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〔泌離 辮 号〕

学 会 抄 録

第49回近畿皮膚科泌尿器科集談会

(泌 尿 器 科 の 部)

昭和31年6月3日 於 大 阪大学 医学部

1.腎 孟結石 を伴 える先天性単腎の1例 馬場

正次,橋 本 誠一(阪 大)

36才 男子 の先 天性単腎(右 側)に 於 て,腎 孟,腎 杯

の境界に結石 を合併 し,同 時に膿 腎の形成 をみた.腎

動脈撮影法に よつ て診断を確 定 し,腎 切開 にて結石を

摘出した.手 術前後 の腎機能 を比較 した結果は手術成

功を裏付けるものであ る.本 例は本邦 に於 ける先天性

単腎 の第61例 目にあた る.

追 加 久保 泰徳(京 府大)

両腎腰部位置異常 の44才 女に併 発 した左 腎孟結石症

の1例 を追加す る.左 側腹痛 と血尿 を主訴 とし,X線

検査で左腎孟 に結石を証明,手 術 に よ り結石 を摘 出し

た.

2.発 育不全 腎対腎孟腎炎性 萎縮腎の 問題 につい

て 山本弘,石 原藤 太郎,大 島升,倉 岡雍男

(大 阪逓信)

腎孟腎炎性萎縮腎(左 側),49才 勇子例 を報告す ると

共に,我 国に於 ける本症並に発育不全腎,倭 小腎或は

腎欠損症 として報告 された文献に就 き2,3の 検 討を

討みた。

追 加 瀬川陽一(和 歌山医大)

倭小腎 の7例(先 天性発 育不全 腎1例,腎 孟腎炎性

萎縮腎2例,間 質 腎炎 に よる=二次的 の萎縮腎2例,結

核 性萎縮腎2例)を 経験 した ので各 症例を追 加 した

が,倭 小腎を更に詳細 に次の如 く分類す るのが適当で

あると考 える.即 ち,倭 小腎分類=A)原 発性倭小腎

(先天性発育不全腎);B)=次 的倭 小腎;1)腎

孟腎炎 性萎縮腎,2)聞 質腎炎に よるご次的萎縮 腎,

3)結 核 性萎縮腎等.

3.特 異 な る凝塊物 を排出 した繊維素尿性水腎症

要弥太郎,西 村幹夫(大 阪府済生会)

51才, .既婚の女子.腰 痛,右 側腹部の疵痛 を主 訴 と

し亀轍 異な る10×O.8cm大,扁 平な紐織片様擬塊物を

謙 騨 属 中に排 閏した が,有 腎捌 出の結果 腎臓は感

染性水腎症 を呈 し,腎 孟,孟 杯内に嵌滞 してい る繊維

素尿 に由来す ると考 えられ る寒天様 凝塊物を多数に認

めた1例 を報告す.

4.虫 垂圧迫によると思われる水 腎手術例

矢野登,森 幸 夫,小 川・一雄(三 重 医大)

34才,女.数 年前 より時 々右腰痛,並 に発熱 を見た

が,3ケ 月前 よ り強 くな り,10日 前 より持続性 とな

る.右 腎触 れ,イyジ ゴ排 出は右側は遅延,濃 染せず.

右側尿管 カテーテ リスムスは10樋 以上は不能.腎 孟像

は右 側は拡大 し,影 像稀薄.右 腎を捌 除す れば腎孟,

尿管拡張 し,後 腹膜腔中に深 く埋 没した15糎 以 上に及

ぶ虫垂 と尿管が交 叉を示す.

別腎450g.即 ち虫垂炎後,後 腹膜腔中に深 く埋没

された虫垂が尿管 を圧迫 し,そ の為右水腎を発生 した

と思われ る稀有例 であ る.虫 垂 は末 梢端迄剥離す るこ

とは 出血の為中止 したが,15種 以上 に及ぶ長 い もの

で,上 端は明に大腸 に入つてい る事 を確認 した.術 後

経過良好.

