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第四回岐阜外科集談会

昭和37年 5月9日

1) 上腕骨外頼骨折の治療経験

岐阜医大整形

丹羽昭右

我々は昭和31年以後36年迄の 6年間に，当科外来を

訪れた外頼骨折＇42名の内16名につき遠隔成績を調査

した．これ等16名の内，手術を行ったものは9例であ

り，その大部分はキルシュネル銅線固定を行い成級は

満足すべきものであったが，保存的療法を行った残り

の 7例は殆んど陳旧例であり，肘関節機能は.JI·.：；~に昨

害されp わずかに新鮮例 1名のみは全く機能障害を残

さず治癒している．

以上16名の経験より，本骨折に於てlt，わずかの転

位であればクラーメル副子固定を行うだけで充分であ

るがp 転位の著明なるもの叉亀裂の巾の広いものは，

観血的整復を行った方がその機能的予後は良いもので

ある．

2) 胆石によるイレウスの一例

般大第一外科

広瀬光男

患者は46才の主婦，半年前胆褒炎の既往症あり.37 

年 1月4日胸内苦闘，日匝気p 日医吐， 腹踊などあり，某

医により治療を受け殺快， 1月30日突然再び胸内苦悶

あり翌朝より頻回の咽吐，腹痛あり， 2月6日イレウ

スの疑いにて入院す．

入院時腹部は全般に膨隆し，下腹部には軽度の圧痛

あり，ここに金属性腸維音あり，レ線所見では立位単

純にて上腹部にガス像多く，恥骨上却に於て円形の う

すい結石様陰影ありp 造影剤内服により十二指腸球部

外側に憩室様陰影あり，小腸は中等度に拡張し，排出

おそし 24時間後でも大腸に逮せず．

手術所見：胆嚢十二指腸痩を形成しp ここにより腸

内に排出された 4,0×3.2×3.0cmの胆右が廻盲弁より約

40佃口側に候頓していた．尚胆翌室内には小t，＇；行 1ケあ

り，共にコレステリンピリピン石灰石であった．

3) 先天性腸閉ま山手術成功例

羽島病院外科

河村雄一・浅井紀雄 ・伴 敏英

岐阜医大 C講堂

出生時 2kgの女児（ 9ヶ月の早産〕p 産後3日目に

頻回の幅吐を主訴として入院．レ線検査の結果p 小腸

上部の閉塞とゑ断． 直ちに酸素吸入を行いながら局所

麻酔の下に開腹術を施行した所， Treitz靭帯から約10

cmH工門側の さき腸に膜状閉塞の存在を認めた． 腸壁切

開3膜状物切除を行った．術後保育器に収千人小児科医

と連絡して補液p 輸血を行い， 更にクロマイ を投与し

た．手術の翌日から腸維音聴取し， i涜腸により排便を

認めた. ~医吐は術後 3 日円から減少したので経口栄養

を行った．術後10日目及び16日間に発熱あ り解熱剤，

テラマイシン使用により解熱した．

術後25日目一般状態良好となり両親の希望により退

院，退院後も簡易保育器に収γrしていたが，退院後6

日目， 生後34日間に死亡したー症例を報告した．

4) 9才女児の胃潰療の－・i台所例

妓医大第二外科

渡辺 尚

幼小児に於ける消化性i.i!i疹は3 比較的秘なものとさ

れているがp が1然、と した腹痛や！λ復して発来する不定

の if'j化~症状のある時はp 一応疑って精密なレ ~~i＇.｛~t査

等を行う必要のあるものである．乳幼児では， ’T孔p

出血等の急性型が多く F 年長児には慢性腹痛，狭穿等

の慢性型で来弓事が多いー

吾々は段近心禽部の空腹痛，悪心p R匡吐を来してい

た9才女児に，慢性胃潰湯を認めp 胃切除術を行い全

治せしめた症例を日験したので報告し，若干の文献的

考察を試みた．

5) 胃癌転移より腹！佐内大出血を来た

した一例

岐医大第二外科

山田藤吉

症例・ 48才，男子

9ヶ月前，、＇ iHにて胃癌の診断のもとに，手術を施

行した．その際の手術所見は主l康癌腺癌の他に肝転移

はみられなかったが， 腹腔内リンパ腺l阪移を認め根治

性は望めなかったが，胃切除術を施行した．その後無

症状に経過していたがp 術後6ヶ月より上腹部鈍痛．
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膨満感を来たし再入院した．入院時肝転移を思わしめ

