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京都大学結核研究所内科学第 2部

京都大学結核研究所内科学第 1部

京都大学結核研究所外科学部

京都大学医学部婦人科学産科学教室

京都大学医学部脳神経外科学教室

京都大学医学部内科学教室第 2講座

京都大学医学部放射線医学教室

京都大学医学部外科学教室第 1講座

京都大学医学部口腔外科学教室

京都大学医学部精神医学教室

京都大学医学部耳鼻咽喉科学教室

京都大学結核研究所病理学部

京都大学医学部昆 薬理学教室

京都大学医学部内科学教室第 1講座

-1…

(内科学第 1部)

主任 教授 :内藤益一,助教授 :前川暢夫,講師 :吉田敏郎,講師(井常劫):大井急 助手 :津
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久間俊次,中西通泰 :川合 満,池田宣昭,中井 準,副手 (非常数) :松島留蔵 ･清水 明 ･

東向一郎 ･小沢 晃 ･蒲田通子 ･推賀宣二郎 ･田隅朝緒 ･田中健一 ･吉原宣方 ･岩井嘉一 ･山田

栄一 ･武田貞夫,大学院 :太田令子 ･馬淵尚克

(内科学第2部)

主任 教授 :辻 周介,助教授 :大島駿作,講師 :小原幸信,客員講師 :JamesP.Satterwhite,

講師 (非常数) :西岡 等 ･並河 靖 ･日置辰一朗 ･末包慶大,助手 :藤田豊 ･泉孝英 ･森岡茂

治 ･高橋権也,副手 (非常数) :小松幹雄 ･上田千里 ･熊代朗子 ･浅田高明 ･市田新路 ･田中久

勝 ･小林辰雄 ･儀間義威 ･浜本武夫 ･福間謙助 ･中島道郎 ･宗実琴子 ･尾原潔司 ･岡田長保 ･浜

本康平,大学院 :野村繁雄 ･宮城征四郎,研修員 :西田正行

(外科学部)

主任 教授 :長石忠三,助教授 :寺松 孝,講師 :佐川弥之助,岡田慶夫,講師(非常数):日下

芳郎 ･中村 健 ･山本利雄 ･吉田 昇 ･加藤幹夫 ･山下政行 ･安淵義兄 助手 :矢崎次郎,池田

貞雄 ･田中歳郎 ･副手 (非常数) :山崎 昇 ･木下修二郎 ･大道重夫 ･立石昭三 ･永井 彰 ･土

肥佳郎 ･船津武志 ･山本博昭 ･伊東政敏 ･甲斐隆義 ･北野司久 ･浅井信明 ･官本信昭 ･山本四郎

･小野孝 ･安田俊吉 ･石井昌生 ･井上律子 ･折田雄一 ･中川正清 ･佐藤新太郎 ･畠中陸郎 ･加藤

康夫 ･松原義人 ･菅原精博 ･藤本哲三 ･人見滋樹,大学院 :田苗英次 ･源河圭一郎 ･束島 功 ･

轟 文夫 ･安田隆一郎 ･伊藤元彦 ･大岡 剛 ･金 地基,研究員 :金 在可,研修員 :金 泰希

･鄭 茂松 ･呉 海竜

(病理学部)

主任 教授 :安平公夫,講師 :大川軟- (休職)

(細昔血清学部)

主任 教授 :植田三郎,助教授 :上坂一郎,講師 (非常数) :村上春彦,助手 :白石正雄 ･大岩

弘治,副手 (非常数) :伊藤義昭 ･土井和雄 ･大平 実 ･小林 博

(細胞化学)

主任教授 :高松英雄,助教授 :水谷 昭,講師 (非常数) :峰下鉄雄,助手 :平井圭一 ･金村秦

捕,副手 (非常数) :進藤備昌 ･富永敏郎 ･池村 彬 ･溝口喜久男 ･竹沢正和 ･永井隆男 ･伊藤

満 ･池谷淳一 ･熊沢 清 ･池田 嵩 ･小森昭宏 ･佐々木元 ･前田美世

(併 任)

教授 福田 正 (京都大学医学部放射線医学教室)

教授 西尾 雅七 (京都大学医学部公衆衛生学教室)

(事務部)

事務長 :千種顕誠,庶務掛長 :児玉安人,同主任 :秋吉駿-,同事務官 :近藤英子 ･堀田.良恵,

理経掛長 :蔭山寅-,同主任 :松本 正,同事務官 :上地稔子 ･市岡康正 ･森田彰彦,収入掛長

:須羽治夫,同主任 :中村睦太郎,同事務官 :前田久男 ･白井キヌ ･野田芳子 ･児玉登美枝 ･岡

野福子 ･佐竹セツ ･森 重夫,患者掛長 :鈴庄清二,同事務官 :室恵美子

(附属病院)

病院長(兼):教授 :内藤益-

(診療都) (診療部教官定員は各研究部門の項に含む)

(検査部)

主任(栄):助教授 :前川暢夫,技官 :山岸悦子 ･大槻 実 ･山田恒一 ･木津 啓 ･愛場 要 ･小

野木照子 ･浅沼一美

(レントゲン部)

レントゲン室主任 :技官 :浜川純一,同技官 :蔵岡信長 ･大坂泰夫 ･曽我部康之 ･灘井智代子,

同事務官 :野元頼子

(薬 局)
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薬局主任 :技官 :桑田 宏,同技官 :八木充子 ･楠田英男,同事務官 :宇野初枝

(看護部)

総看護婦長 :細川 ミツ工,看護婦長 :中根文子 ･大前久野,主任看護婦 :北村 トシ子 ･信重安子,

技官 :岩永千代子 ･古府静江 ･高市政子 ･安部克己 ･近藤信子 ･山崎保子 ･田中松代子 ･小林と

よ ･竹崎浄子 ･斎藤千鶴子 ･松田比佐子 ･小林梅野 ･谷村明子 ･松本敏枝 ･山田さだ子 ･松宮な

を子 ･松田富子 ･明石和子 ･松本喜美子 ･谷口美智子

業 績 目 録

内 科 学 第 1部 (主任 教授 内藤益-)

