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痔痩

Fistula ani 

（昭和11年10月初日講義）

教授墜拳博士烏潟｜ 径 三 講 述

助手醤皐士村上治朗筆記

患者： 江O源O助， 28歳，男子，印帰itr:（昭和11年10月25日入院）

主訴： 旺門部ノ漁潤並＝無痛性硬結

現病歴： 約7ヶ月前i歩行叉ハ排使時旺門部ニ軽度ノ悲痛ヲ感ズル様z ナリ，ソコニ霊童並堕

張ガ布ルコト＝気附イタ。温号法ヲ鶴シ，約1遡間デ疹痛ハ去ツタガ，腫張ハ去ラズ， 2ヶ月程

ヲ経テ自潰シ少量ノ膿ガ流出シタのコノ膿流出ハ約2週間ヂ止ンダガ，約 1ヶ月後＝ハ再ピ同

所ガ自潰シテ，少量ノ膿汁ヲ出シタn ソノ後ハ絶エズ僅徴ノ分掛物ガアツテ今日＝至ツテ居fレ。

旺門カラ出血ノアツタコト（痔出血）ハナイ。食思佳良，睡眠障碍ナク，便通1日1行。

既往歴： 原因不明ノ熱，咳療等（結按）ノアツタコトナク， 叉jg~）高横時，護疹，脱毛，暖聾

等（徴毒）ノアツタコトモナイ。（以上瞥員朗読）

教授『旺門ヲ診マスト………？』

製生『肉芽ガ……・・』

数侵「旺門ヲ診JI.-ニハ先ヅ第一充分＝閉マツテ居ルカMウカヲ号令ナケレバナリマセン。』

撃生 r良ク閉マツテ居リマスJ

教俊『左i際。肝：門周囲ノ壁ハ時計ノ Zifferblatt（表時板）ニ擬シテ咽時カラ前方縫合（盟）ヲ経

テ町時＝相首スノし範園ハ正常デアルガ， W時カラ後方縫合(VI時）＝掛ケテハ粗大デアル。 V時

ノ Jiff ＂＂°相官シテ，旺門ヨリ約1糎離レタ所~iツノ庇賛様瑠起ガ認メラ レル。ソノ大キサハ小指頭

大デ，大部分ハ英薄ナJI-表皮デ覆ハレテ居ルガ， 1ケ所エ黒i1i様ニ陥入シテ居yレ所ガアル。瑠起ヲ

餐フテ居ル表皮ノ色ハ普通ト盤ラナイガ，表面不平滑デア Fレ。陥入部＝ノト表皮カザrfl7デ進入シ

テ居テ，外見上肉芽ナドハ見ヱナイ。 ソノ商起 Fj司闇ノ表皮面ハ干自身漁潤シテ日ル。且ツ腫瑚

ノj司箇ハ健常皮膚面カラ多少陥凹シテヰル（疲痕性i炊縮）。開衿上デハ何ウカト言フニ……？』

畢生「何底ニモ熱感ナク，何庭＝モ腰痛ハ認、メラレマセン。」

教授「左様。花賞様溜起ハ弾性硬デ健常ナル皮下結締織ノ中エマデモ弾性硬結索献物ヲ蝿レ
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マス。虹門内指誇ヲスルト………？.i

