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第 51同近畿外 科 皐 曾

昭和15年10月27日 （大阪帝大留事部附脇勝院4階＊講堂＝於テ）

本合ノ、事frシイ試ミトむテ演題ヲ制限シテ40題トシ，演説時間プ10分間トシタ。合員諸君ノ御諒承7乞7。

Ni 題抄録（原稿ハ綿lテ自抄）

I. 人尾J I例 京府大外科 松 富佐 "if;＇，早川正巳

患者ノ、13歳，女児，小準 (i年生。

生後閉そナク患者ノ母親ノ、排便ヲサセPレ際ニ庇門ノ i在グ後部＝.~p チrt間出＝ヰIll;;\" A 1レ部＝硬キ突出物アル、 ，
ヲ気付キタルモ共催放置。 2-3年前ヨリ患者自身モ此ノ突出物＝気付キ !11レモ苦桁ナキタメ今日＝歪ツタ。

然ル＝－J¥2 j![ J•;Jf），そ＝此ノ突出物ヲ見出サレ指摘サノレ、＝ヨ互レ P 。

初診本年8月8 日。 iお骨~；；裂孔ノ下部ft_閣小筒＝相？片スル部＝主E常ノ陥iえヲ形成セズシテ薦骨菱形ト同ジ商

ヲ有スル突出物 7形成セリ。此ノ突出物ノ、雨側持筋縁＝主主紡シテ恰モ践ノ掬lキn.1:7呈セリ。薦骨管裂孔ョ p

此号健闘物ノ尖端迄／距離J、ff-J5 cm，尖端ノ tJ/i桁ノ、約 2.5cm ナリe餌診スル＝皮1宵ノ λ グ下＝尾骨＝－*11n・・ス

Jレ図キ形成物アリ。

と線所JJ.. 1店骨ノ第5官li，市IUトi虹線的十経過ヲトレル尾骨ヲ認メ符。尖端ノ、将筋隆起ョリモ夏＝.1 cm以

上突出セリ。昆’i士ノ会長ノ、約4cm，第1尼椎ノ、約 2cmナリ。害事 2）：己tffi以下ハ 3ケノモノガ融合セル 7il車ム。

以上ノ京日夕本忠者ノ、其ノ！毛稚数ノ、多クハナク最モ頻度多キ 4f瑚Eヨリ成立シヲルモノナルモ其ノ長サノ、13

歳＝シテ~＝－大人ノソレ＝近キ 4cm 7有シヲレリ。 fr,j其ノ形態＝於テ足骨ソ、泌'iii＇腹側＝吟！ lllセルモノナル

ー．本患者μ、此ノ傍!lli.；必メ得ズシテI虹線的絞過7 トレリ。之亦尾ノ形成ヲ助長セルモノナリ。

治療： 第 ir1己株7約 lcm残シ他ノ尾骨ヲ全部切l徐シテ整形ヲ行ヒタリ。

追加 阪大岩永外科 51~ 淵 ill!
文献補遺ノ意味＝.7・左ノ諸家ノ Aff究ヲ迫力Hス。

1. 川口利次，（京拷帝大，今村解剖慰霊士室）朝鮮人足関骨6fl・究。 1伴音ljl}！雑誌，昭和 8'.j二1'.l月。

朝鮮人生悌14."ir.ヲ主線＝依 P尾関骨研究セルモノナリ。 f.・J屍鍛491Sノ附骨＝ ツキiJ:n笠セ P。

2. Hasebe, K., Die Wirbebaule der Japaner. Zschr. Morph. Anthrop. Hd. 15, J !)13. 

日本人119名＝ツキ尾椎骨7制奈セリ。

3. Toyoda, ]., Uber den sakrokokχygealen lJbergangswirlJe! liei den Japaner. Fol. Anal. Morph. Jahrb., 

Bd. 43, 1926. 

2. 腸.計Jglj案 京大整形外科 ± 

"' 
武 信

従来燭~~！余儀／ 検査＝際ν敬一：，：· n当＝測定スル方法ガ 2,3 ~差表サレテハ f;'}lレガ一般臨床上＝ハ依リ利用サレ

テヰ十イ。 rii者ノ、純粋＝鮪If},ノミ ヲ訓IJ定スル 1ツノ丁一段トシテ［燭位ノ !Iiリ戟閥的ヲ蚊｛，l・的＝測定スル方法ヲ採

リ ー FF.~ ソ如lキ胸徒計ヲ，.~ti'I＇・シタ。ソレノ、 ：£；＂任ノ毛 1 本ヨリ成ルWH総ヨリ，毛 2 本ノモノ，毛 4 本ノモノト

~；，比級数的術力JI ＝.ヨリ第12鋭迄ノ 3 毛ノ），：：ヲ犬々 ）＇.~ ＝.スル12本ノ毛筆 ヨリ成リ，然モ各統一共毛繁ノ！却力:111r

ilUJザレテ居リ＇iii・二 Ji;j －規格ノ製品ガf\1· ラレル虫n ク＝刈定サレテ，~，レ。 X絢~illll'必 ＝－~＼；，＂ ツテ織査者ヲ災＝ νテ

モJ<;J一成品目付・uラレル如キ測定法ト指傑トガ規定ザレテ居ル。 Ot物及ピ、抗｜］定成車＼＇！供覧）本側強計＝ヨ Jレ鯛

俗／正常値ノ、令身スペテ I；抗告Eヂアルカ・只手及ピ足ノ表裏ノ、正常＝テモ 1挑乃至10披値ノ問ナr)i)J貯； ＂＇＇＂•手
及ピ足 71徐ク全身ノ1濁倍鈍蹴ノ、 2披乃至12告主催ノ間＝数設的＝ソプ程度ガ表ハレル。

＝、＝試作シタ鰯ft計ノ、鯛1!t隙碍ノ l付燭1!C鈍麻ノミ 7 ソノ封象トシ 1'.f. ）レ＝泡ギナイ払鯛-It鈍麻ノ絶f.~依

・± 
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7 安II ラントスル＝ノ、激メ剃毛ヲ行ツテ測定ヲ~：シ，又ツノ 1r.~－ pt {j買7正常人ノ手及ピ足＝見Pレ高イ刺戟閥倣ト

比較劉J!（！シテ判断スルヲ婆スル司王等ノ短所ヲ有スルカ1同一組、者ノ鰯健鈍lit.Itノ時間的推移ヲ連続訓I］定＝依ツ

テ数：lii：的＝前後比較スル場合＝ノ、，ソノf煎値7茄分＝後輝スル事ガ出来Pレ。殊＝研究的態度ノ下＝疾病ヲ治

療 7.Iレ場合＝ノ、治療前後ノ病的所見ノ推移7数放的＝記載スルノヂナケレパ他／治療法トノ優劣ノ比較検討

ノ、不可能ヂアツテ， ソウイ 7際＝コソ本鰯~計ガ大イ＝利用セラル、 f山値アリト確信シコ、＝後表スル次第

ヂアル。

3. 鞍血~000餓回 J続計的観察 大甑大野病院 大野 健一

大野病院＝於テ昭和9年ョリ昭和15勾＿q.；月主主＝4Hi2P巴JI輸血ヲ貨施セリ。

先＇；／＇血型＝就テノ、最近 7 ヶ年間＝徐査セノレ患者及家族 7285 名ノ血割分!i)!'i ハ AB 却~ ＇ 605, A型 3023, nm~ 

1377，裂 2280ノ例数ヲ得タ。

輸血ノ：術式ノ、線、テ間接戟血ヲ行ヘリ，検血－fr!_：ノ、成人1P吋150乃至300立方粍，事量血速度ノ、100立方粍＝ツキ5

分間乃至7分間，験血例数ノ最高山腹膜炎ノ 1004fE!J，ヨたヂ胃癌ノ 702同，腸閉塞ノ .s31r1巳］，自宝石目得議炎ノ 43Bru1

J 順＝ナム反覆輪血同数ノ最高ノ、24[E!Jナリ。輸血後ノ副作用ノ、4162[1巴j ノ給血r(132l~~~p チ7.7%ヂアツタ。

高lj作用妓欽別ノ、愛熱ガ最モ多タ，次ヂ悪感戦傑ヂアム毒事麻疹，皮膚燈伴ダEノ、比較的少数ヂアツタ。是主宰

副作用ノ、一過性ノモノヂソノ銭患者ノ絞えた慈化セシモノナシ。同型間輪血ノ、典型間適合戦血＝比較シテ制作

用ノ、少数デアツダn 設院＝於テノ、阿劉輸血＝テモ受血者／血前ガ給血者ノ血球ヲ凝集スルコトナキカ所初栴l

互凝集反肱ヲ必ズ検査シテヰル。コノ検査ノ、副作mノ出現率 7低下セシメ得タモノト信ゼラレ， f.r重症患者

ノ；術節I，術中験血ハ手術成訂作好結果ヲモFラスモノト信ズ。

4. 血清中LアセチーJI,.・ヒヨリ；，，分解＝友ポスL司1-rタミシ， B，｝.正ピ C J影響ユ就テ

阪大岩永外科 伊藤 太郎，多 Ul 潤也

家兎摘出小腸試験放.＝J1'li血駆試験＝於テP v. cノ影響トシテハ 1）』ア寸血摩降下作用ノ、 v.c同時投

奥＝ョリ何等ノ影響7被ラズ。 2) Illi = v.c 500lffi投奥後／ Lア1血膝降下作用ハ著明＝30-45分後＝減弱

ス。 3）血清ノミ＝ v. c 7作用セシメタル時ノ、Lア1作用延長シ， v.cノ作用ノ時間的関係 7認メズ。

4) V. C 注射後ノ血清＝於テハ著砂~= L Z ステラーゼ1帯強ス。 V.B1 ノ影響トシテハ 1）」ア1血~降下作

用ノ、 V.B1 ~ Jffi阿時投奥＝依リ著l!JJ＝補強ス。 2）約二 V.B1 20庖授興後ノ Lア寸血00:降下作用ハ影響ヲ

認、メズ。 3）血清ノミ＝ V. B，ヲ作用セシ 4タル時ハLア可f乍周延一長シ， V.B1ノ作用ノ時間的闘係ヲ惚メ

ズ。 4) V. B1 注射後ノ血情＝於テLア可作用延長セリ o .5）臨休'.fl'.験＝於テモ同様Lア1作月l延長ヲ認メ，

特＝特設性脆組患者血清＝於テ，健常人血病＝比シ著明＝延長ヲ認ム。本1'1'.験ヨリ v.cノ invitro トin

vivoト＝於ケル逝現象ヲ解説的吏＝ V. B1ノLア，＝謝スル作用機事事＝就キ考妻美スル所アリ。 V.B1 トLア1

トノ協同作用イIースル事及ピ v.c投奥＝依リしア1分解7促進セシムル事ヲ謹明セリ。

追加 阪大岩永外科 竹 林 弘

」アセチール・ヒヨリンソ安定化（生撚内）＝就テハ演者カラ唯今述ペγ シタ考察ノ他＝ v. B, / Lカルボキ

シラーゼ可トシテノf乍｝日ヲ考慮＝A.レ;zJifr ／代謝h・面モ奥リ得Yレト一腹ノ、想定セラレル。シカシ苔キノ肝滋

流試験ノ、コノ想定ヲ肯定セシメ得ザリキ。防両現花ノ所演者ノ述ペタ様ナ考察ヲ以テ成紋7解務シテアル次

第十リ。

5. 血清過敏症ニ封スルLヴ4タミシ， p J影響

阪大岩永外科 信士原晴雄，乾 題之介

Lヴィタミ♂ P ナルモノノ、 Sぁent-Gyorgyi放＝ソノ共同併究者＝ョリ，夫然Lヴイ '9ミン， cョリ Per-

meabilitat Vitamin印チ Lヴィタミン’ P ト命名セル物質卸チ Citrin rj~ ノ Hesperidin ノ愛見＝初-VIレ毛，

f~J－™今本物質ガ Lヴイダミン tナリヤ杏ヤ＝閥 シ テノ、論議サレッ、ァル所ナリ。

余等ノ、Lヴィタミン1 p gpチ Hesperidinナル，ヘスペリン， （武同製） ) 2.5%液ヲ用ヒ， f毎狽過敏主主ノ抑

制作用ヲ Schultzu. Dale民法並＝致死秋及ピ全身症朕ユヨル検索法＝ョリ貸験セル結果，しヴィタミン＇ P
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ノ、生般内＝於テ海狽過敏症＝抑制的＝作用ス。而シテ投奥方法ノ、，感1'f!前，感f乍ト問時，又ノ、有数注射前＝

投奥スルモ奏放シ， ill；ノ、強震毎300瓦＝－l¥¥tシ2.5%Lへスベリン＇ 0.4ー0.6耗ガ最モ有数＝シテ， Yレヨ F大J;

スギテモ返ツテ抑制作用ノ、減弱スルモノ、如シ。又2受験的壊血病＝於テ Lヴィタミン IP 及ピ C，ノ併用

ガ特＝有数ナル虫Iげ，過敏症ノ；場合＝於テモ亦， Lヴィタミ y' c トノ併用ノ、再考ノf剛直アルモノト考7。

迫力日 東京聖書尊重喜岡小五郎

過敏綻ノ愛生方法及性別ヲ遮力目的係員目トシテ Friedbergerノ設クflf!タ補償償測定ヲ必要トスルコトヲ余

ノ溌表＝可リテモ明カヂアルト主援スル。

追加＝封スル答縛 阪大農永外科 常土原晴雄

過敏f,EI；検索法トジテノ、今日種々ナルモノカ・J::ゲラレテヰルガ，最モ一般＝行ノ、レテヰル方ノ、 Schultiu. 

