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雑 纂
~ ，， -~~ ・＇，叩》叫ザ、，、崎ザ、，、，、，、，v、，、一

第；見回日本外科挙合総合傍聴記

評議員曾 同
A三

モw
t去を 子

ng和8年3月31日！I".尚 ifl.11＇カラ京都Lネテ Jレ寸デ開カレタ。 /I＇，席ノ資 ；怖アノレ者ハ (1）名春曾iL 

12）名付曾1と（コ ／ 様ナ x·ガア Jレカ 1！！~キカ知ラヌ Jゲ）, (3）白ニ合i三タリシ者，而シテ（.＋）評

議員デアルデアロウガ，集ツタ所ヲ見ルト寅ニ多人数デアル。コレハ『3.ffo制タテ枕席シタ

評議iiハ.11-:.Jサセラレル』トイフ評判デアJレカ 7.ソレデ一生懸命ニIH席 スJレモ ノト推察サ

レJレ。併シ貨j?，ふ’F；~.iQニ参興ス Jレ人ハ少数デアノL ，マタ ソレテ ヨ f ノ デア ル。クレドモ中エ

ハ乙 lJt£ ノ地問者ノ耐前ヲモ’｜可i ラス．ニ恐ニモツカヌ政~＿；·ヲ ス Jレ者モア Jレ。此ノ 政ナ人ノ、聴fHl

者ヵタクレパtイ科， t'Jぷェナツア Worlspiclヲヤ ツタリ ，冷汗ノ／＋＇， Jレ様ナ所謂 ¥Vitzeヲ

]I~ シタリ， 7 タ長々ト ！2＇ ナ事ヲ~ぺ牛耳ヲ J.f又ツタツモリ カイロJJカデf'J,Q；カルモ ノデア Jレ。

此／評議員曾デ今度新シイ試ミ グ ト思ツタ王Iiハ明年 ノ宿題ノ 7象選んμ：デア ツタ。自Iiチ曾

長カi"fili以テ曾fiEドカ ラ 1.ljj年ノ府組 ト シテ t[i（~j~ ヒ ン ト欲ス ル題目 ト報作者ノ姓名 ト ヲ曾長？

デ中込7 セテ置イテ，ソレヲ評議員曾ノ席上テ披時シテ， ソ Ir[ctカラ油首ナモノヲWI；議li

舎でヲシテ後遺セ シメJレト fフ仕組ミデアル。此ノ：如均一シア曾長ノ子許ニ＊タトシテ披i霧

島サレタモノハ次ノ3題デアツタ。

1. 念性化j雌性腹膜炎諸症欣ノ コ~態及ピソレニ＿－，·，：脚ス Jレ治Hi JJ°~I· 

京 都府 大外科教 授 附

ゴ． 急性腹膜炎

3. 特設脱痕ノ非制血性掠法

名古屋院大外科助教授－

新向留大外科教授
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（次第不悶街l免）

此巾 デfゴ）ハ婿肱教授カラ推薦シテ＊タモノデアル。 (1）ト（3) トハl’l分自身カラ堂々 ト

？古来リ H'1タモ ノデ．自信ノ.rnモ推察サレJレガ教授タ ル／＇；ハ無 論カクアルペキ テアルoMイ』

助教夜ノ分ハ白信カアツタニシテモ，自分自身カラテナ クテ．川波紋托カラ推）＇／！..＼ シテク｜主主

事ハ：；tt:夕、‘｝己シイ。

所デql田教授カ ラノ『1~込ミ ク・クハ， L~i"f溜「デモヨ f 或ハ」特別~i'ifoi（＇ デモヨ f ，ト イフ事デ

アJレ。

此底 デ端7氏クモ 1ツlfki主カ7

fフモノノ、や1J壬／テ、ア Jレカ，曾li カ－自ラ準ンデ特別討与it~ ト銘Jrツタモノヲ 1,：$ シ テモヨイカ
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？タ或ハ何人ガ特別誹演者ヲ決メルカ』 トイフコトデアル。

抑モ外科墜曾ノ演説ノ種類トシテハ曾長ガスレパ貫長埋設，曾員ハ普通ノ演説カ或ハ宿

題ヲ携堂シタ場合ニハ賓塑連事ミカノ 3種類デアツテ，ソレ以外ニ曾員カ、特別講演ヲスルト

fフ規定ハ無ィ。

特別講演ト fフノハ曾員外ノ人ニ，外科書算ソレ自身ニ直接関係ハ無fカ、併シ外科醤カヲ：fl

ツテ居ツテモ走支へノ；無ィ：事項，例へバ外科ニ閥ス Jレ枇曾問題トカ，外科醤業トカ，法律

ニ闘スル問題トカ，醤事史乃寸iハ醤者ニ閥ス Jレ昔噺トカ／類ヲ演説シア貰フ揚合ニ 17コ

ソレヲコソ喧号l!i:_（外科皐ノ進歩トハ也接闘係ノカ！げ横道カラ/JIテ来タ特別ノ）前理

トfフノテアツテ， 外科研ノ進歩ニ貢献スJレ鴻ノ外科・事曾fiノ特別ノ研究ニ成Jレ午、明ljノ

トデ，

1買｛直ノアル， 印チ水平線ヲ造カニ突破シテ秀デテ居；i-t.'fJ}ljノ講演ト fフ意味ニ誤解サレ易

f紘ナ『特別講演』ト fフモノハ外科事曾デハ認メヌガヨ fトノ説ヲ評議員； ri1カラ IHス人

カ、、アツタ。

モシモコノ様ナ志味デ特別講演ト fフモノプサセルナヨパ，街題報告者トナルヨリハ，

特別講演者トナツ夕方ガ世俗的ニハ希望者ガ、多クナルデアロク。~題ヲ定メ Jレノテサヘモ

評議H曾デハ相官；ニ骨カナ！？レ｝l-ノニ， ソノ上ニ曾員ノ特別講演ヲ定メルナドハトテモ出来

ヌコトグアノレ。

ソレデ結局，W" 1~曾l\ ノス ｝！－演説ハ宿題報告ヵ， ソレデナタレハ普－通ノ演説デア Jレ。此ノ

2種ノ演説以外ニ特別講演ト銘ヲ打ツタモノハイ了一夜セシメナ f』 トイフコトニ ~:Jt シタ a

共代リニし自分ノ演説ニハ少々演説時間ヲ多ク興へテlマサ f寸ト雨i以テ曾長へ巾込ンデ，

曾長ガヨシト認メ Jレナラバソレニ普通以 I：：；時間ヲ興へ．夫ヲ何分間ト規定シア皐曾しブ．

ロクJ ラムつニ印刷ス Jレコトニ定7 ツタ。

コレニモ多少ノ弊害カ1宇ヒ特ノレカコ併シ特別U:'f；：；，広味テj静j寅ヲ許スヨリハ宜シ f。

曾員 J/tift.ltヲ2種ニ匝別シテ大演説・小演説ナドノ銘ヲツタテ護衣サセ Jレノサへ『事術』ヲ.th

鹿ニシタ仕方デアルト気ノ着4タ以上，特別上等ノ講演ナリトカ特別ニ奨蹴ヲ’乏クタ講演

ナリトカノ：考へヲ起サセル様ナ表現ハa堅曾トシテハ慎マキハナル 7 1 0 今度ソレガ巧慮サ

レテ宿題以外ニ特別（ I::等ノ）誹t1r[トfフモノガ出来ヌ事ニナツタノハ製曾ヲ指導ス Jレ人々

J Jij；む；ノ程ガ察セラレル。尤モ曾H'Iトノ人ニ，或ハ曾員デアツテモ外科事ノ進歩ト直接何

'・f；；ノ開係ノ無ィ；意味ニ於九 7 タ専門的緊張ヲ綬平日スノレ Intermezzo ノ意味ニ於テ，特別

（屑ノ i姪ラヌ）講演ヲ依頼スルコトハ今後モアツテ然Jレペキ汗 f事デアル。以上デ Lf:I本外

科事曾ニ於クル特別講演寸ナルモノガ定義ヅクラレタ諜デア Jレ。

此ノキ；臼経過デ中田教授ノ演l題ノ、し特別講演寸ト fフペキデハJHHトfフ事ニナツタ。中

田教授モマタ強イテソレヲ主張サレス〉．演説時間サへ多少タップリ興ヘラレルナヨパソ
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レデヨ f。特別講演トシナクテモ，宿題トシナクテモヨ 4トノ：事デ頗Jレl明朗建徹テアツタ。

