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学 会 抄 録

日本泌尿器科学会

昭和30年5月22日

第48回 近畿集談会

於 大阪医科大学

1.尿 路炎に対す るアク ロマイシン トリプルサル

7ア 治験 田村峯雄(大 阪市大)

2.ア クロマイシンの泌尿器科的応 用 前川正

信,橋 本誠一(阪 大)

急性淋菌性尿道炎9例,慢 性尿道炎4例,膀 胱炎4

例,腎 孟膀胱炎1例,急1陛 副畢itL炎1例 の計19例 の泌

尿 器科 感染症に アクロマ イシyを 用い,慢 性尿道炎の

4例 を除 き充 分な量 のア クロマ イシソの使用は有効で

あった.使 用量は急性 尿道炎1～2～89,他 の症 例

は4～8～209.詳 細は原著 とする.

3.オ ロナイン軟膏 による性病 予防 稲田務,

新谷浩(京 大)

原著は泌 尿器科紀要1巻3号214頁 に掲載.

4,新 考案 の膀胱鏡兼 レン トゲ ン検査台 中尾

知足(大阪北市民),浅 野定(関 西電力病院)

5.尿 道碕形の3例 大橋二郎(京 府大)

第!例 は11才 の男子,精 阜 の肥大に依 り排尿障碍を

来 した と思われる例.Sectioaltaに 依 り精阜 をelec-

trocoagulierenし て排尿障碍 を解消 させた.第2

例 は25才 の男子,夜 尿を訴 えレ線像に於 てSpina

biffidaocculta,尿 道球部 の狭窄,後 部尿道 の著明

な拡張及び精嚢の非対称性 を認めた.尿 道拡張 に依 り

治癒.第3例 は64才 の男子,主 訴は頻尿 と排尿困難

高度 の完全包茎 あ り,レ 線像で尿道球部 の狭窄,後 部

尿道 の著明な拡張及 び肉柱膀胱 を認 めた.包 茎手術 と

房ミま首拡張7こ依 り矛台癒i.

以上3例 の尿道崎形に於て何れ もSchrammsches

Phtinomenを 認 めたが上 都尿 路 の 拡張は証 明 され

ず,第2,第3例 に後部尿道の著明な拡張 を,第3例

に更に肉柱膀胱を証 明 した.

6.尿 管狭 窄の症例及び尿管異所開ロの1症 例

後藤薫,酒 徳 治三郎,片 村永樹(京 大)

ユ)逆 行性又は排泄性腎孟撮影によって腎孟尿管像

を得 るこ とが 出来ない ものに,先 に報 告 した経 腰 的

(或は直接 的)腎 孟撮影 法を応用 して明確に尿管狭窄

像を証明 した.又 下部 尿管狭窄例 では露位膀胱撮影法

を行 って,狭 窄部 と膀胱 との関係 を明かに した.

2)22才 の女子,正 常尿道 より正常な排尿 を行い5

る と同時に,尿 道右後方0.5cmの 膣円蓋前壁 に週期

的尿排 出を認め る尿管異所 的開 口例 を報告 した.逆 行

性腎孟撮 影法に よ り右側 完全重複 腎孟並 びに尿管を証

明 し,Sampson氏 法に よ り尿管膀胱新吻合術を行

った.

7.血 尿を主訴 とす る碕形腎の1例 大矢全節,

柳井 哲雄(国 立京都)

46才 の男子 に見 られた碕形腎の1例 を報告 した.血

尿を主訴 とし他に泌尿器科 的障碍 を認めず,諸 種の検

査 で も診断が確定せず,開 腹に よ り崎形 腎 を発見し

た.本 症の分類 を考察 し,併 せて血尿の成因等を文献

上 から述べた.

