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蘇 紀 要4巻3号 「

和33年3月 、、

学 会 抄 録

日本泌尿器科学会 第8回 中部地方会

昭和32年11月3日 於 大阪市大医学部

特 別 講 演

1尿 路 カンジダ症 に就 て 大阪市大助教 授

田村峯雄

1).尿 中Ca.検 出 とその意義 二真 菌類の人体侵 襲の

記載は古 く1839年Langenboeck以 来 各科領域 に亘

ってその報告を見 る.各 種抗生剤 に抵抗す る膿尿患 者

56例 の中Ca.を 証明 した もの1・4例に就 て次の ことを

観察 した.性 別では女子に,年 令 別では比較的高年者

に多 く,泌 尿器疾患別では慢性膀胱炎 に多 く,急 性膀

胱炎,腎 孟炎,尿 道炎に於 てもCa.を 証明 した.叉 尿

路Ca.の 検出は抗生物質使 用群 では非使用群 に比 して

はるかに高率 を示 した.こ れ らの患者ではそれぞれ尿

路以 外の臓器に於てCa,を 検出 し,そ の%は 健 康人 に

於 ける検 出率に比 してはるかに高率であ る,

2).尿 路.Ca.症 の臨床:我 々の得 た尿路Ca.症 は所

謂続 発性Ca.症 であって,多 く慢性炎症症状を有 し,

侵 襲部位は 尿道,膀 胱,腎 孟 に限局 した.分 離 した

Ca.はalbicansが 多 く,そ の他のCa.も 同定 せら

れた.

本症発病の要因 として,栄 養障害,衰 弱,手 術的侵

襲等 の個体的要因が認 められ る.

3).Ca.の 同定試験:Ca.同 定試験の実際を説 明し

MartinetJoneの 分類法 を示 した.

4),尿 路分離Ca.の 抗生物質に対する 感受性に就

て:2っ の 実験に よって5種 の 抗生物質は 尿路分 離

Ca,の 全てに対 して発育促進的に作 用す ることが認 め

られた.

5).尿 路分 離Ca.の 病原 性に就 て:色 素吸収能 に よ

って細菌 の毒性を判定す るEpsteinの 方法をCa.の

病原性判 定試験 に応用 した.こ の実験の結果尿路分 離

Ca.で は色素 吸収能は 大体臨床症状に平行 して強 い傾

向が見 られた。

6).尿 路Ca.症 の治療:尿 路Ca.症 の17例 に就 て

Trichomycin内 服錠 による治療 の結果 をのべ,2例

の患者ではTrichomycinと ケ ミセチソ との交互投

与 に よって明かに病 巣に於 て,大 腸菌 とCa.の 間に菌

交代現 象が認 め られ た.

H非 淋 菌性尿道 炎 大阪逓信泌尿器科部長

山本 弘

1).発 生頻度:昭 和28年1月 以 降同32年9月 に至 る

4年9月 の大阪逓信病院泌尿器 科に於 け る男子尿道炎

538例 中,淋 疾230例(42.8%)に 対 し非 淋菌性尿道炎

(NGU)は308例(57.2%)を 示 し,NGUは 淋疾を

梢 々凌駕す る.NGU中 細 菌性224例(73%),無 菌

性は84例(27%)に して,計308例 中再 発も しくは再

感染数は71例(23%)の 多 数に認 め られ た.NGUの

遂年増加の 中には,相 当数の再発例が含 まれ ることを

指摘 した.

2).細 菌性尿道炎 を論 じ,NGU尿 道分泌物の塗抹

標本に於け るGram陰 性短桿菌及びcoccobaci11-

aryformの 細胞内存在を2,3標 本 によって供覧

し,之 等細 菌 とNGUの 関 係を示唆 した.

3).NGUとvirusと の関係 に就 き文献的考察 を行

い,virus封 入体 を自験 例に よつ て供覧 した。NGU

の尿道scrapi鳳gに 於 けるvirus封 入体は173例 申

3.5%に 示 され,細 菌性 に比 し無菌性に於て よ り多 く

発見 出来 る ことを述べた,

4).NGUとPPLOと の関係 に就 き,自 験 成績を

次の如 く要約 した.

(i).昭 和29年 以降現在に至 るPPLO分 離計51株の

内訳 は,NGU31株12.1%(細 菌性8。8%,無 菌性20

%),正 常尿道4株13.3%,産 婦入科外来患者10株,

30・3%で ある.之 は諸文献 の 分離頻度 に略々一致す

る.但 し注 目すべ き点 として,PPLOが 無菌性 に高

頻度に分離 され るこ と及び彩多純培 養は殆ん ど無菌性

に限 られ る事実を挙 げた.

(ii).Edward提 唱の分類法 に より,自 験株は何れ

もtypeIに 属す る非病原株 であ ることが推 定 され

た.

(iii),各 種抗生物質 に対す る感受性試験に よって,

PPLOがTerraluycin,Streptomycin等 に高度の

感受性 を有す るとい う既存文献を確認 し,Achrom距
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cinの 最小発育 阻止濃 度o.1～1.Om¢9/mlを 新 し く追

加 した,更 にPPLO分 離症例 に対す る 各種抗生物質

の臨床成績は,略 々invit;oの 感 受性を裏書す るこ

とを述べた.

(iV).所 謂PPLO'封 入体を2,3標 本 に よって示

し,之 はPPLO・ 自体 の組織 相であ るとす る仮説 に賛

意を表 した.

(V).そ の塗抹標本 に於 てGrarn陰 性桿菌の細胞

内介在 を示 したPPLO分 離症例 の2例 に就 き,培 地

に於ける発育を時間的に観察 した.こ の観察に基 き,

或種のGram陰 性桿菌 との間に,何 等 かの関連 があ

ることを推窟 した.

5).膣 トリコモ ーナス男子尿道炎に関す る最近の動

向を述べ,NGUの 治療 に言及 した.

1.

一 般 演 題

スルフアメチゾール(ウ ロサ イダル ・エーザ イ

及びメル7ア,田 辺)に よる尿路 感染症治験

田村峯雄 ・山 口武 津雄 ・品川 猛(大 阪市大)

本剤は吸収,排 泄が速 かで酢化の率が少な く,広 い

pHに 於て尿 によく溶解 し,強 い抗菌力を持っサル フ

ア剤であることを確認 した,急 性膀胱炎21例 でば1日

量29×4～8日,又 は1目 量39×4～8日 の投与

で全例治癒 した.慢 性膀胱炎 及び腎孟炎の16例 では1

日量39×6～21目 の投与 で!i著 効治癒8例,有 効5

例,無 効3例 の成績であった.

2.尿 路感染症 に対す るウロサイダルの治験

近藤 厚 ・石霞勝蔵 ・渡辺 克 ・篠田 孝 ・尾

関信彦 ・友松滋夫(岐 阜医大)

泌尿紀要4巻2号 参照.

3.尿 路感染症 に対す るUrocydalの 治験

楠 隆光 ・馬場正次 ・井本勢太郎 ・岩佐賢誉

(阪大)

新サル フア剤Urocyda1を 尿路感染症に使 用 し,

(1腸管 よりの吸収が良好で少量の服 用で比較的速 かに

高い血 中濃度に達 も.,ア セチル化率 も低い ことを知っ

た.(2)試験管内試験においてはかな りの抗菌力を示 し,

特に変形菌に対 しても ブ ドー球 菌,大 腸菌に 対す る

と同程度の抗菌力を呈 した ことは従来の サル フア剤,

抗生物質に見られ ない特徴 と考 え られ る,⑧ 急性,慢

性膀胱炎21例,前 立腺炎5例,急 性淋菌 性尿道炎3

例,単 純性尿道炎5例,そ の他6例 計40例 に使 用 した

臨鉢成績は,一 股の化学療法剤の奏効す る症例には有

効である ことは勿論,変 形 菌感染 を有す る慢性疾 患に

173

対 しても,泌 尿器科的局所療法を併用す る ことな しに

良効 果を収めた.唯 淋菌性尿道炎においては急速 の効

果が見 られ なかった,

追 加 前田 明(京 府大)

Urocyda1の 使 用成績 を追加す る.慢 性 腎 孟 炎2

例,急 性膀胱炎6例,慢 性膀胱炎4例,単 純性尿道炎

7例 の計19例 に1日2～39,3～14日 使 用,効 果不

明の6例 を除 き,何 れも他覚 的並に 自覚 的所見の改善

をみ,副 作 用はなかった.

