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第266回日本泌尿器科学会東海地方会

(2014年12月14日（日），於 KOX 桜通ビル 8F ホール)

副腎オンコサイトーマの 1例 :斎木 寛，新坂秀男，中村昌史，松

嵜理登，山下 亮，庭川 要（静岡がんセ），渡邊麗子，伊藤以知郎

（同病理診断） 75歳，男性．2014年 5月に低血糖の精査で近医に入

院．入院中に施行した CT で右副腎腫瘍を指摘され当院紹介受診．

CT 上，長径 8.7 cm の腫瘍性病変を認め，単純 CT で低吸収値を示

し，dynamic study では動脈相で不均一に造影され，内部には嚢胞変

性と思われる造影効果を示さない部分も認めた．MRI では腫瘍は T1

強調画像で低信号，T2 強調画像で高信号であった．血液生化学検査

はホルモン活性は異常高値を示さず，可溶性 IL2 レセプターも正常

範囲内であった．副腎癌の診断のもと2014年 8月に開腹副腎摘除術を

施行した．術中所見で副腎と肝臓の癒着が強固であったため，肝後区

域切除を追加し腫瘍を切除した．摘出標本は重量 690 g，腫瘍の最大

径は 8.5 cm，割面はマホガニーブラウン色であり，腫瘍は被膜を有

し肝臓との境界は明瞭であった．病理学的診断では副腎に発生したオ

ンコサイトーマであった．副腎発生のオンコサイトーマは稀であるの

で報告する．

集学的治療が奏功している進行性副腎皮質癌の 1例 :前田基博，成

田知弥，犬塚善博，近藤厚哉，田中國晃（刈谷豊田総合） 26歳，男

性．右側腹部痛を主訴にして受診．精査にて右副腎皮質癌，多発肝転

移，多発肺転移，右大腿骨転移と診断した．EDP＋mitotane による化

学療法を 3コース施行したが腫瘍縮小効果は認めず，同療法不応例と

して院内レジメン審査・倫理委員会の承認を得て paclitaxel，carbo-

platin，mitotane による化学療法を導入した．同療法16コース終了後

には原発巣，転移巣とも縮小し，RECIST 判定は PR となり外科的切

除可能と判断し，右副腎腫瘍摘出術，肝右葉切除術，右腎部分切除術

を施行した．術後も同療法を継続したが新たに第 2胸椎転移が出現し

放射線療法を施行した．またその後も肺転移，腸骨転移を認め，胸腔

鏡下肺部分切除術と放射線療法を追加した．重度の有害事象なく現在

まで23コース施行し，診断後 4年生存中である．

縦隔卵黄嚢腫瘍の 1例 :田中勇太朗，廣瀬泰彦，山田健司，小林隆

宏，秋田英俊，岡村武彦（安城更生） 21歳，男性．体動時呼吸苦に

て当院受診．初診時所見として BMI 41 と高度肥満および CRP 27 と

炎症反応，LDH 604，AFP 31,536 と高値を認めた．精巣超音波検査

では異常を認めず，CT では前縦隔腫瘍を認め，他の部位に明らかな

腫瘤（転移）を認めなかった．CT guide下生検施行にて卵黄嚢腫瘍と

診断．縦隔原発非セミノーマ（卵黄嚢腫瘍），IGCCC poor prognosis

として BEP 療法 3クール，EP 療法 2クール施行．化学療法施行後，

腫瘍マーカーは正常化し，縦隔腫瘍縮小傾向を認めた．残存腫瘍に対

して縦隔腫瘍切除術を施行した．病理組織学的診断では，大部分が壊

死組織であり viable cell を認めなかった．現在経過観察中であるが，

再発，転移を認めていない．

Xp11.2 転座型腎細胞癌の 1例 : 近藤啓美，加藤大貴，後藤高広，

玉木正義，米田尚生（岐阜大），安江志保，野田美香，山下達也（同

小児） 14歳，男性．主訴 :右側腹部痛，肉眼的血尿．精査にて石灰

化を伴う 11 cm 大の右腎腫瘍と腎門部リンパ節腫脹を認め，開腹右

根治的腎摘除術と腎門部リンパ節郭清を施行．病理検査の免疫染色に

て TFE3 が陽性，また新鮮凍結検体による RT-PCR にて PSF-TFE3

が検出され Xp11.2 転座型腎細胞癌（T3aN2M0，stage 4）と診断し

た．Xp11.2 転座型腎細胞癌は Xp11.2 を共通の切断点とした均衡型

相互転座と，それに基づく TFE3 関連癒合遺伝子を有する腎細胞癌で

2004年 WHO の病理学的分類に初めて記載された．本症例は PSF-

TFE3 癒合遺伝子が検出された腎細胞癌としては本邦 2例目であっ

た．術後 5カ月でリンパ節，骨に転移を認め，現在分子標的薬や放射

線による治療を行っているが，有転移症例の治療法はまだ確立してお

らず，症例の蓄積が待たれる．

同時期同側性に発症した多発性腎細胞癌の 2例 :山内裕士，小林弘

明，横井圭介，山田浩史，錦見俊徳，石田 亮，大橋朋悦，都築豊徳

（名古屋第二赤十字） 症例 1 : 76歳，男性．2013年11月右背部痛に

