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臣筋尻ミ語審主義

直腸癌 Mastdarmkrebse

〈昭和 10年 6月20日講義）

孝士 f受 醤皐博士烏潟隆三講述

助手醤撃士庄山省三筆記

第 1 例

患者：伊O武o.32歳，男．昭和10年6月15日入院

主 訴：裏念後重並ピェ排便時ノ出血。

現病腔 ： 昭和7年 2月中旬 旺門＝無痛性膨大ヲ来ス。此ノ膨大ハ最初指腰ニヨツテ消失

セルモ，漸次＝残留スルエ至リ旦ツ排便後遊出性＝出血ス。依ツテ同年6月初旬醤師ニヨリ痔

疾ノ診断ノ下＝民間薬ノ注射ヲ受ケタyレニ注射後約15日＝シテ該部ハ自然＝脱落セリ。然シ其

ノ後ト雌モ！江門ニ異物感アリ，軽度ノ裏念後重ヲ訴へ，同年8月頃ヨリ更ニ其ノ度ヲ増ス，（1

日16行）。糞住ハ鉛筆大ニ細小トナリ，常＝血液ヲ混ジグル粘液ヲ以テ包マル、ヲ認ム。斯カ

ル障碍ハ次第＝悪化シ最近ハ董復ヲ通ジテ殆ド 1時間毎ニ便意ヲ催シ，然カモ使ハ下痢性トナ

リ，加フルニ排尿後尿ノ残情感ヲ件フニ至1レ。睡眠ハ裏念、後lf！：ノ爵メ全ク妨グラレ，食居、不振，

著明ニ貧血，崩弱セリ。（以上受持醤員朗読）

数授『只今御盤ノ如クデア リマス。約2年前店［門カ ラ港出性＝出血ヲ来シグモノハ痔疾デア

ツテ，之ハ民間薬（多クハ枇素含有物ヲ使用シテ居ル様ヂスガ）デ軽快シテ居リマス。其ノ後約

学年粧ツテカラ裏念後事：ガ起リ，糞柱ガ細小トナツテ来マシタ。

此ノ『裏念後重Jト『糞柱ガ申！日小トナツタ」ト言フ 2ツノ：事賓カラ直チ＝考へラレル事ガア

I) 7 スガソレノ、fiiJデアリ？スカ？ ...・H ・.....・H ・－－』

畢生「直腸ノ狭窄デアリ 7 ス』

教授「左級。ソレデ狭窄ノ原因ハ？ ...・H ・－－－－・……』

畢生『腫蕩トカ或ハ痕痕牧縮＝因ツテ起リマス』

叡授『左様。癌腫ノ如キ腫蕩ニ因ツテデモ起リマスガ慢性炎症デモ狭窄ヲ起シマス。直腸狭

窄ヲ超シ得ル慢性炎症ハ何デアリマスカ？…...・H ・－－……」

製生「議諜腫H ・H ・－－－………』

教授「IE様。其ノ他ニ更ニ多ク，然カモ婦女エモ限ツテ多イモノガアリマス， 何デアリマス

カ？…－－』



1214 日本外科寅函第 12 巻 第 4 盟主

製生『H ・H ・－…H ・H ・・・J

教授『直腸淋疾デアリマス。ソレハ婦人ニ於ケル局所ノ解剖接的関係カラ容易＝理解ノ出来

yレ事デ、アリマスョ謄，尿道等カラ出タ淋菌含有縫汁デ容易＝lrI門→直腸粘膜カが感染シ得ルノデ

アリマス。其ノ他ノ原因デ狭窄ヲ起ス事ハ稀デアリマス。』

「糞柱ノ細小トナルコト』及ピ『裏念後重 ノアルコト』以外＝他ノ 1種ノ症候デ也腸癌ノ始

マル事ガアリ 7 ス。 共 ノ症候ト云フノハ何デアリマスカ？ ...・ H ・－………』

早生『…...・H ・－－－…」