Dale氏法， Schultz坂悶民法， Uhle口huth民法＝ヨyレ沈降素｛買首-OJ定叉ノ、川原氏ノ組級ll'f吸法奇宇kヂアJレ。而シ

テ一般＝ Schult7. u. Dale氏法ノ

何豊宇．ノ挟リノ、ナイトf言ス’。又藤阿氏＝ヨ Jレト虎女海1呉ノ、週敏症反E露検雪長＝ノ、不適11¥＂ナリトノ設ヂアPレガ，余

是事ノ行ツタ Schultzu. Dale民法ノ範悶＝於テハ慮女海狭カ’最モ有数ダアリ無感作海狽＝於ケル過敏性反感

ノ、金然之ヲ認メ得.，，..。

6. 生健内ニ於ケルLピロカルピシ寸磁煉物質ト甲獄腺機能ト J関係エ就テ（第4報）

阪大法永外科 卒株 陸男

余ノ、前 31司ノ報告＝於テ動物血病’1• z 合有サル、 Lピ可破援物質ノ、恐ラク酵素ナラント云7事及ピ該破築物

質ハ申JIた腺機能ト密接ナ関係7有シ， ソノ機能充遜ノ場合ノ、破獲物質ノ設減少シ， ツノ機能減退ノ；場合ノ、帯

拡スノレト云フヨU'f7家兎7以テスル動物質験及ピ 1例ノ粘液水腫患者血筋＝就テ諮明セリ。

然Jレ＝パセドー氏病患者血清＝就テノ、前向ノ如キ時間的検査法ヲ以テシ与ノ、世主康人血病トノ比較試験困難

ナ Pシモ，今岡ノ、税務試験法＝テ問機事1'tヲ畿明シ得タリ。

Lピ寸破壊物質ノ、一般酵素ト同様：.Lトロール寸Lクロロフオルム寸Lエーテル1ペンチン ヒ依ツテハ何等ノ隣

料品ヲ家ラズ，又之毒事ノ薬液＝持軍用事サレズ3 之事ノ、Lピ1破接物質ガ脂肪yιリポイド及ソノ類似物質＝非ラザ

ルコト 7示λ 。

然JレZ Lアセトン＇ 7以テ短時間底辺スルlJ~ ＝ ヨリ， L ピ1破援物質ノ、金夕、消滅ス。之－・）：； ノ、 L ピ1破接物質jf金

クLヒスダ主ナーぜ可等ト別限ノ物質ナルコトヲ示ス。

しピ？可破築物質ノ、血清蛋白中主トシテLグロプリン1側＝存在ス。

」ピ寸破援物質ハ赤外線照射＝ョツテノ、何等ノ障碍ヲ家ラズ。紫外線4時間以上ノ照射＝ョツテハ照射時間

権力日ト共：.Lピ寸破壊作用ノ減弱ノ、次第＝高度トナル。之貼又一般酵素ト同様ナ P。

7. 尿主空三氏反耀ニ就4テ（附3 尿諮酸反腰）

大阪三週看病院 竺若者 栄義，築技 武雄

今日E正三旦と氏反膝ガLチロヂン守ヲ以テ主主反賂物質ナリト λPレ設ヵ..；むナリ多タ銭サレテヰFレガ，此等ノ、次

／立日キ誇項＝ョリ再考スペキ多クノ貼ヲ有スルモノナルコトヲ強制 ＂＇－！レモノデアル。

第 I，尿三竺三氏反腹ノ巾＝ノ、庇々試禦悩下ト同時＝ 1fofチ＝墨色スルト云フ事ハιチロヂン＇yノモノ、反

聴い、大イ＝趣ヲ呉＝ス。

合事2, 尿＝鉛事＇if*7力IIへ爽穀物ヲ務トシ， 11.!:＝硫化水素ヂ鉛／沈澱ヲオトシタ時，其滅液＝陽性物質ガ移

行シ，此i慮液ヲ蒸雪量操縦セパ此物質ノ、il¥l.LアルコーFレ"l＝－溶解サレ， Yレ＝移行スルモノナノレコトn

第 3, 尿ミ＂ 2'民反謄 7呈ス Jレ!JR；中多タノモノガ穫殴＝ヨリテモ曇色反国主ヲ曇ス。 JI.此色調ノ、有機骨子媒

＝移行シ，波長450Lミリ 1ヨリ 620Lミドノ問＝於テ 3ツノ吸i段線ヲ認メノレ。此ノ第3ノ事王国ノ、ιチロヂン吋裕

被デノ、絡ます＝認、メラレナイ。

追加 藤凶小五郎r

演者ノ創設 7~らを敬ス。三ヱ之氏反!Jiff.指導ノ不安定ノ、一般ノ 1't周＝不ill!デアツテ p 今岡ノ報告＝ヨリテ賞用
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ノ評及ヲ喜プモノヂアル。