て当院救急外来を受診．画像上右腎上極（18 mm)・下極（10 mm）

2カ所に腫瘤影を認め，腎癌 cT1aN0M0 の診断にて2014年 3月腎部

分切除術を 2カ所に施行．病理診断はおのおの，淡明細胞型腎細胞癌

と乳頭状腎細胞癌 pT1aN0M0 であった．症例 2 : 43歳，男性．IgA

腎症にて2003年より維持透析開始されており，定期検診の画像検査に

より左腎腫瘤を指摘されたため，2014年 4月当院を紹介受診．CT 検

査で左上極に 19 mm の腫瘤を認め，腎癌 cT1aN0M0 の診断にて2014

年 7月腹腔鏡下根治的腎摘出術を施行．病理診断では 2カ所に腫瘍性

病変を認め，乳頭状腎細胞癌と嫌色素性腎細胞癌 pT1aN0M0 であっ

た．同側多発性腎癌を経験したので報告する．

腎原発悪性リンパ腫の 1例 :糠谷拓尚，白木良一，西野 将，伊藤

正浩，竹中政史，深谷孝介，飴本剛之介，石瀬仁司，深見直彦，佐々

木ひと美，日下 守（保衛大） 81歳，女性．腰痛の精査中に CT で

左腎に造影効果の乏しい 62×53 mm の腫瘍を認めた．sIL-2R 正常範

囲で cT1bN0M0 と診断．PET-CT で左腎に SUV Max 10.3 の集積を

認めたが表在リンパ節などの集積は認めず，悪性リンパ腫を疑い，腹

腔鏡下左腎摘除術を施行．病理は，MALT リンパ腫．術後 6カ月で

再発所見は認めない．腎原発 MALT リンパ腫は，本邦で 5例目の報

告であり，いずれの症例も腎摘出術および腎部分切除術を施行．腎原

発 MALT リンパ腫の報告は少ないが，手術療法・放射線治療が第一

選択であり，10年全生存率は80％と予後は良好．悪性リンパ腫は，造

影 CT で Sandowich sign が特徴的であり，PET-CT で高集積を認め

る．転移病変および再発病変・高悪性度の腎癌では PET-CT で高集

積を認めるとの報告もあるが，腎癌と悪性リンパ腫の鑑別に，PET-

CT は有用であると考える．

腎門部に発生した毛細血管腫の 1例 :加藤 隆，木村 亨，佐野優

太，坂元史稔，鶴田勝久，小松智徳，辻 克和，絹川常郎（中京）

73歳，男性．腰痛精査目的の MRI にて右腎腫瘍指摘され当院紹介受

診．血液生化学検査，身体所見に特記事項なし．超音波画像所見では

右腎門部に充実性と嚢胞性の内容を認め，内部血流は認めなかった．

造影 CT では右腎門部に，辺縁に造影効果を有する 40×40 mm の腫

瘤を認め，さらに腎周囲脂肪織濃度の上昇を認めた．これらの画像検

査より嚢胞性腎癌 cT1bN0M0 と診断し，腹腔鏡下右腎摘除術を施行．

術中所見では腎周囲脂肪には著明な浮腫を認め，周辺臓器との癒着も

強固であり剥離に難渋した．摘出標本では腎実質や腎盂との境界は明

瞭で，割面は暗赤色，ゲル状の腫瘍を認め，病理組織学的所見より腎

門部に発生した毛細血管性血管腫と診断した．腎周囲に発生した毛細

血管性血管腫は報告も少なく，画像検査で造影効果を有するゆえに腎

あるいは腎盂の悪性疾患との鑑別が非常に困難な疾患である．

尿管皮膚瘻造設術後の尿管ステント交換に伴い発症した細菌性眼内

炎の 1例 :高井 学，河田 啓，高木公暁，堀江憲吾，菊地美奈，加

藤 卓，水谷晃輔，清家健作，土屋朋大，安田 満，横井繁明，仲野

正博，出口 隆（岐阜大） 70歳，男性．多発する腎盂尿管癌，膀胱

癌に対して右腎尿管膀胱全摘術および尿管皮膚瘻造設術を施行した．

ステント抜去後にクレアチニンの上昇を認め，以後 5週間ごとにステ

ント交換管理をしていた．術後半年を経過した際のステント交換後，

発熱，視力低下を認め，眼内炎が疑われた．BIPM，LZD を開始し，

両眼に VCM 硝子体内注入を施行した．その後右眼には硝子体切除術

を施行し現在両眼とも視力は1.5に回復している．内因性細菌性眼内

炎は全身の感染巣から血行性に細菌が眼内に移行し発症する．今回は

尿管皮膚瘻の尿管ステント交換後に発症したものであるが，皮膚瘻の

尿管ステント交換時のガイドラインは存在せず，文献も少ない．内因

性眼内炎およびステント交換時の予防的抗菌薬の必要性について若干

の文献的考察を加え報告する．

両側腎動脈塞栓術後，両側腎嚢胞感染により両側腎摘除術を行った

多発性嚢胞腎の 1例 : 加藤大貴，松本力哉，水野卓爾（磐田市立総

合） 65歳，男性．多発性嚢胞腎，血液透析中で61歳時に他院で両側

腎動脈塞栓術を施行された．その後，肝腎嚢胞感染を繰り返し抗菌療

法で軽快した．今回，発熱，腹痛，意識障害で当院初診．血小板

7.6×104/μl，PT-INR 1.8，プロカルシトニン 13.47 ng/ml．嚢胞感染
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による敗血症，DIC を疑った．造影 CT を施行し多発肝腎嚢胞を認