5.亘 大な孤立性嚢腫 を伴え る右遊走腎の1例

三国友 吉,平 山栄 一(和 歌 山赤十字)

48才 女.主 訴,右 下腹部 の腫瘤.触 診及びX線 写真

によ り右腎の著明な下垂あ り.手 術 に際 し大な る孤 立

性嚢腫 を見出す.嚢 腫 は上極 よ り発生 し大な るもの2

ケあ り.夫 々52,5cc,101ccの 淡 黄色漿液性の内容

を有す.褒 腫 壁は平滑,灰 白色,光 沢あ り.嚢 腫 に接

す る腎実質 は圧追萎縮に陥 り半球 状の凹面を以つて境

し腎孟腎蓋 とは連絡 なし.組 織 学的には嚢腫壁は繊維

組織 よ りな り上皮細胞は見出し得ず,こ れに接 す る腎

実質は圧迫萎縮状 を呈す.

追 加 金沢稔(和 歌山医大)

孤立性腎嚢胞 に腎結核を合併 した症例 を経験 したの

で追加す る.患 者19才 男,右 腎結核の診断 のもとに右

腎捌除術を行つたが,腎 は正常の約3倍 大 で,上 極に

1個 の,直 径約8gmの 孤立腰 胞を認 めtg・又考



廊

ま無関係に腎 下極 に結核結節を認めた.嚢 胞の 内容

k200cc,絶 調を帯びた尿様 の液で この内容液 中

には結核菌を証明しなかった.組 織 学的 には1～2層

の扁平上皮 よ り成る嚢胞壁の構造 を示す.単 純性腎甕

胞に結核を合併 した症例 の本邦第13例 目であ る.

6.右 腎結核に併発せ る亘 大水尿管の1例

岩佐賢二(阪 大)

入 院3ケ 月前全身倦怠 を主訴 とし某医にて腎炎 の診

断の もとに加療.排 泄 性腎孟撮影にて左側正 常なるも

右側全 く排泄 な く,逆 行 性腎孟撮 影では,右 側 カテー

テル挿 入し得ず.尿 中結核菌培養 陽性のため右腎結核

として右腎別 出術施行.別 出時腎は勿論腫大せ る も,

尿管は全長 にわたつて径3cmに 拡大 し,穿 刺す る

も乾 酪物 を混ぜ る略 々透 明なる液を多量得 た.下 方を

触診す るに尿管は膀胱部尿管 に於て狭 くな り,こ れが

尿管 カテ ーテルの入 らなか った原因 と思わ れた,可 及

的下方に於て尿管を切断 した.

7.大 な る尿管結石の1例 堀金登 世(神 戸 医

大)

46才,男 子.5年 前左尿 管結石(骨 盤腔部)に て手

術 をしたが結石を摘 出し得ず,今 回傍直腹筋切 開にて

再 び尿管切石術 を行 って4.6g,2.6×1.4×1.1cmの

大結石を得た.こ の結石は約5年 聞同部位 に介在 し,

増大 した と思われるものであ るが,腎 機能障碍及び経

静脈性腎孟撮影 に於 ける腎孟,腎 蓋 の拡張は軽 度で,

逆行性腎孟撮影 にて高度の尿管拡張を認めた.併 せて

昭和26年 よ り30年迄 の5ケ 年間に於 ける神戸医科大学

皮膚泌尿器科尿管結石手術例29例 について2,3の 統

計的観察を述べた.

8.原 発性 尿管腫瘍例 小田完五,外 松茂 太郎,

高石喜 次(京 府大)

61才 男子,主 訴は左季肋下部 の腫瘤 および同都 の疵

痛様疹痛.膀 胱鏡所見で左尿管 口に乳頭状,小 豆大 の

腫瘍を認め,表 面 に2～3個 の小結石が附着.尿 管

Katheterは 左側は5cm以 上には挿入不能で,

TranslumbalePyelographieで 左腎は著明な水腎

像 を示 していた。 よって左尿管下端腫瘍 と診断 して,

左腎尿管全易lj除兼膀胱切除術 を行 い,今 日迄異常はな

い.腫 瘍は尿管下端 よ り2cmの 所 の10×5×4cm

の乳頭状の もの,お よび腎孟尿管移行部 より4cmの

所 に数個の粟粒大 の ものを認め,継 織学的 に両者共乳

頭状癌 であつた,本 症例は多発 しているが,そ の原発

性は多中心説を以 てす れば問題はない.又 現在迄に蒐

集 し得 た本邦症例 は52例 であ り,此 に就 き緯計的観察

を 行 っ た.

