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学 会 抄 録

日本泌尿器科学会 第6回 中部地方会

昭和30年11月3日 於 名古屋大学医学部

特別講演 遊走腎に就て

清水圭三(名 大)

遊走腎は稀れに見 る疾 患である と考 えら れ て い た

が,立 位 腎孟撮影 法を行 えば屡 々発 見 さ払 而 も血

尿,腰 痛 の外Dietl'scrisisやMaladedeglenard

と云われる癌痛や,胃 腸障害を伴 うことが多いこ とを

述べ,臥位,立位に於て大動脈撮影を行い,A.renalis,

A.lienalisの 走向の著明 の変化のあることを認 め,犬,

猿のそ れ と比較 して,大 なる異常の存す ることを明か

に し,血尿,腰痛が之に関係 のあ ることを明かに した.

私共の外来患者14,250名 の中987,6.9%の 遊走腎を

見,200例247回 の腎固定術を施行 し,治 癒率96%の 好

成績 を得てい る.麻 酔手術の進歩 した現在死 亡率は0

で全 く危険はな く予後は良好である.今 日疲 払 神

経,腰 痛,胃 腸病,肝 臓病であ るとして長い間治療 さ

れて尚且つ治癒 しない一群の患者の中に遊走腎が 原因

となつているものを多 く見 る.立 位腎孟撮影法を行わ

なければ この著明な変化を見逃 している理である.

我 々の症例の多 くも内科か ら廻つて来た ものが多 い

ので今後共内科の理解 と協 力が痛感 され る と共に 立位

腎孟撮影法 の必要を提唱す る.(詳 細 は原著に)

1,尿 路Candida症 の 研 究

第1編

第2編

第3編

尿中Candida検 出とその意義

尿路Candjda症 の臨床

尿路Candida症 の細菌学的検索

田村 峯雄 ・藤井達郎(大 阪市大)

吾 々は56例 の患者の尿沈渣をサブロP寒 天培地で培

養 し14株,中2株 は'尿沈渣直接塗沫標本 でCandida

を認 めた.更 に本患者の膣分泌物,糞 便,喀 疾,皮膚,血

液,口 腔.腎 尿に就て も培養 を行い,22種 のCandida

を確認 あらゆる角度 より検討 した.特 に抗生物質剤使

用患者に多 く本菌が検出された。臨床症状では14例 中,

口腔変化を呈 せるもの10例,前 駆症4例,胃 腸障碍8

例,婦 人科疾患3例 で膀胱鏡所見は軽度の炎症 々状 を

呈す るのみ,14例 中血尿を主訴 とす る38才 の患者に就

ては抗生 剤を各濃度に加えた サブロ・一寒天培地に培養

しその菌数計算の結 果対照に比 して稽 々Candidaの

増加 を認めた.同 定試験 はMartin等 の方法に従い

実施 したが,分 離せ る37株 中同定可能 なものは32株 で

Candidaalbicansが 最 も多い成績 を得た.詳 細は原

著にゆずる.尚 病原性,試 験管内抗生剤の影響並びに

治療に関 しては現在検索 中で あ り追つ て発表 したい.

質問 清水圭三(名 大)

ヵyジ ダの治療は如何に してい るか.

答

トリコマイ シソの内服を行つ ています

2.所 謂BaciHu8crassusに 就て 永松春夫

川本昭(神 戸市立中央市民)徳 重晴雄(神 戸

衛研)

最 近Ulcusvulvaeacutumの 一例 を経 験 した の

で その 経過 の大 要 と,患 者 の潰 瘍 か ら分 離 培 養 ぜ るグ

ラム陽 性桿 菌,健 康 処 女 の膣 よ り分 離 培養 せ る グ ラム

陽 性桿 菌 とに 就 き,細 菌 学 的 血 清 免疫 学 的 考 察 を加

え・ そ れ ら とLactobacillusacidophilusと の 異 同に

つ い て述 べ た,

3.非 淋菌性 尿道 炎尿道 分泌物に於 ける細胞形質

内封入体の検出成績 山本弘 ・石原藤太郎 ・

大島升 ・倉岡雍男(大 阪逓信)

昭和29年1月 よ り30年9月 末に到 る間に当科を訪 れ

た男子非淋菌性尿道炎患者の ろち,7(劇(PPLOと 淋

菌 とを同時に分離 した3例 を含む)の 尿道分泌物ギム

ザ染色標 本に就 て封入体 の有無を検 索 し次 の結果を得

た.

1)ウ ィルスの封入体 に類似 した型 の封入体は1例

も見出 し得 なかつた.

2)PPLOの みを分離 した1例,ジ フテロイド及び

グラム陽性双球菌 を分離 した1例 及びPPLOと 淋菌

とを分離 した1例 計3例 に於℃ 上皮細 胞内に青紫

色 に染色 された輪机 コソマ状)糸 状等 多形 性小体の

集団即 ち所謂PPLO封 入体 と思われ るものを見 出 し
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た.

迫加 春 日たみ(横 浜医大)

ギムザ染色に ょ り娼婦に於け る封入体を検索 した結

果検出率 は215名 中43名 で20%で あつ た.

4.尿 道 分離菌の耐性 と潜伏期間に就て 新谷

浩 ・山崎巖(京 大)

淋疾の潜伏期聞は戦後9力 年聞では延 長 の 傾 向無

く,非 淋菌性尿道炎患者 より分離 した白色 葡 萄 状 球

菌,連 鎖状球菌,グ ラム陽性双球菌をペ ニシ リン加 ブ

イ ヨン又は寒天培地で継代培養 してペ ニシ リン耐性菌

を作製 し,初 代の非 ペ ニシ リン耐性菌 とを兎に皮内接

種 し膿庖形成迄 の潜伏期間を調べた所,ペ ニシ リン耐

性菌の方が毒性の弱い為か潜伏 期間長 く,之 よ り最近

の淋菌がペ ニシ リンに対 して耐性が増 した とは考え ら

れない.

5,最 近経験せ る疾患症例

(イ)急 性無尿症の3例

(ロ)両 側精管欠損症

の 結 節性腎結核

◎ 馬蹄鉄腎にみたる両側 腎結石

㈱ 乳廉尿症の1治 験例

原 口泰彦 ・井 口久男 ・山脇春夫(北 野病院)

最近経験せ る上記 の疾患につ き簡単に報 告 した.

追加 渡辺 克(岐 阜医大)

結石馬蹄鉄腎症例.右 股関節結核 で長期臥床 中,尿

路結石 を多発 した馬蹄鉄腎の手術 的治療に成功 した1

例を経験 した.手 術は橋部切断術,左 腎孟載石術,左

腎固定術を行い,3カ 月後右尿管載石術,右 腎固定術

を行い良好 な結果を得た.馬 蹄鉄 腎は尿管が橋部を通

過する時,該 部に密着せ る為に上部に尿鯵 滞を来 し易

い上,本 症例は右股関節結核に て長期臥床せ る為,尿

停滞に拍車をかけ,又 骨疾 患に ょる骨脱灰現象が過石

灰尿を来 た し多発性に腎結石を惹起 したもの と思われ

る.