めたが感染源を特定できなかった．MRI では拡散強調画像で両側腎

嚢胞の複数に高信号を認め，感染源と考えられた．LVFX，免疫グロ

ブリン投与を開始したが効果乏しく，第 7病日に両側腎摘除術施行．

病理組織学所見は両側腎嚢胞感染で術前診断と相違なかった．術後速

やかに炎症反応は改善し救命しえた．

限局性尿管アミロイドーシスの 1例 :杉野友亮，長谷川嘉弘，吉川

昌希，西井正彦，西川晃平，矢崎順二，吉尾裕子，神田英輝，金井優

博，有馬公伸，杉村芳樹（三重大），林 昭伸，今井 裕，白石泰三

（同病理） 67歳，女性．肉眼的血尿を主訴に近医より紹介受診．CT

にて造影効果を伴う右下部尿管壁肥厚を認めたが画像上良悪性は鑑別

困難であった．尿管鏡で下部尿管に発赤を伴う粘膜不整と全周性狭窄

を数箇所認めたため生検施行．AL 型アミロイドーシスと診断され

た．全身検索にて他部位に病変はなく，限局性尿管アミロイドーシス

と診断．DMSO 貼付療法を開始したが尿管の閉塞は完全には解除さ

れないため，右尿管部分切除，尿管-膀胱新吻合術（Psoas-hitch 法）

を施行した．限局性尿管アミロイドーシスは予後良好な疾患であり，

明らかな悪性所見を認めない症例では積極的に尿管鏡検査や術中迅速

病理組織診を行い，可能な限り腎保存に努めることが肝要である．

尿道憩室内腫瘍の 1 例 : 森 文，井上 聡，高井 峻，松尾かず

な，石田昇平，鈴木都史郎，舟橋康人，藤田高史，佐々直人，松川宜

久，加藤真史，吉野 能，山本徳則，後藤百万（名古屋大） 68歳，

女性．外陰部より出血をきたし，尿道周囲の腫瘍性病変を指摘され

た．MRI T2 強調像にて尿道を全周性に取り囲む 3 cm 大の尿道憩室

を認め，内部を腫瘍性病変が充満していた．CT にて転移を認めず．

経会陰的腫瘍生検の結果，淡明細胞癌であった．尿道癌 cT2N0M0 と

診断した．尿道憩室腫瘍は憩室切除のみでは局所再発しやすいと報告

されており，十分なマージンを確保した完全切除を要すると考え，根

治的膀胱全摘＋回腸導管造設術を施行した．術後 1年無再発で経過観

察中である．

陰嚢に発生した Rhabdomyosarcoma の 1例 :海野 怜，水野健太

郎，飯田啓太郎，岩月正一郎，田口和己，梅本幸裕，河合憲康，戸澤

啓一，佐々木昌一，林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋市立大） 患者は

3歳 6カ月男児，主訴は右陰嚢内容の腫大．他院で精巣上体炎として

抗生剤治療．改善を認めたが硬結が残存するため当院紹介．画像検査

より右陰嚢内腫瘍を疑い右高位精巣摘除術施行．摘出標本は 65×

35×40 mm 大の乳白色・充実性腫瘤であり一部精索に浸潤を認めた．

HE 染色では抱巣状の小型円形の異型細胞を認め，免疫染色では，筋

系マーカーである desmin，myogenin が強陽性であったことより

alveolar rhabdomyosarcoma と診断．PCR にて PAX7-FOXO1 キメラ遺

伝子を認めた．CT にて右内腸骨リンパ節転移を認め，術後導入化学

療法を施行し縮小を認めた．現在も治療継続中である．

術後 5年で腹膜転移をきたした Chromophobe renal cell carcinoma

（ChRCC）の 1例 :加藤義晴，中村小源太，村松洋行，森永慎吾，小