事生（指しサックつヲハメタル右示指＝テ肝．門内指診ヲ行フ）「...・ H ・－・…」

教授「lff門括約筋ノ緊張ハ正常デアル。花賞様瑠通ニ相官；シテ旺門粘膜下ニ長サ約2糎ノ鉛

：｛七た ノ弾性硬ノ采flk物ヲ燭レル。京y状物ハ旺門粘膜トノ間＝癒i/j：ガナイト見エテ粘膜ヲ能ク移

動サセ1レコトガ出来ル。ソノ他エ庁［門内＝硬結等ヲ燭レ得ナイ。何鹿＝モ熱！B，座痛ハ詮明サ

レナイ。

前述ノ索AA物ヲ座スルト溜起上ノ陥入孔カラ淡寅次白色ノ膿汁ガ僅カニ出Fレ。消息子ヲ編起

上ノ痩孔カラ押入スルト何ウデアリマスカ………＇？ J 

m乍（消息子・ヲ痩孔へ挿入スル）『...・ H ・－－…』

教授『il~I息子ヲ控孔へ挿入シタ際＝ハ同時＝示指ヲ）江門内へ入レテ双方カラ検笠シナケレパ

ナリマセン。）ff門内カラ消息子ノ先端ヲ直接ニ餓レルカドウカデアリマスガ・ H ・H ・－－」

車生 r働レマセン。』

与~~｛：.： ノ検査 ~1~ 消息、fヲ持入シタ痩ロヨリ僅カニ鮮血ガ流出スル。

教授『I宵息、fデ検資シテ居，t ト御覧ノ通リ出血シテ来ル。コレハ主主孔内ノ肉芽組織ガ損傷サ

レタカラ デア リマスc 同時ニ此ノ肉芽ハ比較的血液ニ富ンダ健常＝近イ肉芽デアルコトカ’解lレ

（ノf¥.ilH司、ノ弛松シタ肉よr-:rハ／－Pi血ハ起リ維イ）。以上ノ所見カラコ レハ何ンデアルカト Fj1シマス

ト…・・… "( J 

J}t'j：二「外痔泌』

救J安「左犠。；庫管孔ガ穿破シテハ治癒シ，治癒シテハ復タ穿破シテ居Fレノハ病原菌ガ弱イカ

ラん マタ治癒ノ傾向ガ強イカラデアリマス。）ffl"J粘膜ハ損傷サレテ居ナイカラ定現的ナ外痔

Ni;ヂアリマス。此ハ結緩性ノモノデアリマセウカイi1Jウデア リマスカ………』

m~ 1=. 『結按性ノモノデハアリマセ ン。』

教授「ソレハ何故デアリマスカ…・ー…？J. 

弓t'J：： 『……ー…J

手土J’2「治癒スル傾向ガ非常＝著明ニ品ちメラレ Fレカラデアリマ ス。ソレハ峨今御覧ノi並リ痩孔

ノ入口＝肉芽組織ガ見エナイヂ， J毛皮ガ深部へて・デ進入シテ居ル所カラ知リ作ルノデアリマス。

コノ犠＝強イ縦痕性萎縮ーガ起ツテ表皮ガ痕孔ノ深部マデ土佐入シ．肉体ヲ直接＝日般シ期iイ料、ナ

痕：ロヲ何ント中シマスカ……日？J

t裂生『－…・…』

教授「辱J伏艇（Lippenfistel｝ト，，，シマ ス。将欣痩トナルモノハ治癒ノ傾向ノ強イモノデ， 普

通ノ iヒl政！日lニヨル感染印チ banaleInfektion ノ場合デ，決シテ結核性ニハ認メラレヌモノヂア

リマ ス。此ノ揚合ノ tl~J_l)j孔ノj司聞＝強イ般痕性組織ヲ燭レルノハ，之ヲ併隠欣艇結（calliise

Incluration）ト言ヒ， h!l!U主ト相待ツテ同様ノ~話床的意義ヲ持ツモノヂアツテ， :JI:モ亦タ非結核
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雇獄痩縦断面（慢型的）