・追加 阪大岩永外科 竹 林 弘

二5司君博士ノ到建セラレタ成総ノ、非常＝面白タ敬意ヲ表ス。吾々ノ敬室＝於テ研究シタ結果＝依レパ』トリ

フ・トアアジlr:jJ間代謝＝闘シ高町民反Ifft¥，ヂヴイス｝乏Hfll，」インヂカン1反旗ノ問＝近似性ガアル他＝，之等ト

ミロン民反腹トノ問＝モf/f行性ノアルコトヲ認メテヰル。偶々ヂヴイ夫反E怪物質ノ：本態的迫及＝常 F，色素

物質ガ尿素ト随行スルヲ認、メタノダ尿素ノ破接ヲ（俊及i尚ユテ）施シタガ， ソノ際色素物質ハ活性炭＝吸着セ

ラレ，分離ハ困難ヂアツタ。主連事氏方r•ロン物質＝就キ同様ノ迫及ヲセラレ尿素虚f在＝；W リ穆酸ヲ用ヒラレ

ダコトノ、誠＝給構ナ思ヒツカレカ・:r, 1＇~＝御運モヨカツタトモ思ハレルガ御成功ヲ欣プモノヂアル。

追加 三週理乗務

尿三旦三氏反感ノ：本態7由来Fレ限リ究メ Y トシテ，該反感物質ヲ遊離濃縮ノ；操作ヲ反筏V '7 Iレ＝，最後ノ

モノ＝尿素ーが多拡＝混在シコレガ除去＝困難ヲ感ジ， 試.＝務自主ヲ以テ島理シタル際，ハカラズモ只今報

告シタル修理量反感ノ端ヲ見出セリ。ミロ Y反臆物質ハ或ハ尿素ト一部結合ノ扱態＝於テ存在スルカト考へラ

Pレ。

我キノ得'7）レ成総ョリ尿 Zロン民反騰ハ従来橋ヘラレ '7）レ虫日夕主トシテLチロヂン可ソノモノ＝困スル＝非

ズシテ，ムシロソノ大部分ノ、Lインドール守場＝聞係ノ大ナルモノナルヨトヲ提唱セント A 。

遁加 岩永外科 荒 瀬 誕生

1 屯北帝大内科禅問数段ノ焚表セラレシ胃椛！.ll者尿ノ Lスカトールロート1反鷹モ亦 JndigoideFarbstoffe 』

＝閥スル毛ノトシテ演者ノ尿修竣反際日干究＝参考トナルイキモノト思考スィ

2 九大金子内科木下友敬氏ノ竣表＝ヨルト， uRノ，インヂカン可反膝ト高問反悠トノ問＝ノ、近似性ガアツ

テ， ソノ一方法トシテ爾者ノ吸収線ヲ鵡ル＝，繭線ガ接近セルヲ知ルト云 7n 践者ノ示セル尿修酸反感ノ吸

l欧線ト上記繭反IJL~ ノソレト比較サレンコトヲ乞 7n

8. 外科ユ於ケル糖尿病（英 2) 東京跨事 藤岡小五郎

前阿線論的＝於テ越ペシ·t~項＝吏＝越加ヲナシ，次ヂ糠尿病ノ外科的合併症（化膿性疾患，接4瓦，急性腹

部疾患，外傷毒事）＝就キ之ガ文献的考祭ヲ行ヒ，其治療及其他＝tt.J-シ注意ヲ要スペキ勤就中Lインズリン1注

射ノ：重要性ト手術方針＝就キ述プ。

9. 外傷性汎窪性皮下集腫例 紳戸東明病院 松永 剛毅

患者ノ、34歳ノ努，昭和15-"r5 1~ 30円列車＝刻字ラレタ岱メ右側第5.6. 7. 8. 9. 10ノ6本ノ肋骨身折7伴

7汎愛性皮下気随ヲ頭部，手，足 7残ス令身＝悲I包シタ 1治験例ヲ報告ス。此ノ他最近4ヶ年間＝ 九本ノ肋

骨身折アル躯幹＝起シタ：l9歳ノ 1例， 1事illノ胸腹綿＝－＿；也ツタ 3本／肋骨々折アル53産業ノ男及ピ 2本ノ肋骨々

折アル52歳ノ男都合3治験例ヲ迫力日ス。

本邦＝於ケルタト傷性汎~~性皮下策目~例 7蒐集シ原l週＝ョ 9刺創 3 1同j，禅創 1例，腹部手術創 2 伊I， 気：，＂f切

開3例，食道鏡倹査 l例，区縮空祭 11月，打撲傷（IJ力骨々折有無共）10例ヲ分チ，共ノ原l週，応j伏治療法等ヲ

述プ。

10. 外直性限局性化骨性筋炎ユツ 4テ 大阪日赤外科 内川金次郎

只 1同ノ強キ外力＝ヨルモノ ：1例（大腿締），反巡セル艦度ノタトカ＝." ）レモノ 2例（左上縛部，銃槍’的及ピ

と線上骨折7越明セザル骨脱鍋傷ヲ奥へシモノト思ハル、貫通銃fillz ヨルモノ 2例（大属部）ノ 7例＝ツキ報

告ス。

？条例共＝！H：年男子受傷常初ノ、著シキ睡眠ト疹fiちヲ訴へ睡眠ノ減退スPレ＝従ヒテ10日乃至30日目佼＝ノ、硬

紡 7燭レ，相7古時日経過後＝ノ、視診 I・.努化ナキモ表而不規則ヂ境界l珂Rf,fナル紡錘形乃至宝ド球形ノ骨様i硬ナル

硬結ヲ鯛レm痛ア H，皮膚トハ癒着セザルモ骨＝望者シテ移動性ナシ。

と線上’骨＝接着セル陰影ヲ認ム。
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、、 J

手術時所見＝ヨ yレ＝イh骨掛ノ、骨＝草貯完苦シ骨イh骨堅骨股ト骨々I英トノ、相移行スPレガ如ジ，寺半易＝骨ヨリ剥醗シ

得テ此／都ノ骨7：骨』史ヲ飲キ骨面粗ナ p。組織』担的＝完全ナyレ骨組織＝シテ

以上所見ヨリユ〆テ 7仔d共＝骨脱ヨ p官主生セシモノナJレベシ。

f~J外傷ヲウケシ場合，直下＝骨ノ存スル筋肉ガ最モ強クヂI!減サレ，同時二骨！民モ亦同様損傷セラレ，此ノ

1部組織ガ出血ナル｜碍子＝ョリテ筋肉内＝箆入シ， f訪腹部ノ、吸牧早Lキモ筋起始部，、吸収遅タ，銭＝炎症機韓

ヲ強度ナラシム Pレ＝ョリテ草芝生スペキモノナルベシ。

従ツテ受傷後ノ、安静ヲ保チ出血シテ早ク吸収セシムベキ泡ii1i:7il持ズペキヂアル。 l司様手術＝際シテモ充分

ナル止血ヲ要スo ~ 以上

11. 鞍傷下肢不全者Ji補助器製作ニ笥スルー考察

吹六九Cf永外科笠 j井重雄，井耐早苗

肉立傷痕軍人大阪職業布Ji導[!fr ＝－ 於テ Jf，~主lEtill導致育セル者ノ中，終週 1 （，ド牛以上＝シテ所前抗朕岡定セル壬

ノ48名ヲ選ピ，雨側股閥節 7_l三線車的＝見カケノ前傾角ヲ検査u，次ノ成絞ヲ得タ。大腿切断者＝テノ、股外

敵＝陥リ，且ツ切断部位 le.部＝位スルホドソノ程度大ナリ。下腿以下切断者＝テノ、股内線＝陥Pレモ， 'J／程

度ノ、小ナリ。下肢陳Y1性骨折，膝，足閥筒疾，IJ,l.;JE＝－脱抑患者＝テノ、左右甚シキ相違ヲ認メズ。シタガツテ作

業用義足，並＝作業用下肢，補助器作製時ソノ Lモデル寸作製＝－1；；；；リ大Ill!!切断者＝テハ切断端ノ短サエ比例シ

テタト開佼ニテ之ヲ焔行セザFレ可ラズ。印チ大腿巾央部切断者＝テノ、外旋 18°，タト開 25°，股関節前周 165° " 

テ，叉大鹿骨陳1!J性骨折，下股!i"1停者等＝テ股闘節ョリノ作業用，補助骨量ヲ必要トスル場合＝ハ外旋30°，外

附25°，股前胤 170° ＝－ テしモヂFレ•7 トリ，股内線ノ程度大ナル場合＝ノ、議僅度＝比例シテタト開度ヲ崎加スル

7i也市「ナリト思惟ス。

12. 大腿骨頭部骨折手術ニ封ス JI-鞍扶箪レ線撮影浪Jj葱問

京府大外科来須正男，前島正ー

大腿骨頭部骨折手術ニ望号スル鞍JIた佳と線撮影法ノ膝用大腿骨頭部骨折就巾治癒困難ナ内側骨折＝封シ，

スミスピダーソン氏三翼釘同定法ノ、同定確賢治癒期間ノ者flレシキ短縮＝ョリ優秀ナル治療法ナルモ，現今ー

ツノ、安材ノ不足＝ョリーツノ、従来ノ方法ノ煩瑳！ ＝－ シテ臨床家ヲシテrr施 1~.路踏セシムル憾アリ。

否キハシーメンス製ノ移動と線装置並ピヱ剛ヰささl三径約10糎ノ孤J!krUJI百7タス鞍扶笹ヲ用ヒ，患側頭部ノ撮影

ヲナシ同時＝前後像トモ照合シ煩成十君主式ヲ丹］フル間後法＂ fkラズ指導骨鉄ヲナシテI在検閲明＝主翼釘挿入

線路ノ汽ノ指導タラシメ之ヲ全的＝利用シしパイロットリ役ヲ完予？＝果サシメ fl.ツ禄最多＝－I可リ手術野ノ無菌

法ヲ汚損セシメザノレ里Ii甚ダ便宜トスル次第ナリ。

追加 ll&大:1°｝永外科笠井重雄

演者ノ逮ペラレダル如キ方法印チ 1方向ノ芝へノ吟1111撮彩ヂハ員ノ股Hli:撮影法トハ云ヒ難イ。印チ 2ツノ

互＝直角＝交Pレ2ツノ面上＝於テ問及ピ凸ノ 2曲線ヲナス虫日午稜線ヲ有スJレJinキL7イPレム 7°7袋寵ジテコ

ソ始メテ，良ノ鞍欣撮影法ト云ヒ得ルガ故＝，演者等ノ命名＝疑義ヲ有スルモノヂアル。

演者ノ云ノ、レルk日キ場合＝へ寧ロ Ii~近阪大王里準許1日深川助敬授＝依リテ考案サレタル， J!1長撮影可能ナル

と線管球ノ膝用ガ適1’Zト考へラレ Pレ。

13. 大腿骨頚忽骨折エ於ケJI-最小切開三翼釘固定漆ニ就4テ

l際立~IJI戸病院 武藤 完 tltt，佐藤｜佑平

大腿骨頭部内側骨折＝劉スル三契釘同定法ノ、本字ll＝－ 於テモ低二施行サレテヰルガ，何レモ従来ノ 10～15cm

皮府切l泊，大車事子協Ill後1111，＇字削M1l7W!J入A Yレ手術i＊ヲ採用シテヰPレ。脊々モコノ HWヲ少故例＝式ミ夕方’皮

切ノ、不必要ナラズヤト思＇／1tシ最近ノ 2例孟ノ、皮府切rmヲ施サズ経皮「I守＝銅線ヲ刺入シ，三奨釘ヲ打込ム時皮

府ヱ約 2cm ノ小切開ヲ加へFレ ）f1.去ヲ試ミ従来ノゾrn~ ト同様好成紡ヲ得タ。

コノ方法ヲ11皇リ二段小切｜如来ト干i!Jvョノ方法二就イテ池ペタ Q

コノ方法Z ヨルトキハと主主JI止：；~；，現像等ニヨリ手術時nu怨長セラレルJ易 itモ感染ノ危険ヲ防ギ，又手術的佼
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襲モ最小＝関メラレル等ノ利益ガアル。コノ長所ノ、銅線刺Yに困難等ノ短所ヲ補7テ儀リアルモノト信コマル。

14. 子宮内下腿骨折Jl例 i際立神戸病院 安川 謙静

妊娠第8ヶ月ノ頃倒レテ下腹部ヲ強打セシコトアル：17歳ノ健康締人ョリ生レダル男児＝シテ，右下腿ノ著

明ナル符附並＝同側関白l：多血l:f1i~ ＝－気グキ，生後7日円ョリ診察シ，生後日ヶ月＝入院手術セリ。 と線匁員ニ

ヨリ右If［骨中央＝テ前外方「＝突出セル！岡山l崎形 7残シテ治癒（仮骨形成｝セルモノナリ。本例＝於テノ、骨議腫

繊維性骨炎，キーンイヴタ民病等ノ特殊骨疾患ヲ思ハスペキ努化ヲと線像，手術所見並＝組織接的検査＝於

テl認メズ。茸t＝－外傷＝原｜羽セルモノト思＇ lftセラル。廿ノ斜線離慨ノ後， J'f,;j線苧：ヲILギプス＇＊ iiii帯＝司リ全治セ

シメ得タリ。

15. 足部骨折J続計的観察 院司王浩兵蹴大阪病院外科 川村 泰雄

凡ソ手足部骨折殊ユ各指Jltl：骨々折ノ、比較的等f~J蹴セラレアルj~態ナリ。余等ノ、某隙宿々需工場内ニ於テ最

近揃1ヶ主r；問ニ殺生セル工場災害例ヲ調査セルエ全’庁折J患者数1109名ユシテ，手足部骨折患者数ノ、1049名印

チ 94..58%ヲ示内伊rn・折ノ治療方針ノ、作業能率J－＿誠＝重大性7有スルモノナルコト 7羽j然タラシメタリ。

今同ハ以上ノ骨折ノ内足部章一骨々折510例＝就テ調査セ F。シカシテ加療＝要シタル日数＝就テハ複雑骨

折並ピ＝韓位例ノ、＇.IJ:~－純骨折並ピ＝韓位セザル’目・折＝比シ加療円理主永ク，蹴骨ノ I博f立仔uハ最モ永ク， 50日ヲ要

セリ。 I~司定日型炉、E止蹴骨 7遇ジ 2-3 週間＝テ茄分ナリキ。ソノ治療成績＝就テハ手骨々折ト相［i\t$-', 510~1 
巾 6例ヲ除干テハ令部機能際碍7残サコぜかテ全完＝治癒セリ。

