検討した．［結果］手術時年齡は 8∼16歳（中央値

10.5歳），全例男児．左腎 5例，右腎 2例，両腎 1例，計 9腎．主訴

は全例側腹部痛であり， 8例中嘔吐は 4例，血尿は 1例であった．初

診時水腎症は SFU 分類 grade 2 が 4腎，grade 3 が 1腎，grade 4 が 4

腎．利尿レノグラムにて患側は全例閉塞パターンであった．術前に

UP と診断しえたのは 2例 3腎．うち， 1例 1腎は CT にて， 1例 2

腎は超音波検査にて UP が疑われ，逆行性腎盂造影を施行した．全例

で手術を施行し，術式は開放腎盂形成術が 7腎，腹腔鏡下腎盂形成術

が 2 腎．UP は全例腎盂尿管移行部に存在し，病理診断は全例

fibroepithelial polyp であった．術後観察期間は 2∼63カ月（中央値 4

年）．術後，水腎症は全例で軽快し，症状も全例で消失した．［結論］

UP は学童期以降に側腹部痛を主訴に発見された．術前診断しえたの

は 9腎中 2腎であった．当院で施行した腎盂形成術の4.7％は UP が

原因であった．

間欠性水腎症の閉塞機転―非発作時から水腎症を認める症候性腎盂

尿管移行部通過障害との違いはあるか？― : 田島基史，中田千香子，

井山裕子，久松英治，吉野 薫（あいち小児保健医療総合セ） ［目

的］疼痛発作を生じる腎盂尿管移行部通過障害のうち，非発作時には

水腎症を認めないものを間欠性水腎症と言う．間欠性水腎症と非発作

時にも水腎症を認める腎盂尿管移行部通過障害との違いや間欠的に通

過障害が起こる機序は明らかではない．当科で経験した間欠性水腎症

の臨床因子を評価し，その特徴を明らかにする．［方法］対象は2004

年 3月∼2019年12月に腎盂形成術を施行した腎盂尿管移行部通過障害

のうち疼痛発作のエピソードのある67例．非発作時の超音波検査で

SFU 1度以下の水腎症を認めるものを間欠群，それ以外を対照群と

した．それぞれの群の臨床因子を後方視的に検討した．［結果］間欠

性水腎症を11例（16％）に認めた．手術時年齢中央値は間欠群7.9歳，

対照群7.9歳．初回発作から手術までの期間の中央値は間欠群 3年，

対照群 1年であった．術中所見として，間欠群では器質的狭窄を 8例

（72％），ポリープを 3例（27％），屈曲を 3例（27％），交差血管を 2

例（18％），高位付着を 0例（ 0％）に認め，対照群では器質的狭窄

を42例（75％），ポリープを 1例（ 2％），屈曲を19例（33％），交差

血管を17例（30％），高位付着を20例（35％）に認めた．［結論］間欠

性水腎症ではポリープの頻度が有意に高く，高位付着を認めた例はな

かった．

当院における小児精巣腫瘍の臨床的検討 :神野 雅，三田淑恵，松

崎和炯，春名晶子，杉多良文（兵庫県立こども） ［目的］近年，小

児精巣腫瘍（prepubertal testicular tumor : PTT）に関して良性腫瘍の頻

度が高く，精巣腫瘍核出術が推奨されている．今回当院における

PPT の臨床的検討を行ったので報告する．［対象・方法］1987年から

2020年までに当院で手術を施行された62例のうち，転移性腫瘍と12歳

以上の 6例を除く56例を対象とした．手術時年齢，初発症状，術前

AFP 値，術式，病理結果，治療結果を後方視的に検討した．［結果］

手術時年齢は中央値12.5カ月（ 6日∼128カ月）．術後観察期間は平均

75カ月（ 9日∼166カ月）．初発症状は無痛性陰嚢腫大42例，硬結触知

10例，他 4例．術式は高位精巣摘除36例，低位精巣摘除 2例，精巣腫

瘍核出術18例．病理結果は teratoma 27例，yolk sac tumor（YST）16

例，epidermoid cyst 8 例，mixed germ cell tumor（MGCT） 3 例，

Leydig cell tumor 1例，hemangioma 1例．術前 AFP の異常高値を認

めたのは33.9％（19例/56例）で YST と MGCT の全例であった．腫

瘍核出術を行った18例のうち 1例で局所再発を認め精巣摘除術が施行

された．YST は全例 Stage 1 で，MGCT は Stage 1 が 2例，Stage 2 が

1 例であった．全例再発なく経過している．［結論］良性腫瘍は

66.0％（37例/56例）で認めた．また精巣腫瘍核出術の治療成績は良

好で，良性腫瘍を疑う場合は核出術を考慮する必要があると考えた．

精巣捻転に対する白膜減張切開の有効性の検討 :松本大輔，加藤大

貴，安井孝周（名古屋市大），西尾英紀，水野健太郎，林 祐太郎（同

小児泌尿器学分野），中根明宏（同地域医療教育研究セ），丸山哲史

（同高度医療教育セ） ［目的］精巣捻転は精巣機能障害を来たす疾患

である．近年，捻転時の精巣内圧上昇と精巣機能障害の関与が動物実

験で報告されている．私たちは精巣捻転に白膜減張切開を施行し精巣

温存を図ったので，その有効性を報告する．［方法］2000年 4月から

2020年 5月までに，当院で経験した15歳以下の急性陰嚢症は93例であ

り，何らかの手術を行った42例のうち，精巣捻転が明らかであったの

は22例であった．虚血壊死と考え摘除したのは14例で，捻転解除後に

精巣固定のみを行ったのが 4例，白膜減張切開を追加したのが 4例で

あった．今回，後者 4例について術前・術中・術後の所見を解析する

ことで，白膜減張切開を行う適応を検討した．［結果］ 4例中 3例で

精巣組織の温存が得られ， 1例で萎縮を認めた．温存できた症例は解

除するまでの時間が10時間以内で，捻転解除した状態で精巣が緊満

し，白膜切開時の出血が明瞭であった．一方，萎縮した症例は，解除

までに35時間が経過し，解除後に白膜を通しての血流が伺われたが，

精巣の緊満はなかった．［考察］白膜減張切開の適応は，捻転解除前

も直後も精巣の緊満が認められ，解除までに長時間（10時間以上）経

過していない症例と考えられた．

正常児の精巣における Shear wave ela-stography を用いた評価 : 松

山聡子，松井 太，矢澤浩治，松本富美（大阪母子医療セ），西川正

則（同放射線科） ［背景］Shear wave elastography（SWE）は，新た

な非侵襲的評価法であり，組織の弾性値を測定できる．SWE は肝臓

の線維化の程度の評価に有用であり，肝生検に代わる非侵襲的肝線維

化診断方法として有用視されている．近年，精巣組織の新たな評価方

法として SWE が用いられるようになってきた．限られた報告ではあ

るが，成人の精巣における弾性値は 2.4 kPa（2.0∼2.9）であり，精

巣間質の線維化を来たすと，弾性値が上昇すると示されている．一

方，小児における報告は少ない．われわれは，正常児における精巣の

弾性値について年齢別に評価することにした．［方法］研究に同意し

た正常児45例を登録した． 2歳未満 : 13例， 2∼ 5歳 : 10例， 6∼10

歳 : 13例，11∼15歳 : 7例，16歳以上 : 2例であった． 1人の放射線

科 医 に て，Canon Aplio 500 transducer（Canon Medical System

Corporation）を用いて弾性値を測定した．［結果］弾性値は， 2歳未

満 : 5.5±1.8 kPa， 2 ∼ 5 歳 : 3.7±0.5 kPa， 6 ∼10歳 : 4.7±1.6

kPa，11∼15歳 : 4.1±0.4 kPa，16歳以上 : 3.7±0.1 kPa であった．

2歳未満群と 2∼ 5歳群， 2∼ 5歳群と 6∼10歳群における弾性値は

有意差を認めた（P＜0.01）．［結論］正常児の精巣における SWE の

弾性値は，乳児期は高値で，年齢と共に低値となると考えられた．

当科における過去12年間の停留精巣の検討 : 吉川貴之祐，青木勝

也，堀 俊太，増田寛雄，橘 進彰，松原聡彦，植松稔貴，大西美貴

子，中井 靖，三宅牧人，穴井 智，鳥本一匡，田中宣道，藤本清秀

（奈良県立医大） ［目的］停留精巣は出生時に 2∼ 9％程度認められ

る一般的な小児泌尿器科疾患である．生後 6∼12カ月までは自然軽快
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の可能性があるが，その後は精巣固定が必要となる．当科における停

留精巣の推移について検討した．［方法］2006年 1月∼2017年12月の

期間に当院で停留精巣と診断された男児283例を対象とした．後方視

的に患者背景を調査し，経時的な患者推移・自然改善率・治療成績・

尿道下裂合併との関連について検討した． 2群間比較は Student’s t-

test またはMann Whitney U test を用いた．［結果］283例中基本情報が

入手可能であったのは260例で，そのうち232例が精巣固定を必要とし

た．どの年代においても70％程度が 2歳まで手術を施行していた．さ

らに詳細な情報が入手可能であった184例において，自然軽快を認め

たのは12例，精巣固定を施行したのは162例であった．手術の平均年

齢と体重はそれぞれ 1歳と 11.1 kg であった．術中精巣上体の形態異

常を認めたのは44，24例で鞘状突起は閉鎖していた．術後再挙上を認

めた症例はなく 1例で精巣萎縮を認めた．尿道下裂を合併している男

児は合併していない男児に比較し，有意に在胎週数が短く低体重出生

であった（P＝0.0058，P＝0.0006）．［考察］当科における停留精巣

の治療はこれまでの報告と遜色なかった．妊孕性や精巣腫瘍の発生に

ついてさらなる検討が必要である．

停留精巣術後の超音波検査による精巣容積の検討 :安食 淳，内藤

泰行，山田剛司，藤原敦子，白石 匠，本郷文弥，浮村 理（京都府

立医大） ［目的］精巣容積と生殖機能は相関があり容積計測の有用

性が報告されている．停留精巣術後の精巣容積につき長期的経過を報

告する．［方法］2008∼2020年に停留精巣で当科にて精巣固定術を施

行した93例・127精巣を対象とした．手術時年齢は平均年齢2.5±2.2

歳（ 1∼11歳），術後観察期間は 3∼82カ月（平均21カ月）であった．

非触知精巣・遊走精巣・術後観察期間 3カ月未満は除外した．術前の

精巣位置・手術時年齢により術後の精巣委縮頻度を比較した．精巣容

積は超音波で π/6×(長径)×(短径)2 より算出，精巣委縮は術前から

術後に50％を超える容積の減少とした．［結果］術後の精巣再挙上は

全例で認めなかった．精巣委縮は手術時年齢 2歳未満で陰嚢上部 0/2

（ 0％），鼠径下部 2/39（ 5％），鼠径上部 2/7（29％）， 2歳以上は陰

嚢上部 0/13（ 0％），鼠径下部 1/56（ 2％），鼠径上部 2/10（20％）

に認めた．両群ともに鼠径上部で有意に精巣委縮の頻度が高かった

（p＜0.05）．片側停留精巣59例のうち，術前容積が健側の50％未満14

例は術後容積比が増大（30→68％，p＜0.05）も，50％以上45例は術

後容積比と有意差を認めなかった（p＝0.30）．［考察］術前精巣位置

が鼠径上部で手術時年齢2歳前後ともに精巣委縮傾向を認めた．術前

に委縮していた精巣は術後に catch-up growth する可能性がある．

精索捻転に対し，精巣白膜の穿刺吸引による除圧で精巣を温存でき

た 1例 :奥末理知，上仁数義，河内明宏，成田充弘，影山 進，吉田

哲也，富田圭司，和田晃典，永澤誠之，草場拓人，馬塲雅人（滋賀医

大） ［症例］ 3歳，男児．［現病歴］夜間からの鼠径部痛と嘔気を主

訴に近医を受診したが原因不明のまま経過観察となり帰宅．発症10時

間後に母親が右陰嚢の変色に気が付き，再受診し精索捻転症を疑われ

当院紹介となった．右陰嚢は紫色，右精巣は高エコーで血流は確認で

きなかった．用手的整復が困難であったため発症15時間後に緊急手術

となった．術中所見では右精索は180度時計周りに捻転していた．捻

転解除後に色調の回復を認めず，精巣は緊満し出血性梗塞が予想され

た．精巣内圧を下げるために精巣白膜を穿刺吸引したところ，精巣の

色調および緊満は改善したため摘除ではなく精巣温存を選択した．術

後 2年目で精巣容量は右 1 ml，左 2 ml，超音波・MRI では輝度・信

号に左右差を認めていない．［考察］長時間経過した精索捻転に対し

て精巣白膜を減圧切開し，精巣固有鞘膜グラフトを当て精巣内圧を正

常化させることで精巣を救済できる可能性が示されている．精索捻転

は泌尿器科領域では common な疾患であるが一般泌尿器科医にとっ

て固有鞘膜を使用する手術方法は親しみが少ない．今回行った血液吸

引は簡便な方法であり，精巣内圧の減圧により精巣の正常組織を一部

温存できたと考える．

排尿痛を主訴とした後部尿道弁の 1例 : 西尾英紀，水野健太郎，林

祐太郎（名古屋市大小児泌尿器科学分野），加藤大貴，安井孝周（同

腎・泌尿器科学分野），中根明宏（同地域医療教育研究セ），丸山哲史

（同高度医療教育研究セ） ［緒言］後部尿道弁は，下部尿路通過障害

を引き起こす先天異常である．多くは新生児期に診断される．今回，

排尿時痛を主訴とした後部尿道弁の学童児例を報告する．［症例］患

者は11歳，男児．半年前から排尿時痛を自覚するようになり，近医小

児科から当科に紹介された．尿沈渣では尿路感染は否定的で，超音波

検査で結石や腫瘍は認めず．尿流測定で，総尿量 281.1 ml で最大尿

流率 7.9 ml/s，尿流パターンは plateau 型，残尿量は 44.9 ml であっ

た．VCUG で球部尿道付近に狭窄所見が認められた．全身麻酔下の

尿道膀胱鏡で後部尿道弁（Young 3型）と診断し，鎌形cold knifeで12

時を切開した．術後の尿流測定で，総尿量 303.4 ml，最大尿流率は

31.1 ml/s と改善し，尿流パターンは bell 型に変化し，残尿 0 ml で，

VCUG で狭窄所見は消失した．術後 2年 5カ月が経過したが，排尿

時痛は消失している．［結語］後部尿道弁は出生前後の明らかな異常

所見で診断されるものから，何らかの下部尿路症状を契機に発見され

るものまでスペクトラムは広い．軽症でも排尿症状を訴える男児では

尿流測定を行い，異常が疑われれば VCUG の施行を躊躇すべきでは

ないと考えられた．

当科におけるビベグロンの使用経験 :加納英人，後藤智隆（新渡戸

記念中野総合），石坂和博（帝京大医学部附属溝口） ［目的］2019年

12月から長期投与可能となった新規 β3 作動薬ビベグロンの有効性と

安全性につき当科外来の症例で検討した．［方法］対象は当科外来を

受診したビベグロン服用経験のない27例．年齢は中央値82歳．女性19

例，男性 8例．過活動膀胱治療歴ありが20例，なしが 7例．ビベグロ

ン 50 mg/日内服開始時（0 W）， 4週間後（4 W），12週間後（12 W）

の OABSS を比較検討した．［結果］0 W と比べた OABSS 変化量は 4

W で −7∼3（中央値 −2），12 W で −8∼4（中央値 −1）であり，

いずれも有意に低下していた（p＝0.0018 および p＝0.045）．4 W か

ら 8 W の変化量は −5∼3（中央値 0）で有意差を認めなかった．有

害事象は残尿量増加を 3例で認めた．［考察］少ない症例数ではある

が，ビベグロンは 4週間で効果を認め，12週間後まで効果は持続して

いた．今回はコロナ禍による受診自粛や薬剤供給不足のため予定通り

に効果判定を行えなかったため，症例を追加して再検討し，発表した

い．

過活動膀胱患者に対するビベグロンの初期臨床的検討 :増本弘史，

畑山智哉，長坂啓司，長谷川泰久（福山医療セ） ［目的］当院での

過活動膀胱に対するビベグロンの有効性と安全性を評価する．［方法］

2019年 2月∼2020年 6月に当院でビベグロンを投与した123例に対し

て，投与後 4週以上の経過観察を行い臨床的評価が可能であった108

例（女性47，男性61）を対象とし，投与前後の IPSS，IPSS-QOL，

OABSS による治療効果および副作用を検討した．［結果］投与開始

年齢は中央値77歳（54∼91）．投与方法は新規ビベグロンのみの単独

投与が女性，男性でそれぞれ25例，30例．抗コリン薬からの変更12，

6例．ミラベグロンからの変更10，3例．追加投与は α1 ブロッカー

15例，PDE5 阻害薬 7例であった．IPSS，IPSS-QOL，OABSS いずれ

も投与 2 週間後の早期から12週後まで優位差をもって改善し（P＜

0.01），その傾向は48週後まで継続した．12週後の服薬継続率は81％

（新規92％，変更あるいは追加70％）で新規処方例が優位に高く

（P＜0.05），48週後までの中止原因は，効果あるが中止10例，効果な

し 6例，有害事象 5例（排尿時痛，下痢，排尿困難，瘙痒感）であっ

た．IPSS の変化量により，性別・年齢・新規か変更や追加・単独か

併用投与で，治療効果予測因子の検討を行ったが，いずれも優位差は

認めなかった．［考察］ビベグロンの臨床的検討を行い，短期的な観

察であるが有効性と安全性が示された．

過活動膀胱に対するビベグロンの内服継続率に関する検討 :菊地美

奈，守山洋司，三輪好生（岐阜赤十字），西野好則（西野クリニッ

ク） ［緒言］過活動膀胱（OAB）に対する新規 β3 作動薬ビベグロ

ンに関しては高い有効性，安全性が報告されている．そこで今回は当

院での内服継続率について後ろ向きに検討を行った．［方法］2018年

12月 1日から2019年12月31日までの間にビベグロンを処方した患者86

例を対象とした．投与開始日から 6 カ月の内服継続率を Kaplan-

meier 法で算出し，中止理由および副作用の内容を調査した．また

2019年 6月30日までに処方された患者は55例に関しては 1年の継続率

も算出した．［結果］対象患者の平均年齢は72.4歳（11∼91），男性11

例，女性75例であった． 6カ月時点での内服継続率66％であった．中

止理由で最も多かったのが，効果不十分の24例で，次に効果があり中

止希望が 7例，副作用による中止が 6例であった．副作用は，便秘の

増悪 2例，悪心 1例，残尿増加 1例，不眠 1例，排尿困難 1例であっ

たが，重篤な副作用は認めなかった． 1年の内服継続率は，31％で

あった．［考察］これまでの OAB 治療薬の内服継続率に関する報告

は，抗コリン薬では 6カ月で40％， 1年で10∼20％，同じ β3 作動薬
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であるミラベグロンは 6カ月で50％， 1年では20∼38％であった．今