共人柄／床シサガ忍バレタ。員個ニ俳人ラシイ仕方・デアル。

ソレデ結局明年／宿題ハ『念性腹膜炎』ト 4フ題テ横田教授ト河行助教授トニ御願ヒス Jレ

コトニ議選サレタ。

今回ハ宿題ノ申込数ガ少クEツ偶然ニモ同様ノ Lテー...l デアツタカラ，議選ニイ1iJ等ノ

面倒モ無カツタガ，モシモ申込教ガ多ク．且ツ種々ナルLテー..，..，，:r・アルト シタナ ラパ，如

何ニ スペキ デアルカ。ドウ シテ モ評議員曾ニ於テソレヲ投票デ採決スルヨリ他ニ道カ‘見出

ダセヌデアロウ。ソコデ評議Ii ガ『一生懸命ニ出席スル』ト f フ事ガハジメテ意義ヲ~スデ

アロワ。ソコデ 7 タ『評議員ヲ精選スル』必要モ超Jレデアロク。理相カラ rjJセパ各大製専門

事校等教壊ノ人ヲ漏レ無ク入レタ fモノデアル。

？タ投票ノ参考トスル嬬ニ宿題申込者ヲシテ評議llノ閥的エ於テ」報告セントスJレ事項1

ヤL研究セント欲スル事柄つヲ説明サセJレコトモ必要トナノレデア ロワ。自信ノアJレ研究者ガ

5人モIi人モ交々立ツテ宿題報告ノ過去・現在・未来ヲ蓮ベア，評議員曾ヲシテ探探ニ迷ハシ

ムトイフ松ナ光l；~ ヲ呈ス Jレ 7 デニハ， 7 ダ？グ年数ヲ安ス Jレ デアロクガ，斯道ノ準歩ノ民

ニハ斯クノ ：如クナ Jレコト ヲ希望スル吠第デアJレ。

本年ノ製曾デノ ｛iJ；シキ試 ミハ？ダアノレ。ソレハ従来追加討論者ハ自席デ名乗リヲ摩ゲ曾

長ノ許可デ自席デ起立シ，曾長ノ／／へ背ヲ向ケテ摺ジタモ ノデアルガ， ソレヲ陵シ．両Ii.tJ、

テ紙片デ殻；＼·ヲ r[1込ミ置キ，曾長ノ指名ニア演壇ニ上リ，曾衆ノ ）iへ r•·J 1テ殻言スノレ版二

的立｛シタ事テ司アル。曾場ノ十，＇.！：~'IL 卜ーカラモ， 7 タ殻言内千五ヲ曾衆へ徹底サセ Jレ卜ーカラモ， ヨ

イ試ミデ ア ル。硝逸外科書思曾デノヤリズ1・ト同ーテアル。共，ii!}.i ハヨ 4 ガ， 1Jf· シカクス；•·ト感

曾ニ野趣ガ7民クナノレ，活気ガ無クナ Jレ，従テ迫力日討論ヲ抑制スルコトニモナ ノレ版テアル，

少シ1"r.lLIJ·次防ヵ（ti~ タリ，脱税者ガア ツテ モヨ f カト忠フカ、主I Iイ11J ノモノデアロワ。明年7 デ

ニ夏エ考フペキデア Jレ。

L~j ii' J 開曾地ハ •i[;j（テ，曾長ハ赤岩数段ニ予象選ガ首ツタ。曾士一ハ決シ テ開曾地ニ住J,1；ス

Jレ人テ．ナクテモヨ f ノデア Jレカラ， ~t ニ 1回曾長ニナツタ人へ :2）主ト判・ピハ曾長ニセヌ事

ニ倒メ テ，尖ギカラ次ギヘトxrrシキ人ヲ曾l乏ニスルカn ヨf ト思フ。サスレバ此写ノ人々ハ

·，~！；然評議i'.'!曾ニ H＇，席ス Jレノテア Jレカラ， ソノ人々ダタデ充分ニ十I;j~'lトf：ト事曾 ノ 進路ヲ指導

シテff ク プl~ カ·＇ IHdEJレデアロウ。此／必；1q；デ栴題報告ヲれツ女人ニハ曾長ヲ粧過シタ人 ト同

J五ニ評議li曾ニ tH席スノl 構利ヲ輿ヘタル－ガヨイ。老人p坐 ノ qc1 ニハ曾長病ニカカツテヰ ）~ 人

モア Jレラシイカ併シ同一人が2皮 ー士号度モ曾長ーニナーーヌヌ ん・ヵ市曾ノ健全ナ Jレ ~~ili} i:tニハ己点

7 シイ事デアJレ。

勾「年問題ノ種ニナツテヰJレ三宅教授寄附金ノ 1兵ノ、？後百年間据置キ，ソノ後ニ出来Jレ利
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［－ トカテ，有川ナ書籍，器械類ヲ購入スルコトニ寄附者カラ指定サレテ，ソレニ制ツタ。

戸け.. 

1.i., 

優秀（ ！）論文著者へ毎年段坑ス Jレトイフ最新／ ~十葺ニ些＇f シテ敢然ソレヲ下ヒ，皐術研究

J ~irj1聖サト清津サトブ保護セント欲スル者が現レIH ナカツタナラバ，日本外科型合ハ Lハ

クチ 1揚カ何カノ様ニ様化シテ，親方同士ノ間ー（形而k ノ）流血ノ惨ヲ見Jレニ i~ 9＇必ズ｜司

分五裂ニナツタデアロワ。斯道ノ健全ナノレ護達ノ鴻ニ相曾シテ研究費表ヲ柴シムト fフノ

デアノレナヨパ，徹頭徹尾拘束ヲJl二メア全然自由自在ニザセ Jレガヨイノ：グア Jレ。 Ii本タト干：｜ヰL

曾ハ過去 3年間賞ニ危f所ヲ通過シテ＊タ。想へバ寒心ノ至リテアル。併シ今後ハ安利Iテ

アロウ。

J命丈段釘トカ，特別U:'f；：ノ）講演トカ，｝（）(if,i

Jレ反逆的行属デア Jレカ、‘，員個ノ J墾者デ無－ 1 荷ニハソレカ＇＇I：リラヌノハ；：’；然テ、ア J• 。併シ事界

先達ノ士ハ充分ニ留怠シテ，米人苗ヲヒクノ愚ヲ鰻返サヌ杭ニスルガヨ f。喝。

畢曾第 1 日 煙 波 十婁

久シ振リニ京都デ開カレタ外科皐曾綿曾デアJレ。合場ハ帝大法粧第1講堂デ，場所ハ底

ク而モ座席ガ演壇ヲ閏ンデ5瓜j伏ニ作ラレテアツタカラ演説ヲ聴クニ者II合ヨク. x_色々設備

がアツテ例年ノ曾場ニ比シテ数段ノ進歩ガアツタ。

例年ノ如ク曾務ノ報告デ曾ノ、始メラレ，サテ来年ノキ（｛題ハNii夜ノ評議員曾デ橡選シタ如

ク L急性腹膜炎1報丹者ハ京都府）＼＿ ノ横田教授ト名大ノ何不［助教授トニ決定シタ。コノ杭

題ハ日常外科ノ大問題デアJレカラ， ソノ仕事ノ成＊ガ影響スルトコロ甚タ庚ク且大キナモ

ノデアJレ。折角努）］ サレムコトヲ望ム。何モカモ模範的ニヤルガヨイ。至嘱主唱。

s. 紹劃無腐法z就テ 新潟大外科 家 田 三郎

演題ハ君臨的＝強 jミデアノレガ，内＇＃ハ頗ル貧弱デ人工太陽僚 mt射前所置ハ白働的克疫力

ヲ I曾スカラ比較的ィ、ト言フ事ダナデアツテ，絶封f！＼~腐法デモイロJデモ無イ。絶封無腐法ヲ

教へテ貰ハント思ツア耳振リ立テ、謹聴シタノガツ 7 ラナク忠ツタ。絶封無腐ヲ理想ト鴻

シソノ王m棺ニ接近センガ鴻ノチ｜ニ底ノ他蛙的ノ自分自身ノ労力ノ一片ト『絶割無腐法ソノモ

ノ』トハ巌重ニ匝別サレキバナラヌノデアJレ，演題ノ掲IH方法ガ羊頭的デ 7 コトニヨクナ

ィ，或ハコレガ時流ニ遁シテヰルノカ，非耶O L理論トシア現在ノ外的保件ノミニヨル絶封

無腐法ハWDI主総羽f照腐エ到達スベ、キデアツテモ「ト考ヘタ事白骨豊ガ抑モ間違ヒデアル。外

的保件ノ考慮：ノミデ絶針無腐手術ガ得ラレヤウ筈ガナク，手術的1~袋部ガ毎常必ズ Locus

minoris resistentiae トナリ f＇；｝.）レ事ヨリシテ共ノ際倖染化膿ヲ起ス内的因子ヲ計算ニ入レノレ

事カ官、要デアル。

之ハスn ツト以jiJijカラ考へラレモシ知ラレモシテ居ル事デアツテ，既ニ「直接売1笠原注射

「rli底置」（L'immunisationpreoperatoire）ト fフ，人工太陽燈照射ノ如キ手緩キ話トハ比較
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ニモナラナイ優秀ナ Jレ方法カF示サレテア Jレ。外科早曾ニ於テモ L外科ニ於ク Jレ煮抗原ノ路

