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学 会 抄 録

第203回日本泌尿器科学会関西地方会

（2008年 5月31日（土），於 奈良県立医科大学）

右腎癌術後異時性に頭頂骨転移および縦隔リンパ節転移を呈した 1

例 : 加藤 実，田中智章，川嶋秀紀，仲谷達也（大阪市大） 40歳，

女性．右腎細胞癌 cT2N0M0 に対して2006年 6月26日腹腔鏡下右腎摘

除術を施行．病理組織所見は clear cell carcinoma，pT2，G3＞G2で

あった．術後15カ月で頭頂部の皮下腫瘤を認め，精査にて右腎癌の孤

発性頭頂骨転移が疑われ，外科的切除を施行した．病理結果は clear

cell carcinoma であり，骨膜断端および硬膜断端に腫瘍細胞は認めな

かった．さらに 6カ月後，熱発および胸痛，呼吸苦を主訴に外来受診

され，胸部 CT にて右後縦隔に 4.5×3.5 cm の腫瘤を認め，腎細胞

癌の後縦隔リンパ節転移と考えられた．同部位に放射線外照射を施行

し，PR が得られた．

左腎細胞癌腸腰筋転移に対し，IL-2 療法が奏効した 1例 : 小村和

正，上原博史，小山耕平，伊夫貴直和，西田 剛，東 治人，勝岡洋

治（大阪医科大） 71歳，男性，腰痛の精査にて左腎癌，左腸腰筋に

浸潤する腫瘍をみとめた．腰∼両下肢にかけてしびれ，疼痛あり，立

位保持不可で排尿感覚の低下もみられ PS 不良により腎摘除術の施行

を断念，組織診断の後，免疫療法を施行していくこととなった．CT

ガイド下生検にて，左腎癌腸腰筋転移と診断，IFN-α 療法開始 1カ月

後の効果判定は PD であったため，IL-2 療法を開始した．35万単位よ

り開始， 1週ごとに dose up し， 7週目で210万単位施行となった．

施行中，軽度の肝機能障害を認めたが，肝庇護薬内服にて軽快，ほか

有意な副作用は認めなかった．開始 2カ月後の効果判定 CT では，左

腎の原発巣に大きな変化は認めなかったが，左側腰椎，腸腰筋転移は

著名に縮小していた．ADL の面でも， 1時間程度の立位保持ができ

るまでに改善，自己排尿も可能となった．今後の治療について，腎摘

除術，分子標的薬などの選択肢も提示したが，外来にて週 3回の IL-

2 点滴にてフォローすることとなり，現在も全身状態の悪化なく，外

来通院にて加療継続している．．

側副腎静脈から下大静脈に至る腫瘍血栓を伴った腎細胞癌の 1例 :

