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第422回日本泌尿器科学会北陸地方会

（2008年12月 7日（日），於 金沢都ホテル）

術後 4年目に局所再発をきたした左副腎褐色細胞腫の 1例 : 押野谷

幸之輔，新倉 晋，長野賢一（公立松任石川），八木雅夫（同外科），

小松和人（福井赤十字），高島 博（市立砺波総合），内木宏延（福井

大分子病理） 32歳，男性．2004年に左副腎褐色細胞腫にて左副腎摘

除術を受ける．本年 2月27日突然の頭痛，胸痛，腹痛が出現し緊急入

院．CT 検査にて左腎門部頭側に径 2 cm の腫瘤を認めた．MRI では

T1low，T2 やや high で造影にて辺縁部のみが染まった．MIBG シン

チは陰性．FDG-PET では FDG の異常集積を認めた．血中尿中のカ

テコラミン代謝物検査は異常高値を示した． 3月17日に腫瘍切除術を

行った．腫瘍の腎門部への強固な癒着を認め，左腎を合併切除した．

組織学的には褐色細胞腫に合致した所見で，Ki67 の免疫組織染色で

は陽性率は 1％以下であったが，腫瘍より離れた腎周囲脂肪織内に褐

色細胞腫の胞巣が認められたため，malignant potential を持つと考え

られた．その後，現在まで再発，転移は認めていない．

腹腔鏡下に摘出した Paraganglioma の 1例 : 野崎哲夫，釣谷晋二

（黒部市民），飯田裕朗，布施秀樹（富山大） 56歳，男性．検診の腹

部超音波検査にて右副腎腫瘍が疑われ当科初診となった．腹部 CT，

MRI 検査で下大静脈後面に長径 44 mm 大で造影効果のある後腹膜腫

瘍を認めた．腫瘍により下大静脈は腹側に，正常右副腎は右後方へ圧

排されていた．内分泌学的検査では血中カテコラミン値の軽度上昇を

認め，123I-MIBG シンチグラフィで腫瘍に一致した異常集積像を認め

たことより無症候性副腎外褐色細胞腫と診断した．腫瘍は下大静脈壁

と広範囲に接していたが境界は比較的明瞭であったため，2007年11月

12日腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術を施行した．側臥位にてポートを 4本

設置し手術を開始した．気腹直後および腫瘍剥離時に収縮期血圧が

220 mmHg まで上昇し，降圧剤使用により血圧をコントロールした．

肝を挙上すると腫瘍により下大静脈は腹側へ隆起していたが，右腎静

脈分岐部頭側で腫瘍表面の一部を同定し，下大静脈を左側へ圧排しな

がら腫瘍被膜表面に沿うように周囲と剥離し，右副腎と一塊に腫瘍を

摘出した．手術時間は195分で出血は少量であった．摘出標本は結節

性腫瘤で割面は赤褐色であり病理診断は paraganglioma に一致してい

た．術後経過は良好で術後第 8病日に退院し現在外来にて経過観察中

である．下大静脈後面に接する副腎外褐色細胞腫の場合，術前の画像

所見で周囲への明らかな浸潤像が認められなければ鏡視下手術でも剥

離可能な場合があり，低侵襲手術として有用な術式と思われた．

2 cm 以上肝静脈流入部以下の下大静脈内腫瘍血栓と診断したが人

工血管置換術を要した腎細胞癌の 1例 : 石井健夫，森田展代，近沢逸

平，菅 幸大，田中達朗，鈴木孝治（金沢医大），四方祐夫（同心血

管外科) ［症例］64歳，男性．2008年 6月，膀胱タンポナーデをきた

し紹介．血液生化学的所見や尿細胞診に異常はなく，CT では右腎に

長径 13 cm の腫瘍性病変を認めた．下大静脈腫瘍血栓は約 4 cm で頭

側は肝静脈流入部以下だった．T3bN0M0 Novick Level 2 と診断し経腹

膜的に単純静脈切開術で根治的右腎摘除術を施行したが，静脈壁への

浸潤を認め人工血管置換術が必要となり 8,000 ml を超える出血を認

めた．［考察］Novick Level 1・2 の症例に対してわれわれは下大静脈

の短時間遮断による単純切開術を行っているが，過去に行った症例の

検討でも静脈壁浸潤の有無が出血量の増大に関与していた．

腹膜腔鏡下腎尿管摘除術を施行した膣への尿管異所開口の 1例 : 飯

田裕朗，一松啓介，森井章裕，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹（富山

大），野崎哲夫（黒部市民） 症例は16歳，女性．幼少時より持続的

に下着が濡れている状態が続いており近医で加療受けていたが改善な