〔学 会 発 表〕

1) 内藤益一,前川暢克 吉田敏郎, 中西通泰 :特異な点のあった女子肺癌の3例,第 9回肺癌研究会

関西支部会 (昭41.1.22)

2) 内藤益-,前川暢夫,吉田敏郎,津久間俊次, 川合 満, 田中健一, 雑賀宣二郎 :Capreomycin

の抗結核作用に関する基礎的検討, 特に KanamycinViomycin との交叉耐性に関する研究, 罪

14回日本化学療法学会総会 (昭41.5.25)

3) 内藤益一,前川暢夫,吉田敏郎,津久間俊次,岩井嘉一,蒲田通子,太田令子, 馬淵尚克 :Cyclo･

serineによる精神障碍と患者の年令並に体重との関係,同上 (同上)

4) 内藤益-,前川暢夫,津久問俊次,川合 満,池田宣昭,田中健一,岩井嘉一, 蒲田通子, 雑賀宣

二郎 :肺結核再化学療法について,第41回日本結核病学会 (昭41.6.7)

5) 内藤益-,前川暢夫,津久間俊次,川合 満,中井 準, 久世文章, 小沢 晃,太田令子,馬淵尚

克 :肺結核初回化学療法の強化 (SM,INH,PAS,SF,SOM 5者併用 1カ年の成績), 同上 (昭

41.6.8)

6) 内藤益一,前川暢夫,吉田敏郎,津久間俊次,川合 満,中井 準, 久世文事, 小沢 晃 :Ethio-

namide少量分割投与法と1日1回投与法との動物実験による治療効果の比較,同上 (同上)

7) 前川暢夫,吉原宣方 :肺野に塊状陰影を伴った Sarcoidosisの1例,第 2回胸部疾患学会近畿地方

学会 (昭41.6.25)

8) 中西通泰他 :病院における非結核性胸部疾患の動態,同上 (同上)

9) 内藤益- :肺結核化学療法強化の現在段階,京都大学結核研究所創立25周年記念学術講演会 (昭41.

7.2)

10) MasukazuNaito:Intensi丘CationofChemotherapeutic Regimen inOriginalTreatment

ofPulmonaryTuberculosis,ⅠX InternationalCongressonDiseasesoftheChest.Copen-

hagen,Denmark (August24,1966)

ll) 内藤益- :第4主題結核,東南アジア医学シンポジウム (昭41.10.2)

12) 内藤益- :綜合討議,同上(昭41.10.2)

13) 内藤益一, 津久間俊次他 :Formyト8-hydroxyquinoline誘導体の合成 ならびに抗結核作用につい

て,第23回日本薬学大会 (昭41.10.22)

14) 内藤益-,中井 準他 :薬剤耐性結核菌の感染について,第18回結核談話会 (昭41.ll.12)

15) 北本 治, 内藤益-, 中井 準他 :稀有な肺疾患例の展示, 第6回目胸部疾患学会総会 (昭41.ll.

14-15)

16) 内藤益一,前川暢夫, 津久間俊次, 中西通泰, 川合 満, 久世文事 :肺結核症を主とした肺疾患に
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対する Cephalosporidine臨床投与成績,第14回日本化学療法学会中月本支部総会 (昭41.12.3)

17) 内藤益一,前川暢夫,吉田敏郎,津久間俊次, 中西通嵐 川合 温 中井 準, 吉原宣方, 蒲田通

子, 太田令子, 山田令子, 山田栄一, 武田貞夫 :抗結核剤の副作用に対する Metoclopramide

(Primperan)試用の経験,同上 (同上)

18) 内藤益-,前川暢克 津久間俊次,池田宣昭, 岩井嘉一, 太田令子 :PASで前処置された結核菌に

対する INH の殺菌効果についての-試験管内実験,第32回日本結核病学会近畿地方会 (昭41.12.3)

19) 内藤益一,前川暢夫,吉田敏郎, 津久間俊次, 中西通泰,川合 満, 池田宣昭, 中井 準,岩井嘉

一 :Cholesterinpleuritisの二例,第61回日本内科学会近畿地方会 (昭41.12.3)

〔誌 上 発 表〕

1) 小沢 晃 :PAS一glucoside-natrium (PAS-G)に関する研究 (第 1-第 3編),京結紀要,第14巻,

第 2号,72(昭41.3)

2) 岩井嘉一 :2,2'-(Ethylendimine)-di-1-butanol(EB)EBの抗結核作用ならびに附加による再化学

療法強化に関する基礎的研究 (第 1-第3編),京結紀要,第13巻,第 2号,99(昭41.3)

3) FumiyukiKuze,Mitsuru Kawai,ShunjiTsukuma,NobuoMaekawa,and Masukazu

Naito:Studieson theAntituberculousActivityofAlpha-Ethy1-Thioisonicotinamide-

MethansulfonateandItsSideEffects,ActaTuberc.Jap.Vol.15No2:71(昭41.3)

4) 内藤益-,津久間俊次他 :結核菌に対する化学療法剤の研究 (第17報*3)Indole-3-carboxaldehyde

誘導体の合成ならびに抗菌作用について,薬学雑誌86:861-864(昭41.9)

5) 内藤益- :これからの結核研究, 日本胸部臨床,第25巻,第11号775-782(昭41.ll)

6) 前川暢夫,吉原宣方, 蒲田迫子他 :肺野に塊状陰影を伴った Sarcoidosisの 1例最新医学第21巻,

第12号2737-2740(昭41.12)

内 科 学 第 2 部 (主任 教授 辻 周介)

〔学会発表並びに講演〕

1) 安平公夫 :芽中心の研究(1)遅延型アレルギーと芽中心,第55回日本病理学会総会,小グループ討議,

免疫学Ⅲ (昭41.4.29)

2) ShusllkeTsuji:TransferFactorofTuberculinHypersensitivity,第 1回日米医学協力計画合

同会議 (昭41.5)

3) 辻 周介,大島駿作,岡田長保,泉 孝英 :ツベルクリン感受性伝達因子の化学的性状に関する研究,

第16回結核化学研究グループ総会 (昭41.6.5)

4) 日置辰一朗,木村忠夫,中山健治,中島道郎 :結核住民検診において肺癌を疑われた症例について,

第41回日本結核病学会総会 (昭41.6.8)