竹澤健太郎，吉田栄宏，小野 豊，垣本健一，目黒則男，木内利明，

宇佐美道之（大阪成人病セ） 58歳，男性．主訴は肉眼的血尿．右腎

に径 15 cm 大の腫瘍と腎静脈内に腫瘍血栓を認めた．右腎細胞癌

cT3bN0M0 の診断のもと根治的腎摘除術を施行した．術中，腎静脈

の 4 cm 尾側で腫瘍と下大静脈の癒着を認め，下大静脈内に 2 cm の

腫瘍を触知した．腫瘍の直接浸潤と考え，腫瘍と下大静脈の一部を合

併切除した．病理組織結果は腎静脈側副血管を介した下大静脈腫瘍血

栓を伴った腎細胞癌であった．術前の CT を見直したが診断は難し

かった．腎静脈側副血管を介した下大静脈腫瘍血栓は，これまで文献

上 7例しか報告されていない．発生機序などにつき文献的考察を加え

報告する．

成人型ウィルムス腫瘍の 1例 :米田 傑，真殿佳吾，加藤太悟，谷

川 剛，矢澤浩治，細見昌弘，山口誓司（大阪府医療セ），加藤太悟

（県立西宮），伊藤喜一郎（伊藤クリニック） 症例は49歳，男性．

2007年10月右腰背部痛を主訴に近医を受診．エコーおよび CT 検査に

て右腎腫瘍を指摘された．2007年12月精査加療目的にて当科紹介受診

した．当科での CT・MRI にて径 3×4 cm の SOL を認め，右腎細胞

癌を疑い，後腹膜鏡下右腎摘除術を施行した．病理組織学的には，

ウィルムス腫瘍・予後良好群，stage I と診断された．NWTS のプロ

トコールに沿って，化学療法をすすめるも，本人が希望されなかった

ため，追加療法は施行せず，厳重経過観察の方針となった．術後 5カ

月目の現在，明らかな再発・転移は認めていない．

両側同時性嫌色素性腎癌の 1例 :向井雅俊，高山仁志，岡 大三，

今村亮一，西村和郎，奥山明彦（大阪大） 81歳，女性．2006年11

月，上腹部不快感精査中の腹部 CT で両側腎腫瘍を指摘され2007年 1

月当科を紹介受診．CT 上，左腎に径 2.6×2.2 cm，右腎に径 4.3×

3.7 cm の造影効果を有する腫瘤を認めた．胸部 CT，骨シンチにて転

移を認めず，両側腎癌，左 T1a，右 T1bN0M0 と診断した．二期的な

外科切除を予定し， 7月にまず左腎部分切除術を施行した．術後の腎

機能に大きな変動なく，次いで同年11月に後腹膜鏡下根治的右腎摘除

術を施行した．病理組織学的診断は両側腎腫瘍のいずれも嫌色素性腎

癌であった．現在腎癌の転移再発を認めず，腎機能も正常であり，外

来経過観察中である．

腎摘除術を施行した Page kidney の 1例 : 星山文明，中農 勇，

藤本 健，小野隆征，大山信雄，百瀬 均（星ヶ丘），松下千枝（西

奈良中央） 31歳，女性．以前より夫による家庭内暴力を受けていた

もよう．2007年 4月頃より右腹部腫瘤の出現を認めるも放置．同年 6

月19日より右裂孔原性網膜剥離の加療目的に当院眼科に入院したが，

徐々に増悪する高血圧を認め内科受診． 6月25日，腹部単純 CT にて

右腎被膜下血腫を疑われ当科紹介受診．血圧 196/110 mmHg．右側腹

部から季肋部にかけて乳児頭大の腫瘤を触知．血漿レニン濃度 73 pg/

ml と上昇を認め，2007年 6月28日腹部造影 CT で右腎実質を左前方

に圧排する形で境界明瞭で内部均一，造影効果に乏しい低濃度病変を

認め，右腎被膜下血腫 (page kidney) と診断．二度の US ガイド下穿

刺吸引にて血圧・血漿レニン値は低下したが，再発を来たしたため右

腎摘除術を行い高血圧の改善を得た．

腹腔鏡下右腎摘術後出血に対し腹腔鏡下に処置しえた 1例 :後藤崇

之，澤田篤郎，柴崎 昇，中西真一，石戸谷 哲，奥村和弘（天理よ

ろづ相談所） 71歳，女性．近医にて右腎腫瘍を指摘され当科紹介受

診．CT にて右腎細胞癌 (cT1aN0M0) と診断し，腹腔鏡下右腎摘術

を施行．術後，血性排液持続・Hb 低下を認めたが，vital sign 安定し

ており造影 CT を施行．CT にて腎摘部および肝臓下部から大網領域

に血腫を認めた．術後出血（静脈性）と診断し POD1 に腹腔鏡下観

察・血腫除去術を施行した．血腫は吸引除去可能であり，明らかな活

動性出血は認めなかった．輸血を必要とせず術後経過で POD7 に退

院した．Vital sign が比較的安定している術後出血の症例では，血腫

が大量でなければ腹腔鏡下の観察・止血は十分可能である．

腹腔鏡下尿管形成術を施行した尿管狭窄の 1例 : 金川紘司，稲垣

武，高田有見子，倉本朋未，西澤 哲，射場昭典，南方良仁，藤井令

央奈，松村永秀，新谷寧世，柑本康夫，原 勲（和歌山医大） 症例

は56歳，女性．右腰背部痛を主訴に近医を受診，右尿管狭窄症の診断

で精査加療目的で当科紹介受診となった．各種画像検査で右尿管の著

明な拡張，屈曲を認めたが尿路結石や腫瘍病変を示唆する明らかな所

見を認めなかった．これに対して腹膜内アプローチで腹腔鏡下尿管形

成術を施行した．拡張尿管前面を横断する形で性腺静脈からの異常血

管の分枝が認められた．同血管を離断した後，dismembered pyelo-

plasty である Anderson-Heines 法に準じた術式で右尿管形成術を施行

した．術後経過は良好で，ステント抜去後に撮影した DIP では造影

剤排泄能の改善を認めた．尿管狭窄症の根本的な治療方法として，従

来は開腹による尿管形成術が施行されてきたがその侵襲度が問題視さ

れていた．侵襲度と根治性の両方を目指して，近年は腹腔鏡下尿管形

成術が多く施行されている．今回われわれは操作腔を広く確保できる

点から腹膜腔からのアプローチを選択した．

新膀胱尿管吻合部狭窄に対し再吻合を施行した 1例 :結縁敬治，福

本 亮，日向信之，大場健史，山中 望（神鋼），福田 護，布施春

樹（舞鶴共済） 63歳，男性．55歳時に浸潤性膀胱癌にて膀胱全摘除

術，新膀胱造設術（尿路変更は Studer 変法，輸入脚小腸尿管吻合は

Le duc camey 法）を施行．癌の再発なく，排尿状態も良好，腎機能障

害や水腎症もなく順調に経過していた．手術施行後 7年目に右尿管結

石に対して PNL，ESWL 施行．その 8カ月後に右背部痛が出現，順

行性造影，CT，尿管鏡検査で右尿管輸入脚吻合部の狭窄と診断した．

狭窄はピンホール状で経皮的拡張術などの非観血的治療は断念し開放

手術にて尿管再吻合術を施行した．狭窄部を切除し Bricker 法で右尿
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管を輸入脚へ再吻合した．病理診断で悪性所見を認めなかった．術後

