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泌尿紀要4巻8号

昭和33年8月

学 会 抄 録

第51回 近畿 皮 膚科泌 尿器 科集 談 会

昭和32年6月22日 於 奈良医大

(泌尿器科の部)

特 別 講 演

経尿道的手術 について 伊藤秦二(阪 大)

一 般 講 演

1.放 射線性膀胱炎につい て 大 矢全節 ・山田瑞

穂 ・柳井哲雄 ・西浦 力(国 立京都)

婦人科 で子宮癌手術 後,Radiumあ るいは レソ ト

ゲy後 療法を行ったもので,頻 尿,残 尿感その他 の症

状を訴 えるものがあ り,通 常の膀胱炎 とは異 り,サ ル

フア剤その他 の治療 では治癒 しない.こ の膀胱鏡所見

は一種独特 で底部が浮腫状 に腫脹 してお り,貧 血 性の

ものが多 く,太 い血管が拡張 して見 える.Radiumを

使用 したものでは充血 してい る。これは放射線療法に

よって生 じたもので.こ れを放射線 性膀胱炎 と称 して

よか ろ うと思 う.

2.両 側性 巨大腎水 瘤の1例 飯原啓吾(関 電 外

科)・ 池 田太郎(同 皮泌科)・ 高橋 一雄(同 内科)

17才男,2週 前 より右季肋部痛あ り,初 診時右 肋弓

下4横 指 の腫瘤 を触れ,発 病後5週 には右側 に上前 腸

骨 棘,左 側に膀高に達す る巨大 な腫瘤 を生 じ,排 泄性

腎孟撮影像が両側尿管の殆 ど腰椎像 と重な る内側偏位

以外に諸検査全 く異常を認めない.穿 刺に より嚢腫 を

確認,穿 刺液は尿 でなく炉出液 であ り,片 側 にて1日

量最高2700ccに 達す る14回 の穿刺 を行った.手 術所

見 は腎脂肪嚢消失,腎 を腎門部 迄包含 し,横 隔膜,骨

盤 入口,腰 背筋膜に接す る巨大な後腹膜嚢腫 を両側に

認め,腎 は被膜 を有 し,穿 孔認めず 略正 常大 で あっ

た.左 側獲腫壁一部切除,右 側 は内容吸引のみ で,術

後 穿刺 を反復す る申,急 性化膿性腹膜炎 を合併,同 時

に穿東腋 膿性 とな り持続排液,抗 生物質,輸 血等に よ

り全身状態恢復,術 後2ケ 月排液消失 し,3ケ 月で治

癒す 現在迄1年 再発 なく,術 後8ケ 月の レ線検査 で

尿管の 偏位はない.本 邦 で僅か7例 の 本疾患があ る

が,両 側性は本例 のみ で,大 きさは例外的 であ る.発

生原因は不詳 であるが,先 天的要素が大 である と推察

される。

3.巨 大な陰嚢血 瘤 小田完五 ・中橋弥光(京 府

大)

山 下某,74才,男,商 人.初 診,昭 和33年4月26・

日.家 族歴,既 往 に特別の ことな く,45才 頃 よ り左 陰

嚢が腫脹 し次第 に増大,約30年 間 に成入頭大に達 し,

歩行困難,尿 意頻数,残 尿感を訴えて来院.体 格栄養

中等大,胸 腹部 内景 に異常な く,血 圧180mmHg.左'

陰褒は成人頭大 で周脛56cm,表 面平滑,弾 力性硬,

非透光性,穿 刺液 は チ ヨコレー ト様,睾 丸は 触知ぜ

ず.右 睾丸副睾丸は正 常.尿,血 液所見に異常な く尿

のFriedman反 応 陰性.左 側除畢術 を施行,陰 嚢内容

は,2100ccチ ヨコレー ト様,洗 動性で申に血液凝塊.

を混ず.固 有爽膜は著 しく肥厚 し腓豚状 をな し,睾 丸

副睾丸は圧迫萎縮 に陥ってい る.陰 覆内容は検鏡 的に.

殆ん ど赤血球 の破壊せ るもの許 りで小数の 白血球 を混.

え,コ レステ リγ結晶等はな く叉無菌.陰 嚢壁 を組織

学的 にみ ると固有爽膜が肥厚 し,結 合織 増殖,硝 子様

変性著 しく,血 管周囲に小円形細胞,形 質細胞の浸潤、

が著明で,陳 旧性肉芽性 慢性炎症像を 示 し,石 灰 沈,

着,腫 瘍細胞等 は認め られず,睾 丸副畢丸 は高度に萎

縮 していた.

4.脳 膜炎によ り癸見 した閉 塞性腎結核 田村峯

雄 藤井達郎(大 阪市大皮泌科)渡 辺文一(同 内

科)

昭和32年12月24日 よ り結 咳性脳 膜炎にて 内科 入 院治

療 中の21才 の女子患者 で,本 年3月 腹痛 を訴えた.排

泄性腎孟撮影,膀 胱鏡検査に よつて右 閉塞性腎結 核を'

確認 した.右 腎臓摘 出術に よって脊 髄圧は著明 に改善.