教授「出血デアリマス。痔疾ナクシテ排便時或ハ排便後比較的大量ノ新鮮/1'1血ヲ見yレコトガ

アリマス。 IWチ直腸癌ニハ糞柱ガ仰l小トナルモノト出血ノ強イモノトノ 2ツノ型ガア リマス。

出血ノ強イ型ノモノハ何デアリマセウカ？……・・・・・・・H ・－－』

早！I三『髄様癌（Medullarkrebs）デアリマス』

教授『左様。 他 ノ抑（糞柱ガ細；J、トナルモノ）ハ？・...・H ・－－…・・…」

撃生『...・H ・.......・ H ・』

教授「成形的（plastisch）ナモノデ擁痕牧縮ノ班、イモノデアリマス。』

一切 ノ病理解訓1照的対iヒ＝ハ恨令ソレガ炎症デアツテモ，或ハ脆蕩デアツテモ成形的ナ疲痕

牧縮ノ強イモノト，寛賞性（parenchymat6s）ノ鐙化ノ強イ モノ トノ：！型ガアリマス。貰質性ノ

型ニ属スルモノハ能ク出血ヲ趨スモノデアリマス。

此人患者ノ病歴カラ考へラレルモノハ成形的ナモノヂアリマス。更＝疲痕牧縮ノ程度ガ進行

スJレト出問ノ通過障碍ヲ来シテ」イレウ ス1ノ症状ヲ起シマス。

掠テ此ノ患者ノ腹部ヲ硯マスト如何様 ニナツテヰマスカ？ ....・H ・.....・H ・－』

撃生『膨満モ陥落モシテ居マセン』

教授『左様。左ノ下腹壁静脈｛V.epigastrica inf.) ノ配下ニ凶スルモノガ少シク怒張シテ居

ル以外脱育会デハ笹化ガ認メラレマセン。」

そ穴i表面的偶診｛oberflachlichePalpation）ヲ行フノデアリマスガ，一韓fiiirJ£＝何カ、有リソウ

＝思ハレマスカ？・H ・H ・......・H ・－－』

身往生『….....・ H ・－・…・』

教授『ソレハ恐ラク S字欣結腸ノ部ガ膨大充満サレテ居ルデアラウト云フ事デプリマスガ

燭診上之モ認メラレマセン。

更ニ1＊部燭診（tiefePalpation）デ脊柱111甲 （Promontorium) ノ所＝何カ累々トシタモノ邸チ淋

巴腺持移ヲ燭レハシナイカト ノ議想ヲ以テ診ルノテア リマスガ，此所ニモ何モ鰯レマセ ン。

更＝診yレ可キハ肝臓デア リマスガ，共ノ下縁ハ命ゼ・ラレタル深呼吸ノ揚合デモ繍知シマセ ン。

肝臓上界ハ右乳線上第6肋骨ノ所＝在ツテ正常ヂアリマス。

斯カル揚合＝鼠践部淋巴腺ヲ診ル必要カeアリマセウカ＇？ ...・H ・......・H ・－－」



直腸街 M凶 t<lannJ.、rd日 1215 

事生『H ・H ・・・・・・・・H ・－－』

教授『ソノ必要ハアリマセン。鼠践部淋巴！眼＝締移ノ＊｝レノハ）江門ノ周I乱立腸ノ極ク下部

印チ合陰部ニ癌腫ナドノ鑓化ノアyレ揚合デアツテ，此ノ忠者ノ揚合＝ハ勿論告すモ縄レマセン。

捗テ，局所ヲ繭マスト．旺門ハ手ク閉鎖シ，旺閤皮lJや、健常デ鍛繋ハ綱ノj、デアリマス。又旺

門周回皮膚ノ全部或ハ一部ガ特ニ強ク直腸深部ニ向ツテ牽引サレテ居ル様子ガアリマセン。