回の 6カ月で66％というのは，他剤と比べ高い継続率であり，ビベグ

ロンの高い忍容性を裏付ける結果であると言える．

未治療過活動膀胱患者に対するビベグロンの服薬継続率の臨床的検

討 :鈴木一実，石川暢夫（二宮中央クリニック），古清水岳志（なか

つぼクリニック），坂田浩一（今市） ［目的］新規過活動膀胱

（OAB）治療薬であるビベグロンの服薬継続率はまだ報告がないた

め，臨床的検討を行った．［方法］ビベグロン 50 mg/日を投与した未

治療OAB患者102例（女性67例，男性35例）に対して服薬継続率，投

与中止症例の中止理由および副作用について後ろ向きに検討した．

［結果］服薬継続率は 3カ月が57％， 6カ月が22％，12カ月が 9％で

あった．年齢別および性別の検討では，服薬継続率と年齢，性別に統

計学的に有意な関連は認められなかった．投与中止症例（n＝42）の

中止理由は，効果不十分が21例（50％），通院困難が 5例（12％），副

作用が 2例（ 5％）であった．副作用は 4例（ 4％）に認められ，便

秘 2例（ 2％），排尿困難 1例（ 1％），口内乾燥 1例（ 1％）であっ

た．［考察］ビベグロンの服薬継続率は比較的低く，投与中止理由は

効果不十分が多かった．また副作用の発現率は低く，軽微なもので

あった．これらの結果はミラベグロンの既報告とほぼ同様であった．

LOH 症候群患者に対するテストステロン補充療法（TRT）の「痛

み」に対する効果 :加藤佑樹，重原一慶，門本 卓，岩本大旭，八重

樫 洋，飯島将司，川口昌平，野原隆弘，泉 浩二，角野佳史，溝上

敦（金沢大） ［緒言］加齢によるテストステロン低下に伴う諸症状

は Lateon-set hypogonadism（LOH）症候群と呼ばれ,その症候の 1つ

に「痛み」がある．LOH 症候群に対するテストステロン補充療法

（TRT）の痛みに対する効果について検討した.［対象と方法］当院

にて LOH 症候群患者に対して 6カ月間 TRT を施行した患者の中か

ら SF-36 の「Body Pain」（SF36-BP）が50以下であった患者を抽出

（TRT 群 31例，Control 群 29例）．治療前後に Aging Male Score

（AMS），SF36，PSA 値を測定．「痛み」に対する効果は SF36-BP の項

目で判定．TRT はエナント酸テストステロン 250 mg を 4週間ごと

投与とした.［結果］年齢は TRT 群66.0歳（mean），Co-ntrol 群69.1

歳，遊離テストステロン（FT値）7.6 pg/ml vs 6.84 pg/ml，SF36-BP

44.2 vs 40.9．TRT 群では 6 カ月の治療により，SF36-BP，SF36 の

Mental Health（SF36-MH），AMS の No 4（AMS-4），No 10 が有意に

改善した.治療前後の各パラメーターの変化量を両群（TRT 群 vs

Control 群）で比較すると，SF36-BP［（＋ 4. 81 vs − 0. 335) ; P＝

0.0306］，SF36-MH［（＋2.16vs−2.84) ; P＝0.0113］，AMS-4［（−

0.709 vs ＋0.103) ; P＝0.0357］が TRT 群で有意に改善した．一方，

PSA は両群で増加，TRT 群で有意であったが［（＋ 0. 345 vs ＋

0.063) ; P＜0.001］，正常範囲内のごくわずかな増加であった.［結

論］半年間の TRT は，中高年男性に生じる「痛み」で悩む LOH 症

候群患者に対して，痛みを軽減させた．

自己免疫性多内分泌腺症候群 4型の 1例 :町野倫太郎，石川修平，

村西雄貴（斗南），高野善成，木島弘道（同糖尿病・内分泌内科），逸

見博文（同婦人科・生殖内分泌科） ［症例］30歳，男性．2017年12

月，近医泌尿器科にて精巣捻転整復術を受けた際，食欲不振，肝機能

障害が出現，近医内科にて経過観察，また手指や肘関節，膝関節の色

素沈着が認められていた．2018年 1月中旬，感冒様症状，血液検査で

コルチゾールの低下あり，精査加療のため， 1月30日当院糖尿病内分

泌内科に紹介初診となった．内分泌学的検査所見は原発性副腎皮質機

能低下症，原発性性腺機能低下症の状態であった．自己免疫性多内分

泌腺症候群 4型と診断され， 2月 1日からヒドロコルチゾン 20 mg

内服が開始された． 2月 7日当科初診時の精巣容量は右 8 ml，左 5

ml と矮小であった．自力での射精が困難であり， 2月28日右精巣針

生検を行った．病理検査では Spermatogenesis は確認できなかった．

同時に行った精巣内精子採取術では精子が認められ，凍結保存した．

3月14日からエナルモンデポー 125 mg 筋注/ 2週による男性ホルモ

ン補充療法を開始した．2019年 6月 1日，他院婦人科にて卵細胞質内

精子注入法（ICSI）を行ったが，受精卵は得られなかった．［考察］

自己免疫性多内分泌腺症候群とは Addison 病を基盤に様々な自己免疫

疾患が合併した症候群である．自己免疫性多内分泌腺症候群に伴う性

腺機能低下症は，妊孕性の低下が顕著であることを念頭に，治療にあ

たることが肝要と考えられた．

当科における男性不妊症に対する顕微鏡下精索静脈瘤手術の初期治

療成績 :風間泰蔵，保田賢司，木村仁美（富山県済生会富山） ［目

的］精索静脈瘤は男性の不妊につながる病態として認識されている．

今回，われわれは当院男性不妊外来を開設後に施行した精索静脈瘤に

対する顕微鏡下内精静脈低位結紮術の初期治療成績について検討し

た．［方法］2016年 4月∼2020年 3月の間に不妊を主として当科を受

診し顕微鏡下内精静脈低位結紮術を施行した43例を対象とした．術前

には少なくとも 2回以上の精液検査を行い，術後は， 3カ月目と 6カ

月目の精液検査につき評価した．［結果］術前の精子濃度，精子前進

運動率は，それぞれ 17.9±8.5×106/ml，23.4±4.3％，また，術後

の精子濃度，精子前進運動率（術後 3カ月目と 6カ月目の平均）は，

それぞれ 35.2±26.8×106/ml，32.4±16.6％で，いずれも術後に有

意な改善を認めた．術後には，43例中24例（56％）で妊娠を見た．妊

娠方法の内訳は，自然 8例，配偶者間人工授精（IUI） 1例，体外受

精（IVF）10例，卵細胞質内精子注入法（ICSI） 4例であった．術前

精子濃度が 5×106/ml 以下の高度乏精子症患者10例のみの検討でも，

術後に精子濃度および精子前進運動率とも有意な改善が見られ，妊娠

が 5例に成立した．［結論］精索静脈瘤に対する顕微鏡下内精静脈結

紮術は男性不妊症の治療として有用と考えられた．

地域連携によりかかりつけ医から泌尿器科に紹介された超高齢者

（90歳以上）の臨床的検討 :宇野雅博，竹内慎一，川瀬 真，石田貴

史，加藤成一（大垣市民） ［目的］本邦においてはすでに超高齢社

会に到達し，日本老年学会は90歳以上を超高齢者と定義することを提

唱している．地域連携によりかかりつけ医から当科に紹介された超高

齢者につき臨床的に検討した．［方法］2014年 1月から2020年 5月ま

でに当科に紹介された超高齢者のべ100例を対象とした．紹介理由，

診断名，治療法などについて検討した．［結果］男性73例，女性27例，

紹介理由は，排尿症状23例，PSA 異常値19例，肉眼的血尿18例，画

像検査にて悪性腫瘍疑い13例，カテ−テル管理 6例，前立腺癌加療中

の治療法 5例，その他16例であった．排尿症状25例中頻尿12例（10例

薬物療法， 2例 TUR-BT），尿閉 8例（ 6例バルン留置， 2例薬物治

療）であった．25例中14例は follow 依頼した．PSA 異常値19例（中

央値 PSA 12.6，3.89∼2,587）中 3例が前立腺生検し， 2例が前立腺

癌と判明， 8例が PSA follow 依頼，11例が前立腺生検なしで内分泌治

療．19例中14例は follow 依頼した．肉眼的血尿18例中10例に膀胱癌を

認め 7例に TUR-BT を施行．18例中14例に follow 依頼した．［考察］

人生100年時代到来が叫ばれている昨今，90歳では平均余命は約 4年

である．付き添いを要するために専門医への定期的な通院は敬遠され

がちであり，侵襲を伴う検査や治療の選択も困難となるため，かかり

つけ医との連携が重要であると思われた．

多死社会における泌尿器科患者の高齢化 :田中瑞枝，三浦有紀（恵

寿総合医療秘書課），川村研二（同泌尿器科） ［はじめに］当院は能

登半島に位置しており，現時点では高齢化が進み多死社会となり急激

に人口が減少している．今後は，若年層から始まっている人口減少の

波が高齢層までおよび死亡数も減少し，多死社会は終焉を迎え少死社

会へと移行する．今後の診療計画のために，泌尿器科患者の年齢の年

次変化などを検討した．［対象と方法］電子カルテのデータを元に，

泌尿器科外来患者の年齢の年次変化，累積死亡率とその死亡原因，泌

尿器科入院患者の年齢の年次変化について検討した．［結果］泌尿器

科外来患者の平均年齢は2006年67.1歳，2007年70.6歳であったが2017

年72.5歳，2018年71.5歳と高齢化し（P＝0.0027），10年以上前に外

来通院していた患者の約 3分の 1が死亡していた（累積死亡率 : 2006

年30.4％，2007年34.5％）．2006年と2007年の外来通院患者の死亡原

因は癌（泌尿器癌以外）25.6％，感染症20.7％，泌尿器癌11.0％で過

半数を占めた．2008∼2018年の泌尿器科入院患者の年齢の群間比較で

は有意差を認めなかった（P＝0.2006）．［結語］泌尿器外来患者が高

齢化し，10年以上前に外来通院していた患者の約30％が死亡してお

り，その死亡原因は癌，感染症が半数を占めていることが明らかとなっ

た．今後は，医療圏の人口動態を把握した診療計画が必要になる．

当院における排尿管理症例の臨床的検討 :河瀬紀夫，新垣隆一郎

（康生会武田） ［目的］当院では2018年 9月に排尿ケアチームを立ち

上げ排尿自立指導料の算定を開始した．現在までの活動実績を検討し

今後の展望について考察を加える．［対象と方法］2020年 4月までに

計187名に介入・排尿指導を行った．抽出患者を明確にするため経尿

道的手術患者，排尿障害を来たす危険性のある脳血管障害，脊椎疾
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患，骨盤内手術症例，手術時の尿道カテーテル留置症例をピックアッ

プし主に介入を行った．［結果］介入回数 : 1回 : 47名（25％） 2

回 : 89名（48％） 3回 : 28名（15％） 4回 : 12名（ 6％） 5回 : 5名

（ 3％） 6回 : 6名（ 3％）．各疾患の数は56（30％），25（13％），53

（28％），12（ 6％），40（21％）．介入終了時の排尿管理は自排尿149

（80％），間欠的自己導尿17（ 9％），失禁もしくは第 3者による導尿

6（ 3％），カテーテル留置15（ 8％）であった．脳血管障害・整形

外科疾患で術後リハビリを要する患者は転院例が多く介入回数が少な

く排尿自立を達成できない症例が多かった．［考察］病棟リンクナー

スを設置することで病院全体の排尿ケアに対する意識が向上し排尿日

誌記載の徹底，残尿測定の重要性が認識されつつあることは有意義で

あった．今後外来でのさらなる排尿管理継続について検討する必要が

ある．

当院における排尿ケアチームの活動 : 佐藤陽介，青木悠介，荻島達

也（成田富里徳洲会），立山由香利，宮本靖子，吉田 翠（同看護

部），斉藤剛司（同リハビリテーション科） ［目的］当院では2018年

8月に排尿ケアチームを立ち上げ活動を開始した．当院での排尿ケア

チームの活動を報告する．［対象と方法］2018年 8月 9日∼2020年 3

月31日に排尿ケアチームで介入した158例を対象に後方視的に検討し

た．入院中に尿道カテーテル抜去が困難もしく抜去後に排尿困難が予

想される患者を病棟看護師が抽出し排尿ケアチームへ依頼し，週 1回

回診を行った．［結果］年齢は中央値82歳（36∼97），入院日数は中央

値50日（ 7 ∼260），男性81例，女性77例，診療科は外科117例（74.

1％），内科13例（8.2％），整形外科10例（6.2％），循環器内科 8 例

（5.0％），泌尿器科 5例（3.1％），総合診療科 5例（3.1％），介入回

数は平均 3. 58回（ 1 回 30例 18. 9％， 2 回 23例 14. 5％， 3 回 28例

17.7％， 4回18例11.3％， 5回20例12.6％， 6回39例24.7％），排尿

に関する転帰はカテーテルフリー78例（49.3％），尿道カテーテル77

例（48.7％），間欠的自己導尿 3例（1.9％），退院先に関しては自宅

55例（34.8％），転院40例（25.3％），施設42例（26.6％），死亡21例

（13.3％）であった．［考察］当院での対象患者は年齢が高く，入院日

数が長い傾向にあった．このため他施設の報告と比べると介入回数が

多く，カテーテル抜去率が低かったと思われる．また対象患者の

13.3％の転帰が死亡であり，対象患者を適宜検討することが今後の課

題と考える．

当院「男性尿失禁外来」開設後の状況報告 : 谷口久哲，杉 素彦，

滝澤奈恵，天野賢二，川西 誠，中尾一慶，松下 純，吉田 崇，大

杉治之，福井真二，矢西正明，斎藤亮一，木下秀文，松田公志（関西

医大） ［目的］「男性尿失禁外来」開設後の診療状況について報告す

る．［対象・方法］この本邦初の専門外来は，人工尿道括約筋

（AMS800）埋め込み術を希望される患者が対象である．受診患者背

景，転帰について検討を行った．［結果］2019年 1月∼2020年 4月 4

日までの約15カ月の間に計94名の初診患者を診察した．88名が紹介患

者であった．当院を含む大阪府北河内地区からの受診が14名，他の大

阪府内からの受診が43名，大阪府を除く近畿地区33名，その他の地域

からの受診（九州・沖縄，中部，四国）が 4名であった．患者の年齢

（n＝94）は75.1±6.2歳（mean±SD），尿失禁の原因は前立腺全摘後

88名，前立腺肥大症に対する手術後 5名，前立腺癌に対する小線源治

療後 1名であった．手術から受診までの期間の平均は83.2±55.5カ月

であった．94名のうち，32名（34％）に人工尿道括約筋（AMS800）

埋め込み術が予定された．［考察・結語］近畿圏全体から受診されて

おり，約 3割が手術を予定されていた．専門外来を開設した事で，人

工尿道括約筋（AMS800）に対する認識が向上したと考えられる．

当院における「男性尿失禁外来」開設後の人工尿道括約筋

（AMS800）埋め込み術の検討 : 谷口久哲，杉 素彦，滝澤奈恵，天

野賢二，川西 誠，中尾一慶，松下 純，吉田 崇，大杉治之，福井

真二，矢西正明，斎藤亮一，木下秀文，松田公志（関西医大） ［目

的］当院は2019年 1月，本邦初の「男性尿失禁外来」を開設した．今

回，専門外来開設後の人工尿道括約筋（AMS800）埋め込み手術の現

状について報告する．［方法］2019年 1月から2020年 5月までに施行

した人工尿道括約筋（AMS800）埋め込み術の術前後の経過について

検討を行った．［結果］計23症例に対して人工尿道括約筋（AMS800）

埋め込み術が施行された．原因疾患は，前立腺がん術後の尿失禁が22

例で前立腺肥大症の術後が 1 例であった．手術時間の平均は102分

（79∼127分），出血量は少量であった．全例特記すべき合併症なく埋

め込み術が施行された．術後平均在院日数は 3日（ 2∼ 4日）であっ

た．術後感染に関連した合併症は認めなかった． 1例で作動開始予定

前に自己にて作動開始され，尿閉を来たした症例があったが，その他

の症例は術後特記すべき合併症を認めなかった．23例中17例が作動開

始に至っているが，全例問題なく使用出来ている．［結語］人工尿道

括約筋（AMS800）埋め込み手術の現状について検討した．人工尿道

括約筋（AMS800）埋め込み術は比較的安全に行えていた．

当院における結節性硬化症・診療連携支援チームの結成およびその

活動についての考察 :山田浩史，森上裕子，石黒茂樹，大橋朋悦，山

内裕士，錦見俊徳（名古屋第二赤十字） ［緒言］結節性硬化症

（TSC）は様々な臓器における良性腫瘍/病変の発生を特徴とする常染

色体優性遺伝性希少疾患である．また幅広い年齢層において様々な臨

床症状を呈し，生涯そのフォローを要する．［目的］当院を受診，診

断された患者は各科での連携をとり当院で診療を完結出来るシステム

の構築．特定疾患あるいは障害の認定をすることで経済的負担を減ら

す．患者の社会的 経済的自立支援および家族の精神的ケアを目的と

した．［方法］チーム構成は，小児科 泌尿器科 脳外科 神経内科

眼科 皮膚科ケースワーカーの合計10名で 2∼ 3カ月に 1回ペースで

症例検討会を開催．［対象および結果］ 1年間で TSC の診断のもと

当院通院していた患者数は10例．男女比は 4 : 6 平均年齢30.7歳

（ 0∼64歳）何らかの精神発達遅延などを 4割で確認．全例，難病指

定あるいは精神障害の診断をうけ受給中．大症状と小症状をチェック

複数科で経過観察されていた．しかし，フォローをされていない症状

も確認された．［考察］TSC は，年齢性別ともに様々な臨床症状を呈

する疾患であり，分子標的薬を使用することでその症状の進行を遅ら

せることが出来る．市中病院だけでは難しい部分もあるが，各科およ

び各職種と連携を取り患者および家族を支援していく事が必要と考え

る．

仙骨神経刺激装置摘除の経験 :大西美貴子，鳥本一匡，橘 進彰，

植松稔貴，増田寛雄，松原聡彦，吉川貴之祐，堀 俊太，中井 靖，

三宅牧人，穴井 智，青木勝也，藤本清秀（奈良県立医大附属）

［目的］仙骨神経刺激療法（SNM）は難治性過活動膀胱に有効である

が，異物を植え込む故に摘除を要することがある．装置植込後 6カ月

以上経過し装置の摘除に至った 2例を経験したので，手術経過につい

て報告する．［症例 1］59歳，女性．2018年 1月に SNM 装置植込術

を受けたが奏功せず，同年 7月に摘除術を受けた．仙骨孔への刺入部

皮膚直下までリードを剥離して引き抜きを試みたが，強い抵抗があり

「返し」部の近位で切断した．皮下組織を分け，「返し」が見えるまで

剥離したところ，容易に抜去できた．［症例 2］49歳，女性．2018年

8月に SNM 装置植込術を受け，奏功した．2020年 3月ジェネレータ

の一部が露出したため，植込位置を調整された．2020年 5月同部に膿

瘍が形成されたため，装置の摘除術を受けた．感染はリードに及んで

いなかった．リードの「返し」が 2つ見えるまで剥離し，抵抗なく抜

去できた．［考察］脊髄刺激電極を留置後，試験刺激（約 1週間）の

後に抜去する場合は容易に抜去できるが，少なくとも 6カ月以上経過

した場合は抜去時に「返し」まで剥離する必要がある．また，装置へ

の感染が確認されれば，速やかに摘除するべきである．

腎摘除術を要したシートベルト外傷による腎断裂の 1例 :八木澤理

人，川原徹也，岡田昌裕，武田匡史，山本秀和（福井県済生会），福

田理恵（金沢大），堀尾浩晃，天谷 奨（福井県済生会外科） 症例

は21歳，女性．既往歴に特記事項なし．軽自動車を運転中に交差点内

で左から進入した車に車体左側から衝突され，当院救急に搬送され

た．身長 152 cm，体重 39 kg，BMI 16.8，血圧 152/62 mmHg，脈拍

76 bpm，SpO2 100％（室内気），JCS 1，左側腹部にシートベルトに

よると思われる擦過傷あり，左側腹部圧痛著明．造影 CT で左腎複雑

性深在性損傷，脾臓損傷を認め，シートベルト外傷による腎断裂と脾

臓損傷と診断された．腎機能温存は困難と判断され，緊急開腹左腎摘

除術（経腹膜アプローチ）を施行した．脾臓損傷に対しては当院外科

に依頼しサージセルを出血部に当て止血を行った．手術時間 3時間45

分，出血量 935 ml，赤血球濃厚液10単位輸血．摘出腎は完全に断裂

していた．術後経過は良好で術後4日目に退院した．

膀胱タンポナーデの臨床的検討 : 大澤華織，柚原一哉，小鷹博人

（高山赤十字） ［目的］当院における膀胱タンポナーデの患者背景，

原因，治療について後方視的に検討する．［方法］対象は2012年 1月
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から2019年12月までに膀胱タンポナーデで受診した134例．背景，原