され,全 身症状 も軽快 した.

5.最 近 経験 した婦 人科的手術に よ る尿管損傷症 佛

石原藤太郎 ・倉岡雍男(大 阪逓 信)
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最近約1年 間に経 験 した婦入科 的手術 に よる尿管損

傷5例 を報 告 した.

1)45才.卵 巣嚢腫別除術後無尿 の主訴 にて受診.

術後約40時 聞 目に手術創 を開 き,漏 斗骨盤 靱帯切雛 部

に於ける両側尿管の結紮を解除 し,そ の直上部の左側

尿管切損部を縫 合閉鎖 した,

2)48才.破 壊性胞状 鬼胎 にて膣上部子宮別除術後

乏尿の主訴で受診.術 後約40時 聞 目に手術創を開 き,

子宮動脈交叉部及 びその約5cm上 位 の各2ケ 所 に 於

け る両側尿管の結紮を解除 した,

3)40才.広 汎 性子宮全易11除術後約2週 聞 目よ り生

じた左側尿管膣腰.左 腎カルブyケ ルを併発,該 腎捌

除術 を施行 した.

4)51才,広 汎性子宮全易iJ除術後約2週 闘 目よ り生

じた右側尿管膣痕.右 化膿性 腎炎 を併発,該 腎別除術

を施行 した.

5)52才.広 汎性子宮全易II除術後約1週 間 目より生

じた両側尿管膣痩.右 腎痩術 後Foret氏 両 側尿 管 ・

回腸 ・膀 胱吻合術 を施行 した.

6.泌 尿器科領域 に於 け るUropyridinの 使用経

験 金沢 稔 ・瀬 川陽一(和 歌山医大)

ウロピ リジy(エ ーザイ)を 各種泌尿器科的燥 作並

びに各種尿路疾患に使 用した.投 与は経 口的 に成人 で

は200mg1日3回 で,内 視鏡 その他経尿道的 処置 に

は処置前20～30分 に150～200mg,更 に1～2回2

～3時 聞おきに150～200mg投 与,全 量150～4800mg.

成績 は膀 胱鏡 検査 は12例 に実施,著 効5,有 効7で,

カテテ リスムス19例 では著効0,有 効9,無 効1で,

逆行性腎孟撮影23例 に於ては著効8,有 効12例,や や

有効2例,無 効1例 であっ た.各 種疾患に対 する使 用

成績 は膀胱炎6例 は ウロサイ ダルを併用 したが,5例

に有効,1例 は無効,小 児急性出血 性膀胱炎3例 は何

兼 も有効,血 液所見 では 白血球の軽度減少を見た,そ

の他血圧 下降肝機能検査は正 當で メ トヘ モグロビソ形

成は見 られなかった.

追加 池田太郎(関 電)

大阪北市民病院(中 尾知足,近 藤高夫,出 口利郎)

におけ る使用例5例 お よび関西電力病院(池 田太郎)

におけ る7例 に対 して1日6錠(2錠 ずつ毎食前)内

服せ しめた.そ の成績 を表示す る.排 尿痛,頻 尿,残

尿感等に対 し尿変化軽度,尿 中細薗少なき もの,及 び

膀胱の病的変化僅少なるものに於て有効であつた.
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著 効

膀胱炎

屋離 菌無1・

鍛翻
綴 高度1

膀胱肉柱形成1

Praeleukoplakiel

尿道神経症

前立腺肥大症+1
尿道刺戟 ト

2

有 効

2

1

3

無 効

2

1

1

1

5

不 明i計

26

2

2

1

1

1

1

12

7.泌 尿器科領域 におけ るアゾサ イアジ ンの治験

田村誠一郎 ・田坂純雄i(岡 大)

1)泌 尿器科 感染症 に対 して,ア ゾサ イアジ ソ(1

錠中 サル ファイ ソキサ ゾール250mg,ア ゾ色素剤25

mg)を 使 用した.

2)急 性及び慢性膀胱炎,尿 道炎,そ の他,計14例

中,所 見 及び 自覚症状 に対 して 著 効を 認めた もの

7,有 効3,や や有効3,無 効1の 成績を得 た.特}こ

ア ゾ色素剤配合に よる局所鎮痛作用の点か ら,本 剤は.

急性症 の 自覚症改善 に 有 効で あ る と云 う傾 向を認め

た.

3)作 用 として顕著なものを認めず,尿 は常にア ゾ

色素 のため赤褐色を呈 し,為 に衣類を汚 染す るこ とが

あった.

4)本 剤 の細菌 発育阻止実験成績,血 中濃度,尿 中

濃 測定成績をも併せ発表 した.

8.尿 道 炎患者 よU分 離 した2,3細 菌のSigma-

mycin及 びRondomycinに 対す る感受性実験

山本 弘 ・大島 升 ・山科 昭彦(大 阪逓信)

我 々は今回Sigmamycin(SigM)及 びRondo・

mycin(RondM)の 感受性 実験並びに小数例の臨床

実験を行い,下 記の如き成績 を得た.