用及ピ共ノ・製術的線操1 トイフ .！＇~iEJ教授ノ曾長演説ガアツタノヲ知ラヌノデア Jレカ。絶針

1！！~腐ノ；思想ノ殿堂ニ到達センガ偶ニ20年＊抵ニ堂々タ Jレ開門ガ築カレテ立波ナ道路ガ開通

シテ ヰJレノーソレヲ通ラナ fデ人工太陽燈グ．！！任射サレタ薄暗4畦路ヲ歩イテ来ヨクトスル

ノハ近頃チト酔狂ノ様ナ気モスル。併シ井底ノ痴峰ガ迷ツテ31ミタノナラパ、ソレデモヨ fカ

モ知レヌ。

演者ハ， 叉，周窃ナ Jレ殻1E1rrti腐ヲ賞施シ得Jレ僚件ノ下エアJレ有数ナ jレ教L長トシア Kir-

schner教室ヲノミ共ノ代表ニ泉グタカコ我岡ノ各教室，殊ェ新潟ノ外科教室ハコノ外同人

ノ教主ニ比シテ依件が劣ツテヰJレトナスカ。間違ツタ謙遜テアJレ。 Lサーチラ fト1的ニ夕

、1室ク ーノミ物ヲ求メノレ癖ガ、ツイテヰJレノデ足』＼1：ャ日本閣内ヵヲE角ノ中ニi肖エJレノデアル。

数々ナサヶナイ事共テハアル。明年カラハシツカリ／H直シテ＊タカ’ヨカロウ。

7. 査会色葡萄赦球菌J脂肪溶解性Lヴ4タミシ寸エ開スJI-研究

京担露大松井外科 志 水 民 澄

員三金色葡萄献球菌ニ仁川 solubleA J之ピ Dカ九謹明サレJレトイヌノデアル。コレが外科皐

ト如何ナ Jレ聞係アリヤ。余輩イi敏エシテ一向解ラヌ。之ヲ快クハ仰偉病性監を性ヲ＊スト f

フ事カ、．演説削込ノ raisoncl' etreテアルト スレパ，叉何ヲ カイハ ンヤデア Jレ。

同ジク＼＇ ilaminデモ次ノ演題ハ外科的ニ意味ガア Jレ。

8・ Lヴ＂~ ~シ1訣乏時二於ケJI-金身感染＝依，...碍移形成特＝急性化腫性

骨髄炎ト J関係＝就キテ 東大古JlJ外科雨情 了介

Vitamin C快乏ノ際＇.¥foller-Barlow氏病ガ寅験的ニ起 リl'Jノレ。印チ骨 ノ Locusminoris 

resislen tiaeカ..IP，来ル。タカ ラシア，桑波多氏モ述べ？タヤウー， Barlow氏病ガJ見レヌ時Iiニ，

印チ2 7日デ， 多少ノ情・膿蕩カ＇／・1131ミルトイ フノハ；；：；；然デア Jレ0 lll:際社.itr.・ハ VitaminBJ先

例ノ如ク，仁昧乏動物ニ於T骨髄内ニ注入シタ浩；影剤／移動月！、： 7~i'. ヲ検ぺ，’伶端部へノ ：移動

／遅延ヲ認メテ，急性化！世l生骨髄炎投生ニ＼＇ilaminc快乏カ事影響ヲ及ボ’ス原因ハ大ナル血

行流辿｜惇碍ト組織ノ t~l f\4 トニ (1~ Jレヤヴニ結論シテスマシテヰタガ， コノ血行｜暗碍ガ如何ナ

Jレ機陣デ~ルカト f フ事へ迄 フレナクレハ伝心ヲわIiヘタトハコヘヌ。

夏ニVitaminB ;1i}~之デハ抵抗力ガ減弱スルカ＼一定組織ノ感染ハ認、メラレヌト j~ペタ。よ

ニ封シ小津教授ノ～寅験動物ニ家兎ヤ白鼠ヲ111.：シタカラ 4ナナカツタ ／デ，鳩テヤレハ，

A、：1~： ／菌デ筋エ深山ノl股蕩ガ「II＊ル， トテ脚気ト化膿性筋炎トノ nnニ聞係アルヲ漣ペ，藤

田氏，後藤氏写ノ賛同的演説カゅアツタ ガ，後）j本氏ノ如キハ強制シヤウトシタア？リデアラ

クガ脚気患者 ノ学教が筋炎ニ出 Jレヤウナ表ヲH＇， シテ居タノ ハ聴衆ノ心誼ヲワ ノレクシタ デア

ロウ。過ギタ Jレハ一反バザJレガ如 シ。 今後ハ囚拠開係ノ立誼方法ニ就テ思想ヲ凝ラシ相互／
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量的開係ヲ曲線デ示ス様ニシテ欲シイ。松／林ヲ誼ツタ所ガ松茸ガ生へタト言ツア松茸ノ

原因ハ松デアJレトハ巾サレヌ。此様ニ！Sf閃，結果ノ開係ヲ立謹スルコトハ決シテ容易ナ事

デハ無ィ。自然科皐ノ研究ハ因県開係ノ追及ニ外ナラヌ。ソレデアルノニ『松茸ノ原因ハ

松ナリ』的ノ結論ノ多イノハ如何ナル王＇ P.出デアJレカ。畢ー克因果関係ノ立謹方法ニ向ツテ想

ヲ Wi~ ヌカラデア Jレ。化膿性筋炎ノ多イ吋kandinavia ニ行ツテれシテ脚気カ多イカヲ調ペ

テ見ル事モ必要デアロウ c

10. 再ビ進行性淋巴肉芽腫＝就テ 岡大泉外科 橋 本 ずr 

杉 佐助

準行’J・'f:i休巴肉別恒例ニ就テ再ピ饗球菌ヲ謹明シタト fフ演説デア Jレ。空演説ニ終ラス1

'.2 {f-「｜ニ 7 タ迫撃シタ所，タノモシイ。 ifi療ニ就テハ，病原菌が饗球菌ダカラ Lリバノ

ーJレ1,Lトリパフラピン寸ガ幾分効力ガアツタヤウゲトノ事ダガ，折角細菌製的，血清事的

ニ研究サレタノナラ序デニ発疫皐的ニ準？レタライカゾデアツタラウカ.3年目ニハ此ノ

方a向へ／研究ヲ示シテ欲シイ。

落デ想ヒ Hiスノノ、.＋， 5年前ノ木曾デ痛ガ血清墜的ニ治癒シタト稿シテヒシ j fテ居ツタ

人ヵ＇Hツ夕方”アレハドウシタカ。共後サツパリ背沙汰無シデアノレ。明年アタリ共後ノ if；療

成績ヲ報告ス Jレカ、ヨカロク。

11. 耳下腺結按JB例 東大盤田外科 秋谷 良 男

1Ji'角ノ症例ヲモツト活用スル事ガ、川31ミナカツタモノカ，惜シイ事デアJレ。

13・ LフルシケJI-寸誼＝しカルプシケJj,.I.：，劃スル友白軟膏療法

岡大津田外科 J庁 龍王

標題ノ事責ハ多年軍欝諸氏ニ依ツテ確認サレテ居リ，此頃ニナツテ叉流行シカナテヰル。

之／賞験的説明デア Jレ。一悼営今ノ：tH研究者ハ胃グトカ腸グトカ／ミニ興味ヲモツテ，

斯ル仕事ヲ存バヌ傾向ガアJレガ，噴事末葉ト矯スハ誤リデアル。演者ノ研究的態度ニ敬意

ヲ表ス Jレ戎第デアル。

17. 頑固ナル劇痛＝封スJI-青髄前側索切断術｝ 3例

熊大東外科 東 陽

手術不能ノ qualvollナ直腸癌症例ニ就升票題ノ手術ヲ行ツタノデ，鎮痛効果ハ首然顕著：

デアル。コノ手術 Chordotomieハ脊髄外科中比較的多ク慮mサレ件ベキモノデアリ， f、

紹介グト思フ。

外人ノ－11Jtiノ阜ナ Jレ追試デア Jレエセヨ， 11£4土段ガドシドシ仕事ヲヤツテ行クノハ感心デ

アJレ。外科撃者タ Jレ以kヘタ J型ノ：如キ手術ヲ繰返シテヰ Jレダナデハナク，絶エズ何カ

ヲ行ラネバイクナィ。兎内ノ批評ハアリ乍ラ粛藤教授ヤイIJ11教授ナドヵー事者ノ間外ニ脆I+¥
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セヌノハ間断無ク仕事ヲ続クテユ クカラデアル。

19. 脳脊髄外科Z関ス，... 2.3J経験 京大外科 荒 本 千 .if!. 

Ni：也ノ、斯クノ ：如クック Jレベシ，経験ハ斯クノ 如ク観察スペシ，演説ハ斯ノ ：~n クヤ Jレペシ

ト f フ模範的ノ演説デ，話シ ｝／ハ東教授，竹内博士ト共ニ第 1 日ノ ~I府デアラウ。脳炎後

ノ脳性上肢麻痔ニ針シテ穿甑術ヲnヒ脳膜間ノ癒着ヲ剥離セ Jレ局底ニ術後結接性脳膜炎ヲ

起シ 虫JI-例ノ ：如キノ、，副主事丸ニ青年時結緩ヲ米シ易キ／正II(ト Analogieニテ，臨床的示唆

~ キ症例デア Jレ。

追加 植物性神経繊維ト動物性神経繊維ト J結合二就テ

慶大外科 ,f:J ニ欠 良r;
準/ ， 

一
勝ント；身ミ

Langley 以来交感i1i1!1粧ト /i,IJ 交 ！：~11i1\ 1H トノ結合ハヤラレテヰ Jレガ，表題ノ如キ寅験ノ成処

／報；＇；・ハ以｜‘ iiiニハナイグラウト思フ。質騒動物ノ猫ヲ壇上ニ持チHlシテ示説シタ ／ハ印後

的グ アリ． えJl;,¥;,'i,;,;;Jハf!fjWてデアJレ。演者／苦心ニモ閥ラ ス.・;t;LJ－.；猫カ短時間ーハ巧ク反肱

シ ナカツタノヲ気ノ 1~i：ニ感 ジタ。

特別講演 末梢神経J損傷＝就テ 陸軍h瞥謬校 竹 内 {WJ 

l;Jli夜ノ 評議li曾デハ，特別講演ガ大分問題ニナツテ，：｝fjlモ曾liノ演説ニ特別グノ普通ゲ

ノ， んダノノトダノ， ト匝別ヲス Jレノガヨロシクナ イ，ト fフ議論ガアツタガ， コノ所謂特別

計＇~tlilヲ承ツテ，余輩モ強ク同感ス Jレ。 ；藍ペタ所ハ月IJ ーエ卓説デモナク，而モ :wr｝レ講演形式 ソ

トツタタメ ニ専門家 ニ向ツ Tハ冗iくニサヘナツタ傾向ガア リ．映サレタ it;!fiJJ店員モ宮製補

修曾品ニデモ向クヰ：i；ナ臨床説義ノ域ヲ脱セス＼消ング時ニハホットシタ位デアJレ。強ィ テ

特別ヲ；色：義ツ、うノレナラノ、
、r、p、，． ソレガj災者ヲ シテ多ー敢ノ症例ェtl,O:.心サ tJレベク鞭捷 シ世事クク

デア円ウ。

但シi\i（者／真面 Ii ナ皐者的態度ト ilif~j{.j)Jiリガ：立探テアツ タノハl、ニ’白抜シ テヨ 1，敬語：

シテ ヨf。

ノ「l[c；取曾デ日ニ：1'1：ツタノハ.・, p:j.r¥1 \;:rry. ノ演題ヲ多数比タ事デ，殊ーニ；~}1 日 ハ． 湯傷／

研究一一山本位－H:,ii制 1・1·1r皆、ニ於ク ルi~i1毎 i台：Ii,そニ I~月ス Jレ知見一－f:刻例制三氏，射創iを

切除セノ叶11111純ノ病王＇H組織~！的研究， ~；： fi'j11i'iiff:'i: t~~ fi4後ノ血管運動柴養I~時一一：l：生｛佐久1\:,

末柄拘11経 ノElfおニ枕テ一一竹内創氏（他ニ今 1題 アツタガ献席jヘ！｛カアツタ。共んi:I；分ハ今

次 ノZJ＂，：従ニ於ナノレj心者ヲ刻後 トシ タモノデ，背illiノ KlinikデハH＇，ぅkヌTデアJレ。 而｝モ；＇i;f

者・ノ Nf,;Ji:，態度ノザ［ニl明朗デ試J！，－， チガヨカツタ。うよ版リ＇.1p：人ハ~（p：人 ダクア JI- 0 llff人式教授

トハ~Lil己 J x：デアJレ。
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星空・曾第 1日ハ追加討論ガボ・ツポツ／HテF 人数ハ多数登壇シタガ，大関各自勝手ナ事ヲシ