因，検査，治療内容について検討した．［結果］年齢中央値は84歳

（44∼98歳）．男性84例，女性50例．抗血栓薬服用中の症例は66例

（49％）．原因については膀胱炎が49例（39％）と最も多く，泌尿器悪

性腫瘍30例（22％），前立腺出血14例（10％），医原性 8例（ 6％），

放射線性膀胱炎 6例（ 4％），尿閉による過拡張 5例（ 4％），尿道損

傷 3例（ 2％），その他もしくは原因不明19例（13％）であった．治

療については，全例に膀胱洗浄による凝血塊の除去を行い，続いて持

続還流を行ったのは86例（64％）であった．経尿道的電気凝固術を外

来で無麻酔下に施行し止血が得られたのは33例（25％），麻酔下に止

血を要したのは11例（ 8％）であった．最終的に 2例（ 1％）に尿路

変向を実施した．輸血は25例（19％）に実施した．［考察］原因とし

て膀胱炎の割合が高く，排尿障害が背景にあるものと考えられた．抗

血栓薬は約半数で服用しており，増悪因子となった可能性が示唆され

た．患者の高齢化に伴い，排尿障害，抗血栓薬服用中の患者は増加

し，膀胱タンポナーデ症例が増加すると思われる．高齢者の排尿管理

に適切に介入していく必要があると考えられた．

当院におけるロボット支援手術の第一トロッカー挿入における

Optical 法の検討 : 青山周平，島 崇，倉内大門，町岡一顕，瀬戸

親（富山県立中央），野原隆弘（金沢大附属） ［目的］ロボット支援

手術における Open laparoscopy 法と Optical 法における第一トロッ

カー挿入までの時間を検討した．［方法］当院における2017年 1月か

ら2020年 5月までに施行されたロボット支援手術188件で第一トロッ

カー挿入における Open laparoscopy 158件と Optical 法30件について皮

切開始から第一トロッカー造設後の気腹開始までの時間をおのおの検

出し，検討した．なお，当院ではDa vinci xi を使用している．［結果］

Open laparoscopy 法での平均時間は8.05分に対し Optical 法は5.7分で

あり，有意差を認めた（P＝0.03）．手術別にも検討し，ロボット支

援下前立腺全摘除術では前者8.05分，後者5.44分で有意差を認めた

（P＝0.002）．ロボット支援腎部分切除術でも前者7.35分，後者5.5分

で有意差を認めた（P＝0.03）．さらに経腹的到達法，後腹膜到達法

で分けると，前者では6.35，5.0分で有意差を認めなかった（P＝

0.24）が，後者では9.8，5.66分で有意差を認めた（P＝0.001）．［考

察］Open laparoscopy 法より Optical 法の方が，第一トロッカー挿入

にかかる時間が短いことが確認できた．Optical 法は，ハッサンコー

ンも不要であり，手技も簡便で安全に施行可能である．当院ではハッ

サンコーンの破損を契機に導入したが，有益な手技であると考えてい

る．

奈良県総合医療センターにおけるダブル J ステントの閉塞に関する

要因の検討 : 松村善昭，大森千尋，井上剛志，三馬省二，影林頼明

（奈良県総合医療セ） ［目的］ダブル J ステント（DJ）の閉塞は腎

機能障害，尿路感染症，交換困難の原因となる．今回，われわれは

DJ 閉塞の要因について DJ の種類も含めた検討を行った．［方法］

2019年 9月から2020年 6月までに DJ 交換を行った28患者を対象とし

た．両側挿入症例は左右を別々に 1例として検討し症例36例を検討し

た．DJ 交換時にガイドワイヤーが通過しない閉塞を認めた場合を閉

塞とし，閉塞があった症例は DJ の種類を変更する方針とした．［結

果］患者背景は性別男性10例，女性18例，平均年齢67.8歳であった．

ステント挿入の原因は悪性疾患18例（子宮頸癌 6例，直腸，結腸癌 6

例，卵巣癌 2例，悪性リンパ腫，尿管癌，胃癌，膵臓癌 1例），後腹

膜線維化症 6 例，尿路結石 4 例であった．挿入期間中央値19カ月

（ 2∼151），交換間隔90日（42∼133），総交換回数は80回であった．

DJ 閉塞を認めなかった症例が24例，閉塞症例12例で，閉塞症例のう

ちで DJ の種類変更で閉塞を認めなくなった症例 8例，種類変更後も

閉塞した症例 4例であった．［考察］一部の症例において尿管カテー

テルの種類の変更により閉塞を予防できる可能性がある．

当院での人工尿道括約筋植込術についての臨床的検討 :杉 素彦，

天野賢士，奥 雄太郎，川西 誠，松下 純，滝澤奈恵，谷口久哲，

木下秀文，松田公志（関西医大附属） ［目的］当院は2019年 1月に

男性重度尿失禁外来を開設した．現在までに当院で施行した人工尿道

括約筋植込術について検討する．［対象と方法］2006年12月∼2020年

2月の間に施行した人工尿道括約筋植込術（再植込含む）43例を対象

とした．検討項目は年齢，既往歴，原因疾患および人工尿道括約筋植

込術までの期間，手術時間，入院日数，治療成績，合併症，稼働率と

した．［結果］観察期間（中央値）9.3カ月（1.8∼154.4），年齢74歳

（53∼88），既往歴 :糖尿病 6例，放射線治療 7例，原因疾患 :二分脊

椎 1 例，HoLEP 1 例，RRP 22例，LRP 13例，RALP 5 例（当院 9

例），筋植込術までの期間 : 62.3カ月（4.5∼233.5），手術時間113分

（79∼227），入院日数 4 日（ 2 ∼28），治療成績 : 全例術前より使用

パッド枚数は減少，safety pad（0∼1）33/43例（76.7％），合併症 :

急性腎不全 1例，再手術 :原因不明のバルーン破損 2例，コントロー

ルポンプ脱出 1例，感染 1例，挙上 1例，尿道びらん 1例，尿道萎縮

1例， 5年稼働率 73.3％であった．

当科で行われた経会陰的尿道機能再建手術の臨床的検討 :石浦嘉

之，新倉 晋，浅利豊紀（富山労災），大筆光夫（石川県立中央），押

野谷幸之輔（公立松任石川中央），海法康裕（東北医科薬科大），増田

均（国立がん研究セ東泌尿器後腹膜腫瘍科） ［目的］外傷性尿道損

傷に伴う尿道の断裂や狭窄に対する尿道形成術，前立腺手術に端を発

した尿道括約筋損傷に由来した重症腹圧性尿失禁に対する人工尿道括

約筋植込術が経会陰的尿道機能再建手術に該当する．これらの手術は

専門性が高く施設集約化が図られる一方で手術実施施設の地域偏在が

みられる．新型コロナウイルス問題に対し人の移動自粛が求められる

現在，医療均てん化の重要性は増している．そこで本術式が浸透して

いない地域に位置する当院の取り組みを報告することとした．［方法］

2016年∼2020年の間に当院で 6症例に対し経会陰的尿道機能再建手術

を施行した． 4 例に対し尿道狭窄部切除ならびに尿道端々吻合術

（Excision and primary anastomosis : EPA）を施行． 4例中 1例は骨盤骨

折に伴う膜様部尿道断裂， 2例は騎乗型会陰部打撲に伴う球部尿道断

裂， 1例は非断裂の騎乗型尿道損傷であった．前立腺癌手術に起因し

た重症腹圧性尿失禁に対する人工尿道括約筋植込術を 2例に施行し

た． 1例は開腹手術後， 1例は腹腔鏡手術後であった．［成績］EPA

後全症例で明らかな狭窄なく尿道の開存が得られた．人工尿道括約筋

植込術に関しても全例で明らかな抗尿失禁効果が得られた．［結語］

少数ながら良好な成績が得られ，今後さらなる研鑽を重ね，地域格差

を是正すべく本領域の手術を提供し続ける予定である．

当院における経尿道的手術のクリニカルパスの修正と運用 :今井聡

士，土井一輝，桂 大希，田 寛之，松本 穣，村蒔基次，山田裕二

（兵庫県立尼崎総合医療セ） ［目的］医療におけるクリニカルパスで

も PDCA サイクルを継続的に行うことが重要とされる．当科でもク

リニカルパスの修正を行い，患者，スタッフ双方もアウトカムを改善

することを目標に活動している．われわれは経尿道的手術のパスを修

正，導入を行い，その評価を行うことを目的とした．［対象と方法］

定期的に泌尿器科病棟のパス委員は会議を行いスタッフ間の意識の統

一，問題点の抽出を行っている．今回，入院期間の短縮，早期離床，

パスの標準化を中心にクリニカルパスを修正した．通常，尿道バルン

を抜去した日に退院することとし，HoLEP，TUL，TUR-BT の 3手

術，年間400例ほどを対象とした入院期間の 1日短縮，また 1泊 2日

TUL も新規パスとして導入した．また術後早期安静解除，点滴終了

とし，手術当日にはデバイスがない状態となるよう修正し，患者

QOL の向上を目指した．飲水・食事開始は術後 3時間，安静解除は

5時間と短縮した．そして可能な限り入院指示を統一化することによ

り，患者の安全を損なうことなくスタッフ間の業務負担軽減を目指し

た．［結果］パス修正後，バリアンスの増加，ヒヤリハットの増加は

なく安全に施行できている．［考察］今後も PDCA サイクルを継続的

に行い，スタッフと患者にとってメリットのあるクリニカルパスに改

善していきたい．

恵寿総合病院・泌尿器科における手術の質の評価―手術併発症と手

術関連死亡について― :長浦智里
1
，川村研二

2
，三浦有紀

1,2，井上慎

也
3
，中澤佑介

3
，菅 幸大

3（1恵寿総合医療秘書課，2同泌尿器科，3

金沢医大） ［はじめに］良質な医療を患者に提供するためには，医

療の質の向上が必要であり，積極的な情報公開が必要である．手術の

質について評価したので報告する．［対象と方法］2006年 4月からの

12年8カ月間に恵寿総合病院泌尿器科で施行された1,836例の手術症例

を対象とした．評価した項目は，1．手術の種類の年次変化，2．麻酔

方法と麻酔併発症，3．術中手術併発症，4．術後手術併発症，5．輸

血例，6．手術関連死亡率，7．在院死亡率である．［結果］手術の種

類は経尿道的手術（TUR）が約70％，小切開開腹術（前立腺・腎な

ど）が約14％を占めた．麻酔方法は，全身麻酔1,836例中1,757例

（95.7％）を占め，麻酔による重篤な併発症を認めなかった．術中手

術併発症を1,836例中14例（0.8％）に認めた（直腸損傷 2例，気胸 1
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例，無気肺 2例，TURの穿孔 9例）．術後手術併発症を1,836例中46

例（2.5％）に認めた（治療を要する出血患者28例，肝機能障害 2例，

TUR 術後感染 4例，術後創併発症 4例，深部静脈血栓の悪化 1例，

その他 7例）であった．手術に起因する保存血輸血は1,836例中 9例

（0.5％），自己血輸血は1,836例中67例（3.6％）であった．手術関連

死亡率は1,836例中 0例（ 0％）であった．［結語］良質な医療を患者

に提供するためには，手術の質を評価するための指標である手術併発

症・手術関連死亡率などの積極的な情報公開が重要である．

泌尿器科手術における ERAS 1,000例の評価 :扇 菜美，堀内礼子，

尾崎香奈，濱 遥香，万行文子，宮城 歩（恵寿総合 6階西病棟看護

部），川村研二（同泌尿器科） ［はじめに］現在まで1,000例に

ERAS 周術期管理を行い，1．アウトカム達成率，2．QoR-40J を用い

た満足度調査を行ったので報告する．［対象と方法］年齢中央値74歳，

範囲14∼99歳， 男性861例， 女性139例を対象とした．手術術式は，

経尿道的手術（経尿道的前立腺剥離術 ，TURBT など），開腹手術

（腎手術，前立腺全摘除術，膀胱手術など），その他であり，全身麻酔

で手術を行った．［結果］経尿道的前立腺剥離術で Hb 低下は 0.6

g/dl，腎手術では出血量平均 94 ml， 前立腺全摘では出血量平均 146

ml であった．経尿道的手術では，術後 2∼ 3時間目の 50 m 歩行は

97.0％，術後 4時間目の食事は98.0％に可能であった．7 cm 切開創

長の開腹術では，術後 4時間目の離床・歩行 は95％，術後 4時間目

の飲水は88％，術翌朝の常食摂取は90 ％，術翌朝までのドレーン抜

去は100％，術翌日午後のシャワー浴は93.8％で可能であった．QoR-

40J 総和は術前日の平均値 187.6 から術後 1日目 171.8 に低下した

が，退院日に 181.3 に回復した．［結語］手術侵襲を減らし ERAS に

よる周術期管理を行うことで，術後の患者の達成目標を通常より早期

に安全確実に実行することが可能であった．

腎部分切除後に認めた Segmental arte-rial mediolysis に伴う膵十二

指腸動脈瘤破裂の 1 例 : 宮後直樹，内田欽也（大手前），北山聡明

（同放射線科） 症例は66歳，男性． 9年前に右腎癌に対して腎摘出

術の既往あり．今回左腎中極に 3 cm 大の腫瘤あり，腎癌の診断で左

腎部分切除術施行．術後 8日目に立ちくらみ症状と軽度の腹部膨満

感，貧血進行あり．精査の造影 CT 検査で後腹膜血種と前膵十二指腸

動脈での動脈瘤および口径不整を認めたため，segmental arterial

mediolysis に伴う膵十二指腸動脈瘤破裂と診断．同日放射線科医によ

る前膵十二指腸動脈瘤への塞栓術施行．その後十二指腸狭窄によると

思われる消化管閉塞のため絶食期間があったが保存的に改善，術後63

日目に退院となった．周術期に稀な疾患を経験したため文献的考察を

含めて報告する．

限局性尿管炎と診断しステロイド療法により水腎症の改善を認めた

1例 : 武縄 淳（市立加西），金谷 勲，高安健太，六車光英（高槻

赤十字） 症例は73歳，女性．2010年末の検診腹部エコーで右水腎症

を指摘され当科初診．腹部造影 CT で右水腎症，右不完全重複腎盂尿

管と右中部尿管壁の全周性肥厚を認めたがリンパ節腫大や他臓器の異

常は認めなかった．血液生化学検査，尿検査にて特記すべき異常を認

めず．尿管癌疑いで尿管鏡を施行したところ，8 Fr 硬性尿管鏡は狭窄

のため中部尿管より腎側には到達しなかったが観察可能な範囲で尿管

粘膜に腫瘍性病変を認めず，擦過細胞診，粘膜生検ともに悪性所見を

認めなかった．その際の逆行性造影で約 5 cm に及ぶ中部尿管狭窄を

認め上半部は造影されなかった．上半部精査のため順行性腎盂尿管造

影を施行したが腫瘍を疑う陰影欠損を認めず 6 Fr 尿管カテーテルは

狭窄部を抵抗なく通過，擦過細胞診も陰性であった．以上より炎症性

の尿管狭窄と診断したが，狭窄部の長さより尿管部分切除＋端々吻合

術は不可能と判断しステロイド治療を開始した．PSL（プレドニン）

30 mg/day より内服開始， 4 週後の CT で水腎症の改善を認めた．

PSL は徐々に減量し68週後に中止した．PSL 開始 2週後にステロイ

ド糖尿病を併発したが PSL 減量に伴い改善し糖尿病治療薬は不要と

なった．PSL 内服中止後84カ月経過するも水腎症や尿管壁肥厚の再

発を認めていない．

転移性胃癌に対するパクリタキセル・ラムシルマブ併用療法施行中

に尿管大量出血を来たした 1例 :阪本慧一，桑田真臣，市川和樹，丸

山良夫，雄谷剛士（三重厚生連松阪中央総合） ［症例］76歳，男性．

胃癌術後の腹膜播種病巣による右水腎症が出現し，X年 3月に当科紹

介．右尿管ステントを留置し薬剤治療が開始となった．1次治療不応

後，同年 5月に 2次治療としてパクリタキセル・ラムシルマブ併用療

法に変更となったが，同年12月の5コース目終了直後より間歇的な肉

眼的血尿が出現した．膀胱鏡検査ではステント留置中の右尿管口から

の血尿を認めたが，画像検査では右上部尿路に明らかな出血性病変を

指摘できなかった．出血原因が不明のまま間歇的に大量血尿を繰り返

し，輸血を要した．経過中，鼻出血など全身の出血傾向を認めたため

ラムシルマブの副作用を疑い，投与中止となった．ラムシルマブ最終

投与より26日目以降，肉眼的血尿は消失した．現在ニボルマブによる

3次治療中であるが，血尿の再燃なく経過し，尿管ステントの交換も

問題なく施行中である．［考察］近年，各種癌治療において新規薬剤

や新規レジメンが次々と登場している．泌尿器領域以外の癌患者に対

して尿管ステント留置などを行うことも多いが，各専門科が投与中の

薬剤における副作用を念頭において管理・方針決定を行うことが重要

と思われた．

下大静脈後尿管の 1 例 :纐纈佳樹，鳥海 蓮，浦田聡子，大筆光

夫，宮城 徹（石川県立中央） 32歳，男性．顕微鏡的血尿の精査目

的に施行した腎エコーにて右水腎症を認めたため，精査加療目的に当

科紹介受診となった．以前より右側腹部痛が持続していた．CT では

右尿管が大腰筋と下大静脈の間を走行しており，下大静脈後尿管が疑

われた．両者の間で尿管が圧迫されて狭窄し，尿管と腎盂の拡張を来

たしていると考えられた．Cre : 1.16 mg/dl，eGFR : 61 ml/min/1.73

m2 と腎機能の軽度低下を認めた．腎レノグラムでは両側の腎機能に

明らかな異常は認めなかったが，右腎にて排泄の遅延を認めた．逆行

性尿路造影では右尿管が内側へ屈曲偏位しており，下大静脈後尿管に

矛盾しない所見であった．本症例の下大静脈後尿管はNielsen（1959）

が分類した 5型のうち最も多い第 1型に分類される．下大静脈後尿管

に対して腹腔鏡下右尿管形成術を施行した．尿管と下大静脈の交叉部

を同定し，右尿管を切断，再吻合した．術後経過は良好であり，術後

3カ月後の CT では水腎症は残存しているが，術前と比較すると改善

しており，右側腹部痛も改善傾向であった．下大静脈後尿管について

若干の文献的考察を加え，報告する．

泌尿器科術後の吻合不全に対して，高気圧酸素治療の追加が奏功し

た 4例 : 南 彰紀，山崎健史，行松 直，長野祐樹，鞍作克之，内田

潤次（大阪市大） 泌尿科手術，特に前立腺全摘除術や膀胱全摘除術

などにおいては尿管・腸管吻合や尿道の再吻合が必要となることが多

い．しかしその際に吻合部不全を認めると，基本的な治療選択肢とし

ては保存療法での経過観察や再手術に限られ，患者への身体的・精神

的な負担増加や入院期間の延長も避けられない．特に高齢や併存疾患

が多いと創傷治癒が遷延して治療に難渋する可能性がある．今回，回

腸導管・尿管吻合不全の 1例と前立腺癌術後の尿道膀胱吻合不全の 2

例，膀胱左尿管新吻合の吻合不全 1例で，保存治療に難渋していたと

ころ，高気圧酸素療法（HBO）を追加していずれも吻合部不全の治

癒を得られたために報告する． 4例とも当院での術後に， 2絶対気圧

の高気圧酸素治療をおおむね60分，複数回施行した．軽度の耳閉塞感

や閉所への不快感の訴えがあったものの，いずれも大きな問題となる

ような副事象を認めなかった．高気圧酸素治療には一般に，炎症抑制

作用や血流改善，創傷治癒効果・組織修復効果があるとされ，治療に

よる副事象も軽微なもののみである．術後組織修復が遅延する症例の

治療に有効かつ安全な治療オプションになりうると考える．上記 4例

の臨床・治療経過に，文献的考察を加えて報告する．

新規蛍光尿管カテーテルを，腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術で使用した

1例 :羽阪友宏，榮井広嗣，山肩正輝，西原千香子，北本興市郎，青

山真人，浅井利大，石井啓一，金 卓，坂本 亘，上川禎則（大阪市

立総合医療セ），松田博人（八尾市立），山本与毅（PL） ［目的］新

規蛍光尿管カテーテル（NIRCTM）は，近赤外光の照射により発光す

る蛍光色素入りポリウレタン樹脂を原材料としたカテーテルで，尿管

の特定が容易になり，尿管損傷のリスク低減につながるとされる．今

回，左尿管を圧排する 6 cm 大の後腹膜腫瘍（骨髄脂肪腫）に対する

腹腔鏡下摘出術に際し，本カテーテルを使用し，尿管損傷回避に有用

と思われたので，その経験につき報告する．［方法］従来の尿管カ

テーテルを挿入する要領で，蛍光尿管カテーテルを留置する．腹腔鏡

下に下降結腸を脱転し，後腹膜腫瘍を確認した．赤外光観察対応の光

源装置と腹腔鏡を使用すると，蛍光尿管カテーテルが発光し，尿管が

明瞭に視認できた．［成績］腫瘍に内包された部位では明度が低下す

るものの，なお尿管の走行は認識可能であり，尿管損傷なく腫瘍を摘
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出することができた．術後，水腎症の出現なく経過している．［結論］