8.妊 娠 によって 「イ レウス」症状 を起 し,手 術

に よって再妊娠が順 調に経過せ る非融合性交

叉腎 の1例 矢野登,森 幸夫,小 川一雄,

大柳裕(三 重医大)

23才,妊 娠 三 ケ月の初妊婦,腰 痛,嘔 吐を主訴 とし,

「イレウス」の疑 にて入院 したが,両 側逆行性 ピエロ

グラムにて左 側の正常位置にあ る腎孟像 とその下方 に

尚一っ の腎孟像を見,尿 管像は双方が一線 上に連って

見 え る.即 右腎の左 側交叉性腎変位な る事を知った.

人工流 産にて症状消失す.半 年後再入院,両 側尿管 カ

テーテ リスムス,右 側尿管内造影剤注入撮影 にて下位

腎は右腎な る事判 明,プ ノイモ レ トロ ・ペ リトネウ

ムに て非融台性 な る事を証明す.右 腎を別出,手 術時

妊tu-・・ケ月な りし事後 目判明,現 在9ケ 月妊娠順調な

り.術 前神経痛様疹痛等 の 自覚症 状 も術 後 全 く消 失

す
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9.先 天1性左腎欠損症を伴え る腎結 核症例 三

国友吉,平 山栄一,(和 歌 山赤十字)

45才,男.主 訴終末 時排尿痛.尿 中結核菌陽性 にし

て膿尿 を呈す.膀 胱鏡検査 にて,輸 尿管間靱帯 の左側

隆起は欠如 し,僅 かに溝状 を呈 し左尿管 口を認 めず.

イソヂ ゴカル ミソ試験にて左 は全 く排 出を見ず,排 泄

性腎孟撮影にて右中腎蓋像不鮮 明.左 腎孟 腎盤 隊は全

くこれ を認 め得ず.後 腹膜腔 気体 注入法 にて左腎 の欠

如せるを確認す

10重 複腎結核の一例(附 後腹膜気腫腎孟断層

撮影)門 脇和敏 宮垣信海(大 阪市大)寿

山龍男(大 阪市大 レ線科)

我 々は結核 を合併せ る重複腎孟兼 完全重複輸尿管 の

患者 に遭遇 し,こ れに後腹膜気 腫を施行 し,排 泄性腎

孟断層撮影を行った一例を報告 した.こ の撮影法 に よ

りこの患者の腎孟 は背部 より右側(健 腎側)は,5cm

左側(罹 患腎側)は6cmで 夫 々鮮明像を得 る事 が出

来,そ の前後 に於ては不鮮 明で腎孟像 を得 る事が 出来

なかつた.

!1.本 態性腎出血の組織像に就いて 萩 田敬次

(阪大)

12.膀 胱異物及び贋尿管結石 各1例 稲田務,

多 田茂,宮 崎重,八 田栄造,村 上仁勇(京 大)

1)我 々は性交前戯 としてhatpinを 尿道 内に挿

入せる女子膀胱異物 の1例 を経験 し,高 位切開eeよ り

摘 出した.

2)56才 の女 に於 て脳尿管結石を経験 した.結 石核

として骨様 の物質 を認 めた.

13.多 数の尿石 を有せ る膀胱結石症例及び尿石 症

と過石友 尿について 佐柳太郎,岡 田傲(大

阪警察)

1)10数 個,全 量809に 及ぶ尿石 を有 せ る膀胱結石

症の一例を報告.

2)尿 路結石 と関係 あ りと思われ る疾 患例 にっいて

Sulkowitch氏 尿申過石灰測 定法 を行 った.(1)尿 路結

石愚者13例 中38%に 過石灰 尿を認 めた.(2>長 期 臥床患

者(骨 折,脊 椎 カ リエス,脊 髄膀胱)25例 申28%に 過

石灰尿 を認めた,(3)結 石以外 の尿路疾 患では過石灰尿

を来す比率は健康者 のそれ と略 々同様で あった.(4)ス

ル ブァ ミソ剤 内服患者では10例 中40%に 過石灰尿 を認

め内服前 の10%よ り明 らかに増加 していた.⑤ ティ ビ

ォソ内服患者は4例 中全例100%に 過石灰 尿を認め

た.総 量は2900mg～5230mgで あった.
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14.7才 の幼児に発生せ る膀胱結石の一例 堀