5カ月目の IVP で水腎症を認めず，術後経過は良好である．

尿管外溢流を生じた尿管腫瘍の 1例 : 徳本隆博，河 源，原田二

郎，渡邉仁人，木下秀文，松田公志（関西医大） 63歳，男性．左腰

背部痛を主訴に近医を受診．中部尿管結石の診断にて加療目的で紹

介．DIP で造影剤の尿管外溢流，CT で結石と思われる石灰像を認め

たため，尿管結石の診断の下，TUL を予定した．内視鏡観察下に尿

管結石は認められず，腫瘍を疑う所見を認めたためこれを生検したと

ころ，尿路上皮癌 G3 を認めた．後日腎尿管全摘除術およびリンパ節

郭清術を施行し，術後補助療法を 2コース施行した．術後 6カ月間再

発を認めず経過している．尿管腫瘍が原因となる尿路外溢流の頻度は

さほど多いとは言えないものの，常にその可能性を念頭に置く必要が

あると思われた．また，腫瘍細胞を含む尿の播種が危惧されるため，

広範なリンパ節郭清を含めた切除と補助化学療法の施行が望ましいと

考えられた．

尿管瘤内結石の 2例 :吉行一馬，三浦徹也，山道 深，山田裕二，

濱見 學（県立尼崎） 症例 1 : 32歳，男性． 3年ほど前から左尿管

結石にて近医で経過観察されていたが，2007年 7月頃から肉眼的血尿

や排尿困難を認め同医受診，骨盤部に 10×5 mm の石灰化陰影を認め

加療目的で当科紹介受診．DIP/膀胱鏡検査で両側尿管瘤，左尿管瘤

内結石と判断．経尿道的瘤切開術・砕石術を行った．術後 4カ月目で

は VUR の兆候は認めていない．症例 2 : 34歳，女性．2007年11月20

日に肉眼的血尿あり，近医泌尿器科受診．KUB で骨盤部に石灰化陰

影を，膀胱鏡にて膀胱内に隆起性変化を認め，精査加療目的で当科紹

介受診．DIP/膀胱鏡検査で両側尿管瘤，左尿管瘤内結石と診断，膀

胱腫瘍も否定できず経尿道的瘤切除・砕石術施行．切除後の左尿管口

は開大していたが，術後 4カ月目で VUR の兆候は認めていない．

気腫性腎盂腎炎の 2例 :木内利郎，木下竜弥，波多野浩士，小林正

雄，高田 剛，原 恒男（市立池田） 症例 1は84歳，女性．右腎結

石にて経過観察中，発熱を主訴に当院救急受診．腹部 CT で右腎結石

の尿管嵌頓による気腫性腎盂腎炎と診断し当科入院．軽度腎機能障

害，血膿尿を認めた．症例 2は64歳，女性．糖尿病の既往歴あり．発

熱・悪寒を主訴に近医受診も軽快せず， 1週間後当院受診．腹部 CT

にて右腎結石・尿管結石による気腫性腎盂腎炎と診断し当科入院．腎

機能障害と高血糖，血膿尿を認めた． 2症例ともただちに尿管ステン

トを挿入，抗生剤投与を開始し，早期に解熱した．ともに，尿培養か

らは後日 E. coli が検出された．症例 2では血糖コントロールも行っ

た．診断には CT が最も有用であり，自験例では早期診断ができたこ

とで，保存的治療にて改善した．

保存的に加療しえた単腎患者における気腫性腎盂腎炎の 1例 : 赤松

秀輔，高橋 彰，伊藤将彰，小倉啓司（大津日赤） 73歳，女性．糖

尿病の既往あり．左尿管癌で腎尿管全摘術後のフォロー中に食欲不

振，発熱出現．抗生剤投与を行うも軽快せず CT を施行．右腎の気腫

性腎盂腎炎を認めた．気腫の位置，大きさから当初は経皮的ドレナー

ジが困難と判断し，抗生剤治療を続行した．経過観察中に気腫は縮小

し，周囲に液状の膿瘍像が出現したため，経皮的ドレナージを施行．

ドレナージ後，速やかに感染は軽快した．気腫性腎盂腎炎は比較的稀

な疾患とされていたが，近年では症例報告のまとめなどによる後ろ向

きなデータの解析は進んでいる．今後は，腎摘術，経皮的ドレナージ

などの適応に関して，治療アルゴリズムの共有や validation など，前

向きなデータの集積を行い，治療の標準化を進めていく必要がある．

肉眼的血尿により尿閉をきたした腎滑膜肉腫の 1例 :上原博史，西

田 剛，小村和正，小山耕平，伊夫貴直和，能見勇人，瀬川直樹，東

治人，勝岡洋治（大阪医大），辻 求（同病理） 63歳，女性．2007

年10月肉眼的血尿，尿閉で受診．エコーで腎盂に突出した腫瘤陰影を

右腎に認め，画像より右腎腫瘍と診断し同年11月根治的右腎摘除術施

行．病理組織診断では診断確定困難であったため，遺伝子検査施行．

FISH 法による遺伝子検査においてキメラ遺伝子 SYT-SSX が確認さ

れたため腎滑膜肉腫と確定した．

同一腎に淡明細胞型腎細胞癌および腎盂扁平上皮癌が重複発生した

1例 : 福原 恒，山口耕平，中野雄造，三宅秀明 ，田中一志，武中

篤，藤澤正人（神戸大） 61歳，男性．2007年10月に右腰部痛認め近

医受診し，12月に当科紹介受診．精査の結果，右腎腫瘍，右腎盂腫

瘍，膀胱腫瘍，肝および多発後腹膜リンパ節転移を認め，加療目的で

12月当科入院．12月右腎盂尿管全摘除術および肝生検を施行．病理標