尿管損傷のリスクが想定される症例に対し，蛍光尿管カテーテルは有

用であると思われた．

シンポジウム 1「一般泌尿器科医に知って欲しい女性泌尿器科の現況

と未来」

まだまだがんばる経膣メッシュ手術（TVM) : 鍬田知子，柏原宏

美，加藤稚佳子，竹山政美（第一東和会女性泌尿器科・ウロギネコロ

ジーセ） 2011年の FDA の厳しい警告以来，経膣メッシュ手術

（TVM）に逆風が吹き，日本国内で TVM に用いることが可能なメッ

シュは Polyform というポリプロピレン（PP）メッシュのみとなった．

さらに2019年 4月には，FDA が経膣メッシュ手術を禁止したため PP

メッシュが経膣的に使用不可能となり，現在国内で使用可能なメッ

シュは国産のポリテトラフルオロエチレン（以下 PTFE）メッシュ

ORIHIME のみである．TVM 自体が出来なくなったと誤解されてい

る節もあるが，国内では PTFE メッシュを用いた TVM は可能であ

る．そもそも TVM は，Native tissue repair での再発が多いことを受

け，2000年にフランスの TVM グループによって骨盤臓器脱に対する

手術を容易に，安全に，効果的に行うために導入された．特に日本で

行われているセルフカットメッシュを用いた TVM は，キットがな

かったゆえに独自の進化を遂げているのも特徴である．ただ大前提と

して，TVM を行うにあたっては精緻な手技の習得が必須であり，国

内での諸家の報告からもエキスパートによる TVM は骨盤臓器脱修復

の有用な手段の 1 つであると考えられる．このセッションでは，

ORIHIME の安全性・有効性を検討するために当科で行った，TVM

手術における PP メッシュと PTFE メッシュの前向き比較検討試験の

1年目の成績を報告するとともに，改めて TVM の有用性についても

述べたい．

腹腔鏡下仙骨膣固定術は万能か？ :福島正人，関 雅也，堤内真

実，横山 修（福井大） 腹腔鏡下膣仙骨固定術（LSC）は今や一般

的な術式になった．今後はロボット補助下での膣仙骨固定術が主流に

なる可能性はあるが，術式は LSC に準じており，それだけ LSC は完

成された術式と思われる．数年前までは泌尿器科医にとって，骨盤臓

器脱は婦人科の分野と思い込んでいたかもしれない．それを TVM は

劇手に変え，正しくエポックメイキングな術式だった．劇的に変化し

た骨盤臓器脱手術は，経膣メッシュに対する FDA alert で別の術式が

脚光を浴びることになった．LSC がその最たるものであるが，メッ

シュを使用することには変わりはない．膣壁にハンモック状に張った

TVM のメッシュは美しさを伴っており，TVM も捨て難い術式であ

ると思う．われわれとしては NTR，TVM，LSC と選択できる術式が

増えたことは良いことではあるが，術式の選択に悩むこともある．現

時点では泌尿器科医としてはおそらく LSC が主流の術式になってい

ると思う．しかしながら，LSC は万能であるだろうか．円背などの

体位の問題や頭低位が可能かどうか．腹部手術の既往，癒着などはど

うか．子宮頸癌など婦人科系癌が疑わしい場合はどうするか．骨盤臓

器脱を扱う上で泌尿器科医としての限界もあると思う．症例を提示し

検討したいと思う．

ロボット支援下仙骨膣固定術の導入と注意点 :竹中政史，佐々木ひ

と美，市原敬一郎，竹内章人，中村 渉，友澤周平，河合昭浩，糠谷

拓尚，全並賢二，深谷孝介，市野 学，高原 健，住友 誠，白木良

一（藤田医大） 骨盤臓器脱治療の目標は正常な泌尿生殖機能を保持

しながら骨盤底を解剖学的および生理的に修復する事である．その中

でも仙骨膣固定術は治療のゴールドスタンダードであり，本邦でも

2015年に腹腔鏡下仙骨膣固定術が保険収載され広く普及している．今

回，2020年 4 月にロボット支援下仙骨膣固定術（Robot Assisted

Sacrocolpopexy : RASC）が保険収載され，今後広く普及していく事が

予想される．RASC の利点として 3D 画像での良好な視野，骨盤底の

深い位置への到達と縫合の簡便性があげられる．また，ダブルコン

ソールによる指導が可能であり教育面でも優れている．しかしながら

費用は腹腔鏡，開腹手術に比べ高額であり，システム収容のための手

術室の広さやシステムに習熟したスタッフの育成などの課題も挙げら

れる．当院では2013年から保険収載に先駆けて RASC を開始した．

RASC の導入とその注意点について当院の経験を報告する．

チームで取り組む女性骨盤底ケアの実際 : 三輪好生（岐阜赤十字）

骨盤臓器脱，腹圧性尿失禁に対する根治治療は手術療法であるが，す

べての患者が手術を望むわけではない．また，手術適応のない場合で

も症状で悩んでいる患者や症状悪化への不安を抱えている患者も多

い．行動療法は軽症の尿失禁に対する治療目的以外に骨盤臓器脱の症

状軽減，悪化の予防にも有効とされている．当院では泌尿器科医，産

婦人科医によるウロギネ外来が窓口となり，行動療法が必要な患者に

対しては骨盤底ケア外来にて専門の看護師，理学療法士による指導を

行っており，独自に作成した行動療法統合プログラムを用いて骨盤底

筋訓練，膀胱訓練，生活指導を効率よく，均一の水準で行えるように

している．さらに栄養士，薬剤師，放射線技師，臨床工学士を加えた

院内のウロギネチームでは月に 1回，患者満足度の向上を目的とした

ミーティングを行い実臨床に役立つ情報を共有している．また骨盤臓

器脱患者で手術を希望せず，ペッサリー管理を選択した場合には自己

着脱を積極的に勧めている．看護師による自己着脱指導外来ではこれ

まで42人に指導を行って来た．平均観察期間9.1カ月の継続率は

84.2％であり患者の受け入れも良好であった．女性の骨盤底機能障害

と向き合っていくためにわれわれは手術療法だけに留めず患者のあら

ゆるニーズに応えられるよう治療選択肢を増していく必要があると考

えている．

シンポジウム 2 「動画で学ぶ小児泌尿器科領域の開放手術と腹腔鏡

手術」

包茎・埋没陰茎 : 吉野 薫，久松英治，井山裕子，田島基史，中田

千香子（あいち小児保健医療総合セ） 小児の包茎・埋没陰茎は，思

春期の陰茎発育に伴い自然治癒する可能性が高く，思春期前に手術治

療を必要とする症例は限られる．包皮輪が瘢痕化して排尿困難を生じ

将来も包皮翻転が望めない「真性包茎」，排尿直後に包皮内残尿があ

る症例を手術適応としている．稀に尿道下裂や尿道上裂が隠れている

ことがあり，10歳で外尿道口を確認できない症例も治療対象としてい

る．包茎は年齢によらず環状切除を勧めている．包皮輪から陰茎背側

正中を縦切開し，sleeve resection を行う．包皮輪を拡大する術式は，

術後も亀頭包皮炎のリスクがあり行っていない．背面切開は，術後外

観が好ましくないことから，特殊な症例以外は行わない．埋没陰茎で

は，通常の包茎と異なり陰茎腹側正中を縦切開する．陰茎腹側に包皮

欠損ができない軽度の埋没陰茎は環状切除を行う．陰茎陰嚢移行部に

包皮欠損ができる高度の埋没陰茎は杉多法を選択する．菱形の包皮欠

損の左右角をつなぐよう背側包皮を横に切開する．陰茎陰嚢移行部の

厚い皮下組織は正中で充分に切開する．陰茎背側の包皮内板を正中で

亀頭方向に縦切開して皮弁を作成し，皮弁を腹側に回して包皮の不足

をカバーする．陰茎の大部分を包皮内板が覆うと，術後の包皮内板の

浮腫は避けられない．当科で施行した手術を供覧したい．

尿道下裂 : 松本富美（大阪母子医療セ） 尿道下裂に対する術式は

それを行う術者の数だけあるといわれ，これは未だ100％の成功率が

得られる gold standard となるような術式が存在せず，尿道下裂の修

復術がいかに困難であるかを物語っている．一昔前は二期的手術が標

準術式であり，外尿道口の位置は亀頭部先端でなくとも可とされてい

たが，1990年代後半以降は一期的修復術が主流となり，1994年に

Snodgrassが tubularised incised plate urethroplasty（TIPU 法）を発表し

てからは，尿道下裂の術後も包茎に対する環状切開術と同等の外観が

期待されるようになった．尿道下裂の修 復術において必須となるの

は陰茎の屈曲の矯正と尿道形成である．手術は主に，尿道板を温存す

る方法と切除する方法に大別されるが，高度な症例では尿道板が屈曲

の主原因となるために温存は難しい．世界的にみて一般に遠位型では

TIPU 法が好まれるが，近位型についてはいずれの方法も高度な技術

を要するため，術者の好みに応じて行われているのが現状である．ま

た，長期成績に関する報告では，陰茎がどれほどまっすぐで立位排尿

が困難なく行えていようとも‘おちんちんが小さい’と不満を抱く症

例も少なくない．陰茎が小さいとはどのような状態で何が原因か？そ

れを改善する方法は？当科ではより良い外観を得るために工夫を凝ら

しており，近年の経験を動画にて供覧したい．

停留精巣 : 杉多良文，神野 雅，春名晶子，三田淑恵，松崎和炯

（兵庫県立こども） 停留精巣固定術は泌尿器科医にとって一般的な

手術であるが，不用意な操作を行うと精巣萎縮などの重大な合併症を

招く．手術のコツをビデオで報告する．［経鼠径的精巣固定術］鼠径

部皮膚を 1.5 cm 切開し，外鼠径輪を同定後，鼠径管を開放する．腸

骨鼠径神経を損傷しないように精巣挙筋を剥離し，精索を把持する．

精巣導帯を剥離し，精巣を創外に出す．内精筋膜を全周性に剥離後，
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鞘状突起を精巣血管・精管から可能な限り頭側まで剥離する．鞘状突

起を 4-0 吸収糸で周刺結紮する．lateral spermatic ligament（fascia）を

切離して，精巣血管を直線化する．さらなる直線化が必要な場合は，

下腹壁動静脈を切離する．陰嚢皮膚を切開し，肉様膜ポケットを作成

後，精巣を陰嚢に引き降ろし，5-0 吸収糸で 2針固定する．鼠径管を

4-0 吸収糸で結節縫合し，閉鎖する．鼠径部・陰嚢の創を 5-0 吸収糸

で埋没縫合し，フィルムドレッシングを行う．［経陰嚢的精巣固定術］

Bianchi 法は陰嚢の頭側を切開するが，われわれは精巣を固定する位

置に近い部位を切開する．精索を遊離し，精巣挙筋・内精筋膜を剥離

する．鞘状突起が開存している場合は，経鼠径的精巣固定術と同様に

剥離し，結紮する．精巣固定方法は経鼠径的精巣固定術と同様であ

る．

精巣温存手術（Testis sparing surgery）の適応と術式 : 西尾英紀，

水野健太郎，林 祐太郎（名古屋市大小児泌尿器科学分野），中根明宏

（同地域医療教育研究セ），丸山哲史（同高度医療教育研究セ），安井

孝周（同腎・泌尿器科学分野） 当院では過去33年間に22例の小児の

陰嚢内腫瘍の治療を行った．精巣腫瘍は19例で，卵黄嚢腫瘍 3例，未

熟奇形腫 1例，成熟奇形腫 8例，表皮嚢腫 3例，類表皮嚢腫 2例，ラ

イディッヒ細胞腫 1例，急性リンパ性白血病 1例であった．傍精巣腫

瘍としての横紋筋肉腫が 3例あった．従来，精巣腫瘍に対する手術治

療の基本は，高位精巣摘除術であった．しかし乳幼児の健診を担当す

る医師に対して停留精巣や陰嚢水腫など陰嚢内疾患の早期診断の意義

がガイドラインによって普及し，市民公開講座などによって保護者へ

の泌尿器科疾患に関する啓発活動が進んだため，無症状あるいは軽症

状（陰嚢サイズの左右差）の段階で小児の精巣腫瘍が発見されること

が多くなった．さらに超音波検査を中心とする画像診断の進歩により

腫瘍の質的診断が精緻なものになったため，近年では小児の精巣腫瘍

に対しては，術前の腫瘍マーカー高値などで悪性腫瘍を強く疑う症例

と，良性と思われても腫瘍が大きくて正常精巣実質が少ない症例を除

いては，腫瘍核出術が検討されるようになった．私たちは身体所見，

検体検査，画像診断により腫瘍核出術の対象と考えられる小児精巣腫

瘍に対して，精索の血流遮断の下に腫瘍を核出し，術中迅速病理診断

に委ね，悪性腫瘍が否定的であった場合には，精巣温存手術を完了し

ているので，動画を用いてその過程を提示する．

腹腔鏡下精巣固定術 :青木勝也，藤本清秀（奈良県立医大） 腹腔

鏡下精巣固定術は腹腔内精巣に対する精巣固定術の 1つで，精巣血管

を温存する術式と精巣血管を切断する術式（Fowler-Stephens 法）が

ある．精巣血管を温存することは，精巣萎縮を防ぎ，将来の妊孕性を

温存することにつながる可能性があると考えられているが，精巣が高

位にあり精巣血管が短い症例に対しては，精巣血管を切断する

Fowler-Stephens 法が行われる．精巣血管を切断しても，精管動脈お

よび挙睾筋動脈から精巣動脈への交通枝があるため，精巣温存が可能

であることが，この術式を行う根拠である．当科では腹腔内精巣に対

して，腹腔鏡下の観察で精巣血管の温存が可能と判断した症例には開

放下での精巣固定術（Jones 法）を行い，精巣血管の切断が必要と判

断した症例には腹腔鏡下 Fowler-Stephens 法を行っている．Fowler-

Stephens 法には一期的手術と二期的手術（初回手術は精巣血管の切断

のみ行い，側副血行路の発達を待って 6カ月後に精巣固定を行う）が

ある．両者を比較した RCT は存在しないが，個々の報告では二期的

手術の成績がよいとするものが多く，EAU ガイドライン2020では二

期的手術を推奨している．当科では一期的と二期的手術の両方を説明

し，保護者の希望に応じて対応している．今回，当科で施行した腹腔

鏡下 Fowler-Stephens 法を動画で供覧し，その術式について解説する．

動画で学ぶ小児泌尿器科領域の開放手術と腹腔鏡手術 :腹腔鏡下膀

胱内手術 :上仁数義，小林憲市，富田圭司，吉田哲也，影山 進，成

田充弘，河内明宏（滋賀医大） 腹腔鏡下膀胱内手術は，膀胱尿管逆

流，巨大尿管に対する腹腔鏡下手術である．開腹手術の経験があって

も，狭いワーキングスペースでの体腔内縫合操作を要するため，手術

の難易度は高い．同手術は2012年 4月に健康保険収載され，当科では

2013年 8月より同手術を導入し，尿管膀胱新吻合術の基本的術式とし

て施行している．2013年∼2020年 6月までに同手術を86例（小児例75

例） :膀胱尿管逆流70例（小児62例）巨大尿管，尿管瘤，重複腎盂尿

管16例（小児13例）に施行した．手術手順は，以下の 7つのステップ

からなる．（1）膀胱外縁を超音波で確認し，膀胱鏡ガイド下に 3本の

ポートを留置する，（2）尿管を剥離する，（3）尿管裂隙を 5-0 吸収

糸で数針縫縮する，（4）拡張尿管が著明な場合，尿管形成を加える，

（5）粘膜下トンネルを作成する，（6）尿管膀胱吻合を 5-0 吸収糸で

行う，（7）粘膜を閉鎖し，ポートを抜去する．当シンポジウムでは，

各ステップの動画を中心に概説する．

ロボット支援腹腔鏡下腎盂形成術―標準的腹腔鏡手術からロボット

支援腹腔鏡手術へ― : 内藤泰行，安食 淳，山田剛司，藤原敦子，白

石 匠，本郷文弥，浮村 理（京都府立医大） 腎盂尿管移行部通過

障害に対する手術的治療の歴史は，1993年に腹腔鏡下腎盂形成術が始

まり，2000年になり LESS による腎盂形成が報告されるようになっ

た．続いてロボット支援腹腔鏡下腎盂形成術（Robot-assisted laparo-

scopic pyeloplasty : RALPY）が行われるようになり，2020年 4月から

は保険収載されるに至った．腎盂形成術は腎盂尿管の切開のデザイ

ン，腎盂尿管の縫合がこの手術の根幹を占める．ロボット支援手術

は，周知のごとく高い自由度のある関節機能をもつ鉗子により，その

腎盂，尿管の切開そして縫合操作がしやすいとされる． われわれは

2015年に先進医療支援事業としてこの RALPY を開始し今までに 8例

経験し良好な成績をおさめた．その経験から，RALPY では標準的腹

腔鏡下腎盂形成術に比べて，手術時間と縫合時間は短い傾向があり，

特に尿管の縦切開時間においては有意に短い結果となったことを報告

した（IJU 2020）．手術全体から見れば，尿管の切開にかかる時間は

短いかもしれないが，ロボット支援手術の特徴をしめす大きな結果と

言える．今回のシンポジウムでは，当科で行った RALPY の経験を基

に，標準的腹腔鏡下腎盂形成術との手技的な違いやコツについての

RALPY について概説する．

単孔式腹腔鏡下尿膜管摘除術 :矢西正明，木下秀文，松田公志（関

西医大） 胎児期には尿膜管は尿嚢と胎児膀胱が連絡しており，臍帯

脱落後は索状物となり正中臍索として残る．この尿膜管の閉鎖が不十

分であると尿膜管瘻，尿膜管洞，尿膜管嚢腫などの種々の形態で尿膜

管が残存する．その形態により症状は異なるが，臍炎や尿路感染症か

ら尿膜管遺残の診断が得られることが多い．切開排膿や抗生剤加療の

みでは再発することも多く，根治を考えるなら尿膜管摘除術が望まし

い．単孔式腹腔鏡下手術（laparoendoscopic single site surgery : LESS）

は，近年泌尿器科領域においても施行されるようになってきており，

従来の腹腔鏡手術と比較するとやや難易度が高くなるものの，一般的

に摘出物が小さい尿膜管摘除術は LESS の良い適応の 1つと考えられ

る．さらにポート部位を治療対象となる臍を利用することから，整容

性の点でも有用性が高いと考える．当科における手術手技と周術期成

績を報告するとともに，手技を簡潔にする工夫や整容性評価について

当科の取り組みを紹介する．

シンポジウム 3「CRPC の予後改善を目指した基礎と臨床」

CRPC の基礎研究 プレシジョン医療の時代に向けて :赤松秀輔

（京都大） 新規ホルモン薬などの登場により CRPC の治療は10年前

と比較すると大きく様変わりしている．また，最近では PARP 阻害

剤や免疫チェックポイント阻害剤などの薬剤も開発され，今後さらに

CRPC の治療は複雑になると予想される．一方，基礎研究ではゲノ

ム解析の急速な普及や高精度の質量分析などの技術の発展に伴い，従

来の手法では解明できなかった CRPC の特性が次々と明らかになっ

てきている．このような中，CRPC の予後改善を目指して基礎研究

で何がわかっており今後さらにどのようなニーズがあるのか，本講演

では臨床医およびこれから基礎研究を始めようという若手を対象に演

者なりに概説する．

前立腺癌微小環境における癌関連線維芽細胞群の細胞表面タンパク

（CD105）が去勢抵抗性に及ぼす影響 : 加藤 学，井上貴博（三重

大），Neil A Bhowmick（Cedars-Sinai Medical Center，Uro-Oncology

Program） 癌微小環境においては，癌細胞（上皮細胞）が，周囲に

存在する間質を構成する癌関連線維芽細胞（Carcinoma-Associated

Fibroblasts : CAFs）との間で相互作用（癌上皮細胞-間質の相互作用）

することで，癌細胞の生物学的特性が影響を受けることが注目されて

いる．CAFs は不均一な細胞集団であることが種々の解析によって明

らかになっている．さらに CAFs の特徴としておのおのの線維芽細胞

によって細胞表面マーカーの発現が異なるということが挙げられる．

われわれは，CAFs の細胞表面マーカーの 1つである CD105 に着目

し，前立腺癌細胞株（22RV1）と初代培養によって樹立したヒト前立

腺線維芽細胞を用いて，癌関連線維芽細胞群の細胞表面タンパクが去
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勢抵抗性に及ぼす影響を検証した．アンドロゲン除去下に神経内分泌