1試 験 管 内感 受 性 実 験 成 績

1)淋 菌8株(男 子 尿 道炎 よ り分 離)

SigMo.1～o.2γ/ml,RondMo。1～1.o,Olean-

domycin(OM)0.5～2.0,Tetracycline(TC)

0.03～0.2,0xytetracyclin(TM)0.05～0.5
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2)Gram陽 性球 菌9株(男 子尿 道 炎 よ り分 離7.

対 照 と して黄 ぶ 菌 及P耐 性 黄 ぶ 菌 各1)

SigM1.0～10.<,RondM5.0～5.<,OM5.0

～10.< ,TC及TM5.0～20.<.

3)Gram陽 性 桿 菌3株(男 子 尿 道 炎 よ り 分 離,

Corynebacteriumと 思 わ れ る.)

SigMO.5～5.0,RondM3.0～5.O,OM及TC

ユ.0～5.0,TM3.0～20.0.

4)大 腸菌7株(膀 胱 炎患 者 よ り分 離)

全 株 培 養24時 間 で 実 験最 高 濃 度 迄 発育.

H臨 床 実 験 成 績

1)男 子 尿 道 炎11例 に1日o.9瓦 宛 投 与 し,SigM

群 は 著 効4,有 効4,梢 々効1,RondMは 著 効1,

有 効1で あっ た.

2)膀 胱炎7例 は 凡 て泌 尿 器科 叉 は 婦 入科 的 手術 後

等 に喚 発 され た頑 固 な る症例 でSigMO.9瓦 宛2～

7目 投 与 に て完 全 治 癒1,他 の6例 は 共 に 一 時的 に消

失 した 尿 混濁 が数 日後 再 燃 した.

9.尿 管結石症に対す るCirculetin使 用経験

稲 田 務 ・仁平寛巳 ・日野豪 ・杉山喜一

循環 系ホルモソの平滑筋に対す る抗痙攣作 用に注 目

して,Lazarus(1936)は 之 を尿管結石,尿 管狭窄

等 の治療 に使 用してい るが,吾 々もこれに関 して は先

に報告 している。

今回はCirculetinを 尿管結石症22例 に使用 して,

結石の 自然排 出16例,結 石 の位置不変の為切石術 を行

っ た もの2例,治 療中不参 となって効果不明のもの4

例 の結 果を得た.結 石 の自然排出16例 中,治 療開始 よ

り5日 以内のもの7例,2週 間以内3例,4週 間以 内

3例,数 ケ月後3例 と良好な効 果を認め,自 然排 出 と

結 石の位置及び大 きさ との関係 にっいて論 じた.

叉かか る薬剤の投与が,果 して結石の 自然排出の促

進 に効果があったか どうか とい う問題は議論の多 い点

であ るが,明 か に効果の認め られた症 例を2,3の レ

線 写真を供 覧 して報告 した.

10.女 子に於 ける巨大膀胱結石症例 平松 信夫 ・

長 谷川晃道(大 阪警察)

女子 に於け る巨大 膀胱結石は男子 のそれ よ りも尚一

層 稀有のものであ ります 本邦 に於け る2009以 上の

巨大膀胱結石の症 例は9109をttftに32例 報告 されて

い ますが,そ の巾性別不明の三名を除 く以 外は全 て男

子 で女子のもの として は久留米 髪大北村(32年7月)

の1609の もの位であ ります.吾 々は此度64才 の女子

抄 録

に於いて3459の ものを経験 しましたので報 告 した.

11。 逆行性 腎孟造影剤 と抗生物質添加について

新谷 浩 ・河合裕太郎(関 西医大)

ヨー ドナ トリウム,ウ ロ グラブイy,ハ イペ ツク,

ウロコリソ,ス ギウロ ソ等 の腎孟造影剤 を使 用 した場

合 の腎に於 け る痙痛,盗 流現象等 を詳細 に検討 した結

果,ヨt・一・ドナ トリウムが最 も悪 く,ウ ログラフイソが

最 も優秀で あつた.叉 これ等の造影剤を逆行性腎孟撮

影 に使 用す る場合 の稀釈可能限度に就 いて述 べた,

各種造影剤 に抗生物質を添加 した場 合の沈澱 発生,

菌 の発育,効 力減 退を検討 した結果,Dextromycin

を2.5～5%に 混 入す る事 が適当 と認めた.

質問 大村順一(岡 大)

抗生物質を使用す るに際 して,尿 管 カテーテルの消

毒は如 何に しているか.

質問 石神嚢次(大 坂医大)

我 々も精嚢腺X線 撮影施行 の場合,造 影剤に抗生物

質 を添加用いているが,高 濃度造影剤 の場合は結晶析

出を認めて使 用不能 となる事があ り困ってい る。溶解

度の限界にっいて検 してお られれば うかがいたい.