5) 辻 周介,大島駿作,泉 孝英,野村繁雄,ツベルクリン･アレルギーの脱感作に関する研究 (結核

菌体によるツベルクリン･アレルギーの抑制),第41回日本結核病学会総会 (昭41.6.8)

6) 辻 周介, 伊藤文雄, 小原幸信他 :肺胞蛋白症の1例, 第 2回日本胸部疾患学会近畿地方学会 (昭

41.6.25)

7) 日置辰一朗,藤原清則,中島道郎,小松幹雄,小原幸信 :肺癌を疑われた気管支拡張症,第 2回日本

胸部疾患学会近畿地方学会 (昭41.6.25)

8) 辻 周介,杉山 茂, 福井 斉,小原幸信, 福間謙助 :Kartagener'sSyndromeの3例,第 2回

日本胸部疾患学会近畿地方学会 (昭41.6.25)
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9) 辻 周介 :遅延型過敏症のメカニズム,京大結核研究所25過年紀念講演会 (昭41.7)

10) KimioYasuhiraandYukinobuYasuhira:Biologicalactivityofchemicalfractionsfrom

tuberclebacilli,第 6回国際病理アカデ ミー (昭41.10.13-19)

ll) 安平公夫,小原幸信 :結核病巣の形成とアレルギー,(7)幼弱モルモ ットでの実験,第16回 日本アレル

ギー学会総会 (昭41.10.20)

12) 大島駿作 :TransferFactorの化学,第16回日本アレルギー学会総会, 免疫化学に関する綜合討論

(昭41.10.21)

13) 辻 周介,大島駿作,泉 孝英,野村繁雄 :ウサギにおける ImmuneDeviation,第16回日本アレ

ルギー学会総会 (昭41.10.21)

14) 辻 周介,福間謙助,藤田 豊,岡田長保 :細胞又は血清の分画を以てする接触過敏症の受身移行,

第16回日本アレルギー学会総会 (昭41.10.21)

15) 酒徳治三郎,泉 孝英他 :実験的無精子症に関する研究,第17回日本不妊学会総会 (昭41.10.27)

16) KimioYasuhira:Productionoflungcancerinratswith20-methylcholanthreneinFreu-

nd'sadjuvant, 第 9回国際癌学会 (昭41.10.28)

17) 安平公夫 :Adjuvant法による Methylcholanthrene肺癌とその発癌様式,日本病理学会第12回秋

季特別総会A演説 (昭41.ll.4)

18) 小原幸信 :肺癌の発生に就ての討論会,第105回京大結研綜合談話会 (昭41.ll.16)

19) 安平公夫 :肺癌の発生に就ての討論会,第105回京大結研綜合談話会 (昭41.ll.16)

20) 辻 周介,泉 孝英,森岡茂治,高月 清,加納 正 :サルコイ ド-ジス患者の免疫反応,第61回 日

本内科学会近畿地方会 (昭41.12.3)

21) 日置辰一朗,有馬弘毅,藤原清則,中島道邸,福間讃助,小原幸信,野村繁雄 :肋膜炎経過後に出現

する局在性膿胸一潜在性膿胸の-形式,第32回 日本結核病学会近畿地方会 (昭41.12.3)

22) 辻 周介,日置辰一朗,宮城征四郎 :肋膜炎を初発症状とした リンパ性白血病の-症例,第32回 日本

結核病学会近畿地方会 (昭41.12.3)

23) 辻 周介,泉 孝英,野村繁雄 :胸部の異状陰影により発見された多発性骨髄腫の一例,第32回 日本

結核病学会近畿地方会 (昭41.12.3)

24) 日置辰一朗他 :京都市の住民検診において 肺癌を疑われた症例 について, 第 7回日本肺癌学会総会

(昭41.12.5)

25) 小原幸信, 安平公夫 :肺癌の発生に関する実験的研究,(6)20-Methylcholanthrene注入 ラット肺

の初期変化に関する電覇的研究,第 7回 日本肺癌学会 (昭41.12.5)

26) 安平公夫 :Anthraline塗布による乳境膜,悪性 リンパ腫,乳癌の発生,第25回日本癌学会総会示説

(昭41.12.6)

27) 辻 周介,泉 孝英,森岡茂治 :肺門 リンパ節の腫脹によって発見された Hodgkin氏病の一例,罪

4回 日本癌治療学会総会 (昭41.12.9)

28) 安平公夫 :発癌と免疫,第8回免疫生物研究討論会 (昭41.12.10)

29) 辻 周介 :ImmuneDeviationについて, 日米医学協力計画会議結核部会 (昭41.12)

30) 大島駿作 :遅延型アレルギーの受身伝達機構,第 9回免疫生物研究討論会 (昭42.1.21)

〔雑 誌 発 表〕

1) 山村雄一,安平公夫他 :肺癌を語る, 日本臨床,第24巻,第3号 (昭41.3)

2) 杉山 茂,福井 斉,岡田長保,泉孝英,福間謙助,野村繁雄,宮城征四郎 :サルコイ ドージスの同

胞内発生の 2症例,日本胸部臨床,第25巻,第 6号 (昭41.6)

3) 辻 周介,野村繁雄 :肺癌の診断について,京都医学会雑誌,第16巻,第 1号 (昭41.9)

4) 辻 周介 :遅延型過敏症のメカニズム,京結紀要,第15巻,第 1号 (昭41.9)
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5) 大島駿作,野村繁雄,小林辰雄,儀間義威,岡本憲司 :いわゆる ｢夏かぜ｣として集団発生した原発

性異型肺炎について,日本胸部臨床,第23巻,第9号 (昭41.9)

6) ShunsakuOshima,TatsuoKobayashiandYosllitakeGima:Clinicalandepidemiological

studiesonprimaryatypicalpneumoniainthesuburbsofMaizuru-city,ActaTuberc.

Jap.,Vol.16,No.1,(1966).