変化が誘導できるヒト前立腺癌細胞株（22RV1 細胞）を用いて，線

維芽細胞上に発現する CD105 と液性因子である SFRP1 の関与によ

り，アンドロゲン除去療法に対する抵抗性や神経内分泌分化が獲得さ

れることを見出した．去勢後の間質細胞（特に線維芽細胞）の変化に

着目したアプローチにより，去勢後の癌―間質相互作用の解明を試み

ることが，去勢抵抗性前立腺癌治療戦略の開発に繋がると考えられ

た．

CCL2-CCR2 軸を標的として CRPC の予後改善を目指す :泉 浩二

（金沢大） アンドロゲン除去療法を行った患者の多くが去勢抵抗性

前立腺癌（castration-resistant prostate cancer : CRPC）となる．金沢大

学泌尿器科では CRPC の機序の解明に焦点を当て基礎研究を行って

いる．前立腺癌細胞の AR シグナルを抑制すると増殖能が低下する一

方で，遊走能が亢進することを見出した．AR をノックダウンした前

立腺癌細胞からはケモカイン CCL2 が大量に分泌されるようになり，

受容体 CCR2 を介した CCL2 の自己分泌作用により上皮間葉移行が

誘導されることが遊走能亢進の原因であると報告した．また，タキサ

ン系抗癌剤耐性株においても CCL2 の分泌が亢進しており，タキサ

ン耐性にも CCL2 が関与していることを明らかにした．実際，血清

CCL2 濃度が高い前立腺癌患者は，低い患者に比べ有意に生存期間が

短縮していることを，臨床検体を用いて明らかにした．CCL2 は前立

腺癌細胞における自己分泌作用だけではなく，腫瘍随伴マクロファー

ジにおいても自己分泌作用を有している．また，これらの細胞間相互

作用としての傍分泌作用も有することから，免疫寛容にも関与してい

ることが示唆される．CCL2-CCR2 やその下流経路を標的とすること

で CRPC の治療となる可能性がある．現在，CCL2-CCR2 軸を標的

とする治療法を探求している．

前立腺癌 CRPC の予後改善を目指した臨床 : 藤田和利（近畿大）

現在去勢抵抗性前立腺癌に対して，アパルタミド，エンザルタミド，

ダロルタミド，アビラテロン，ドセタキセル，カバジタキセル，

223Ra が使用可能となっている．それぞれが去勢抵抗性前立腺癌の

予後を改善するエビデンスはあるが，多くの症例は治療抵抗性となり

進行する．予後の改善のために，これらの治療法をどのような症例に

どの順序で使用するかが重要と考える．近年治療順序に関するランダ

ム化比較試験の結果がいくつか報告されているが，まだ決まったもの

はない．抗 PD-1 抗体は本邦ではまだ未承認であるが PARP 阻害剤も

遺伝子変異に基づいて去勢抵抗性前立腺癌に対して使用され，個々の

患者に応じた個別化医療が始まろうとしている．2019年より本邦でも

がんゲノム医療が始まり，がん遺伝子パネル検査を行い，個別化医療

が可能となったが，様々な課題も見えてきた．本シンポジウムでは，

去勢抵抗性前立腺癌の治療戦略の現状と今後の課題について議論した

い．

CRPC 治療の現状と今後の展望 : 加藤真史（名古屋大） 去勢抵抗

性前立腺癌（CRPC）に対する治療は，本邦では2008年のドセタキセ

ルにはじまり新規ホルモン剤としてアビラテロンおよびエンザルタミ

ドが転移の有無を問わず2014年に認可され臨床の場で普及している．

以後もカバジタキセルや，骨転移を伴う CRPC に対する Ra-223，さ

らには前立腺癌において稀ではあるが MSI-high に対する Pembro-

lizumab も認可され複数の治療が可能となり，シークエンスが話題と

なり活発に議論されてきた．他癌腫をみると，腎癌の領域では

Combo として免疫チェックポイント阻害薬との併用療法が 1st line で

認可され，また尿路上皮癌においても 1st line で併用療法の治験が進

行中である．CRPC において現在進行中の臨床試験を確認すると大

きく 2つの流れが存在する．他癌腫同様にこれまで CRPC で認可さ

れた薬剤を組み合わせた併用療法を CRPC の 1st line として開発する

複数の試験がその 1つである．もう 1つの流れは，Parp inhibitor や

AKT inhibitor など新しく開発された薬剤単独または旧来の薬剤との

併用試験が複数進行中であり混沌とした状況にある．本講演では，

CRPC においてシークエンスを含め実臨床データや試験結果を整理

確認し，現在進行中の治験もふまえ今後の CRPC 治療の展望を概説

する．また原発巣治療や upfront 治療後の CRPC についても触れてい

きたい．

シンポジウム 4「腎盂・尿管癌治療の最前線」

腎盂・尿管癌の診断に生検は必要か :長澤誠司，田中 亘，松尾勇

樹，西崎広典，田口元博，嶋谷公宏，花咲 毅，山田祐介，相原衣

江，呉 秀賢，兼松明弘，野島道生，山本新吾（兵庫医大） 今回わ

れわれは尿管鏡生検の有用性を確認するため，2010年 9月から2020年

6月の間に上部尿路上皮癌の診断目的に尿管鏡生検を施行した84例に

ついて後ろ向きに検討を行った．生検病理結果で Urothelial Carci-

noma（以下，UC）と診断された70例のうち63例は腎尿管全摘除術，

1例は放射線外照射， 1例は尿路内視鏡レーザー治療が行われ， 5例

は BSC となった．UC の診断に至らなかった症例は14例で，画像診

断を含めた臨床診断により腎盂・尿管癌と判断された 9例のうち 7例

は腎尿管全摘除術， 2例は BSC，残りの 5例のうち 1例は転移部位

の生検で悪性リンパ腫と診断され， 4例は経過観察で画像所見が消失

した（観察期間 6カ月∼ 2年）．特に後者の 5例のうち， 3例は分腎

尿細胞診が陽性であったことから，尿管鏡生検の病理結果が陰性で

あった場合，画像所見と細胞診陽性の結果のみで安易に治療に進まず

慎重に総合的な判断をすることが必要であると考えられた．また当院

では現在までに 5-ALA を用いた Photodynamic Diagnosis 尿管鏡生検を

9例経験しており，その有用性も合わせて報告する．

腎盂・尿管癌に対する腎温存療法の適応と成績 : 稲元輝生，小村和

正，上原博史，内本泰三，吉川勇希，前之園良一，堤 岳之，伊夫貴

直和，能見勇人，東 治人（大阪医大） ［目的］上部尿路上皮がん

（UTUC）に対する温存療法は 1 cm 未満の小さい孤立性の低グレード

かつ低リスクの UTUC はレーザーアブレーションによる治療が可能

であることがコホート研究によって示されている．ここでは UTUC

に対する臓器温存療法の治療経験を中心に報告する．［方法］UTUC

を有する患者の臓器温存療法として，われわれの施設では LRV

（laser resection with vaporization）を行っている．2016年 8月から2019

年 6月までの症例を対象として解析を行った．全身麻酔下に軟性尿管

鏡を用いて対象腫瘍を観察し，腫瘍生検を行ったのちにホルミウム :

イットリウムアルミニウム ガーネット（Ho : YAG）およびネオジ

ム :イットリウムアルミニウムガーネット（Nd : YAG）を切り替え

組織蒸散と止血を行った．［成績］LRV の症例は37症例（男性30例・

女性 7例）で年齢の中央値は71歳であった．病理組織のグレードは

Low が31例（83.8％），High 6例（16.2％），観察期間中央値31.3カ

月（13.5∼50.8）での予測平均再発なし生存期間は25.5カ月，予測平

均生存期間は37.5カ月であった．［結論］本年 FDA 認可された

JELMYTO は Low grade 腫瘍が対象となっていたが，われわれの

LRV 治療では High grade 腫瘍も対象として治療の達成が可能であっ

た．本セッションではわれわれの経験を踏まえ UTUC に対する臓器

温存治療の適応疾患について詳説する．

腎盂・尿管癌におけるリンパ節郭清の意義 :杉山貴之，佐藤 亮，

三宅秀明（浜松医大） 浸潤性上部尿路癌における標準術式は腎尿管

全摘除術＋膀胱部分切除術であるが，同時に行われるリンパ節郭清に

ついて標準化されていない理由は，その意義がいまだ不明確なことに

よると思われる．診断的意義については本邦の2014年腎盂・尿管がん

診療ガイドラインでも言及されているが複数の報告で pN＋（病理学

的リンパ節転移陽性群）の予後不良が示されており，リスク層別化の

ための診断的意義はあるといえる．2017年に JCOG グループがわが

国における多施設共同後方視的研究結果を報告したが，ここでも病理

学的リンパ節転移の有無が予後に影響しているとされている一方，治

療的意義の 1つであるリンパ節郭清群の全生存率における寄与が示さ

れなかったとしている．しかしながら当科の報告を含め複数の報告

で，系統的所属リンパ節郭清により予後を改善させる可能性が示唆さ

れており，システマティックレビューを含めリンパ節郭清施行の治療

的意義が確立されつつあるといえる．現時点での問題点を挙げると，

適切な郭清範囲の設定とともに，リンパ節郭清が不要な群 :縮小手術

可能な群，をいかに診断しうるかということであろう．近年の報告を

もとに現況におけるリンパ節郭清の意義について報告する．

腎盂・尿管癌に対する周術期化学療法の意義 :三宅牧人，藤本清秀

（奈良県立医大） 腎盂・尿管癌は診断時すでに進行していることが

多く予後不良である．画像診断・尿細胞診・尿管鏡による組織診断・

周術期化学療法そして腎尿管全摘術，各プロセスが果たす役割は大き

い．近年，腎尿管全摘術に全身化学療法を組み合わせることで生存ベ

ネフィットが得られることが明らかとなってきた．なかでも，アジュ
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バント化学療法の有用性を証明した POUT 試験は強いインパクトを

残した．しかしながら，より高い Relative Dose Intensity でのプラチナ

製剤併用レジメンを可能とする腎摘出前ネオアジュバントセッティン

グでの化学療法（NAC）が，より有益であることも示唆される．

NAC 後の腎尿管全摘標本において ypT0 を獲得できた症例は予後良

好であることが知られているが，現時点で反応予測法は確立されてい

ない．局所進行性上部尿路癌の集学的治療を今後さらに洗練するため

には，周術期化学療法をどのように組み合わせていくかは最重要課題

の 1つであろう．その一環として，当科では NAC に伴う患側水腎症

の変化と腎尿管全摘術後の予後に着目した研究を行った．臨床的 T1-

3N0M0 尿管癌32例を対象とした解析において，水腎症ダウングレー

ドは術後再発・癌特異的死亡の独立予後不良因子であった．患側水腎

症を NAC 前後で適切に評価しておくことは，集学的治療戦略におい

て有用なツールになりえる．

転移性腎盂・尿管癌の薬物療法 : 西山直隆，北村 寛（富山大）

転移性腎盂・尿管癌の薬物療法は，膀胱癌を含む進行性尿路上皮癌

（UC）に対する治療成績を基に，実施されている．転移性 UC の 1

次治療における腎盂・尿管癌と膀胱癌との比較では，全生存割合はほ

ぼ同様との報告がある（J Urol 2018 : 199）．本邦での検討でも，根治

術後に再発を来たした転移性腎盂・尿管癌は膀胱癌と比較し eGFR

の低下を認めたものの，施行されたレジメンおよび生存期間に差を認

めなかったと報告されている（Jpn J Clin Oncol 2016 : 46）． 2次治療

に関しては，Japan Urological Oncology Group（JUOG）参加施設にお

いて Pembrolizumab が投与された進行性 UC 608例を対象として主た

る原発部位別の治療成績が解析され，腎盂・尿管癌（n＝302）と膀

胱癌（n＝306）の全生存期間に差を認めなかった（中央値10.2カ月

vs 11.3カ月）．本シンポジウムでは，これらの結果を紹介するととも

に，転移性腎盂・尿管癌の薬物療法の新治療についても触れる．

シンポジウム 5「泌尿器科で腎移植をさらにメジャーにするために―

指導医・若手移植医の提言―」

腎移植における泌尿器科医の役割―将来への課題― : 田中達朗，國

井建司郎，牛本千春子，福田悠子，井上慎也，中澤佑介，石井健夫，

菅 幸大，森田展代，近沢逸平，宮澤克人（金沢医大） 腎移植認定

医の54％が泌尿器科医で，現時点での腎移植における泌尿器科の役割

は大きいもの考える．しかし近年泌尿器科の診療範囲は広がり，治療

内容も複雑になってきている．一般泌尿器科医にとって外科医の立場

から，腎移植が絶対的に必要な技術でないことも事実である．1951年

Merrill らによって腎移植手術法は確立されており，その後は尿管膀

胱吻合法としての Paquin 変法から Lich-Gregoir 法へのマイナーチェ

ンジが報告される程度である．またドナー手術に関しては，腹腔鏡技

術が導入された以外進歩はみられない．さらに，心停止下腎提供時の

時間的制約など，家族や医療者本人の OOL の低下から敬遠されがち

な医療状況となっている．対照的に，免疫抑制法をはじめとした内科

的治療法の進歩は目覚ましく，移植対象症例の適応拡大や内科的合併

症への対応とともに，腎移植における内科医の役割が増している．こ

のような環境ではあるが，内科的内容を含めた移植医としての修練と

ともに，貴重な開放手術での創の展開，血管の操作，運針などは鏡視

下手術にも役立つ経験である．またロボット支援下腎移植手術の報告

もみられ，今後魅力ある外科手術となる可能性も秘めている．本シン

ポジウムでは，今後泌尿器科医が移植医療にどのように携わっていく

べきかを考えたい．

泌尿器科医兼，移植医を目指すことの魅力 :石村武志，田代裕己，

藤本卓也，遠藤貴人，西岡 遵，横山直己，小川悟史，藤澤正人（神

戸大） 新人泌尿器科医の多くは，大規模な手術も出来て，かつ尿路

生殖器という臓器群を単科で担当する特徴を生かし全身管理の出来る

オールマイティな診療科，というイメージを持ってこの道を選んだの

ではなかろうか．私自身，腎移植はそんな泌尿器科の強みが最も生か

せる領域であると思い，研修医 1年目で腎移植を専門とすることを決

めた．実際入局すると，泌尿器科内でのメジャー領域は悪性腫瘍や内

視鏡治療，結石などであり，多くの時間はそれらの疾患の治療に携

わった．とはいえ，やはり腎移植のやりがいは他領域で味わいがたい

部分もあり，少ない症例を慎重かつ丁寧に管理することに徹してき

た．その結果，いつの間にか腎移植指導医という立場となり，近年症

例数も増加し昨年は年間38例を実施するまでに至った．ダイナミック

さと繊細さを兼ね備えた開腹手術の機会に恵まれること，周術期管理

で内科的合併症や稀な病態に関する知識が増えること，組織適合性，

免疫抑制剤管理など特殊なスキルが身につくこと，そして何よりそれ

らを駆使して患者が社会生活に復帰していくのを見届けることができ

ること，このような魅力が下級医や関係部署の医療者に伝わった結果

であれば非常に喜ばしいことであるし，今後ますます泌尿器科領域の

中でも腎移植が中心的な存在に近づくのではないかと考える．

名古屋大学泌尿器科における腎移植医療に対する取り組み :藤田高

史，加藤真史（名古屋大） 私は医師 3年目から腎移植に携わる機会

を得たが，当初，血管吻合での緊張感，患者のクレアチニン値の上

昇，その日の血中濃度や尿量などに気をもんで，主治医として患者を

担当した時には気が休まる時間がなかったように記憶している．私自

身，このような経験から腎移植に興味を持ち，手術や患者に向き合う

姿勢を学んだように思っているのだが，逆にこのような経験から腎移

植に拒否反応を示す医師もいるのではないかと考える．それでは腎移

植に拒否感を持たせないためにはどうしたら良いか？近年，抗体陽性

例は別にして，急性期の拒絶反応を経験することが少なくなり，周術

期の経過が一定している．そこで，われわれは治療の標準化のため，

腎移植パスを作成して治療に当たっている．また，われわれの施設は

近隣に High volume center があり，決して症例数は多くないが，腎移

植術に関して手術手順および方法を決めることで，誰もが同じ水準の

手術ができるようにしている．このように，治療の標準化を目指すこ

とで，腎移植に興味を持った医師が，“腎移植は大変だからやりたく

ないな”という気持ちにならないように配慮している．同時に，腎移

植は腎不全からの離脱に期待している患者のために，外科医として手

術で応えることができる魅力的な治療であることも伝えていく必要が

あると考えている．

サブスペシャリティとしての腎移植―私がお勧めする理由― : 岩井

友明，内田潤次（大阪市大） 泌尿器科が扱う臓器は腎臓，尿管，膀

胱，前立腺，陰茎，精巣，副腎，時には副甲状腺など多岐に渡る．専

門的診療能力を獲得すべく適切な教育を受け，標準的な医療が提供出

来ることを認められて泌尿器科専門医となる訳であるが，その後は特

に興味を持ち得意な分野とするサブスペシャリティを持つ．腎移植は

その中でも選ばれにくい分野の 1つではないかと思う．私自身，入局

した当初はサブスペシャリティを決めていなかったが，末期腎不全患

者さんが腎移植を受けられて劇的に元気になる姿に魅了され，腎移植

を専門にしようと考えるようになった．われわれの教室では透析を含

めた腎不全医療を行っているため患者さんを total で見ることができ

ることも良い点であり，これは泌尿器科医が腎移植を行うメリットで

もある．また，若いうちから学会や研究会に積極的に参加させてもら

い他施設の先生方と楽しく過ごせたことも非常に良い経験であった．

腎移植を選択するうえでマイナスに映るのは煩雑さであろうか．難し

い病態，検査，投薬など，敬遠されがちのように思う．また，献腎の

際に動ける医師が少ないと負担は大きくなる．そのためにもマンパ

ワーは必要であり，是非とも多くの若い先生に興味を持ってもらい，

腎移植を専門としてほしい．今回，若い先生への聞き取りも行い，現

状と今後について考えてみたい．

泌尿器科の中の腎移植 心停止ドナー摘出での兵庫県 3施設合同

チームの取り組み :山田祐介，野島道生，兼松明弘，山本新吾（兵庫

医大泌尿器科・腎移植セ），樋口喜英（愛仁会千船），上田康生（西宮

市立中央） 兵庫医科大学泌尿器科・腎移植センターは常勤医師が後

期研修医を含め12名おり，年間約450件の手術を行い，外来，入院患

者の 1日平均がそれぞれ92.6，30.5人である．他施設と同様にロボッ

トや腹腔鏡などの手術手技，TKI や IO drug を含めた化学療法の知識

など若手医師が修練すべき手技，疾患は多岐にわたる．その中で年間

約20件の生体腎移植を行い，年間数件の献腎待機や時間外の献腎移植

手術の対応が必要になる．日々の通常業務に多忙を極める若手医師の

負担を少しでも軽減できるように，チームカンファレンスでの治療方

針の検討，クリニカルパスの導入など様々な工夫を凝らしている．兵

庫県では神戸大学，県立西宮病院，兵庫医科大学の 3病院が献腎移植

施設である．心停止下の提供が出た際は 3施設で合同チームを作り，

待機・摘出を行っており， 1施設あたり 1∼ 2名の医師を派遣するこ

とで各施設の通常業務への負担の軽減を図り，また他施設の医師と手

術手技などを共有して技術の向上を図っている．兵庫医科大学泌尿器

科の中の腎移植について現状をふまえて，若手医師に対する工夫点な

どについて検討する．
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シンポジウム 6「これからの女性泌尿器科診療」