追 加 近小弥太(金 大)

UrQcyda1は 試験管内では他 のサノレフア剤 の3～5

倍 の大 腸菌に対する抗菌作 用があ り51ng/ccに て完

全に発育阻止 を見 る.34例 の尿路感染症 に本剤を使用

し28例 に効果 を認めた.特 に大腸菌性膀 胱炎には約85

%に 効 果を認め,起 炎菌消失 迄は平均10.8日,平 均

投与量15.89を 要 した.腎 及び腎孟疾患では膀胱炎 患

者の約2.5倍 量,平 均28.59を 要 し6例 中4例 に効を

認めた.副 作 用は6例 に認 めたが 何れ も軽徴又 は一過

性の ものであった.

追 加 後藤 薫 ・日野 豪 ・杉山喜一(京 大)

泌尿紀要3巻7号,及 び4巻2号 参照.

4.泌 尿器感染症 に対す るアク ロマイシンVの 使用

経験 楠 隆光 ・前川正信 ・野村真一 ・糸

井荘三(阪 大)

Crossoverstudyに より本剤の血中濃度を塩酸 テ

トラサイ クリyと 比較 し,そ の約1.5倍 に達する こと

を知った.次 に試験管内抗菌力を,阪 大泌尿器科患者

の感染尿路 より分離 した ブ ドー球菌,大 腸菌,A.ae-

rogenes,変 形菌,緑 膿菌 にっいて検 し,泌 尿器感染

症 の大部分を占めるブ ドー球菌9株 中6株,大 腸菌13

株 申8株 を5mcg/ccで 抑制 した.変 形菌及び緑膿 菌の

大部分は50mcg/cc以 上の耐性を示 した.34例 の泌尿

器感染症に使用 し,治 癒24例,軽 侠9例,無 効1例 を

得た.副 作用は全 例に於いて認めなかつた.分 離菌の

感性,」血巾濃度 よ り考 え,投 与方法は1目19,4回

分服で充分で,す ぐれた抗菌性製剤である.

5. 非淋菌性尿道 炎に対す るTrichomycin,Ch-

Ioramphenicolの 併用効果 について

石神褒次 ・高木俊徳 ・山本 治(大 阪医大)

非淋 菌性尿道炎の原因及び治療に関 しては未 だ不解

明の現状であ る.本 症の原 因にはPPLOを 始 め とし

て,Candida,Virus,Allergie性 等があ る.叉 抗性
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物質の普 及 と共 に尿路Candida症 の増加をみ る,本

症では これ らの病源菌は単一でな く,多 くは種 々の菌

種の混在 を認む.こ の場 合,糸 状菌 と細菌 とが菌交代

現象を呈 し,抗 生物質の投与が更に本現象を増加す る

と考 え,Trichomycin,Chloramphenicolの 併 用

を試みた.本 症の28例 に1日 量Trichomycin20～

40万単位,Chloramphenico11.09を 同時 に3～10

日間投与 し,著 効10例,有 効10例,無 効8例 の成績を

得,全 例に何等副作 用は認めなかった.

6.所 謂 「非淋 菌性尿道炎」患者 の臨床像並びに細

菌叢について(第 一報)加 藤 勲 ・大野

宰 ・加藤 院(愛 知県 立中村)

余等は昭和28年 以来愛知県立 申村病院及び名古屋市

内性病診療所に於 て経験 した淋疾並びに非淋菌性尿道

炎男子患者 の臨床的観察を行って来 た.昭 和31年10月

以降32年8月 まで に来院 した所謂非淋菌性尿道炎 患者

207名 にっいて総括す ると1)本 病患者は年 々増 加 し

てい るが急性淋疾患者 も多数認 め られ,最 近その比 は

ほぼ半ばす る.2)後 淋疾性或は性交性原発性 と思わ

れる ものが大部分で,抗 生物質が濫 用される現状 では

本病 発生機序 に淋疾がはたす役割 を全 く度外視 出来 な

い.3)培 養上 ブ ドー一球菌,連 鎖球菌,そ の他10数 種

の菌を証明 し得 たが特 定の菌に原因を求める ことは困

難である.

追 加 大熊博雄(日 大)

難 治な男子NGU20数 例 の尿道圧出液 及び前立腺

液 をGimsa染 色で鏡検 し,細 胞 内に封入体を3例 に

検 出 した.こ れ らはinclusioncavityを 有 しPass

染色陽性あでった.又 同様 な染色でShep-arelの 報

告 と同じ所見 のPPLOと 思わ れ る ものを 染 出しえ

た.之 等はPPLO培 養陽性であった,

7.尿 道炎患者 尿道分泌物 よ りのCandida検 出率

について 大熊 博雄 ・山本忠 治郎(日 大)

排膿,排 尿 痛,尿 潤濁等を主症状 として来院 した男

子急,慢 性尿道炎 患老73例 の尿道分 泌物 よりCandida

albicansの 検 出を企図 し,そ の陽性率及び同時に検

出された他 の細菌並びに各種抗生物質 に よる治療歴 と

の関係,陽 性 者の臨床症状 と治療経過等 に関 し検索 し

た。その結果C.albicansは73例 中6例 即ち8.2%に

証 され,わ れわれが前回検索 した30例 中4例 即ち13.3

%に 比 し多 少低率を示 したが,本 邦文献 とわれわれの

調査 結果か らみて,一 股 に尿道菟 患者尿 道分泌物 より

のC・albicans検 出率は大体10%前 後 と推定 され

る.

8.腫 瘍状 を呈せ る膀胱周 囲膿瘍の3例

稔 ・宮林俊男(富 山市民)

寺田

症例は31才,48才,39才 何れ も家 婦,主 訴は第1例

は頻尿 と排 尿痛,他 の2例 は その外 に 血尿 と下腹都

痛,時 々微熱があ る.膀 胱鏡,触 診並 にレ線所見で後

壁か ら頂部にかけて手拳 大乃至 それ以上の腫瘤が膀胱

周囲 よ り膀胱 内に突 隆 している のを認む,腹 膜,腸

管,大 網等 の癒着 を切断剥離 し何れ も膀胱部分切除術

を行 った,組 織学 的に肉芽組織の増殖の強い炎症細胞

の浸潤,所 々膿瘍形成あ り,3例 共以前 に下腹部開腹

術 の病歴 あ り,特 に第3例 に於 て腫瘤 中にガ・-afを認

む.発 生原因 として何れ も以前の手術 と関係あるもの

と思われ る.

9.軟 結石 を合併 した尿石症の1例

・池田太郎(関 西電 力病 院)

中尾知足

患者は19才6.31年8ハdi初 診.30/町 左腎孟 より

普通の蔭酸塩結石摘 出.術 後左腎痩を生 じ11/M左

腎捌除.32年18/1右 腎部 に米粒 大淡陰影10ケ 余 り

生 じてお り,27/皿 無尿症 を起す.右 腎 のほか右尿管

下部に結石 陰影 あ り尿管及 び腎孟切石術にて10数 ケの

軟結石 を摘 出した.軟 い小豆 大までの小塊で微細 な砂

を含み灰 白色 で,申 空或は膜状の もの もあ り,層 状構

造を有す.無 尿症 の再発を考慮 して右 腎痩を設けた.