追加 片村永樹(京 大)

乳康尿症は フィ ラ リア症に ょるもの と,そ ろでない

もの とが ある と思われ る.我 々は7例 の乳 魔尿症 に対

しその5例 に患例腎に ビアルロ ニダーゼを注入 し,他

の1例6才 の小児に於ては フォe一レル水を与え,そ の

効あつ た ものはスパ トニソを併用 した ものであつた。

乳廉尿症 の治療には一応対症 療法 と併せ て フィラ リア

症に対す る根治療法 も共に行 うべ きであ ると考え る.

6.尿 路 白血病にっいて 加藤 篤二 ・酒徳 治三

郎 ・日野豪(京 大)

昨年の近畿地方会で白血病の腎侵襲(17才 女子)と

思われ る症例につい て述べたが,今 回その 剖検所 見を

報告 し,併 せて白血病に伴 弓血尿,膿 尿,排 尿障碍 を

来 した3例 を追加 し,尿 路 白血病について概説を試み

た.

7.腎 腫瘍にっいて 上月実 ・清水潤一 ・宮沢

勲 ・松浦滋(神 戸医大)

昭和26年1月 よ り昭和30年9月 に到 る4年9カ 月商

に当科 で取扱つた腎腫瘍易1咄患者は7例,同 剖検例は

2例 で泌尿器科患者総数のO.25%}t当 る.腫 瘍の種類

は グラヴィ ツッ腫瘍6例,腎 孟乳頭腫2例,混 合腫瘍

1例 である.男7例,女2例,40才 代2名,50才 代5

名,60才 代2名,左 側6,右 側2,両 側1で ある。初

発症 状は落痛,血 尿,腎 腫,発 熱を訴 えろものが 多

い.臨 床症状 としては腎腫,血 尿,疹 痛,貧 血が多

い.転 移例は3で 予後 は手術死 亡例 はな く,永 久 治癒

と認 められ るもの1名,術 後死 亡例2名,経 過観察中

4名 である.

8.興 味 あ るグ ラヴィッッ腫瘍の3例 細田寿

郎 ・新 海圭一 ・林本勇 ・小杉和太郎(大 阪 日

生病院)

第1例 は62才 右腎,第2例 は56才左 腎,何 れ も男,

第3例 は44才 の主婦左腎腫瘍 であつた.第1例 は腫瘍

転移に ょる左腸骨腫脹 と右下 肢神経痛様疹痛を主訴 と

して来院,後 始めて右腎の腫瘤が発見 された.第2,

第3例 は何れ も血尿を主訴 とした.第1例 は後に広汎

な骨系統(腸 骨,頭 蓋骨,腰 椎,右 大 腿骨一経過中病

的骨折)及 び左腎,両 側副腎に広汎 な転移像を認め

た.第2例 は反対腎に腎結石を,第3例 は完全重複腎

孟兼不完全重複腎孟を合併 した.病 理組織 所 見 は 第

1,第2例 は原発腎ではclearcellcarcinoma及 び

granularcellcarcinomaの 所見 を呈 し,転 移像で

は更に腺様或は乳頭状構造を認めた.第3例 では腺癌

或は場所に より乳頭状癌を示 した.

9.馬 蹄鉄腎の橋部 切断術 と固定の3例 清水

圭三 ・阪野正 之 ・瀬川昭夫(名 大)

馬蹄鉄腎は腎崎形 の中屡 々見 られ る疾患であ るが 腎

遊走を伴 う場合は特 異な症状を示 しこれ等に対 しては

橋部切断術 と共に腎固定を行わねばな らない.最 近我

々はFoleyの 第 三群に属す る3例 を経験 した.第1例

は23才 女,第2例21才 男,第3例19才 女で,全 症例に
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Rovsing症 候群,胃 腸症状,腰 痛,下 腹痛叉は腹痛

を認めたが腹 部腫瘤は何 れも触知 し得ず,且 つ泌尿器

科的症状は軽いか叉は示さなかつ た,診断はPneumo'

retropertioneum,逆 行性,排 泄性腎孟撮影,動 脈撮

影,立 体撮影,側 位腎孟撮影等1こよりその解 剖的関係

を確認 した.治 療は全例共橋部切断術及びKelly法 に

よる腎固定術を施行 した.Folleyの 第三群 に属す る

症例 は稀であ り且つ手術にょ り良好 な威績 を収 めた.

10,腎 性血尿に就て 清水圭三 ・柏木正業 ・前

川昭(名 大)
ら

臨床的諸検査にて所 見無 き所謂原因不明の腎出血7

例を最近経験 した.第1例22才 男,6カ 月聞血尿を訴

え膀胱鏡にて左尿管 口よ り出血を認 め諸種薬剤奏効せ

ず左 腎別出,第2例31才 男,1カ 月半血尿続 き,左 尿

管 口より出血2回 のアオル トグ ラフィ'一)tこよ り血尿

消失,第3例43才 女,3年 間血尿を訴え,左 尿管 口よ

り血尿,右 腎別出,第4例19才 女,1年 間血尿,右 尿

管 口より出血右腎易ij出,第5例,45才 男15日 聞血尿,

左尿管口よ り血尿,左 腎別出,第6例24才 女,2年 間

血尿,左 腎易11出,第7例21才 女,3カ 月間血尿を訴

う.左 尿管 口よ り出血,死 亡,以 上殆ん ど全例に止血

剤,輸 血を行 うも奏効せず止むな く腎別出術を行い治

癒せ しめ得 た。

11.亘 大水腎症の1例 金沢稔(和 歌山医大)

22才 男,7才 頃か ら既に膀 よ り下にかけ著明に膨隆

していた.昨 年暮 より左腰部に臥床時座痛を覚 え,そ

れ以来急に腹部膨隆が増大 し腹囲は剣状突起で1米,

1月29日 穿刺液4,000cc.以 上を得,内 科 で膵嚢腫の

疑いを最 も濃 くしていた.泌 尿器科 検査の結 果左側水

腎症 の診断のも とに内容液を排除 せず腎を易11除した.

内容液は術前の穿刺を含め11,51.で あつた.本 症例は

内容101.以 上の巨大水腎症では世界に於ttる 第21例 目

であ る.101,以 上 のもので易lj除した ものは外国5例,

本邦6例 となつてい るが本例 の如 く内容液を排除せず

に別除 した例 は見 られない.

追加 新谷浩(京 大)

左 腎 及び 尿 管 の高 度 の水 腎症例 を報 告 す る.原 因 は

左 尿 管 口のcystischeDilatationの た め と考 え られ

る.腎 内容 は2,51で あっ た.