骨盤臓器脱のトータルマネージメント―TVM を含めて― : 加藤久

美子，鈴木省治（名古屋第一赤十字女性泌尿器科），松山愛佳，佐井

裕紀，石山顕信，加藤 隆，井上 聡，平林裕樹，服部良平（同泌尿

器科） 骨盤臓器脱は中高年女性の QOL に関わる疾患で，多彩な下

部尿路症状（LUTS）を伴う．トータルマネージメントでは重い物を

持たない，排便で力まない（前を押さえる），体重を増やさない，押

し戻すといった生活指導が馬鹿にできない．骨盤底筋訓練，サポート

下着，ペッサリー自己着脱の選択肢もある．stage 2 や 3 の初めは

LUTS 治療をしながらフォローし，納得のいく時期で手術を考えた

い．手術には従来型（NTR），経膣メッシュ手術（TVM），腹腔鏡下

仙骨膣固定術（LSC）がある．2011年 FDA 警告でメッシュ合併症が

批判され，NTR 回帰や LSC への移行が起きた．本邦では TVM の合

併症頻度は低く，選択肢で有り続けている．TVM 研究会アンケート

（Kato K, et al. IJU，2020）では，2010年時点で術式のコンセンサス

が確立されており（液性剥離，ライチの層，子宮全摘や中部尿道スリ

ングの同時施行回避），多経験群で合併症頻度が少なかった（膀胱損

傷，輸血，膣壁露出で有意差）．当院 TVM 症例のメッシュ露出は

33/2,648（1.25％）で，内訳は膣壁 18（0.68％），膀胱 9（0.34％），

尿管 2（0.08％），直腸 4（0.15％）であった．2015年に開始した

Uphold 型 TVM は，経閉鎖孔操作と後壁メッシュをなくすことで

メッシュ合併症をより少なくしていた（膣壁露出0.29％）．何でも

TVM から何でも LSC に走るのではなく，症例に合わせた使い分け

が大切と考える．

過活動膀胱に対する新規外科治療であるボツリヌス毒素膀胱壁内注

入療法の経験 :松下千枝，篠原雅岳，坂 宗久，平尾佳彦（大阪暁明

館腎・泌尿器科セ） 過活動膀胱（OAB）は，尿意切迫感を主症状

とし，通常は頻尿や夜間頻尿を伴い，時に切迫性尿失禁を伴う症状症

候群であり，膀胱結石，膀胱炎など膀胱固有の疾患を除外した症候性

疾患である．治療として，行動療法，薬物療法，神経変調療法

（neuromodulation）に加え，2020年にボツリヌス毒素膀胱壁内注入療

法が保険適応となり，使用可能となった．保存的治療を12週間継続治

療を行っても効果が得られない，または継続が困難と医師が判断した

ものに対して行った場合に算定でき，効果の減弱などにより再手術が

必要となった場合には，投与間隔は12週以上とされている．効果は通

常，治療後 2∼ 3日であらわれ， 4∼ 8カ月にわたって持続するとさ

れている．当院では治験に参加し 4例の症例を経験したのち，2020年

7月から導入し， 1カ月で 2例の症例を経験した．すべての症例を外

来で行っており，入院が必要な症例は認めなかった．症例を重ね，さ

らに手技のコツなども含めて発表する予定である．

骨盤底リハビリテーション :重田美和
1,2（1昭和大横浜市北部女性

骨盤底セ骨盤底リハビリテーション外来，2女性医療クリニック

LUNA ネクストステージ骨盤底リハビリテーション部） 当院の骨

盤底リハビリテーションは，骨盤底筋トレーニング（pelvic floor

muscle training : PFMT）を含む理学療法，生活指導，膀胱訓練指導，

リングペッサリーの自己着脱指導などを統合的に行う，いわゆる行動

療法統合プログラムである．PFMT は女性下部尿路症状診療ガイド

ラインおよび過活動膀胱診療ガイドラインにおいて尿失禁治療の第一

選択とされており，理学療法士など医療従事者の介入により有意な効

果があると報告されている．PFMT とは骨盤底筋の収縮と弛緩を随

意的に反復する運動のことであるが，この筋群は視覚で確認できない

ため固有受容感覚を獲得させるまで難渋するケースが多く，指導する

ためには知識と技術が必要である．諸外国ではこれらの教育システム

は整備されているが，現在のわが国では保険適応とならないことや指

導介入できる医療従事者が不足していることもありその普及は遅れを

とっている．これを解決すべく，2017年より多職種（医師，看護師，

理学療法士）による PFMT 企画チームを結成し，泌尿器科関連学会

で座学講義と実技講習を組み合わせたハンズオンセミナーの開催を開

始した．われわれのアンケート調査では参加者の95％がその必要性と

今後の継続を希望しており，共通の基本的知識と技術を適切に提供す

ることのできる指導者育成の場が求められていることが明らかとなっ

た．

当たり前の日常を取り戻すための排尿自立 : 吉川羊子（小牧市民排

尿ケアセ） 2016年度の診療報酬改定において排尿自立指導料が新設

され（本年度より排尿自立支援加算・外来排尿自立指導料），入院中

から下部尿路機能障害（以下 LUTS）症例を抽出し，包括的なチーム

介入を日常的に継続して実施する環境が整った．当院では2010年から

「排泄ケアラウンド」として行っていた介入に続き，2017年より排尿

自立指導料に基づき，正式に排尿ケアチームによって全病棟に介入を

開始した．これまで月平均約25例新規の LUTS 症例を評価・介入し

ている（延べ介入・月平均約80回）．女性はその 4割を占めるが，介

入依頼の 9割がカテーテル管理の必要な残尿増加症例であった．全病

棟症例を対象とするため，基礎疾患は神経疾患も 3割と多くを占める

が呼吸器，循環器，消化器，運動器疾患など非泌尿器・非神経疾患が

約半数を占める．排尿ケアチームの介入を契機に下部尿路疾患が診断

される例もあるが，多くは入院を契機に日常生活動作の低下や，床上

排泄に代表される排尿環境の変化などにより一連の排尿動作が障害さ

れることが LUTS 発症の要因であった．「トイレで排泄をする」とい

う当たり前の日常を再獲得することが排尿自立の柱でもあり，女性泌

尿器科領域の診療において薬物療法，手術療法以外の包括的アプロー

チの重要性について泌尿器科医の役割を考えてみたい．

これからの女性のフレイル ; GSM とは？ : 太田博明
1,2（1山王メ

ディカルセ女性医療セ，2藤田医大国際医療セ） 長生きリスクとし

て加齢と共に増加し，無症候性期間が長いなどの特徴を持つ癌・糖尿

病・循環器疾患・呼吸器疾患などの非感染性疾患（NCD : Non-

communicable Disease）の罹患が問題となり，本来は先制医療を必要

とする．女性特有の NCD には，骨粗鬆症やサルコペニアなどのロコ

モティブシンドロームと認知症をはじめとするフレイルが特徴的であ

る．さらに最近，性器症状，性交痛に加え，骨盤底筋群のサルコペニ

アにも起因する頻尿・尿失禁の下部尿路症状が合併する GSM

（Genitourinary Syndrome of Menopause :閉経関連泌尿生殖器症候群）

が40歳以降の女性の約半数に認められる高頻度な NCD として注目さ

れている．GSM 症状は言い出しづらいため潜在化しがちで，自己対

応で済まされることも多く，多数の女性が QOL を損なっている．そ

こで，GSM に対する各種治療法の有効性と安全性を評価し，適切な

治療法の提案によって女性の well-aging に寄与すべく，婦人科・泌尿

器科・性医学分野の世話人により昨年，GSM 研究会を設立した．設

立記念講演会には100人の参加があり，わが国でも GSM 医療の到来

を遅まきながら今や実感している．女性医療領域で今や最もホットな

テーマである GSM の実態と対応の現状および対応策を概説する．

シンポジウム 7「ロボット支援腎部分切除の進歩と課題」

小径腎癌に対する局所療法 : RAPN vs Focal Therapy : 本郷文弥，

浮村 理（京都府立医大） 小径腎癌に対して，腎機能温存治療であ

る腎部分切除が推奨され（2017年度版腎癌診療ガイドライン 推奨グ

レード A），ロボット支援腎部分切除（RAPN）が普及してきた．一

方，Focal Therapy（FT）は全身状態や合併症のために根治的な治療

が困難な場合に推奨されている（同 推奨グレードC）．現在，本邦

において保険収載されている FT は凍結療法（CA）のみであり，

RFA は保健収載に至っていない．2014年 1月∼2019年12月に当科で

診断した小径腎癌（T1a）332例を対象として，治療法について後ろ

向きに検討したところ，75歳以上は83例で，治療法の内訳は根治的腎

摘（RN）12 例（14％），RAPN 3 例（ 4％），CA 46 例（55％），

Active surveillance（AS）22例（27％）であった．一方，75歳未満は

249例であり，その治療法の内訳は RN 24例（9.6％），RAPN 118例

（47％），CA 60例（24％），AS 47例（19％）であった．高齢者におい

て RAPN が選択される率は有意に低く，CA が選択される率が有意

に高かった．一方，RN や AS については両群で有意差は認めなかっ

た．また CA は VHL などの遺伝性疾患に伴う腎癌，あるいは腎部分

切除後の再発症例などに対しても行われていた．それぞれの治療法の

特徴と適応について考えてみたい．

アプローチに関する検討 :経腹膜 vs 後腹膜 :柑本康夫，山下真平，

吉川和朗，原 勲（和歌山県立医大） ロボット支援腎部分切除術

（RAPN）のアプローチには経腹膜到達法（TP）と後腹膜到達法

（RP）がある．両者を比較した報告では，RP は手術時間が短く，出

血量が少なく，腸管機能の回復が早いため入院期間が短いものの，

trifecta の要素である温阻血時間，周術期合併症，断端陽性率に差は

ないとされている．さらに，腎後面の腫瘍のみを対象とした報告で

も，入院期間を除くアウトカムについて TP に対する RP の優位性は

示されていない．しかしながら，腎後面の腫瘍に対して TP を選択す

ると，過剰な腎周囲剥離操作が必要となるばかりか，腎門部腫瘍など
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TP では対応困難な症例も存在するため，RP にも習熟しておくこと

が求められる．われわれは術前 CT の 3D 画像などからアプローチ法

を決定しており，これまでに RAPN を施行した137例中48例（35％）

に RP を採用していたが，手術アウトカムについては TP と RP で差

はみられていない．RP による RAPN の欠点としては，外側円錐筋膜

の切開時や下極付近の腫瘍ではカメラが近接し，鉗子の可動域も制限

されることがある，助手用ポートの設置スペースが狭いといったこと

が挙げられる．本講演では，症例を提示しながら，適切なアプローチ

の選択において考慮すべきポイントや RP の欠点を補う工夫などにつ

いて考えてみたい．

T1b 腫瘍に対する取り組み :中井康友，久次米雄馬，谷 優，山

本致之，永原 啓，中山雅志，垣本健一，西村和郎（大阪国際がん

セ） 当院での過去15年間に cT1b 腎腫瘍に対して腎摘除術を施行し

た105例の 5年非再発生存率は87％であり，再発するリスクは cT1a

腎腫瘍に比較して明らかに高い．また，同時期に腎部分切除術例を含

めて，腫瘍形態の評価が可能であった142例を検討すると，88.0％

（125/142）の症例が腎盂・腎杯や腎洞に近接していた．cT1b 腎腫瘍

に対して本邦のガイドラインでは，可能であれば PN を実施するよう

推奨されており，今後 cT1b 腎腫瘍に対して RAPN の対象となる症例

は増加していくものと考えられるが，cT1b 腎腫瘍の特徴を十分に理

解して RAPN の適応や手術手技を考慮する必要があると思われる．

当院では2016年10月から2019年12月までの間に29例の cT1b 腎腫瘍に

対してロボット支援腎部分切除（RAPN）を施行した．全例経腹的ア

プローチで行い，コンソール時間の中央値は225分（132∼350分），出

血量の中央値は 50 ml（0∼700 ml），阻血時間の中央値は33分（20∼

66分）であった．Clavien-Dindo 分類 IIIa 以上の術後合併症は 2例に

認めた．pT3a への upstaging は 4例に認め， 1例が切除断端陽性だっ

た．術後半年間での eGFR 低下率の中央値は13.7％（−7.6∼35.

7％）だった．観察期間の中央値は15カ月（ 1∼39カ月）であるが，

再発した症例は認めていない．本シンポジウムでは当院での経験を踏

まえ，T1b 腎腫瘍に対する RAPN の適応と手技について考察する．

腎門部腫瘍に対する取り組み :日向信之，藤澤正人（神戸大） ロ

ボット支援技術が腎部分切除術に応用されて以降，腹腔鏡下手術に認

められた技術的な困難をロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術

（RAPN）が乗り越えうる可能性が指摘されている．しかしながら腎

門部腫瘍，完全埋没型腫瘍，大径腫瘍などの高難度腫瘍に対しては

RAPN は未だ普及段階にあり根治的腎摘除術が適応されることも多

い．高難度腫瘍のうち腎門部腫瘍は主要な腎血管に近接するため術中

術後の出血リスクが高く，また腫瘍が尿路に近接しやすく，切除後に

皮質縫合を行うための腎実質を欠くことから，術後の尿溢流や仮性動

脈瘤の発生リスクも高い．腎門部腫瘍に対する RAPN の有用性は理

論的には期待できるものの，そのことを示すエビデンスは殆どなく，

本邦では腎門部腫瘍に対する RAPN の有効性を評価するために阻血

時間と断端陽性の有無を主要評価項目とし，LPN のヒストリカルコ

ントロールと比較する多施設共同臨床試験が実施された．主要評価項

目の結果は，温阻血時間の平均値は20.2分，断端陽性率は1.9％と事

前に設定した有効性判断基準を大幅に上回り，腎門部腫瘍に対する

RAPN の有効性が示された．今後も不要な腎摘除術により患者が低

侵襲な腎温存手術を受ける機会を喪失しないよう高難度腫瘍に対する

エビデンスの確立が求められる．

Early unclamping の意義 :腎機能 Marginal case における有用性 :

本山大輔，三宅秀明（浜松医大） ロボット支援下腎部分切除術

（Robot-Assisted Partial Nephrectomy : RAPN）は，2016年に保険収載さ

れて以降本邦でも急速に普及しつつあり，小径腎腫瘤に対する標準術

式として広く認知されてきた．しかし，術前に単腎あるいは慢性腎臓

病を有する症例における術後腎機能の保持は依然として重要な課題と

言える．Early unclamping（EUC）technique は2007年に初めて報告さ

れた手技で，腹腔鏡下腎部分切除術における腎動脈阻血時間を短縮す

る目的で開発された．RAPN 施行例を対象とした近年のメタアナリ

シスにおいても，EUC が温阻血時間短縮効果を有することが示され

ている．一方で，2015年に東京女子医科大学グループから EUC によ

る腎仮性動脈瘤（renal artery pseudoaneurysm : RAP）発症リスクの減

少効果が初めて明らかにされたのに続き，われわれも最近 EUC の

RAP 予防における意義を報告している．本講演では，われわれがこ

れまでに経験した単腎の多発腎腫瘍 3症例への RAPN につき，動画

を供覧しながら実際の EUC 手技を紹介するとともに，腎機能保持，

温阻血時間短縮および RAP 発症リスク減少効果の観点からその有用

性について考察する予定である．

シンポジウム 8「限局性前立腺癌に対する Focal therapy の現状と展

望」

限局性前立腺癌に対する Focal Therapy の展望 :浮村 理（京都府

立医大） 即時治療が不要な癌で未治療で AS 中に病態の変化があり

治療が必要になった場合や，癌病巣が前立腺の一部に限局しているこ

とが明らかな場合や，高齢や治療中の病歴を理由に従来の侵襲的治療

が不適な患者に対しては，前立腺全摘除術や外放射線治療などの臓器

全体を治療対象とする根治治療法は，生活の質をおとしめる危険性の

ある過剰治療と考えられる場合もある，との指摘がある．一方，特に

日本では限局性癌高齢患者にも広く実施されているホルモン治療も，

根治治療でないにも関わらず生活の質をおとしめる危険があると欧米

では一般に考えられており，治療対象を注意深く選択する必要性が指

摘されている．そこで，病態によっては臓器全体を治療対象にせず，

癌の存在部位に限って低侵襲的に「癌制御，と，生活の質の維持，と

が両立できる」治療が実施可能であれば，従来治療に代わる新たな治

療選択肢として提供されることに意義があると考える．前立腺癌診療

ガイドライン2016年版においては前立腺癌 Focal Therapy に関しては，

推奨度 C1（科学的根拠はないが行うよう勧められる）に位置付けら

れ，確立された治療ではなく，議論の的であった．その後数年を経

て，Focal Therapy の現状と今後の課題・展望について報告する．

高密度焦点式超音波療法をもちいた Focal therapy : 小路 直（東

海大） ［背景］高密度焦点式超音波療法（HIFU）は，focal therapy

のモダリティーとして世界的に使用されている．われわれは，HIFU

をもちいた focal therapy についての前向き臨床研究を特定臨床研究と

して実施している．［目的］限局性前立腺癌に対する当該臨床研究に

おける臨床成績を報告する．［方法］対象は，血清 PSA 値が 20 ng/ml

で，MRI-TRUS 融合画像ガイド下前立腺生検（BioJetTM 使用）によ

り，癌局在が診断された限局性前立腺癌症例．HIFU（SonablateTM

使用）をもちいて癌局在区域に対する選択的 Focal ablation を施行し

た．［結果］対象は90症例で，年齢中央値は70歳，血清 PSA 中央値は

7.26 ng/ml，前立腺体積中央値は，24 cc であった．リスク群別患者

数は，低リスク群31例，中リスク群44例，高リスク群15例であった．

治療体積は 12 cc，手術時間は40分間で，全例の尿道カテーテルは術

後24時間以内に抜去された．治療後 1カ月目に血清 PSA 値は中央値

1.59 ng/ml まで低下し，術後 6∼12カ月に実施された生検陰性率は

91％，経過観察期間中央値21カ月間（12∼42カ月間）で生化学的非再

発生存率は92％であった．IPSS，IPSS QOL，OABSS，最大尿流率，

IIEF-5 は，治療後 3カ月目以降は治療前と同等であった．［結語］限

局性前立腺癌に対するHIFU をもちいた Focal therapy の短期成績は，

有効性と低侵襲性を期待させるものであった．

小線源療法をもちいた Focal therapy : 松岡 陽，藤井靖久（東京

医歯大大学院医歯学総合研究科），戸田一真，吉村亮一（同腫瘍放射

線治療学） 小線源を用いた前立腺全体治療は限局癌の標準的根治療

法の 1つであり，とくに低線量率小線源療法は国内で普及し110カ所

以上の施設で行われている．小線源療法はもとより各線源による非熱

的内照射の集合体であることから，前立腺内を部分的に照射し，治療

域外の前立腺組織や周囲臓器への照射を回避することも可能であり，

focal therapy の治療エネルギーとして使用可能である．前立腺全体治

療での治療手技や評価法が確立していることは focal therapy 導入への

利点であり，本治療の成否には患者選択，治療域計画，治療後追跡が

重要となる．当施設では低線量率小線源療法を用いた focal therapy を

倫理審査委員会の承認のもと施行し，良好な成績を得ている．MRI，

系統的生検，標的生検で適応評価を行い，病巣の広がりが部分的な低

/中リスク癌をおもな対象としている．治療域は，MRI 陰性かつ生検

陰性域を温存域とすることに基づいて設定している．治療後は PSA，

MRI，排尿機能，性機能を追跡し，評価生検は小線源の放射線効果

期間を勘案して 2年後を目安に行っている．温存域への治療を要する

症例への再 focal therapy も可能であった．小線源療法を用いた focal

therapy は比較的容易に導入可能であり，あらたな低侵襲治療として

本治療の普及が期待される．
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凍結療法をもちいた Focal therapy : 三木健太（東京慈恵会医大）

［目的］放射線治療後局所再発前立腺癌に対して行った救済凍結治療

の初期経験を報告する．［対象と方法］放射線治療後に PSA 上昇を来

たし，画像検査で遠隔転移を認めず，造影 MRI 所見に一致した部位

にテンプレートを用いたマッピング針生検を行い，組織学的に前立腺

癌の再発を確認した．治療は切石位にて経会陰的に 2∼ 5本の凍結プ

ローブを穿刺し，治療中のアイスボールは経直腸超音波ガイドでモニ

ターした．機器クライオヒット（CryoHit）でアルゴンガスをプロー

ブより注入し凍結を行い，ヘリウムガスで解凍した．治療後は 1∼ 6

カ月ごとに PSA 測定をした．［結果］2015年10月から2019年 5月まで

の12例が対象．グレード 3あるいは 4にあたる直腸および尿道への合

併症はなかった． 1例でグレード 3の会陰部皮膚潰瘍を認めた．12例

中 1例において，24カ月の時点で急速 PSA 上昇と骨盤内リンパ節転

移を CT で認め， 1例に局所再再発を認め，救済全摘手術を行った．

全例で 1カ月の時点における造影 MRI において病巣の造影効果が消

失していた．［結論］放射線治療後局所再発前立腺癌12例に対する救

済凍結治療を安全に行うことができた．この初期経験において治療に

関連する合併症は看過できる範囲内であった．抗腫瘍効果については

引き続きの経過観察が必要である．

シンポジウム 9「泌尿器科新規術式における抗菌薬の適正使用と周術

期管理」

泌尿器科新規術式における抗菌薬の適正使用と周術期管理

「TURP/HoLEP/TUEB｣ : 東郷容和（医療法人協和会協立），山本新吾

（兵庫医大） 薬剤耐性菌は増加の一途をたどっており，さらなる抗

菌薬の適正使用が求められている．その中でも，周術期予防抗菌薬の

不適切な投与は避ける必要があり，その投与期間はより短期にとどめ

る必要がある．経尿道的前立腺手術の際には術後細菌尿を減少させる

ことから，周術期予防抗菌薬の使用は必須とされているが，その有効

性を評価した報告のほんどは TURP に関するものである．近年，増

加傾向であり主流となりつつある HoLEP や TUEB に関しては，感染

予防薬の必要性に言及した報告はほとんどないことから，欧米のガイ

ドライン内には HoLEP や TUEB に関して言及されていない．本邦の

ガイドラインにおいても，予防抗菌薬は必要とした記載はあるもの

の，選択薬は TURP に準じ，投与法も短期間でいいという記載にと

どまる．こういった現状を踏まえて，HoLEP や TUEB の周術期感染

予防に対する抗菌薬の至適投与期間を決定すべく，日本 UTI 共同研

究会において多施設共同ランダム化比較試験を実施した．その結果，

単回投与群と 3日間投与群の両投与群に有意な差を認めなかった．今

回の検討は少数例ではあるものの，予防抗菌薬はより短期でもいいと

する小さな根拠になるものと考える．本シンポジウムでは，われわれ

の行った臨床研究の結果を中心に述べるとともに，今後の問題点につ

いても触れたい．

ECIRS における感染性合併症と対策 :惠谷俊紀，浜本周造，田口

和己，岡田淳志，内木 拓，河合憲康，安井孝周（名古屋市大） 大

きな腎結石に対する外科的治療としては経皮的尿路結石破砕除去術

（PNL）が標準的な術式として行われてきた．しかし，大きな腎結石

に対する PNL 単独治療による stone-free rate は60％前後といわれてい

る．そこで，より治療効果の高い治療法として，PNL と経尿道的尿

路結石除去術（TUL）を併用する治療が2009年に開発された．現在

では ECIRS と呼称され，実施施設が増加している．ECIRS では

TUL を併用することにより，multi-tract の頻度を減少させることが

期待でき，また穿刺部位を直視下で確認できるためより安全に腎穿刺

を行えると考えられる．ECIRS における合併症は，輸血 : 2.1％，他

臓器損傷 : 0.1％，死亡 : 0％（PNL では，輸血 : 7.0％，他臓器損

傷 : 0.4％，死亡 : 0.05％）と報告されており，PNL に比べて低率と

なっている．その一方で，感染性合併症については，PNL では発

熱 : 10.8％，敗血症 : 0.5％であるのに対して，ECIRS では発熱 :