本にて淡明細胞型腎細胞癌と腎盂扁平上皮癌と診断され，また肝転移

巣は腎細胞癌由来．2008年 1月より IFN-α および IL-2 による免疫療

法開始し，肝転移巣に対し TAE 施行． 2月に肋骨転移を認め放射線

療法 (25 Gy) 施行． 3月に状態悪化し永眠．本邦では同一腎におけ

る腎癌および腎盂癌の重複発症は31例報告されているが，RCC と

TCC の重複発症例の報告のみで，SCC と RCC の重複発症例は海外

で文献上 4例の報告を認めるのみである．

両側性気腫性腎盂腎炎の 1例 :重村克巳，李 勝，山下真寿男（明

石市民） 86歳，女性．子宮癌術後より排尿障害を認め，水腎症，腎

盂腎炎を繰り返していた．2007年12月下旬頃より嘔吐，発熱を認め，

腸炎として加療するも軽快せず，また腹部 CT 検査にて両側水腎症を

認めていた．CT 再検にて水腎症の増悪，さらに両側性に腎盂内に

air を認め，2008年 1月 9日に当科紹介となり，同日入院となった．

両側性気腫性腎盂腎炎の診断の下，meropenem 1 g/day の投与を開始

し，症状も改善傾向を示した． 1月11日の CT 検査では腎盂内ガス像

の改善を認めた．尿培養で Anaerococcus (gas 産生（＋））を認めた．

文献的考察では気腫性腎盂腎炎はドレナージ＋抗菌薬投与がよく行わ

れる治療法で，多くの患者で糖尿病を合併していた．またその約10％

が両側性とされている．糖尿病を合併せず，抗菌薬投与のみで軽快し

た両側性気腫性腎盂腎炎を報告した．

全尿路全摘術後の骨盤内再発に対し集学的治療を施行した尿路上皮

癌の 1例 :千菊敦士，渡部 淳，井口 亮，上田政克，堤 尚史，真

鍋由美，岡村基弘，清水 崇，宗田 武，神波大己，吉村耕治，兼松

明弘，中村英二郎，西山博之，賀本敏行，小川 修（京都大） 52

歳，男性．1998年に膀胱癌にて膀胱全摘・回腸導管造設術を施行後，

上部尿路に再発を繰り返し，2003年に全尿路全摘となった．2007年，

骨盤内再発を認め，epirubicin (50 mg/m2)・cisplatin (50 mg/m2) 併用

療法，gemcitabine (1,000 mg/body) 単剤療法にて PR を得た後，骨盤

内腫瘍摘出術および右外腸骨動脈合併切除を施行．病理所見は異型度

の高い尿路上皮癌であった．術後，腫瘍床に放射線治療 (40 Gy) を

施行し退院．術後 9カ月目に腹壁再発を来たしたものの，尿路上皮癌

の局所再発に対しては，全身化学療法を施行しつつ可能であれば根治

的治療のタイミングを図ることが望ましいと思われた．

膀胱拡大術後37年目に発生した膀胱腺癌の 1例 : 上田康生，鈴木

透，邱 君，樋口喜英，丸山琢雄，近藤宣幸，野島道生，山本新吾，

島 博基（兵庫医大），新長真由美，廣田誠一（兵庫医大病理），山本

裕信，古倉浩次（宝塚市立） 57歳，男性．10歳時に尿路結核にて右

腎摘，20歳時に萎縮膀胱に対し回腸利用膀胱拡大術を施行．49歳時に

交通事故にて膀胱破裂を生じ修復術施行，以後自己導尿管理．膀胱拡

大術後37年目，無症候性肉眼的血尿を生じ前医受診．膀胱内に 5 cm

大の有茎性腫瘍を認め，TUR 生検にて高分化腺癌と診断され当院紹

介．膀胱全摘術および左腎瘻造設術施行した．腫瘍は回腸膀胱吻合部

に認め，一部筋層への浸潤を認める高分化腺癌であった．術後10カ月

現在再発転移なく経過中である．腸管利用尿路手術における長期

follow up 症例においては，発癌の可能性も考慮して定期的な検査が

必要であると考えられた．膀胱拡大術後に発生した腺癌の報告例は自

験例が本邦19例目であった．

新生児精巣捻転の 1例 :西澤 哲，南方良仁，金川絋司，佐々木有

見子，倉本朋未，射場昭典，藤井令央奈，松村永秀，新谷寧世，柑本

康夫，稲垣 武，原 勲（和歌山医大） 生後 1日の男児，在胎38週

1日で正常分娩．生下時には異常を指摘されなかったが，生後 1日目

に右陰嚢内容の硬結と陰嚢皮膚の黒色変化を認め，当科紹介．精巣捻

転疑いで緊急手術を施行した．陳旧性の鞘膜外捻転の痕跡と考えられ

る精索のくびれを認め，精索の器質化のため回転方向，角度とも不明

であった．精巣は出血壊死のため黒色に変化し右精巣摘除術と対側の

固定術を施行した．新生児精巣捻転は出生前捻転と出生後捻転に分類

され臨床所見が異なるが，陳旧性の病変であっても対側の無症候性捻

転を高率に認めたという報告もあり，対側精巣の検索のため緊急手術

を要すると考えられた．

陰茎象皮病の 1例 :山本圭介，松岡庸洋，高尾徹也，辻村 晃，奥
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山明彦（大阪大），久保盾貴，細川 亙（同形成外科），角田洋一，山

