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◎治療は？

こんな時は泌尿器科へどうぞ

一般的なのは手術療法（開腹または体腔

鏡による）、放射線療法、ホルモン療法、
化学療法です。ホルモン療法は、男性ホル

痛くもなんともないのに血尿
が出た。
※日ごろの尿の色にも気を遣
いましょう。

モンを抑え込むことで前立腺がんの勢いを
抑える治療法です。これらの治療効果が十
分得られなかった場合に化学療法を用いる
ことがあります。

健診で尿潜血を指摘された。

前立腺がんの手術療法

頻尿、排尿時痛が続く。
前立腺がんが心配。

根治的前立腺摘除術
・開腹によるもの
・体腔鏡下によるもの（内視鏡）

（男性で）尿が
出 にくい 、
尿の勢いが
ないなど。

上記２つに分けられます。それぞれ
に利点とリスクがあります。
最近は当院でも傷の小さな体腔鏡下
手術を積極的に取り入れています。

講師プロフィール

洛和会音羽病院
泌尿器科
医長
うつ ぎ

りゅう

擣木 立

専門分野
専門医認定
・資格など

泌尿器科って何を
みてくれるの？

一般泌尿器科、腎移植

〜 泌尿器科のがんとは？ 〜

日本泌尿器科学会認定専門医/指導医
臨床研修指導医

洛和会音羽病院 泌尿器科 医長
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泌尿器科は手術をするので、
「外科」
に属します。

◎健診で尿潜血を指摘された場合

泌尿器科で診るのは？

これで膀胱がんが見つかる可能性は低

前立腺がん
（男性）

前立腺肥大症といった慢性疾患を薬で治療

膀胱や尿道、前立腺などがよく知られてい

く、「尿潜血＝がん」ではありません。し

50歳を過ぎたら前立腺がんを気にしましょ

したりするので、内科的な部分も多いのです

ますが、副腎や腎臓、精巣など、腎臓周辺か

かし、もちろん精査は必要です。もし、同

う（親族でなった方がいる場合は特に気にし

が、がんや結石などの手術を行うので、基本

ら外陰までの広い範囲を扱います。

時に尿たんぱくもあれば、腎臓内科を受診

てください）。

的に外科です。

してください。

泌尿器がん（悪性腫瘍）
尿路結石症
前立腺肥大症など良性腫瘍
腹圧性尿失禁
男性不妊症

泌尿器科の「がん」って？

◎検査は？

微鏡で調べて、がん細胞や結石のかけら

腎

臓

尿

膀

胱

前立腺（男性のみ）

精

巣（※卵巣は婦人科）

管

（結晶）などをチェックする尿細胞診、加
があります。

り、血液中の濃度を測定することによっ
て、前立腺がんが疑わしいかどうかを調べ
られます。最近は人間ドックなどの採血で

腫瘍切除術）で、可能ならば腫瘍を完全切

泌尿器科で一番よく目にする「がん」で、

除します。その後、がん細胞を確認し、確

洛和会音羽病院 泌尿器科で行われる主な手

定診断となります。根が深く、腫瘍が切除

術の3割程度は膀胱がんに対するものです。

できない場合は、TUR-BTは止血および組
織採取が目的となり、治療としては膀胱全

副腎

◎症状は？

腎臓
腎盂

下大動脈

摘術、BCG膀胱内注入療法、化学療法、放

有名なものは無症候性血尿。痛みなど、

じん う

大動脈

射線療法などを選択することになります。

ほかの症状はなく、膀胱がんの2割前後に

尿管
ぼうこう

尿管

膀胱

前立腺

見られます。（尿路結
石症や前立腺肥大など
の良性疾患でも見られ

尿道

ることがあります）
ほかによく見られる

ぼうこう

男性

膀胱
尿道

のは、膿尿（尿のよご
女性

れ）が続く、頻尿、残尿
感が続くなどです。

血尿

頻尿

1にも2にも、PSA検査です。PSAとは、

前立腺から分泌される特異抗原のことであ

一般的にはまずTUR-BT（経尿道的膀胱

膀胱がん

◎検査は？

えて、エコー、CT、MRIなどの画像検査

◎治療は？

などに対し、必要に応じて
手術を行っています。

尿路の図

“ない”ことが多く、だからこそ健診が大切です。

膀胱の中をカメラで見る膀胱鏡、尿を顕

にできるがんが一般的です。

先天性疾患

◎症状は？

膀胱全摘術

これは開腹術。
お腹を開けるタイプの手術です。
浸潤性
（膀胱壁筋層以上に深く入り込ん
だ）
膀胱がんなどで行われます。
尿の出口として人工肛門に似たものを
作ったり、腸管で人工膀胱を作って自
然排尿ができるようにします。

も、オプションとして測定してくれます。
エコーやMRIなども有用です。
前立腺がんの確定診断は？

経直腸的前立腺生検
・直腸（肛門の奥）に機械を挿入し、
生検針（組織をつまみ取るための
針）にて前立腺組織を採取します。
・出血、感染、排尿状態悪化などのリ
スクはありますが、確定診断につな
がります。
検査でがん細胞
が検出されず、
再検査が必要に
なることもあり
ます。
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