9.原 発性 尿管腫瘍の2例

(和歌 山医大)

金沢稔,西 川恵章

1)60才,男.主 訴,1ケ 月来 の血尿及び頻尿.臨

床診断,右 尿 管 口部膀胱乳頭腫.手 術所見,腫 瘍 の茎

部は尿管に発生 し,膀 胱 に突 出していた.腎 尿管 易lj除

術施行,腎 は膿腎 で腫瘍 を認めず,尿 管は下部 で乳頭

状腫瘍に よ り内腔 が満 されていた.組 織 所見,移 行上

皮癌.術 後現在2ケ 年,膀 胱鏡的に異常な く,健 康で

あ る。2)56才,男.主 訴,3年 前 よ りの血尿.左

直腹筋外縁騰高 に索状腫瘤 をふれ,後 腹膜腔気体撮影

にて左 尿管中央に腫瘍 豫あ り.腎 尿管別除術施行,尿

管の略中央 に栂指頭大浸潤癌あ り,大 動脈 周囲淋巴腺

及び動脈壁への浸潤を認 めた.組 織所見,単 純癌.本

症例 は本邦 に於 ける尿管癌 の第24,25例 であ り,主 と

して本症の診 断及び予後 にっ きのべ,簡 単な統計的観

察を行った.

追 加(8.9) 岩下健三(京 府大)

尿管に原発 したものか否かの断定に就 ては摘 出した

腎孟,腎 蓋 か ら尿管 の膀胱開 口部に至 る迄の全 上部尿

路に就 て,克 明に組織学的検索を行い慎 重を期 さねば

な らない所.以を強 調 した.

10.82才 の 高年者 に見 られた尿膜管癌の1例

金沢稔,前 田行造(和 歌山医大)

患者81才,約20日 前 よりの尿意頻数及び軽度の排尿

時柊痛を主 訴 として来院,膀 胱鏡検査で膀胱頂部に鶏

卵大 の噴火 口様円形 腫瘍 を認め,尿 膜管腫瘍の診断の

もとに腹腔 内 より腫瘍周辺膀胱壁を切除 し,腫 瘍を別

除した.易咄 標本:80g,5×4.5×4.5cm.組 織 所見:

一 般に扁平上皮癌 であ るが,腺 癌 よ りのMetaplasie

と考 えられ る.術 慶59目 目に全 治退院.内 外 に於け る

本症 の年令 的統計について見るのに,外 国 に於ては69

才,本 邦に於ては60才 であ り,本 症例 は内外 に於け る

手術 年令をは るかに上廻 る.

11.膀 胱憩室兼膀胱括約筋硬 化症の手術例

申尾知足,近 藤高夫,山 口利郎(大 阪北市民)

膀胱括約筋硬化症に膀胱 憩室 を伴った息者 に先づ膀

胱頸部 の懊状切開術を行い,排 尿困難 が消失 した が尚

残尿多 く,尿 潤濁が消失 しなか ったので,膀 胱憩室 易lj

除術 を行い,残 尿,尿 濁 濁等の症状治癒せ る症例 を報

告した.膀 胱憩室別除術は比較 的長時 聞を要す るが,

化学療法,麻 酔,シ ヨック防止対策 等 の最近 の驚 異的

進歩 によ り以前 よ り行い易 くなつたが,憩 室治療の 目



的で憩室 別除術を行った例 は本邦 ではまだ20数 例 にす

ぎない.し か し最近 は手術例 も増 えて来て居 り,今 後

も益 々増 えて くるもの と思われ る.尚 屡 々膀胱 括約筋

硬化や前立腺肥 大症,尿 道狭窄等 の合併症を有す るの

で,こ れ らの疾患の治療 が第一 に必要な事は明かであ

る.