27/V右 腎に多数の結石の再生 を認 む,5/灰 無尿症

起 り右 腎痩 よ り尿盗 出始 り,5/皿 普 通の硬結 石が自

然排出され 腎痩 よ りの尿温出止 る。26/1X～30/×1%

Tetrasodiumethylendiamintetraacetate水 溶

液を腎痩 よ り注入 した.こ の間に普通の硬結石3ケ 自

然排出され た.今 後線維素溶解剤を注入す る予定.詳

細 は原著 に発表す る.

10.腎 膀胱結石 に膀胱癌 を併発 した1例

登 ・森 幸夫(三 重大)

矢野

56才 の男子 に見 られた左腎珊 瑚様結石兼膀胱結石を

共 存す る膀胱癌 の1例 を経験 した.結 石 は腎及び膀胱

共 ・燐酸及び炭酸 カル シウムを主 成分 とす る.膀 胱及

び腎孟 には特 に粘膜の ロイコブラキーを思わせるもの

は無 く,結 石 と癌 との因果関係 を証明す ることは難か

しい例 であっ た,膀 胱全易ll兼尿 管皮膚 移殖術及び左腎

別 出術 を施 行,退 院 した.

追 加 瀬川陽一(和 歌山医大)

症例1,62才 男子 で主訴 は頻尿 と血尿 .膀 挑鏡襯
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としては左尿管 口 上部に 掬指頭 大 の乳頭状 腫瘍 があ

り,腎 部単純 レ線像で左珊瑚樹様結石があった.腎 捌

除術後膀胱 腫瘍部に ラドソ針打込を施行 した.術 後診

断は左珊瑚樹様結石兼腎孟 白板症兼膀胱癌.尚 本症 の

様なi≡者の合併 した症例は1929年Patchが 報告 して

以来未だ報 告を見ない様 である.

症例2.56才 女子,主 訴は血尿.左 尿管 口の腫瘍 と

左珊瑚樹様腎結石を認める.治 療は膀胱全別除術,右

腰部尿管懐造設術,左 腎別除術 を施行.

追 加 大村順 一(岡 大)

結石の分 祈によ り,上 部尿路結右が下降 した もので

あれば蔭酸石灰が主 成分であ り,こ れがなければ膀胱

に原発性の結右 と考 えて よいのではないか.結 石 と腫

瘍との関係については決定 出来ないが,腫 瘍の構造が

参考 となる.

答 矢野 登(… 重大)

結石は炭酸石灰,燐 酸石灰が主 成分であ ります.膀

胱癌周囲にはあま り炎症性変化 を認めてお りません.

11.男 子膀胱後腔に発生せ る興味ある悪性腫瘍の1

例 石川 昌義 ・飯田正男(奈 良医大)

25才 男子,数 日に一回の便秘及びCealic&Stro-

minger檬 庄状 を訴えて来院.恥 骨上部,正 中線左 寄

りに小児頭大の腫瘤があ り,境 界明 らかで皮膚 と癒 合

せず,試 験的穿刺で静脈 よ り採血す るが如 く容易 に暗

赤色血様内容 を得.肛 門指診 で下部の前立腺 とは境界

明らか な弾力性軟 の腫瘤を触知出来 る.直 腸,膀 胱粘

膜は正常なれ ど周囲 よ りの圧迫 像を造影術に よ り得.

尿,血 液,肝 の諸検査 成績は殆ん ど異常な し.精 嚢腫

瘍の疑いで開腹,膀 胱後腔 に腹膜 と癒着せ る小児 頭大

の暗赤色表面滑 な髄 様の軟 き腫瘤あ り,両 側精嚢は該

腫瘤 下部内に位置す る.中 心部は壊死 と出血 を伴 う.

術後 レン トゲソ療法 を施行 し,現 在2ケ 月半経過す る

も再発転移の兆候な し.組 織学 的にmalignantme-

sotheliomaのsolita・rymixedtypeと 思われ る,

malignantmesotheliomaは 稀有な疾患 に属 し文献

上吾 々の調査せる範囲では膀 胱後腔 に発生せ るものを

見ない.

追 加 前川正信(阪 大)

30才,6.左 下肢の神経痛 様疹痛を主訴 として,整

形外科でLaminektomieを 受けたが脊椎に所 見な

く,徐 々に遷延性排尿 が加わ り,当 科で検索の結果左

骨盤腔 内に発育す る腫瘍があ り,興 昧あ るurogram
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を呈 した.試 験 的開 腹術 の結果,前 立腺左葉部附近 よ

り広基性 に発育 した膀胱後腔腫瘍で,組 織学的には線

維肉腫 であった.

質 問 酒徳治ヨ郎(京 大)

精 嚢 レ線撮影法施行の有無.

答 飯田正男(奈 良医大)

精嚢 レ線撮影は行いませんでした.

12.尿 管断端に原発せ る移行上皮癌剖検例

小弥太 ・津川竜三(金 大)

近

69才,男 子に於 て,3年 前腎摘 出術を受け,約6ケ

月迄は無症状 に経過 したが,入 院時は左側 腹部 に腫瘤

を認め,40日 の経過 をもっ て死 亡せる患 者の剖検例で

ある.腫 瘤は後 腹膜腔 を占め,病 理 学的に明かに未熟

性の移行上皮癌 であ り,そ の発生母地は腎摘 出術後に

於け る尿管断端 部 しか考 え られず,主 として腫瘍は後

腹膜腔の粗鞍結 合織 内に拡 り約16009,人 頭 大の腫瘍

を形成 した ものである.転 移部は尿管内面及び膀胱表

層部にあつて,そ の細胞 も上記の もの と一致 し明かに

上部 よ りのImplantationと 思 われる極めて稀な症

例 であった.

13.小 児腎腫瘍の1例

(神戸医大)

森 秋津 ・南川清海

5才 女児,右 側腹部 に2ケ 月来急速に発育 した,無

痛 性,可 動性小児頭 大の腫瘍.臨 床検査,排 泄性腎孟

像等 に より右腎腫瘍 の疑 いで腎嫡除術を行 った。摘 出

腎は大きさ13×10.5×8.5cm,重 量5709.割 面は一

般 に脳組織檬,所 々に出血巣を認め,一 部に正常腎組

織 を残 し,腫 瘍部 と明 らかに境 されている組織学的に

は腫瘍部は不完全 な小管腔の多数形成を見 る.そ の腺

細胞は クロマチソに富 んだ核を有す る大形細胞で あ り

配列はみだれ2～3層,更 に多層をなす これを取 り囲

んで間葉 性細胞 と思われ る楕円形,紡 錐形 の小型細胞

充満 し,炎 症性細胞がその聞に散在す.少 数 の筋 肉線

維 も認 め られた.腫 瘍部を取 り囲み結 合織線維の増殖

をみる.臨 床及び組織 学的所見 よりWilms'Tumor

と診断 した.

追 加 宮崎 重(京 大)

Wilms'Tumorの 手 術 に 際 して は 本腫 瘍 の転 移 性

が 大 な る 点 か ら,Para-rectaltransperitoneal

nephrectomyを 行 うの が 患者 の予 後 の上 か ら推 奨 す

べ きもの と考 え る.叉Wilms'TumorはRadio-

sensitiveTumorで あ る か ら術 前 のIrradiationに
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は相反する=説 があ るが,術 後のX-RayIrradiati-

onは 一設 的に言って本症 の予後を10%向 上 され る と

言われてい る,

追 加 楠 隆光(阪 大)

腎腫瘍 の手術の場 合は 出来 るだけ早期に腎茎部 に達

してこれを処理す るのは理想であ るが,実 際問題 とし

て腫瘍が相当発育 してしまった場 合にはそれを施行 し

得 ない場合が少 くない.