14.5％，敗血症 : 1.7％となっており，感染性合併症への対策は

ECIRS を安全に行う上で必須である．本演題では，ECIRS における

抗菌薬適正使用や周術期管理，感染性合併症への対策として，当科で

行っている工夫について概説する．

泌尿器科新規術式における抗菌薬の適正使用と周術期管理

―RALP― :重原一慶，溝上 敦（金沢大） 本邦において2012年 4

月にロボット補助下前立腺全摘術（RALP）が保険適応となり手術用

ロボットが全国に普及し，現在，前立腺癌に対する標準術式は RALP

となっている．2015年に「泌尿器科領域における周術期感染予防ガイ

ドライン」が発刊され，前立腺全摘術は「準清潔手術」に分類され，

周術期予防レジメンとして第一・二世代セファロスポリンまたは β

ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリンを，単回または術後24時間以内の

投与が推奨されている．しかし，本ガイドラインには RALP におけ

る周術期感染予防投与の抗菌薬に関する具体的な記載はない．当院で

は，2017年 9月より RALP のクリニカルパスを導入し，周術期感染

予防として，Cefazolin（CEZ）1 g を手術開始30分前（および手術開

始後 3時間ごとに追加投与）と術後 6時間目に静脈投与を行った．

2017年 9月∼2020年 3月までに施行した RALP 患者156例中を対象と

し，手術部位感染症（surgical site infection : SSI），遠隔感染症（remote

infection : RI），有熱性尿路感染症の頻度を調査した．このレジメンに

よる周術期感染症の発生率は，SSI が 5 例（3.2％），RI が 2 例

（1.3％），有熱性尿路感染症が 4例（2.6％）であった．EAU ガイド

ラインでは準清潔手術の術後感染症発症リスクは 4∼10％程度として

おり，当院の周術期感染予防レジメンは妥当であると思われた．

RARC における抗菌薬の適正使用と周術期管理について :糠谷拓

尚，石川清仁，竹中政史，全並賢二，深谷孝介，市野 学，高原

健，住友 誠，白木良一（藤田医大），深見直彦，日下 守（同岡崎

医療セ） ロボット支援根治的膀胱摘除術（Robot-Assisted Radical

Cystectomy : RARC）は2003年に世界で初めて報告され，本邦では

2018年 8月 1日から保険適用となった．当院では，2011年 6月より

RARC を開始し，導入当初より腔内での尿路変向術（ICUD :

intracorporeal urinary diversion）を行い，2020年 5月までに60例を施行

した．術前抗菌薬は，全例に各種ガイドラインで推奨されているセ

ファマイシン系および BLI 配合ペニシリン系を平均 4日（ 2∼ 8日）

使用していた．当院での開腹膀胱全摘術（87例）と比較して，SSI の

発生率は27.5％→1.6％まで減少しており，2020年 6月から予防抗菌

薬投与日数を48時間以内とし，抗菌薬使用後の腸内細菌叢の変化およ

び，腹腔内の細菌増殖の有無のために，ロボット鉗子培養およびド

レーン培養（手術後 1，3日目）を施行しており，その結果を報告す

る．RARC が普及し，SSI 発生率は著明に減少していることが予想さ

れ，さらなる予防抗菌薬投与日数の短縮が期待される．一方で，RI

（Remote infection :隔感染）発生率および消化管合併症の発生率には

大きな変化は認められないため，ERAS（enhanced recovery after

surgery : 術後回復強化）を含めた周術期管理により術後合併症の低減

が求められる．

泌尿器科新規術式における抗菌薬の適正使用と周術期管理 :安福富

彦，植松 陸，平田淳一郎，結縁敬冶，山下真寿男（社会医療法人神

鋼記念会神鋼記念），重村克巳，藤澤正人（神戸大），香川大樹（神鋼

記念感染症科） ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術（RAPN）は，

T1 腎癌に対する標準治療の 1 つであり，腹腔鏡下腎部分切除術

（LPN）と比べて鉗子の操作性が改善されている．泌尿器科腹腔鏡下

手術は，泌尿器科領域における周術期感染予防ガイドライン2015で

は，尿路を開放しない清潔手術と尿路開放を伴う準清潔手術のうち，

LPN は清潔手術に分類され，予防的抗菌薬は CEZ または SBT/ABPC

が推奨されている．AUA ガイドラインでは，腹腔鏡下手術で尿路操

作を伴う症例では，第一・第二世代セファロスポリン系の24時間以内

の投与が推奨されており，RAPN では尿管カテーテル挿入や尿路開

放のリスクがあるため，予防的抗菌薬として，CEZ が有効な選択肢

と考える．周術期管理として，術前に糖尿病など合併症の評価や治療

を行う．RAPN では腎摘と異なり，術中に腎杯開放の可能性がある

ため，尿路感染症を認める場合は尿培養感受性試験の結果に基づき，

術前に抗菌薬治療を行う．手術開始前に予防的抗菌薬の点滴を行い，

薬物血中濃度を考慮して術中に追加投与を行う．手術時間や出血量も

術後感染症のリスク因子となるため，止血などに注意しながら手術を

行う．術後は尿漏，腹膜炎などの合併症を念頭に置き，血液検査，自

覚症状や他覚所見の評価を行う．感染症と診断すれば，抗菌薬投与を

開始し，CT 検査でドレナージの必要性の検討を行う．

泌尿器科新規術式における抗菌薬の適正使用と周術期管理 :ロボッ

ト支援腹腔鏡下腎盂形成術（RALP) : 上仁数義，小林憲市，富田圭

司，吉田哲也，影山 進，成田充弘，河内明宏（滋賀医大） 泌尿器

科領域における周術期感染予防ガイドライン2015（日本泌尿器科学会

編）では，腹腔鏡下腎盂形成術は準清潔手術とされ，第 1，2世代セ

ファロスポリン系もしくは β ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系
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を単回または24時間以内が推奨されている．また小児の腎盂形成術も

準清潔手術とされ，第 1・2世代セファロスポリン系もしくは β ラク

タマーゼ阻害剤配合ペニシリン系を12時間ごとに72時間以内が推奨さ

れている．当科では，ロボット支援腹腔鏡下腎盂形成術（RALP）を

2014年10月に 1例目を施行し，計 5例を施行した．2020年 4月に健康

保険収載され，さらなる手術を予定している．当科における腹腔鏡下

腎盂形成術は，尿路感染症がなけれセファゾリンを用いている．尿路

感染症合併例や予防的抗生物質使用例は，尿細菌培養検査を術前に行

い，感受性のある薬剤を使用している．術後は，術翌日に尿道バルー

ンカテーテルを，その翌日にドレーンを抜去する．術後約 1カ月間

DJ カテーテルを留置するが，小児例では感染予防目的で予防的抗生

剤投与を行っている．当シンポジウムでは，当科における RALP で

の使用した抗菌薬の詳細と周術期管理について報告する．

腹腔鏡下仙骨膣固定術（Laparoscopic Sacrocolpopexy : LSC）にお

ける抗菌薬の適正使用と周術期管理 : 松下千枝，篠原雅岳，坂 宗

久，平尾佳彦（大阪暁明館腎・泌尿器科セ） 骨盤臓器脱に対する腹

腔鏡下仙骨膣固定術（Laparoscopic Sacrocolpopexy : LSC）は，膣前後

壁に固定したメッシュを L5S1 の前縦靭帯に固定する術式で，2014年

4月に保険収載された（48,240点）．他の術式と比較して再発が少な

く，膣壁メッシュ露出などの合併症が少ないため普及が進んでいる．

腹腔鏡下仙骨膣固定術の術式は，子宮亜全摘＋卵巣摘出を伴うことが

多い．また，膀胱と前膣壁の間を剥離する際に，直針で膀胱を腹壁に

吊り上げるが，その際に膀胱を直接穿刺してしまうことで尿路を開放

することとなる．できるだけ膀胱直接ではなく，腹膜および膀胱周囲

の脂肪組織を腹壁上に吊り上げるようにするが，その場合は CDC の

手術創分類においては，生殖器，尿路に到達した手術創であり，よく

管理されて異常な汚染が見られない創部である Class II/準清潔

（Clean-Contaminated）にあたる．推奨される抗菌薬は，第 1・2世代

セファロスポリン系，BLI 配合ペニシリン系を単回または24時間以内

の投与となる．子宮亜全摘を追加した術式であれば，術後の月経様出

血の防止を図るため，子宮頸部断端の縫合形成を丁寧に行う必要があ

る．膣断端部血種を生じると，膣内細菌叢の上行性感染により，細菌

感染の感染源となり，子宮頸部断端離開からメッシュ感染および脊椎

椎間板炎，硬膜外膿瘍を発症した症例も本邦において2020年 8月まで

に 6例の報告がある．術後早期から，膣断端部の異常をチェックし，

感染徴候が認められた場合には，早めに排液・排膿などの外科的処置

を追加する必要がある．このほか，LSC 周術期における感染管理に

ついて検討する．

シンポジウム10「ロボット手術アップデート」

ロボット支援下前立腺全摘除術におけるアップデート―尿禁制の早

期回復を目指して― : 澤田篤郎，小林 恭，高橋雄大，河野 仁，増

井仁彦，佐藤琢磨，佐野剛視，後藤崇之，赤松秀輔，小川 修（京都

大） ロボット支援下前立腺全摘除術（RALP）の術後早期の尿禁制

回復を実現すべく，様々な術式の工夫が報告されてきたが，中でもレ

チウス温存 RALP（RS-RALP）は術後早期の Pad free 率が高いことで

注目されている．当院でも2018年11月より RS-RALP を開始した．単

独術者で施行した RS-RALP 11例の初期成績を，同時期に同一術者が

施行した通常の RALP（Conv-RALP）20例と比較し検討を行った．患

者背景では Conv-RALP で比較的ハイリスク症例が多かったが，手術

時間や出血量，入院期間に差はなかった．断端陽性は RS-RALP で 2

例（18.2％），Conv-RALP で 4例（20％）に認めた．PSA 再発は RS-

RALP では認めず，Conv-RALP で 1例（ 5％）に認めた．術後 1カ

月での Pad free は RS-RALP で 9例（81.8％），Conv-RALP では 6例

（30％）であった．さらに症例数を重ねる必要があるが，RS-RALP は

Conv-RALP と同等の制癌性を保ちながら早期尿禁制回復を期待でき

ると考える．RS-RARP が尿禁制の早期回復に寄与する機序として，

Pubovesical complex などの解剖構造が温存されることで，膀胱が落ち

ず尿道が安定することが大きな要因と考えられる．しかしながら手術

手技は Conv-RARP よりも難易度が高く，特に膀胱頸部の切離ライン

の同定や膀胱尿道吻合には習熟が必要である．当日は RS-RALP にて

難渋した点や工夫点について動画を供覧しながら報告する．

ロボット支援腎部分切除術（RAPN) : 日向信之，藤澤正人（神戸

大） 精細な切除と緻密な縫合が要求される腎部分切除術においてロ

ボット支援腎部分切除術（RAPN）は根治性，機能温存および低侵襲

性を達成しえる術式として普及しつつある．本邦では先進医療制度下

にⅠ期の腎癌に対する RAPN の多施設共同臨床試験を2014年より実

施し，腹腔鏡下腎部分切除術（LPN）と比較した切除断端陽性率と温

阻血時間の優位性を示し，2016年の診療報酬改定で RAPN は保険適

応として承認された．ロボット支援手術は腎門部腫瘍，埋没型腫瘍，

大径腫瘍などの高難度腫瘍に対する低侵襲手術を理論的には容易にし

えるが，高難度腫瘍に対する RAPN は未だ本邦において広く実施さ

れているとはいえず，高難度腫瘍に対する有用なエビデンスの創出が

要求されている．このため本邦で腎門部腫瘍を対象とした多施設共同

臨床試験を実施し，その結果として温阻血時間の平均値は20.2分，断

端陽性率は1.9％と事前に設定した有効性判断基準を上回り，腎門部

腫瘍に対する RAPN の優位性が示された．さらに，完全埋没型腫瘍

に対するRAPNの有用性を評価する全国他施設共同前向き臨床試験も

本年より開始しており，本研究の成果による RAPN のさらなる適応

拡大に向けたエビデンスの確立が期待される．

RARC : 高尾徹也
1
，井之口舜亮

1
，堀谷 弘

1
，田中 亮

1
，朝倉寿

久
1
，川村憲彦

1
，角田洋一

1
，中川勝弘

1
，蔦原宏一

1
，山口誓司

1,2（1

大阪急性期・総合医療セ，2大阪はびきの医療セ） 筋層浸潤性膀胱

癌やハイリスクの筋層非浸潤性膀胱癌に対して膀胱全摘除術が推奨さ

れるが，近年では開腹手術（ORC）だけでなく腹腔鏡手術（LRC）

やロボット手術（RARC）の件数も増加している．ORC と RALC を

比較したいくつかの RCT によると，手術成績では RARC での手術

時間の延長，出血量の低下，輸血率の低下が示唆されている．病理結

果や癌制御の点では，RARC の非劣勢が示されている報告が多い．

われわれは2014年 8月から LRC，2018年 6月から RARC を導入して

きた．LRC と RARC の手術手技は，膀胱全摘のみではあまり変わら

ないのではないかと考えている．尿路変向に関して，LRC では臍部

に小切開をおき体外操作で行ってきた．RARC でも当初は臍部小切

開をおき，体外で回腸導管（IC）や新膀胱を作成してきた．新膀胱

の場合には，体外で新膀胱作成後，再度ロボットで縫合する手技に移

行した．IC では，まず Nesbit 法から Wallace 法に吻合法を変更し，

尿管導管吻合のみ体腔内で行うこととした．その後，完全な ICUD

に移行している．ロボット手術の一番の利点は，やはり縫合操作であ

る．症例数の少ない施設では，RALC にあたり尿路変向における手

術時間の延長が大きな問題となるかもしれない．今回少数例の経験で

はあるが，われわれの手法を供覧したい．これから RARC を導入し

ようとしている施設の参考になれば幸いである．

体腔内尿路変向（ICUD）を行う際の工夫と注意点 :中根慶太，榎

本虎偉，菱田勢始，富岡奨幸，加藤大貴，高井 学，飯沼光司，前川

由佳，水谷晃輔，土屋朋大，古家琢也（岐阜大医学部附属） 保険収

載に伴い，ロボット支援根治的膀胱全摘除術（RARC）の手術件数は

増加し，体腔内尿路変向（ICUD）も増加傾向にあると思われる．

ICUD では手術操作を体腔内で完遂するため，術野を広く使う事や，

術中頭低位角度や気腹圧の変更，使用する物品に関する工夫が必要と

なる．回腸導管，新膀胱造設に共通する注意点としては，1．腸管を

愛護的に操作すること，2. 限られた術野内で効率よく腸管を授動，

切離するために骨盤底での操作を心掛けること，3. Stay suture を利

用して縫合面に適切なトラクションをかけながら縫合すること，の 3

点があげられる．また，消化管再建時のロボット用ステープラーの使

用や，尿路吻合時に Barbed suture を用いることで手術操作を効率化

し，手術時間を短縮できる．回腸導管造設の際は，回腸導管長に注意

が必要である．長くし過ぎるとガイドワイヤ，S-J カテーテルの操作

が行いにくくなり，短すぎるとストマ導出部，尿管吻合部に緊張がか

かる恐れがある．患者の体格，ストマ造設予定部に留意し，採取長を

決定する．新膀胱については，当科では構造がよりシンプルなU字新

膀胱を採用している．新内尿道口―尿道吻合の際は脆弱な腸管側に緊

張がかからないようにあらかじめ新内尿道口近くの新膀胱壁を肛門挙

筋に縫合固定している．

ロボット支援腹腔鏡下腎盂形成術 : 水野健太郎，西尾英紀，林 祐

太郎（名古屋市大小児泌尿器科学分野），黒川覚史（名古屋徳洲会総

合），加藤大貴，安井孝周（名古屋市大腎・泌尿器科学分野），戸澤啓

一（同医療安全管理学分野） ロボット支援腹腔鏡下腎盂形成術は

2020年 4月から保険収載となった．欧米では腎盂形成術の半数以上が

ロボット支援下に行われ，本邦でも今後ロボット手術への移行が予測

される．他のロボット手術と異なる点として，治療対象が悪性疾患で

ないことや，本手術が形成手術であることが挙げられる．高い手術成
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功率が要求される点も特徴的といえる．ワーキングスペースの広さか

ら本手術は経腹的アプローチで行われ，腎盂と尿管とを切り離す

dismembered 法が標準的とされる．腎盂尿管移行部通過障害による水

腎症は，小児例だけでなく成人ではじめて診断される症例も多い．私

たちは成人例に対し2012年12月∼2020年 5月の間に22例を経験し，評

価可能な17例中16例で良好な結果を得ている（成功率94.1％， 1例は

5％以上の分腎機能低下を認めたが二次治療は不要であった）．尿路

感染症・尿路結石症を伴う症例では腎周囲組織の高度な癒着や腎盂壁

の肥厚を経験したが，自由度の高い鉗子・3D 拡大視野など手術支援

ロボットの利点を生かすことで手術操作を完遂することができた．従

来の腹腔鏡手術と異なり，両手で容易に縫合操作が可能な点もロボッ

ト手術の長所である．今後，本手術を安全かつ有効に行うため，根拠

に基づいた手術適応や，術前後の正確な評価が必要と考えられる．

RASC の導入および治療成績 : 市野 学，佐々木ひと美，竹中政

史，糠谷拓尚，全並賢二，深谷孝介，高原 健，住友 誠，石川清

仁，白木良一（藤田医大） 骨盤臓器脱など pelvic floor disorders は骨

盤底筋群の機能低下によると考えられ，加齢により増加する疾患であ

る．そのため治療の目的は正常な泌尿生殖器機能を保持しながら骨盤

底を解剖学的および生理的に正常に回復させることであり，低侵襲・

術後 QOL の改善・長期の有効性が必要とされる．現在，骨盤臓器脱

の治療は経膣的，経腹的手術が施行されているが，経腹的手術は経膣

的手術に比べメッシュによる合併症が少ないことが報告されている．

仙骨膣固定術は膣円蓋部に腹側および背側にメッシュを固定し，仙骨

岬角の前縦靱帯にメッシュを吊り上げ固定する方法であり，性交痛や

短期再発率も低い．2014年から腹腔鏡手術での保険適用が可能となっ

たことから手術件数が増加しているが，奥深い骨盤底での剥離や縫合

など熟練度を要求される手術でもある．当院では2013年から骨盤臓器

脱に対しロボット支援仙骨膣固定術（Robot-Assisted Sacrocolpopexy :