林郁生，梶川圭史，西川源也，吉澤孝彦，渡邊將人，全並賢二，金尾

健人，住友 誠，村上秀樹（愛知医大），都築豊徳（名古屋第二赤十

字） 44歳，男性．既往に統合失調症あり．2009年，近医で肝機能障

害に対する精査目的の CT で右腎腫瘍を指摘され，当科を紹介受診し

た．精査の結果，右腎癌 cT1bN0M0 の診断のもと，経後腹膜的に根

治的右腎摘除術を施行した．病理は chromophobe renal cell carcinoma

（ChRCC），pT1b であった．2014年，骨盤内の徐々に増大する 30

mm 大の腫瘤に対し腫瘍摘除術を施行し，ChRCC の腹膜転移と診断

した．ChRCC は比較的予後良好な組織型とされている．腎細胞癌患

者の臨床像の予測には Fuhrman grade（FG）が広く用いられている

が，その有用性は ChRCC においては確立されていない．近年，2010

年に Paner らが提唱した chromophobe tumor grade（CTG）が予後予

測により有用であったとの報告がある．本症例の原発巣は FG 2，

CTG 2 の領域とFG 3，CTG 1 の領域の混在を認め，前者が優勢で

あった．転移巣は FG 2，CTG 2 であった．本症例においても CTG

の有用性が高い可能性が示唆された．

単腎の完全内包型腎癌に対してロボット支援腎部分切除術を施行し

た 1例 :西野 将，白木良一，深谷孝介，伊藤正浩，竹中政史，糠谷

拓尚，飴本剛之介，石瀬仁司，深見直彦，佐々木ひと美，日下 守，

石川清仁，星長清隆（保衛大） 60歳，男性．2005年，CT にて左腎

腫瘍指摘され，近医より当科紹介．cT1bN0M0 の診断にて，腹腔鏡

下根治的左腎摘除術施行．病理診断は，clear cell carcinoma．その後他

院にて，胃転移，胆嚢転移に対し各摘除術施行．2013年 7月の CT に

て右腎腫瘤指摘．2014年 3月には 2.0×1.8×2.2 cm まで増大．完全

内包型腎腫瘍 cT1a と診断．ロボット支援下右腎部分切除術施行．選

択的動脈遮断を行い，腎腫瘍を切除．温阻血時間は29分．病理診断は

clear cell carcinoma，pT1a，INF（α），G2＝G1，断端陰性であった．

術後も利尿を得ており，透析移行することなく，腎機能を維持してい

る．現在，再発なく経過良好である．

膀胱褐色細胞腫の 1例 :渡邉弘充，安藤 慎，倉橋俊史（聖隷三方

原） 85歳，女性．11年前に 20 mm の膀胱粘膜下腫瘍を指摘される

も，治療の希望なく， 5年間経過観察されていたが，自己判断で通院

を中断していた．2014年 5月，膀胱タンポナーデのため緊急入院．腫

瘍は 30 mm に増大していた．精査の結果，膀胱褐色細胞腫と診断，

同年 7月，膀胱部分切除術を施行した．

膀胱内浸潤を認めた MALT lymphoma の 1例 : 村松洋行，金尾健

人，渡邊将人，森永慎吾，梶川圭史，小林郁生，西川源也，吉澤孝

彦，加藤義晴，全並賢二，中村小源太，住友 誠（愛知医大） 75

歳，女性．他院より膀胱腫瘍疑いにて精査目的で当科紹介受診．

MRI（T2WI）にて膀胱原発腫瘍もしくは卵巣腫瘍膀胱浸潤の疑いあ

り．組織診断目的で TURBT 施行した．病理組織学的所見は表層尿

路上皮が比較的保たれており，間質へのびまん性小円形腫瘍細胞増