追加 岡直友(名 市大)

21才 女子,極 めて巨大 な腎水腫の経験はないが,相

当大きい水腎は腎摘出を行 う事な く保存的に取扱いた

い と考 えてい る.逆 行性腎孟撮影 で超手拳大の腎外に

拡張せ る水腎を開腹せ るに尿管附着異常 と尿管の搬痕

圧迫}こ原因す ることを確め内容500ccを 除 き尿管腎

孟吻合 と搬痕切除を行い2年 後腎孟 像はi卵 大 と な

る.最 初経静脈性腎孟像を得 なかつた ものが2年 後の

最近では5分 で腎杯 出現をみ るに至つ てい る.

12.腎 オ ク ロ ノー ジス(?)と 思 わ れ る1例

八 田 栄造 ・玉 置 明(京 大)

18才男.全 身性先天 性白皮症 と腎実 質の異常褐色 々

素沈着 を有す る1例 を経験 した.本 色 素の本態につい

ては目下検索 中であ るが恐 らく腎オ クロノージス文 は

類 似疾患 と推定 され る.

13.過 去5力 年間に経 験せ る所謂グラヴィツツ腫瘍

にっいて 小 田完五 ・外松茂 太郎 ・幹滋 ・

大橋二郎(京 府医大)

症例は9例 全例男子.50才 台4,60才 台4,70才 台

1,5例 に父母同胞に 胃癌を認め,患 側は右6,左

4,初 発症状は血 尿5,血 尿+腎 痛3,腎 腫1,外 来

時所見は血尿4,血 尿 十腎腫1,腎 腫 十疹痛2,腎 腫

十浮腫1,腎 腫1で ある.イ ソジゴは8例 が健側に比

し初発遅延 し濃染度悪 し.PSPは 殆 ど正常,水 試験

で濃縮度悪い ものが 多 く,血 圧は1例 が最高170を 示

した他殆 ど正常,血 液は貧」血に傾 き白血球分類は略 々

正常,血 沈促進 し7例 の平均44.6,摘 出腎は最高580

gr.,最 低130gr.で 平均328gr発 生部位は上極2,

中極2,下 極6で ある.

14.腎 腫瘍の異型並び に血管侵襲 にっいて

加藤篤二 ・多田茂 ・麻生田幸雄(京 大)

主に グラヴィ ッッ腫瘍 の異型につい て述べ る.1)腎

嚢腫に発生せ るもの,2)崎 型腎,3)掻 小腎,4)腎 孟型,

5)腎 外発生型,6)結 核腎合併例,7)内 腫型,8)巨 細胞

出現型,9)石 灰 化著朋 のもの,10)腺 癌型,11)ム コイ

ド分泌著明のもの等で異型 の示す多様性に対 しては組

織発生 的tこdysontogenicの 腫瘍 と解すれば説 明がつ

く.18例 の別 出腫瘍で血管変化を示 した ものは9例 あ

り,即 ち周辺 よ りの血管壁侵襲,血 管内転移,腫 瘍細

胞栓塞等の変化であ る.

追加 金沢稔(和 歌山医大)

所謂 グラヴィ ツツ氏 腫瘍 の起源については定説はな

いが,最 近 アSリ カ学 派のい5腎 起源説を立証す るに

足 る と思われる症例を経験 した.24才 女子.約1年 前 よ

り左側腹部に小児頭大 の移動 性ある腫 瘤に気 付き某医

に遊走腎 と云われ当科 を訪れた .Pneumoretroperi-

toneumで 左側に腫瘍 らしい ものの外縁を微かに認 め
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るのみ・易11除標本600gr・ 腎下極に大人の手掌大,略

々球状の腫瘍が附着 し,腫 膓部は8×7×4cm上 皮性

腫瘍 で腫瘍細胞の不正は少な く分裂像 も砂い.原 形質

は豊冨で明 るく結 合部 と思われ る細尿管像が腫瘍細胞

塊 と間質に より境 されて存 し,細 尿管細胞の著明 な増

殖 と変性が見 られ管 腔内に腫瘍細胞が充満 している.

以上か ら細尿管結合部 より発生 したclearcellcarci-

nomaと 診 断 した.

追加 原 口泰彦(北 野病院)

24才 の女子 のグラヴィ ツッ腫瘍別出後 アザソ80mg

を隔 日に20本 注射す るに心臓部疹 痛を訴 え3日 後死 亡

した.

15.抗 生物賓の腎孟に於 ける吸収機転 に就いて

石神嚢次(大 阪医大)

家 兎尿管内に ス トマイ,ペ ニシリソを注入 し」血中に

於け る注入液の消長か ら腎孟 よりの吸収状 態 を 検 し

た.又 予 め腎茎動脈 を一定時間結紮 して腎細尿管 を障

碍せ しめた傷 同様実験を行い吸収に及ぼす影響に就

て検 し之等 の結果か ら腎に於け る抗生物質の排泄機転

に就いて述べた.

16.尿 管痙攣症にっいて 岡直友 ・後藤武

(名市大)

本症の6例 を経 験 し種 々検 索 を行い,2例 に手術

(内1例 切 開,1例 は腎摘出)他4例 は尿管 カテーテ

リスムス施行後痙攣を認めな くなつた.

追加 岡本重礼(横 浜医大)

アレルギ ーに起因す ると思われ る無尿症 の1例 で約

33時間無尿状態 の後 自然排尿を見たが,第4病 日に行

つた経静脈性 腎孟撮影で左 腎の排泄が無 くレス タミソ

600mgの 内服に ょり著明な排泄を認め得,同 時に訴

えていた下腹痛 も好転 した.之 はFinegold等,Mo-

ore等 が報告 してい るア レルギー性の無尿症に該当す

る症例 で所謂腎及び尿管 のangioneuroticedemaの

によるもではなかろ うか と述べた.

17.右 腎結石と胆石症 との誤認 晒義広 ・西島

正典(紀 南病院)

52才 の家婦で右腎石様 の癌痛発作 を時 々起 し,検 尿

上血尿 あ り,腎 孟 上部に3ケ の結石 あ り,其 の他各種

の検査 で腎結石に間違い ない と思われた症例が胆石で

あつ た.之 についてのX線 像 と摘 出腎の病理所見 よ り

特発性 腎出血 と胆石の共存 であつた例について述べ術

後緬痛 発作が無 くな り之 は胆嚢後部が広 くなつ たので

は なか ろ 弓か.

追加 外松茂太郎(京 府医大分院)
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44才.女 子で悪心嘔吐右季肋下部の癌痛を訴 えるも

ので,腎 孟 腎議に一致す る3個 の円形陰影像を認めた

が,逆 行性腎孟撮影及びPneumoretroperitoneum

によ り斜方向か らの撮影で上記陰影像は腎外に在 り胆

嚢結石な る事を確めた.