く 8歳時に当科紹介初診．原因特定できなかったが精査希望されずそ

のまま未治療となっていた．その後も失禁が続くため精査加療目的に

当科受診．造影 CT 施行したところ膀胱外への造影剤の流出と双角子

宮を認めた．排泄性尿路造影で左尿路描出されず，VCUG では VUR

を認めなかった．全身麻酔下で膀胱鏡施行．左尿管口認めず．膣内に

ガーゼ挿入後インジゴカルミン静注し30分後にガーゼ確認したところ

青染認めた．膣内確認したところ異所開口尿管を認めた．左尿管異所

開口の診断にて用手補助下後腹膜腔鏡下腎尿管摘除術施行．摘出腎は

3.2×2.2×0.8 cm と委縮を認めた．手術施行後は尿失禁は認められ

ていない．

骨盤内に発生した結節性筋膜炎の 1例 : 松田陽介（公立丹南），守

山典宏（斎藤），大山伸幸，三輪吉司，秋野裕信，横山 修（福井

大） 症例は58歳，女性．膀胱炎様症状，血尿を訴え，抗菌薬の投与

を受けていた．腹部超音波断層撮影で膀胱前腔に 3×2 cm の low

echoic mass を認めた．骨盤部 MRI，T1 強調画像では均一で筋肉と同

様の SI，T2 強調画像では不均一で筋肉よりやや high SI の mass を認

めた．手術時所見では，尿道腹側の内骨盤筋膜由来と考えられる灰白

色の結節性病変で，病理組織所見は器質化した結節性筋膜炎であっ

た．術後経過に異常なく，再発を認めていない．結節性筋膜炎は主に

四肢や体幹に生じる良性非腫瘍性病変であり，確定的病因は不明であ

る．突然発生し急激に増大する腫瘤として発見されることが多く，肉

腫との鑑別が重要とされる．泌尿器科領域ではこれまでに14例の膀胱

発生が報告されているが，内骨盤筋膜からの発生は報告がない．今回

われわれが経験しえた 1例に若干の文献的考察を加えて症例報告を行

う．

両側精巣腫大を契機に発見された急性リンパ性白血病を発症したダ

ウン症候群の 1例 : 保田賢司，今村朋理，伊藤崇敏，渡部明彦，小宮

顕，布施秀樹（富山大） 症例は11歳，男児．2008年 8月30日頃より

精巣の腫脹に気づき，近医の泌尿器科を受診．血液検査を施行され

た．しかし 9月 1日より歩行障害が出現．徐々に進行してきたため，

9月 3日に総合病院小児科を受診．同院にて CT，MRI，FDG-PET，

US が施行され，両側精巣腫脹および腹部腫瘤を認めた．その精査目

的に当院紹介初診となった．CT と MRI，US では，両側精巣と傍椎

体領域に腫瘤性病変を認め FDG-PET では同部位のほかに骨髄と脾臓

への集積を認めた．以上の所見から血液系疾患を考え精巣生検，骨髄

穿刺を施行．その結果より B前駆細胞急性リンパ性白血病の診断を得

た．現在，化学療法を施行中である．

イリノテカン，ネダプラチンによる化学療法が有効であった進行性

精巣腫瘍の 1例 : 多賀峰克，青木芳隆，黒川哲之，前川正信，大山伸

幸，三輪吉司，秋野裕信，横山 修（福井大），高木和貴（同血液腫

瘍内科），平井誠也，佐々木正人（同呼吸器外科），今村好章（同腫瘍

病理） 症例は25歳，男性．左精巣腫瘍，両側多発性肺転移を認め，

左高位精巣摘除術施行．絨毛癌 pT2N0M1，stage ⅢB2 の診断にて

BEP 療法 4コース施行．腫瘍マーカー下降するも正常化せず，SD の

評価であったため 2nd line 化学療法としてイリノテカン，ネダプラチ

ン療法を 6コース施行．腫瘍マーカーは正常化したが，多発性肺腫瘤

は残存していた．最大径の腫瘤が存在する左肺舌区を切除したが，組

織学的に壊死組織のみで viable cell なく CR と判断．現在化学療法終

了後 5カ月経過しているが，腫瘍マーカー，CT で再発所見は認めて

いない．

穿刺，吸引後に感染が生じた精巣水瘤の 2例 : 奥村昌央（かみいち

総合） 症例1は66歳，男性．主訴は右陰嚢の疼痛と発熱．2001年 2

月に右陰嚢の腫脹にて当科受診．右精巣水瘤と診断し，穿刺吸引し

2004年 1月 5日に 5回目の穿刺吸引施行．その後，主訴が出現したた

め当科受診．右精巣水瘤の感染と診断し右精巣摘出術を施行．精巣水

瘤内には黄色のゼリー状物質が貯留し，嚢胞内腔面は肉芽組織で覆わ

れていた．症例 2は76歳，男性．主訴は右陰嚢の疼痛と発熱．2001年

7月に右陰嚢の腫脹にて当科受診．右精巣水瘤と診断し穿刺吸引し

2005年 6月 2日に11回目の穿刺吸引施行．その後，主訴が出現したた

め，当科受診．右精巣水瘤の感染と診断し右精巣摘出術を施行．嚢胞