辺四郎,原 省吾(奈 良医大)

7才 の幼児 の膀胱結石 の1例 を報 告す る.患 者は1

才頃 より排 尿困難 あ り,血 尿に気付 き来院.Sectio

altaに より2.5×2.1cmの 結石 を摘出,化 学的検査

に より尿酸塩結石 と思われ る,OperatiOnは 全身麻

酔に より行ったが ラボナ200mg術 前30分 服用,ブ チ

ル カイソ5mgを20%ブ ドウ糖にて溶解使用 し,疹 痛

其 他不侠 なる術 中,術 後 の障碍な く手術施行出来た.

追 加 中尾知足(大 阪北市民)

余 の経験で最年少者膀胱結石に手術 をせ るもの男子

碕3才 で2例,1例 は砕石術に よ り,1例 は高位切開

で除去す 京大時代 に6才 の女子 で高位切開に ょった

ものが,最 近20年 後腹壁の強 度の搬痕の為難産を した

と云 はれた者が再診 を乞い来院 した が,小 児時代 の搬

痕は大 人にな ると甚 しく大 とな るからやは り出裏るだ

け砕石術に よるべ きであ る.

追 加 石神裏次(京 大)

4才3ケ 月の男子 にして尿閉を来 して来院,揖 指頭

大 の膀胱結石 なる事を認め膀胱砕石術を施行 して治癒

せ しめた1例 を追加す る.

15.膀 胱粘液癌 の剖検例 及び結石 を合併せ る

Grawitz腫 瘍の1例 加藤篤=二,仁 平 寛

巳,大 森孝郎,新 谷浩(京 大)

1).51才 女子,膀 胱底部腫瘍に より両側尿管 口の

閉塞,両 側腎水腫及び尿毒症 を来 し,両 側腎痩術 を

行 うも術後10日 目に死 亡,剖 検所見は高 度の両側腎孟

及び尿管拡張 を示 し,膀 胱三角部腫瘍は両側尿管 ロを

閉塞,管 内性に尿管内に侵 入増殖 し上部 に向って米粒

大 の娘腫瘍 が見られたが,周 囲臓器への浸潤に とぼ し

く淋巴腺転移 を認めず,組 織学的に粘液 癌の像を示 し

た.2).55才 の男子,4年 前 より時折無症候性血尿あ

り,レ 線撮影 にて左腎腫瘍及 び結石 との診断 の下に腎

捌除術を行 い,腫 瘍は組織学的にGrawitz腫 瘍に し

て揖指頭大の結石 を合併 した。Grawitz腫 瘍の結石

合併例にっいて文献的考察を行い,更 に両者の発生に

関す る相 関 々係 にっいて論 じた.

16.所 謂Grawitz腫 瘍の3例 外松茂太郎

(京府大伏見分院),幹 滋(京 府大)

1)72才 男子,左 側Grawitz.摘 出 腎 は,9.6×6.6

×4.7crn,1309で,腫 瘍 に接 して孤 立 性 の 嚢腫 あ り,
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此 の嚢 腫 形 成 の機 転 にっ き言 及 した.2)56才 男 子,

右 側Grawitz.摘 出腎 は13.0×7.5×3.Ocm,2209

で腎 実 質 内 の転 移 が あ り,之 に 言 及 した.3)53才 男

子,右 側Grawitz.摘 出 腎 は,11。0×7.0×5.Ocm,

160grで,術 前X線 像 よ り腎孟 腫 瘍 と診 断 した もので

あ る。組織 像で定 形 的 なGrawitzの 豫 の 他 に,腺 様

構 造,尿 細 管 よ り発 した と思 わ れ る様 な 細 胞 の形 及 び

排 列 を認 めた.