追加 大森孝郎(京大)

内臓下垂 のある場合胆石の陰影が 腎部に一致 して腎

結石 と紛 らわ しい事は時 々経験する所であ る.最 近経

験 した3例(68才 女子,70才 女子,45才 女子)の 写真

を供覧 し,か か る場 合は1腎尿 の所見を重視す べき事,

要すれば斜方 向乃至側方 よりの撮影を行 えば鑑別容易

なる事を述 べた.

18.梢 々興味ある経過をたどれる尿管結石(特 に

腰斑 にっいて)太 田裕祥 ・横竹次郎 ・名

倉正比古(中 京病院)

昭和28年11月 尿管結石の疑いを以 て諸検索 を行つ た

患者につい て手術す る事な く経過 したものが,昭 和30

年6月 痴痛様発作再発 し入院後再び行つた 腎 単 純 撮

影,逆 行性気体腎孟撮影,逆 行性腎孟撮影 其他の所見

を比較 し,且 つ其の腰斑の鑑別法を検索 しカテ'テ リ

スムスに際 し横位 よりの単純撮影を行5を 可 とす る.

追加 仁平寛巳(京 大)

46才 男子.約20年 前腎結核 で左腎摘 出,数 年前 よ り

時折一過性の無尿を来 し他医にて右尿管結石 と云われ

て吾 々を 訪れた.膀 胱鏡検査,イ ンギゴカル ミソ 検

査,排 泄性 及び直接 的腎孟撮影等の検査に ょつ て右腎

孟,腎 蓋及び尿管の拡張 と尿管下部の結石 と思われた

が,dorsalcystographyに ょつ て結石陰影 と思われ

たものは骨盤斑であつ て通過 障碍は右尿管下部の狭窄

による事が判明 した1例 を追加す る.

追加 岡直友(名 市大)

尿管結石 と骨盤斑或は腰斑の鑑別に非圧迫性経静脈

性腎孟撮影 を行つてみてい る.上 部尿路結石の場 合は

患側腎孟に大 な り小 な り拡張像が認 められ,骨 盤斑 の

場合は全 く正 常な腎孟像並びに腎機能が証 明され る,

尿 管 結 石で腎 機 能不良の時は24時 間後にdelayed

pyelographyを 行つ てみ ると患 腎の像を得,之 と結

石 との関聯が明かに される事が少 くない。

19.戦 後に於け る尿路結石症の統計的観察

榊原暉意 ・志村彦哉 ・曽布 川純平(遠 州病院)
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昭和22～29年 迄 の結石患 者数は172例 で泌尿 器患者

総数 の5.4%に 当る.24年 を最低 とし,28年 を最高 と

す ろ波を認め,部 位別では上部尿路結石が 半数以上を

占め,年 令別では21～40才 が半数 以上で諸家の報告 と

一致す る.再 発例 は初発後2～3年 が多い.叉 自然排

出は尿管結石の場 合,碗 豆大以下の大 さに限られ3ζ排

出され ろ迄 の期間は3カ 月位迄見 る必要が あると思わ

れ る.

20.尿 管下端結石 についての1,2の 考察

大矢知身(東 京警察)

尿管結石の場 合多 くは尿管 カテーテルの通過障碍が

あろが,時 に尿管 カテPテ ルが結 石の傍を通過 して し

ま う事があ ろ.我 々は過去13年 間に上部結石例221例

中3例 に この様な事例に遭つた.こ の様な事が頻回起

きるか否かを知 らないので報告 した.又 尿管下端結石

手 術法 として偶 々10才 の小児の例 で,膀 胱 を開 き尿管

口に フォ・一ルゾソデを入れ尿管 口を切開す る方法を行

い後に何の機能障碍を残 さず治癒せ しめた.本 法は手

術 法 として簡単であ るので他の3例 に も試み,そ の結

果 を報告 し考察を試みた.御批判 を得れば幸甚である.

質 問 南武(慈 大)

手術を必要 とした理由について伺い たい.

21.恥 骨々折片を核 とせ る膀胱結石の症例

大矢全節 ・山田瑞穂(国 立京都)

29才 男子7年 前 シベ リアで木材伐採作業中骨盤部

に強い打撲を受け,排 尿痛,血 尿,骨 片 と思われ ろも

のが尿 と共に排出され るのを見た.数 カ月前 よ り結 石

症状が現われ,X線 像に結石 と恥骨上縁縫際の左に栂

指頭大の骨陰影 欠損あ り高位切開 によ り雀 卵大の結 石

を取 り出した.膀 胱壁は恥骨左上 と癒着 し恥骨の この

部はX線 像 と一致す る小指頭大の襖状陥凹あ り.結 石

は8.39(3×2.6×1.2cm)で 灰白帯黄褐色,表 面粗

雑,中 央に大豆大 の骨片を核 としてを り,輪 層をなさ

ない比較的脆い燐酸石灰 及びマ グネシアを主成分 とす

るものであつ た,恥 骨々折片が核 となつた もの と思わ

れ る.

追加 前田尚久(岡 大)

腐骨 々片を中心 とした膀胱異物の1例 で30才 の 男

子.16年 前右脛骨及び左王聴骨髄炎に罹患 し左上臆骨

切断を受 く.主 訴は排尿痛,尿 意頻数 排尿終末時血

尿.膀 胱 鏡で左 側 上 壁 にチ ヨコレー ト色を呈 した

keulenf6rmigの 物質が灰 白色の フィブ リン様物に包

まれているのを認め診断不明の儘高位切開を行い腐骨

片を摘 出すX線 像で恥骨にUsurを 認む.第2例

36才女,2年 前左腸骨嵩の灼熱感,疹 痛あ り切開術 を

受けた.最 近尿意頻数,排 尿終末痛を覚え,膀 胱鏡的

に,Bas-fondに 結石 らしく,砕 石術施行 したが,

核 らしき骨片 を認め,膀 胱 を切開 して摘出 した.

追加 矢野登(三 重大)

銃弾 を骨盤 に受け大腿骨 に貫通す る間に恥骨の損傷

を起 し,之 が尿道膜様部に嵌 入 し高度の尿道狭窄を来

した症例 を追加す る.

22,左 珊瑚状結石 兼膿腎症に膀胱癌 を合併 した症例

金沢稔 ・西川恵章(和 歌山医大)

第1例.56才 女,約10年 前に1回 血尿を認めた.本

年7月 作業中結 石を排 出 したので入院,検 査の結果左

珊瑚状 腎結石及び膀胱癌の診断の下 に左腎別除術,膀

胱全 別除術及び右尿管皮膚吻合術を行つた.別 除腎は

260gr.約20ccの 膿 汁を有 し割面 は大小多数 の空洞

を形成 し,燐 酸結 石であつた.膀 胱は85grで 左側

尿管部,三 角 部に鶏卵大腫瘍 あ り移行上皮 癌であつ

た.第2例.62才 男,本 年3月 膀胱乳頭状癌に よ り膀

胱を切開 しRadon針 を挿入,経 過良好で一時退院 し

たが,膀 胱炎症状容易に去 らずX線 に ょり左腎珊瑚状

結石を認 めたので左腎別 出を行 つた.腎 は360gr.結

石は60grで 修駿が主成分であつた.