内腔面は好中球やフィブリンからなる肉芽組織で覆われていた．成人

の特発性精巣水瘤に対しては手術が第一選択であり，穿刺をくり返す

ことは感染の恐れがあり避けるべきであることを再認識した．

進行性尿路上皮癌に対するセカンドラインとしての Gemcitabine

を中心とした多剤併用化学療法の検討 : 上野 悟，長坂康弘，瀬戸

親（富山県立中央） M-VAC 療法後のセカンドライン化学療法とし
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て Gemcitabine (GEM) (800 mg/m2, day 1, 8) に Carboplatin (CBDCA,

AUC×(25＋24 Ccr 値），day 1），Paclitaxel (PTX，200 mg/m2，day

1) を併用した多剤併用化学療法を 9症例に対して全29コース施行し

た．近接効果は PD 4症例，NC 5症例であった．現在 3症例が癌あり

生存で経過観察中である．GCSF 製剤を使用したものは13コースで平

均投与日数は4.5日であった．全コース中，関節痛，筋肉痛（ 9例），

末梢神経障害（ 6例），食欲不振（ 3例），不明熱（ 2例）などの副作

用が認められたが対症療法や経過観察で改善した．副作用は比較的少

なく GC 療法，GP 療法による維持的治療も可能と思われるが，さら

に症例数を重ね，長期にわたる検討が必要である．

有転移進行腎細胞癌に対し Sunitinib を使用した 3症例における副

作用の検討 : 泉 浩二，前田雄司，中嶋一史，島 崇，重原一慶，栗

林正人，成本一隆，杉本和宏，三輪聰太郎，宮城 徹，金谷二郎，角

野佳史，北川育秀，小中弘之，溝上 敦，高 栄哲，並木幹夫（金沢

大），山田忠明，矢野聖二（同がん高度先進治療センター） 本邦に

おいても，根治切除不能または転移性の腎細胞癌に対し，新規分子標

的治療薬 Sunitinib が使用できるようになったが，海外および国内の

臨床試験において高頻度でかつ多彩な有害事象が報告されている．そ

こで Sunitinib の初期の治療経験において認められた有害事象につい

て報告する．G3 の血小板減少が 3 例全例に認められた．また，G3

の全身倦怠，白血球減少，貧血，G1 の胸水貯留のほか，これまでに

報告のない G2 の肺胞出血も認められた．Sunitinib は多彩で重篤な有

害事象が出現する可能性があり，十分な対応が可能な施設での使用が

望まれる．

過去10年間の膀胱癌に対する膀胱全摘術予後の検討 : 三輪聰太郎，

中嶋一史，島 崇，重原一慶，栗林正人，成本一隆，杉本和宏，泉

浩二，宮城 徹，前田雄司，金谷二郎，北川育秀，小中弘之，角野佳

史，溝上 敦，高 栄哲，並木幹夫（金沢大） 当院にて過去10年間

に膀胱全摘術を受けた54例を集計し予後と予後因子について検討を

行った．全体の 5年生存率は55.9 ％であった．cT2 以下の症例は予

後良好であったが cT3 以上または cN1 症例の予後は不良であった．

pT2 以下は予後良好であったが pT3 以上または N (＋) 症例は予後不

良であった．術前ネオアジュバント療法は cT2 症例で効果的であっ

たが cT3 以上では有効性は認められなかった．術前の水腎症は T

stage に関係なく予後不良因子であった．リンパ節転移陽性は15例認

めたが 2例が再発なく生存している．cT3 以上またはリンパ節陽性例

の治療法を検討する必要があると考えられた．

勃起機能と血管内皮機能の臨床的検討 : 金田大生，横川竜生，楠川

直也，棚瀬和弥，伊藤秀明，大山伸幸，三輪吉司，秋野裕信，横山

修（福井大） 勃起現象において，血管内皮細胞から分泌される NO

は中心的な役割を担っている．血管内皮機能を非侵襲的に測定する血

流依存性血管拡張反応 (FMD) を用いて，この測定値が性機能などと

相関するかどうかを検討した．その結果，FMD と IIEF (total score お

よび EF domain) は有意な正の相関を示した．これは重回帰分析にて

年齢補正を行っても，有意な相関が認められた．以上より，FMD に

よって評価された血管内皮機能は，勃起機能と関連することが示され

た．血中テストステロン値と血管内皮機能との相関は，われわれの統

計では今回認められなかった．その他の検査結果も含めて報告する．
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