12.両 側腎の変形(萎 縮 と水腫)を 伴つた膀胱癌

の剖検例 小林浩,黒 田政重,山 田光威

(神戸i液済会)

50才家婦.膀 胱内面 は殆 んど全面が不整 の腫瘍性増

殖を呈す.組 織学的には大部分がLeiornyosarcom

と考 髪られる.一 部粘液腫性変化を示す.又 一部 をこは

上皮様構造を示す部分 を見 る.胃 壁前面に転移 性小結

節を作 る.右 腎は水腎水尿管症を,左 腎は陳 旧性 結核

病巣 と動脈硬変性萎縮腎 の像 を示すが,何 加 も本膀胱

腫瘍 と直接 の関係はないもの と考 える.

13膀 胱全別出後の尿路の 再建 原田直彦,佐

野信雄,成 川康夫,津 田利信,岩 出千鶴子

(大阪市 大外科)

膀胱全別出後の尿路 の処置 として従来各種の方法が

行われているが,こ れ らは根本的な欠点 として本来の

尿路の連続性を失つている.我 々は この点 にあ きた ら

ず,犬 を用いて,(1)尿 管一廻腸一尿道吻合術 と,

(2)poly▽inylmQldを 利 用 した膀胱再生術を施行

した.そ の結果,尿 管一 廻腸一 尿道吻合術では術後

117日,再 生膀胱では術後90日 の生存例を得た.両 例

ともに術後1過 性 の血 中NPN,C1の 増加を見 たが

現在では正常範囲内に復帰 してい る.機 能的 には尿管

一廻腸一尿道吻合術 では排尿 回数 の増加以外には正常

犬 と変 りな く,再 生膀胱では運動 の欠如 と失禁を来す

ことが正常膀胱に劣 る点であるが,両 方法 ともに優秀

な尿の輸送路 とな ることが判 明 した.

14.前 立腺肥大症の統計的観察 巽鮪彦,杉 村

克治,原 省吾(奈 良医大)

昭和27年4月 よ り31年3月 までの4ケ 年に我 々の外

来病室 で取扱 った前立腺肥大症の統 計 的 観 察 を行つ

た.頻 度は泌尿患者 の1.75～5.75%平 均3.73%,年

令は43～84才 で,65～75才 が最 も多 く50%を 占め

る.季 節的には4月 が最 も多 い,主 訴は排尿困難,尿

意頻数が多 い.合 併症は膀胱炎が最 も多 い(19%)

残尿は最高1060cc.直 腸 内触診では鶏 卵大が最 も多

い.血 清酸 フオス フア タPゼ は著明 な増量はな く,最

高2.1u/dlinBodansky,17KSは17.7mg/day

～ILgmg/dayで 正 常の範 囲内であ る,組 織1象で腺

357

性型2例,線 維筋性4例,混 合型3例 であっ た.癌 性

変化はなかつた。治療は別出術 を17例 に施行,他 は卵

胞ホルモγ,V。Kを 投 与 し,1例 除睾術 を行った.

15.CHUTE氏 法によ る前立 腺癌全別出例

山本弘,石 原藤太郎,北 村孝男(大 阪逓信)

患者 は60才,約5年 前 か ら次第 に尿線細 少とな り,

尿放射力弱 ま り,1年2回 位尿閉 を起 した.直 腸内指

診 で前立腺は鶏卵大,硬,表 面不平.残 尿100cc,膀 胱鏡

検査 で著明 な肉柱 形成,三 角部及び頸部 の膨隆を認 め

た.Estradin-B3万 単位 宛1週2-3回,合 計57万

単位の注射に よ り前立腺 腫 脹は縮 少,境 界明瞭化 し

た.恥 骨後前 立腺全 易11除術施行,Chute氏 法 により膀

胱,尿 道両断端を接 着 した。期ち前立腺全捌後,外 尿

道 口よ りRlisch製18番5ccbagcatheterを 挿 入,

膀胱内に入れ,膀 胱切 口を縫合,カ テーテル両側 に於

て膀胱壁 に3番 腸線 を結 び,之 を会陰部 に出し,bag

catheterと 同時 に牽引,膀 胱断端 を尿道断端に接着

させ,腸 線 は会陰部 にbagcatheterは 大腿に固定

した.レ ツチ氏腔 には左右1本 宛 ゴム ドレソを挿 入し

た.術 後3日 目に血尿殆 ど止 り,5日 目には尿清 澄 と

なっ た.会 陰部 に固定 した腸線は左5日 目,右7日 目

に自然に脱 落.9日 目恥骨上 ドレ)/.14日 目bag

catheter抜 去.爾 後1.5-2時 間毎に70～75ccの

自然排尿あ り,現 在 では1回 約150cc排 尿す る.術

後!月 間は尿意 を催す と不随意に少量の尿を漏 す事が

あった.別 出前立腺は22g,腺 癌であった.