17.原 発性腎孟乳頭癌 の1例 細田寿 郎,小 形和

太郎(日 生病 院)

何等誘因な くして突発性無症候性血尿 を主訴 とす る

75才老婦 に発生 し,腎 孟像 に著明な造影剤 欠損 をみ と

め,捌 出腎に よ り之 が腎孟粘膜 よ り発生 し組織学的に

乳頭状移行上皮癌の像を呈す る比較的稀 な原発 性腎孟

乳頭癌であ り,術 後乾燥 血漿注射(100×3)に よると

思われる血清肝炎を起 し黄疽を発現 した1例 を報告 し

た.

追 加 多 田茂(京 大)

二年来膀胱乳頭腫 と云われ ていた54才 の男子 に右腎

腫瘍を認め,手 術に よっ て腎孟乳頭腫なるこ とを知っ

た1例 を追加す る.

18.尿 膜管腫瘍症例 乾滋(京 府大)

65才男子 に発生 し血尿 を主訴 とせる尿膜管腫瘍の1

例 を報 告 した,組 織 学的 には腺癌であった.興 昧あ る

点 として腫瘍 よ り両側 に腹腔の後方に向い,胎 生期の

A.umbilicalislateralisの 遺残物 と考 えられる

Strangが 見 られた.

追 加 前田行造(和 歌山医大)

46才 女,約6ケ 月前 より軽度の血尿,排 尿痛及び

右下腹部 より下肢へかけ神経痛様疹痛 あ り,5ケ 月前

より尿 の悪臭を認む.膀 胱鏡に よ り膀胱頂部に鶏卵大

の腫瘍 を認 め,尿 膜管腫瘍 の疑いで中膀靱帯を含む膀

胱部分切除術 を行 った.摘 出標本は尿膜管腺癌であっ

たが,ム チyの 分泌 は軽度であつた.本 症例は本邦に

於 ける尿膜管癌に於 ては第16例 目と思 う.

質 問 中尾知足(大 阪北市民)

尿膜管腫瘍の場合 の転移は何処に来 るか.か って京

大 から井上,松 井 の報告 した例 では手術 後無尿症 を来

し,レ 線豫にて両側 尿管 骨盤腔内で対称性 に閉鎖 され

て居 るのを認 めたが,当 時不明の ままで過 したのが後

に同様 の尿管狭窄例 に遭遇 したが,剖 検 によ り丁 度

Vasailiacacomm.と 尿管 と交叉す る所にあた る

が,此 の部 の淋巴腺転位の為 尿管圧迫 に より無 尿症 を

来 した もの と考吏 られ るのであ る.

追 加 加藤篤二(京 大)

京大泌尿科にて尿膜管腫瘍にて腸痩形成,腹 膜炎症

状にて死亡せる1例 を追加した.

19.後 腹膜腫瘍の1例

花 川功(神 戸 医大)

加藤 晋造,黒 田政重,

症例は58才 男子 で右季肋部腫瘤 を主訴 とし,右 腎腫

瘍の診断の許に手術 したが術後経過悪 しく死 亡 した.

剖検に よ り後腹膜腔 の神経節 より発生 した と思われ る

腫瘍で廻腸部 に転移巣を認 めた.組 織学的に腫瘍組織

は血管 に富 み,腫 瘍細胞 の核 は稽不規則で円形或は多

角形 でほぼ淋 巴球大 で血管 を中心 と して集 団をなし,

腫瘍細 胞間 に格子繊維の増 殖を認め る.そ れ ら腫瘍細

胞の周辺 には紡錘形 の細胞浸潤を波状 に認める.以 上

の組織 像か らNeurofibrosarcomaと 思われ る.

20,膀 胱癌 に対す る膀胱部分 切除の経験 に就いて

金沢稔(和 歌山医大)