23.睾 丸固有鞘膜腔 内結石様集 塊の症例 大矢

全節 ・山田瑞穂(国 立京都)

43才 男子,右 副睾丸結核に対 し別除術を行つたが,

左側に も陰嚢水腫及び副睾丸頭部に硬借あ り,精 液水

腫 及び 白色楕円形の結石様集塑 を固有鞘膜腔内に有 し

ていた.こ の集塊 は0。23gr(8×5×2mm)で 扁平楕

円形略 々平滑白色 略々均一構 造 を有 し,一 部有機物 を

含 む殆 ん ど石灰 質から成 るもので,Scheidenmtiuse,

Corporaliberaに 属す るもの と思われ る.こ の成因

には陳旧陰嚢水腫が関係 を有 しその濃縮 と共 に炎症性

物質が遊離凝集 した もの と考 えられ,固 有鞘膜 は関係

が 少 く,胎 生 的遺残物が関係 している と思われ る.

24.ペ ンチヂ ン膀胱炎に就て(第2報)

金沢稔 ・瀬川陽一(和 歌山医大)

今 回 はBenzidine及 びBenzidine製 造 過程 産 物

で あ るHydrazobenzol,Benzidine-Sulfateの 致 死

量 ・ 致 死 時 間 に就 き検 討 し同時 にHydrazobenzo1 ,

Benzidine-Sulfateに 就 い て動 物 実 験 を 行 いSch -

warZ皿ann反 応 様 変 化 に 於 け る血 液 所 見
,膀 胱,腎

の肉 眼 的,組 織 学 的 所 見 に就 い て調 べ る と共 にBen 一
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zidine(B),Hydrazobenzol(H) ,Benzidine-

Sulfate(BS)の3者 の比 較を 行 つ た.致 死 量,致 死

時 間はB>H>BSの 順 で血 液 所 見で は3者 に大 差 な

く,肉 眼 所見 で はB>H>BSの 順 で,腎 で は血 管 注

射・ 実 質 注射SchwarZmann反 応 様変 化 何 れ もB>

H>BSの 順 となつ て い る。

25.ベ ンチヂ ンによ る血 尿の1例 今北力 ・蔭

山亮市 ・橋 本誠一(阪 大)

某染料工場にて ベソチヂンを使用中約一 カ月に して

血尿をみた1例 を報告 した.

26.膀 胱内凝血除去 法にっいて

近藤厚(岐 阜 医大)

吸引用 カテーテル叉は膀胱鏡外管にマルエス製岐阜

医大式注射筒を連結 し吸引す ろ事 で,極 めて簡単 目,つ

容易 に膀胱 内凝血 を完全に除去す ろことが 出来 ろ.こ

の注射筒は尖端 の口経が大 きい(50先,外 径8mm)

のが特徴 であ り,そ の容量は100ccと なつている.

膀胱 内凝血のみな らず,砕 石術後 の結石吸引に も使用

出来 る.

追加 井上武 夫(横 浜医大)

トリプシンに よう凝血除去法について試験管内及び

動物実験を行つた.又 前立腺別除術後血塊のため留置

カテPテ ルが塞 り苦 しんだ1例 に トリプシン5万 単位

注入2時 聞後には血塊溶解 しチ ヨコレー ト状 となつて

排出 された.

2L転 移 を生 じた膀胱癌の2剖 検例 矢野登 ・

森幸夫 ・小 川一雄(三 重医大)

第1例 は54才 の男で前立腺癌,膀 胱癌及び仙骨部に

転移を認 めた.剖 検に よ り膀胱 の移行上皮 癌が原発巣

で,之 より連続的に前立腺,腸 骨淋巴腺,会 陰部,陰

茎に転移,更 に血行性に両肺及び仙骨に転移 した もの

であ る.第2例 は31才 男で生前皮下並びに肺に転移を

認めた.剖 検時膀胱 内壁にはゼ リー状腫瘤が満ち膀胱

壁には実質性腫瘍 組織が全層に浸潤 している.前 者は

ムチソを多 く含む円柱上皮癌で腸 間膜根部の淋 巴腺に

転移 した.後 者は移行上皮癌で,血 行性に両肺,胃,

肝,腸,膵,両 腎,右 副腎,皮 下,骨 に多数の広汎 な

転移を作つ た.膀 胱癌よ り腎又は副 腎えの転移 は稀 の

様であ る.

28,興 味 ある腎動脈像及び骨盤動静 脈同時撮影法

後藤薫 ・大森孝郎 ・酒徳 治三郎(京 大)

吾 々は1953年 春 より経腰的 大動脈撮影法を64例 に実
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施 した.大 動脈穿刺不能であつたのは腰椎結核を合併

した1例 のみであつた.重 篤 な副作用 を来た した例は

な く簡便且つ安全な方法 と云い ちる.興 味あ ると思わ

れ る症例18例 につ き写真を供覧 した.

股動脈及び静脈に同時に造影剤を注入 し骨盤動静脈

を同時に描出す る方法について説 明 し写 真 を 供 覧 し

た.尚 かか る操作の前に クロルブロマジyを 使用 し疹

痛軽減に良好な成績を得 てい る.

29,ウ ログラフィンによる腎孟 レ線像について

黒田政重 ・白川雅己 ・上田氏典(神 戸医大)

Scheringで 合成されたUrografinを16名 に使用

排泄性腎孟撮影 を行つた.(1}.従 来の ものに比 し腎孟

腎壽像が鮮明で又下 剤 等の前 処 置を行わな くてもよ

い.②.肥 満体 の人は尿管圧迫帯不充分 で不鮮明にな

りがちだが,本 剤は圧迫帯を用いず頭部を約25。 下方

に傾斜す るのみで鮮明な像を5る.⑧.副 作用 は殆 ど

認めず16名 中9才 男児に注射後約15分 で前脾に軽度の

茸麻疹 を認めたのみである.悪 心,嘔 吐 は全然認 めな

かつた.

30,立 位 ピェ ログ ラフ ィ ーに 於 け る遊 走腎 に 就 て

天 谷 一 栄 ・林 易(千 大)

遊走腎について診断上立位 ピエログラフィーは必要

な ものであるが,立 位では正常腎で も各種の変化を認

め判断に苦 しむ点あ り.我々は立位 ピエログラムで1).