E = J：皮暦

c ＝員皮府

E SK＝皮下結締織

性ナルコトヲ意味ス Fレモノデアリマス。川

G ＝肉芽組織

N = l!Jf:眠扶被痕組織

F ＝痩孔口

＝化株腔書留金周＝於ケル椴痕性陥問（ii蒔歎）

唇itた婁ハ屡々軍ナル膿胸凄，糞蝶，尿痩，謄汁症：，腎痩等ノ場合＝モ見ラレル。

痕孔ガ結核性デアリヤ否ヤハ硯診デ鑑別出来マスカ……..? J 

務生「unterminieren（穿掘）シテ居マス。』

897 

教授「左犠。 unterrninierenト日フノハ表皮ノ全居デハナク，上皮居ト真皮居トノ間ガ相ヒ離

間シゾノ間へ消息子ヲ入レ得ルモノデプリマス。ソコノ上皮ハ柴養障碍デ非常＝ヨE薄（光揮ア

リ）トナリ，下方ノ真皮屠ハ暗紅色（静脈血性）ヲ皇シテ居ルノデ，別＝消息子ヲ以テ検査シナ

クトモ自見診ダケデ宇lj明スfレモノデアル。此ノ場合ハソノ様ナコトハアリマセン。

Banale Infektionデアツテモ， 自潰後，新シク痩孔ヲ生ジタ揚合エハ唇JJMgJ.ノ形ヲ呈シナイ

デ，露口＝直グ肉芽ガ見ヱ，表皮ト肉芽白iトノ間へ消息fヲ入レ得yレコトガアルガ，之ハ上皮

屠ト貫皮居トノ間デハナク， 貫皮唐ノ下方へ消息子ガ挿入サレタモノデアリマスカラ Unter-

minierung トハ巌ニ区別スベキモノデアリマス。此際ハ皮膚全鴨ガ皮下結締織カラ開離シテヰ

ルノデアツテLエピテル「居ノ非薄トナル如キ柴養不良ハ起ラヌモノデ、アル。本疾患ニ於テ他ニ

鑑別静的iヲ要スルモノガアリマスカ・・.......＇？』

感生『… H ・H ・－－・』

授教『他ニ何モアリマセン。此虚＝見Yレ様ナ花賞様海超ハアリナガラ痩孔 Fナイモノモアル

ガ共時ハ｛iiJデアリマスカ………＇？ J 

製生『問zp:Lコンヂローム寸』

教授『左様。扇半Lコンヂローム寸ノ時ハ表在ノ上皮剥脱ガアツテ，非常ニ強度ノi林巴漏ガ見

フレル。此ハ轍毒性j王疹ノ集合シタモノデアリマス。本例デハ7林巴漏ナドハ無イノデアリマス。

痔誕＝ハソノ他＝何ウイ 7'!Ij.＿ ノモノガアリマスカ。』

感生『内持痩ト完全f剥婁』

教授「左様。始メ直腸坐骨腔父ハ直腸i骨盤腔＝小サナ化膿竃ガ起リ，此ガ延長シテ旺門内腔

＝破レルト内痔挫：，庁［門括約筋ノ外＝舵レルト外痔痩トナル。雨方へ穿政ス1レト完全時痩トナ

1）態管ノ組織接的検査デ，時キ豆大納胞（Riesenzellen）ヲ必メルカコ ソレハ組織ノ接症ガ無イ限リ結核

性トハ言ノ、レヌモノデアル。
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ルノデアル。持痩ハ決シテ最初カラ痔痩デハ無イ。最大多敢デハ初期ニ於テハ矢張リ比較的強