殖，また，上皮内腫瘍細胞浸潤（lymphoepithelial lesion）を認めた．

免疫組織学的染色では CD20，CD79a が陽性，サイトケラチンが陰性

であった．以上より MALT lymphoma と診断した．MALT lymphoma

の頻度は全悪性リンパ腫の 7∼ 8％といわれており，粘膜下層リンパ

組織から発生するため，粘膜組織のない卵巣からは発生しないと考え

られ，本症例は膀胱原発 MALT lymphoma であったと考えられた．

外陰癌Ⅲ期で広汎外陰切除術後に尿道と前膣壁の残存を切除した 1

例 :鈴木省治，服部良平，鈴木晶貴，山本茂樹，鈴木弘一，加藤久美

子（名古屋第一赤十字），新保暁子，水野公雄（同産婦人科），林 祐

司，滝川千尋（同形成外科） 61歳，女性． 1 年前から外陰部掻痒

感．右側外陰部の腫脹で近医受診，細胞診で疑陽性．当院産婦人科の

外陰生検で SCC＋，外陰癌と診断．MRI，肉眼的に下部尿道浸潤を

疑い，化学療法 BIN 2コース後に広汎外陰切除，リンパ節郭清，迅

速病理診断で外尿道口の右側切離断端は陰性で尿道を温存したが，永

久標本で断端に SCC＋．BIN 3コース追加後に腫瘍マーカーは陰転

化するが，尿道生検で SCC＋，MRI で尿道と前膣壁に残存．準広汎

子宮全摘，両側附属器摘出，尿道・前膣壁全摘，後膣壁による膣形

成，膀胱瘻造設を施行．病理診断で外尿道口，下部尿道，前膣壁に

SCC＋，断端は陰性．術後膣壁の縫合不全を認めず， 3カ月間の無再

発で経過観察中である．

鼠径部に発生した Spindle cell lipoma の 1例 : 武田知樹，安藤亮

介，惠谷俊紀，濱川 隆，小林大地，岡田淳志，安井孝周，戸澤啓

一，佐々木昌一，林 祐太郎，郡 健二郎（名古屋市立大） 68歳，男

性．20年前から徐々に増大する左鼠径部腫瘤を主訴に，2014年 5月に

当院を受診．初診時，左鼠径部に 10×5 cm 大で軟，可動性のある腫

瘤を形成していた．MRI 検査では境界明瞭で内部不均一，脂肪抑制

で低信号となる領域があり，一部はガドリニウムで造影された．ま

た，精索との連続性はなかった．Liposarcoma の可能性を考え， 8月

に腫瘤切除術を施行．腫瘤は外腹斜筋腱膜の腹側にあり皮下から発生

したと推察．切除標本は境界明瞭，黄色と白色の結節が混在してい

た．病理診断は spindle cell lipoma であった．Spindle cell lipoma は表在

性が多いのに対し，liposarcoma は深部結合組織から発生し，通常は

皮下には発生しない．発生部位から病理診断の推察は可能であった．

両側腸腰筋膿瘍に対する経皮的ドレナージ術と高気圧酸素療法を施

行した 1例 :金田淑枝，武田宗万，成田英生，中野洋二郎（陶生），

高井 峻，井上 聡，松尾かずな（名古屋大） 腸腰筋膿瘍は比較的

稀な感染症とされてきたが画像診断の発展により近年報告が増えてお

り，また患者の高齢化も指摘されている．治療方法も様々であり外科

的ドレナージから比較的侵襲が少ない超音波ガイド下穿刺ドレナージ

にシフトされ，さらに高気圧酸素療法併用例やまた抗生剤治療主体の
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保存的治療も増えてきている．当院における腸腰筋膿瘍の 1例に加え