腎下降,2).腎 孟 脊椎角,3),腎 孟後傾,4).尿 管屈

曲,5).綜 合像につき検索 し次の結 果を得た.1).遊

走 腎は下垂 のみでは判定困難でその2/3に 各軸方向 え

の回転像を伴5.2),尿 管屈曲の上1/3(腹 膜遊離部)

の変化が意義が ある.

次に試作せ るピエロスコピー台の写真 を供 覧 した.

31.尿 管下部の狭窄症及びX線 診断法 に就て

後藤薫 ・酒徳治三 郎 ・片村永樹(京 大)

尿管下部の結核性病変等に よる狭窄症に てそれが為

腎機能が廃絶乃至低下せ るものに,逆 行性或は排泄性

腎孟撮影 にて も尿管像を描 出出来ない場合,先 に発表

したdirectpyelographyを 実施 して狭 窄部を証明

し之にdorsalcystographyの 併用によ り膀胱部 と

の関係 を明示 しうろ事を認め,レ 線 写 真に ょりのべ

た.

32.レ 線写真供覧 小田完五(京 府医大)外 松

茂太郎(京 府医大分院)

(イ)弧 立性 腎嚢 腫.51才 女,逆 行 性 とPneumore-

troperitoneum,及 び 穿刺 に よ り腎嚢 腫 と診 断,嚢 切
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除 と腎固定術 とを実施.

(ロ)嚢 胞腎の3例.36才 女,主 訴右腰部疹痛,47才

男,主訴血尿 と腫瘤,38才 男,主訴血尿 と腰痛,逆 行性腎

孟撮影が確定的であ るがPneumoretroperitoneu皿

法 も重要 な診断法 の1つ で,尚 最終例 は右腎孟尿管結

石を併発 し,家 族的に も発生 していた.

の 両側亘大腎孟結石.34才 女,主 訴血尿,頻 尿・

腰痛

(=)結 石性膿腎症46才 女,主 訴悪感発熱 と左腰痛.

腎別除術施行,栂 指大結石1個 及び多数の腎砂あ り,

腎実質に弧立性膿瘍を認 め組織学 的1こは腎孟腎炎の像

であつた.

33.精 嚢腺の拡大撮影法 三矢辰雄 ・三矢英輔 ・

浅井順(名 大)

我々は普通6K管 球を使用 し自己バイアス法 を用い

経精管的'tこ10%モ リヨドールを注入 し,精 嚢腺並びに

睾上体の拡大撮影 を試み種 々条件を検討,之 等 の撮影

に成功 した.即 ち管球被写体,被 写体乾板間の距離を

夫々40cmと し,管 球焦点を0.3mm以 下にする

事に より鮮明な直線2倍 大,面 積4倍 大の精嚢像を撮9

影,通 常の像 と比較検討 し極めて微細な変化を拡大像

に於て認 めた,

34.尿 管運動の連続間接撮影による研究

岡直友 ・後藤武(名 市大)

間接撮 影の装置にモーターを取付けて自動 捲きあげ

として逆行性腎孟撮影,排 泄性腎孟撮影(圧 迫な し)

を4秒 ～6秒 の間隔で撮影 を行いそのフィルムを供 覧

した.尿 管運動につい ては未だ例数不足で結果的 な事

は不明で今後症例 を重ね後 日報告す る.

35.別 出副睾丸の病理組織学的研究(そ の1)

今北力 ・馬場正次 ・荻田敬次(阪 大)

最近副睾丸部の腫脹,索 引痛,圧 痛等を主訴 とす る

16名に対 し副睾丸結核の診断 の下に副畢丸別出を行 い

病巣部 を組織学的に検索 し13例に結核,1例 に静 脈

瘤,1例 には所見がなかつた.結 核が症例 の大部分 を

占め ラ氏巨大細胞を混じた典型的 なものがみ られろ.

尚結核性肉芽組織に囲まれて精液 の管外に滲出 してい

る像がみ られるものが ある。この部には彩 しい精子,

多核球の他大 き く円い エオジンで染まる細胞がかな り

み られ,核 は円 く,ヘ マ トキ シリンに一様 に染ま り偏

在 している。かかる所謂Spermainvasionの 像が副

睾丸結核症例の組織中にかな りの割合にみ られる様に

思われ る,

36.畢 丸腫瘍の剖検例 今北力 ・児玉正道(阪

大)村 田吉郎(阪 大第一病理)

56才 男.左 睾丸腫 瘍易11出後急速に身体各所に転移を

来 した死 亡例 を剖検 した.左 鼠践部,腹 部大動脈周

囲,左 鎖骨上窩,左 側頸,腸 間膜,肺 門,脾Fr部 淋巴

節,心 外膜,肺,肝,骨 髄 両側腎,左 副腎,大 腸,

膵,横 隔膜に腫 瘍を見,病 理組織学 的にはSeminoma

で あつた.

37.睾 丸 回転症々例 大橋一郎 ・高石喜 次(京

府医大分院)

急性副畢丸炎 と酷似せ る睾丸回転症の18才 の男子の

1例 を経験 し,そ の臨床症状 よ り観血的治療を実施す

る前に診断を下 し得たが保存的療法にて回復せず,手

術時所 見か ら睾丸の固定は不能 と考 え除睾 術 を 行 つ

た.回 転角度 は内側 え約180。 で患部 に著明な先天性

の解剖学 的異常を発見 し得なかつたが,睡 眠 中,自 動

車運転中に於け る体位 の変動が矢張 り誘因ではないか

と考え られた.

追加 石山勝蔵(岐 阜医大)

睾丸回転症第1例,19才 左側,1週 間前誘 因な く発

病 畢丸 と精索 との移行部で時計の針 と反対に360。回

転,易11出術施行.第2例,18才 左側,睡 眠 中発症7時

間で手術するも回復せず,別 出術施行,回 転部位,方

向,回 転度等第1例 と全 く同様.か くの如 く睡眠中に

起 ることがかな り多い.早 期 発 見,早 期治療が 必要 で

ある.

38.署 上体結核の研究(続 報)三 矢辰雄 ・

佐 々田健 四郎 ・成田裕 ・三島力(名 大)

昭和21年11月 よ り29年11月 迄の 睾 上体結核106例 を

病理組織学的に検索 した.1).結 核性病変を確実に認

めたもの88例,結 核 と断定不能又は無所見の もの18例

(内8例 はINAH溶 液局所住射を行つた例).2、.畢

上体に結核性変化あ るもの86例,同 所 見無 きもの2

例.3).精 管に結核性変化 あるもの21例,同 所見なき

もの67例 精管に結核性病変あ り,睾 上体にな きもの

1例.4).螢 光顕微鏡で結核菌を検索 した52例 中,睾

上体に薗 を認めた もの33{外 精 管に菌陽 性18例,睾 上

体精管共に陽性の もの16例,両 者共陰性 のもの17例,

睾上体,精 管に病変な く菌のみ を認めた もの1例 .