7) 福間謙助 :接触過敏症の伝達因子に関する研究 〔第1篇コ 細胞成分による 2･4Dinitrofluoroben-

zene感受性の受身伝達,京結紀要,第15巻,第 2号 (昭42.3)

8) 野村繁雄 :ImmuneDeviationに関する研究 〔第1第〕結核死菌体によるツベルクリンアレルギー

の抑制,京姑紀要,第15巻,第 2号 (昭42.3)

外 科 学 部 (主任 教授 長石 忠三)

〔特別講演,招請講演,シンポジウム,パネルディスカッション等〕

1) 佐川弥之助 :呼吸困難に関する二,三の問題,第28回日本結核病学会東海地方学会第10回日本胸部疾

患学会東海地方学会合同学会特別講演 (昭41.6)

2) 岡田慶夫 :肺癌の外科的治療,とくに小型肺癌の治療成績に関連して,第 9回日本胸部外科学会関西

地方会シンポジウム ｢肺癌の診断並びに治療｣ (昭41.6)

3) Nagaishi,C∴ LymphatogenousMetastasisofLungCancer,SpecialLecturesatthePeru

vianSocietyofTuberculosisandRespiratoryDiseases,Lima,Peru(July,1966),Neumo-

phthisiologyInstitute,FacultyofMedicineoftheUniversityofChili,Santiago,Chili,

(July,1966),InstitutoModelodeClinicaMedica.BuenosAires,Argentina(July,1966),

ⅤⅠIth CourseofTuberculosisand ChestDiseases,Brazilian CentralTubercu losis

lnstitute,SalvadorUniversity(July,1966),ParmaUniversityParma,Italy(Åug.,1966)

4) Nagaishi,C.:ElectronMicroscopyofPulmonaryAlveoli,SpecialLecturesattheCuerpo

MedicodelHospitalTorax,UniversityofPeru,Lima,Peru(July,1966),°ept.ofPatho

logy,RoyalInfirmary,Cardiff University,Wales,United Kingdom (Ang.,1966),VIIth

CourseofTuberculosisandChestDiseases,Brazilian CentralTuberclllosisInstitute,

SalvadorUniversity,Salvador,Brazil(July,1966)

5) Nagaishi,C∴ TheCavernostomyforFar-advancedPulmonaryTuberculosis,SpecialLec-

turesattheNeumophthisiologyInstitute,FacultyofMedicineoftheUniversityofChi-

li,Santiago,Chili(July,1966),ArgentinaSocietyofTuberculosis,BuenosAires,Argen-

tina(July,1966),VIIth.CourseofTuberculosisandChestDiseases,BrazilianCentral
TuberculosisInstitute,SalvadorUniversity,Salvador,Brazil(July,1966)

6) Nagaishi,C∴ Mechanism ofRegulationofthePulmonaryBloodStream,SpecialLectu-

resattheRivadaviaHospital,BuenosAires,Argentina(July,1966),VIlth.Courseof

lmprovementofTuberculosisandChestDiseases,BrazilianCentralTuberculosislnsti-

tute,SalvadorUniversity,Salvador,Brazil(July,1966)

7) Nagashi,C.:SystematicLungCancerCytology,SpecialLecturesatClinica Medicade

laFacultaddeMedicinadeBuenosAires,Argentina(July,1966),ⅤⅠIth.CourseofTu

berculosisandChestDiseases,BrazilianCentralTuberculosisInstitute,SalvadorUnive-

rsity,Salvador,Brazil(July,1966)

8) Nagaishi,C.:ElectronMicroscopyofLungCancer,SpecialLecturesatBaselUniversity

andZurichUrliversity,Baseland Zurich,Switzerland(Aug.,1966),RheinischeLandes
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Klink,Marienheide,WestGermany(Åug.,1966)

9) Nagaishi,C.:Vice-ChairmanattheInternationalCommitteeon LungCancer(-qe),

Copenhagen,Denmark (Åug.,1966)

10) Nagaishi,C.:PulmonaryEmbolism,FiresideConference,InternationalCongressonDisea

sesoftheChest,Copenhagen,Denmark(Augり1966)

ll) Nagaishi,C･:RepresentativeofJapanatthePan-pacificAssociationofSurgery,Hono-

1ulu,Hawaii,U.S.A.(Septリ1966)

12) 寺松 孝,矢崎次郎,浅井信明 :肺の局部的機能からみた肺結核外科の適応と限界,第19回日本胸部

外科学会総会シンポジウム ｢肺結核外科の適応と限界｣ (昭41.10)

13) 長石忠三 :肺循環の調節機構,第 6回E]本胸部疾患学会総会シンポジウム司会 (昭41.ll)

14) 佐川弥之助 :肺循環の調節機構,臓器組織の急速冷凍法を中心として,第 6回日本胸部疾患学会総会

シンポジウム ｢肺循環の調節機構｣ (昭41.ll)

15) 中林君美 :気管支遮断術の手術手技と適応について,第29回日本結核病学会東海地方会第11回胸部疾

患学会東海地方会合同学会特別報告 (昭41.ll)

16) 長石忠三 ･翠川 修 :｢肺癌の臨床像と病理像,とくに手術予後に関する臨床的ならびに病理学的検

討｣,日本癌学会日本肺癌学会合同シンポジウム (昭41.12)

17) 岡田慶夫 :末期肺癌の治療,第4回日本癌治療学会総会シンポジウム ｢末期癌の処置｣ (昭41.12)

18) 佐川弥之助 :実地医家のための肺機能検査法,滋賀県医師会学術講演会 (昭41.12)

19) 長石忠三 :肺胞性低換気をめぐる二,三の問題,京大麻酔科創設10周年記念講演,都ホテル(昭41.12)

20) 長石忠三 ･･肺癌と肺結核との鑑別診断,中華民国国防医学院,台北,台湾 (昭41.12),宜蘭県医師公

会,羅束,台湾 (昭42.1)

〔一 般 講 演〕

1) 永井 彰,安湘義男,高田範男,矢崎次郎,山崎 昇,加藤康夫 :1回輸血例と頻回輸血例とにおけ

る輸血後肝炎の差違について,第14回日本輸血学会総会 (昭41.4)

2) 加藤康夫,寺松 孝,矢崎次郎,木下修二郎,船津武志,宮本信昭 :静注後の自家および他家血清ア

ルブミンの運命について,第14回日本輸血学会総会 (昭41.4)