16,グ ラーフ氏現象に就て 石神嚢次(大 阪医

大)

8例 の臨床的に局所症状 を認めない患者 に対 し精管

よ りイソジゴカル ミソにて着色せ る造影剤(ウ ログ ラ

フイソ)を 注入 し,一 方注入 と同時に後部尿道鏡 に

よつて精阜部を観察 して,精 管注入液の後部尿道に浴

流す る状態 を観察 した.濫 流す る迄の注入量は0.4～

0.8ccで 極 めて微 量で浴流す る。 注入時間 を種 々に

加減 したが これに よる濫流 量に差 を認めない.注 入後

のX線 撮影像か ら推察 して,後 部尿道ヘー部浴流後 も

尚一部分は精 嚢内に入 る もの と思われ る.

17.症 例(1)ク リネフエル ター症候群の定型例,

(2)帯 状ヘルペスによる尿閉例,(3)先 天

性右側腎欠損症 原 口泰 彦,井 口久男,山

脇春 夫(北 野病院)

1)30才 の事務 員で,不 妊 を主訴 として来院,体

型,顔 貌等極めて女性的 で,特 に著明な女 性乳房を有

9一.性器は陰茎は正常大 でよ く勃起 し,結 婚生活をな
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す も睾丸は小指頭大.尿 中17一 ケ トステ ロイ ド,725

mg,尿 申 ゴナ ドトロピソは48Muu/24hrで 同年令

対 称尿は,8～4.8Muu,精 液 は無精子 で,睾 丸組織

像は腺様構造は全 く失わ れ間質細胞の著明な増 殖を認

め る.2)42才 の男子,右 側大腿屈側に高 度の帯状

ヘルペスを発生す ると共 に尿閉を来 たす.3日 間通院

導尿 を受 く.膀 胱鏡検査,尿 道撮影 に よるも著変 な

く,ヘ ルペ スの消退 と共に排尿可能 とな る.3)45才

の女,排 尿痛,尿 意頻数あ り。尿中結核菌多数,膀 胱

鏡検査にて右側 イyジ ゴ排泄な く,排 泄性 「ピエログ

ラフィ ー」にて右側全 く影像を敏 く.右 側腎別出の 目

的 にて開腹,先 天性腎峡損 な るを認めた.

18,興 味あ る臨床症例

1)巨 大膿腫腎の1例

瑞穂(皮 泌科),

外科)

2)睾 丸血腫の1例

西浦力(皮 泌科)

(国立京都)

大矢全節,山 田

有原康次,橋 本東(整 形

大矢全節,山 田瑞穂,

1)30才 の女子,多 発性 ロイマチスで両 股関 節,

膝関節,足 関節 の強直を来た し,10年 余 り臥床,突 然

血尿を来た したが,こ れは左特発性腎出血 と思わ れ,

右腎は児頭大に触知,膀 胱鏡で尿管 口は認 め難い.穿

刺に より濃い膿汁 を得,造 影剤を注入 して巨大な膿腎

像を得,右 腎別出を行つた.重 量1300g,実 質は全

くな くなつて膿の袋 と化 し,内 容 は黄緑色濃縮膿 と之

が更に濃縮 した漆喰状の塊 であつた.2)2G才 の男

子,副 睾丸附近 の嚢腫 の穿刺を受けた夜か ら右陰嚢が

有痛性 に腫大,リ ソ ゴ大に達す.手 術 によ り,固 有鞘

膜 内ではな く睾丸,副 睾丸 自体 の血腫な ること判明,

即ち3～4倍 に腫大 し暗紫赤色を呈す.数 日を経 過 し

ているので易ll出す.穿 刺は細 心の注意 を以て行 う可 き

ことを痛感 した.