虹門ノMlカ・.:o3ツノ大切ナYレ事ガアリマス， 1）肝．門ノ閉鎖；！k態，2）旺門皮膚敏壁ガ粗大ナ

ルヤ否ヤ，及ビ 3）旺門粘膜ガj楽部へ売を引セラレテ居Jレヤ否ヤト云フ事デアリマス 0 ＇；（＇.＇ シモ

来引セラレテ居マストソレハL直腸ニ何カ披疫牧縮ノ起ル様ナ病理ガアルゾ1 ト云フ事ヲ示シテ

居ルモノデアリマス。今診タ所デハ此症候ハアリマセンガ一方糞住ガ市lilt！、トナツテ居yレノデア

リマスカラ，直腸ニ何カ管腔ヲ細小ナラシムル病境ガナクテハナリマセン。然1レニ旺門周聞ノ

皮鴎ハ深部＝牽引サレテハ居リマセン。ソレデアリマスカラ此ノ約唱さハ！江「’jヲ去ル コト相首＝

深イ底（高所）＝在ルモノト考へナケレパナリマセン。

ヨたニ局所ヲ燭誇シマスト如何デアリマスカ？ ...・H ・－－………』

筆生『・H ・H ・....・H ・－－－』

教授『燭診＝嘗ツテ最初ニ診ルコトハ局所ノ温度上昇ガアルカ否、カデアリマスガ之ハ謹明サ

レマセン。肝：F'J内指診ヲ行ヒマスニ粘膜面ノ温度上昇ハ認メラレマセン。叉直腸粘膜ハ良ク移

動シマス。更ニ硬結ガアJレカ否カヲ診マスガ之モ詮明シマセン。少クトモ旺門カラ 7cm ノ所

マデハ全然健常デアリマス。丁度私ノ示指ハ 7cmデアリマス。醤＃ハ自分ノ示指ノ長サ位ハ

常ニ記憶シテ居yレト使利デアリマス。約 8cm ノ深部＝著明ナ所見ガアリマス。ソレハ如何犠

ナ所見デアリマセウカ？ ...・H ・H ・H ・－－…』

教授自 ラ畢生ノ示指ヲ巻尺ニテ計測シ7cmナルコトヲ確カ メシメタル後指診ヲ行ハシム。

製生『...・H ・.....・H ・－－』

数段『弾性硬ノ息肉llJ((polypos）ノ物ヲ燭レマス。此ノ物 ノ：外側ハ口腔ノ方向ニ守護ヲ昂シ

タル粘膜＝移行シテ恰モ子宮頚ノ如クェ燭レマス。指診ヲ行ツタ指エハ斯様＝血性粘液ヲ附着

シテ居マス。 IWチ腫蕩カラハ容易ニ出血シマス。

睡蕩ハ杢腫トシテ周園ヨリハ動キマ セン。 腫蕩 ノ l前縁ハIJif"J ヨリ 7cm ノ ；~~）’市 ニア リ，後縁

ハ更ニ深部デ示指ヲ深ク掃入シテモ屈キマセン。

揖護腺ハ如何様＝・ナツテ居リマスカ？ ...・H ・.....・H ・－－』

感生『...・H ・－－……－』

教授『擁護腺ハ日［門ヨリ 5cm ノ所＝在リ マスガ縫化ヲ認 メマセン。』

教授『掠テ以上ノ所見カ ラシテ如何様ナル診断ニ師着致シマスカ＇？ ....・H ・.....・H ・－』

撃生「直腸稿デアリマスJ
教授『Jc様。直腸痛デ然カモ m巴dullarデハナク ulz氾rδs-skirδsデアリマス。
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直腸癌ハ存在ノ部位＝依ツテlrr.l"Js-1(:，＞、共ノ間近＝在ルモノハ Analkrebsデ，指ノ半ウジデ届