16. Praehallux J l例ニ就4テ 阪大小湾外科｜備軍造兵廠大阪病院外科水野鮮太郎

20数陣類ヲ算スル足根部非定型的化骨像ノ 1cf3, Praehallux.ハ閑去flサレタ存在デアツテ，解剖事，外科事，

整形外科挙，と線喰ノ成苫ーノ何レ＝モ言己l波ヲ見ナイ。演者ノ、19歳ノ鹿児島l孫人ノ男子左足＝見ラレタ 1例＝

ツキど線的及ピ手術的＝精査報告シタ。佼置ハ第 1模骨内側ヂ第 1蹴骨＝近接シ，前端ノ、軟骨性ノ突起トシ

テ皮刊百防組織中＝激離シテ見ラレ，模骨＝童話シテノ、大小21岡ノ閥節商ヲ以テ接ジ，後背方＝前l径骨筋腔ノ

強力ナ附着ヲ受ケテヰル。舟JI尤骨前面ハヨノ過剰骨＝向ツテ突起7形成シテヰルガ，ヨノ問＝何等ノ連絡物

ノ、存シナカtツタ。コノ症例ノ、事tノ装用時＝疹荊)7；？＞長スコトカ＂3::.訴デアツタ。

Praehalluxハ比絞解剖築上興味アル｛F(f.ヂアツテ，無！己J:il＝－於テ始メテ見ラレ，H市乳類ユモ庚ク見出ザム

Lテナガザル1嵐＝モ常在スルト謂ハレテヰル。シカシナカ・ラ人類＝於テハ報告例ノ稀ナルト記載ノ不充分ナ

ルト＝ヨリ， ソノ後現頻度，解剖接的胸係＝就イテ未グ明確ヲ依タノ憾ガアル。

17. 蛋自性骨膜炎＝就4テ 北野病院整形外科 廃 承 J;＇，~＇

Ollier氏＝ョツテ命名サレタ本疾患．ノ 1例 7経験的其ノ毒力徴弱ナル葡萄扶球菌ニヨツテ惹起サレタ所

ノl膿汁分泌ヲナサ十イ温和ナル化膿性炎店ヂアルコトヲ論民共ノ第1病自立ハ骨膜炎ヂアルコトヲ推定シタ。

患者ノ、20歳ノ女子r-2年前＝右大腿中央ノ鈍痛カサ合マリ，毎年冬附riM・現ルh 今年2月初診時一竪キ

）庖脹ノミ戸アツ夕方’， 5月14日後熱37.6°，大社ノ法問液ヲ古詩情シ，翌日穿剰jヂ柴液性粘液補血性ノ液ヲ得，

血球，潰緩物ヲ謹明シ，牛透明ヂ膿汁ハナイ。府養ヂ黄色葡萄蹴球菌ヲ霊堂明シ，血清徽毒反膝ノ、I~性。レン

土竺三像ヂ紡纏扶ノ骨肥厚ノ、著明ヂ 11問所特＝降l辺町手術ヂノ、此隆起部ノ、特ニ強級＝裳墜ト癒着シタハ壁

内商ノ、Lコノワタ守ノ様ナ肉芽ガ岡斎シ，汚I待ナタ，腐骨ナク，骨質ノ路出モナイ。組織像ヂノ、結締織ャ萎縮

努化セル筋肉ョリナル壁，幼若ナル骨身幸殖，血符壁ノ肥！字ガアリ，細胞浸潤ハ主ト Lテ多核r'J血球ノ外二淋

巴球， Lプラス.，，..細胞，結締織原細胞ヤ組織球等ヂアル。慢性ナル化膿性炎f.i~rアルガ白血球ノ浸潤ハ旺盛

ヂナイ（詳細北野病院業績報告参照）。

18. 乾癖性閥節症ユ就テ 北野病院整形外科小寺ぷ治

乾癖ノ特殊十場合＝於テ撤メテ稀ニノ Zt:f:I現スル本店ノ令貌ハ今日未ダ附明ノ域＝達シテヰナイ。特＝本

手fl＝－於テノ、本例ヲ加へ子向7例ノ報告アルノミヂアリ，』1.ツ其ノ閥節淀＝封スル研究ハ殆ンド究明サレテノ、

ヰナイ。我々ハ本店例ヲ得テ特ユ閥節品，£7整形外科的＝比較的詳細＝併討シテ次ノ諸鈷ノ興味アル結果ヲ

得タ。
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1. 本あか、36歳ノ男子＝念性z関節

19tlヂアル。

2. 乾癖霊童疹ノ、羅怠関節タル雨膝闘f市部，左官Ill屑nq1閥節及足蹴節＝見， f/,J険部＝テモ之ヲ見タ0

3. 本症ノ関節旋ノ、L牛乳注射療法寸＝ョツテ治療シ得9n

4. 骨閥節ノ主線像ヂ特異ナPレ里占ノ、ii.右膝閥節共， 膝基底線ト大腿’局内外燥上級7漣ネル線トノ外方二於

テナス角ノ、正常値ノがg5倍乃至 7倍／仮ヲ示シタ。作I，大IN!廿，舵骨ノ外燥＝不規則ナル骨ノ破媛依鋭部ff

イf注シタ。新Pレ高度ナル型軽化ヲ示セル例ノ、本例ヵ・本nli走初ノモノヂアル。

此ノ外，皮膚，闘節爾症合fj~ ノ時間的関係，及雨淀ノ健患部佼ノ閥係，心臓合併品i~ノ有無等＝就キ文献liE I 

#tlト比絞研討シ， 特＝］三線像＝就テ詳細＝翻聖詩的共費量化ヲ迷ペタ。

没後＝本店ハ皮膚科整形科繭方商ヨリノ共同研究ノ必要ヲ痛感シタ。（北野病院業総報告参照）

19. ~·｛グ J シ，，注射＝ヨル標骨紳鰹麻薄手術治験

京府大外科 鈴 木 宙，斯波貞行

余ハLパグノン寸注射＝ヨル傍骨神紋術L姉ノ 1例ヲ経験シ之レヲ手術的＝治療シ好結果ヲ得!JJレヲ以テEコ

＝報告ス。

印ιパグノン守注射＝司リ俗骨神経町龍邦後長期間些モ快復ノ傾向ヲ示サズ到底悶復不可能トミラレ，Lクロナ

キシー’所見＝ヨツテモ致後不良ヲ思ノ、セタモノ戸アリ，恐ラク紳絞自身＝著明ナ努化7生ジ居リ，手術＝

胃リ獲化セル部ヲ切除シ新＝紳綾縫合ヲナ争ネパナラヌ戸アラウト磯想サレタノヂテルカ・， tr際手術 ＝－ 1~ ツ

テノ、集＝相逮シ，主ナPレ型軽イレ、神紋ヵ・結締織戸強ク医迫サレ与牛タモノ＝過ギズ， j'{t＝－紳経剥離7行・＂） 9" 

ト＝ヨリ速＝治癒現象ヲ示ス＝習jツタ興味アル例デアル。

官t7 ＝－，手術＝ヨル現ff(lq検討7行ハズシテ王最後ノ良否ヲ推定スルヨトノ、，大ナル同除ヂアツテ否人臨床

翼民7反省セシムペキ 1ツノ貴重ナル症例ト云7ベキヂアル。

'.l＇~際手術＝ョツテ得タル知見トシテ，本例＝アツテノ、注射後初期ノ術事1,1. ／、 Lバグノン寸ガ紳絞自身＝作用シ

テ主主ジタモノヂアリ，後期＝於テハ被痕様結綿織弓ヨリ市JI終方~迫サレ，之レ＝ヨル 2次的j>t;，＇碍ト考ヘルヲ

ヨ~·，；・；f ト A 。 Lバグノン1注射ノ初期麻郷ハ臨成家／比較的屡々線験ス Pレ所デアルガ，脱~ガ長ラク現＃た維持＝

止Jレモノ並＝後期＝於テ却ツテ次第＝蹴邦ノ治行 7.）レモノアルトイフコト＝－ 1,jY，本例ノ如キハソノ病的機

事事ノ f併設＝－~：J ~＇ Iツノ有意義ナ示唆ヲ奥ヘルモノヂアル。

追加 小坪凱夫

Lバグノン寸注射＝ヨル麻痔ハ其ノ漁後方・極メテ不良ヂアリ，干華々ノ、此ノ場合ノ、手術的療法ガ絡;IN的適IJ1&7'

アルト考へん。 rm者ノ所設ヲ邦軍事ン~~ぷヲ表ス。

迫力E 京大外科 荒木千里

示I~線利商住ガ如何ナル機時z ヨリテ機能恢復＝－ I句ツテイI主主ユ作m スルカ。従来癒泊ガ利明.II\知事ノ原！羽ヂアツ

テ， ;q,lj剤tz ヨリテソノ癒着ヲ除去スルガ放＝崎快スルモノトfilぜラレタリ。而Pレ＝余万 Neuritisretrobulbaris 

ト診断セラレタル患者＝税制緩部ヲ手術的＝－ ~Iii セル 7 例ノ終験＝ヨル ＝－＇ ソノ際規制1綾部＝癒着7認メタ

ルモノ毛ア P，全然認メラレザルモノモアリ， fiiJレZ シテモ術t走者明z視力恢復λ 占ヵ、ル手術後ニハ通常

強キ総指ヲ残スモノナルヵ・，ヨレ＝ヨツテ一旦蝿快セル純カヵ・再パ忍化λPレコトナシ。ヨレラノ鮎ヨ H癒着

ソノモノカ・紳終~~切手／原l珂 ＝－ :JIミズ癒清ヲ来ス如キ炎杭ソノモノガ！京ll4 デアル，従ツテ原l司 9 pレ炎症ガアレ川

周悶＝癒篇ノ有無ハ大ナノレ閥係ナシト思7o ソコヂ神経利略tノ放果ノ、癒活ヲ{/<IJ両院ス Pレトイ 7恭械的ナ作用F

J、ナタ，市Jr絡ヲ協同シテク巨気， 日光＝隊スコト＝アルナラント忠7o 恰モ結核性日制史炎ユ針7.）レE再開腹術，

脊監立候小児廠姉＝刻スル¥'(l.f佐弓機l命術ノ放果トI司様＝見倣スペキモノナラン。

追加 阪大Jr＇；永外科鹿 l鳩健次郎

.H今／樹者ノ Lパグノン1注射＝－ 1!.i｝レ市iJ『終脱抑＇・＝X沈イテノ御報告＝－ ）＇＇.］：？， ~影仰し トロトラスト 1 エ｜叫リ紳綬

蹴州ヲ惹起セシ応！日p 追加ス。印チ f.ll.者ノ、42歳／女子，勿論之レハ右 iE•I·• 示1J1線 JL ノイリノームソ患者ヂア
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Fレカ・，コノ脈蕩ノと線検査ノタメ股筋ノ周問＂° Lトロトラスト •7注入セシ庭，忽チ其ノ後該部ノ激痛ト同時