最近 に於 ける膀 胱腫瘍治療 の遠 隔成績 をみ ると,腫

瘍が深 く筋層に浸潤す るものは全 別を行 っても遠隔成

績 が悪 いが,限 局性 の,筋 層 に余 り浸潤 のない初期に

部分切 除を行5と 甚 だ遠隔成績が よい とい5結 果が出

てい る,吾 々は最近尿膜 管癌1例,膀 胱乳頭状癌3例

に対 し部分切除術を試みた,後 者 の内2例 は尿管 口附

近 のものであったが之 に対 しては尿管 口を含めた膀胱

部分切除 と尿管膀胱 再吻合を行 った,1)46才9,尿

膜管癌又は膀胱乳 頭状 癌.中 騰靱帯 を含 める腫瘍切除

及膀胱部分切 除.別 除標本409,5×5×4cm.組 織

診断.ム チン分泌軽度な る尿膜管 腺癌.2)54才 ♂,

膀胱乳頭状癌にて膀胱部分切除.易11除標本129,4×3

×2cm.3)66才 ♀,膀 胱乳 頭状 癌にて膀胱内膀胱部

分切除及尿管膀胱新 吻合,別 除標本119,3×3×2cm,

4)52才6,膀 胱乳 頭状 癌にて膀胱 内膀胱部分切除及

尿管膀胱新 吻合.易ll除標本139,4.5×3.5×2cm.

第1例 は術後6カ 月の現在何等 自覚症 な く,第3,

4例 は現在入院 中で あるが経過 は満足寸べ き ものであ

る.第3例 は術後6日 目患者が スプ リン トを抜 いた為

治癒が遷延 した.

質 問 田村峯雄(大 阪市大)

膀胱三角部及その附近の部分切除に於ては術後排尿

障碍はないか.あ ればその排尿障碍の程度如何.
亀

答 金沢稔(和 歌山医大)

吾々の例は腫瘍の部位が三角部 にあったものはな
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く,従 って三角部は殆ん ど切除 しなかったので排 尿障

碍の認められた ものはなかった.

21.睾 丸腫瘍の2例 前川正 信,橋 本誠一(阪 大)

1)31才6,昭 和28年4月 左睾丸の右痛性腫張 に気

付 き同年7月7日 別 出,組 織学的 にはSeminom.理

学的諸検索 で転移 をみ とめず,現 在生存.2)46才 δ,

昭和28年 初旬右睾丸部の右痛性腫張 に気付 くもそのま

ま放置.同 年12月 当科入院,別 出 したが組織 学的には

Seminom.同 年末退院 したが,29年1月 中旬 より発

熱を くり返 し,頸 部,鼠 瞑部,腋 窩淋巴腺の腫張 あ り.

組織像はSeminomに 一致す るもの と考 えられた.

29年4月6日 死亡.く わ し くは原著に記す

22.睾 丸セ ミノー マ別出後精系断端よ り発生 した

悪性 腫瘍の1例 山本弘,石 原藤 太郎,倉

岡雍i男(大 阪逓信)

35才 男,昭 和28年2月 右睾丸 セ ミノPマ 兼同精系水

腫にて別出術,精 系は睾丸 よ り約10cm上 部で切断.

昭和29年 初め頃から右陰嚢内に再 び小腫瘤 の存在 する

のに気付 き次第 に増大.一 ・般所 見に著変 はない.右 陰

嚢内の中程か ら陰茎根部 の高 さよ り梢 々上部に亘って

ノJ・鶏卵大,長 楕 円形,表 面凹凸著明の硬 い腫瘤 を触

れ,上 方は精 系に続 き陰嚢皮膚 との癒着 は認 めない.

昭和30年4月 別出.腫 瘍は精系の外鼠径輪下方約2

cmの 部 よ り陰嚢 内にあ り,周 囲 との癒着 は軽度.精

系は内鼠径輪まで剥離 して結紮切断,両 側鼠径淋巴節

の清掃 を行った.易1咄 標本 は,6x2.9×2cm,21.4g.

組織 学的にセ ミノーマ と診断 された.

