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〔泌購 鼎 号〕

学 会 記 事

第1回 日本泌尿器科学会関西地方会

昭 和33年9月:20日(土)午 後 於 京 都 駅 前 ス テ ー シ ヨ ン ホ テ ノレ

演 題

L5.rnethy1・3-Sulfanilamidoisooxazoleの 尿路

感染症 に対す る治 験 小田 完五 ・六車 勇二

(京肩 医大)

2.T」horium製 造 影剤に よる障碍 について 仁

平寛巳 喝酒徳治三郎 ・杉山喜一(京 大)

3.畢 丸類皮嚢腫 の1例 加古賢(大 阪医大)

4.尿 膜管腫瘍の2例 岩佐賢 ・林威三雄 ・生駒

文彦 ・糸井壮三(阪 大)

5.良 性膀胱腫瘍の2例 杉村 克治(奈 良医大)

・新海圭一(日 生)

6.人 体癌のHeterotransplantationに ついて

加藤篤二 心鈴木正貢 ・金原文 夫(広 大)

7,2～3の 前立腺肥大症 合併症例 新海圭一 ・

小形和太郎 ・佐 々木茂 ・岡島英五郎(目 生)

8.脊 髄膀胱 に於 ける陰茎陰嚢移行部尿道 痩にっい

て 石原藤太郎 ・倉 岡雍i男(大 阪逓 信)・ 妻

鹿利和(関 西労災整形外科)

9.尿 管結石を伴った尿管 炎症性腫瘍 の1例 金

沢稔 ・西川恵章(和 歌 山医大)

10,尿 道憩室結石の1例 林 威三雄 ・下江庄司 ・

江里 口渉(阪 大)

11.腎 外傷2題 瀬 川陽一(和 歌 山医大)

12.膀 胱粘膜移植に よる人為膀胱の機能 原田直

彦 ・谷村守彦 ・門脇宏 ・丸井 富士哉 ・橋間健一

(太阪市大第2外 科)

13.遊 離 された膀胱 の運命 成川康夫 。富沢新太

郎 ・饗 庭隆(大 阪市 大第2外 科)

14.尿 管S状 腸吻含術 におけ る姉妹 尿管皮膚痩設 置

の意義にっ いて 小田完 五(京 周 医大)

15.泌 尿器疾患 と循環 器障害 の相関 につい て 百

瀬俊郎 ・石沢靖之(九 大)

16.腹 筋敏損症の1例 稲 田務 ・片村永樹(京 大)

17,両 側完全重複腎孟兼両側完全重複尿管 に発せ る

線維素尿の1例 杉村克治(奈 良医大)

18.劣 腎孟 嚢腫及 び腎孟性腎嚢腫 の各1例 井上

彦八郎 ・白井茂樹 ・大久保達也(阪 大)

ユ9.Craniopharyngiomaを 伴える 脂肪性 器症候

群 の1例 森昭 ・山本治(大 阪医大)

20.造 精機能 に及ぼす因子 の実験的研究 加藤篤

ご ・三浦高 ・碓井博(広 大)

外 遊 談 阪大教授 楠 隆光

8ミ リ天然色膀胱映画供覧 清水圭三(名 大)

学術映画供覧 血液銀行と保存血液

ツドバソク提供

日本 ブ ラ

◇

学会の運営方 針に関す る相 談会 を開 き,下 記の如 き

事項を決定 しま した.

1)学 会 の名称=目 本泌尿器 科学会関西地方会.

2)学 会の開催:年4回,原 則 として2月,5月,

9月 及び12月 の適当な土曜 目の午後に開催す る.但 し

4回 の中2・回は京都大学 と大阪 大学が各1回,他 の2

回は関西地区の各大学,綜 合病 院等が順次当番 となっ

で開催する.

3)学 会 の事務:演 題募集,プ ログラム作製及び発

送,会 計等 の事務は京都大学 と大阪 大学が交代で之 を

行 う

4)学 会 の会計;会 員 より会費を 徴収 し,之 を通

信,事 務等の費用に当てる.会 費は年200円 とする.

5)抄 録の掲載=学 会 に於け る演説抄録は 日本泌尿

器科掌会雑誌に掲載す る.

以 上

なお次回は11月29日 に和歌山医大に於て開催す る予

定であ りまして,学 会当 日会場 に於て会費を納 めてい

ただ くヒ とにな りました.