ヤペノレグクデ，一向ニ活気少ク，空演説ト稿スペキモノガ多カツタノハill・！事デアJレ。
カラ

I》rioritiitグナノ鴎ナラ，雑誌へノ費支デ事足Jレ。何モワザワザ遠方カラ集曾スル要ハナ

ィ。目的ハ，巷旦之愛妻（賓験成績ノ渡来デハナィ。ナゼ・ナラバ貫験成績ガ事問ノ本態

デハナイカラデアル）ヲ徹底サセルコト，相 lU 認識不足ヲ指摘シ合ツテ Reinigungヲヤ

ルコト，デアル。コノ簡軍ナ IW~ヲ？グ解シ得ヌ曾t-i カA アルト見エア，雑誌ノ護表デ事足

Jレモノヲ演説ス Jレノハマグシモ，他ヲ排シテ演壇ニ立チ得タニモ闘ラズ聴衆ニ （J'ヲ向タ点

ヲ棒デll[Jfテポソポソ1j、聾デ演説シテ fリ：nlミル入力、ア Jレ。多数ノ曾liノ迷惑タルヤ甚シ

f モノグア ｝~ 。

第 4演者ノ角田君ナド、ニカ、ッテハ，壇lご聴衆ナク，昨日寅者ナシ，丁度12分間角田君

ハI会iク掲ゲタ岡表ト曾話ヲシアヰタ。後藤曾長ハ数度演者ニji:,0；ヲシテ J,1：ーヨレタカI', 1;kif 

カラハ－；t－ス、メア， JtJf｝レ場合ハ中11二ヲ命ゼラレムコトヲ望ム。曾長ガ、ソレヲ敢テ七ヌナ

ラパ調逸外干：｜皐曾テ行フ政ニ曾衆ヵー足ヲ踏ミ f鳴ラシア共様ナ演者ノ屍ヲしノックアウドス

Jレガヨカロウ（トハ；；フモノ、議曾／醜態ニ鑑ミアモ日本ノ串曾／聴衆ガソレ程迄ニ＇l~IJ断

力ガ公E鋭敏デアノレカハ柳カ疑問デハア Jレカワ。 平｜挽併シ此ノ様ナ時代ガ貫現サレ才、パナ

ラヌ。今カラ曾員ヲ少シヅ、訓練スルガヨロシィ。

畢曾第 2 日

22. ，外傷J血糖量＝及ボス影響＝闘スJj,責験的研究

賂 白 ノ、－
-'!!. 

九大後藤外科 尾形 恒治

j繭封。l'I事境以来外f易ニ閥スル研究が一居盛ニナツ夕刊tデアル。昨日ハ竹内軍醤／臨床上／

研究護ぷガアリ，今日ハ基礎的研究ノ一端ヲ掠ク事ヵマHうkタノハ結構デアル。従来.11ヘラ

レテヰタ過血糖ノ、末梢11irl株主刺戟→糖中幅→内臓紳粧歩Iiiリ腎ト云フ順序ヲ経ア起Jレト云フ二J雪

ガ呂場メラレテ肝臓内糖））j~ ノ糖化ガ重大ナ Jレ＇.0＇；義ヲ千j ス Jレモノデアノレトよミフ乙少ノ新日未ハア

ツタガ何トナク物足リナサヲ感ジタ。臨床寅地トノ交渉ヲ想フニ及ンデ居ー居デアツタ n

23－牌臓J神経支酉e.：：.闘ス）j,費験的研究 岡大泉外科 川 )JIT 英 雄

コノ様ナ問題ハ生川！準的ニ ~＇x ／、生物型的ニハ市大ナモ／デアラウガ，外科ヲ志ス者~~ニ

トツテモ不必要ナモノデア Jレトハ思ハヌガ，外科墜曾ニハモツト通路シタ問題カ＊アリハセ

ヌダラウカ。 1rir題ヲJ収拾ス Jレニハ絵程注意セネハナルマイ。

24- 遁加 バセドウ民病手術ノ心臓像＝及ボス影響＝就テ

東北大関口外科 金 田 文 ι｜三

青木席彦

如何ナル疾忠デモ手術向Ii干術後ノ航態ヲ些細ニ比較研究スル事ノ、外科欝ノ l卜E構デアリ父
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興H未多 4 モ／ テ、‘ア Jv，此／ ぷII~~ ニ於テモコ／－詔：題ヲ f(1j 「1 ク rr~：イタ人モキ1=u::

ウ。千葉醤y、iti!IOト干、Iノイi川打 J~阜加ガ‘アツタ。印病的心臓ノたサヲ測定ス Jレノミデ満足

セスゅ準ンデ機能的検査モシナナレパ片手落ダト云フ風ナ忠告的ノモノデアツタ十五ニ思ハレ

タ. 1'J意（？）ナLエレクトロカ Jレデ才クラム＇ nr思讃ヲ一席蹄ジタナト云フ感ヲ叉ナタグクテ

アツタ。

25. 輸血エヨ JI-同種血球凝集債消長蛇＝血液型J安定性＝就テ

名大桐原外科 中根 太郎

桐原教授が輸血ノ宿題ヲナサレテ以来年々木大曾ニ輸血ニ閥 スル新知見／ ：設表ノアルノ

ハ誠ι喜パシイ事デア Jレ。今年ハ同種血球提案慣ガ輸血ニヨヲテ上昇ス Jレ事多キヲ述べ血

;r~~·.1 ニ開シ現今月j ヒラレテヰ Jレ .,i 1r, •.！ デハ不充分デアルト 云フ人々ガアルカマ賞者ノ、血液型ノ

分類ハ 4担デ充分デアツテ ：＼＇UWノ如ク見ラレノレノハ重篤疾J心ノ経過中ニアルタ・タダト；車ペ

タ。異型 ノ版 ニ忠ハレJレノハ元々何却ダアノレトノ説明ニ！比一テハ戸及シナ カツタ。賞際問題

トシテハ輸血ノ必要ヲ強想サレル患者ノ、J4tjilliニ血型及ピソノ給血荷ヲ撰定 シテ泣クカラ宅

モニド｛史ヲ感ジタリ， 7 ゴツ 4タリハセヌガ， f1ii；長ノ賭ニ就テ教示シテ欲シイモノデアル。

26. 職血用血液J：機能衰退現象z劃スル時間的考察（第2回報告）

京府大望月外科 木 口 ifi 

輸血用血流ヵー何時間有効デアルカハ寅際問題トシテ非常ニ東大ナ問題デアル。昨年ノ研

究ニ •JI絞キナサレタモノデ自分ハ大4 ニ期待シテヰタ ／ ニ聾カツj、サ過ギテド ク モ｜明瞭ニ聞

キ トレナカツタ。誠ニ遺憾ニ思フ次第デアル。コノ様ナコトデ他ノヨ f演説が身代リニナツ

ア拾テラレタトスルト二重ノ店、味ニ於テ惜ムペキコトデアル。教＋＇.I：任ハrHi!.if者ニ十分強

行iii（習ヲサセ Jレ必読カポアルト思フ内

32. 逆行性腎臓摘出術 京大外科 若手 野 i昭 郎

従来ハ腎臓摘IHニ計ツテハ原則トシテ先ッー腎臓ヲ周闇ヨリ此｝jfl：シmtH11セシ J Tヰタガ演

者ハEブミナ腎臓ヤ癒着ノヰ「111；強 4腎臓摘H＇，ノ際エ品モ警 戒 スペキ腎臓ノ J.；.血昔：ヲ先ツ初 1

7；守ニ庭置ス Jレナラパソノ 後／操作ハ比較的：交心 シテ績行シ i'Jル ト L~ フノ グアノレ。 抑311 ＇， シタ

ト云フ事ダクデ．ハ従d毛J）；）.）：； ト同ジデア Jレカ冷一寸 シタ考4 へ1iニ ヨツテ操｛乍モ壊デア Jレシ時

11刊モ l~..i カシ， シタカe ツテii

1 1~ 7 ツテヰ Jレ。 i撃 7•＇ベ、キん弘、デ アフウト.＇.L1, 7φ 改良準歩ニ向ツテ始終副脳ヲ働カ七テル： ョ

ヌト此 ;;j:；ドナコトハ思ヒツカヌモノデアJレ。

33. 信血締獄虫寄生二ヨ JI-外科的精系淋巴管J病蟹二就テ

長大原外科 川代ゐi治イi衛門

皐）L/:tiii疾患ノ鑑別診断 i·. ：（！~R ノア Jレ事＇／ ~事プ，地方的校内トシテ簡軍ニ)5·へナイ テ之
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ヲ経験セヌ人々ハコンナ機曾ニ到ニ入レテ世クト.sレナ fデヨイト忠フ。