12.排 泄性 並に逆行性腎孟像の再検討 宮 崎

重 ・山崎 巖 ・友吉忠 臣(京 大)

排泄性 並びに逆行性腎孟 像を相 互に比鮫 検討 し,逆

行 性腎孟撮影 は明瞭 な腎孟の像を得 る為 に診断 上最 も

重要な泌尿器科的検査法の一っであ る事 は論を待たな

いが,時 にスパ スム スその他の入工的 な操 作の為 に生

じた異常 な 像 を生 ずる 場合が あ り,排 泄性腎孟像 の

(特に無 圧迫時 に於け る)優 れてい る点について述べ

た.

尚,尿 管結石や水腫腎に対する逆行性撮影法の欠

点,合 併症の誘発,不 用意に両側性逆行性腎孟撮影を

施行する事の危険にも言及した.

追加 小田完五(京 府大)

甚だしく腎機能の低下した両側性水腎に逆行性腎孟

撮影を行つて,そ の都度尿毒症様症候を呈した症例を

経験している.従 つて高度の腎機能低下が見られる場

合,逆 行性腎孟撮影をも含めて腎孟内薬液注入は慎重

であらねぽならない.

追加 金沢 稔(和 歌山医大)

Ballooncatheterを 用 い て造 影 剤 注 入後(特 発性
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腎出血,水 腎症)の 拾担腎クリアラシスを測定した結

果では尿細管機能の低下を認めた.感 染のない水腎症

の如きも逆行性腎孟撮影により一時的に機能低下を来

たすと考えられる.

追加 大村順一(岡 大)

水 腎症 の場合,こ の定義が問題であるがR.Pを

行 うには,腎 孟粘膜が健常であ り,腎 孟 腎杯の拡張を

伴い,腎 機能 の障碍 されている,叉 は していない 例に

は,演 者の述べ られた ようにR.Pに は気 をっけ る

べきであるこ とに賛成す る.

追加 井上彦八郎(阪 大)

Hydronephrosisが 単純 なものか又 はinfectedの

ものかの区別は腎静脈 カテ㌘テル法に よる除去率 に よ

ってある程度区別 出来 るのではないか と考 える.

大村教授の追加に対する質問 酒徳治三郎(京大)

水 腎症 に対す るR.Pの 際検査後合 併症 に対 して

は腎 自体 の病変 も勿論聞題 にな るが,尿 管 の通 過璋碍

が 主要 な因子の 一っになる と考 えたいが 御教示 を乞

う.

13.無 尿症の数例 加藤晋造 ・黒田政重 ・宮沢

勲'結 縁繁 夫(神 戸 医大)

1)38才 の女子,腎 孟炎の疑いのも とにテォハルソ

4日 間計69服 用せ る所無尿 とな る.保 存的療法が効

を奏 しないので腎被 膜剥離術を行 い奏効 した真性無尿

の1例 であ る.

2)45才 の男子,幽 門癌 にて数 年前 胃腸吻合術 を受

けてい るが,最 近再 発の徴 が見 られたの でコバル ト60

の照射 を15日 間受けた.そ の頃 よ り尿量 が減少,無 尿

となる.開 腹す る と尿管 は腎孟 のす ぐ近 く迄癌性浸潤

が見 られ,狭 窄を来 して無尿 を来 していたので健康部

で切駈 し ゴム管 を連結 し側腹部 の 皮膚へ 痩孔 を作っ

た.

3)緑 内障の手術後晩発性感染を起した54才の男子

に無尿を来し,開 腹すると腎孟尿管移行部に大豆大の

結石が見られ尿酸結石であり,他側も結石が閉塞して

い ると推定 され る.

4)11才 の男子 に オーレオマイ シy14日 聞計1400

mg投 与 した患者に無尿 を来 した が,手術開始間 もな く

シヨック死 したので無尿 の原 因を探究す る事が出来な

かった.

追加 石神裏次(大 阪医大)
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最 近婦人 性器腫瘍の患者2例 の 無尿症 例を 経 験 し

た.此 の2例 で特 異なこ とは尿管 カテr-・テル法 によつ

て何等狭窄部を認 める事な く腎孟迄容易に挿入 出来,

且それ によ り大量の尿の排泄を認めた.腫 瘍 の尿管浸

潤 に よる腎外性無尿の場含は尿管 の狭窄 より尿管蠕動

の消失が 大きな因子 とな るのではないか と考 え る.

追加 井上彦八郎(阪 大)

現在迄28例 の無尿症を経 験 してい るので追加す る.

真性 が11例,仮 性が17例 であ り,治 療成績を見 ると真

性8例,仮 性5例 が死 亡してい る.

追加 片村永樹(京 大)

最 近の5年 間に,わ れわれは,16例 の無尿症 を経験

したが,そ れ は,っ ぎの よ うである 。

腎前性=1例(子 商)

腎性:5例(術 後2例,ダ イアジ ソ無尿,型 ちが い

輸血1例 な ど)

腎後性:9例(結 核性尿管狭 窄3例,尿 管石3例,

子宮摘 出術後2例,先 天性 斧形成に よる水腎1例)

反射性;1例(ル …プ カテ ・一一テル使用後)

これ らの うち,型 ちがい輸血 に よる無尿症 の人工腎

使 用例,経 皮性 トロカール腎壌術等 によ り,治 療 した

例 をのべた.