3) 岡田慶夫,池田貞雄,北野司久,源河童一郎,轟 文夫,折田雄一,稲葉宣雄,伊藤元彦,大道重夫

:転移性肺腫場に対する外科的療法の経験,第66回日本外科学会総会 (昭41.4)

4) 長石忠三,岡田慶夫 :肺癌の外科的治療,癌治療懇談会 (昭41.5)

5) 立石昭三,寺松 孝,安淵義雄,永拝 彰 :肺結核に対する気管支遮断術,とくに化学療法併用下に

おける本法の効果についての実験的研究,第41回日本結核病学会総会 (昭41.6)

6) 岡田慶夫,池田貞雄,北野司久,源河圭一郎,轟 文夫,石河重利,伊藤元彦 :肺の寂痕癌について,

第41回日本結核病学会総会 (昭41.6)

7) 永井 彰,立石昭三,安淵義男 :肺結核患者における術後の病勢と血清抗体値との比較観察,第41回

口本結核病学会総会 (昭41.6)

8) 山崎 昇,加藤康夫,永井彰 :モルモット肺結核病巣に及ぼすグリチル リチンの影響,第41回日本結

核病学会総会 (昭41.6)

9) 山本博昭, 中林君美, 井上律子 :気管支遮断術の実験的研究 (第 2報),気管支遮断術に併せ肺動脈

枝を結梨 した場合の諸変化について,第41回日本結核病学会総会 (昭41.6)

10) 石井呂生,吉栖正之,安田隆三郎,小野 孝 :肺切後の横隔膜挙上例の検討,胸部外科学会関西地方

会 (昭41.6)

ll) 長石忠三 :肺癌の外科的治療,京大結研創立25周年記念講演 (昭41.7)

12) 中林君美,井上律子,山本博昭他 5名 :バ ルサルヴァ洞動脈層破裂の2症例,第21回日本循環器学会
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東海地方総会 (昭41.7)

13) Nagaishi,C.:IndicationsforandCriteriaofPulmonarySurgery from theStandpoint

ofLungFunction,ⅠXth.InternationalCongressonDiseasesoftheChest,Copenhagen,

Denmark(Åug.,1966)

14) Okada,Y.,Genka,K.andNagaishi,C.:Electron MicroscopyoftheHumanLungCan

cer.ⅤⅠInternat.Conger.ofElectronMicroscopy,Kyoto(Åug.,1966)

15) Nagaishi,C.:LymphatogenousMetastasisofLungCancer,Pan-PacincAssociationofSur-

gery,Honolulu,Hawaii,U.S.A.(Sept.,1966)

16) 山本博昭,中林君美,井上律子,他 1名 :バルサルヴ丁洞動脈膚右房破裂の 2治験例,第 2回中部外

科学会総会 (昭41.9)

17) 寺松 孝,矢崎次郎,加藤康夫,船津武志,宮本信昭 :臓器移植の基礎的研究,とくに交叉循環家兎

の病理組織学的検討,第67回日本外科学会総会 (昭41.10)

18) 安田隆三郎,佐川弥之助 :肺機能に及ぼす 60Co照射の影響に関する臨床的並びに実験的研究,第19

回日本胸部外科学会総会 (昭41.10)

19) 岡田慶夫,池田貞雄,北野司久,源河圭一郎,伊藤元彦,轟 文夫,松原義人,佐藤新太郎,長石忠

三 :小型肺癌に対する外科的療法の治療成績,第19回日本胸部外科学会総会 (昭41.10)

20) 山本博昭,中林君美,井上律子,加藤康子, 他 1名 :日野荘における心臓手術の経験 (第 2報),罪

21回国立病院療養所医学会総会 (昭41.10)

21) 加藤康夫,寺松 孝,矢崎次郎,木下修一郎,宮本信明,石井昌生 :静注された標識自家および他家

血清アルブミン動態について,第17回電気泳動学会総会 (昭41.10)

22) 寺松 孝,伊東政敏 :組織培養による移植免疫反応の研究,第 2回日本移植学会総会 (昭41.ll)

23) 寺松 孝,矢崎次郎,木下修二郎,山崎 昇,加藤康克 船津武志,宮本信明,松岡 毅,石井昌生,

畠中陸郎 :臓器移植に関する基礎的研究,(第 2段)交叉循環の影響,第 2回日本移植学総会 (昭41.

11)

24) 寺松孝,木下修二郎 :移植用保存臓器細胞の生活反応に関する研究,第 2回日本移植学会総会(昭41.

11)

25) 佐川弥之助 :胸部疾患における肺スキャン法,第18回国立大学附置研究所結核談話会 (昭41.ll)

26) 土肥佳郎,金泰希,山本四郎,佐川弥之助 :非弾性抵抗負荷時の換気力学的研究,第 6回日本胸部疾

患学会総会 (昭41.ll)

27) 浅井信明,加藤幹夫,佐川弥之助 :形態学的計測法によるVcの測定,第 6回日本胸部疾患学会総会

(昭41.ll)

28) 金 泰希,山本四郎,土肥佳郎,安田隆三郎,佐川弥之助 :呼吸困難に関する筋電図学的研究 (第 1

報),第6回日本胸部疾患学会総会 (昭41.ll)

29) 田苗英次,田中歳邦,浅井信明,甲斐隆義,安田隆三郎,中川正清,佐川弥之助 :肺栓塞症の実験的

研究 (第 3報)肺血管反応の神経性因子について,第 6回日本胸部疾患学会総会 (昭41.ll)

30) 池田貞雄,北野司久,源河童一郎,伊藤元彦,轟 文夫,松原義人,岡田慶夫 :肺癌における腫疹抗

原の研究,第 6回日本胸部疾患学会総会 (昭41.ll)

31) 矢崎次郎,宮本信昭,石井昌生 :縦隔鏡検査法の胸部疾患鑑別診断への応用,第6回日本胸部疾患学

会 (昭41.ll)

32) 岡田慶夫 :肺癌の診断と治療,左京医師会学術講演会 (昭41.ll)

33) 岡田慶夫,源河童一郎,山本博昭,折田雄一,松原義人,佐藤新太郎 :肺胞領域における上皮細胞の

腺様化生に関する電子顕微鏡的観察,第7回日本肺癌学会総会 (昭41.12)