ク範園内＝在ルモノハ「；’；J位直腸痛（HochsitzenderMastdarrnkrebs），肝川カラハ下縁ヲ絢レ得Jレ

ガ併シ腫蕩ノ上界ハ指ノ111）カヌ様ナ上方・（口腔方）ニ在ルモノヲ高建直腸稿 （Hochhinaufreicben-

der Mastclarmkrebs) ト F［~シマス。本例ハ高位直腸癌デアリ，マタ高速直腸癌デ、モアリ，其 ノ

上界ハ骨盤腹膜綿1［峨部以J:＂＇－マデ j主シテヰyレモノト認メ ラレマス。

X線検査＝依リマストー－ :X線寓買ヲ供覧シツツ一一之ハ直腸腹膜合併X線検査方法（Kom-

binierte Recto-p~ritoneo-graphie) ト云ヒ，我ガ教室ノ創意ユナルモ ノデ、ア リマスガ一一腫蕩ハ

丁度腹膜醜博部ノ挫カラ下方＝及ンヂ居ルコトガ鮮明ニ認メラレマス。自Hチ第III薦骨ノ高サ

ニ在ツテ，典型的ナ高位直『弘前iデ、アリマス。

鑑別診断上，護諜睡ト山腸淋トガアリ マス。謎諜腫ハ直腸j骨卒筋居中＝出来Jレモノデアリマ

スカラ直腸粘膜ーケト府ノ没潤カ；－g_mイモノデアリマス。痛腫ノ時ハ末期ハ別ト シテ初期ハ粘膜カラ

腫蕩ガ護シ粘膜ノミガi・1.潤サレテ居リマス。故ニ護諜腹ヂハ直腸内腔ニ於ケル腫蕩ノ突/:Iャ、無

ク，且ツ一方治癒ノ傾向著明デ従テ巌痕性牧縮（狭窄）ノ強イモノデア l)""7ス。

直腸淋ノ時ハ，粘膜ガ所々 polyp川 エナリ，丁度南瓜ノ表面ノ様デアツテ，且ツ化膿ノ傾

向ガ非常ニ強イモ ノデアリマス。此等ノ症候ヲ注刀、シテデモ匝別ノ附カヌ時ニハ如何致シマス

カ？・ H ・H ・－－ ・…・ー』

製生『試験的切片ヲ採リマス」

教授『左様。直腸＝腫蕩ニ由ノレ狭窄カ‘起ツテモ直腸粘膜ノ連続性ガ破壊サレテ居ラヌ時エハ，

ソレハ直腸外カラ褒生シタモノト考ヘテヨロシイ。ヨ！~論場所ニヨツテ奥Jレガ， 例ヘパ揖護腺ノ

腫蕩，坐骨肉腫等デアリマス。粘膜ソレ自身 ＝＝－ 11'·F>J:ガ超ルト指；~分ノ際＝多少＝拘ラズ血液ヤ膿

ガ附＂／｛（ シマスカラ指診後直チエソノ指ヲ｛f.111比スJレコトカ、大切デアリマス。

女子ニ在ツテハ直腸指診ニ首リ直腸陸中隔ヲ~シテ子宮頭部ヲ燭レ以テ直腸陸揚ナリト建問i

シ重大ナル誤診ニ陥／［.，コトモ往々アリマスカラ，女子デハ一方直腸カラト他方臨ノ：方カラト同

時ニ饗合的＝働診ヲ行ヒ直腸股中隔ヲ精査スル必要ガアリマス。

治療法 ： 合陰部ノミカ ラ手i11Lfヲ行フ方法ヲ合陰術式 （Perineale:¥Ietbode），薦骨裂孔（Hiatus

ossis sacri）以下＝於ケル任意ノ i問中1＝＝－於テ骨切除去ヲ行ヒ手術スル術式ヲ薦骨術式（Sacrale

Method巴）（或ハ KraskescheMethode）ト巾シマス。

然シ此等ノ11・法デハ， i架部淋巴腺怖移行，！；崎ヲ行寸コトガトH来ヌカラ Radii王alitat（根治程度）

ハ不十分デプリ マス。

ソレデ合陰乃王族’／＇J・ ノ側カ ラノミナラズ腹腔ノ側カラモ行フ所ノ腹合陰合併術式（Abclomino-

sacrale I早 川 Abdomino-perineale 1¥letl】odeoder kombinierte l¥lethode）ノプJ・ガヨロシイ。此 ノ