14.膀 胱外反症及び尿失禁を伴 なう尿道上裂の各1

例 井上彦八郎 。岩佐賢二 ・林威三雄 ・糸井 巳三

(阪大)

先天性膀胱外反症(1才4ケ 月の男子)及 び尿失禁

を有す る尿道上裂(5才 男 子)の 各1例 を経験 し,前

者 に対 しては両側尿管S状 腸吻合術 を,後 者 に対 して

はYoung氏 膀胱頸部成形術 を 施行 し,両 者 とも尿

失禁 より救い得た.

15.精 嚢腺の生 物学的研究(第3報)精 嚢腺の妊孕

に及ぼす影響 石神裏次 ・水 口宗男(大 阪医大)

今 回は精嚢 腺易11出海狽の交配迄6ケ 月以内及び6ケ

月以上 に於 け る受胎力に就 て,遠 隔成績 に興昧あ る所

見を得たので報告す る.精 嚢腺捌 出6ケ 月以内の海狽

7組 は総計20匹 の仔を分 娩 し,同 時 に対照8組 は総計

16匹 を分娩 した,精 嚢腺 別出後,6ケ 月以上の海猿S

組 よ り総計11匹 分 婦 し対照3組 中 より4匹 分娩,1匹

妊娠 申な る成績 を得 た,従 つて,精 嚢腺別出後,交 配

迄6ケ 月以 内のものは勿論,6ヶ 月以上経たものでも

正 常なる交尾慾 を有 し授精 可能 の状態 を維持す る事が

考え られた.こ の事 実は精藝腺分 泌物 のない精液中の
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精子で も受胎は可能 であ り,且 精嚢腺別 出に依つて起

る全身的影響が授精 に決定的因子を与えるものでない

事が 推察 される.尚 易11出後の畢丸Biopsyに は経過

と共に可成 りの変 化を認めその組織:象にっいても述 べ

た.

16.最 近径験 ぜる陰茎癌の1例 と5ケ 年間8例 の統

計的観察 山川 年 ・大浦五郎(大 津 日赤外科)

昭和27年 よ り31年の5ケ 年間1こ手 術せ る陰茎癌8例

にっ き統 計的観察 を試みた.発 生頻 産は,同 期 閉の男

子癌患者の4.3%に 当 り,や や高 率であ る.年 令は,

39～80才 で,平 均58才,や は り中 年以後に好 発す る.

遺 伝的 関係,或 は,性 属との関係 は認め られないが,

肉体労働 者に多い様である.初 発部位は亀頭に最 も多

く,包 茎合 併率に50%に 認め られ,最 も重要 な因子 と

考 えられる.病 理組織 像は1例 の基底細胞癌の他 は全

例扁平上 皮癌 であった.術 後生存年数は,最 高5年

10ケ 月,最 低1年8ケ 月,平 均2年6ケ 月で,生 存率

は75%で あ る.更 に最近経験 した32才 農 夫の陰茎癌,

1例 を追加報告 した.

質問 酒徳治三郎(京 大)

陰茎切断後会陰部尿道 皮膚吻合術の術後 合併庄 とし

て尿道狭 窄,尿 線の変位を認め る場合があるが,そ れ

に対す る処置如 何,

追加 大村順一(岡 大)

Emasculatioに 際 して 畢丸の処理並びに,切 断 せ

る尿道の形成にっいての経験例を述 べた.

■

17.陰 茎癌の1例 巽 砧彦(奈 良医大)

58才,指 圧業.初 診33年4月4日,33年2月 頃膿[羨

分泌 と排尿痛にて某医受診,そ の後3月 下旬 よ り再 び

排尿痛 と陰茎腫脹 を来 し,外 来受診.包 茎に して包皮

腫脹 し右側 には腫瘤に より一部 包皮 穿孔す 包皮内面

と亀頭全般 に 米 位大乃 至栂指 頭大の 腫瘤無数 に 存在

す 鼠径淋巴腺は碗豆大2～3触 知,梅 毒血清反応陰

性.陰 茎切断術及 び淋巴腺廓清術施行.

組織学的 には扁平上 皮癌であ る.

追加 前川正信(阪 大)

我 々の教室 に於いて1年 半の間に6例 を経験 したの

で追加す る.年 令 は28～64才 手術は陰茎の部分 切断

術4例,完 全切断術1例 及び未 手術1例(入 院中)で

あ る.所 属淋巴腺 廓清は全例に施行 した.組 織学的に
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は全 例扁平上 皮癌.淋 巴腺 に癌組織 を認めた もの は1

例,他 は炎症性変化 であった.術 後経過 は4ケ 月 よ り

1年3ケ 月で全 例生存 してい る.但 し尿道 口の狭窄 が

1例,再 発に より治療 中の ものが1例 あ る.包 茎 は全

例 に認 め られた.

