
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

業績目録

業績目録. 京都大學結核研究所年報 1951, 2: 81-83

1951-03-31

http://hdl.handle.net/2433/50868



81

r第 4部 】 外 科 療 法 部 (主任 助教授 長石忠三)

本部門の研究 に対 しては長石の恩師京都大学医学部外科学教室界2講座青柳安誠教授 (前Wr長)並びE/Th糖核研

究所第 2部岩井孝義教授か ら不断の御後援､御鞭鍵を頂いた｡又以下の諸研究の中､列香し療法関係のものには学

術食議椅核研究:委員食委員研究費の補助を電伊､牝学療法関係の ものには理学部有磯′化学数rjti.野津龍三郎教授か

ら御指導,御後援 を頂いた｡附記 して深甚の謝意を表する (長石忠三)｡

亡業 績 日 故】

其のⅠ)肺繕横の外科的療法の研究その他

1)長石忠三 :肋膜外合成樹脂球充填術 診断 と鰭療配発行 臨時増刊 ｢肺醇核｣(暇.25.2)

2)長石忠三 :肋膜外合成樹脂球充填術の治療成績､年別て手術成績を左右する三要素

日 本 臨 床 第 7合 算2号 (昭.25.2)

3)長石忠三 :肺椅核外科に於 けるぺク ール心電図の磨用 日本夕挿 し学令第50回総 合 (昭.25.4)

4)長石忠三 :肺緯核の舛科的療法 粁核講座 節2輯 南江堂発行 (昭.25.4)

5)長石忠三 ･寺櫓 孝 ･常盤太助 :空洞切開街の準備手術 としての空洞充塞術

日本結核崩学 費第25回給食 (昭.25.5)

6)長石忠三 :肺結核舛香しの歴 史､現況及び措釆 医 . 家 第 6号 (哩.25.6)

7)上月景光 :空洞 切開､開放療法による互大空洞の滝験例 解6回滞核外科集談 昏 (町25･8)

8)日下芳郎 :肋膜舛充填術後は於げろ充填腔 内診出液の研究 算6回帯磁外科免談 昏 (打払25.8)

9)長石忠三 :肋膜外合成樹指球充填術の遮鷹症 と禁忌症 節 6Enj鯖核外科億 談 禽 (特別請潰) (昭.25.8)

10)常盤太助 1.位耕運軍役鏡 による舘核蘭の初案 (第 1報) 糖核祈怒合算22Ll講演 昏 (哩.25.9)

ll)豊永菩次郎 ･平川公義 †横 山倫造 :静脹内全身庇酵下胸部手術時に於 ける心電図俳風

帯核研究食算22回講演昏 (日'flJ.25.9)

12)豊永苫泰郎 ･午JTl公義 ･久保黍造 :肋沼莫外充填術例に於 げろ ｢直角二等辺三角座標による

心対電方向｣の検討 樽核研究骨第22回音韻骨 (哩.25.9)

13)横 井三郎 ･睦 谷謹書 ･鹿島栄達 ･河端二郎 :肺結核外科に於ける上線手術tli後撮影法の意義 (第1帝)

騎接衝究 昏第22回講演 昏 (昭.25.9)- --･105

14)島田茂冶 :喉頭椅核症の臨床的研究､特 に肺空洞療法を以てする喉頭帝核症の一新鰭療法並びに

本庄-の基本的7台療方針 衛核研究 第 6番 算ユ-3合併 夢 (L'召.25.1-5-9)

15)香川輝正 :肺臓機能 に及ぼす外科的肺虚脱療法の影響に裁て

(第 1篇)勘 眼血ガス分析決による研究

(第 2篇)呼吸猫記法による研究 辞核祈究 第 6番 第1-3合肝争 (昭.25.1-5.-9)

16)香川輝卑 :肺葉切除術の隠 験､租 て気管支断端の処鹿 に裁て

蘇核研究 解6巷=第1-3合併 争 (BH.25.1-5-9)

17)香川輝正 :肺固定法による肺填宜の治験.m 椅核併究 第 6番 算1-3合併号 ('昭.25.1-5-9)
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18)長石忠三 ･桃井三郎 ･久保克行 ･有馬弘毅 :胸廓成形衝 と肋院外奉墳衝 との複合術式､

特に釦 の手術々武 芸孟誰 習 篭 も墓字書 ‡詑 1針 ････- - ･84

19)長石忠三 ･辻 周介 T美港 口玄 ･久保克行 ･高亀正治 :胸港内充填術のその後

節3回日本胸部外科学･@ (昭･25･10)･･･ ･･:･･････87

20)青柳要訣 ･長石忠三 ･等枚 挙 :緒核性肺空洞陀対する空洞切開術の経験

舞3回日本胸部外科学膏 (昭.25.10)･- ･--･91-

ヽ
21)常盤太助 :位相差願徴鼓托よる二､三抗酸性常､特に緒核首の親祭 (節2報)