39.副 蜀丸結核 に対す る化学療法剤の影響につい

て 池上重恵 ・日野豪(京 大)

副睾丸結核に対する副睾丸摘出術施行の際 併せて

病巣附近の畢丸を郵除し易11出迄に投与した化学療法剤
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の影響を組織学的に検索 した.定 型 的乾 酪様変化を起

してい るもの も周 囲に強い線維 化が見 られ病竈を包む

像が強い.結 節形成はINAHの み短期 間用いた1例

の他は定型 的なものが 見 られない.乾 酪性変化及び結

節形成のない ものが4例 あるが之は非特 異性炎 と区別

し得ないけれ ども之に も強い線維 化が見 られた.

40.陰 嚢乳廉瘤の1例 小林 浩 ・河合裕太 郎

(神戸抜済会)

23才 の船員(鹿 児島県大島郡生 れ),約10カ 月前

か ら発症 した.陰 嚢 穿 刺 液 申 及び夜聞静脈血中に

Microfilariaを 証 明 し,ス パ トニン内服及びスチブ

ナール注射に よ り治癒せ しめ得た.

追加 近藤厚(岐 阜医大)

最近陰嚢水腫 を主訴 として来院 た し患者 の穿刺液中

に ミクロフィ ラ リアバソ クロフティを証 明 したが,末

稽血液中には仔虫を認めなかつ た.息 者の妹 の血巾に

仔虫を証明 した.之 は岐 阜県に於 けるフィ ラ リア症 の

最初の報告 である.

41.前 立 腺内皮細胞腫の1例 石山勝蔵 ・渡辺

克(岐 阜 医大)

39才 農夫に発生 した前立腺 内皮細胞腫で別 出術後無

症状に経過 したが,2年 余 りの後肺転移が認め られ大

量 の女性ホ ルモソが投与 されたが無効であつた。

42,前 立腺肥 大症の臨床 大村順一 ・前田尚久 一

山村 英太郎 ・木 口充夫(岡 大)

臨床的に所謂第3度 に属する前立腺肥大症 も手術標

本では左程肥大 を示 さず,逆 に手術時巨大 な腺体を認

めて もその臨床像特に残尿量に左程増大を見ない場合

があ る.之 を組織 像か ら見る とAlbarranの1).腺

性肥大,2),線 維筋性肥 大,3)。 混合型 に属 し私達 の

得 た標本で は1)7例,2)2例 ・3)0で あつて悪

性化 の傾 向を見 ない.他 方血液像及び血漿蛋白分屑値

に ついてみ ると病期の進行 と共 に貧血 の度を増 し,血

沈値 の促進を認 め,T.P及 びアルブ ミンの減少 φ及

び γ一 グロブ リソの増加がみ られた.尚 組織 像につい

てはBiopsyの 所見 と術後 の組織所見の比 較検討を併

せ行 ろことが望 ・ましく近 く発表 の予定である・

43.余 等の 考按せ る前立腺組織切除器 と其臨床的

応用 三矢辰雄 ・三矢英輔 ・瀬 川昭夫

(名大)

余等は経会陰式前立腺組織切除器を考按し前立腺組
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織 の一部を とり,組 織学的及びグ リセロ燐酸 ソーダを

基質 とす るGomori氏 法並びに ナフチル燐酸 ソ・・-Pt一

を基質 とす る酸 フォスファ タ・-ti,Bennett試 薬に ょ

るSH染 色,グ リコーゲソ染色等の組織化学的検索

を行い,そ の後各種 ホルモソ剤を一定期間使用 して,

前立腺別除術を行い,再 び同様検査を加えて1性ホ ルモ

y剤 の効果或は診断確立の補助 としている.尚 本器使

用に よる副作用例 えば出血等は極 めて軽 く,外 来に於

て簡単に施行 し5る 点か らも,今 後臨床的に大いに利

用価値があると思われ る。

44.男 性 附属性腺の研究(続 報)

三矢英輔 ・瀬川昭夫(名 大)

三矢辰雄 ・

精 液 中に はSH-Groupが 含 ま れ てお り我 々は

Amperometrictitration及 びBennett試 薬 た るR

SRを 使 用 す るFlesch&Kun法 に ょ り測 定 し正 常

精液 は4～5mgSH/d1の 値 を得 た.更 に性路 各臓 器

のSH分 布 を 組 織 化学 的 に検 索 す る と共 にSH化 合

物添 加 精子 の解 糖作 用 を検 討 した,

次 に 精液 中無 機 イオ ソを スペ ク トロ グ ラムに ょ り調

べ,Na,Si,Mg,Ca,Al,P,Fe,Zn,Ti,Pb,Mn,

Cu,Sn,Ag,V,Ni,Ba,の17種 の元 素を 検 出 し得 た

が,正 常,無 精 子 症,血 精 症 各 精 液 に 著 しい 相 違 を認

め る事 が 出来 なか つ た.

45.精 嚢疾患の治療 石神嚢次(大 阪 雍大)

各種精嚢疾患に対 し,マ ッサージ,経 精管薬液注

入,摘 出術を施行 した成績に就て報告す ろ.治 癒例は

淋菌性及び単純 性精嚢炎133例 中マ ツサ・・ジ法40例 中

18例,経 精管薬液注入42例 中28例,両 者併用51例 中41

例であ り,上 記 方法に ょつ て治癒 し得なかつ た2例 に

単独摘出術 を施行 し2例 共全治,症 状の消槌を見 た.

精嚢結核36例 中薬液注入23例 中18例,摘 出術2例 共 治

癒せ しめ得た.然 し全身療法又は注入法のみに ょる治

癒は完全治癒か否かは疑問であ り少 くともX線 像的に

変化 のある場 合は摘 出1術が適応 と考 え られる.又 嚢

胞,憩 室各一例に摘出によつて血精症,腰 痛等の症状

を消槌せ しめ得た.

追加,質 問 近藤厚(岐 阜医大)

精獲腺結核の治療に当つては治癒の判定に慎重を要

する.マ ッサ ージに よる分泌物 の培養に よつ ても菌 を

証明す る事が少 く,精 液の培養が必要 であろ5.尚 こ

の問題は今後の研究を要する.

答 石神嚢次(大 阪医大)

L精 嚢結核の治癒判定には精液,精 嚢圧出液 の鏡

検に ょつてい る.培 養は行つていない,
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2.精 嚢結核摘出術者巾1例 は同側副 睾丸結核罹患

者,1例 は両側副睾丸に病的所 見を認めていない.

46,偏 側性精管欠損症の1例 後藤蕪 ・酒徳

治三郎(京 大)

」血精 症を主訴 とし手術的並びに経精管性精嚢撮影に

よ り証明 した1例 を報告す ると共に文献的考察を行つ

た.