追加輸尿管這設術J可能性＝就テ 長大外科 抑，，部 信維

綿テ快損部ヲ他ノ臓器ニヨツテ浩設スJレト云フ事ハソワ柴ナ仕事デハナ f，食道外科／

病題デ吾々モ遁設術ノ困難ナ事ヲー居ヨク知ツタ．輪尿管造設モ臨床的ニ膳月jサレルナラ

バ盆ス Jレ所大デアラク。セメテ尿道造設術ノ程度ニ迄ト忠ハグJレヲ得ナィ，紳部君ノ今後

ノ研究ヲ切望ス jレ。

34. 肝臓膿房JJ成因補遁（賓験的研究） 熊大萩原外科 上 野 ヌヨ弘
主丑ー

コ／演題ノ ；様ニ複雑ナモノハ絵程注意シテ ，~H~1レグク繁雑ナ説明ヲ避ナア言葉ヲ明瞭ニ

護シナイト聴衆ニトリテハ誠ニ迷惑ナモノデア Jレ。加フ Jレニ演者／聾モ小サクア抄録ヲ讃

ム以外ι ハ殆ド何物モ頭ニ建ツテヰナ f。:2, 3タ月前カラ演説ノ稽古ヲシテ本舞事ニli1ル

様エシタカ。ヨ 4。

36. 慢性日本住血班虫病J：外科的療法 千大瀬尾外科 瀬尾 貞信

佐久間嘉

肝臓ニ一次的ノ意義がイJ）レガ慢性ノ経過ヲトル時ハ牌臓及牌臓血管ヵー重要ナル役割ヲ演

スソレ様ニナルト辿 fo Jlキl匝ガ・アリ脱水ノア Jレ忠x－ニ針シテハ誰シモ牌臓摘出術及腹水誘導

術ハ思ヒ浮プモ／デア Jレガ演者ガ日本住血吸虫病ニ見UJjサレテ奏効サレタノハ結構デア

ル白只コ／手術ヲス Jレニ首ツテ種々／理Filガ泉グラレ，特ニ心臓ェ針ス Jレ意味ヲ 2!Ji:ニモ

3烹エモ漣ペタカaコレハ恐ラク演者カコノ手術ヲ樺戚ヅタ Jレタ j ニ強イテナサレタ事デア

ラワガ寅際ハ特種ナよ旦Irf Jニナツテイナカツタ政デア Jレ。サモアレ全身表弱／甚ダシイ患者

ガ＇.!ltノ方法ニヨツテ arbeitsf油 igニナツタノハ弐ープベキコトデアル。

五五ニ注芯；スペキハ昨年続f題報告者トシテノ演者ハ食道痛手術ノ治験例ヲ多数ニ述ベタニ

モ拘ラズ， 1ツノ誼協ヲモ提出シナカツタノニ，今年ハ此ノ手術ユヨツテ快癒シタ忠者3人

ヲ供覧シタ事デア Jレ。無イ袖ハ十11~ ラレヌ ノ警ノ如クイi リサヘスレバ振リ得Jレノデア Jレ。従

テ振ラヌノハカl~ ィ詮嫁トセオ、パナ Jレマイ。コンナ事ハ些制ノ問題ノ版デア Jレガ信 flj ノ度ニ

大ィー影響ス Jレモノデ演者ノタメエ存プベキ事デアルト思フ。

38. 自家考案JLブJ-fモグラフ-f－寸J臨床的感用特＝潜伏性肺虚脱J

早期診断＝就テ 華北~事外科イi 山耐二郎

演者ハ昨年ニ引悩キBili!刷定ノ早期診断ニ針シテ自家巧本 JL7・I 1モク’ラプ 1-－，ニ就テ

／臨床的研究ヲ護炎シタ， M者 I1茎エザJレ切力ニ敬意ヲ点ス Jレ。

防Ii臓外科モ光年石川教授ノ宿題報告がアツテ以来段々進歩シタ事ハ喜プペキテ行山氏ノ

しフ・ノ fモクーラフイー「モコノ Hrli臓外科ニ針シテモ大ナル貢献ト云ツテヨク，特ニ同時ニ

附側ノ胸廓運動ヲ曲線デ描カシメ数；；：：的エ比較出来Jレ事ハ誠エヨロシィ。兎角本l.：.曾ニ於
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テハ静断ニ閥ス Jレ研究費表ノ、少イノヲ遺憾ニ思ツテヰJレガコノ研究ノ ：立nキハソノ意味ニ於

テモ推賞サJレベキモノデア Jレ。干i山教授ノ ：如キ1）、社布鶏， ，撃者ヲ持ツコトハ製曾ノ誇リ デ

プノレ。

3S. 気管枝遺筆ヲ外科的手術＝ヨリ除キ得＇＂ヤ阪 大小i京外科 星 r@ 

野崎道良［；

気管枝H品w.ニ針スル外科目l句麗置モソノ本態ガ不明／？、少シグ・準歩シテヰノレ様デアノレ。

本q＝.モ!JI'気管件目指息ノ！京閃ノ 1ツデアヨクトJヲヘラレテヰノレ気管位痕塑カA問題トナリ， 1lil

者ハ貰験的ニ外科的侵襲ニヨツテハコノ広観ハ絶滅ll'i＊ヌトillベタ。開キ紘ニヨツアハ策

作｛主将ミ域カ目指息ノ一義的原［！；］トヨラヘラレテヰJレト推察サレJレ柳教授ノ ：好キナ Ktimrnclll疋

手術ヲ皮肉ツタねζデモア Jレ。コレニ針シテ柳教授ハ頗Jレ自信ノ JW：ィ椴ナ鼓言ヲシタガH'/::10:

ノ宿題報告者タリシ柳紅花ト シテハイriJトナク物足リナサヲ感ゼシメタ。夏ニ1）、深教授ノ、迫

力日シテ自分ノ研究同相ヲillベ‘ラレケガ別ニ唆ツ夕日ノック所デ毛無イ持テアツ タ。

同教授ノ今後ノ恋l胡ヲ切明シテ_t!-_7ヌ。

41. 肺結按特＝空洞ヲ有スル結按肺J手術方針Z就テ

京大外科 if: 山 行

ttli＃ハ 1治験例ヲ示シ テ現今Bili結按ノ外fl的療法ハ種々アルカ寸寺ニ空洞ヲイiスJレ様ナ揚

合ニハ肺剥総法が最モfll!~J1 「l'J ノモノデア Jレ事ヲ治＇ill昌シタ。半座開胸術ガ Einwandfrei トナ

ツタ今日如何エ手術ガ簡蹟ナカラト云ツテ横隔膜11irj1経捻｜徐術ャ叉患者／負指ノ多イ胸廓成

形術ナドヨリモ剥離法ガ最モ善イト云フ事ハ承認セザJレヲ件ナイテアラクト思フ，只剥離

法サへ行ヒ 1＇.｝.ナイ揚：－ 1ニノミ錦絵／ 一策トシテffili腔肘ヲ「T~l':J ト スル胸廓成形術ノ類ヲヤツ

テ見Jレノモヨ fデアラウ。追加トシテ千葉曹大i初出外科ノ悦久間g・モスベ、テ Iflijj結按ニ捻

i除術ハイl効デナイト云ヒ，小津外科ノ武川君ハ川崎山修；外fl.的療法If!.• 不良ハ T－術方法ノ

撰擦が必~デア Jレト漣ベタ。クレド有効デナカラウカドクグラクカヲ長ヘタリ，撰鐸ニ迷

ツタリ七スaニ. ~空洞ヲ有ス Jl.-f;kナ揚合ニハたッ；四想的ナ Ilili剥離法ヲ行フベキデハナカラヲ

カト思フ。

間山榊bit君ハ外科醤ノ：vrニ;kJレ肺結核患者ノ、非常エ強度ノモノデ肺剥維1*rサへ行ヘヌト

／理由デ胸廓成形術ヲナシテ好成績ヲ事ゲタ例ヲ報告シタ， ソレダカラト言ツテ最初カラ

fキナリ胸lift成形術ャ共他州似ノ flili陵別手術ヲ行フ／ ハイよ法デアJレ。；じゾ兎モ角モt賞者／

七1;1~て スノレ胸院内肺剥離法及ピ人l：気胸ヲ行フベキモ／デア ル。 jとがIW チ感術的主張デア Jレ

双万ハ1昆JiJヲ許サヌモノデアル乞

42- 肺臓癌手術治験 京府大様悶外科 横 田 浩 一，＇；－

機刈＝羽I~ 四 郎
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本邦テハ稀布ナ治験例デ卒座開胸術ト適首ナLフ・ラーン寸／下ニ底置サレタ甫i唱ス Jレニ足

Jレ治験例グト思フ。立減エ 1ツノ術式トシテ提唱サレテヨ f持ニ思 7n 演者ハ徐リニ遠店

シ過ギタ嫌ガア Jレ，今少シ堂々ト論ジテヨ fト思フ。

j古lる』H4，
 

武京大外科結綾性胸園寒性鵬蕩J手術方法＝就テ43. 

烏潟数段ノ Lイデ＿，ニ成Jレ結按｜生胸園寒性膿蕩ノ手術ニ就テ .r~向教授ノ教主カラ伊i!;!i肇

氏ガ1923年ニ改良法ヲ報告シテカラ既ニ10ifn演者ハ従来ノ ：主「lク開放性ェ底置シタモノト

コノ改良法ニヨ Jレモノトヲ比較シ後者／方ガ遁カニ優ツテヰル事ヲ誼明 シ九 膿蕩ヲ醸膿

膜ト共ニ全部切除シテ健康組織ヲ時IHシ由テ生ジタル組織紋損部ノ空洞ヲ周園ノ筋肉デ充

填シソコニ骨岩波ガ‘時溜セヌ様ニス ルカラ極度ナ混合感染ノア Jレ揚合テモ 1期癒合ヲ倍ムノ

デアラワ。丁度苦々ガ植皮ヲス Jレニ細菌感染ノア Jレ肉芽組織上ニモ上皮ヲ密着セシ j Jレト

細菌ヲ保イjシテヰ Jレ開i夜カ。糟Jレ事ナク全身性ニ濯流サレテ移殖サレタ上1支が感染ヲ尭カホレ

テ植皮術ガ成功ス JレY ト同ジデアルコトハ1手市鳥潟教授ノ述ベラレJレ如クデア Jレ，此ノ治

療法ハ今ヤJ:111論的ニモ貫地上ニモ立波ニ茶礎ヅナラレタモノト栴シテモ決シテ過言デハナ

f。外科治療方面ノ蓮歩ノ 著明ナモノ、 1ツニ算入シテモ決シテ不営デハアJレ7'{n併シ此

鹿7 テ米Jレエハ烏潟教授ハ既ニ明治40年頃ニ此ノ手術ヲ始メ今日志間断無ク））i,~ ヲ :fr"i ナ テ

居ラレタノデアノレ。決シテ一朝ータノ i~（（デハナイノデアノレ。後；隼者ハj三ニ参与トナスベ‘キ

テア Jレa

勝ノkt青岡大津田外科虫様突起炎ト嫌気性菌＝就テ44. 

ウエ Jレシユフレン

うル氏菌ノ検出率が昨年ノ約2侠80%ニナツタ，ソシテコノ車iハ虫隊突起内ニ於ク Jレ常住菌

デアラウト結論シタ。今迄ハ緒論デ此カラ本論ニ入リコノ2氏菌が虫様突起炎ノトキドン

演者ノ細菌ノ分類ニ針シテノ根気ヨキ努力ヲ多トシナナレバナラヌ。

ナ役割ヲ演ズルモノカノ研’＇.j＇（ がシテ欲シ 4 モノデアル。臨床賓地ニ向ツ テ 自分ノ研冗ヵ··~n

何ナ ノレ立長ヲ有ス Jレ カヲ省，~~シテ ホシィ。此ノ如クニ シテ汗水流シ タ研究者ヵー白ラ悲哀ヲ

感ジナ fモノガ果シテ幾人アリャ。 J:j｛（テ問フ，演者モザJ；然ルヤ否ヤn

瀬

アシヨフ氏ノホテタ虫棟突超炎初期病鑓ノ病理組織ニ開ス Jレ立見ニ異論ア Jレニしヒ ント1

ヲ得テ何事カ新シク＞R;J.ヨウトサレル忠；気ハMt：トスペキデアラゥ。印炎症ノ一元的進展説

久)J 慶大外科急性虫様突起炎J病理組織畢的研究（第l報）45. 