=JEr.j:1利『紋f飽問ノ末梢部＝蹴捧7翌霊魂シタ。之レノ、脆蕩摘出術ト同時z厳fLJi平ノ、恢復シタ。期Iク，仮令 Lノイ

リノ－ 4 ＇ヲ有スル場合＝セヨ全然麻姉欣態ノナカツタモノガ L トロトラスド注入＝図リ蹴痔7惹起シタ姥

例ヂアル。術モウ 1 ツ切断サレタ刺I級／』恢復過程中＝興味ノアル症例ヲ迫力n ；..。之レハ4：~才ノ男子ヂ， Lガ

ラス1 窓＝右手ヲ突込ンヂ右肘閥的1部＝裂傷ヲ受ヶ＇ i宮チ＝典型的ナ右引11Jt:惑骨紳絞麻痔ノ旋月長ヲ墨シタ。ソ

ノ後1ヶ月＝シテ濯ノ如タ紳経縫合7行ヒ，筋膜ヂ巻イタヵ・，爾後3ヶ月終週スルモ恢復思ハシクナク，本

人モ色キト練習中ナリシ底，アル時 Lスキー’＝問掛ケテ過百数ナル運動 7行ヒダル＝突然手先＝カガ入ル様

＝ナリ，本人モ驚キト共＝非常＝花ング例ヂ，之レノ、突然＝自然＝ Neurolyseヲヤツテ hessernセル 1例ト

思 7。

20. 維間板後方脱出症ユ就テ 京大整形外科 fll 同一議 汗

我々ノ敬室＝於ケノレ 7例ノ腰薦書店株間収ノ；後方股出例ヲ表＝ョツテ遮ペル。患者ノ年齢性別ハ月上年期初老

期＝多ク，共ノ『I＇デモ男子ガ毘倒的多数ヲ占メル。病歴＝於テ誘悶ヲ有スルモ‘ノハソノ宇＝~ギナイ。旋

欽J、イグレモ腰部， 4警部及ピ下股＝放散λJレ頑岡ナル神経痛様疹痛ヂ，雨側性又ノ、f賄側性＝訴へテ居Jレ。侠

骨示111終ノ墜痛ノ、毒事明ダナイ＝拘ラズ，ラセーグ氏症扶カ’線、テ陽性ヂアツタ。 fl.ツ7fPJJ中 5f?tlノ、 Skoliotische

Sch me口einstellung ア夜ツテ居タ。紳絞接的＝聖書化 7謹明シ得9 モノハ少数＝泡ギナイ。 1三線~主的＝ハ本抗

ノ、腰椎部蜘蜘i突下院ノ Lモルヨドール1充佐像＝ョリ確貧＝諮明シ得Jレ。と線単純撮影法＝ヨリ株間際ノ狭小

ヲ諮f.!fjシ得タモノモアヴ夕方・，我ノ、会結仔U＝於テ椎I旬仮後方股出ヲ諮明シタ部位＝於テ椎鱒後商ノ港線降起

像ヲ設明シ ;t0 又事整形性脊椎症ヲ認、メタモノノ、 3例ヂアツタ。手術Jjfr見＝於テ癒着性脊髄膜炎及ピ黄色級cy

ms厚ヲ設明シタモノモ相常アツタ。此ノ際殊＝ I.！~尾神経ノ膝迫ノ、強度ヂナイノユ槌怠椎問孔ヲ遇Fレ柿綬根ヵ・

強ク緊張サレテ屑yレ事ヲ知リ得タ。術後綴溢ノ、スイテ全治＝至ツテ居Pレ。

以上所見ヲヨタ考案スル時ハ我々ハ椎間板後方股出ト書整形性脊椎疲性強化トノ問＝ハ互ニ困果関係ノアル

ヨトヲ知リ得Pレト思7n

総括トシテ腰痛並＝下腹痛ノ頑岡ナモノデ定紋ノ割＝坐骨市jr絞ノ酪痛ノ強度ナモノガ其ノと線車純徹影＝

ヨツテ聖整形性脊推症7認、メルカ，椎問股ノ狭小7護明λ ルカ，殊土椎惨後星野ノ逃縁隆起像 7,i:lf,メ担場合＝ノ、

必ズL ~ x ログヲ 7イー＇ 7行 7ペキダアルト惑ペタ。

追加 阪大！／~－永外科 笠井 重 flit

本症ノ愛生機車事＝閥シ私見ヲ退加スル。 f!pチ余ノ終験＝依レパ，本店候ハ，比校的脊椎骨自身ガヨク君主i主

シ， R脊柱IJiU rtbf1市民連劫ガ比較的頒181z反復セラルルカ守口キ，印チtit問欣骨ノ被動性ノ大ナル如キ級決ノ

モノ伊jへバ坑夫ノ如キモノ＝，屡々見ラレル。 IWチヵ、ル一定ノ前｛傑作ノアル者＝，外傷が加ハソタ時長~fレ

モノト考ヘル。コノコトハ松原氏ノ 1't験＝依リテモ根縁付ケラルルモノヂアル。

追加 大阪日赤外科 原
~叩

河~ !Ki戎

L • . Z ログラ 7ヰーマ＝使用 ；＞.｝レ沃度泊ノ食ノ、ti'f:例＝ ＝＇ ツテ加減スル必要アルコトノ、否々ガ消化管ノ X線検

査ノ際＝少放／遺影剤＝テ所見ノ明瞭十ル場合モアルヵ・大f，；：ノ迭影剤＝依ラザレバ診断ノツカナイ場合ガア

ルノト同ジ現ヂアル。放＝ L ＜エログラフヰー’ニノ、沃度泊ノ、少’量（1.0-l.5cc）ヲ JHヒテスベキモノナ Hト決

メルヨトノ、iu来ナイ。大:iii:(3-5cc）ノ注入ユヨツテ始〆テ確1'rナル診断ガツク場合ノアルコトノ、践者ノ云ノ、

レシ沼リデアル。

大・J1i:ノ沃度消Lモルヨドール寸 3-5cci:l：入z ヨル高I]作用ノ、一過性ヂ少j，：，；ノ沃度泊注入時ト大差チキコトハ

膏hガ本1μ4月ノ日本外科事合＝テ報告シタ油リヂアル。

従来日向脊髄院内へノ薬物注入ヲ徐リ恐レ泡ギテオツタノデハナイダラウカ，近頃脊髄蜘蜘民下肢内へ穏今

ノ薬剤例へバLアルコホール寸トカLゲヰタミン1殉jトカ濃厚食胸水トカ血清等ヵ・治療ノ目的ヂ盛＝注入セラレ

ル様＝ナツテ易保テオルヵ・finクL Zエログラ 7ヰー＇1沃度泊＝到シテモたn.心配セズ＝モツト気安ク之ヲ行ヒ 1

得ルモノデアリ又斯様ナ時代ガ来ルモノト｛言ズル。

‘’ 
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這加 京大整形外科 山間 窓 脊

策、1ノ遁加エ主Jシ前遮ノヤウ＝我キノ、一泡性ノ外傷又ノ、，或Pレ動作＝ヨリ突音量的＝雪量病シタト云7定例J、

持ツテ居ナイ。

第 2ノJ且加＝－J:Jシ我々ハ疑シイ場合 Z ノ、 2cc ILモルヨドール1注入＝ョリ，骨盤丙f立腹臥牧透視7行ヒ，

椎間板官官f立ノ陰影依損叉ハ沃度油通過r.~l·tl ヲ諮明スルコトニシテ居ル。 1折クシテ要望化ヲ詮明 i/ ?I場合＝ノ、夏

二 8ccノ遁加＝依リ蜘妹膜下院lノ充盈像ヲ作リ之レヲ確認乙ノダ。ソレカラ大量Lモルヨドール1注入＝依ル副

作用ヂアルガ我hノ、第7例ニハ硬)J突外デ後方j陀出ヲナセル椎間板切｜徐ヲ行ツテ屑リ，沃度泊ノ、英ノマ、放置

シテアルガ，其ノ副作用へ約 1週間鱗綴シタ刺戟症状＝過ギナカツタ。共ノ他ノ例ニ於テモ憂慮スペキ副

作用＝遭遇シタ例ノ、ナイ。

追加 京大整形外科 ± 

"' 
武 信

只今笠井博士ヨリ本病ノ災生機車事＝欄シ1'f験的根掠カラ叉臨底的経験ノスベテガ炭鎖労働者タアツタ事食

カラ外傷ガ本病ノ原151ヂアルトノ見解ノ御温加ガア，ツタガ，只今山IIIガ報告シタ我キノ敬室ノ旋例＝於テモ

男子ガ7例中 6例ノ多数ヲ古メ，又ソノ 6例ノ rjJ戸モ努働者ガ大部分ヲ占メル給，及ピ本病ト同時獲形性脊

椎痕或ノ、黄色紙帯肥厚等ノ外傷ト締接ナ闘f系zアルト一般＝見倣サレテヰル!Yr見 7合併シタ痕例ノ多カツタ

里古ョリシテ，我々モ外傷ガ本症後生ノ重要ナl碍子ヂアルトイ 7立場ヲトル事ノ、只今山間ガ逮~？遇 F ヂア yレ。

只臨尿診断上注意ヲ要 ；＞；｝レ里占へ外岡ノ報告ヂノ、本店ノ愛病ガ腰flt部ノ過激ナル前轡運動例ヘパLテ＝スV

Lサーヴイス寸勤ffi", L ゴル 7 寸ノ L タラず•7振リ上ゲル動作ノ際＝瞬間的＝邸チ只 1 阿ノ機械的原因＝ヨツ

テ愛病スル＊多キミJ;iJ'l'.ョリ，ヵ.）レ病路ヲ以テオザt診断上重要ナ事1＇~ナリト指摘シテヰルモノガアルカコ我

々ノ教室ノ fiE仰jヂノ、コノ様ナ定型的ナ病賂ヲ有スルモノノ、 1仰jモ無ク，従ツテ臨床上右ノ如キ病歴＝トラワ

レル時＝ノ、本症ヲ見逃ス恐レガアルト 17 ~J;i.J'’f ヲ経験シテソノ鈷ヲ只今山岡ガ申シ迷ペタノヂアルff，或J、

ツノ言ー葉ず外傷設7否定スル主flク開zタノダハナイカト思ノ、レルノヂコ、＝補足 λ 。

21. 陳奮性格骨々析＂奇柱圏定漆 阪大小津外科 清水源一員！I

受傷後 I乃至2ヶ年後＝ナツテ何色キナ／，f:j伏7訴ヘル様タ陳沓性椎骨身折患者ヂ所前脊椎炎性廃化ノ有無

＝捌セズ其ノ応扶ノ強度ナモノ＝劉シテ脊枝問定法ヲ施シ患者ノ自1¥;f，主ヲ全然或ハ大部分消火セシメ得タノ

ヂアル。期？様ナ締｛験カラ淑レパ脊柱I司定法ノ、陳ff,性椎骨々折ノミナラズ比較的新鮮ナ’骨折＝劉シテ三三三二

式侠完走椎骨矯正後引綴キ施行セラレ Pレナラベ他rI1皆起セラルペキ疾欣ノ橡防ヂアルト同時＝治療日数ヲ短

縮シ従来ノ方法＝比シ主主＝作業能力 7依復セシムノレ所ノ現代＝印シタ好療法ヂアラウト論ズ。

22. 脊髄砂時計腫JI例

怠者： 53歳，男子，＆~夫。

主訴： 下腹部以下両下肢ILシピレ寸感及ピ歩行隙碍。

現病雌： 約 1 ヶ＂＇~＇ド前ヨリ誘因ナク，初メ左足跡：. I Lシピレ＇！感ヲ来シ， 約：lケ fl前ヨリ，隣自以下両

下肢全惨＝知径並＝運動附害ヲ孫~Y ， 歩行殆ド不可能トナル。

既往H吾，家族｝経．特記λ 可キモノナシ。

現在痕： 僻絡頑丈。 脊fl主柱＝－ g.~常ノ前・後J!J至側事；'j'7ーク，亦タ強f（（，叩打桁モ無シ。 前面即時以下，背面

第12胸十'ff;部以下全部＝知盛鈍蹴帯アリ。膝議及ピ足描揚 7認ム。三三三主主二氏主i：侠（ー）’←ーーを竺竺＇［＿氏f,i!

4十、強陽性。歩行縁メテ不安定＝シテ spastisch, Jf1止清及ピ服i脊髄液 WaR（ー）。 Lキサントタロミ J 険性

京大猿形外科 辻 井 敏

ナリ。

L ミヱログラ 7 イーり結果，硬膜内脆外JH!_'llおト診断シタル＝，手術ユヨリ，硬ll突ヱテ ;jf~ ラレタル脊推符内

砂時計限（ ；~， 8胸j:jf;，：·：；）ナルヲ主主見ス。 L ノイリノームマナリ。本／，j~例ノ、比較的防ナルモノナル 7以テ遮ツテ詳

報ノ疎定サリ。
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23. 沃度泊脳室撮影漆ト英J所見（：：5分） 京大外科 浅野 7.i な

沃度泊脳室撮影法＝闘シヨたノ如タ漣プ。材料ノ、倒産下降性Lモルヨドール＇ 7使HJ0/' ~l~IJ',J)室後角部穿刺＝

ヨリ投入AO注入最大-l1I：－＇、 4cc0

J三線検査ノ、毎常先グ透税ヲ行ヒ， J止7劉miトシテ潟良撮影ヲナシ，両者ノ f!fr見ヲ綜合吟JJJミスルコトニヨリ

7官＝.IE.確ナル診断ヲ下シ得。

WJ作川トシテノ、空気注入時ニJ.！.ラルルモノノ範閥ヲ出グルコトナタ，寧ロ後者＝比シテ常＝腿度十九

次＝君主者等ガ本法＝ョリ終段シ得タル症例＝悲キ， H筒室系各部ノ正常放ピニ披大｛象ノ所見ヲ概括的＝. :iii~ ＂＇
兎＝沃度油ト空気トノ合併注入時ノ所見及ピ種キナル部位ノl盟楊＝ゴ Fレ目前室像ノ強化＝就テ説明シ，次ノ責n