23.特 異 な組織像 を呈 した$丸 腫瘍の1例 馬

場正次,児 玉正道(阪 大)

患者は30才,20才 の時左 停溜睾丸 で手術 を受 けた既

往 あ り.2カ 月前 より左睾丸腫張,当 外来受診,手 術

を行5.腫 瘤 は手拳大,1259,10×10×5cm.割 面

は暗赤褐色,粘 液性,血 性で壊死状,非 常 に柔 く,健

康畢丸,副 睾丸 の片鱗サ ら認めなかった.組 織所見は

比較的発達 の悪い間質,間 に一層 のzylinderisch

の上皮性癌あ り.核 も長 く楕 円形で クロマチyに と

み,端 の方原形質が粘 液の形成 を思わ しむ る様に抜け

て居 り,我 々はpapillOsのAdeno・Carzinomで,

それ がschleimigに なったのではないか と考 えて居

る.

24.吾 が教室に於け る最近5年 間(昭 和25年 一29

年)の 前立腺手術の統計的観察 金沢稔,

三毛俊弘,瀬 川陽一,前 田行造,的 場昭三

(和歌山医大)
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1950年1月 よ り1954年12月 に至 る5年 間に於け る後

恥骨術式 に より手術 を行った前立腺疾患44例 に就 て,

年度別に よる泌尿器科外来総数に対す る頻 度,年 令

別,年 度別年令,職 業別,主 訴,初 発症状発現 より手

術迄の期間,直 腸 内触診所 見,尿 所見(初 診時及び退

院時),腎 機能検査成績,酸 性 フォ スファタPゼ,

EKG,手 術術式,オ キシセル使用右無,手 術時間,輸

血量,術 後 カテーテル留置期間,別 除腺腫重量,術 後

併発症,組 織所見,遠 隔成績(全 身状態及び性生活)

等の統計的観察を行 った.

質 問 田村峯雄(大 阪市大)

前立腺肥大症に於 てその摘出術 のlndikatiOnを 問

う.前 立腺肥大症 と診断 した ものは 全 部 摘 出 するの

か.姑 息的療法に よって改善せ られるものも数多 くあ

るが如何.

答 西村長応(和 歌山医大)

我 々は排尿障碍を訴吏て入院 した前立腺肥大症 は手

術 した方が よい と思 う.又 排尿障碍 を訴 える老 入は手

術を希望 して来院 するもの も半数はある と思 う.

追 加 中尾知足(大 阪北市民)

前 立腺肥大症の摘 出術 の適応に就 ては,患 者 の全身

状態等 は別 として,生 活状態等に よって左 右さるる点

が多い.比 較的 中以下の生活状態の者では,患 者が若

い間に,又 衰弱を来 さない間に摘 出 して置 くのが よ

い.大 きな腺腫で も比較的排尿障碍 の砂 い ものも,レ

線検査では相 当排尿行為に努力 をして居 るのがみ られ

る.従 ってかか る患者はやは り早 く老衰 に陥 り易い と

思われ る.

追 加 稲田務(京 大)

前立腺肥大症 に対 して保存的療法 は有効ではな く,

結局は易11出術 を必要 とす るとの説が有力に唱えられて

いるが,実 際には保存的療法に よっ て自覚的症状が長

期 間に亘っ て消失す る事は しば しば経験せ られ る所で

ある.従 って別出術 のみが唯一の治療法である とは云

いがたい と考 える.

質 問 田村峯雄(大 阪市大)

前立腺肥 大症 は皆手術 を必要 とする も の で あ ろ5

か.ホ ル モン療法等の姑息的手段で改善 され るものが

かな り含 まれてい ると思ふが この点は如何

答 金沢稔(和 歌山医大)
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手術は排尿 障碍 の認め られ るものに対 してのみ行っ

てい る.ホ ルモ ソ療 法では症状の改善 は一時確かに見

ら泊 る事 もあ るが,之 は腺腫その ものに対す る何等の

影響 も認め られ る ものでな く永 く経過を 観 ぬ と判 ら

ぬ.本 疾患に対す る根本的治療 が手術以外にない事は

現在世界の常織で ある.又 肥大症 には潜在性前立腺癌

も認め られ る事を思 えば男性 ホル モソ療 法を行 な うな

どは危険である.