34) 源河童一郎,山本博昭,折田雄一,松原義人,佐藤新太郎,岡田慶夫 :電顕的に肺癌細胞内に兄いだ

された2,3の小器官および封入体において,第7回日本肺癌学会総会 (昭41.12)

35) 池田貞雄,北野司久,伊藤元彦,轟 文夫,岡田慶夫 :肺癌の特異抗原の検索ならびにこれを指標と
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した免疫学的診断の試み,第25回日本癌学会総会 (昭41.12)

36) 北野司久,池田貞雄,伊藤元彦,轟 文夫,岡田慶夫 :癌の移植免疫に関する実験的研究 (第3報)

DiffusionChamberの腹腔内挿入法によるマウス腫癌の移植免疫に関する検討,第25回日本癌学会

総会 (昭41.12)

37) 北野司久,池田貞雄,伊藤元彦,轟 文夫,岡田慶夫 :癌の移植免疫に関する実験的研究 (第 2報)

MC腫癌のマウスの リンパ節内移植について,第4回日本癌治療学会総会 (昭41.12)

38) 伊藤元彦,池田貞雄,北野司久,轟 文夫,岡田慶夫 :腰痛の血行性転移の抑制に関する免疫学的研

究 (第 1報),第4回日本癌治療学会総会 (昭41.12)

39) 山崎 昇,加藤康夫 :死菌による実験的モルモット肺結核に対するセファランチンの影響についての

病理組織学的検討,第32回日本結核病学会近畿地方会 (昭41.12)

40) 田中歳郎,佐川弥之助 :モルモットにおける-側肺および両側肺-の低酸素負荷時の肺循環の形態学

的研究,第14回肺気腫研究会 (昭42.1)

41) 長石忠三 :肺癌と肺結核との鑑別診断,静岡県医師会,同市医師会合同講演会 (昭42.3)

〔誌 上 発 表〕

1) YasuoKato,TakeshiFunazu,NobuakiMiyamoto,ShujiroKinoshita,JiroYazakiand

TakashiTeramatsu:Onacauseofpostoperativetransienthypoalbuminemia(Inadequa-

tenessofhomologousserum albuminforthehost),ActaTuberculoseaJaponica,Vol.15,

No.2(March,1966)

2) 岡田慶夫,池田貞雄 :癌の免疫学的診断法の最近の進歩,診療,19(8):1085-1095(昭41.8)

3) 岡田慶夫,北野司久,池田貞雄,源河圭一郎,伊藤元彦,轟 文夫,折田雄一 :転移性肺腫癌に対す

る外科的治療の経験,(1)(2),日本胸部臨床,25(8):577-587,25(9):645-649(昭41.8,昭41.9)

4) 長石忠三 :肺癌の外科的治療,京大結研紀要,15巻, 1号 (昭41.9)

5) 長石忠三,岡田慶夫 :末期肺癌の治療,外科治療,15(3):308-319(昭41.9)

6) 鄭 茂松 :迷走神経肺水腫の研究,第 1第 病理形態学的研究,京結紀要,15巻, 1号 (昭41.9)

7) 鄭 茂松 :迷走神経肺水腫の研究,第 2篇 病態生理学的研究,京結紀要,15巻, 1号 (昭41.9)

8) N.Asai,M.Tzen,T.Tanaka,T.Kai,E.Tanae,M.Nakagawa,YISagawa,Effectof

unilateralhypoxiaonthedistributionofpulmonaryblood 月.ow in man,Acta Tuberc･

Jap.,Vol.16,No.1(Sep.,1966)

9) T.Tanaka,M.Tzen,N･Asai,T.Kai,E.Tanae,M.Nakagawa,Y.Sagawa:Amorpho

logicalstudyonpulmonaryvascularresponsetounilateralhypoxiainguineapュg,Acta

Tuberc.丁ap.,Vol.16,No.1(Sep.,1966)

10) 小林君美,山本博昭,井上律子,人見滋樹,他 2名 :人工心肺使用下における開心術の経験,とくに

術後合併症について,医療,第20巻,第8号 (昭41.9)

ll) 佐川弥之助,岩田 明,山崎 昇,大橋啓吾,山本四郎 :肺結核患者に対する Bisolvonの効果につ

いて,新薬と臨床,第11号 (昭41.ll)

12) 小林君美,山本博昭,井上律子,寺松 孝,加藤康夫, 他 1名 :Valsalva洞動脈膚右房破裂の1治

験例,胸部外科,第19巻,第12号 (昭41.ll)

13) 寺松 孝,宮本信昭,船津武志,石井昌生 :交叉循環,医薬の門,Vol.6,No.12(昭41.12)

14) 岡田慶夫,池田貞雄,源河童一郎,北野司久,山本博昭 :肺の換痕癌について,日本胸部臨床,第26

巻,第 1号 (昭42.1)

15) 山崎 昇,加藤康夫,永井 彰,呉 海竜 :実験的モルモット肺結核に及ぼすグリチル リチン及びプ

レドニソロンの影響についての病理組織学的検討,MedicalReview,Vol.7,No.1(昭42.1発行)

16) 土肥佳郎,金 泰希,山本四郎,安田隆三郎,佐川弥之助 :粘性抵抗負荷時における換気力学的研究,
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･京結紀要,第15巻,第 2号 (昭42.3)

17) 金 泰希,土肥佳郎,佐川弥之助 :呼吸困難に関する筋電図学的研究, 京結紀要, 第15巻, 第 2号

(昭42.3)

18) E.Tanae,T.Tanaka,Y.Dohi,N.Asai,R.Yasuda,Y.Sagawa:Thenervouscontrol

ofthepulmonaryarteryintheexperimentalpulmonaryembolism,ActaTuberc.丁ap.,

(March,1967)

19) 加藤康夫 :宿主に対する同種血清アルブミンの不適合性に関する臨床的ならびに基礎的研究 (第 1,

欝2編),京結紀要,15巻, 2号 (昭42.3)

20) 木下修二郎 :臓器移植の基礎的研究,保存臓器組織の生活反成を中心として(第 1,第 2編),京結紀

要,15巻, 2号 (昭42.3)

21) Okada,Y.andGenka,K.:Histologicalandelectron一microscopicobservationontheade-

nomatoushyperplasiaofthealveolarepithelialcellinthehumanlung.ActaTuberc.