タ結論ス。

1) 沃度油開i室撮影法ハ第 3J]',!f室以下ノ服i室系統ヲ容易＝－ n.ツE確＝蓬影シ得Pレモノ＝シテ，従テ是4李鵬

室系統＝獲化ヲ及ポス病型車特＝腫楊ノ局所；）（；：.：.披ガリノ範閥ヲザj権＝診断心得。

2) 沃度泊脱室撮影法ハ脳鹿了じ溢ヲ伴7頭蓋内務純疾患特＝後頭蓋筒臆務ノ如タ／.￥1鎖性脱水腫ノアル場合

デモ殆ド何等ノ危険ナiク1rr施シ得ラルルモノ＝シテ，従テ其ノ路用範悶ハ空気注入ノ場合＝比シテ級メず庚

シ。

.1) 沃度消トZ主祭注入トヲ合併スル時ノ、企庁指室系統ノ全貌ヲ一時＝蓬影スFレコトヲ得。

4) 沃度泊目前室撮影ノ場合ハ常＝］三線透秘 7~\t照トスペキナリ。

24. 嬢凋JL~ ロナキシー守 阪大小課外科 小津 凱夫

癒絢後作ヲ有λFレ患者672名＝就テ筋Lタロナキシ－＇ 7測定的中 100例ヲ関頭，其／車・CJ!験ヲ惑プ。

否々ノ、此ノ場合3ツノ摺ヲ分ケタ。

告書 1型ノ、震性痴綿一型1。永井式頭叢岡表現法＝ヨルト，其ノ！鍵化率ノ Ill昨泉ガ高率型叉ノ、金地刻ヲ示スモノヂ

アル。其ノ錘化率ノ、低タテ20乃至30%ヂアル場合ヵ・多ク，之レノ、金者読綱決lj定例数ノ 57%=-;:;r; Jレ。本fi"F.例ノ，患

者ノ、勿論特記スイキ限局性ノ獲化示ヲシタモノハナイカコ一般＝相常庚汎ナPレ病治ヂアリ，肉眼的＝ハ編蔓

性ノ服i廻韓ノ萎縮，蜘妹脱下水腫又ノ、~キ胸膜炎 7思ハ己／ムル披痕形成及ピ脳内水股デアリ，瓢徴鏡的ニノ、

Lグリア1組織ノ楕殖ヂ7ツタ。

第2型ハジャクソン刻ト干狩スペキモノヂ，曲線ノ何レカ＝.1ツノ山ヲ築タモノヂアツテ，其ノ山ノ頂部品相 4

常シテ限局性ノ病嬰ヲ出蔵シテ賠Pレモノヂアル。前者＝反シテ其ノ獲化率ハ 40乃至60%ヲ示スモノガ多タ，

換言スレパLクロナキシーり努化ハョリ著明ヂアル。本1曲線ヲ示シタモノノ、全iltlJ定例数／ 34%＝－相常シタn

手術＝ヨツテ限局性ノ費化ヲ認メダ。種々十Pレ骨， IJ'.11"集又ハ脂質ヨリ音量生シタ服j)股嫁，勝孔f.F.，高度ナル局！

~to性脳内7.ltllili:，日告i内異物ヲ見出シ得タ。街此ノ場合瀬微鏡的＝ノ、亦軽度ナガラ Lグリア寸組織ノ」喝破ヲ認メタ

モノモアル。

第3＿，、末粉型ト稽スルモノヂアル。会illU定例数ノ 9%＝－於イテ之レ ＝－;fll!Wスルモノヲ君主見シタn 之レハ以

上漣ペタモノトノ、其ノ型ガ非定割的ヂアツテ，山アリ谷アリト云7態ノモノヂアル。此ノ刻＝於イテハ脊総 司

以下ニ何カ他ノ合併続ヲ有スルモノヂアツテ，例ヘパ脊髄枠バ、児臓癖ヵ＇｛F{f.スルトイ 7カ，・tmキ場合モアツタn

併bヤハリ蕊デモ最モ屡々日本＝於イテノ、脚気ノ合併＝ョJレ末打J型ガ多イノヂアル。 recニ永井博士ガ君主表シ

タ週リ脚気ノ初WIz ノ、 Lタロナキシー寸ハ減少又ハ智大7示シ， L レオパーぜり、有大シテ屑ノレノヂアルカラ，

此ノ！貼カラ想像セラレル。何）j栂気ヲ疑ハシムル時＝ハドウシテモ 1, 2ヶ月！！均気ノ治療試験ヲ行ツテ再ピ測

定シテ見ル必要ガアル。革主ヂノ、腰権部ヂ脊髄硬If!英内 ＝.Lピタミン寸B殉lヲ注射スルノガ臨床上ヨリ見Fレモ；1守又

しクロナキシ＿，ヲリ見ルモ最モ主主果的ヂアル様ニ思ハレル。

傍I可以上ノ』I•侭＝良性樹書留ト呼ンダモノ、 ljJ ＝.ノ、Lグリア寸組椛ノ帯嫡ガ著明ヂアルコト 7迷ペ，之レ＝聴

ジテLクロナキシー，／舞化ガ現ノ、レルコトヲ遮ペ夕方・，此ノ間ノ閥係ヲ動物試験ヂミルト，教室ノ長谷川ノ、

積々ナル痕掌主義ヲ長期＝友ツテ注射シ， Lタロナキシー 1ノ経過ヲ見9カコ之レ＝ヨ Pレ1・f申筋モ刷筋モ共＝其

／値ヲ減ジ， Fl.ツ其ノ問ノ値ノ開キガ小クナツタ。此ノ：貸験＝ヨレパ痕穆ヲ反復スルトイ 7コトノ結果トシ
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テ Lタロナキシ＿.，＝－ 聖霊化ガ出店トイ 7 コト＝ナルト， ~f:l:jj誠痢＝於ケル Lタロナキシー可／!!!11'.，、締約ノl車

凶ヂナタテあi~扶ヂアルトイ 7 ::zト＝ナル。 ljj:?)';hRandglioseノ虫flキモ強キ痕懇カ・長期＝互ツテ存1r:シタモ

ノ程者砂jヂアル様ヂアル。 1！~ シ吏＝準ンヂ線、イテノ雛化ガ皆之レダケヂ説明シテ胃イカ杏カハ只今断言出来

ナイ。

更＝臨E民家ガ異性数i約トジャクソン締約ト区別スル程度ノモノヂLタロナキシー「ヲ測定シタlニノJ慢性積約

ト務質性程度トヲ比較シテ見Pレト表ノ如タナル。印チ臨床上ノ貫性領袖j48% ノ’l ’ 4~ ＂＇＂＇ ガL タロナキシJ及ピ

手術成績ヨリ見テノ貫性痴絢デアリ，残 ti%ガ務質性旗有IOヂアツ 9'nχ臨床！－.ノ三土~旗持i:J52% トイ 7

モJ ロナキシー 1及ピ手術結果ヨリ見ぷレト：l8%ガ恭質的イモノヂアツテ，残リ 14)1ぷガ貫性綴納ヂアツタ。

最後＝此等級約患者ノ補助診断法トシテ用ヰラル、モノ／ rJJ，締約二関シテ何等カノ示唆ヲ奥ヘタモノ，、，

頭葉骨と線像デノ、14%，麟室撮影法7"25% トイ 7程度戸アルカ・＇ Lタロナキシー可法z於テノ、tt=93~；二陽性

率ヲ得テ居Fレ次第ヂアリ，市11純診断法トシテ亦主主ヂノ、有力ナルヲ物語ツテ庶Jレ次第ヂアル。

質問 京大外科 荒木千！！！.

事訴絢患者＝於ケル胸ノ器質的援化ノ、Lソレが原IAi＝－ ナツテ械約ヲ起シテヰル「如キ重量化 1－，積約百量作自身ノ

結果トシテ起ツ声援化トノ 2ツヲI盛別シ得ペシ。従ツテ Lクロ十キシ一、ヲ参考トシテ外科手術ヲ行7場合，

特＝ソノ手術部分ヲ決定スル場合ニへコノ耐強化ヲ区別スル＝非ザレパ手術ノ意味砂カルペシ。ゾ／動小

部教授ノ御意見如何。

小津君J：答摺

rw~~m性事iii拍1 ト器質性紛がIi トノ阪別ヲ Lクロナキシー’＝弓リ決定シタル結果ハwi設＝於イテ主主ペタ Jレガ卵l

h 筋Lクロナキシー， 7iJllJ定シテ恭質的整理化アリト考へラル、場合ノサ、ヵ・手術適腹ノ範間内＝アルモノト先

ヅ考へテ躍す後ノ、他＝紛助的診断ト臨床的f,r-:JI主＝ョリテ斜l断Z ペキモノナリ。一般＝積約後作ノ結果ト思ハル

ルしクロナキシー寸務イヒノ、軽度＝シテ後作ノ原凶トシテノ恭質的事華化＝ヨルツレハ高度カツ曲線／ i努化＝山ヲ

示ス所アリ。

25. 領管枝端息ユ撃すシ外科的小鰹駿 大阪市 小田源太郎

気'l!i・；校Plf,j息手術後 1 ヶ年以上ヲ帝＇I［治セルモノ杭例＝就キ手術々式投．ビ＝其ノ放果＝就テ主~ベタリ。

26. 肺臓癌切除例追加 阪大小海外科 千頭 英男，長谷川美遡

｝肺臓ffF.ノ治療法トシテハ王必ずE肺切除術ユヨツテ枯i脆 7摘出スル方法二及プモノハナイ。既＝欧米＝テノ、肺

薬会摘問術χハー側肺会摘出術ガ漸時行ノ、レッ、ァル。余等ーハ最近2例ノ肺臓絡ノ／J市切除術ヲ終験y9 I夕、

五五＝報告スル次第ヂアル。 r.ぜ伊j努｝ 1 ノ、 ：~8銭ノ女工ヂ左肺下型E賊ヂアル。手術ノ、昭和114年12月 18日卒m開胸術

ト局所麻酔ノ下＝左illll第川肋’廿ノ切除ヲ行ヒ：＆：nm下葉ノ全摘IHヲ行ツタ。術後ノ絞過ノ、極メテ順調ヂ術後15’

日目ョリ歩行シ始メ， 28日目全治退院シタ。摘出セル標本ヲ検スル＝癌脆ハ下禁下部ノ殆ンドf令部ヲ市メテ

牛 Jレo*rt総接的＝ノ、家ロ J：皮細胞続ヂアル。

対；例第 2 ノ、 55歳ノ雑役入手ミヂ右』市i：葉杭ヂアル。昭和 l4~三 11 月初日同様＝右l路上薬会摘出術ヲ行 'J jlガ不

幸膿胸ヂ術後12日目＝死亡シ担。舷t胸5主生／僚l母ノ、屍惚WI剖＝ヨレノマ気：i'"'

ノ、づトカツ担。恐ラク｝防上中葉問ノ：伊~Jllft ＝際シテ肺臓ヲ損傷シUhll史除 ／！it＇：染ヲ来シタモノヂアロウ。本側1ノ、岡

柱細胞綴ヂアル。

最後＝首走者ノ、特＝悪性ト云ノ、レル lt~i臓.f~~治療／最大要駄ハ早期診断＝アルコトヲ設キ， fl.肺切除カ・挙区間ー

胸術ト局f9r厳正勝ノ下＝何等特別／設備 7婆スルコトナタ，ず長易I=1'Ui0i出来Pレコトヲ強調スル。

27. 励賞質内増容索差生二友ポス神経作用 京大外科 小＂＇ E 雄

心近来ノ l胸部外科ノ進歩＝伴ヒ顕t'.f阿JTRi~（印チ交感市JI終，迷走市JI車＇~r或ノ、平氏陥眼前中級等へ手術的役段ヲ加川レ

機合方・4守力日シタ。而シテョノ際之等市11紹ヘノ従事誕ガllrti臓ノ免疫骨豊後生＝如何ナル影響ヲ及ポスカ 71't験吟味

、 シタ。交感市iJr総切除後＝於テノ、他ノ凡テノ市，，，級切除ノ際ヨリモ抗悌産生皮ガ櫓張if"t-' I 手術10日後ユ最大値

トナ P。迷走利純切断後z於テノ、抗告豊a:生方阻害サレ， Yノ桟度ハ手術IOll後＝最強トナレリ。父交感科書重
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ト迷走市111終トヲ同時＝切除シタル場合＝ハ交感市＇＇＊.＼＇（切除時＝比シテ鰹皮ヂハアルガ抗悌ノ産生ガ .lfi'l員サレ而