口誓司（市立池田） 41歳，男性．家族歴・既往歴に特記すべきこと

なし．陰茎腫大，排尿時痛にて前医受診．陰茎の著明な腫大を認め

た．MRI 上，陰茎皮膚・皮下組織の肥厚を認めた．排尿痛強く自排

尿不能にて尿道カテーテル留置．当科紹介となり，形成外科と合同で

陰茎形成術を施行した．病理診断では悪性所見を認めず，非特異的炎

症性変化であった．植皮の生着は良好で，痛みは減少し尿道カテーテ

ル抜去後も smooth に排尿可能であった．現在のところ明らかな再発

を認めず，排尿・性機能についても特に問題ない．象皮病はリンパ浮

腫の終末像であり，フィラリア感染や外傷・治療・腫瘍・異物などが

原因で生じる．自験例では熱帯・亜熱帯の居住歴・海外渡航歴もなく

明らかな誘因を認めないことから，特発性と考えられた．

前立腺導管癌の 2例 :福田聡子，小林泰之，原田泰規，坂上和弘，

東田 章，安永 豊，岡 聖次（国立大阪医療セ），岩佐葉子，真能

正幸（同病理） 症例 1 は74歳，男性．主訴は排尿初期血尿．PSA

1.57 ng/ml と正常範囲内であり直腸診も異常なかったが，MRI で左

PZ 背側に低信号域を指摘，前立腺癌を疑った．生検で同部位より前

立腺導管癌を認め，精査で T2aN0M0 の限局癌と診断，前立腺全摘除

術を施行した．術後13カ月現在，再発，転移なく経過良好である．症

例 2は79歳，男性．主訴は PSA 高値．炎症によると思われる PSA 一

過性上昇の後のフォロー中，再上昇 (12.01 ng/ml) を認めた．MRI

にて右 PZ に低信号域および精嚢浸潤を指摘，生検にて同部位より前

立腺導管癌を認めた．精査で T3bN1M0 と診断，局所浸潤癌に対する

内分泌療法 (MAB) を開始した．治療18カ月現在，再発，転移なく経

過観察中である．

当初 Nephrogenic adenoma と診断された前立腺肉腫の 1例 : 豊

島優多，岡島英二郎，福井真二，初鹿野俊輔，青木勝也，田中宣道，

平山暁秀，米田龍生，藤本清秀，吉田克法，平尾佳彦（奈良医大），

島田啓司，小西 登（同病理病態学） 36歳，男性．家族歴に特記事

項なし，既往歴に脂肪肝．2008年 1月，尿閉を主訴に近医受診．諸検

査にて膀胱腫瘍を疑われ，精査加療目的に当科紹介．尿道膀胱鏡にて

前立腺部尿道にポリープ様腫瘤を認め，TUR 施行．病理学的診断は

nephrogenic adenoma であった．その後，急速な再発に対して 2回の

TUR 施行．初回 TUR では術後の壊死性肉芽性変化と診断． 2度目

の TUR 生検で初めて前立腺肉腫の診断が得られ，骨盤内臓全摘術を

施行した．

前立腺類内膜癌の 1例 :平尾周也，田中雅博，壬生寿一，平尾和也

（平尾），高島健次（たかしま泌尿器科），三宅牧人（奈良医大） 69

歳，男性．頻尿と PSA 高値 (4.2 ng/ml) のため近医より紹介受診．

直腸診ではクルミ大，辺縁整，弾性軟，硬結は認めなかった．膀胱鏡

では前立腺部尿道から膀胱頸部の 4∼ 6時方向に白色の乳頭状腫瘍を

認め，前立腺および前立腺部尿道の生検標本よりそれぞれ高分化腺癌

(Gleason score 3＋3），前立腺類内膜癌が検出された．cT4NoMo と診

断し，根治的前立腺全摘除術を施行，術後 2年を経過した現在再発転

移を認めていない．（考察）本邦では自件例を含め73例の報告を認め

る．発生頻度は0.2∼0.8％，年齢分布は41∼86歳，多くは60歳以上で

ある．主訴は肉眼的血尿，排尿障害が多く，好発部位は膀胱頸部，前

立腺部尿道，精丘である．内分泌療法抵抗性の症例も散見されるため

早期発見による根治的切除が必要である．

前立腺原発 Marginal zone B-cell lymphoma の 1例 :篠原雅岳，

豊島優多，喜馬啓介，岡島英二郎，藤本清秀，平尾佳彦（奈良医大），

島田啓司，小西 登（同病理病態学） 症例は68歳，男性．頻尿を主

訴に当科初診．IPSS は14点，QOL スコアは 5点であった．初診時，

採血で PSA 6.503 ng/ml (CLEIA) と高値であり，直腸診では前立腺

に圧痛認めず，明かな悪性所見もなかった．前立腺癌の疑いで経直腸

的前立腺針生検を施行し，病理組織で marginal zone B cell lymphoma

と診断され，当院血液内科紹介．FDG-PET で前立腺にのみ限局して

異常集積を認めたため，前立腺原発と診断した．現在リツキサン

THP-COP 療法中である．前立腺原発 marginal zone B cell lymphoma

はきわめて稀で，欧米を含め自験例が 7例目である．

直腸穿破をきたした前立腺膿瘍の 1例 :澤田篤郎，後藤崇之，柴崎

昇，石戸谷 哲，奥村和弘（天理よろづ） 66歳，男性．排尿困難，

発熱を主訴に当科受診．急性前立腺炎の診断にて膀胱瘻造設のうえ抗

生剤投与施行するも軽快せず．CT にて前立腺膿瘍を認めたため，経

尿道的前立腺膿瘍開窓術を施行したところ，膿瘍と直腸に交通を認め

た．人工肛門造設，膀胱瘻留置とし，保存的に経過観察． 1年後瘻孔

の閉鎖を確認し，膀胱瘻抜去，人工肛門閉鎖術施行．その後 6カ月

間，経過良好で排尿・排便ともに異常を認めていない．前立腺膿瘍を

治療する場合，膿瘍は尿道や会陰，直腸などに自壊する可能性がある

ことを念頭において対処すべきと考えられた．

前立腺生検における MRI 拡散強調画像の有用性について :森 康

範，奥田康登，加藤良成，井口正典（市立貝塚） 2007年 5月以降 1

年間に当院で施行された66例のうち PSA 20 ng/ml 以下の症例53例を

対象とし，15例（28.3％）から癌を検出．平均年齢68.2歳（51∼83

歳），PSA 値 1.86∼17.9 ng/ml（中央値 7.58 ng/ml）．拡散強調画像

（以下 DWI) では感度100％，特異度65.7％，陽性予測値55.6％とす

べて T2 強調画像（以下 T2WI) よりも高値であった．T2WI に DWI

を併用することにより陽性予測値は44.8％から59.1％へ上昇した．

DWI のみ陽性であった症例より 2例の内腺癌が診断された．DWI は

生検の適応や標的生検の位置決定，特に内腺癌の検出に有用であると

考えられた．

Advanta SliderTM PTFE を用いた人工血管移植術 :上甲政徳，田

中洋造，坂 宗久（大阪暁明館），増田安政，河田陽一，岩井哲郎

（医真会八尾総合） ［目的］近年，透析患者の高齢化や糖尿病患者の

増加により人工血管を使用せざるを得ない症例が増加している．今

回，PTFE グラフトの全長に低摩擦ポリエチレンシースで覆った人工

血管 (Advanta SliderTM PTFE) を使用した．［対象］2007年 4月より

Advanta SliderTM PTFE を使用した人工血管移植術を施行した 6 症

例．男性 3 例，女性 3 例．年齢は74∼84歳（平均78歳）であった．

［方法］手術は局所麻酔で行い，グラフトを前腕にループ状に植え込

んだ．［結果］ 1カ月開存率は100％であった．合併症は認められな

かった．手術時間は平均130.7分であった．［考察］PTFE グラフトの

全長に低摩擦ポリエチレンシースで覆われ，トンネルへのグラフト挿

入性は容易であった．［結果］今後症例の追加と長期観察の検討が必

要である．

出血を伴った左副腎血管腫の 1例 : 大年太陽，小林憲市，藤田昌

弘，福本 亮，新井康之，高田晋吾，松宮清美（大阪警察），辻本裕

一（済生会千里），藤岡秀樹（北大阪警察） 66歳，女性．左副腎腫

瘍にて内科より紹介．血液検査上，内分泌非活性であった．腹部

MRI では 3×4×3 mm 大の腫瘤認め，T1 強調画像 で低信号，T2 強

調画像で低信号と高信号が不均一に混在していた．悪性の可能性が捨

てきれなかったため腹腔鏡下左副腎摘出術施行．摘出標本は，割面が

赤褐色で，薄い被膜に覆われており，正常副腎は不明瞭であった．重

量は 30 g．病理組織学的検査にて著しい出血と硝子化が認められ，出

血を伴った副腎血管腫と診断された．副腎血管腫は文献上本邦で70例

目であった．

副腎出血を契機に診断された副腎皮質癌の 1例 :桑田真臣，細川幸

成，熊本廣実，林 美樹（多根総合），藤本清秀，平尾佳彦（奈良医

大） 症例は，55歳，男性．左胸痛を主訴に，当院救急受診．腹部

CT にて，左腎上極に径 7 cm の腫瘤と腫瘤内の出血を疑われて，当

科紹介．活動性の出血を認めないため，一旦，保存的に加療し，その

後に精査を開始した．画像所見，内分泌検査の後，内分泌非活性の副

腎皮質癌の疑いにて，左腎・副腎切除術を施行した．摘除標本の病理

検査で Weiss の criteria を 9項目中， 6項目を満たし，MIB-1 染色で

は60％以上が染色された．術後，傍大動脈リンパ節転移，肝転移，骨

転移を認めたため，ミトタンによる化学療法を開始したが，術後 4カ

月目に癌死した．副腎皮質癌は，非常に稀な悪性腫瘍であり，その予

後は不良である．若干の文献的考察を含めて報告する．

腎癌術後，孤立性に対側副腎転移を来たした 1例 :益田良賢，影山

進，村井亮介，前澤卓也，牛田 博，上仁数義，成田充弘，岡本圭

生，吉貴達寛，岡田裕作（滋賀医大） 63歳，男性．左腎腫瘍

(cT2N0M0) に対し，2004年 9月根治的経腰式左腎摘除術施行．病理

診断にて RCC，clear cell type，G2＞3 と診断された．再発なく経過

も，2008年 1月腹部単純 CT にて右副腎の腫大を指摘された．造影

MRI では右副腎は中等度造影され，非機能性であることから転移性

副腎腫瘍を疑った．同年 2月腹腔鏡下右副腎摘除術施行．病理診断は
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腎癌副腎転移であった．術後 3カ月経過．現在再発は認めていない．