18.膀 胱 血管腫の1例 西川恵章(和 歌 山医大)

51才,男,1週 間前 よ りの無症候性血尿 を主 訴 とし

て来院.現 症 は理 学的 に異常を認めず,身 体各 部に母

斑 を 認めない 諸検査 成績は 正常,泌 尿器科的検査

で,尿 は血尿,蛋 白陽 性,赤 血球 中等度陽性.膀 胱鏡

所 見は容 量150cc以 上,膀 胱上壁 やや 左寄 りに,大

豆大;兆紅色,や や隆 起せる腫瘤 を見 るも浸潤は ない.

診断,膀 胱血管腫,1.T.及 び1.Pに て腎機能は

良好.膀 胱部分 切除術施行.組 織学 的診 断は膀 胱粘膜

血管腫 であつた.

19.右 腎膿腫を合併 し右 腎孟 ・尿管の粘膜全面更に

膀胱にも3ケ の娘腫瘍 を生 じた乳頭状癌腫の1例

大 矢全節 ・山田瑞穂(国 立京 都皮泌科)土 屋準之 ・伊

藤直樹(同 外科)

44才 の男子,排 尿障碍の主訴で来院,膀 胱に胡眺大

及び大豆大 の乳蟷状踵瘍 を認めた.腫 瘍 は右尿管 口に

あた り,右 腎孟尿管の造影 は不能 で,膀 胱部分 切除を

行 ったが,尿 管の粘 漠に も乳 醤腫を有 してい るため,

右 腎,尿 管を完全に 別除 した.腎 は膿 撞 とな り,腎

孟,尿 管の全粘 膜:こ乳囁踵 を生 じてお り,組 織学 的に

は扁平上 皮様細 抱に よる乳頭 伏癌 であつた.

追加 金沢 稔(和 歌山医大)

吾 々が経験 した症 例で,尿 管 口か ら乳頭 様腫瘍 が突

出 していて腎孟尿管腫 瘍の診断 のついたもの1例,尿

管腫 瘍の診 断のついたもの2例 で,膀 擁壁 の尿管 口か

らやや 離れた 場所 に乳頭腫があっ て 尿管腫瘍 を 見逃

し,手 術の際初め てそ うであ る事を知つたもの も1例

あった.其 他の尿管腫 瘍の2例 と,腎 孟尿管乳頭腫の

1例 ほ尿管撮影 に より診 断を下 し得 たが,特 にカテ臼

テル挿入不能の時 な どBallooncatheterを 用い て尿

管撮 影を行 うと明瞭な像を得 る事 が出来る.腎 孟尿管

腫瘍及 び尿管腫瘍で,腎 尿管全 捌除に膀胱部分 切除を

併用 した もの3例,腎 尿管別除3例,Co60療 法1例

であるが,腎 尿管全別 十膀胱部分切除 十Co60療 法の

1例 のみが術後2年 目健在,其 他4年 目死 亡し,其他は

何 れも1年 半 以内に死 亡 してい る.生 存例 はベ ンチヂ

ンによる尿管腫瘍例 であるが1949年 のMtillerの 例

に次 ぐ症例 であ る.
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20.下 部尿管周囲炎による腎水腫 にっいて 森

昭 ・吉田秀攻 ・山本 治 ・岡田令一(大 阪医大)

会

下都尿管 周囲炎に よる 腎水腫 の2例 について 述べ

た.第1例 は虫垂炎兼子宮膀 胱窩膿瘍が右側尿管周囲

に波及 し,右 腎水腫を きた した18才 の女子例.第2例

は前立腺炎1こよる両側尿管周甥炎で,両 側腎水腫を ぎ

た した28才 男 子例である.下 部 泌呆性 器の炎 症は屡 々

近接の尿管周囲に波及 し,尿 管周翠炎を惹 坦し,同 時

に腎水腫をも併発す るが,こ の場合限 笥性の狭窄ば認

め られず,尿 管 カテーテルは通 常容易 に腎孟 まで挿 入

し得る ことが 多い 尿管周囲の炎 症1こよる尿管の蠕動

減少ヵ籍 水腫 をきたす一因 となるもの と考 え度い.

21.神 経芽細胞腫 の2例 後 蕩 薫 ・大森 孝郊 ・

片村永樹(京 大)

1)3才7月 の 一♂,ロ イマ様 四肢痛,腰 痛があ り,

腹部に 腫瘤 をふれ る.腎 孟撮影で,腎 孟像 は 正常だ

が,腎,尿 管 は側方へ圧排 されている.手 術,剖 検 に

よつて,腫 瘍 お よび全 身への転移を検討 したが,組 織

学的には,交 感神経産生細胞 と交感神経芽細胞腫の混

合型であ る.

2)3才3ヵ 月の ε,歩 行 樟碍,眼 球突 出お よび復

部腫瘤で,頭 蓋への 転移 は 著 明であ る.組 織学的 に

は,お な じょうに,純 型ではないX線 照射 と,転 膨

へのP32注 入をお こなっ てい る.

以上の症例を中心に,こ の神経芽細胞腫の位置 と,

発 腐平均 年令,転 移の問題,腹 部腫 瘍の双へ きであ る

Wilms腫 瘍 との鑑別にっいてのべた.