RASC）を開始した．今回，RASC の手術手技を供覧し，腹腔鏡手術

および開腹手術との手術成績を比較し有用性について述べる．

シンポジウム11「一粒万倍日に尿路結石診療を再考する」

画像診断を再考する :吉田 崇，松田公志（関西医大） 尿路結石

診療は，症状の有無にかかわらず，結石の存在を画像的に確認するこ

とから始まり，治療後その消失を確認して終わる．現在の診断ツール

は，超音波診断装置（US），腹部レントゲン，そして近年では CT が

メインになりつつある．前者 2つは，外来でまず行われる低侵襲で簡

便な検査として今なお広く用いられている．特に US においては，目

覚ましい機器の進歩により，画像クオリティーの向上と様々なファン

クションが追加された事で，診断時のみならず手術時の新たなナビ

ゲーションツールとして見直されつつある．一方 CT は，詳細な結石

の情報に加え，その周囲組織や臓器の情報を得られることから，様々

な視点から新たなパラメーターが見出されている．例えば，特に古く

から尿管結石か静脈結石かを見分ける指標であった tissue rim sign を

さらに再考し，その厚みを測った ureteral wall thickness が impacted

stone を予測することをわれわれは報告した．これは従来の因子を再

考した事で生まれた新たな指標である．一方で，画像評価は再現性な

ども問題であり，近年では人口知能を用いた深部学習によって，さら

に適格な尿路結石の診断を行う取り組みが活発に行われてきている．

本シンポジウムでは，これまでの画像診断を再考すると共に，今後ど

のような展望が予想されるかについて議論したいと考えている．

砕石器と術式選択を再考する :今井聡士（兵庫県立尼崎総合医療

セ） 現在尿路結石の治療において本邦で使用できる砕石器は，

ESWL 用体外衝撃波砕石器，Ho : YAG レーザー砕石器，空気圧によ

る砕石器，超音波砕石器（製造中止），電気水圧衝撃砕石装置（製造

中止）などが使用可能である．また，術式は ESWL，f-TUL，r-

TUL，PNL（ECIRS），腹腔鏡下/開腹切石術があり，その選択は基本

的に結石治療ガイドラインに則って行われているであろう．しかしな

がら，各施設の所持する砕石器や，手術の習熟度，スタッフ（麻酔

科，看護師，放射線技師など），手術室の能力に大きく左右され，治

療戦略は異なってくる．その中でも近年，砕石効率向上や低侵襲化に

おいて，めざましい進歩を遂げた，Ho : YAG レーザー砕石器を用い

た f-TUL を中心に術式選択を考えていきたい．レーザー砕石器には

多くの機種に 2種類のモード（Short/long pulse mode）が搭載され，

さらに最新機種では結石を弾けさせないモード（MOSESmodeTM，

Vapor TunnelTM）も出現してきた．各モードの使い分けに一定の見

解はなく，術者の裁量に任されているのが現状である．日本人特有の

抽石操作の器用さを加味しつつ，どのモード設定で，どこまでのサイ

ズを治療対象として術式選択をすべきかを皆様と一緒に再度考えてい

きたい．

手術合併症を再考する :山下真平，出口龍良，樋口雅俊，吉川和

朗，柑本康夫，原 勲（和歌山県立医大） 近年，TUL や PNL/

ECIRS といった尿路結石内視鏡手術は広く普及しており，われわれ

泌尿器科医師にとって馴染みのある術式となりつつある．一方で，内

視鏡や周辺機器の進歩により，より低侵襲な術式が確立されつつある

現在もなお，ごく稀に重篤な手術合併症を経験する．EAU ガイドラ

インにも， 1％未満という低頻度ではあるが，尿管の断裂や重度の狭

窄，敗血症といった重篤な合併症が起こりえることが記載されてい

る．当科でも，実際に，尿管損傷によって尿路再建や腎摘除術を余儀

なくされた症例や，尿路感染症による敗血症によって致死的となった

症例を経験した．良性疾患である尿路結石に対する手術を行う上で，

結石を除去することが重要なのはもちろんであるが，重篤な合併症を

回避することは必要不可欠である．発生頻度が低く，個々の医師が重

篤な合併症を経験する機会は多くないため，施設を越えて経験を共有

し，個々の医師が重篤な合併症を回避するための意識を持ち続けるこ

と，安全な手術手技を目指し続けることが重要である．本発表では，

当科で経験した実際の症例や文献報告を共有し，尿路結石内視鏡手術

の合併症について，さらには安全な結石手術手技について再考する機

会としたい．

高齢者治療を再考する :中澤佑介，宮澤克人（金沢医大） 本邦で

は，出生率の低下により2011年から人口が減少し始めている．加え

て，平均寿命の延長からどの国も経験したことのない速度で高齢化が

進行している．2019年の統計によると，本邦では65歳以上が人口の

28.4％を占め，75歳以上が14.7％を占めている．80歳の平均余命は男

性9.06年，女性11.91年であり，80歳以上の患者でも手術療法が積極

的な適応になる場合がある．一方，手術における合併症率，機能予後

の悪化などにより，ADL，QOL の低下が認められることもあり高齢

者特有の隠れたリスクをより細かく評価した上で治療を選択する必要

がある．高齢者の尿路結石治療についても同様に，一般的な手術適応

が当てはまらない場合もある．患者中心の医療を実践するには患者背

景も含めて治療方針検討を行い，時には患者の機能予後を重視し手術

を行わないという選択肢や結石嵌頓に伴う閉塞性腎盂腎炎を発症した

場合，ドレナージや抗菌化学療法のみを行うという治療が選択される

場合もある．高齢者の尿路結石は若年・中年層の尿路結石の延長では

なくその成因が異なると考えられており，本シンポジウムでは超高齢

社会の現状に加え，高齢者特有の生理学的特徴や尿路結石の特徴を提

示し，高齢者の尿路結石に対する治療方針について再考したいと考え

る．

小児結石を再考する :石田昇平（名古屋大），辻 克和（JCHO 中

京） 尿路結石症における小児の割合は全年齢の約 1％と決して多く

はないものの，近年は増加傾向を示している．また診断，治療，予防

のそれぞれにおいて，成人の尿路結石症と比べてアプローチに大きな

違いを有し，それには次のような要因が考えられる．第一に，結石発

生の要因として先天性腎尿路異常（CAKUT），遺伝性代謝疾患や代

謝異常が多いこと．これらを有する場合には原因疾患の治療も併せて

必要となる．第二に，成人と比べて尿管の伸展などに大きな違いを有

し，大きなサイズの結石でも容易に排石すること．これを踏まえて，

自排石を待つタイミングや，成人では敬遠されがちな ESWL などの

治療適応を決める必要がある．第三に，手術に際しては小児の体格に

合わせたデバイスが必要となること．特に内視鏡治療においては複数

サイズのデバイスが必要となることや，結石へのアプローチ方法につ

いてもより確実なアクセス方法を選択する必要がある．最後に，成人

であれば外来処置で可能な中程度の侵襲の処置，例えばステント抜去

などの操作に関しても，ほとんどの場合で全身麻酔が必要となるこ

と．そのため，これらの処置をいかにして減らすかについても，考慮

する必要がある．以上を踏まえて，特に成人の治療との違い，また小

児特有の問題を考察しながら，小児における尿路結石診療を再考す

る．

尿路結石症の未来へ―基礎研究から予防を再考する― : 杉野輝明

（安城更生），田中勇太朗，海野 怜，田口和己，浜本周造，安藤亮
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介，岡田淳志，安井孝周（名古屋市大） 尿路結石の再発率は 5年で

40∼50％と高い．これまで飲水と食事指導による結石予防が行われて

きたが，効果は十分でなく，新たな予防法が望まれている．私たち

は，尿路結石の形成機序には動脈硬化との類似点が多いことに注目

し，「尿路結石はメタボリックシンドローム（MetS）の一病態」とい

う概念を提唱してきた．そこで，熱産生タンパク UCP1（uncoupling

protein-1）を発現してエネルギー代謝を行い，抗 MetS 作用を示す

『褐色脂肪細胞』に着目した．これまでに，マウスを用いた基礎実験

から，褐色脂肪細胞の活性化によって尿路結石を予防できる可能性が

あることを見出し，報告してきた．近年，FDG-PET を用いてヒト褐

色脂肪組織の活性を測定した報告が散見される．ヒト褐色脂肪組織

は，新生児期に深頸部や肩甲骨間に存在し，加齢とともに減少する．

寒冷刺激や β3 刺激薬によって再活性化できると報告されているが，

積極的な刺激がない成人においてもFDG-PETでの検出率が約10％と

報告されている．これらの背景を踏まえ，尿路結石症の未来へ向け

て，まったく新しい観点からの予防法開発に一石を投じたい．

シンポジウム12「腎不全の全人的治療」

Shared Decision Making（SDM）に基づいた腎代替療法選択 :平野

一（大阪医大） SDM とは，医療者と患者がエビデンスを共有して

一緒に質の高い医療決断を行うというもので「協働意思決定」と呼ば

れる．われわれは SDM の概念に基づき腎代替療法選択外来を行って

いる．腎不全と宣告された時点から，腎不全に対する受容のプロセス

が始まる．受容の段階によって説明や指導に対する受け入れは異な

る．われわれは患者の受容の段階を十分に把握し，段階に応じた説明

や指導を行うよう，個をみる腎不全医療を心がけている．腎代替療法

の選択という最終局面において，われわれが強く意識すべきことは，

医学的な情報に加えて，患者の価値観やライフスタイルの情報であ

る．これこそが最善の選択への助言をするうえで最も重要である．受

容のプロセスを経て，われわれと情報共有できた患者は主体的な腎代

替療法の選択ができ，選択後も良好なアドヒアランスが維持される．

これにより医療関係者側の心理的負担軽減につながり，患者と良好な

関係を築きやすくなる．SDM に基づく質の高い腎不全医療の確立に

より，患者の主体的な治療方針の選択が可能となり，当院における腎

移植選択の割合は増加した．これとともに，腹膜透析選択の割合も増

えており，当院で腎代替療法選択外来を受診した患者については，血

液透析・腹膜透析・腎移植の選択はほぼ同じ割合となっており，血液

透析偏重の傾向はなくなっている．

腎移植後長期成績改善のためにできること―de novo cancer を中心

に― :今村亮一，谷口 歩，川村正隆，中澤成晃，加藤大悟，阿部豊

文，野々村祝夫（大阪大） 腎移植は末期腎不全患者の生命予後およ

び Quality of Life を改善しうることは誰もが認めるところである．一

方で長期成績はいまだ改善しうる余地が残っており，免疫学的，非免

疫学的な両観点から治療法の方策を検討する必要がある．われわれは

大阪大学および関連施設の腎移植患者，および全国の腎移植臨床登録

データを活用し，主として現在使用している免疫抑制剤でのコント

ロール下における de novo 癌罹患率に関する解析を行った．1965年 3

月から2020年 9月までに大阪大学医学部附属病院，兵庫県立西宮病

院，大阪急性期・総合医療センターで腎移植を施行し，大阪大学腎移

植データベースに登録された1,974例を対象とした（DB1）．同時に

2001年以降にわが国で腎移植を施行し，腎移植集計センターに登録さ

れた21,856例（DB2）と比較検討した．DB1 において，腎移植後 de

novo 癌の罹患者数は241例で，うち重複癌症例は30例， 3重複癌症例

は 3例であった．最も罹患数が多い疾患は PTLD（37例）であり，続

いて皮膚癌，乳癌，自己腎癌の順であった．癌罹患群と非罹患群を比

較したところ，個々の導入免疫抑制剤の影響はないものの，過剰免疫

抑制が影響している可能性が示唆された．DB2 と比較した新たな知

見を含め，今後の方向性を検討する．

血液透析の最新の話題 :長沼俊秀，内田潤次（大阪市大） VA 管

理における Flow volume（FV）や Resistance Index（RI）の評価やシャ

ント血管の形態評価はこの領域では日常化しつつある．最近はエコー

の高性能化もめざましく，非常に良く見えるエコーが開発され，血管

のみならず，神経束まで良く見える機種が普通になってきている．機

能的にも進歩が見られ FV や RI の測定も数年前までは煩雑な操作が

必要だったものが，最新型では血管を描出するだけでフルオートで全

部やってくれる．さらに，良く見えるエコーは Needling scan として

も広く使用されるようになってきている．また，解像度の良いエコー

の普及は内頸静脈へのアクセスを安全かつ簡便にしたと考えられる．

テンポラリーアクセスとして，症例によるが透析のたびに穿刺を行う

ことが可能になった．PTA のディバイスとしては，近年，どのディ

バイスでどのような方法で PTA をしても，VA の開存期間の延長に

有意に寄与することがなかったが，近日中にわが国でも使用可能にな

る DCB バルーンが非常に有効であることがわかっており，期待が持

たれる．また，人工血管の静脈側吻合部付近と適応は限られるが，バ

イアバーンステントグラフトが保険適応になり話題を呼んでいる．ま

た，再生医療の技術を用いたバイオチューブや，Humacyte などの人

工血管も実用化が現実味を帯びてきている．

腹膜透析の現状と展望 :米田龍生，藤本清秀（奈良県立医大） 腎

代替療法（RRT）の中でも腹膜透析（PD）は循環器系への負担が少

なく QOL 向上が期待出来るが，本邦では RRT の 3％弱と極端に少

ない．腹膜炎や腹膜機能低下，被嚢性腹膜硬化症（EPS）などによる

長期継続困難が一因となるが，腹膜炎に対しては熱式・紫外線式無菌

接合装置によるバッグ交換システムなどが，腹膜機能低下や EPS に

対しては生体適合性の面から中性液やブドウ糖非含有のイコデキスト

リンなどの透析液が開発されている．PD 関連手術では，感染予防や

QOL の観点から従来の腹部以外に上腹部や前胸部，肩甲骨下部など

に出口部を作製したり，位置異常予防の腹壁固定術（PWAT）を行う

留置術や位置異常を示指で補正する CRF なども行われている．また

腹腔鏡を用いた挿入術やカテーテルトラブルに対する修正術も施行さ

れている．本邦は高齢化が進み，医療機関の容量の限界から在宅医療

への移行が必須となっており，在宅で透析を行える腹膜透析の必要性

は増すと思われる．近年，情報通信技術を用いた遠隔医療による自動

腹膜透析が可能となりその有用性が確認されている．また腹膜機能低

下や EPS に対する腹膜中皮細胞を用いた腹膜再生の研究も行われて

いる．本邦の PD の現況と PD 関連手術，また今後拡大が望まれる本

邦の PD の展望について述べる．

シンポジウム13

複合がん免疫療法 : 免疫学的メカニズムから臨床データを読み解

く :玉田耕治（山口大免疫学講座） 近年，免疫チェックポイント阻

害剤（Immune checkpoint inhibitor : ICI）によるがん免疫療法の臨床応

用が急速に進展し，多くのがん種に対する重要な治療戦略として確立

している．しかしながら，ICI 単剤での奏効率は概して10∼30％程度

であり，まだ十分な治療効果は達成されていない．ICI の治療効果を

向上させるための戦略の 1つは ICI と他のがん治療法を組み合わせた

複合がん免疫療法の開発である．近年，きわめて多くの複合がん免疫

療法の臨床試験が実施されており，免疫療法同士の組み合わせ，細胞

障害性抗がん剤や分子標的薬，血管新生阻害剤との組み合わせなどが

開発されている．また，術後アジュバントや化学放射線治療後の維持

療法として ICI を使用する方法も開発されている．これらの複合がん

免疫療法の一部はすでに承認されているものの，それらの基礎的な作

用メカニズムはまだ十分に解明されていない．特に，ICI と併用する

薬剤により腫瘍微小環境および全身環境においてどのような免疫学的

変化が誘導されているのか，その変化は ICI の治療効果向上において

どのような役割を発揮するのか，などの重要な疑問点が残っている．

本講演では，腫瘍微小環境のおける免疫応答およびがん免疫サイクル

の観点から複合がん免疫療法の作用メカニズムについて考察する．

AVE＋AXI の実臨床での経験とポジショニング : 本郷文弥（京都府

立医大） 転移性腎癌に対する薬物療法は長らくインターフェロンα

（IFN-α）などのサイトカイン療法が中心であったが，本邦では2008年

から分子標的薬（TKI）が使用可能になり，その後mTOR 阻害薬が，

そして2016年には免疫チェックポイント阻害剤（IO drug）も承認さ

れた．さらに2019年12月に 2 つの免疫チェックポイント阻害剤と

TKI の併用療法が承認され，2020年 6月には腎がん診療ガイドライ

ンの小改訂が行われアベルマブ＋アキシチニブ（Ave＋Axi）療法とペ

ムブロリズマブ＋アキシチニブ（Pem＋Axi）療法が標準治療として

追記された．推奨グレードの違いはあれ，この 2つの療法については

「最終解析結果とともに長期経過観察のデータが待たれる．それぞれ

の優劣については，今後実臨床で検討していく課題であると考えられ

る．」と解説に記載された．一方，実臨床においてはリスク分類と病

理組織型だけでなく，転移部位，年齢，合併症などを考慮し，治療薬

を選択するが，必ずしも明確な基準がないのが現状である．今回は進
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行性腎細胞癌に対するこれまでの治療薬の変遷と一次治療としての新

しい併用療法，特に Ave＋Axi 療法について，実臨床での初期使用経

験をもとに有効性と副作用マネージメントについて紹介する．

Rising Stars in Hokuriku

私の後期研修実録―駆け出し泌尿器科医として，富山で数少ない女

性泌尿器科医として，そして，新米母として : 安川 瞳（富山大）

女性の就業率を都道府県別でみると，福井県が全国トップ（74.8％），

次いで富山（72.2％）と北陸の女性就業率は高い（15∼64歳の女性が

対象で全国平均は66％．「平成29年版男女共同参画白書」より）．しか

しながら，富山県内で女性泌尿器科医は2020年 7 月時点で 3 名

（4.4％）であり，全国の泌尿器科医に占める女性の割合6.7％（2018

年厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」より）と比較して少な

い．私が後期研修を開始した 4年前の時点では富山大学大学院医学薬

学研究部腎泌尿器科学講座は長らく男性のみの医局であった．そのた

め，富山大学唯一の女性医師であるということから，後期研修医であ

りながら，女性向けの市民講座や学生向けの女性医師のキャリア形成

などのセミナーを担当してきた．その後後輩の女性医師が増え始め，

私自身も出産して現在子育て中であり，ワークライフバランスについ

て絶賛模索中である．富山で働く数少ない女性泌尿器科医として，後

期研修医の私が取り組んできたこと，これから取り組みたいことにつ

いて発信したい．

腫瘍性尿管狭窄の予後予測分類に関する研究（開始から12年経

過)―関連病院を巻き込んで― :泉 浩二（金沢大） 様々な原発癌

で生じる腫瘍性尿管狭窄は，その出現自体が予後不良を示唆するが，

実際の生存期間の幅は広い．2009年，腫瘍性尿管狭窄の予後を予測す

る指標を文献的に調べたが，いずれも後ろ向き研究で，指標も様々で

あり，実臨床に即応用することは難しいと感じた．そこで，後ろ向き

に自施設での予後予測分類の作成を試みた．原発部位（Primary），偏

在性の有無（Laterality），血清クレアチニン値（Creatinine），原発へ

の治療（Treatment）によりリスクを点数化することで，生存期間の

異なる 3群（good，intermediate，poorリスク）に分類することが可能

であった（J Urol 2011 ; 185 : 556-61）．次に，この分類を PLaCT 分類

と名付け，妥当性について金沢大学および関連 7施設において前向き

に検証した．2013年 2月∼2017年12月の間に腫瘍性尿管狭窄患者300

例が登録された．生存期間中央値は good，intermediate，poor リスク

それぞれ406，221，77日と有意な相違が認められた（P＜0.001）．

PLaCT 分類はすべての診療科において腫瘍性尿管狭窄患者の予後予

測を可能にし，臨床での幅広い応用が期待できる．現在，この検証

データから，より正確に予後予測が可能な新分類を提案するため，さ

らなる解析を行っている．研究開始から12年の間に不均質な関連病院

とともに歩んだ道のりを紹介しつつ，研究データを発表させていただ

きたい．

一地方大学における術式の導入と教育の取り組み :伊藤秀明（福井

大） 1990年代以降多くの腹腔鏡手術が適用となり標準化されてき

た．症例が集約する大病院がある一方で，医師の異動が多く症例数に

も限りがある地方大学病院では鏡視下手術の手技向上は難しい課題で

ある．個人の手術技術にはラーニングカーブがあるが，施設としては

新しい術者に替わるたびに手術成績が低下してはならない．手術成績

を担保しつつ，新しい術式を導入・指導するにはどうしたらよいの

か．経験症例数の少なさを克服するためには，施設での術式定型化や

正確な解剖の理解，剥離層の選択について熟知する必要があり，これ

を実際の手術以外の場で学習する必要がある．ただし単純に自己学習

を行っても自身の欠点に気づかないこともあり技術取得の短縮には上

級医のサポートが求められる．また一定の症例数までは同一術者が集

中して執刀することや固定メンバーで行うことが効果的であることは

容易に想像いただけるだろう．当院での腹腔鏡下腎摘除術，ロボット

支援腹腔鏡下前立腺全摘除術，腹腔鏡下仙骨固定術の 3つの術式の体

験を紹介する．

前立腺癌診断の動向と展望―金沢医科大学病院における前立腺針生

検術の結果から― :近沢逸平（金沢医大） 前立腺生検は前立腺癌診

断において最も重要な検査であり泌尿器科の日常診療において頻度の

高い検査である．1989年に Hodge らが系統的 6カ所生検を，2001年

には Stewart らが“saturation biopsy”を，2006年に Eichler らが系統的

6カ所生検に far lateral PZ を加えた12カ所生検を提唱している．本邦

の2016年版前立腺癌診療ガイドラインでも10∼12カ所程度の多数カ所

生検を推奨している．最近では2013年に Nelson らが“MRI taregt

biopsy”を提唱しており，当院でも2016年から mp-MRI 画像を参考に

術者が陽性部位を特定の機器を使用せず TRUS 下に穿刺する

Cognitive 標的生検を開始し， 2018年から MRI/US 融合下経会陰的生

検を導入している．当院では2019年 6月までに系統的経直腸的前立腺

生検を1,864例施行し，癌陽性は834例（44.7％）であった．Cognitive

標的生検は189例，MRI/US 融合下経会陰的生検は168例施行し，癌

陽性例はそれぞれ 125例（66. 1％），84例（50. 0％）であった．

Categry 4（PI-RADS Version 2.0）における癌検出率はそれぞれ48例中

43例（89.5％），42例中36例（85.7％），Categry 5 における癌検出率

は45例中44例（97.7％），38例中35例（92.1％）と mp-MRI を参考に

標的生検することで癌検出率の上昇を認めた．このセッションでは当

院で行ってきた前立腺生検の動向と今後の展望につき考察したい．
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