質 問 桜根好之助(大 阪市大)

アデ ノサル コム と云 うものも病理学上存在す るもの

か御教示を乞 う.

14.睾 丸肉腫例 沖田和 男 ・高石喜次(京 府大)

辻脇某,70才,瓦 商.家 族史に癌,結 核等な く34才

の時に梅毒に感染,相 当期間駆梅療法を うけた.約2

ケ月前か ら認 むべ き原因な く右睾丸 の腫脹に気づ いた

が 自覚症 はない。診 るに泌尿 器系統 には触診上異 常な

く鼠径淋巴腺腫脹 もないが,右 睾丸が鶏卵大,弾 力性

硬に腫 大し皮膚 との癒 着な く圧痛 もな く副睾丸は明か

に区別出来 る.精 管に も異常はない 血液像正常,尿

中マイー・一=・一テ ス ト(一),17KS正 常,梅 毒血清反応

強陽性,髄 液 に異常はない.以 上 よ り睾 丸 ゴム腫か も

知れないが,組 織学 的検索 をせんが為に右 睾丸捌除を

行った.睾 丸は重量2009,割 面は灰黄色,充 実性で

出血,壊 死は ない.組 織掌 的にはH・E染 色に よると

睾丸 は殆 ど全部腫瘍組胞 に占め られ,所 々に精細管が

島状 に見 られ るに 止ま り,各 腫瘍細胞 は原形質に乏 し

く核 はやや大小不同を呈 し分裂像が多数見 られ,銀 染

色 に よると嗜銀線維は腫瘍細胞間 に細 か く侵入 して蜂

窩状構造を作 る傾向は見 られない.精 管に沿つて珠 数

様 に腫張 した リyパ 腺は殆ん ど全 く腫瘍細胞で満たさ

れていた.こ の檬 な肉腫檬増殖を示す睾丸腫瘍 として

はTeratoma,Embryonalcarcinomaの 末分fヒと

なっ たもの,叉 未分 化なSeminoma,Leydigcell

tumorも 考へ られ るが病理組織学的に見 ると肉腫 と

す るのが最 も妥 当な所見であった,

15.Zn65に よ る前立腺腫瘍の治療 に就いて

清水圭ぎ ・三矢英輔 ・瀬川昭夫 ・前川 昭 ・票

術 欽(名 大)

亜鉛 の生体 内自然分布の概念拡 大 と前立腺疾患の診

断 と治療に放射性亜鉛使 用の可能性を研究す る為,吾

々は先づ50μcのZn65を 白鼠に静注 し,そ の体 内分

布 状態を探究,更 に血 中濃度 の時間的変化を追究 し,

亜鉛の臓器 と血液濃度の割合を計算 し比較 的多量 に前

立腺に含有 さ れ る事 を認め た.此 の結果 か ら吾々は

50μc～100μcを 前立腺癌或は肥 大症 患者に静注して

治療に応用,現 在 その成果 を検討 申であ る.更 に切除

前立腺標本か らAutoradiographyも 併せ施行した.

16.症 例 追加(1)結 核性袋 状腎の1例(2)腎 被

膜下血腫及び腎性高血圧 を来 した尿管結石の1

例 藤 田幸雄 ・興付哲郎(福 井市藤田病

院)

(1}.23才 女,左 腎腫瘤を主訴.尿 清澄,膀 胱内景正

常なるも右尿管 口移開 し,青 排泄は右17分 で薄 く,左

排泄 な し.ス ギウロソに て右腎は水腫状で,左 腎の描

出な し.別 出腎は7289で 腎実質全 く消失 し,内 容は

白濁 せる505ccの 液 にて満され結核菌 を認む,

②.18才 女,右 側腹痛及び血尿 を主訴.尿 管 カテー

テルは右10cmで つかえ,右 の青 排泄 な く,左 は正

常.レ 線単純にて 右 腎部 に 縦 に長い楕 円形の影を認

め,ス ギウロンでは左 腎孟 豫正常なるも,右 側 では像

描 出な く,腎 の腫大が 目立っ.手 術的に尿管結石を摘

出,そ の際腎被膜下 に約40ccの 血腫 を認めた.術

前152の 血 圧が術後108に 降下 して いる.組 織 隊は腎

炎,間 質の細胞 漫潤,腎 小動脈 の内膜増生を示す.

追 加 楠 隆光(阪 た)

腎部 に 出血 す る際 に非 常 に高 度 な れ ばrenaleApo-

pIexieと な り,極 く僅 少 なれ ば 吸 収 され て し ま う.

そ の 中 間 だ と賢被 膜 下 血 腫 とな り,外 部 な れ ばen-

cystedhematomaと な る訳 で あ る.同 檬 に血 液 の代

りに尿 の場 合 は 多 量 なれ ば 尿 浸 潤 と な り,吸 収 され る

に は 多す ぎる 時 に はperirenalorpararenalcyst

とな る.こ こに 夫 々の 各1例 を追 加 す る.

追 加 杉本雄三 ・平野 巌(大 和高田市

民)

単 腎に発生せ る9×1.5cm,23gの 巨大なる尿管

結 石の1例 を追加 した.詳 細は泌 尿紀要4巻3号 参

照.

17.最 近の尿路結核

(三重大)

多田 茂 ・今 巾千秋

最近1年 間に当科に於て腎摘除術を施行 した26例 の

尿路結核症例に就 て報告 した.26例 中所 謂三大症候を

有す るものは12例46%で,残 り14例中1例 の頻尿を除

い て他は膀胱症状を訴えなかったものである.」血尿 は

4例,尿 個濁 は9例 であ る.膀 胱 に中等 度の潰瘍性 の
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変化を有しながら然も膀胱症状を訴えないものが3例

存在した.叉 興味ある症例として右腎石症の診断の下

に手術しその後各種の検査の結果腎結核の確定した症

例,及 び膀胱腫瘍の疑いで膀胱腫瘍部及び前立腺の試

験切片をとρてみると,膀胱部には結核性又は腫瘍性

の変化をみとめず前立腺切片は定型的結核の像を示

し,精細な検査の結果右腎下極の結核を決定した症例

を報告した.以 上2例 共膀胱の変化は非特異性の変化

であった.

18,腎 結 核 に対 す るPyrazinamaide,1.H.M.S.

併 用 療法,特 に 組 織学 的 所 見 に つ い て 河 崎

屋 三 郎 ・松 本 鎌 一 ・近 小 弥 太 ・小 坂 信生(金

大)

既往 に結核 化学療法を受けていない腎結核の4症 例

を選び,PZA-】ZHMS併 用療法を施行 し,臨 床経過及

び別除腎組織学的所見を観察 した.自 覚症,尿 所見は

1週前後に改善 し姶め,爾 後漸進 的に好転する.尿 中

結核菌陰性化を示す ものもあるが,易lj除腎空洞 内容 よ

り結核菌を検 出し得 る.膀 胱鏡所見に於 て定型 的結核

病変を示すものも2,3週 後 に消失乃至軽快す る.組

織学的には腎病変が軽度で投与 目数が長 い程著 明な治

癒傾向像を示す.従 来のヨ者併用群 との間に優劣 の差

はっけ難 く,又 本療 法に特 異的な組織像を認 め難 い.

長期連用を必要 とす る場合は,肝 障害発生 を考慮 して

投与量 に一考すべ きである.

19.腸 尿撰 を形成 した両 側腎結核例

・山 口武津雄(大 阪市 大)

田村峯雄

10年前 よ り両側結核性腎膿腫の診 断の下 に化学療法

を行つて来た本年25才 の女子 に於て,2年 前 より萎縮

膀胱 とな り,更 に1目10数 回の水檬下痢を来 した。入

院諸検 査の結 果右腎 と十=指 腸 との間 に尿痩 を形成

し,左 腎は閉塞性腎膿腫 であることを知 った.こ の患

者に就 て約2年 聞の腎機能 と血液電解質等 との関連に

就 て述べた.