モ手術10[1後＝於テ最大トナリタリ。横隔膜前，，締切断後ユ於テノ、税u：＼－＂＇抗悌ガ産生ザレルガ手術 7FJ後ニ最

大値＝主主シ他ノ市11絞切l後時＝比シテ約 :nr早シ。以上ノ結果ョリ Jtili結核症： ~tシテ交感市Ii*＇区切除術，横断｝皮

革lfJ終切除術或ハ雨者ノ合併手術等ヲ施行ス yレコトノ、立義アルコト、思考スルヨた第ヂアル。

28. 念性腹胸掛目農法並ユ套管針ユ就テ 京府大外科 今滞九右衛門

急性膿胸排般ノ、殊＝初期＝戸、肋骨切除或ハソノ他ノ方法ヂモ！者突ナ開放性｜刻胸ノ、不可ヂアル。閉鎖性排股

ヲヤラネバナラナイ。コレヂ手術時ノ怠者ノ若問危険7防止スル事ガ尽l来，シカモif.分排般治療ノ目的モ主主ー

セラル。コノ＇ ln'lヲ予ハ昭和12年度／ II本外科摩舎ヂ遮イタカう ソノ後現主迄ノ：1ヶ年間＝於ケル予等ノ治

療成績カラ見テ予ノコノ考ノ、正シイ。今時肋骨切除＂＇ "' ）レ開放性排膿ヲ初メカラ行ツ 9方ガ司イト主張スル

者ノ、無イト思フカ＼結核性以外ノ念性膿胸ハ治療困難ナ有臭性膿胸迄モ単ユピユーロー排股，次デLゴム寸i千

排膿迄ヂ治癒ス Pレ者ガ近来非常＝多クナツタ事ヲ経験スル。肋骨切除ノ、殆ド行ノ、ナイ。従テ初メー士三土三

氏Lカテーテル可ヲピユーローノ目的ヂ挿入スル者ガ大部分ヂアル。

Lカテーテル1ノ挿入＝予ノ、套管針ヲ使用スルカワコレヲ次ノJ様＝改造シテ使用ニ使利＝シタ。

1. 握リヲ短カタシ掌中＝回定シ易タシタ。

2. 外筒ー留メ輪ヲ附シ試験穿刺ノ深サ＝固定ヂキル様＝シタ。

コノ 2ツダ穿刺時ノ安定感並＝正シイ深サ＝穿如jシ易イ様＝シタ。

3. 空気ノ出入ヲ防止スルf.t，内筒・Z ノ、目標ヲ附シ外筒＝ノ、開｜羽用ノピ、ーン， 7附シタ。

コレヂ空気ノ出入7防止シテ気密ユネラトン氏子i：ヲ胸除＝挿入排股スJレ事ガ由来Jレ。以上玉三w’針ノ貨物ヲ

供賢シ使用法ヲ説明ス。

追加 三司君粂義

急・性膿胸＝主主シテ先年肋’仕切除ヲ原則的＂＇~、姿トセザルコトヲ迷プ。此ノ主義ハ大人ノ場合＝モ小児＝於

ケル場合 I、受ルコトナシ。私共ノ、現在モ此ノ主義ヲ行ヒテ不可ナキヲ信ズルモノナリ。肺炎菌＝ヨルモノ、

外大腸菌性ノモノニ謝シテモ此ノ主義ノ、主主ルコトナシ。注意スベキハ手術ノ時期，＊－ ＝＇手術部1~l ＂＇就テノ相

'i訴ナル考慮ナリ。

追加 桑波川秀校

今度ノ来事量＝参加シテ戦傷患者，，.砂ラザルw~nx性股気胸ノ患者＝遭遇シテ，しコンドーム，'ff史HJ＂＂タ。排

膿ノ目的ト集会井＇i＂＇慮i在シl'!l・ル筒色Ifナル方法戸アル。

追加 阪大:ti永外科 竹 林 弘

ー；：fifi!!rハ小児~胸ガ非常＝多ク， E正JUIナド，ピユーロー民法ヲ施スコトザへモ量産汗等ノ t.t メ不便 7 ［：浅ジタ n

Lコンドール，／：先端7切断シ， ソノ自然ノ緋作用ヲ利用スルコトガ斯成ノ場合傾ル使利ト思ツタノ戸報告シ

タヨトカ’アJレ。

（日本外科挙合雑誌，第36巻，第ll披，必静号＝於ケPレ外科的地方病膿胸i窓）

追加 岩永外科今回 三由II

我ずれ永外科＝於テ特符ノを作~l ヲ則ヒ持縦的排般ヲ行ヒ好成車：Hヲアゲテヰル。套管ノ根元＝螺旋 7 昨l シ

之＝ョリ自由＝進退スル鍔ヲ附シテ試験穿刺ニヨリ計リタル深サ＝回定シテ穿刺ス Fレノヂアル。

鍔ノ両端＝穴ヲ穿チ糸＝司リテ胸廓＝王~＇i'i；ヲ 1·'·1定シ得。套ti＇ノ末端ノ、官接諜＇i'i＇＂＇漣結λ ル ＝.f！史十Jレ様ニ装i立

シ吸引瓶＝ツナグ。此ノ套管室い、大，ノj、j（（曲ノ 4種アリ。

此ノ套fi＇針ノ~；＜，）レ＝三三三竺三民法ノ i護設作ノ 2H丞11111111 スル依貼ヲ補7 ダメ＝金属製トシ，特徴トシテ

ノ、胸壁ノ！頃サ＝従ヒ伸縮シ得Pレ車占 1.，金属製ナルタメ套管周悶ノ胸壁軟部ノ感染＝ヨル痩孔被大ヲ少クス Pレ

モノヂアル。
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回答 今 ii士 九 右 衛 門

l. 主連理M士へ 昭和＼!3'.i＇＝，、有臭性膿胸ノ、肋骨切 l徐ヲヤツテ戸モ例目提γ，jトルペシト云 7!iiノヂ，刻＂（U'

ノ、有7臭性ノモノモLドレーン1排般グケヂ治Jレト述ペタn コノ鮎誤解ヲ将ljfJ；＞.。

2. '.N際＝排般ヲ百十Pレ場合＝簡便ナ貼カラ Lコンドーム lノ、ョタ使川サレル，我々モコレヲイ史アガ， L:IJ•-;,:1

ガ符f{.fシテ邪）従＝ナル場合＝ノ、Lコーヒ＿，泌シノ金納ヲカプセテ？ク般ガ出ル。ヨレノ、f史ツテ具合方・ョィ。

3 念性膿胸lit-股ハ；先グ閉鎖性ユヤラネバナラナイ。初メカラ［対欣性＝捌膿スルコトハ是非止メネパナラ

ヌコトヲJE.＝強調ス。

29. 倫相繍閉鎖不全J限界ニツ 4テ

阪大小部外科 吉井 j(i三日JI，陰＂＇以文，~－；：‘野冬披，長谷川美主Il, oj• JI! 博
再 ノ々、犬ヲ則ヒテ第41［！！.］外科接合＝於テ羽iwセル方法7以テ， '.L'l験的＝併制ii此閉鎖不全ヲf'I'9' Yノ限界

：＆ピ術後ノ心臓代償態度ユツキ報告セリ。

11:JJ チ l~J鋭不全7作リタ Fレ方法ー腿索切断＝ヨルモノト，他ノ、j（（接郷切［瑚＝ヨ Pレモノト 2 方法ヲ JI] ヒタリ。

コノ閉鎖不全ノ限界ノ、信桁郷＝於テハI別対ι 於テモ後期出ェ於テモ q時縁ノ大仰2分ノ 1遊離ヲ限度トスルモ

ノナリ o }Ji=X百ー々ノ方法＝ヨリ印i釘i不全rγ作リタル後二於テ，血麟ガ術後1-2分＝シテ術前＝近ク依復シ

以後コノ｛質ヲ保ツモノノ、fl:;tn シ得Fレカコ若シ血~ガ充分依復セズ又ノ、一時依復スルモ父再ピ下降スルトキハ

代償シ得ナイ。脈~，、術後術前＝比シテ滅少スルカコ若シコノ依ガ射大スルトキノ、心臓衰弱ノ徴ナリ。賑脚

毅ハ術後血駆!Iii線ト平行シテ·~反復スルガ，連まシ吏＝脈時数カ・'lS：切J ＝・ 4す力II スルトキノ、後楽心微動／危険7招来

"" Jレモノナリ。

30. 腹壁＝窓生シタJi..a大ナル血管臆JI ~色駿例 〉λH江；大外科井上保一

余ノ、21歳ノ男子＝シテ，先天性＝後生九五大トナJレ，腹部ノ右1llll＝倒的上方ハ第8肋骨，下線下方，、

勝骨J：縁＝及ピ，鼠駁ー部＝｝土シ， H良骨111，、IE'i’線二背仰ljノ、脊枝＝近キ範悶＝於ケノレ海布ll様血’官腰／ 1例ヲ経験

セリ。着色紙態ガ大部分黒色或ハ銀側色ヲ曇＇－＂， JM縮性ナク，夜間＝シテ，怨臭アル液ヲ分泌シ， Hツ無有首

位ノ淋巴腺腫脹ノ燭知等アリシダメ黒色脆ト診断セシモ，組織接的検査z1／＜リ腿l,W;ノ、海布＇il様血管腫，淋巴腺

脆阪ハJIL純性JJ巴大ナルコ 1・ヲ知lレリ。服揚ノ外科的切除＝依リ康範！判ノ皮府及ピ皮下組織ノ紙調並＝表1E性

腹筋ノ一部及ピ筋膜／飲劉 γ生ゼシモ，肉芽面ノ後生ヲ待チチールシコ民植皮術ヲ行ヒ成功シ幸ヒ治癒セシ

メタリ。本宇IIノ文以γ＇／IJ長狐セシモ余／剖査セル範i判戸ノ、肱壁＝霊童生セルヵ、 JI;］［大ナシ海布il様血竹J脆ノ （，£例

ヲ知ラズ。稀有ナルモノト思考ス。

31. 興味アJi..腹都大動脈窟J I例 htl育大外科早川 正巳，井上保一

51>歳女＝後セ Pレ小児頭大＝モ及7・豆大ナル服部大動脈痛ノ 1仰jヱシテ約 6.1p.前ヨリ漸次晴大セルモ自fJ;的

＝ノ、特別ノ附砕ヲilJFヘズ。他!ft的所見トシイテノ、前後方向ノ掠勤務明十ル＝反シ，ホ右方向＝於テノ、比較的不

司~明ヂア リ，上下方向ニノ、移動ヲ諮llJJ セザルモ， "jj=_右方向特＝右方ユノ、特易＝移動シ得Pレ。］三線準的検査エ

ヨリ旬，腸，腎等ノ臓器外＝溌生セ Fレモノナルヲ知レルモ， ソノ某底部ノ、後腹膜＝股ク存スルヲ認メタリ。

血液Z氏反ffl!！険性，間ll脊髄？皮ノ性欣略 正々常＝ シテ三氏反8Q：亦険性ナリ。血E震モ略々正111・＝シテ高血脹ノAA

ナラザルモ，試験的｝対日昼術＝ヨリ テ腹部大動脈ョリ起レル大十 Pレ!f1J脈書留十Pレヲ確診セ V。

其 ノ他一般的大動脈絡1及腹部大助JD［（鴻ノ統計的籾祭，i i嵐度7主＆＂腹部大動脈痛ノ原！刈，店 J!k，診断練後

及治療＝言及的本f1i＇.作tlト比較＇.＼＇： ti!日シ興味アル勤ヲ述ペタリ。

32. 中止

33・ 4、見轟緩突起炎 J統計的観察 大阪大野病院 111 J,":; Fil 三

J此近2ヶ年間／小見識様突起炎手術例 172例＝闘スル統計的糊後7；；，＼ミタル＝最様突組炎手術総数ノ 11.7%

＝·，；；：；，レ。ヨノ’1•60例ノ、 JUUJ史炎ヲ併君主シタモノヂアル。性別＝ノ、男 11:.l例＝ f,t シ女59of91Jヂ 1 謝0.52ノ比ヂアル。

年商合的＝ノ、幼児ヨリ高年者＝：＆プー従ヒ共催j心持，7槍シ殊＝10歳以上＝多イ。 li°Ell止トシテノ、小児鼠様突起炎

" .. . 
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ハソノ反臆ガ成人＝比－＇9.毘ク殊＝汎愛件．腹膜炎ヂハH極Ill:－＇、必随ノ品 i'.!伏デアリ，白血球稽カレ、成人ヨリモ著明