靭ナn疲痕性ノ強イ醸JJ品膜ヲ以テ取リ国マレグル較微ナル化膿性肉芽寵デアル。此際ハ旺門周

園膿場ノ如ク最初カラ強靭ナル膿膿膜ナドガ無シ＝，急性炎症性浸潤ノ強度ナモノデハ無イノ

デアル。病原i岩ハ同一デモ此ノ如ク 2杭ノ感染欣態ガアルノデアル。

痔凄ニ主・lスル療法ハ………？』

畢生『旺門括約筋切断J

教授『ソレハ治療法ヲ賞施スル際＝営リ場合ニヨリテハ必要ナコトデモアリマスガ，旺門括

約筋切断ソレ白惜ハ決シテ痔鹿ノ治療法デハアリマセン。痩管ノ中ノ病原菌ハ弱ク，創面ノ治

癒傾向ガ強イノェモ拘ラズ治癒スベクシテ治癒シナイノハ，痩管ノ周囲ノ併目色紙ノ強靭ナ疲痕

ノタメニ痩省、隠ガ擁痕性牧市宿ヲ皆ムコトガ出来ナイカラデアル。ソ Fタメニ一時的＝痩ロガフ

サガツタ絞＝見エテモ，内＝病原菌ヲ含ム肉芽ガ残ツテ居ルノデ膿ガ一定度＝瀦溜スルト再ピ

自泣シテ来ル揚合カ守多イノデアル。痩孔壁ヲ作1レ強級ナ併抵；｛｝＼痕痕拠織ノタメニコレハ竹ノ筒

ノ様エナツテ， ソレデ疲痕性牧市街ガ妨ザラレテ，治ラヌノデアル。是＝似タ揚合ガ他ニモアリ

マスカ...・ H ・－－？』

筆生「.....・H ・－－－」

教授「前！額買えハ上顎寅ノ：蓄膿，膿胸等ノ痩孔カe夫デアル。モウ 1ツ急性化膿性骨髄炎ノ際

ノ痕与しガ治癒スベクシテ治リキラヌ理由モソレデアyレ。ソレデアルカラ f度骨髄炎ノ際ニソノ

Totenl~de ノ一部ヲ磐除シテ骨樋形成術（Muldenbildung）ヲ施シ軟部ノ簸痕性牧縮ヲ可能ナラ

シメルト同紘一ノ意味＝於テ痩孔ヲ切開シテ屑卒ナ新シイ創面＝盤ヘルコトガ必要デアル。ソノ

際＝娘痕iWチ排除欣組織ヲ焼灼スルカ鈍七！：ニ切除スルノデアリマス。此ノ r..ol的ノ鵡＝往々旺門

括約筋ヲ切断スル必要モ起ノレノデアリマスガ，車＝之ヲ行ツタカラトテ痔虞カe治ルモノデハア

リマセン。

本例ノ如ク簡単十外痔痩デハIJJ!'ilf¥H；＇＼：政結（此ノ中央ニ凄管アリ）ヲ全部（ intoto ＝＝－） 無菌的エ

別出シテ縫合シ第 l期癒合ヲ企テルノデアリマス。 此ヲ痔痩易1］出術（Fistulektomie）ト申シマ

ス。

千

手術fl府式・ 持f匙剃H＇，術

術 （同日午後3時20分－4時）

前l慮置： JYii夜Lヒマシ寸油30瓦投輿，富日朝ヨリ絶食，手術商i阿J-j丁幾15漏］投輿，手術前しヂ、

ギフオリン「1.0括皮下注射，出版洗様。

,i'J毒法 J 弟lj毛後次ノII頃序デ行ハレタ。 1) Lエーテル寸ヲ合マセタ脱脂綿， 2) 0.1%昇求水，

3) 60%Lアルコ｛ル1ェテj清拭， 4) 5%沃度丁幾塗干Ji（乾燥マデ待ツ）， 5) 2%次亜硫酸曹達

」アルコール「ヲ塗布シテ沃度ヲ中和。

麻酔． 0.5%Lヌベルカイン寸（チパ）1.5詫ヲ以テ腰椎麻酔。
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手術経過及ピ所見： 痩口ニ巾着縫合ヲナシ． ソノ縫合糸ヲ引キツツ． 周圏皮切（Zirkum-