われわれが調べえた限り，腎癌術後に孤立性対側副腎転移を来たした

症例は，本邦11例目にあたる．欧米の文献上，同症例は手術摘除でき

れば予後の改善が期待できると考えられた．

副腎 Oncocytoma の 1例 : 岡田桂輔，村蒔基次，倉橋俊史，三宅

秀明，田中一志，武中 篤，藤澤正人（神戸大） 60歳，女性．既往

歴に子宮内膜癌，卵巣癌，高血圧あり．2006年1月上腹部不快感認め，

当院消化器内科受診．腹部 CT にて長径 12 mm の右副腎腫瘍認めた．

当院内分泌内科精査にて，非機能性副腎腫瘍と診断されたため，以後

外来フォローアップされていたが，腫瘍長径が 30 mm と増大傾向に

あり，2008年 2月手術目的で当科入院となった．腹腔鏡下右副腎摘出

術施行．病理にて，好酸性の胞体を持つ，核の異形度の強い大小不同

の細胞が増殖しており，副腎 oncocytoma と診断された．副腎

oncocytoma は非常に稀で，文献報告も少ない．特徴的な画像所見を

欠き，内分泌学的には非機能性腫瘍であることが多いため，他の副腎

腫瘍との鑑別が困難である．コンセンサスを得た病理組織診断基準が

存在せず，再発および転移の検索を含む慎重な経過観察が必要であ

る．

特発性後腹膜線維症の 1例 :山田 篤，山本広明，雄谷剛士，丸山

良夫（松阪中央総合） 63歳，男性，主訴両側水腎症で内科受診後当

科紹介．CT，MRI にて腎動脈下腹部大動脈周囲に軟部組織腫瘤を認

め後腹膜線維症を疑ったが，可溶性 IL-2 受容体が 1,340 U/ml と高値

を認め，悪性リンパ腫との鑑別が困難であったため開腹生検を施行し

た．病理組織学検査で線維性接合織のびまん性増殖に炎症性細胞浸潤

を伴う所見を認めたことから特発性後腹膜線維症と診断した．診断確

定後プレドニン 30 mg/日よりステロイド療法を開始し， 4週間で水

腎症の寛解と後腹膜の線維性肥厚の消失を認めた．CT，赤沈，CRP

により経過をみながらステロイドの漸減を行い15カ月で投与を終了し

た．ステロイド療法終了後現在まで再発を認めていない．

原発が不明であった後腹膜リンパ節転移の 1例 :坂野恵里，山本

豊，梶川博司（泉大津市立），高井恵美（同内科），山内 周（同病

理） 76歳，女性．2003年子宮頸癌 (T1b) に対し放射線療法，再発

なし．後腹膜腫瘍に伴う右水腎症につき2007年 4月当科紹介．確定診

断のため開腹生検を施行，結果は低分化腺癌であった．化学療法行う

も全身状態悪化し2008年 1月死亡．造影 CT :下大静脈を巻き込むよ

うに不均一に造影される腫瘤，FDG-PET :腫瘍以外に集積なし，サ

イトケラチン 7陽性，サイトケラチン20陰性，扁平上皮ケラチン陽

性．剖検にて低分化扁平上皮癌の成分を認め，また免疫染色の結果よ

り子宮原発と考えられた．本症例は子宮頸癌に対し局所はコントロー

ルされていたが，より低分化な成分による転移巣が発育して生じた腫

瘍であった．

後腹膜未分化多形肉腫の 1例 :真殿佳吾，米田 傑，谷川 剛，矢

澤浩治，細見昌弘，山口誓司（大阪府医療セ），加藤大悟（県立西

宮），伊藤喜一郎（伊藤クリニック） 症例は70歳，男性．2007年11

月，労作時呼吸困難を主訴に当科紹介．CT，MRI にて後腹膜に直径

14×16×23 cm 大の腫瘍を認め，2007年12月，後腹膜腫瘍摘除術を施

行した（左腎，脾臓を合併摘除）．腫瘍の最大径は 23 cm，重量は

2,590 g であった．組織学的に，紡錘形もしくは多辺形腫瘍細胞が配

列し，免疫染色では vimentin のみ陽性となり，平滑筋マーカーや神

経マーカーは陰性であった．以上より病理診断は，2002年の軟部腫瘍

WHO 分類の内 undifferentiated pleomorphic sarcoma であった．これ

は，かつて多形型 MFH と呼ばれていた内，免疫組織学的に特定の分

化傾向が認められるものを除外した分類である．術後 6カ月経過して

いるが，再発所見を認めていない．

腎癌摘除部に発生した後腹膜 Fibromatosis の 1例 :阪本祐一，安

藤 慎，中村一郎（神戸西市民），松原重治（関西労災） 67歳，男

性．既往歴は1990年肝細胞癌にて肝切除術施行．2005年 8月，右腎腫

瘍にて後腹膜鏡下右腎摘除術を施行．病理結果は RCC，clear cell

type，pT1bN0M0 であった．外来通院中の2007年11月の定期画像検査

で右後腹腔に約 5.0×4.0×8.5 cm の腫瘍を認め，CT では造影効果

が乏しく，MRI では T1 強調で低吸収，T2 強調で内部に高吸収域を

認めた．腎癌局所再発の診断で，腫瘍摘除術を施行，腰方形筋，横隔

膜，肋骨の一部を合併切除した．病理診断は fibromatosis であった．

術後 6 カ月，再発を認めず経過観察中である．後腹膜に発生した

fibromatosis は稀で文献検索上，自験例は本邦 9例目であった．