追加 俣藤秦二(阪 大)

40才,妊 娠6ケ 月 め女 子,5日 間 に 亘 る血 尿 を 唯 一

の 訴 え と して 来院,逆 行 性 腎孟 レ線 際 で明 瞭 な陰 影 欠

損 を認 め た.腎 孟 腫瘍 の診 断 で,妊 娠 申 で はあ つ た が

尿 管 を も下方 まで 含め て 腎易ISを施 行 した.2.5×L2×

0.2cmの 腫 瘍 の 腎 孟 壁 か らの 突 出を み た.ヘ マ トキ

シ リン 染 色,Thionin染 色,Bielschowsky氏 染 色

でganglioneuromで あ る こ とが 判 明 した

本例 にっ い そ は既 に高 柳 十 四 男 と ともにActaMed,

etBio1.,2=391,1954に 報 告 した もの で あ る.

22.特 異な る所見を示 した腎腫瘍の2例 大江昭

三 。白井茂樹 ・糸井荘 三 。柏井 浩三(阪 大)

第1例,64才 男子,腎 周 囲及 び弩茎部に大 した変 化

が認め られないに も拘わ らず,既 に腎動脈にtumor

thrombusの 存在 し ていた事 と,レ 線的に 石灰 沈着

抄 録 477

を証明 し得 た事 が特 異であ る.

第2例,62才 男子,レ 線1象及び手 術所 見で腎孟腫瘍

を思わ せる様 な所見を呈 したが,捌 除票 本に より腎実

質腫瘍か ら,腎 孟及び泉管上部に及んだ有茎伏の腫膓

塊例で レ線的に特 異である.

追加 酒徳治三祁(京 大)

腎腫 瘍で静脈内腫 瘍 隆塞を来 した 例は,我 々の 致室

で先 年加藤劫 致授が外科の領域に報告 してい る.

23.グ ラビイッツ腫 瘍の1例 巽 砧 彦(奈良医大)

61才 男子,初 診33.1.27,1月20H突 然窟庵発作と

血尿を来 しその後血尿,排 尿 廣,尿 意頻数待続す 左

腎触 知し,膀 洗鏡釣iこは左 尿管 口より出血を認め,又

腎 孟罎 影では左督孟象不明瞭上都 陰影欠損を認む.肺

そ の他に転 多豫は認 めず 易1咄漂本 は腎 孟上都に有脛

約5cmの ほぼ 円膨の腫密を認めた.組 織 学:約には細

胞 は比 咬的 大き「く,透 羽な原 彩質 を有し,ほ ぼ円形 で

排列 は不規 則であ る.核 は大小不 司,不 整 彩,濃 褒踵

々である.又 腺腔を 作る傾向はない

24.胃 癌 転移による績発性膀胱腫 瘍 小田完五

(京府 大皮泌科)・ 原田 稔(同 第1外 科)

藤田 某,43才,男.血 尿を主訴 とし昭 和32年11月19

日初診.昭 和31年1月 吐血を来 し胃切 除術,翌32年

11月再手術を受け 胃癌(腺 癌)と 決 定.術 褒第8目 目

血尿 を訴 え膀 胱鏡的に膀 挽頂都に栂 脂頭 大半球 伏の膨

隆 を認 め,申 央に小出血 巣ある他粘 漠は正 常.腫 瘍を

含め膀 挑部分 切除を行 う.術 陵70日 目死 亡 剖検に よ

り胃,膵 頭,胆 嚢,横 行結腸,腸 聞膜 限部,直 蝪,膀

胱,ド グラス腔,腹 膜,淋 ヨ腺等に腫瘍の浸潤 を認め

た.胃 及 び膀胱におけ る腫 瘍は組織 学的 に腺様構造 を

呈す る 腫瘍細 胞か らなる 核の大小,染 色不同,異 型

性,核 分裂 激がみられ ムチンの分泌 は軽度に証 明せ ら

れた 。

追加 大村順一(岡 大)

Coecumよ り進 展 した 膀胱 の局恨性の 腺癌 男 子症

例 と卵 巣 より転 修せ る膀 洗癌女子症 例にっいて追 加 し

た.

25.全 摘後 早期 に再発 した膀胱癌剖検例 田 吋峯

雄 ・藤井 達郎(大 阪市大)

77才,女 子 で高斐の血尿を主訴 として入院,諸 踵検

索の結 果傍撮癌 と診断 した,昭 和32年8月29日 膀 洗全

別 出術 を施行 し腹壁 に尿管 屡を設 置 したが,術 後95目
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目全 身衰 弱,悪 液質,皮 膚への癌転移を来 し,遂 に死

亡した.病 理解剖所 見 として骨盤腔,後 腹膜淋巴腺右

卵 巣,卵 管への癌性 浸潤 を認めた.詳 細 は原著 に発表

予定.

26.前 立腺癌の臨床 大村順一 ・古堀寛明(岡 大)

昭和30～32年 の入院前 立腺癌38例 を冶療 を中心に臨

床像を報告 した.除 睾術,女 性 ホルモy療 法,副 腎皮

質 ホル モソ療法,全 摘 出術,経 膀胱P32注 入等 を施

行 した症例の経過並 に治療成績 を血液 化学的変動,レ

線 像 と共 に述べ る.