若干の文献的考察を加えて報告する．

横隔膜穿破し膿胸を来たした膿腎症の 1例 :飯沼光司，加藤成一，

増栄成泰，増栄孝子，宇野雅博，藤本佳則（大垣市民） 77歳，女

性．突然の左前胸部痛を主訴に当院救急外来受診．CT で左尿管結

石，左膿腎症，左膿胸を認めたため入院．入院後抗生剤（MEPM 3

g/day）を投与開始し，左膿胸に対し胸腔ドレナージを施行するも改

善ないため全身麻酔下で醸膿胸膜，胸膜胼胝切除術を施行．術中所見

で横隔膜の穿孔および穿孔部位からの排膿を認めた．左膿腎症の横隔

膜穿破による左膿胸と診断し左腎摘除術を施行した．血液培養検査，

胸水の培養検査からは Streptococcus salivarius を認めた．術後 4日目に

抜管し，経過は良好であったが術後 7日目に創部感染を認めたため創

部の開放処置を行った．創部感染も改善し術後46日目退院となりその

後膿瘍の再発は認めていない．膿腎症は重症感染症であり腹膜炎など

周辺臓器への炎症波及の報告は本邦でも見られる．しかし横隔膜穿破

による膿胸の報告はほとんどなく比較的稀と思われ若干の文献的考察

を加え報告する．

肉芽腫性精巣炎の 1例 :今村哲也，堀内英輔（市立伊勢総合） 54

歳，男性．2011年12月，右精巣の疼痛と発熱を主訴に近医受診．右側

精巣上体炎の診断を受け抗生剤にて加療を施行．その後軽度の右側精

巣腫張と疼痛が残存しているため2012年 1月に当院へ紹介となった．

エコーで右精巣実質はわずかに低信号を示したがはっきりとした所見

はなく 2月に MRI を施行したが右精巣は腫大し T2 強調像で低信号

であった．腫瘍マーカーは AFP，βhCG，LDH など上昇を認めな

かった．当初は悪性腫瘍を積極的に疑うものではないと考えたが，画

像上精巣腫瘍が否定できないため患者と協議し 4月右高位精巣摘出術

を施行．摘出標本の割面は黄白色充実性であった．組織結果は正常精

巣組織が破壊され炎症細胞浸潤を認め，肉芽腫性精巣炎であった．肉

芽腫性精巣炎は精巣腫瘍と鑑別を要する疾患であり本邦でも20数例が

報告されている．今回は若干の文献的考察を加えて報告した．

術前浣腸により，肉眼的血尿を認めた，腎移植ドナーの 1例 :吉川

昌希，西川晃平，杉野友亮，矢崎順二，吉尾裕子，長谷川嘉弘，神田

英輝，金井優博，有馬公伸，杉村芳樹（三重大） 60歳，女性．夫に

対する腎移植ドナーとして入院．術前精査問題なく，移植当日を迎え

た．手術日早朝，術前グリセリン浣腸行った際，発汗著明，四肢冷

感，血圧低下を認めたが，輸液負荷，下肢拳上で症状改善した．全身

麻酔，膀胱バルーンカテーテル留置後，ワイン様尿を認め，原因不明

であったため，腎移植手術を中止した．精査の結果，グリセリン浣腸

による直腸損傷，ヘモグロビン尿症と診断した．大量輸液，利尿剤，

ハプトグロビンを使用し，マレコカテーテルを留置し，保存的加療を

行い，退院となった．グリセリン浣腸による直腸損傷からヘモグロビ

ン尿症を認めることは稀ではあるが，重篤な合併症を生じることがあ

る．泌尿器科領域における術前浣腸の意義は乏しく，必要性について

検討が必要である．
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