19.癌 転移による陰嚢象皮病 高石喜 次,前 田

明(京 府大)

陰嚢の象皮病 を来た した56才 男 について,数 回

Microfilaria検 出を行ったが発見 し得す,鼠 険 リン

パ腺の腫脹 を伴い,血 清 ワ氏反応陽性 のためその原因

に梅 毒を疑 ったが,リ ソパ腺の病理組織学的検査 の結

果癌 の転移像 を証明 したのでXR照 射,ナ イ トロ ミy

注射を行つ た所局所の所見はやや転快 したが,肋 膜腔

へ も転移 を生 じた為に不幸 の転帰を とつた.剖 検す る

機会 を得 なかつたので癌の原発巣は不明である.象 皮

病 の原 因の追求に,癌 の リンパ腺転移に も意 を用 うべ

きと考 える.

20.陶 一患者に認あた高度なる睾丸萎結を伴った

睾丸血腫と陰茎腫瘍の症例 細田寿郎,

新海圭一,林 本勇,小 形和太郎(大 阪目生)

22才 の男子,6年 前包茎手術 を受 く,そ の頃から右

側陰嚢の腫脹 と陰茎亀 頭の腫瘤形成.陰 嚢の腫脹は慢

性 出血性 睾丸周囲炎 によるもので睾丸被膜は高度に肥

厚,コ ーヒー様 内容物 のため睾丸及睾上体は極 度に圧

迫 されて小指 頭 大 とな り,組 織学的 にか ろ うじてそ

れ と判明 した.亀 頭の腫瘤は棘細 胞癌 に類似 し癌真珠

形成 の所見 あ るも,細 胞 自体 の配列 形態,核 の色素

の状態,有 糸分裂 の殆 ど認めがたい ところか ら癌腫 と

ははっ き り断定出来難 く,pseudoepitheliomatous

hyperplasiaで あろ うか.尚 鼠瞑腺 の易IS出標本 には

腫瘍 性病変 をみ とめなかつ た.

21.睾 丸臨型腫の1例

(冨士 製鉄 広畑)

鳥居正三郎,丸 毛博昭

右側副睾丸結核による右側副睾丸切除術を経験して

いる38才 の男子に生じた右側睾丸腫瘍の1例 を経験

し,そ の病理組織学的検査の結果成熟せる三胚葉性成

分を有する崎型腫であることを確認した,本 症例は未

だ転移を認めていない.

22.尿 路結核の化学療法に就て

孝郎(京 大)

多 田 茂,大 森 ・

最近1年 間に経 験 しだ尿路結 核患者 中,偏 側非手術

例47例,両 側結核18例 中化学療 法を行 って経過 をみ る

事 の出来た13例 及び9例 に就て尿所見 及びレ線像 よ り

有効度を調査 し,化 学療法 の限界 に於 て若干 の考察を

加 えた.結 論 としては軽症 の症 例に就 ては化学療法を

試み る事が望 ましい.又 その期 間は尿所 見及 びレ線像

に於 て変化 のみ とめ られな くな る迄続行す る事は勿論

であ るが,巾 止す る時期 に就 いては変化 をみ とめな く

なつてか ら1年 間 の療法 とその後 少 くとも1年 以上の

観察が必要 であ ると考 亥 る.

23.業 態婦Candida検 出と,そ の臨床的 意義

田村峯雄,藤 井達郎,山 口武津雄(大 阪市大)

竹田津永 隔,平 山雅生 平谷定秀(松 島病院)

300名 の業 態 婦 に就 て 膣 及 尿 中 のCandidaの 検 出

を行 つ た.膣 よ りは6.3%,尿 よ りは2。0%にCan-

didaを 証 明 した.そ の 中C。albicansは52、2%で

最 も多 い.Candidaを 証 明 した もの で は そ れ ぞ れ の

原 病 を有 す る他Candidaに よ る と思 わ れ る症 状 を示

す もの もあ る.女 子 に就 て 膣Candidaの 証 明 は他 の

爽 験 者に比 し低 率 で あ っ た の は,被 験 者 は すべ て トリ



ゴ、々 イシ ン膣 錠を使用 していた為 と考 え られる。

質 問 前川正信(阪 大)

検出され江業態婦 に,継 続的,持 続的 に検出 され る

か?