デアル。

震を病ヨリ手術迄ノ時間ト最様突起自身ノj質化ヲ槻察スルト48時間以内＝穿孔シテ腹股炎ヲ併溌シタモノガ

比較的多ク見ラレルノヂ議様突起炎ノ保存的視察モ成人＝比ペヨリ般絡ヂナケレパナラナイト思7。非穿孔

刊：ノ；議様突起炎＝於テノ、蜂寓椴炎性ノモノカヴえモ多ク接誼性ノモノハ比較的少数ヂアツタ。之ノ、短時間内ニ

穿孔ガ起Pレ結果トモ考へラレル。

手術成絞ハ死亡例4例ヂ枠穿孔性腹Jr史炎患者ヂ腹膜炎60仰jノ0.6°ρヂアル。 :Jf：穿そし性ノモノニ於テハ死亡

寸1骨無 b云ヒ得Pレノヂ成人ト同様早期手術ノ！励行ヲ希ムモノヂアル。

34. 頭部並＝胸部z於ケJi..諸種装作J腸運動.：：.｝.互示、ス影響

京！好大外科藤川一雄，津 川 潔

近時胸膝外科ノ遊歩lJii主主＝ヴレ胸腔＝劉シ椅々十Pレ装作1ヲ加へJレ＊決シテ稀ナラズ。然ラパ期fIレ際一般会

身血行ト密接ナル倒係 71fスル腸運動＂＇＇ 1flf1可ナル態度7示スカヲ餅究スル事ハ，之等胸院内疾患ノ治療ヲナ

A 上＝肝要ナル事ト云ノ、ザルペカラズ。

余等ハ其ノ代表的ナルモノニツキ呼吸迩EヲJ，腸湿11!h，一般血膝ヲ同時＝描繋セ？シメ，之等J相玄関係＝ツ

キテ研究スル所アリタリ。其／結果，気作閉塞，左右気管枝閉塞，緊張性気胸llrti虚股，横隔JI突刺I縦切断，肋

Jl実際内へノ薬液ノ注入等＝ョ F呼吸困難ヲ起ザシムル時ハ一般血座ノ、著明＝上昇シ腸運動ハ抑制ザル。然Fレ

＝内臓利I経切断家兎及ピ腸管検出入動静脈同時括搾＝司リ腸血行ヲ杜絶セシメタル際＝腸符運動／抑制 7Jl 

，ズ。

以上ノ：re験成絞ョリ頭部並＝胸部＝於ケル諸樋装作ノ腸運動抑制機韓ヲ次ノ如ク説明セント欲ス。卸チ頭

部並＝胸部＝於ケル諸施装作ハ呼吸困難ヲ器国的血中ノ C02 ノ婿加ト 02 ノ減少 7来的此ノ C02ノ

有加が血管運動rf1植ヲ刺殺シ，其ノ刺戟ガ内臓市111終ヲ下行シ， I部ハ腸血行ヲ介シ， I部ノ、神経R主接ノ作用

ーョリ（腸外来神経ノ腸迩勤二重支再c＞腸運動ノ抑伽j並＝一般血歴ノ J二男－ 7来スモノナ Fト信ズ。

伶共ノ他血中ノ C02／場加並 ＝－ 0ョノ減少ガ腸管局所ノ運動機＝作用シ腸運動ヲ抑制スルヰ手モ考へラルル

モ，余等ノ1'1'験成績ヲ以テノ、明言シ得ザル所ナリ。

35. 高度ナJi..腸重積脱出痘J l治験例特エ錦腸間膜ト，，鞠係ニ就テ

兵庫J孫立市11戸病院 上川 正巳

本抗ハ10歳ノ男児＝テ線腸間膜症ノ干＇f-tE =-），~I羽セル高度ノ腸重積脆出品i~ ノ I 例ニシテ，勝タト股出部ノ、長サ

約15糎＝至レリ。手術ノ結果定礎的ナ線、腸間IJ矧i：ァ H テ腸重積ガ之レ＝－；！；~！ヨセシヰ手ヲ権認シ得タリ。

手術＝司リ腸符ヲ完全整復後，腸間IJ史／ 1部71司定シ，又盲腸部＝ハウイルム民盲腸｜司定術7肱シ全治セ

シメ得タル 1例ナリ。

36. 賓験的腸閉塞症知見補遺 大阪＝モ初病院 高橋堅太郎，内藤義良［＼， :==. ~ 粂義

余等ノ、数例ノ腸l~－l~!iU!1.者ノ尿ガ， 1正旋性L トリプト 7 ア』ン寸ヲ分解スル作JTl アルコトヲ認メ， '.i'f験的＝

犬＝腸閉塞ヲ］包サシメテN ソノ尿＝就テ時間ヲ遂 7 テ検査シタル＝，終i~巾ノ一定時期＝於テ阿様ノ事1'P

諮切jシタ。

此ノf乍川J物質ヵ・熱＝封シテ抵抗弱キ瓢ョリ，恐ラク Lピロラーセリ如キ両手素ナラント考へラ Pレ．。

37. Pji吐＝欄ス Ji..賓験的研究

特ニ人工的腹筋緊張H直吐運動並ニ胃内麿ト J相閥関係ニ閥ス Ji..賓験的研究

京府大外科 早川 正巳

激メ骨！J有／ Lアポモル 7 イン守i接nt{J~少1!t及H同作I：迄ノ時間 7決定セ Fレ犬二於テ1"l験セリ。

1) 針nn'.L'l験トシテLテレピン寸泊ヲ後肢皮下注射後i佳fll:fil少放ノ Lアポモル 7イン寸ユテ悩ntヲ惹起セシメ

テLテレピン納寸ノ！恒Pt作用＝関係ナキ 7l可iiメタリ。

2) Lテレピン寸泊 2-4cc ヲ犬ノ腹膝又ノ、帰i刊m腹筋l勾＝注射シ人工的＝腹筋緊張ヲ設現セシメタル後ニ於
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テハLアポモル 7イン守催吐最少設ヲ以ツテノ、最早曜日t運動ノ援現セザルヲ認メタリ。邸チしアポモル 7イン1

ノ槍-fit'J'~ ；；＜。依テ腹筋緊滋ノ、n庖靴作用ヲ抑制スルモノト λ。 、

日） 宵痩.'l造設セル犬＝於テ T 字管 'l}百ヒ 1端 7胃痩管＝逝ゼシメ他端7TycosノSphygmomanometer

＝連結シ一方ョリ 2連球ヂ空気 7主主入シ宵内腿ヲカHヘタリ。正常犬ノ場合ノ、平均20，腹筋緊張溌現後＝於テ

ノ、平均：nノ胃内lll!ヲカn7＇レコト＝ヨリ瞬 Pt迩動ヲ惹起セシメタリ。而シテI駆肘：最少震以下ノ』アポモル7イ

ン『注射ノ場合＝モ胃内lll!ヲ倣＝力fi7Jレコト z d __ 9 ヨク暗~l}t運動ノ惹起ヲ認メ， E恋ヲ除クコトエヨリ運動ハ

((( ＝中止セリ。又Lアポモル 7インペ＝ョリ惹起セル場合＝ノ、宵痩ヲ開放シテ胃内麟7卒隠＝保ツ毛運動ハ直

＝ハ『I•止セズ綴絞セリ。以上ノコトヨリ Lア ポモル 7 イン寸及胃内陸ノ、相Ji. ＝ 幡町t運動＝童話シテ補足的関係＝

アルコトヲ認メ夕日。正常犬ノ場合＝於テιアポモル 7インー＝『ョリ惹起セル稿Pt運動時ノ胃内感ト腹筋繁盛

後ノ暇Pt運動時ノ胃内座トヲ比較セル＝後者ノ場合＝ノ、稲荷高シ。

4) 以上成績ヲ参照シ腹筋緊張後胆~t主E動悲1包ヵ・正常ノ場合＝比シ困難ナル原肉＝閥シテノ、幅吐運動ノー

要素＂＇）レ腹医運動ノ協同作月Jノ隙碍ガソノ主要ナノレ役割 7演ズルモノト推論セリ。

38. 外傷性急性勝臓曲面死 京大外科藤岡十店［I，西村敏雄

季肋部＝打撲ヲ受ケテョリ 2 時間後ョリ俄： jニ腹部ヱ激有l'iH柱シタル 1 男子ヲ手術シタル＂＇• I賂団長ノ、主主J

頭部＝於テ長制lトj((fiJ:J／？.断裂判断裂部ョリ右側ノミ＝於テ強度ナノレ築死ヲ来的右側 zノ、何毒事第化ヲ誌、

メザリキ。此ノ臨i休初tl＝依リJJ事臓接死ノ後生方炎症性，利I続性，血符性或ノ、外傷性ノ何レエシテ壬II事周所＝

Locus minori' res凶 entiaeガ生ゾF時， Aktivator／侵入＝ヨリ言J；働性腺酵素ガ能働性トナリ， Lncusminoris 

resistentiaeノ欽態＝アル組織納胞へ自家消化的＝作用シテ生ズルモノト考へラレ，勝臓頭部ノヨ撲死ガ起I

Ak¥ivatnrノf!Ji主シ得ザリシ切断机!IJ部＝接re'l来サザリ シモノ ト考7o‘

追加 阪大小津外科 i'f 井 flI 三郎

演者ノ、 11q.：崩義援死ガ頭部＝ 多イ原悶トシテ IJ事酵素賦活素ガ頭部＝逮ス Pレガ！己脅~＝ ノ、注シ難イトノ説ヲ以テ説

明セラレ夕方，私ノ、別ナ考ーへヲ持ツテヰルo IWチH革臓頭部ヂfl'ラレルl体液ノ門学素力iソ、尾部ヂ作ラレルモノエ

比シ級メ テ多イトイ 7コトヂアル。ソレノ、;f;L、パiit分泌機f乍＝関スルlt験司｜草分i必前｜併y、11¥¥-素 7作ルコト＝主

トシテ働キ，液間性（Lセクレチン寸性）機f乍ノ、！序液ヲ排出 ；；＜ Jレコト＝主トシテ働クト推論スペキ成績，及ピ！昨

臓＝於ケル分泌利f絃ノ分 ｛／i ヲ検~）レト頭部＝於テノ、年寄＝尾部＝於テノ、組ヂアルトノ j戎紋ヨリカク考ヘルノ：F
アル。

次＝I芹臓疾患ノ治療方針ト ンテl応臓機能て考慮こ入いレコトガ必要ヂアリ，コノダメ私ノ、

1) 食関ヲ注射注腸＝ョ P大：hi:ヲ奥ヘルコト内コレユヨリ Lセクレチン守ノ腸Ui脱ヨリノ砂降ヲヨ年明＝抑制

シ得。 、
2) 神線機作ヲ考慮シ，自律紳終末tl'i臓舛＼f.ijヲ)fl7 0 

:;) 宵開！唆分泌抑制＝ツトメ，市lj峻剤ヲ }fl7 0 宵臨程変＝ヨル際液分泌ハ液開性，前11終性柄機［乍ノ合併シタ

モノデアル。

以上ノ l't験成績ハIJ!C：大阪待感合雑誌主主＝ Biのphysic詰誌J二＝後表シタ。

39. 肝臓摘傷ニヨ JI-施汁穣 J~線治療 京大外科 玉 有l 成，片岡司 i.~ 男

30歳ノ男子，肝臓＝利府1] 7 ’乏 ヶ， IJf合IJ傷部＝筋肉郷充填或ハ滋雄大網膜郷光棋兎＝株離筋勝1C~毘ト前後 3
I可＝瓦リ手術ヲ行へJレモ数ナク胸墜＝脆汁痕ヲ形成シ ＂＇）レモノ＝，と線照射ヲ行ヒ， ™;IJ ＝該脆汁fAi ノ Ill鍛
治癒'l3』ミシメ待タリ。 ll¥1射線作ノ、二失宿区 180KV~ 4 mA, FHA 40粍，減泡板 0.7mmCu+0.5 mmAI" 

シテIJf創傷部＝ 120 r 711司＝奥へ， 72時間ノ陪j隔ユテ 4悶，計 480rヲ照射シタルナリ。

照射l羽始後速力＝！除汁ノ流出力lソ、若ーシク減少シ， 480r 照射＝テ令ク脈汁流/J:IJ、停止シ，以ヴテ、fAi＇、治癒
シタルガ， ソノ本態＝!Milシ我hノ、と線ノ脈汁分j必抑制＝Iルレモノト・tgへ！日｝レドモ， f全身j伏態及llf機能自慢エ

ノ、x シタル~；；r:r.']. 7＇泌メザリキ。依ツテ l防汁痩ノ判長焚スペキー将治療法ト考へ報告ンタル次第ナリ。、