治療に難渋した放射線性出血性膀胱炎の 1例 :吉田栄宏，竹澤健太

郎，垣本健一，小野 豊，目黒則男，木内利明，宇佐美道之（大阪成

人病セ） 67歳，男性．現病歴は1998年に他院にて前立腺癌に対して

前立腺全摘除術施行，病理診断は Gleason score 3＋3，pT3a，断端陽

性であった．2003年，PSA 再発に対して放射線療法 60 Gy 施行，

2007年 3月，肉眼的血尿と尿閉を認め当科受診した．放射線性出血性

膀胱炎による膀胱タンポナーデと診断，緊急入院となった．経尿道的

凝固術と高気圧酸素療法が奏功せず，輸血を要する貧血と頻回の膀胱

洗浄に関連した MRSA による尿路感染症を認めた．膀胱全摘除術を

考慮したが，2 L/hr に及ぶ持続膀胱洗浄などにより軽快した．合計

9カ月間の入院を要したが，現在肉眼的血尿を認めるもののタンポ

ナーデはなく外来通院中である．

膀胱炎症性偽腫瘍の 1例 : 竹垣嘉訓，伊藤周二（市立柏原），桑原

伸之，伊藤 聡，上水流雅人，池本慎一（八尾市立），吉原秀高（吉

原クリニック） 58歳，女性．肉眼的血尿を主訴に近医受診．尿細胞

診 class IV にて当科紹介．膀胱ランダム生検にて膀胱 CIS，G2∼G3

（三角部，後壁，左側壁）と診断した．BCG 膀胱内注入療法 (80 mg

を 8回）を施行した後，効果判定目的に行った膀胱生検時に左尿管口

奥に径 2 cm 大の有茎性非乳頭状腫瘍を認めた．同部を切除したとこ

ろ，病理組織診断は膀胱炎症性偽腫瘍であった．なお，その他の生検

部位より悪性所見は認めなかった．その後，外来にて経過観察してい

るが，偽腫瘍の再発は認めず，CIS も再発していない．炎症性偽腫瘍

の発生原因として慢性感染症や手術侵襲が挙げられているが，自験例

は膀胱生検後に BCG 膀注療法を行っており，これらが誘発因子と

なった可能性が考えられた．

前立腺癌を合併した膀胱アミロイドーシスの 1例 :高田 聡，松吉

ひろ子，辻本賀洋，岡島英五郎（高の原中央），田中宣道（奈良医

大） 69歳，男性．無症候性肉眼的血尿および頻尿を主訴に2007年 8

月当科受診．内尿道口狭窄および前立腺肥大症を認め，内尿道口切開

術および TUR-P 施行．また膀胱粘膜に黄色変化を認め膀胱粘膜の生

検も施行．病理診断で前立腺に Gleason score 4＋5 の低分化型腺癌を

認め，膀胱粘膜上皮下には Congo-Red 染色で赤燈色に染色される沈

着物を認めた．またアミロイドA染色で濃染し，沈着物はアミロイド

A蛋白と診断され，反応性 AA アミロイドーシスと考えられた．前立

腺癌については MAB 療法および IMRT (74 Gy) を行い PSA は0.01

ng/ml 以下と経過良好．アミロイド蛋白は全身検索で膀胱のみに認め

られ，現在は出血など特に症状はなく外来にて経過観察中である．

子宮原発平滑筋肉腫術後に発症した膀胱転移の 1例 :増井仁彦，三

品睦輝，加藤琢磨，佐倉雄馬，吉田 徹，奥野 博（国立京都医療

セ），山本鉄郎，南口早智子（同病理） 64歳，女性．12年前に子宮

平滑筋肉腫にて単純子宮全摘除術，両側卵巣摘出術施行既往あり．今

回頻回の肉眼的血尿にて当院受診．画像にて 5×5 cm 大の膀胱内に

突出する境界明瞭な卵円形腫瘤を認めた．経尿道的膀胱生検組織像で

平滑筋由来と考えられる紡錐形細胞が増生し，mitotic rate 17個/10

HPF 認め平滑筋肉腫と診断した．転移病変認めず，膀胱部分切除術

を施行した．腫瘍は固有筋層と接して粘膜下層を中心に増生してい

た．免疫組織学的染色施行し，エストロゲンレセプターが腫瘍に陽性

であった．腫瘍は膀胱壁外との連続性を認めず，子宮原発平滑筋肉腫

の膀胱転移と診断した．術後12カ月現在，再発転移は認めていない．

膀胱原発小細胞癌の 1例 :吉井将人，近藤秀明，渡辺秀次（済生会

中和），堤 雅弘（同病理） 61歳，男性．2007年 3月 5日，無症候

性肉眼的血尿を主訴に当科受診．膀胱鏡にて頂部に大豆大の非乳頭状

腫瘍を認め，TUR-BT を施行した．病理学的に TCC，grade 3，pT1

と診断し，術後 BCG 膀胱内注入療法を追加したが， 9カ月目の膀胱

鏡にて前回の切除部に ulcer 様病変を認め，2008年 1 月 9 日，2nd

TUR-BT を施行した．HE 染色上，小型で細胞質の乏しい腫瘍細胞が

充実性に増殖し，免疫染色では CD56，NSE およびシナプトフィジン

抗体が陽性で，小細胞癌の所見であった．以上より，まず肺小細胞癌

のプロトコールに準じ，CDDP，CPT-11 併用化学療法 (CP 療法）を

1コース行い，膀胱部分切除術を施行した．病理像は瘢痕部に一致

し，出血，ヘモジデリン沈着がみられ，筋層内には多核巨細胞が含ま
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れる線維化が生じ，小細胞癌の遺残は認めなかった．術後，CP 療法