20.・両腎結核の治療1とついて 稲 田 務 ・仁平
ノ

寛己 ・酒徳治三郎 ・杉山喜 一 ・片村永樹 ・山崎

巌(京 大)

最近,結 核症の一股 的な減少のなかで,両 腎結核の

比率が増加 して来 てい る.わ れわれは,昭 和27年 よ り

32年6月 までの5年 半 に,教 室を訪れた患者について

観察 したが,腎 結核総数の聞で27年 に18.7%で あった

両腎結核が32年 には59.4%に ふえている.

次に・)両腎結核を;・1>1側 腎摘後に発生 した残 腎
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結核,2)初 診時 までに両腎結核のもの,3)そ れの

高度の もの,4)尿 管狭窄,萎 縮膀 胱に よる水腎症に

わけ,そ れぞれの グループで3～4の 症例 をあ げ,化

学療法のみ と,化 学療注 と手術療 法の併 用等,複 雑 な

内容 の治療 にっいてのべ た.

これ らの詳細 にっいては,原 著 で もって,「 泌尿器

科 紀要 」に報告す る.

21.嚢 腫腎に併 発 した腎結核

市大)

後藤 武(名

患者 は43才,女,無 職.検 査の結果左側 腎は結核に

て高度に崩 壊 し右側 腎は尿管狭窄の為水腎を形成,そ

の為一般状態 は不良,腎 摘 出に先立ち先づ右尿管痩術

を施行,全 身 状態好転 した後左腎摘 出術を行 った.摘

出腎は肉眼的には表面 凹凸を記め,割 面 はCysteを

形成 し更に結核病変 で蔽われていた.

22,婦 人科疾患に続発 した腎膿腫の3例 田村

峯雄 ・宮垣信海 ・豊 島 淑(大 阪市 大)

第1例,26才,家 婦.第2回 目妊娠3ケ 月で 中絶の

為子宮掻破術 を受 け,当 科初診時は第3回 目の妊娠で

5ケ 月である,第2例 は41才,家 婦.第3回 目妊娠3

ケ月で中絶 の為子宮掻爬術 を受け,そ の4ケ 月後 に第

4回 目妊娠 を見 て,当 科初診時前4ケ 月に男児 を分娩

してい る.第3例 は31才,家 婦.当 科初診前6ケ 月,

右卵巣膿腫摘 出術 を受け ている.こ の3例 は諸検査の

結果それぞれ腎膿腫 と診断 し,腎 摘出術 を行 った.そ

の病 理所見 よ り原発性膿腫腎 と診断 した.こ の原因に

就ては他に求め得 ないので上記の婦人科手術 に基 くも

の と考 へた.

23.感 染性水腎症 の研究(予 報)

・加藤一也(名 市 大)

岡 直友

感染性 水腎症 の保存的治療法の予後 を左右す る次の

如 き諸 因子 につき目下研究 中.1)上 部尿路の感染菌

について:尿 管 カテーテル法,尿 管穿刺,腎 穿刺に ょ

る濁濁液の培養15例 の結果種々なものを認めたが,症

例 少数にて頻度等にっ き論ずるに至 らず.2)感 染性

水腎症 の概要=上 部尿路 の結石(内4例 珊瑚樹糠 結石

を含む)9例,尿 管圧迫2例,尿 管狭窄(内3例 結核,

先天性 のもの1例)が あった、 術前尿強度潤濁,腎

機能著明に侵 された るも,治 療後 の成績は半数が極め

て良好であった.但 し尿澗濁 は相 当著明 なもの4例 存

す る.3)腎 の 組織学 的所見 にっい て=上 述9例 の変

化強 と思われ る部分の 腎切片 を組織的検査 の結 果間質

の細胞浸潤あ るもの6例 なるも,4例 は病巣性,糸球体
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は萎縮,硝 子 化,細 尿管は全例拡張,上 皮は圧迫,萎

縮,濁 濁変性を認 め,内3例 は諸変 化高 度.'4)腎 機

能 の治療に よる推移;短 時 日にて相 当改善 された.一

見著 明な感染ある水腎症で も,組 織的に炎症像 は病巣

性 の ことが多 く腎の保存療法にて充分 恢復 し得 る.

24.交 叉性腎変位兼 尿管膀胱外開口の!例 相馬

徳三 ・西村幹夫(大 阪府済生会 中津病院)

30才 の女子 幼時か ら定型 的な 尿管 性 尿失 禁があ

り,前 庭部で外尿道 口の右に尿管が開口し,膀 胱鏡 で

右尿管 口を発見 出来ず,色 素排泄も認めず,静 脈 性腎

孟撮影で右腎孟像 が欠如 しているので,某 婦人科医に

右腎 は発育不全で,右 尿管が前庭部 に開 口している と

診断 されたが,尚 詳 し く診察を希望 して来院す 初診

時逆行 性腎孟撮影を行 うと,正 常 な左側腎孟像の下方

で,第 皿か ら第V腰 椎に亘つて爽状 に著 し く拡張 した

腎孟像 と思われる陰影を認め,右 尿管は前庭部 か ら正

中線 を越え て他側 に変位 している交叉性腎変位症 であ

る ことが判明 し,単 純法に よつて左尿管膀胱吻 合術を

施行 した1例 に就 て報告す.尚 本例 は左掴指欠損症 を

合併す

追 加 楠 隆光 ・井上 彦八郎(阪 大)

症例 は20才 の 女子で,約5年 程 前 に突 然発熱 があ

り,そ の後2ケ 月に して排尿 とは無関係 に,外 陰部が

尿に より湿潤する様 になつ て来たので來院 した.静 脈

性腎孟 レ線像,Pneu皿oretroperitoneum及 び手術

所見 よ り略図 スライ ドの如 き所見 を示 した,治 療は異

常開 ロ部尿管を膀胱 内に新移植 したが,発 熱及び尿痩

形成のため,半 腎別除術を施行治癒 せ しめ た.尚 本例

は新 潟大学に於ける症例で小林鴻氏が昭和29年4月 発

行,臨 床皮泌,第8巻,217頁 に報告 している.

25.Retroperitonealencystedhematoma

外 松 茂 太 郎 ・柳 田伍 平(京 府 大 分 院)

f1」○明,2才 男,初 診32年4月30日,即 日入院.4

月27日来,某 病院で貧血 の診断で加療 中,4月29日 に

突然,頻 回の嘔吐,著 明 な腹部膨隆,全 身状態悪化を

来 し,既 存の右側陰嚢 ヘル ニアは腹都膨 隆 と共 に消失

貧血 著明 で腹部は著 明に膨隆,緊 張 しやや硬 いが

D6fenceな く,左 腹部 穿刺 は 腹腔前で 純1血性 の液を

得.後,腹 部膨隆,緊 張 の減少にっれ,次 第 に限局し

かっ硬度を増す波動性小児頭大楕 円形腫瘤 を右腹部に

触知 し,X線 隊も同部に同檬 の陰影あ り腸は全 く左側

に圧排.嚢 腫壁 の厚 さは2～5mm,暗 赤 褐 色 液 約

IOOQccお よび凝血 を入れ,腹 壁,腹 部 大動脈 周囲 と

密 に癒着をみ,こ の部を残 し摘 出した.組 織学的に壁

は幼弱結合織 よ りな り,内 壁に上皮お よび内皮細胞を

見 出さない

26.所 謂特発性腎出血に関す る研究

第4報=自 律 神経 系に関 す る臨床的蓮に実験的

研究 稲 田 務 ・仁平寛 巳(京 大)

特発性腎出血27例 に 自律神経系 の薬理学的検査 を行

っ てVS型10例,S型9例,V型7例,0型1例 の結

果を得,少 数例なが ら自律神経刺 戟剤の探与に よつて

血尿 の誘発或は増 強を来す ものを認 め,遮 断剤の投与

に よつて27例 中止 血4例 ・軽減9例 の結果を得 た・自

律神経 異常 と腎血流 障碍 との 関係が注 目されている

が,吾 々は実験的に家兎 の腎神経 を遮断 して糸球体毛

細管或は間 質毛細 管 の拡張,血 液充満を認め,之 に

adrenalin長 期 投与 に よつ て尿細管変性,聞 質 内出

血 を来 した.又 一側 腎神経 遮断家 兎に腎毒性物質の少

量 を投与す る と,遮 新側に受け る変化が健側 に比 して

甚だ しい ことに より,腎 血流障碍時にはかかる物質に

よって障碍を受 けやす い ことを知つた.