47.骨 盤 臓 器 手術 に対 す るCherneyIncision

の応 用 後 藤 薫 ・大 森 孝 郎 ・酒 徳 治 三 郎

(京 大)

骨 盤臓 器 手 術 には 一股 にmedianincisionが 用 い

られ て い るが,手 術野 を 拡 げ露 出 を 良 くす うた めに 下

腹 部 のtransverseincisionの 色 々な術 式 が あ るが,

Cherneyは 従 来 のincisionを 改 良 して,骨 盤 内 全 臓

器 の 露 出 を得 られ る事 を報 告 し,泌 尿 器科 領 域 に は

Smith,Waymann,Culp等 の報 告 が あ る.我 々は

Cherneyincisionを 応 用 し膀 胱全 摘 等 の 手 術を 行 い

す ぐれ た露 出を得 た ので術 式 を ス ライ ドに て示 した.

48.尿 管手術に於け るビニール管の応用 松本

忠夫 ・手束 尚(名 古屋 日赤)佐 藤忠敏(名 大)

現在に於ては,上 都尿路の整形術後には,出 来 るだ

け太い ゴムカテーテルを,副 木 カテーテル として使用

す るのが良い とされてい る が,ゴ ムカテーテルにて

は,幾 多の欠点があ るため,該 欠点の少ない特殊 ビニ

ール製 カテーテルを使用 し,動 物実験に於 て良好 な成

績 を収めた.之 を尿管上部に狭窄を有 し,腎 部疹痛 を

主訴 とす る患者の狭窄部切 断 後,ビ ニPル 管を挿入

し,端 々吻合を施行 した臨床例 と,動 物実験の成績を

併せ述べた.

49.腎 固定術の再手術例 に就て 清水圭三 ・

加藤正 ・吉 川康史 ・成田裕 ・前川昭(名 大)

昭和29年7月 某病院にて右 腎固定術を施行後再度右

遊走腎を来 た し再手術を した例を経験 した.患 者 は32

才女,昭 和30年8月 入院,主 訴は右腰痛,腎 孟 レ線像

で右腎は低位に固定 され再手術を行い,退 院時腎孟 レ

線像で右腎 は正常位に固定 され,主 訴 も消失,全 治退

院 した.

50.萎 縮膀胱に対す るTasker式 手術の経験

楠隆光 ・井上彦八郎 ・生駒文彦(新 大)

我 々は24才女子に見られた結核性萎縮膀胱の1例,・c

Tasker式 廻腸膀胱吻 合術を施行 し頻尿 及び尿失禁か

ら救い得たので簡単にこの症例を報告す ると共に,我

抄 録

々の行つた術式を紹介 し,治 癒成績並びに術式につい

て考按を加 えた.

追加 清水圭三(名 大)

22才 女子の萎縮膀胱にScheeleの 手 術 を行つた

が,1年 半後 吻合部の閉塞 を来た した.膀 胱容量大凡

30ccに て,余 り小 さいのにScheeleの 手術を行 う

と,小 腸が索引 され吻合部 の閉塞を見 ることがあ る,

51.糖 尿病性 脊髄膀胱及び多発性 硬化症 による神

経 因性膀胱の各1例 と経尿道 的膀胱頸部切除

術 山本弘 ・石原藤太郎 ・大島升 ・倉 岡

雍男(大 阪逓信)

糖尿病性神経症 に随伴す る膀胱機能障害及び多発性

脊髄硬 化症の場合の膀胱機能障 審に関する詳細な報告

は,我 国に於いては今迄無い様 である.我 々は最近之

等典型的症例の各1例 を経験 し,夫 々経尿道的膀胱頸

部切除術を施行 した.

52.陰 茎切断後の陰茎形成術 原田彰 ・井上

武夫 ・川井 博 ・星野英一(横 浜医大)

44才 の患者で陰茎癌の下に陰 茎 切 断 術 を施行 し,

Goodwin&Scott法,Chaffell法,DenisBrown

法の3法 の組合せ法に よつて陰茎形成術を行 ろ事が 出

来 た.詳 細は近 く手術誌上に原著 として掲載す る予定

である.

53.キ シ ロカインの泌 尿器科的応 用

井 口久男 ・山脇春 夫(北 野病院)

原 口泰彦 ・

キシロカイソを仙骨麻酔,各 種泌尿 器科手術の局所

麻酔に使用 し,在 来の ものに比 し極 めて優秀 な効果を

認 めた.

54.イ)キ シ ロカインによ る腰椎麻酔

ロ)ブ チル カインによる腰椎麻酔

ハ)持 続分節麻酔法 稲田務 ・後藤薫 ・

仁平寛巳 ・杉山喜一(京 大)

イ)キ シロカインに よる仙骨麻酔法に就ては,本 年

春の近畿集談会に発表 したが今回本剤 の高比重 液に ょ

る腰椎麻酔の経験 を述べた.

ロ)ブ チルカイソの低比重 及び高比重液に よる腰椎

麻酔 の経験を述 ぺた.

ハ)前 記両剤 を用いて持続分節麻酔を行
いその経験

を述 べた.

55.持 続勃起症の2例

大江 昭三(阪 大)

馬場正次 ・塩岡毅一 ・

第1例 ・38?・ 約45日 持 続 した.コ ン ト ・ン及 び
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Iromexan(血 液凝固阻止剤)で 治療 した.第2例,

40才,約30日 持続 した.熱 気及び温湿布で治療 した.

何れ も白血病及び腫瘍を認 めなかつた 。

56.Kryptorchismusの ホ ル モ ン療 法 治験 例

小 田完 五 ・大 橋=二郎(京 府 医大)

11才 と5才 の鼠践部停留 睾丸に対 しホルモy療 法 を

行い,第1例 に は性腺刺戟ホルモソを長期間使用 し,

第2例 には性腺刺戟 ホルモソの大量を短期 間 投 与 し

て,第1例 に於 て著効を認めたので報告 し,併 せてホ

ルモyの 種類,投 与法,量 に就 て述べた.

57.泌 尿器疾患に於 けるB.P.P.の 治療効果

三矢辰雄 ・大森敏直 ・浅井順 ・吉川康史

野 口改介(名 大)

379

我 々はバイシリソ,プ ロカイyペ ニシ リソの提供を

受け急性淋菌性尿道炎4例,同 慢性6例,膀 胱炎2

例,腎 孟炎3例?t使 用 して好成績を得 た.急 性淋疾の

膿汁塗抹標本では30万 単位使用のものは6時 間,60万

単位使用の ものは4時 間後に淋菌消失 を認め,慢 性型

の同症 でも隔 日注射に ょ り2～8日 で尿は殆 ど清澄 と

な り自覚症状 も緩和 した.膀 胱炎に就ては比 較 的 有

効,腎 孟炎は1例 に奏効 したが,他 の1例 は大腸菌 に

よるものであつたので期すべ き効果は見 ら れ な か つ

た.

58.国 際泌 尿器科学会第10回 会議に出席 して

市川篤=(東 大)