方法ヲ~J案シタノハ Quenu デアリマシタガ，調逸減ハナカナカ承服シ7セ ンデシタ。此ノ反

~J ノ J'I'rf:Jハ決シテ軍ナル岡氏的自負心カラパカリデハナクシテ相営ノJ'li.由ノアルコトデアリマ
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ス。此ノ刻1rflト言フノハ後ニ漣ベマス。

ャ Schmieden等ガ此ノ Quenu氏Kirschner 近頃ニナツテ漸ク．現在潤逸外科ヲ代女スル

手術ニ賛成スル様＝ナツテ＊＂＇シタ。然シ我ガ教宝＝於テハ既ニ古ク，故伊藤（隼三）教授以来

20年以上モ前カラ此 F方法ヲ貫行シテ居ルノデアリマス。1）』

（直腸痛ノ；新鮮ナYレ切除棋本ヲ示シツツ）

教授「之ハ昨日教室ノ合併術式エヨリテ切断シタル『痛ヲ有スル直腸Jノ棋本デアリマス。癌

腫ハ腹膜醗ii啄部迄及ンデ居リマス。此ノ般：本デ判明スル十：）i-=f:%腫ノ下端カラ/II門マデノ間ハ金

ク健常デアリマスカラ，調逸皐派ハ此ノ部ヲ犠牲ニスルコトヲ惜ミ，何ントカシテ旺門ヲ生理

的ノ位置＝保存セント企テ，今117デ努力シタ ノデ＼例ヘパ端々吻合或ハ端側吻合ヲ施シタリ

シタ Yデアリ 7 ス。然シ此等ノプ1・法デハ糞痩ガ／－H来易イノデ民汎ナル新鮮創ガ感染シ不幸ノ縛

蹄ヲ取ルコトガ~ イノデ，近頃デハ多年 ノ主張ヲ放テア悌国側ノ合併法ニ傾キ ツツ アリマスガ，

首：然然Fレ可キコトデアリマス。常数告ヂハ伊藤（隼三）教授＝ヨリテ教宅開設常初カラ原則的ニ

合併式手術ガ唱導サレ賓行サレテノト日＝及ンデヰルノハ卓見ト申サナケレパナリマセン。有シ

タモ毅ヲ我カ弓土宝ニ受ケタル製徒ハ此ノ拡ナ里占ヲ十分明瞭＝意識シナクテハナリマセン。』

例2 第

女・．昭和10;1=-1－；月1:2日入院40歳，鎌。きo,者：患、

f~~店、ト排便時ノ出血。訴．主

糞位ハ細ノj、トナリ，粘液血液ヲ混ズル様＝ナツ終~ :2ヶ月両11カラ強度ノ便秘アリ，現病歴：

タ。

昨日一次的腹令！色合併術式ヲ行ツタノデアリマスガ今日一般欣態ハ良好デアリマ手

ス。此ノJi法ハ大手術デアリマスカe手術成績ハ良好ナルモノデアリマス。非常ニ衰弱シグFレ患

者デハ第一次ノ手術ニテ腹腔ノ方カラノ手術ヲ行ヒ慌)j（門ヲ遺管シ， 2, 3日ノ経過後第二安手

術トシテ千；.－f:__'.s';¥fiカラノ手術ニテLf:f{i腫ヲ有スル直腸ノ切断術「ヲ全部完了スルノデアリマス。 ＆、

ズシモ同時性（一二欠的）＝行ハネパナラヌコトハアリマセン。」

例3 第

教授『病歴ノ大~ヲ 巾シマスト，

りJ.昭和10年6月6日入院大O要00,7'2歳，者 ：患

日T.1"1－＝於ケル1Hf;痛性腫溜。

Torikata, R., B引tragzur komhinierten E日 Lirpationder hochsitzemlen re.<p. hochhinaufrei-

chenden Ma•t<iarmkarzinome bei Mannern. I Jtsch. Z. Chir. Bd. 04, 1908 S. 16::! 
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現病歴： 約28年前頃カラ痔疾ガアル ト言ハレテ，何度カ民間薬ヲ注射サレテ居ル間＝，同所