27.精 嚢腺の生物挙的研究

第1報:精 嚢腺の妊孕に及ぼす影響に就て

水口宗男 ・加古 賢(大 阪 医大)

精嚢腺 の機能に就いては生理学的に1)分 泌機能,

2)貯 精作用,3)吸 収機能,4)性 衝動の惹起機能

等の諸 説があるが,現 今未だ充分 に解明せ られ ている

とは云い得 ない状態 にある.著 者 は精嚢腺の妊孕 に及

ぼす影響 に就 て観察 中で あるが,ま ず成熟海狽雄5匹

を無 菌的開腹手術 を施行精嚢腺をその根部に於 て結紮

切除 し,該 雄海狽は精嚢腺摘 出後1ケ 月間厳重に隔離

飼育 し,叉 これ と交 配せ しめる成熟海猴雌5匹 は約1

ケ月前 よ り隔離せ しめたるものを用いた.此 れ と同時

に対照 とす る成熟 海狽雌 雄5匹 を交 配せ しめ,以 て精

嚢腺摘 出の海猿が如何な る妊娠 率を示すや否やを検 し

興味あ る結果を得 た.

28.InterSexに 関吉 る研究(第1報)i墜 染角

質について 児 玉正道(阪 大)

演者 は次の諸細胞核のSexchromatinの 検索を

行 った.1)皮 膚細胞核,2)Buccalsmear,3)血

液中性好性白血球のdrumstick,4)尿 道疎 細胞

核及 び5)骨 髄穿刺 に よる骨髄芽細胞 のS鋸chro-

mosomeの 電子顕微鏡 に よる 検索を 行った.正 常

男子38例,女 子19例 にっき調 査す るに1)で は男 子

1～7%,平 均4%,女 子53～64%,平 均55%・ ・2)
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で は男 子2～17%,平 均5%,女 子 で は52～66%,平

均53%及 び3)で は 女 子 は平 均186ケ の 白」血球 に6ケ

み られ た.

以上 の方 法 でIntersexの 患者 に っ い て調 べ た 所,

1)真 性半 陰陽 で はSexchromatin(一)2)K.lin-

efelter'sSyndromeで はSexchromatin(十)

及 び3)Gonadalagenesisで はSexchromatin

(+)で あ っ た.

質 問 宮崎 重(京 大)

1.SexChromatinの 総 て がSexchromosome

そ の も の のみ に 由来 す る とは 考 え られ な いが,此 の 点

演 者 の御 考 え を伺 いた い.

2.第2例 のKlinefelterSyndrorneのGonado-

trophin値 は 如 何.

3.KlinefelterSyndromeの 時 はSex弓hroma-

tinpositiveな もの であ る と考 えて い ます か.

答 児玉正道(阪 大)

1.SexchromatinはXXのSexchromoso-

meの 凝縮 した もの で あ ろ うと考 え てい る.

2.尿 中Gρnadotrophinは64マ ウ ス子宮 単 位 で

あ つ た.

3.Kli4efelter'sSyndromeのSexchromatin

はpositiveだ け とは考 え てい な い

再 び 宮 崎 重(京 大)

所 謂SexChromatinの 総 て がSexChromoso-

rneそ の もの の み に 由来 す る とは 考 え られ ない.

29.泌 尿器疾患の腎 におけ る水 及び電解質の再吸収

について(予 報)小 田実五 ・雨森 幹

(京府大)

内因性 クレアチニソ ークリアラソス(CcR)か ら近

似 した糸球体濾過値が求められ,更 にその際測定 した

尿中CRと 血申CRと の比(u/p)か ら腎にお ける

水再吸収の状態を知る ことが 出来 る.よ つ て腎結核,

尿路結石症,前 立腺肥 大症等2～3泌 尿器疾患 につ い

てCcR及 びu/pを 測定 した結果 を報告す る.

健康者のC・Rは113・4±11・4・ ¢ で・上記疾患 々

者のあ るものは明 らか に有意 の低値 を示 し,殊 に残腎

結核患者 におい て顕著 であ り,両 側上部尿路結石悪者

及び前立腺肥大症患者が これにっ いで低値 を示 した.

Vorhaldの 稀釈詳験 にお いて,u/pは10前 後で健

康者 と患者 との間に差が認め られなかつおが確縮時に

は有意の津が認 められ奉,よ つ て際縮時のu/pを も
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つて尿細管 の水再吸収能 の示標 としたが,こ れは尿比

重法 よりもよ り直接 的であ り理論的であ ると考え られ

る.健 康者 のu/Pは269±51.1で 上記患 者の中

CcRの 低値 を示す ものはu/pも 亦有意の低値 を示し

た.

以上の事か ら糸球体及び尿細管の機能を トす る臨床

方法 として,一 定 期間脱水状態におかれた際のCcR

及びu/pを 測定す るこ とを強調 したい,

質 問 大村順一(岡 大)

前立腺肥 大症 におけるGFR,u/PRの 低下 をど う

解釈 してお られますか 。又いつ も御 研究 になつ てい る

電解質,こ とにC1,NH4Clと の関係 は如何 ですか.

答 小田売五(京 府大)

電解質の再 吸収については別 の機会に発表するが,

上述の患者群 にお いてNa,C1の 再吸収率ば健康者

群に対 し有意 の差 を示 している.

30.低 茸塩癖候群 岡本重礼 ・河合恒雄 ・栗原

克康(横 浜市大)

腎下垂兼 腎硬化痺 の患者 に術後併弗 した10wsalt

syndromeに つい て述べた.特 に食塩投与前後 に於

ける血漿 中Na及 びC1,NPN,水 分の平 衡 体重 の

変動 につ いて観察 した.

31.BalloonCatheterの 泌 尿 器 科 的応 用 金

沢 稔 ・瀬 川陽 一・・西 川 恵 章(和 歌 山 医大)

私達はBallooncatheterを 作 り,こ れを膀胱鏡

に て尿管に 挿入 して片 腎 機能検査 のため の採尿 をな

し,正 常人に於 いてその クリアランスが通常の尿管 カ

テーテルの場合 の如 くカテPテ ル周 囲 よ りの尿流失な

きため正 当な値 を得,又 病的例に於いてその低下を明

らかに し得 た.他 に このBalloOncatheterを 用い

腎孟,尿 管逆行性撮影に多 々の利 点あるを知 り,排 泄

性 腎孟撮影 の場合に も尿管を内部 よ り圧迫す ることが

可能 である事を確かめ,此 れ等 の レ線像を も同時に供

覧 した.

質 問 仁平寛巳(京 大)

ballooncatheterに よる分離尿 クリアランスにつ

いて=尿 管 カテーテル法 に際 して しぽ しぼ経験する如

く,ballooncatheterに よる採尿 時に血尿が起る こ

とは充分考え られるが,尿 中に血液を混 じることに よ

つ て起 る クリアラソス値 の誤差は無視出来 る範囲内の

ものな りや,
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軽い血尿 に対す るク リア ラyス 値の誤差は無視 出来

るもの と思 う.