吾 々の経験 では,男 子 の尿道 に於 てCandidaが 検

幽されても,引 き続 き観 察す ると,自 然 に消失 する こ

と漆 まくあ る.

24.泌 尿器科手術 に対す る強化麻酔 と腰椎麻酔の

併用について 稲 田務,後 藤薫,酒 徳

治三郎,日 野豪,入 田栄造,片 村永樹,山 崎

巖,村 上仁勇,麻 生 田幸雄(京 大)

泌尿器科 手術100例 にっいて,麻 酔効果 の増強 を計

り,副 作用の発現 を防止す るために腰 椎麻酔 に強化麻

酔を併用 した際の効果,副 作用,血 圧及脈搏 の変化 に

ついて観察 した.ク ロル プロマジソの量 に より之を3

郡 に分 け,そ の夫 々に,プ ロ メサジソ ・ヂエサ ジソ

オピスタソ等 を混 じて数種 の カクテルを作つた.以 上

のカクテルで準備麻酔を行つた結果,効 果及副作用か

らみて,ク ロル プロマジy25{60mgを 用いた もの

が もつ とも満足すべ き結果 を得た.

質 問 伊藤利根太郎(阪 大)

1)呼 吸障碍は認 められ ませんで したか.特 に高 度

の血圧下降を示 した症例で は如何で したか.

2)副 作用の申に興奮状態を示 した症例 が有つた と

のことですが,そ の興奮は手術操 作 と関係 があ りまし

たか.

25.尿 路性痙墜に対す るブスコパンの応 用

高木峻徳,森 昭,齊 藤 広(大 阪 医大)

尿路結石 による仙痛発作,ネ フ ラルギーの各1例 及

び膀胱鏡検査後の刺戟症状 の防止,ま た逆行性 腎孟撮

影時に遇発す る腎仙痛 の処置な どに ブス コパソを応 用

し見 るべ き効果 を収 め,更 に亦 ウログラムに よつて本

剤投与前後 の腎孟尿 管 像 を比 較 し興昧あ る所 見を得

た.即 ちブス コパy20mg注 射後10分 の腎孟尿管像

では本剤投与前 に比 し著 るしい拡張 像を示 した.

追 加 後藤薫(京 大)
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我 々も尿管石に よる瓶痛発作,尿 管痙 攣症,膀 胱三

角部異常症,泌 尿器科的検査 陵の疹痛等 に対 して,ブ

ス コパ ソを応用 して優 れた臨床成績を得 た.尿 管痙 攣

症 に於て ブス コパyに より著明に尿管,腎 孟像の攣縮

の緩解せ る像を認 めたので数例を図示 した.

26.オ ムナシ リン治験 小石哲夫(京 都中央市

民)

抗生物質だ けでは再発が比較的多し・様であ るが,之

に対 してtム ナシ リyが どの様 に作用す るかに興昧を

持 って,本 剤を皮膚科患者21例,泌 尿器科患者7例 に

対 して用いた.再 発に対 しては之 を繰返す ものがあ り

余 りよい成績 とは云えないが,幼 児に対する成績は比

較的 よかった.叉 ペ ニシリy無 効の例 に対L .ても効あ

り,一 般にペ ニシ リソ より効果は大 きい.

追 加 小林浩(神 戸抜済会)

オムナ シIJy「 ヘキス ト」を各2回 宛,急 性淋 菌性

尿道炎8例,急 性淋菌性副睾丸炎 を併発せ るもの4例

に用いた結果,相 当 の成績 をあげ た.殊 に副睾丸炎併

発例 にはペ ニシ リソ単独 よりは るかに有効 である との

印象を得 た。

展 示

1腎 腫瘍を思わせた腎周囲血腫のX線 像

新谷浩(京 大)

2尿 道癌 とその転移 の1例

永樹(京 大)

後藤薫,片 村

3先 天性水腎症 高石喜次(京 府大)

4

5

人体睾丸組織の体外培養 大阪医大

興昧あ るウログラム 大阪医大

6前 立腺肥大症における萎縮膀胱 大阪逓信

7

8

腎孟結石を伴える先天性単賢の1例 阪大

腎結核の実験的研究 阪大