cision）ヲ加へ併月色紙疲痕ヲ内上方＝周園健康部カラ銑性＝遊離シテ行クニ，外庇門括約筋ノ

ー部切除ガ必要トナリタリ。弐デ肝J'1拳上筋＝達スルコトナク， 約 1.5糎ニテ併月仕様索欣物ノ

末端＝達シ，コレヲ全剃出ス。内旺門括約筋ヨリノノj、動脈ヲ結紫止血シタル後，しタンポン寸ヲ

使用セズー失的ニ皮膚縫合ヲ行ヒテ手術ヲ経ル。

術後経過： 術後毎日手術創ノ苅l園ヲ清拭シ， Lキセロフオルム寸ヲ撒布シテ乾燥欣態ニ在ラ

シ人外部ヨリノ感染ヲ防止ス。 1遡目抜糸。第 I期癒合，退院（窮民附l胡劇的。

後記： 旺門周閏膿蕩（葡萄flk球菌性急性炎筒）ガ自潰シタル揚合，外皮ニ痩孔様「押見ヲ胎ス

ヨトアルモ，コレガ Anusfistelナル疾患ノ全部デハナイ ο 普通ノ揚合コレト非結接性痔虞（Fistu-

la ani）トハ異ナルモノニシテ，此ノ非結按性痔痩ノ病原菌ハ同ジク葡萄欣球菌ナガラ．共ノ

費生ハ最初ヨリ慢性ノ経過ヲ取リ病竃周閏ニハ治癒ノ傾向強ク護現シ，健康組織ト接潤スル部

ハ硬キ併豚桜疲痕ニシテ，共ノ中心ニ管肱肉芽面ヲ有スルモ Fナリ。印チ痔撞ハ最初ヨリ痔填

トシテ凄孔ヲ示スモノニアラズ，最初ハ健康組織内＝包埋セラレタル黄色葡萄欣球菌ノ感染肉

主萱＝シテ最初ヨリ胤閣ニ強楓ナル疲痕ヲ有スルモノナリ。

本例ノ如ク病鑓進行シテ自i貴シタル揚合ニテモ痔盛射出術ニ依レパ 1週目＝第 I期癒合ヲ皆

鵡セシメ得Yレモノナリ。故＝自潰セザル以前，印チ組織内＝包思セラレタ 1レ併臆政痕痕位痔痩

(geschlossene callose Anusfistel或ハ Fistulaani i11tβrstitialis トデモ命名スベシ）ノ時期ニ於テ早

ク之ヲ見出シ痩全射出術ヲ行フコトハ更＝理想的ナリ c （附闘参照）

旺門括約筋ヲ切断スルコトハソレ自身痔痩治療＝テハ非ズ。痔ifノ治癒ハ上記ノ如ク病的肉

芽ヲ去リ，且ツ強靭ナル癒痕ヲ除去スFレニアリ。此詩＝早期ニ於ケル痩射出術ヲ理想トス。
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直腸粘膜ガ断タレ直腸内容ガ旺閏軟部倉ljト交通スル時ハ治癒経過ハ妨ヂラル、モノナリ＜ （；~ 

z可及的粘膜ヲ切断セザル様ニ注意スペシ。止ヲ得ズ粘膜ヲ切断スル必要ニ迫ラレタル時ハ病

竃ヲ会別l刊シ粘膜創縁ヲ粘膜下軟部ト共ニ縫合スベシn

痔獲 J 分類

1) Fistula incompleta interna s~bmucosa 

2) Fistula completa subcutaneo-,ubmucosa 

:;) Fistula completa ischiorectalis 

4) Fistula incompleta externa pelviorectalis 

（註 3), 4）ユテノ、感信2ガ分岐セル様ユ示ンアルモ， 1)' 2）ニテモ分岐ノ、ァ川号ルモノナ日。）

5) Fistula ani incompleta externa ( calli¥se Form) (li'E Fistulektomie ノ In<likation)

6) Fistula ani interstitialis （註最初ヨリ板痕形成ガ著明＝シテ急性紅問般蕩トナラザルモノ。此ノ、

Fistula ani ノ最初ノ却手シテ，コレヨリ 1)-5）ノ刻トナリ得ルモノナリ。 Fi;tulaani interstitialis 

ノ時期＝於テ Fistulektomie ヲ行7ベキヲ理想ト A 。）