32.わ れ われの行 つている前立腺別除術,特 にキシ

ロカイン仙骨庶 酔による前立腺別 除術について

原 口泰彦 ・井 口久男 ・山脇春 夫(北 野病 院)

我 々の所では最近前立腺別除術は全例 キシロカイy

仙骨麻酔で行っている.手 技の容 易 さ(高 年者では腰

麻の困難 な場合が多 い),効 力,副 作 用等の点で腰麻

よ り優れ ているか らであ る.

又 手術方法は恥骨上方式に2～3の 独 自の改良を加

える事 に より最 も容 易に最良 と思 われ る結果を得 てい

る.最 近 の5症 例 は全 例手 術 時聞30分 以内,輸 血量

0～200cc,治 癒期聞10日 以 内であ る,

33。 尿失禁手術治験例(イ).急 迫尿失禁兼膀胱膣痩

兼発育不全腎所属尿管の異 常開 口,(ロ).膀 胱膣

痩,の.尿 道膣痩兼急迫尿失禁 黒田恭一

・和 泉俊 治 ・小坂信生 ・津川竜三(金 大)

(イ).23才家 婦,分 娩後の加腹圧時の部分的尿失 禁及

び膀胱充満時の膣 よりの尿漏洩を主訴 とせ る症例 で,

レ線学的に診断を確定 し,左 側 腎尿管別除術,経 膣的

痩孔閉鎖術並びにMarshall-Marchetti一 耳rantz氏

手術を一次的に施行 し主訴の消失 を認めた.捌 除 腎重

量2.09.

(ロ),45才家婦.膣 上部子宮切断術(子 宮筋腫)後 の

膣 よ りの尿漏洩を主 訴 とし,経 膀胱的閉鎖術に よ り一

次的 に治癒せ しめ得 た.

の.46才 家婦.子 宮 膣脱手術後 の尿失 禁 症 例に対

し,経 膣的痩孔閉鎖術及びMarshall-Marchetti-

Krantz氏 手術を二 次的に施 行 し成功 した.

34.尿 道下裂10例 の治験例 清水圭三 ・佐藤忠

敏 ・吉川康史 ・瀬川昭夫 ・滝 上明良(名 大)

尿道下裂の成形術 には,古 来 よ り,諸 種の術式 が行

われ ているが,最 近,吾 々は10例 に主 としてMay-

Beck氏 法を試みて相当良好 な結果 を得たので症例報

告をす る。

35.尿 路に於け る成形的手術に就いて 金沢

稔 ・瀬川陽一 ・前田行造 ・西川恵章(和 歌山

医大)

尿路に於け る成形的手術の特異性 とそ の手術方 針を

述べ,尿 道狭窄に対 するPull-throughoperation,

多発性前立腺結石 に対す る前 立腺全捌除術に伴 う膀胱

牽 引法 に よる頸部 ・尿道 膜様 部吻 合術 各1例,尿 管膀

胱吻合術6例,廻 腸膀胱形 成術2例,尿 管皮膚移植術

に於 けるUreterpenis形 成術2例,両 側尿管 ・廻

腸 ・膀胱吻合術1例,尿 管端 々吻 合術2例(内1例 は

大静脈後 尿管),腎 孟成形術5例 の経 験を述べ ると共

に各手術 の術式の概略を説明 し,叉 後療 注の忽諸にす

べか らざる事を強調 した,

36.尿 管小腸膀胱吻合術 に依 る尿管膣痩の治験例

清水圭三 ・佐藤忠敏 ・浅井 順 ・吉川康史 ・牛

田隆雄(名 大)

患者 は50才,女 子.子 宮筋腫手術施行後約2ケ 月半

して膣 よ り尿 の不随意的に漏出す るのに気 付き,約2

年後当科を受診,左 側尿 管膣 痩 と診 断.左 腎機能は相

当障碍 されている如 くであるが尿 の漏 出相 当多 く,之

の治療 として尿管小腸膀 胱吻合術 を施行 し全治を見た

例を報告 し,併 せて尿管腔 痕の治療 として腎を極力保

存的に取扱 うべ き事を強 調す.

追 加 楠

(阪大)

隆光 ・井上彦 八郎 ・生駒文彦

1953年 以来,新 潟大学 及び大 阪大学泌尿器科に於い

て行われた尿管 ・小 腸 ・膀胱吻合術 の総 数は11例 で,

うち尿管膣痩7例 である.尿 管膣 痩はすべて子宮全易IJ

除術後 の もので,右 尿管膣 痩3例,左 尿管腔痩2例 及

び両側尿管膣痩2例 であ り,施 行 せる手術は右尿管 ・

小腸 ・膀胱吻合術3例,Foret式 手術3例,Scheele

式手術兼両側 尿管 ・小 腸 ・膀胱吻 合術1例 で,術 後尿

失禁はすべ て完全に治癒 した.

尿管 ・小腸 ・膀 胱吻合術 に よる血液化学 の変動は,

手術侵襲に よると考 えられる もの以外 に病的 なものな

く,退 院時の血液化学は正 常であ り,現 在 までの遠隔

成績は死 亡11例 中2例(18.2%)で,そ の死因は癌疾

患及び腸閉塞が各1例 であった.

37. 臨床 に応用 した各種の人為膀胱設置失敗例の教

訓 原田直彦 ・小 田和 夫 ・福山謙四郎 ・小

山育ご ・飯田保夫 ・塚崎義 人(大 阪市大白羽

外科)

数 年 来,私 ど もは 各 種 の 人為膀 胱 に関 す る実 験 を行

い ・そ の成 績 に 基 づ い て 臨 床 に応 用 て しき た .そ の う

ち失 敗 した 数 例 に つ い て そ の 原 因 を追 求 し,っ ぎの平

凡 で あ るが 貴 重 な 結 論 を えた.

1.尿 痩 は 必 要 で あ る.2.Reservoirよ りCon-

duitが よい3.Ileumbladderよ りRegene-

ratedbladderカ ミよし、,4,Extraperitonealizati一
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011は 必要 であ る.5.Sロbtotalcystectomyは

Totalcystectomyよ り優 秀 で あ る.

以 上の 教 訓1か ら,今 後 の優 秀 な 入為 膀 胱 の 完 成 は

Subtotalcystectomyに よつ て残 され た膀 胱 壁 か ら

の再生 に期 待 した い.

追 加 楠 隆光(阪 大)

私は実験的研究及び臨床例の経験から,膀胱全捌除

術を出来るだけ避けて,膀 胱部分切除術を施行してい

る.そ してこれらの経験から全膀胱別除術と亜全膀胱

別除術とは異ると言う演者の意見に賛成する.

38.糖 尿病患者の泌尿器科的手術

(関西医大)

新谷 浩

51才～74才 の5例 の糖尿病患者 に,膀 胱全別除術,

膀胱部分切除術,前 立 腺別 除術,腎 別 除術を 施行 し

た.血 糖(空 腹時)は110mg/d1～240mg/d1で 各例

食事療7Xと インシュ リy注 射を併用 し,2例 は糖尿を

消失 させ,3例 は軽減 させて手術を行 った.1例 は小

なる痩孔を形成 し,1例 は術後10日 目に肺栓塞にて死

亡 したが他の3例 は手術創 の感染 もな く治癒 した.ア

セ トソ尿が無ければ糖尿は多少あって も手術に悪影響

は無い様 に思われる,1例 術後に急激 に糖尿が増加 し

た症例があった ことは注意すべきであ る.

