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編'集 後 記

過 日6月 初旬広島の 日本小児外科学会に出席 した.泌 尿器部門での出題は広大,九 大,久 大,

京都府立,東 京医科歯科大 の5大 学に過 ぎず,そ のほ とんどは外科系で,先 天異常(水 腎),尿

膜 管腫瘍,腎 変位,ウ イルムス腫瘍,神 経芽細胞腫等が報告 され,次 ぎの後腹膜腫瘍部門では京

都府立外科 の19例,大 市大外科の16例,岩 手大外科の神経芽細胞腫2例(主 に カテコールア ミソ

値 について),名 市大外科の交感系腫瘍15例,慶 大外科のガソグ リオ ノイ ローム1例,阪 大泌尿

器科の褐 色細胞腫等で,一 般腹部腫瘍 部門では千大外科のウイル ムス腫8例,千 大小児科の ウイ

ルムス腫15例,弘 大外科の ウイルムス腫5例 等で,主 に ウイル ムス腫,神 経芽細胞腫を中心に診

断 と治療特に手術につい て慎重に論ぜ られた,小 児腹部腫瘍はわれわれ泌尿器科に とって重要課

題であるが,主 に外科方面 よ り多数症例が報告 され ている現状は如何 ともしがたい.泌 尿器科関

係者は もっと小児科 と連繋を とって積 極的に この分野に進 出奮起すべき ことが痛感 された.

さて本 月号の随筆には婦人科の山田先生を煩わ した.貴 重な懐古 談で後輩 の傾聴すべ き点が少

くない.な お最近は治験例の論文が山積 したため本 月号に これ らを一括掲載す ることとした.

日本泌尿器科学会雑誌,皮 と泌は勿 論のこと,臨 床 泌尿器科が早 くも6号 を迎え,内 容 も充実

して編集 同人 も 張 りぎってお られ る.本 誌 も 逐次頑 張って遅れを とらぬ よう努 力を したい と思

う.(昭 和42年6月)
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