25前 立腺癌のホルモ ン療法 加藤篤二,大 森

孝郎(京 大)

ホルモソ療法を行い経過 を観察 し得た11例 の前立腺

癌患者 につ いて,そ の臨床的効果及び予後 にっ いて述

べた.前 立腺癌 患渚 に対す る治療 としては原則 として

診断 と同時 に去勢術及びEstrogen療 法(1日0.5

mg～10mg)を 使 用した.尚Progynon・depotを 使

用 し良結果を得た2例 も報告 した.

追 加 加藤篤二(京 大)

女性 ホルモ ソ投 与後 の組織 学的変化 を3例 にっいて

のべ た.

26膀 胱脱を疑わ しめた女子尿道線維筋腫の1例

大島升,植 田亮(大 阪逓信)

女子尿道 より発生す る中胚葉性腫瘍は,良 性,悪 性

共に極めて稀右で ある.我 々の経験 した症例 は外見上

膀胱脱を思わ しめた可な り大 きい尿道の線維筋腫 の1

例であ る.症 例は31才 既婚,数 日前に突然栂指頭大 の

腫瘍が外尿 道 口か ら出現 した,膀 胱症状,そ の他 自覚

症状は殆 ん どない.腫 瘍は表面灰 白色,乾 燥角化 した

感 じで,尿 道前壁 より左壁にかけて広基性 に突 出して

いて,弾 力性硬.切 除後尿道断端 を整形縫 合,術 後は

経過良好 にて6目 後には全 治退院 ダ.組 織 学的には線

維筋腫 の像 を呈 して,悪 性化 の徴 な し.

27.尿 道痕形成後に発生 した会陰部腫瘍の1例

大矢全節,柳 井哲雄(国 立京都)

38才 の男子に発生 した会陰部腫瘍で尿道 痩を形成後

に発生 し,尿 道 狭窄 を伴 い,腫 瘍の増大 と共に運動 障

碍 を来すに至 る.組 織学的に確定 して居ないが,軟 骨

腫特に混合腫 と臨床的,解 剖学的に考 えている.文 献

上稀な る症例 であるが,他 の統計 と比較 して症状,原

因,発 生,治 療等に就いて述べた,

28.経 尿道的膀胱頚部切 除術の奏効 した外 傷性 脊

髄 膀胱の3例 山本 弘,石 原藤太郎,倉 岡

雍男(大 阪逓信)

8例 の外傷 性脊 髄膀胱患者 に経尿道的膀胱頸部切除

術 を施行 し,内3例 は唯1回 の切除後驚 く可 き膀胱機

能 の改善 を示 した ので報告す る.1).22才 の男子.第

1腰 椎脱 臼骨折,COnus部 の不完全損傷.主 訴は浴

流性失禁.術 後2週 間 目よ り膀胱機能 回復 の兆が見

え,6週 後には浴洗 性失禁 は全 く消退 した.現 在残尿

皆無 とな り,2～3時 間毎 に200～300ccの 尿が規則

正 しく排尿可能 となった.2).23才 の男子.第1腰 椎

脱臼骨折,Conus部 の完全損傷.主 訴は浴洗性 失

禁.術 後7週 で失禁 は全 く消退 し,残 尿 もな く好都合

な る自律性揚 尿を獲得 している.3).23才 の男子.第

12胸 椎及び第1腰 椎圧迫骨折,COnus部 の完全損

傷.膀 胱頸部切除数 目後 カテe・一テルの助けを借 りず残

尿50ccを 残 して 自律性排 尿可能 とな り,5週 後には

残尿 な く.1回 量300ccが3時 聞 々隔で規則正 しく

排尿可能 となった.

追 加 中尾知足(大 阪北市民)

Myelitistransversus後 の排 尿 障碍 に も本 法は

よい方 法 で あ る.

29.各 種泌尿器科疾患の膀胱 内圧測定 後藤薫,

山崎巖(京 大)

主 として神経因性膀胱等 の排尿 障碍 のある疾患 にて

膀胱 内圧を測定 し,診 断,治 療 の指針 とした.