日本結核病学食近畿地方骨 (昭.25.ll)･････････.･･89

22)上月景光 ･寺粗 孝 ･山本利雄 ･舞鶴 - :上月 ･寺松等の肺剥離範囲表による肋膜列合成樹脂球

充填術の成津 ､ 日本締核病学食近畿地方食 (昭.25･11)

日本結核病学脅近畿地方食 (暇.25.ll)･･- ･-･･･92

24)長石忠三 :肺椿核の一新外科的療法､肋膜外合成樹脂球充填術

永井書店尭行 ｢臨尿の進歩｣第 4巻 (昭.25.ll)
YtQ,1

25)Chiiz古Naga'iShi:AnalyticalStudyon…Fqilure"ofExtrapleuralPneul1101ysiswithFllling
ofPlasticBalls. AnnalsofTuberculosis,Vol.1,No.3,Dec.1950.

26)長石忠三 :肋膜舛合成樹脂球充填術Z/{関する二､三の問題 現代医学 界3号 (昭.26.3)掲載予定

27)長石忠三 :肋膜舛合成樹脂球充填術の適磨症 ′強 , 療 節33巷 節2号 (昭･26･2)

28)長石忠三 ･家森武夫 ･小河餐生 ･長沢直率 ･山下政行 :不完全気胸例に対する肺切除術の駐飴､

樽に切除肺の病理解剖学的新見

解7回締核外科集談骨 (昭･芦6.2)-･･ ･･･-･･95

29)長石忠三 ･安淵義男 ･苦栖正之 :部分的肺葉切除術t/{於げろ一新気管支区割切除法

第 7回帝核外科集談食 (昭.26.2)及び日本籍核病学食第26回給食 (昭.26.4)発表予定-----99

30)寺紘 孝 ･山本利殖 :肋膜舛充填術後の空洞穿孔例に於ける気管支塵開銀術式

~節7Ll結核外科集談昏 (昭.26..2)･-･- -.･103

31)青柳安誠 ･長石忠三 ･等松 草 :緒核性肺空洞に対する空洞切開術の縫験.特にその手衝 々式と後処澄

日本外科学昏鮮51回給食 (昭.26.4)発表予定

32)長石忠三 ･等枚 挙 ･安淵義男 ･菩栖正之 :空洞削除肺飽蘭加胸廓成形術

33)長石忠三 ･寺枚 挙 ･久保克行 ‥空洞切開肺鹿緒加 (又は封 同郡 日筋肉雛充填加)胸廓成形衡-･-･ニ-101

31)佐JTl滴之功 :肺緒核による上薬気管支の病的変化 と手術適鷹症 ,特に気管支造影法による検討･･--･･････107

35)佐川瑚之助 :肺椅核息者に於ける気管支鏡槍査鼓の経験

36)名盤谷兼吉 ･岸 哲薬 :縦隔洞皮紋嚢腫の治胎例l 胸部外科 近刊号 凝表予定

37)久保克行 こ諸種高分子化合物の組織に対する異物刺戟 (第1-第3籍) (完 了,轄核研究 発表予定)

38)桃井三郎 '.外科的肺虐政療法の前後把於伊る肝施機能 (第1-静4籍) (完 丁,蘇核祈究 発表予定)
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39)望 月立夫 :結核性肺控洞の臨床的研究 (節1-第4篤)

40)豊永苦索郎 ･･列科的肺虚脱･療法の前後 に於ける循媛器磯能 (葬1第一節6第)

(完 了,結核研究 発表予定)

(完了,締核研究 発表予定)

41)日下芳郎 :肋膜舛合成樹脂球充填術後の充填港内鯵出液の研究 (第1篤一節3籍)

(完 丁,斬核研究 発表予定)

･̂2)安淵義 男 :肺鰐核外科に於げろ ｢ス t I-プ トマインン｣の磨用に関す る基礎的並びに臨床的研究

(節1第-算4倍) (完 丁,醇核研究 発表予定)

其の書)括梅の化畢療法の研究 (京都大学鞄学部有磯他学教室 との共同研究)

43)野津髄三郎 ･渡辺 鮫 ･間借三郎 ･桑 田 蕃 ･長石忠三 ･等姶 孝 ･溢谷謙宕 ･有馬弘毅 .

舞鶴 一 ･小林岩美 :骨核の地学療法の研究

第 1帝 O-Aminophen61の高級 alkyletherの合成並びに帯核菌に対する抗菌作用-- .････････--- - -･111

第 2報 oIAminopheno1-dodecyletherの毒性並びに動物体内t分布

第 3帝 Brenzcateehinmonoalkyletherの合 成 並びに 帝核常に対する抗菌作用- ･･.･････.･････t-･････････114

第 4報 O-n-I)Odecyloxy-anilino牝令物の合成 並び!,7:轄核常に対する抗菌作用 ･･- -･･･････-- ････-･･-116

44)淡谷謙吉 :para-Metoxybenzaldehydthiosemicarbazone(所謂 TBI)の防核常発育阻止作用 ･･･ ･-･.･･ ････..117