ニ劉シテ準展ハ；主中ニ於テ2；金三分レJレ事ヲ明ラ カニサレタ様デアJレ。サレノ、、山者ハ時間ヲ

コノ：事ハ一般的ニ承認サレテ居ナ f以テ早期'f·術ナドト云フハ＇，：；；.－ヲ f'J テヰナイト~ベタ。

タメカ演者ノ、L琵病後24時間内ニ切除サレタ ）I.-約：JろI)例 ノ早期例ノミ エミ々 寸ト明カニ時間ヲ

以テ早期下術ヲ i~ ヒ長シテヰ Jレノガドウモ肋I~ －＝－ I＇存チヌ。不可ノ事ガ、アレパ‘ドシドシ訂疋ス

Jレ仁川1H11ラレタラヨカラウニト思フ。折角時間ト '{f(ftJト精JJトヲ傾倒シテ研究シテモソレ
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ガ結局『人世」ニ向ツテ何事ヲモ貢献セヌ持デハツ？ ラヌ コトデアル。研’："i'L悲哀園[Iトシテ

終始七 ヌ株主4心アJレペキナリ。

追 加 2 轟様突起J淋巴管系＝関スJj..研究 （第5報）

轟様突起炎エ於ケルソJ淋巴管系ノ意義 京府大外科 河 村 謙

晶紘突起炎ニJiぞうJL.i休巴作ノぷ長ニ ツ f テノコノ：報frハ商i演者ノモ ノ ト ＇•削主ナ 閥係ヵーァ

ノレ十五ヂ淋巴：；1：：ノミ研究ノ 診l象ト スJレ所ニ店Ii者ハ綿論， 後者ハ各論ト云 フ感、ガスJレ。今迄コ

ノj賞者エヨ ツテ兎ノ j畠犠突起 ノ一般淋巴管系ヲ厭 ト云フ続開力サレ ク ／デ111¥々 本論 ニ這入

ツタナト思ハレタ カa向例数モ少ナク今後一段ノ努力ヲ望ム。

コノ晶隊突起炎ノ 問題ニ慌演病院須藤氏ノ追加ガア ツタ． 自H晶様突起炎患者95例中30例

ニ於テ臨床的ニ胸部右側下部ニ呼吸音弱，打診的傾 ナル出航 ヵーァリ，根治手術後ニコレラ

ノ症欣がi~i1ミシ タ事ヲ illペイ11J カ附者ノ間ニ閥係ガナ カラ ウカト云フノ デ アル。 吾々モ統計

的 エ視察シ タワ クデハナイガコ ／演者トヨク似 タ例 ヲ？ 、経験シタ様ニ忠 7。開業醤ノ市

トシテ研究ス Jレト云 フ事ハ問難デアJレカモ シレヌヵー須藤君 ノ様ナ心J寸ハ：n:スペク誰モカJ安

プペキモノデアラ ウト思フ。

46. 解剖望的生理撃的誼＝臨床的見地ヨリ見タル腹腔Lドレナージユ＇.：.就テ

名大鷲藤外科 河川 九 二 プミ

腹腔 ノ解剖的閥係 ヨリ 腹腔ノ内町，高低 ノ揚所 ヲi遊べ， 腹腔内ニ像影剤ヲ注入 シテソノ

流レプJヲ検索シL ドレナージ寸ハ如何ニ スベキカヲ漣ペタガ之ハ昨年本大曾ニ於ア教室／藤

浪君ガ護表 シタ研究ノ追試ト見倣シテ ヨク．焼津UJノ割合ニ内千百ハ貧弱デアツ タ。

追加ニ大連近森君ハ恢復ノ見込／無キモ Jニ針シテ好成績ヲ恥ゲタ排膿ト臓坪シタ腸ノ

内’i~排除ヲ 円的 ト ス Jレ療法ヲ~べ‘タ 。 内＇＃ヵー傾聴ニ値 ス Jレ ニ モ拘 ラズ迫力日討論ノ H I ナ カツ

タノ ハ惜シイ寸ト テアツタa

向日；ニデト追加ニ｛佐久間有（＼初日夕卜fl）ハ末期腹膜炎ノ揚合ニハ討f々 急性胃錨張ヲタ｜ミスモノデ

アJレカラコレニ診lシテGastrostomieヲ行へパ心臓ニ好影件 ヲ興へJレト同時ニ度々行フ胃洗

樵 ノ繁雑ヲ避ナラ ノレ ト云 フ， 之モ確カ ニ一法デアラウ クレドモ我々ハ排l牒ヲ合浬的ニ行 ヒ

肺樺セJレ腸ニ嬬動ヲ起サ スペク全力ヲ議ス事ニ ヨツテ相’1;r；ノ効一足ヲ得 ラルカ ラkt平ー胃痩形

成 ヲ痛切ニ感ゼヌ。

ドンナ疾止1エ シロ手術的操f'I；ヲ H的トス ；LL'J.J:A.、臓ヲJ1(

干lノ中；kよ．イH』Iエデモ心、臓ヲ持チ「Hサナ ナレパ．才サ？ラヌ ト云フ ノハl会シ 4。

ll'f;i手柄題 ノ；食道下術ヲスル際 ニコ ／心臓カ、直接大邪魔物テアツタラ ウ事 ヲ忠ヒ合セル ト

奇異 ニ感、ゼヌ デモナイ。新潟中田教授ノ、f'J,0；ナ腹窓ニヨツテ腸管2運動ニ ハ銀性Lドレ ン寸ヵ・

最モ11華客少ナ クしヨードホJレムガーゼ1ガ一番具合悪4ト／追加報告ガアツタ。腹膜炎ニ就



雑 築 i43 

テノ問題デ大分賑ツタガ幸ニ明年ノ宿題ハ念性腹膜炎デアJレ。熱心真面白ナル横田・河行2

少祉事4者ガ報告者ニ濯バレタ事ハ嬰曾ノタメ慶賀スペキデアツテコノ 1年間ガ待チ遠イ：気

ガスル。某老大教授ノ馬鹿グタ病題報告ハ思ヒ出スグナテモ胸ガ悪ィ，今年ハ宿題報告ガ

無カツタノダト思ヒ皮ィ。ソレダク明年ノ報告デ埋 j 合セヲツクテ欲シイ o報告者ノ健康

ト奮闘トヲ新ツテ止7 ヌ。

特別講演外科領域＝於ケ｝S,Lヒスタミシ寸 阪大岩永外科 岩永 仁雄

竹林 弘

演者自身ガ申込ンデサレタノカ或ハ推薦サレタノカ知ラヌガアレデハ未ダ講演ヲスルー

ハ早過ギルト思ハザJレヲ得ナイ。「此／ !!/}iハ帰来ノ研究ニ侠タネパナラヌ』ノ連縞タ，終ニ

ハM者自身モ苦笑シナガラ云ツテ居ツタ様デアル。 7 コトニ特別講演カ〕立キ／-1¥シソウデア

ツタ。『特別講演』ト言フノハ「特別時間ノ長f未熟研究ノ講演Jト；tフコトノ l略稿デモア

ル？イ。明年ナリ明後年ナリ或ハ 5年後ナリ 10年後ナリニL充分ニツキトメタ研究寸ヲ護表

シテ充分ニ尻拭ヒヲス Jレ莞悟アリテ然Jレペシ内事者ノ一分相立タヌ犠デハ 7 カリナラヌ。

特別講演ノ名ノ Tーがi今後トモタじ物抗ヒゲ努力セヨ。

畢曾第 5 日 フミ E五 星

志郎49. 貧道静脈癌＝就テ 千葉大瀬尾外科 rj~ I畢美

普通ア？リ注意サレナ fモノデア Jレガ，演者／云フ如ク門脈系ノ循環障碍ノ；場合ニ早設

症欣トシテ現レ， ソレガ確寅ニレ ントゲン的ニ謹明シ得Jレモノデアレノヶ肝硬嬰ノ有力ナ

1静断法トシテ注目スベキ事ト考ヘラレJレ。 :tモ貰際ハ肝硬鑓症ガ之ニヨツテ始メア診断

サレテ手術サレJレトカ，之丈タカ0・手術適膳乃王橡後ノ午lj定ノ基礎トナルト云ヌ様ナ揚合ハ

!J,' ＂デハアラウガ。

51. 胃排出異常ト蛋白特異動力作用 北大柳外科 津田＇ I、ー十郎

断門4:,:1；ト良事l：幽門狭窄トデ蛋白特異動力fr「rJニ比；シイ相違ノア Jレ事ハ両自 4事責デア Jレ。

父切除吻合等ノ胃・f-Wr後ニ於ク Jレ身閥ノ盤調並ニソノ恢復ニ就テ特異動力作「IJヲ指標トシ

テ研究シタノモI白iドif。一般ニT術後ニ於タ Jレ局底性或ハ全身性ノ機能I［）：態，謂ハパ下術

後生王lj¥感ト云フ政ナモノハ，従来モ研究カ、アツタガ今後モ種々ノカ而・ョリ旺ンニ研究サル

ペキモノト忠フ n 特ニ胃ナドデハ色々興味ア Jレ事賞カ。fHテ＊）レ事ト忠ハレル。

52. 胃粘膜J自家消化＝就テ 九大赤岩外科 鵡 4二 博

従来ノ Lぺプシン＇， Lトリプシン寸消化 F外ニ，夏ニ胃潰蕩設生ニ針シテLカTフ・シン寸消化

ガ1f(要ナル役割ヲ出ズノレ事ヲブJ，淀セ Jレ黙， n.イ思イサデアノレ。向今後ノ追試ヲ要スルデアヨ

ウガ，兎ニ ffJ 優レタ；＼~蹟テア Jレ。

54. 横行結腸切除術J遁磨症Z就テ 金津大石川外科 ifitll 戸 恒 夫
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4トIt賞者ノ所前ノ、充分肯ク事ヵtf-P，.＊；レ。日佐寅際上横行結腸ノミヵー延長下霊・シテ居Jレ揚合

1:11結問！.·x~ 、 S 字Mk結腸モ同時ニ延長シ過J主ニ移動｜生テ γJレ場合カ、首腸，ハ比較的少ク．

多 f。従ツテ寅際ハ棋:fft;,

f彦浪H本

ノ、！ctRllノノI＂－側結腸切除ヲ行フ方ガ

京大外科高位直腸癌手術術式＝就テ

腸々吻合zヨツテ生ズJI-腸間膜間隙＝就テ

ss. 
追加57. 