Jap.,Vol.16,No.2(March,1967)

病理学部及び細胞化学部 (主任 教授 高松英雄)

〔学 会 発 表〕

1) 大川軟-,水谷 昭 :Mg-activatedATPaseの組織化学的研究, 第55回日本病理学会総会 (広島)

(昭41.4.28)

2) 水谷 昭 :アルカリ･フォスフ丁ターゼの電顕的研究,第7回日本組織化学総会 ･シンポジウム (大

阪)(昭41.8.22)

3) 水谷 昭 :アルカリ ･フォスフ丁タ-ゼ証明の為の鉛法について,第7回日本組織細胞化学会総会

(千葉)(昭41.ll.7)

4) 高松英雄,永井隆男 :-イ ドロ ･ペルオキシダーゼの組織化学第7回日本組織細胞化学会総会(千葉)

(昭41.ll.8)

5) 高松英雄 :腫癌細胞の形態と機能,帯7回日本組織細胞化学会総会シンポジアム (昭41.ll.8)

〔雑 誌 発 表〕

1) 大川欣- :Mg-activatedATPaseおよび Na.K.Mg-activated ATPaseの リン脂質依存性に

関する組織化学的研究,医学のあゆみ59巻 3号,113頁 (昭41.10)

2) 高松英雄 :発癌前後の病理(結核研究所創立25周年記念講演原稿),京結紀要,15巻 1号,35真(昭41.9)

3) A.Mizutani:ModificationofLeadMethodforDemonstrationofAlkalinePhosphatase

Activity with LighLand Electron一microscopy,Acta Tuber･Jap.,Vol･16,No.1,p.34

(1966)

4) 高松英雄 :酵素組織化学の開拓 (Q基礎医学20年の歩みOの分担執筆 :最新医学,22巻, 1号,50貢,

(昭42.1)

細 菌 血 清 学 部 (主任 教授 植田三郎)

〔学 会 発 表〕

1) 植田三郎 :初代培養中鼠頼菌の特敏のある発育増殖のしかた-･-Micro-colonyの結成,第39回日本
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療学会総会 (高松市) (昭41.4.27)

2) 植田三郎 :結研とともに25年,結核研究所創立25周年記念講演会 (昭41.7.2)

3) 上坂一郎 :放線菌類 (Streptomyces,Nocardia,Mycobacterium) の起病性, 病原性に関する実

験的研究,1.マウスの Nocardia感染に及ぼす大腸菌,ブ ドウ球菌の影響,第32回日本結核病学会

近畿地方会 (昭41.12.3)

人 事 異 動

〔内科学第 1部〕

講師 (非常数)治井豊 :任用を更新する (昭41.4.1)

副手 松島留蔵 ･清水明 ･東向一郎 ･小沢晃 ･蒲田通子 ･池田宣昭 ･雑賀宣二郎 ･田隅朝緒 ･田中健一 ･久

世文事 ･吉原宣方 ･中井準 :任用を更新する (昭41.4.1)

岩井嘉一 ･山田栄一 ･武田貞夫 :副手に採用する (昭41.4.1)

副手 久世文事 :辞職を承認する (昭41.6.30)

副手 池田宣昭 :辞職を承認する (昭41.ll.15)

助手 吉田敏郎 :講師に昇任させる (昭41.ll.16)

副手 中井準 :辞職を承認する (昭41.12.31)

中井準 :助手に採用する (昭42.1.1)

教授 内藤益- :フィリッピン国 ･マレイシア連邦 ･タイ国 ･インド国 ･アラブ連合 ･スイス国およびデン

マーク国-出張 (昭41.7.27-昭41.8.28)

助教授 前川暢夫 :カンボジア匡ト マレーシア連邦 ･シンガポール国 ･タイ国および中華民国-出張(昭41.

8.28-昭41.9.16)

〔小児科部〕

副手 立石恭子 :京都大学医学部附属病院副手に配置換する (昭41.3.16)

助教授 小林裕 :辞職を承認する (昭41.3.31)

※ 非公認 ｢小児科｣部門は昭和41年 3月31日限りをもって廃止

〔内科学第2部〕

講師 (非常数)西岡淳 ･並河靖 ･日置辰一朗 :任用を更新する (昭41.4.1)

末包慶太 :講師 (非常数)に採用する (昭41.4.1)

副手 小松幹雄 ･上田千里 ･市田新路 ･田中久勝 ･浜本武夫 ･福間謙助 ･宗実琴子 ･熊代朗子 ･浅田高明 ･

小林辰雄 ･儀間義威 ･中島道郎 :任用を更新する (昭41.4.1)

森岡茂拾 ･尾原潔司 :副手に採用する (昭41.4.1)

高橋権也 :副手に採用する (昭41.4.16)

助手 岡田長保 :辞職を承認する (昭41.6.30)

副手 森岡茂治 ･高橋権也 :辞職を承認する (昭41.6.30)

高橋権也 ･森岡茂明 :助手に採用する (昭41.7.1)

岡田長保 :副手に採用する (昭41.7.16)

浜本康平 :副手に採用する (昭42.2.1)

※ 非公認 ｢病態生理学｣部門は昭和41年 3月31日限りをもって廃止,内科学第 2部門-吸収

⊂外科学書B]

副手 久野健志 ･岩田明 :退職 (昭41.3.31)

講師 (非常助)日下芳郎 ･中村健 ･山本利雄 ･加藤幹夫 :任用を更新する (昭41.4.1)

吉田昇 ･安淵義男 :講師 (非常数)に併任する (昭41.4.1)
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山下政行 :講師 (非常数)に採用する (昭41.4.1)

副手 山崎昇 ･木下修二郎 ･大道重夫 ･土肥佳郎 ･田中歳郎 ･池田貞雄 ･船津武志 ･伊東政敏 ･北野司久 ･

小野孝 ･安田俊 ･吉山本四郎 ･折田雄一 :任用を更新する (昭41.4.1)

立石昭三 ･永井彰 ･山本博昭 ･井上律子 ･中川正清 ･佐藤新太郎 ･甲斐隆義 ･宮本信昭 :副手に併任する

(昭41.4.1)