質問 仁平寛巳(京 大)

前立腺癌の 手術 不能例 に対 してP32の 注入を行 つ

てお られ るよ うですが,P23は 如何 なる 形の もの を

御使用になつ てい ますか.単 な る溶液では組織 に留 ま

る時間が短か く,従 って作用時間が甚 だ短 かい と考 え

ますが如何で しようか.

追加 宮崎 重(京 大)

手術不能の前立腺癌 に対す る組織 内アイ ソ トープ注

入法は将 来一っの有力な治療 法 となるであ ろ う 注入

液 としては矢張 りコロイ ド溶液の方が優れている事は

論 を侯たない と思 うが,其 の場合 もrnultipleinjec-

tionを 行 っても,尚 且つ総ての癌細胞 を完全 に破壊す

る事 は難か しく,我 々の場合はAulgsの コロイ ド液 に

ヒアルウロニダPゼ,ア ドレナ リンを添加 したが癌を

根治する事は困難な例 が少な くな く,一 時軽快 してい

ても再発を見 る場 合が少 くななかっ た.ア イ ソトー プ

の癌組織 内注 入法は,注 入溶液 の充分 なdistribution

とい う点で将来更に考慮の余地が多い様に思われる.

27.男 子性機能 障碍者の前立腺生検像について

稲田 務 ・酒徳治三郎 ・申川清秀 ・足立 明(京 大)

Silverman針 によって 男子性機能障碍者(男 子不

妊症12例,類 宙官症1例,陰 萎1例,早 漏1例)計15

例に対 して会陰部生検法を実施 した.本 法にっいてそ

の手技等をのべ る と共 に前立腺組織 像について検 討を

加 えた.

28.前 立腺の組織培養学的研究 石神 嚢次 ・高木

峻徳 ・加 古 賢 ・長久謹三 ・中野順道(大 阪医大)

抄 録

男子泌尿性器系の組織培養学的研究の一っ として前

立腺組織の組織培養 を行った.先 づ海猿,家 兎,犬 の

正常前立腺に就て培養 し,更 に前立腺 癌患者の組織に

就て も検索を行つた.カ レル ビン及び高木考案の強拡

大検索可能の培養 器に採取組織 の切 片を鶏血 清 によ り

添附 し,鶏 胎抽 出液 によ り固定,発 育促進物質 として

は人血清 と生理的食塩水等量混合液 に9日 目鶏胎抽 出

液 を10%添 加 した もの を用いた.各 動物の正常前立腺

組織 では培養後12時 間 目頃 よ り上皮細胞の分裂 を認め

24～48時 間に尤 も盛ん とな る.精 爽腺睾丸組織の体外

培養 に比 して繊維芽細胞の発育は殆 ど認め られず専 ら

上皮性の細胞の分裂 のみ認 め得 た.此 は前 立腺分 泌液

中 に多量存在す るFibrinolysinに よるもの と思われ

る.前 立腺癌 に於 ては発育状 態は明 らか に特 異的 であ

り,一 部細胞 の発芽様分裂,有 糸分裂 際を認め得 た.

29.乳 児睾丸腫瘍の1例 西村幹夫 ・小川益弘

(大阪済生会 中津)

症例.9ケ 月 の男子,初 診 は昭和33年3月10日.満

期安産.陰 部外傷の既往はない.生 後4ケ 月 目頃に左

畢丸の無痛性腫脹を母親が発見す この左 畢丸腫脹は

徐 々に肥大す る傾向があ り来院.現 症:体 格申等 大,

栄養 佳良で発育良好 左 陰褒皮膚は緊張 し搬は消失,

触診す ると畢丸 は超鶏卵大,硬 化す,陰 嚢皮膚 との癒

着はな く,圧 痛 もない.左 側 睾丸腫 瘍 と臨床 診断 し,

3月12日 入院の上局麻 の下 に高位除睾術 を施行す .捌

出標本=大 きさ,3.0×3.5×5.Ocm,31瓦 であ る,

割面は帯 黄灰 白色,等 質性髄 様で,正 常睾丸組織 らし

い部分は全 くない 副睾丸 精 管には異常な し,組 織

学的所見:大 小様 々の腺 腔を有す る腺 様構造 を形成 し

ていて,腫 瘍細胞 は腺腔 に接 してほぼ一層 に排列 して

い る・細胞 はほぼ方形 であつ て,細 胞体は比較的明 る

く,繊 細 な壁に よつて相接 してい る.細 胞核は円乃至

楕円形,大 小不 同,核 染質に寓む.間 質は一般に疎,

結 合線維 は乏 しく胎生期 聞質 と類似 してい る.絨 毛上

皮性要素や ゼ ミノーム様細胞は認めな い,以 上の所見

に より胎 生性癌 と診断 し得 た.術 後の経過は順調 で,

除睾術 陵5日 目に退院す 尚X線 深部治療は患者の都

合に より未施行 であ る,