を 2コース追加し，現在経過観察中である．

女性尿道に発生した淡明細胞癌の 1例 :森本和也，石井啓一，黒木

慶和，葉山琢磨，浅井利大，上川禎則，金 卓，坂本 亘，杉本俊門

（大阪市医療セ），仲谷達也（大阪市大） 77歳，女性．2005年 8月，

顕微鏡的血尿の精査目的にて当科受診．膀胱鏡にて後部尿道の全周性

肥厚，MRI にて一部造影効果を示す多嚢胞性腫瘍を認めた．また尿

細胞診では suspicious であった．しかし，経尿道・経膣腫瘍生検では

悪性所見なくその後経過観察されていた．2007年11月の MRI で腫瘍

の増大傾向，腫瘤状変化を認めたため再度生検施行したところ clear

cell adenocarcinoma の所見であった．2008年 1月に膀胱全摘術，回腸

導管造設術を施行し，病理組織所見は同じく clear cell adenocarcinoma

であった．根治的に摘出し，術後 4カ月経過した現在，再発や転移は

認めていない．女性尿道に発生した明細胞癌は稀な疾患とされてお

り，若干の文献的考察を加えて報告する．

女子尿道原発淡明細胞腺癌の 1例 :長濱寛二，加藤敬司，岩村浩

志，山本雅一，金丸洋史（田附興風会北野），坂下裕美（同病理）

患者は81歳，女性．血尿を主訴として受診．尿細胞診クラスⅣ．造影

CT，膀胱鏡では悪性所見なく，ランダム生検，逆行性腎盂尿管造影，

腎盂尿細胞診でも異常を認めなかった． 1年半後，触診にて膀胱頸部

に弾性硬鶏卵大の腫瘤性病変を認めた．MRI，CT では，尿道の全周

を取りまくように，径 5.3 cm の内部不均一で壊死を伴う腫瘤を認め

た．膀胱鏡では尿道の10時方向から内腔に突出し膀胱頸部に広がる絨

毛状の病変を認めた．尿道病変に内視鏡下経尿道的生検と，尿道周囲

の腫瘤に超音波ガイド下経膣針生検を施行．いずれも淡明細胞腺癌で

あった．cT3N0M0 stage III の診断で前方骨盤内臓全摘，尿管皮膚瘻

造設術を施行した．術後 3カ月の現在，転移再発を認めない．

原発性精巣カルチノイドの 1例 :山田剛司，中村晃和，三神一哉，

細田光洋，藤原敦子，金沢元洪，内藤泰行，邵 仁哲，沖原宏治，浮

村 理，高羽夏樹，水谷陽一，河内明宏，三木恒治（京都府医大）

76歳，男性．無痛性右陰嚢内腫瘤を主訴に当科受診．超音波検査，腹

部 CT にて精巣腫瘍が疑われ当科入院となった．精巣腫瘍マーカーは

すべて正常範囲内であった．入院後，高位精巣摘除術施行した．組織

学的にはHE 染色で，均一な類円形の腫瘍細胞が充実性から索状およ

び管状構造に増生していた．また腫瘍細胞はクロモグラニンA染色，

シナプトフィジン染色で陽性であった．以上より精巣カルチノイドと

診断した．全身検索にて他臓器に明らかなカルチノイド病変を認め

ず，原発性精巣カルチノイドと診断した．カルチノイドは比較的予後

良好な低悪性度の疾患と評価されていたが，予後不良な症例も報告さ

れており，今後厳重な経過観察が必要と考えられた．

下肢のしびれを初発症状として発見された精巣腫瘍の 1例 :芝野伸

太郎，野村広徳，呉 偉俊，玉田 聡，田中智章，川嶋秀紀，仲谷達

也（大阪市大），辻尾唯雄，家口 尚（同整形外科） 30歳，男性．

2008年 1月頃より左下肢にしびれを自覚し，近医で理学療法を受ける

も改善せず，左下肢の疼痛・筋力低下が出現したため，近医整形外科

受診．MRI で仙骨部の腫瘍が疑われ，同年 7月当院整形外科受診．

確定診断のために腫瘍生検と後方除圧術が予定されたが，左睾丸の腫

大を認めたため当科紹介となった．左高位精巣摘除術施行し，セミ

ノーマと診断．仙骨，左第肋骨，傍大動脈リンパ節転移を認め，BEP

療法 3 コース後，腫瘍マーカーの陰性化と傍大動脈リンパ節の CR

を認めたが，骨転移については画像上 NC であり，骨生検を施行．

生検の結果は陰性であったが，腫瘍の残存を考慮し，仙骨と左第 7肋

骨に放射線照射を追加した．

左精索より発生した平滑筋腫の 1例 : 福井真二，鳥本一匡，中井

靖，影林頼明，三馬省二（県立奈良），島田啓司，小西 登（奈良医

大病理） 症例は65歳，男性．無痛性左陰嚢内腫瘤で初診．採血検査

では腫瘍マーカーを含め異常所見は認めなかった．超音波断層で腫瘤

は径 30 mm で均一な低エコーを示し，精巣や精巣上体とは明らかに

区別され，精巣上方に存在した．MRI 所見上は悪性腫瘍である可能

性が低いと考えられたため，患者と相談のうえ外来で経過観察を行っ

ていたが，徐々に腫瘍の増大が認められた．低悪性度の悪性腫瘍も否

定できなかったため，根治性を考慮し左高位精巣摘除術を施行した．

病理組織学的診断は平滑筋腫であり，発生母体としては左精索が考え

られた．

尿閉により高アンモニア血症を来たし意識障害を呈した神経因性膀

胱の 1例 :谷口英史，大石正勝，廣田英二，伊藤吉三（京都第二赤十

字），関 英夫（福知山市民），大江 宏（学研都市），本郷文弥（京

都第一赤十字） 82歳，女性．主訴は意識障害にて当院救急受診し，

尿閉 (1,300 ml) と膿尿を認めた．血液生化学検査で高アンモニア血

症 (314 μg/dl) を認めた．フォーリーカテーテル留置後， 3時間後に

は症状は改善し 3病日には血中アンモニア値は 13 μg/dl に低下した．

膀胱内圧測定により神経因性膀胱を認めた．尿路感染症により尿中ア

ンモニア産生が促進され，神経因性膀胱による尿閉で膀胱が過進展す

ることにより尿中アンモニアが膀胱周囲の静脈に吸収され高アンモニ

ア血症を来たしたと考えられた．

DIC を呈した海綿体膿瘍の 1例 :前田浩志，大橋康人，羽間 稔

（淀川キリスト教） 69歳，男性．主訴は尿閉．2007年 6月25日，カ

テーテル留置不可で他院から紹介受診．膀胱瘻を造設．発熱もあり，

入院．検査所見では PT 26，PT-RATIO 1.96，PT-INR 3.02，fibrin-

ogen ＜50，血小板数は67,000であった．第 2 病日では血小板数は

30,000に減少．DIC の診断で panipenem/betamipron，danaparoid-

sodium，DOA を開始．検査所見は改善するも，陰茎の疼痛，腫脹，

外尿道口からの排膿出現．MRI で尿道海綿体膿瘍と考えられた．第

12病日に切開，排膿した．膿からは E faecalis が分離された．膀胱尿

道造影で著しい尿道狭窄を認め，後日，膀胱瘻から軟性鏡，外尿道口

から腎盂鏡を入れ，内視鏡的に再建した．第73病日に退院．その後，

尿道狭窄再発，内尿道切開を施行，外来経過観察中である．われわれ

の調べえた範囲では陰茎海綿体膿瘍は21例，尿道海綿体膿瘍は自験例

を含め 2例であった．

第203回日本泌尿器科学会関西地方会 169