30.睾 丸捻転症 の1例 大橋一郎(京 府大伏見

分院)

31.睾 丸融解症の1例 藤井達郎(大 阪市大)

約10年 前 より陰嚢水腫 の既往歴のある患 者で入院1

ヵ月前急激に左側陰嚢腫脹及び中等度の発熱,更 に激

しい痙痛 を訴 える様にな り,悪 性腫瘍の疑 いのもとに

左側 腫瘤部 を摘 出 し,切 開に よ り畢丸の存在はな く汚

臓,ゲ ラチン様 内容液 を認 めるのみで組織学的には出

血 と組織壊死 を見 るのみであった.長 期間に亘 る陰嚢

水腫 があ り,毎 々の内容液 穿刺に より2次 的細菌感染

を起 し,組 織 壊死に落入 り遂 に畢丸融解 した症例 と考

えられ る.

追 加 中尾知足(大 阪北市民)

23才 男子,左 側 陰嚢 内容 に硬結 を触れ るとて来院,

副畢丸頭部腫 瘍か と思 い摘 出術をせん としたが畢丸 の

上1/3部 が硬 く触れ る.故 に此の部 の部 分切除を した

が,切 除 した睾丸 の一部を ホルマ リソ水に入れ て置い

た所,数 ヵ月で融解 して無形 の状 態 となっ た.依 つて

組織学 的所見 は得 られ ない.さ て一一方患者は約2年 後
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来院せるに残 した左睾丸 の下2/3は 全 く消失 して左陰

嚢内には何物 も認 め られ なかった.

32.尿 失禁 に対す るLowsley手 術の1経 験

馬場正次,中 尾正敏(阪 大)

23才,未 婚 の女子,先 天性の膀胱括約 筋の緊張 不全

に よると思われ る比較的尿失禁 に対 してLowsleyの

Ribbongutを 用い る尿道整形術 を行 い,ほ ぼ 満足

すぺ き効果を えた.本 法 は手術的侵襲が少 く比較的簡

単な方法で良好な結果をえたので報告 した.

33.高 比重 ヌペル カイ ンによる腰椎麻酔 稲田

務,後 藤薫(京 大)

0.25%高 比重 ヌペル カイソに より腰 椎麻酔を行っ

た泌尿器科 手術55例 に就 いて,そ の麻酔効 果 を述べ

た.詳 細は原著参 照(日 本臨床13巻9号).

34.キ シロカインによる仙骨麻酔 稲 田務,後

藤薫(京 大)

新局所麻酔剤2%キ シロカイソ及び2%キ シロカイ

y,一エピレナ ミソに より仙骨麻酔を行い膀胱鏡検査等
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の泌尿器科的検査,治 療に対する麻酔効果を述べた.

詳細は原著参照(臨 床皮泌9巻8号)。

35.精 嚢腺単独摘出術並びに尿管形成術の1新 法

石神褻次(京 大)

精嚢腺摘 出術は最近前立腺摘 出術 の進歩 と共に各方

面に於 て可成頻繁 に行われ る様になって来た.然 し大

部分は前立腺,精 管 等 と共 に搬出され る場合が多い.

腫瘍の場合 を除き,精 嚢腺のみに病変の限 局 した場

合,前 立腺,精 管 を其 の儘 残置せ しめて精嚢腺のみを

摘出す る事は,予 後 の経過から考 えても良好な るは云

ろまで もない.最 近 出血性精嚢炎及び精嚢憩室 の患者

に対 し精嚢腺 のみを摘 出 し,そ の内1例 に於 ては後の

精液検査に於て精液 中に精子 を認 め得た のでその術式

を述べた.尿 管末端部 の狭穿及びそれに よる結 石 形

成,ひ いては水腎症,尿 管拡張症 の併発は我々のしば

しば経 験す る所であ る.我 々は尿管上部 よりネラ トソ

カテーテル を膀胱に向って挿入留置 し手術創は一次的

に縫合を加 え,術 後7～10日 を経てYOUng氏 異物鉗

子に より経尿道的に カテ"テ ルを抜去す る方法に より

狭窄整形 に成功 した経験 を得て報告 した,