達

何レモ；jく大外科カラノ演題デア Jレガ，此＇~；；ノ事項ニ就テハ各J－：·＂宍ノ 」 クリニ ツ ク 1ニ於テ

何等カノ必；見ナリ方法ナリヲ持ツテ居ナイ芹ハナイト忠フ n 斯フ fフ機曾ニd庁次ノ意見ヲ

城山石京大外科

聞イテ見タカツタガ， jf=f.111者ニ就テた島氏ノ追加lヵ・アツタ丈ヲデ..，..）レデ反感ノナ bツタ

事ハ甚ダ物足リナ 1！事カ事シタ。

日訪問膜間隙ノ問題ニシテモ誰モ之ヲ考慮シテ J,• i ナ f ノカ如何カ。後j藍ノ開田教授ノ＇1(1回

報；1;.ijlエモT・qqrj後しイレウス1ノ；項カ。アツタニ拘ラズ，腸間膜間隙ニ就テハ全X{i漣ペラレナ

ソ レトモ之ニ就テ？で然.1！！~）と見ナノデアラウカ。近来ノタ卜干｜首ハ秒断治時んー商ニハカツタ。

j乙クノ ｜矧心ヲイlセヌ椋デアノレガコレハff7ベキ傾向テーアル。

腸血行ト腸運動ト J関係，並z童生種薬物Jコレ＝及ボス影響＝就テ59. 

山昌問
山lllT 京府大核問外科

ム口・1j
 

H
HJ
 

I
 

~I I 

「！・＇，色ノ ：業蹟デアJレ。念、性腹膜炎共他一般開腹術後ノ病理及ピ州法トモ聞係シテ，教へラ

レJレ所ノ 乙ィ寅験デアJレ。

憲：

，ζモflli者ト時同様／趣旨ノヰ：1；デアツタガ，唯腹窓法ニヨ Jレ研t先デアJレ。腹窓法ハ誠ニ卓

抜ナ面白ィ方法デアJレガ，始メ L之ハ耐f'lイ，色々而内 4コトガ見付Jレダラク「ト期待 シタ

h
r
 

F
 

岡
山新潟大中関外科腸運動ト腸血行ト J関聯ε就テ追加

事1jニハ本外大シ タ事モナ イ様テアJレ。尤 モ未グ｛rlf’先ノ途上ニア Jレカ ラ今越カニ論断ス Jレ韓

ーモ行ク7 イカコ裂スルーコ レハ qualitativ ノ研究ニハ油ス Jレガ、 quantitativノ研究ニハ比

較的イよ使ナノデハアル 7 イカ。既エ最早ヤ行詰リツ、アルカノ如キ！$ヲ興へ Jレノハ遺憾デ

アJレ。

授孝士) I I 
、j 
’F 

京城大腸閉塞J病因二就テ宿題報告

斯 Jレl謀凶ノ下二社1：；盟ノ ：報；1；.ヒラレJレノハ外判明言？ トシテハ品川デアラク。府！報告ノ動

物質験的部分ヵ臨床的部分ニ比 シテ次第＝乙クナ ツテit クノハ近q~ ノ j趨勢デア Jレ ガ，診断

ifiJI.そニ殆ンド無関係ニ純然タ Jレ動物質！験ヲ以ツテ終始シタモノハ今問ヵi'IJ.fiメテデアJレ。従
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3友ノ考カ．カラスレハ、之カ

イ。内平：1.専さ曾ニハ此種ノ栴題報告モl会シク ナイ校デアルガ，要ス Jレニ研究ガ次第ェn詰ノL

里芳f守.f... !. .. ！.求fど／一空：！..三.？..旦今一必ネ：之？？卜干l，型J；控！長＂！）~＇.

カ卓絶シタ獅倉JJ 見解トイフノデアレノ~·別タ、‘方、，惜シイ哉今回ノ小川教授ノ報告内容ハ盟

問外科粛藤氏ノ説ヲ柿足敷市シタ程度ノモノダ創意的ノ部分ハ少イノデア Jレ。殊ニシキリ

ニLヒスタミン寸ヲL-f レクス寸毒トシテ云鴎サレJレニ拘ラスコ ソノ直接的ノ詮明カナ fiiー

非常ニ廻リクドクテ少 シク歯痔イ感ガナ f テモナカツタ。ソノ~占干；7k教授ノ特別講演ノプf

ガLヒスタミン寸ヲl立按定量シ テ居ルダク，端的デ話モ柴ノ級デアツタ。

しイレクス1 ト云ツテモ貫験的ノ閉塞七！：」 fレウスー1デ， ソレモ主トシテ小腸上部ノ」 fレ

ワス寸 デ，臨床 l二最モ多ク遭遇ス Jレ Fド部腸管ノ殊ニ絞事i!·l1~ fレウス寸ニハ鵬レテ居ナィ鴻

ニ賓地kノ；＼｝：長ハ比較的少ィ。？シテ之ヨリ何等カ診断治療上ノカー針ヲ誘導シヤクト云フ

枝ナ事ハーす望7 レナィ 様デア Jレ。夏ニ高位しイレウス 1ニ開ス Jレ丈クデモ，ソノヂE閃ガコ

ノ報告ι ヨツテ決定的ニ解決サレタトハ勿論云へナイ／デアル。同ジ様ナ事ヲヤツテ居ナ

ガラ岩永教授ト小川教授トデ賓験成績ニ幾多ノ相違ガアJレ。各々ソレ相首ノ根操ニヨツテ

結論サレタデアラクヵコ nli者ヵーしイレクス・i;yi:ノ！京国ヲ閉塞上部腸管内千百ニ求メラレJレニ針

シテ，後者ハ下部腸粘膜ヲ以ツテ奇＝素費生地ト唱ヘラレJレト云フ様ナ.IE反封ノ結論トナツ

テ居 Jレ。殊ニノj、川教授ヵi'jj~化液濯流社絶ノ結果トシテ下部腸粘膜ニ棄物ヲ産生ス Jレト云ハ

レJレ事エハ，臨床的ノ立場カラモ幾多ノ異論ガ、出得Jレデアラウ。

57勝Ji君ノ演説ニヨレパソl、腸ノ大部分ヲ眠置シテモ犬ハ長時日ノ ；生存ニ堪フルガ故ニザ：i

位腸閉巡ノ；場合ニノト腸ノ上部ト下部トヲ吻合シテモイJ合理デハナ fト云フ。事責，苔・々ガ

廻腸ノ比較的成汎ナ Jレ部分ヲ瞭泣シテモ中毒症朕ラシイモノハ現レナ f 。叉腸閉塞デfl~j ，日、

的ニ空腸鹿ヲぜi:U'.lスJl.-場合エモ下部腸管ヨリ毒物ヲ生スソレト忠ハレJ叫：kナ症欣ハ呈シナィ。

此等／：事賞ノ、小川教授ノ Ji,月説ニ反事l ス Jレ ,j:;j~ ニ忠ハレ Jレ。イロI レーシテモ此問題ニ就テハ向乙

クノ議論ノ除地ガアルデアラワ。従ツテコノ桁題桜；＇；－ーヨツテ貫地的ニ教へヨレ Jレ事ノ制

j テ砂ィ事ハ否メナイ。

然シ兎ニ的宿題報告者トシティサII教疫が庭前iOニ切ブJサレタ跡ノ！充分認メラレJレ三父態

度共他モ真撃デ之苛；／馳否a ハ々敬意：ヲぷスJレニち；デーt.. 1月

宿題報告し4レウス「ノ診断ト治療 東大幌［I＼教授

，ζ ニ就テハ少シク~クヲ漣ペテ見タィ。否々ハ此ノ）題下ノ；報告ニM’t；ヵ r'lr シ t 事寅ノ u~

介サレ Jレデアラウナドノ：事ハ ~fl メカヨ んシ テ期待シテハ居ナカツタ。吾々ハ従来町ニ知ラ

レテ f,1；・）レ秒断法ナリ手術法ナリデモ少シモ先支ナイカツ唯ソレガ練達老巧ナ Jレ盟田教授ノ

豊カナ経験ト透徹セルw地－~~ ヨリ見テ，如何ナノレ貫｜僚；－ 1:: ノ ；意義乃至効巣ヲモツモノヵ， f臭11·
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スレパ従来ノ純々ナ Jレ方法ノ経験的批判ヲ聞キタカツタ ノテアル。サスレノ古、｛院令何？号；新事