石井昌生 ･浅井信明 ･松原義人 ･加藤康夫 ･畠中陸郎 :副手に採用する (昭41.4.1)

Fernando,A.:英国ウエールス SullyHospital-留学 (昭41.4)

柊元洋 :副手に採用する (昭41.5.16)

副手 加藤康夫 :辞職を承認する (昭41.5.31)

加藤康夫 :副手に併任する (昭41.6.1)

菅原精博 :副手に採用する (昭41.6.1)

船津武志 :ドイツ国 RheinischeLandesKlinik-留学 (41.7.1)

岩田 明 :ドイツ国 RheinischeLandesKlinik留学より帰国 (昭41.7.1)

副手 池田貞雄 ･田中歳郎 ･柊元洋 :辞職を承認する (昭41.6.30)

池田貞雄 ･田中歳郎 :助手に採用する (昭41.7.1)

久野健忘 :留学 1年延長 CardiovascularResearchInstitute,UniversityofCalifornia,SanFiancisco

MedicalCenter,U.S.A.

藤本哲三 ･立石昭三 :副手に採用する (昭41.10.1)

人見滋樹 :副手に併任する (昭41.2.1)

高橋 潮 :留学継続 Dept.ofSurgery,UniversityofMinnesota,Mineapolis,MinnりU･S･A･(昭

41.7.1)

教授 長石忠三 :ベル一国 ･チ リ一国 ･アルゼンチン国 ･ブラジル国 ･スペイン国 ･連合王国 ･スウェーデ

ン国 ･スイス国 ･フランス国 ･ドイツ連邦共和国およびデンマーク国-出張 (昭41.7.3-昭41.8.28)

教授 長石忠三 :アメリカ合衆国-出張 (昭41.9.19-昭41.9.29)

講師 佐川弥之助 :タイ国へ出張 (昭41.12.13-昭41.12.31)

助教授 寺松孝 :タイ国-出張 (昭41.12.20-昭41.3.19)

教授 長石忠三 :中華民国および沖縄-出張 (昭41.12.26-昭42.1.5)

〔病理学部〕

副手 稲本康彦 :京都大学医学部附属病院副手に配置換する (昭41.2.16)

副手 竹沢紀美子 ･岡田彰 :退職 (昭41.3.31)

講師 水谷昭 :助教授に昇任させる (昭41.4.1)

講師 (非常数)峰下鉄雄 :任用を更新する (昭41.4.1)

副手 進藤備呂 ･富永敏郎 ･北村彬 ･溝口喜久男 ･竹沢正和 ･永井隆男 ･伊藤満 ･池谷淳一 ･熊沢清 ･池田

育 :任用を更新する (昭41.4.1)

小森昭宏 ･佐々木元 ･前田美世 :副手に採用する (昭41.4.1)

助手 大川欣- :講師に昇任させる (昭41.4.16)

平井圭一 :助手に採用する (昭41.4.16)

講師 大川欣- :休職 (昭41.7.24- )

助教授 安平公夫 :教授に昇任させる (昭42.2.1)

〔細昔血き青学部〕

講師 (非常数)村上春彦 :任用を更新する (昭41.4.1)

副手 伊藤義昭 ･土井和雄 ･大平実 :任用を更新する (昭41.4.1)

小林博 :副手に採用する (昭41.9.16)

教授 植田三郎 :停年退職を承認する (昭42.3.31)

上坂一郎 :後任教授に内定 (昭42.3.15)
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亡細胞化学部〕

教授 高松英雄 :病理学部門より所属換 (昭41.7.1)

助手 金村秦輔 :内科学第-部門より所属換 (昭41.8.1)

助教授 水谷昭,助手平井圭一 :病理学部門より所属換 (昭42.2.1)

講師 (非常数)峠下鉄雄 :病理学部門より所属換 (昭42.2.1)

副手 進藤備昌 ･富永敏郎 ･北村彬 ･溝口喜久男 ･竹沢正和 ･永井隆男 ･伊藤満 ･池谷淳一 ･熊沢清 ･池田

嵩 :病理学部門より所属換 (昭42.2.1)

教授 高松英雄 :連合王国 ･フランス国 ･ドイツ連邦共和国 ･スウェーデン国およびアメリカ合衆国-出張

昭42.3.7-昭42.6.6(予定)

⊂事務部〕

事務官 中嶋婦三 :辞職を承認する (昭41.3.31)

児玉安人 :結研庶務掛長に昇任させる (昭41.4.1)

庶務掛長 牧義彦 :医学部附属病院管理課人事掛長に配置換する (昭41.4.1)

市岡康正 ･森重夫 ･森田彰彦 :文部事務官に任官させる (昭41.8.1)

事務官 田中敦子 :辞職を承認する (昭41.10.15)

〔附属病院 ･診療部〕

助手 小原幸信 :講師に昇任させる (昭41.7.1)

池田貞雄 ･田中歳郎 :助手に採用する (昭41.7.1)

池田宣昭 :助手に採用する (昭41.ll.16)

⊂検査部〕

技官 吉田真澄 :辞職を承認する (昭41.4.15)

技官 小野木照子 :医学部附属病院より配置換 (昭41.4.16)

浅沼一美 :文部技官に任官させる (昭42.1.1)

教授 安平公夫 :検査部主任を免ずる (昭42.2.1)

助教授 前川暢夫 :検査部主任を命ずる (昭42.2.1)

技官 浅沼一美 :辞職を承認する (昭42.3.31)

⊂薬局〕

桑田宏 :結研附層病院薬局主任に配置換する (昭41.4.1)

技官 壷見浩子 :医学部附属病院薬剤部に配置換する (昭42.2.1)

楠田英男 :文部技官 (薬剤師)に採用する (昭42.2.1)

⊂看護部コ

松本菩美子 :文部技官 (看護婦)に採用する (昭41.7.1)

技官 植垣比佐子 :辞職を承認する (昭41.7.31)

谷口美智子 :文部技官 (看護婦)に採用する (昭41.10.1)

技官 (看護婦長)安井八重子 :辞職を承認する (昭41.12.31)

技官 大前久野 :看護婦長に昇任させる (昭42.1.1)