39。 泌尿器外科手術に於け る出血量 と輸血量に関す

る問題 楠 隆光 ・岩 佐賢二 ・大久保達也

・柏井浩三(阪 大)

1957年6月26目 以降最 近 まで経験せ る泌 尿器 外科手

術83例(腎 別除術23例,腎 部分別 除術5例,膀 胱全別

除術2例,前 立腺別除術14例,前 立腺全別除術4例,

その他20例)に っい て,術 申出 血量及び 輸1血量 を測

定,出 血量は重量法で測定 した.平 均 出血量 の最 も多

かつたのは膀胱全別除術655cc次 いで前 立腺全易1」除

術の429ccで あ り,こ れ らに次いで出血量多 く術 巾輸

血を必要 とする術式は前 立腺別除術,腎 捌除術,膀 胱

部分切除術 等であ る.術 中輸血は,術 申出血量に応 じ

て直ちに行わ るべきであ り,こ の点 より出血量測定は

重量法が簡易で且つ有 用である と考 える.

質 問 仁平寛巳(京 大)

骨盤腔臓器外科 に於いては術後血栓症の発生 が少 く

ない とされ,且 つ高令者に於 ける大 量輸血は この傾向

を助長すると言われ ている.吾 々は最近2年 間に2例

の肺栓塞症に よる死 亡例 を経 験 したので,手 術例につ

いて年令,術 中出血量,輸 血 量その他について調査 し
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たが,死 亡例には一定の傾向を認 めなかつた.

血栓症 の発生 と輸血量 との間に一定 の傾 向を見 られ

ませんで したか.

答 岩佐賢ご(阪 大)

Thromboseは 本年始 め より我教室で1例 経験 した

のみであ り,輸 血量 の多少 と本症の発生につ いては特

別 な関係 は見 出 さなかつた.

質 問 片村永樹(京 大)

出血量 の聞題を論ず るにあたつ ては個体差があ り,

循環血液量 との関連が重要である.こ の点の見 解を う

かが いたい.

答 岩佐賢二(阪 大)

循環 血液流量は5例 に於い て測定,そ の中2例 は術

前及び術中の血流 量を測定 したが,得 られた数 値 と出

血量及び患者に対するBelastungの 問題につ いては

一定 の関連を見出 し難 い.こ れ らの問題 につい ては我

々も更 に症例を加 えて検 討を行 う予定である.

40.精 嚢隣接臓器疾患 にす る精嚢 レ線 撮影法の応用

後藤 薫 ・酒徳治三郎 ・友吉忠 臣(京 大)

泌尿紀要第4巻 第3号 参照.

4L小 胃によ る代 用膀胱の実験的研 究(第3報)

渡辺 克 ・尾関信彦(岐 阜 医大)

前回の総 会に於い て吾 々は実験動物(犬)を 使用 し,

小 胃膀胱造設例を 報告 したが,其 後例数を 重 ねて次

の様 な知見 を得た.即 ち1).小 胃は尿成分の再吸収

少 く,血 液電解質には著変を認 めない.2).小 胃を代

用膀胱 として使 用 しても本来の 胃としての分泌機能に

は大なる影響 なく,組 織 学 的に も著変を 認めない.

3).小 胃か らの酸性 胃液 の分泌は上行感染を防止す る

もの と思われ る,4).尿 管小 胃吻合部に狭 窄 さえ発生

しなけれぽ腎 機能は侵 されず 長期 の生 存が可能 であ

る.5).排 泄性 腎孟撮 影 では 正常 の腎 孟尿管 豫を示

し,又 正常 の腎機 能を示 した.6).蓄 尿可能であ る,

7).手 術後 早期の死 因 として イレウスが認め られ,叉

術後一定期間後の死因 として尿管吻合部狭窄に よる腎

機能障碍が認め られた.8).手 術 々式 も犬 の実験例で

はあ るがそれ程煩雑 ではない 以上の実 験結果 より,

小 胃は代用膀胱 として多 くの利点を有 し,人 間にも充

分適 用し得 るもの と信ず る.尚8粍 映画に よ り本法の

手術 々式を供 覧 した。
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42.レ 線映画による游走腎め上部尿路排尿運動の研

究 清永圭三 ・三矢英 輔 ・須山敬二 ・前川

昭 ・察 彷欽(名 大)

游走腎患者7例11患 側の逆 行性腎孟 レ線像を16ミ リ

フイル ムに収め,これを拡大,一 コマ毎に腎杯,腎 孟,

腎孟尿 管移行 部の収縮 を観察 した.特 に臥位,立 位時

の変化 を比較 した.腎 杯 よ り尿管移行部の連続 した収

縮で見 る と立位で7例 中2例3患 側 に収縮期の短縮著

明で,3例4患 側 は収縮期の延長 を見た.こ の収縮 時

間の延長は尿管の屈曲,或 は游走度 の強い症例 であつ

た.上 腎杯 よ り尿管移行部 までの収縮時間 は臥位で3。

8～11.8秒,立 位2.4～10.4秒,週 期は臥位6.5～17.1

秒,立 位5.3～21.0秒 であつ た.腎 游走に伴 う尿路 内

圧 の変化 と蠕動運動 の変化 と関係があつて,そ の程度

に よ り種々の収縮運動が見 られる もの と思われ る,

43.レ 線映画に よる膀胱排尿運動について 清

水圭三 ・浅井 順 ・牛田隆 唯 ・須山敬二 ・牧 野

昌彦(名 大)

吾々は第44回 総会 に於いて既に正 常膀胱排尿運動 に

つ き報告 したが,今 回は異常膀胱運動につ き映 画を供

覧 ナる.第1例,外 傷性尿道狭窄,勇,排 尿時膀胱頸

部拡張著明であ る.第2例,膀 胱癌,男,左 側壁に浸

潤性に腫瘍が増殖 している為排尿に際 して右側は運動

す るが左側 はあ ま り運 動 しない.第3例,膀 胱 と周 囲

との融着に より異常排尿運動を行える例,女,2年 前

子宮筋 腫にて手術,そ の後膣尿 痩を生ず 木科にて回

膓膀胱吻合術,尿 管 回腸吻 合術 を行つた.排 尿を命ず

る と左側膀胱頂部は運動性が乏 しい 排尿を中止せ し

める と一 「コマ」で横靹に長い膀胱 となる.第4例,

前立腺肥大,男,排 尿困難があ るため膀胱壁ほいろい

ろ運動するが排尿 に長時間 を要す る.手 術後では排尿

を命 ずる と先づ前立腺 のあつた空洞 を満 し,そ の後排

尿 される.第5例,萎 縮膀胱,男.

44.前 立腺腫瘍に対す るHon▼anの 使用経験

大矢全節6山 田瑞 穂 ・西浦 力(国 立京都)

合併症 のため或は絶対 に手術 を肯 んじない高令者の

前立腺腫瘍に対 し,新 化学療法剤Honvanを 使用し

かな り有 効 と思われた,即 ち2例 はか な り有効(20rk

-5000mg以 上使用) ,3例 はほぼ 有効(5本 ～17

本使用)で,3例 は無効(3本 以下使 用)であつた.注

射忙 よ り血清蛋 白の減 少,赤 沈 の促進,肝 臓機能検査

の血清Co反 応 の左方 化を認 めた.副 作用 としては会

陰部 の電撃様感,食 思不振,悪 心,嘔 吐が 比較的多

い,3例 は下肢に浮腫を来た した.副 作 用が甚だしく

て2～3本 が 中止す るに至つ た症例 では貧」血が著朋で

あつた.有 効 と思われる症例 では先ず 自覚症が軽減 さ

れ,次 いで他覚 的に も腫大前立腺 の縮少,境 界の明瞭

化,板 状硬 の弾力性化等 を認 める.手 術 を第一 とする

が,そ れが行 えない場合癌で も肥大症で も10ん30太 注

射(始 め毎 日,漸 次間隔をおいて行 く)を 試みてみ る

必要があ る と思 う.

講 演Prof.H.Drtickrey(Freiburg)