＝無痛性ノ腫溜ヲ来シ，咋年春頃カラ排便時少量ノ出血ヲ認ムル様＝ナツタ。叉使夜、zf頃キ糞

中主ハ細小トナツタ。

自日チ前ノ：H抑lI、同ジ杭ナ病歴ヲ持ツテ居リマス。

本例ハ入院；官時ハ旺門カラ真赤ナ花部菜（Blumenkohle）様ノ腫溜ガ現ハレソノ周回＝腫瑠

様ノ硬結ガアリ，硬結ノ中央ニ痩孔アリ糞使ガ出テ居マ シタ。帥チ肝．阿ノ Kotabszess ヲ作ツ

テ居マシグ。

指診デハ！旺門ヨリ口腔方 3cm ノ粘膜商ニ縦走スル臆痛ヲ！間レ，共ノ終末ハ 8cm以上＝モ

及ンデ居リマス。斯様ニ腫溜ガ肝門ニ近イ場合デハ合併術式ノ1Tガ、根i台程度犬ナルモノタルコ

トハ無論ナレドモ絶安l的ノ埴舷デハアリマン。

本例デハ昭和10年6月H日， Perineale'.¥[ethodeデ手術ガ行ハレマシタロ経過ハ良好デアリマ

ス。一一棋本ヲ供覧シツツーーコレハ共ノt~:,f,:デプリマスガ肝．門ノ位ク近ク－rH来タモノデア

リマスガ紙織上ニハ典型的ナ｜除去気チアリマス。J

教授『直腸痛ハ再登ヲ起シ易イモノデアリマス。 7年後＝至リテ始メテ持費ノ現ハレタルコ

トモアリマスガ普通ハ:2,3年後円配下淋巴l保陣移ガたキクナリマス。

事事移ガ肝臓ニ＊タ揚合，最初普通ハ苦痛ヲ自覚シナイモノヂアリマ ス。

時ニハ左側坐骨紳経痛ノ現ハレルコトガアリマス。ソレハ坐什~irj1経ノ近傍＝－i/l刺多ガ起ツテ座

迫スルカラデアリマス。或ハ坐骨神経主幹ノ中へ癌腫ガ進入スル時ハ日ィ支間断無・キ劇痛ヲ＊ス

モ ノデアリマス（Chordotomie油舷）。

更＝不幸ナ時ハ，擁護l取及ビ勝耽ヨリ腫蕩ヲ剥離シタ部分カラ再議スル事デアリマス3 術後

1,2ヶ月経過シテカラ＇＊姥溜症 11.kガ現ハレル ト， 之レハ勝耽氏＝痛腫浸潤ガ移行シグコトヲ考

へネパナリマセン。更＝進ムト血hf(，更ニ進ムト痛肱泣i間ガ輸尿管孔ヲ閉鎖シ腎臓水腹或ハ尿

毒症ヲ起スヨトガアリマス。

斯様＝直腸癌ハ坐骨請fjl経痛，肝臓蹄移，以路降客ノ各種症候ヲ起シ得ルモノデアリ マスカラ．

根本的＝除去スル必要ガアルノヂアリマス。而シテ共ノ根本的除去方法ハ『早期エ於ケル合併

術式ニヨル直腸乃至silk結腸以下 ノ切断術ヲ措イテハ他ニ求ムルコトノi出来ナイモノデアリマ

ス。我ガ外科教本ガ創設首初ヨリ主張スJl，所ハ帥チ是デアリマス。』
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