賓カ

j エ裏切ラレタ。苦々ハ専門分科タ Jレ外科墜曾ニ於ナノレ率引：？講演ヲ聞イテ府Jレトイフ気ガ

シナカツタ。素人相手ノ辿俗講演， セメテ田舎ノ曹師曾・ノ 講演ヲ聞イテ l,•i ）レト fフ気払シ

カシナカツタ。

要スJレニ任々ノ知リヂJタ事ハ結！”jLイレヲス寸／診断ニシテモ手術ニシテモ 「経験ト老練

ニヨ Jレ外ナィ Jトぷフ事デアJレ。経験ノナ fモ ／ハ tクラ頭ヲヒヰツテ京市街エ診テモワカ

ラヌ，老巧ノ士ハ'2,3間離レテ見テモ直ダワカ Jレ，若f先生逮ガ手術ヲヤレパ大；l'Iミニ較

ベアソ，F成績ニ雲泥ノ差ガアJレ，等々ニ就テ ）J,;Jtサレル。

純粋科事ト異 ツ テ醤接持ニ臨床皆接カタ粧験科［~！ デア ル以上，経験ノ必要ナコトハ解リ切

ツタ事デア Jレ。究会 シ乍ラ有クモ外科取が感トシテ存＋1：シ殻述ス Jレ・必件ハ，純験ヲ漠然 トシ

夕刊11秘的ナ モノト シナイ デ之ヲ科接的ニl吟味シ整理スノレニアJレノデアル。経験 ヲViンダ人

カリ， 3間離レテ一眼見テモLfレウス寸ト診断シ得ルノハ如何ナル協所カ”アJレカラカ，(j主ク

カラデモ解Jレ様ナ所見ナラドノ教科書ニモ1；ィテアル紘ナコトデアラウ シ，経験ノナ f初

心者ニモ解ノレ寸tト思ハレJレガn叉絞験ヲ市オ、テモJ今聞が困雌トイフノハ如何ナ Jレ場合ヵー

アルカラカ。業54先生迷ノ手術成績ガ悪イノハ泊＂，＠（症ノ上ニ或ハ術式上京 flイ11Jナノレ過誤カポア

Jレカラカ。之＇.＇！ 1＇：ニ就テハ J手々ハ少シモ教ヘラレナ fノテ アJレ。唯経験々々ト云ハレJレ。ソ

シテ昔ニ比較シテ多少下術死亡率ガ改斉サレタトカ，臨田外科ノ成績ガ最モヨ fトカ，臨

m教授自ラ執刀サレタ成績ハ更ニヨロシイトカ J.：： フ桟ナ賄ノミ）J;illサレJレ。 M故ニソウナ

ノカ。之モ要スノレニ経験ノ結果ト fフノデアラウ。

同 a手術適»!!l ノ下ニ同－{i~j式ニヨツテ行ハレタ手術ノ成結ーが 1;1 ノ人ト乙ノ人 ト テ多少／

差i主力アツタトシテモ， ソレハ手術技術ニ閲ス Jレモノデ，事問トシテハ凡ソ大シ夕立味ハ
。。

ナイノデアJレ。盟田教授ハドノ手術泊際法カポドウ， ドノ 術式ガ ドウト云 7f¥d-:<;Ji~ ハ世｛1 ン ド

~f~rドニ置イテ府ラレナカツタ棋デア Jレカラ，結局コ f 手術技術／：老巧IHI熟ア 以 ツ テセ限ト

シテ！君ラレノレノデアラワガ，サリ トハ非皐術的ナ Jレモ県シイト云ハネパナラヌ。 ljlノ人ハ

;)D分テアJレ手Wiヲヤ Jレノニ乙ノ人ハ10分デヤ Jレト云ツ テ威張Jレノト同軌ヂアノレ。

ケト判明ノ準歩／判断ハl例折カ－法トカ手術i1~j式ノ改汚進歩ーヨツテナサルペキモノ テア Jレ。

之ヲ度外視シテL日本ノ文化ト共ニ進場シタつモナ fモ／ デアJレ。

統計ノトリプfニシテモ，草ニj莫然タ Jレ全鴨ノ ；死亡率ノすカリヲ云々 シナfヂ，モツト頭脳

ヲ働力シ テ ドノ 111可式デハドウ，アル症if)~例へパ護熱ノアル揚合ニハドウト 1 7風ニ，種々

／視角カラ詳細ニ視察スルノ デナクレパ頭ノ f、事術的ナ統計トハ云へナイ c従テコ ンナ

幸IX;1；.デハ宿題報；日夕 Jレノ 1t'!f1也ハ夏ニ無イノデアJレ。
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叉Lイレウスり化問エ閥シテノl、川教授ノ所説ヲ駁スルヤリ方ニシテモ，ーカド皮肉ノ心

算デアラクガ，飴リテ低級非開グアJレ。ソレニ大分見詰・遠ヒノ賭モアツタ枝グシ，叉賞験

事寅ノ謹鎌ヲ示サズシテ（仕掛ノ大掛リナノニ拘ラズ表ハ極メテ少カツタ，殊ニ寅験成績

I：友ハ 7 ）レデナカツタ）イキナリ斯ウグ．ァ、ダト結果グク遮ペア反駁サレJレノデアルカ

ラノ！、川教度トシテハ随分云ヒタ f：事モアツタデアラワ。

ソノ他演説ノ態度ニシテモ或ハし腸ヵー腐Jレ寸，し血カ“出Jレ・1,Ll.Kヲヤ Jレ1 トfフ様ナ用語ニシ

テモ，場底ガ日本外科事曾綿曾場デアリ聴；衆ヵー真面目ナ外科事徒デアノレ事ヲ無視シタ不良

向日ナヤリ JJ・デアJレ。老大家ニナレハアレデモヨカラクト云フ／ハ悪趣味極 7 ）レ。言語同

断テアル。

要スルエ蝉.m教段ノ栴題報侍ハゴド事術的ノ 一語ニ ，，！，~；ごル デア ラウ。アレデハ 7 ）レデ製術ノ

何タ Jレカヲ埋解シナイ人ノ演説デアツテ大型敬授ノ皐術講演トハ思ハレナ f。仁モ岩国ノ

所謂老大家ハ轡別教佼ノ、カリデハ ナク．兎角東洋流ノ大家主！ートデ、モ謂ハウカ，製術的ナ細

カf計数，論理ヲ超脱シタit漠タル言説ヲナシタガノレ傾向:tlアJレカ＼之ハ決シテ賞メタ事

デハナ 10 7 シテソレヲ街題報告トシテヤラレタノデハ地ク方ガ嘩ラナィ。

鴨旧教授ハ最早御老韓デア jレシ， クグクタシク苦言ヲ呈シテ見合所デ何ノ役ニモ；.・，：ツ 7

i Jガ，敢テ以上ノ ；；’I；ヲ試ミタ所以ハ二度ト再ピコノ版ナ宿題報告ノナィ：事ヲ後進者ニ向ツ

テ{f；望スルカラデア Jレ。

〉く メ x 

今年ノ i事曾ハ一般ニi休シカツタ。淋シイト云 7ノハ聴衆ガ少カツタト fフ事デハナク ．

前気アル討論ヵーナカツタカラデアル。遁加討論トシテハ僅ニ第 1日時i僑肴ノ演説ニ針シテ

小津教授及ピソノ門下 I！阪カナ追加カ、 アツタ ニ過ギナ i。

之ハ追加討論者ハ7象メ曾長ニ共旨巾込ミ一々演壇ニ｜てツテ~ペネパナラナカツタ所属デ

アラウ。斯クス Jレ事ニヨツテ基幹足取リ的或ハ愚劣ナ討論遁加ハナクナリ．演説モヨク一般

聴衆ニ徹底シ叉曾ノ準'.ffモ極メテ闘滑ニ行ハレタガ，他耐斯ルT-*iiヲト Jレ事ヵ1意劫ナ掲デ

アラワカ討論ガ出ナカツタ。 一利一害デアル。討論スベ‘キ演題がナカツタトハ考ヘラレナ

f。吾川ハL逆行性腎易1J出術1ヲ始メ L胸囲結核ノ手術方針1し肺結按ノ手術方針1し高位直

腸唱ノ手術方法＇， LYiき吻合後ノ腸間膜間隙可等々スペテ’んキ ι モ述べ夕刊Jエ前潜ナ討論ノア

Jレ事ヲ橡期シテ居タ， ·：~｛.ロ品，命ヲ誘フ様ナ働組デアツタニ拘ラズ，何等ノ討論モナカツタ

事ハ淋シカツタ。外科製曾カ，·.f~~~r ・治療・強防’可；ノ ：外科寅地カラ離レテ費ツタ軌道 r}iへソ

レツ、アルー ツノ徴候テハア Jレ7 1カ。感曾ノ先達者ノ猛省ヲ促カ、サヰハナラヌ。

キチンキチント秩序盤然ト物事ノ運プ許リガ最上トハ思ハナ f。時ニハ多少脱線シタリ

熱狂スル様ナ事モアツ夕方ガヨ f。カンカンニ昂奮シテ討論スル様ナ人モアツ夕方ガヨ ft 



i48 日本外科貧画第 10 巻第 3 披

ヤリ込メラレハス？イカトピクピクス ルキ：iiナ臆病者／布リ合ヒデハ皐術ノ準歩ハナ 10 ,;.t 

論ノナ 1.r~＼曾ハ·W曾トシテノ意義／大学ヲたツテ居 Jレノテハアノレ v1 カ。

ソレニハ本年ノ如キ方法モ，共ニ一般曾liガ訓練サレテサへ居レパ結構ダガ，本年ノ桜

子テハタ主張リ自席カラ白rchニ護言シ得ノレ版ニシ夕方ガ‘ヨイト思フ。ソレニ曾長モj寅説エヨ

ツテハ自ラ討論ヲ誘ヒ，或ハ之ヲ指導スJレトイフ様ニシテ欲シイト思フ。 3日間瞬時モ曾

長席ヲ去ラヌト 17外見ニノミ拘泥セズニ員ニ墜曾ヲ活気ヅナル掠デナタレバ曾長トシテ

ハ不充分デア Jレ， 1~指定時間ナドモ機ニ臨ミ鑓ニ賂ジ共ノ現場デ短縮延長種々エ ス Jレカ ヨ

ィ。ソレデアJレカラ製曾しフ・ログラム lJ上デ7象メ演説時間ノ延長ヲ約束シア置ク事ハ却ア

ヨクアル71'i皐舎ガ沈滞スルー原閃トナ Jレデアロウ，此賠大ニ考へJレガヨィ。

府題報告デモ，聴衆ノ大部分ニ『ツ 7 ラヌ』トイフ感ジヲ興ヘタモノニ封シ，キ 7 リキツ

タ紋切形ノ訪問事ナドヲ漣ベソレ必要ハ毛モナィ。共様ナ場合エハ曾長ハ注意シ苦言ス Jレガヨ

f 。ソコニ曾長ノ構成ガ活躍 シ， .r~t曾カ。ハジメテ生動ノ ：気ヲ帯 ピ Jレノデア ノレ。曾長ハ除rn

精神ヲ鼓舞シ，徐杭敏活ニi皐曾ヲ活カ シテ働カセ Jレ工夫ヲス Jレガヨィ。

一 二：孟二二二二二：・－ー・・・

京都帝大島畢部ノ見畢講習生制度三就テ

京都子ii l!'.£1大接菌感部デハ一般；1,7 ・4ミノ希望ヲ充タ ス 嬬， jた礎及臨休ノ外講座ニ就テ，ご大di~

要項ノ如キ，見穆誹習生制度ヲ試クタ。詳細Hハ器製部事務室へ承合サレタ 10 

期間 毎月初ヨリ共月終リヲ以テ 1期間トシ，前月15日迄ニ巾込ムコト。叉鱒績志望者

ハ旬月新タェj十1,0蜘ス Jレコト内

定員 各講座ニ枕キられ以内。

見i事討itn料 1期間1講座ニ就キ101到。

助教授任期2年制

京都帝国大事皆早川タト礼申，殺；千三デハ，人事ノ 公正ヲ期スノレタメ7象テカラ，誹（：11i，助手 ノ

任期ヲ満 2個年 れと j 任期ニ建シタル際ノト I1.;grぷヲ立／！＇， シ，向任期継続ノ妥ア リト認、メ

ヨレタ Jレ共際改メテ共旨孜主主任ヨリ巾・ii主サ Jレ、ャク内規サレテ居タガ，今般講師， .ll)J手

ノミナラズ，助教./1,i'.ニ就テモうがタ之ヲ趨Illスルコト、ナリ． 5月ヨリ寛jtノコト、ナツ

タ。