る鴛卵大の腫癒を右季肋Jにlごふれた．その後対症療法

中，急に腹部膨隆が強くなりp 腹水穿刺により純血性

の腹水を得た．直ちにショク状態となり不幸な転帰を

とった．当j検は出来なったがp 転移性肝癌の破綻によ

る腹E室内大出血死と考えられた．

6) 慢性非特異性炎症性睡液腺腫癒

岐阜医大第一外科

伊東逮次・今尾恒裕

50才男子． 主訴は府高下困難及び左顎下部緩燈.14才

の時耳下腺炎にa罷害、後左頬市：から下顎部に直径約10纏

の無痛性麗癌を生じた．約3年前より少し増大し最近

時々悪臭あり粘液を排出するようになった．現在児頭

大となる．手術により別出，組織学的所見は唾液腺の

実質は高度に萎縮消失p 著明な間質結合織の増殖を認

め更に各所にリ ンパ球の強い細胞浸j悶が見られ輸出管

拡張並びに地殖をみる．これらは典型的唾石症の所見

である. 3週間で全治．

当教室に於ける最近10年間の10例を基に松代氏らの

87例の統計的観察と比較し若干の考察を加えた．

7) Hi.irthle cell adenomaの一例

岐阜医大第一外科

柴田正敏

50才寡婦．単純性甲状腺腫の診断で摘出術を施行，

組織学的に Hiirthlecell adenomaであった一例を報告

した．

約半年前より前頭部純伐に気付き，徐々に増大した

が，甲状腺中毒症状はない． B.M.R.-17%, J131摂取

$, 73.5 ~~ であった．

組織学的には所謂 Hiirthle氏細胞が見られ．核は濃

縮性のものが多く，滅胞形成の明かな都分 と充実性に

増殖した部分がありp 鴻胞麗は小さいものが多いが中

にはp かなり巨大な鴻胞もありp 車希薄なコロイドを合

んでいる．

Hiirthle氏細胞には大小不同があるがp 核分裂像及

び浸j間性増殖の傾向はない．間質紡合織はやや増殖

いかなり著明な，小円形細胞，ないいわリンパ球

漫1習をみる．

8) Peutz-Jeghers症候群の一例

岐阜医大第二外科

山村 喬

山内胃腸病院

加藤 春

症例： 26才女子ー10年前より腸重積症，腸閉塞症に

て6回の開腹術を受けているが，その後も時折悪心，

R匪吐，上腹部茄痛があり来院した．口唇p 口腔粘膜，

掌i!!ffifこ大小多数の掲色色素斑があった．胃nrjx~t検査

にて，幽門狭窄像と十二指腸以下結腸に至るまで多

数の大小不同の円形中心性陰影欠損があった．開腹に

より胃潰疹性幽門狭穿と小腸結腸全般に散在する母指

頭大より小豆大の有茎及び無;ipolypを確認した．

polypは組織学的にはp 正常粘膜の増殖像で悪性化の

所見はなった．本例では母も口唇に異常色素沈着があ

り開腹術を受けている．

定塑的なPentz-Jeqhers症候群で胃潰疹を併発した一

例を経験したので報告した．

9) 広筋膜より発生した Fibromaossificans 

の一例

羽島病院外科

河村雄ー・浅井紀雄・伴敏英

満70才の老婦人．約3.4年前より右腸骨稜前上車車部

皮下に無痛性，可動性の腫癖ありp 漸次増大の傾向が

あるので手術を施行し， 42mm×28mm×25卿の不正形で

灰白色を史しp 表面凹凸，骨様硬p X光線の透過度の

低い臆療を刻印！す．尚厩療は既存の骨膜p 或いは骨細

胞とは無関係、で，組織学的に広筋膜より発生した異所

性骨発生でありp Fibroma ossificans と診断された．

術後約2ヶ月を経過せる現在何等病変を認めない．

10) ゼミノ ームの一例

岐阜市民病院外科

米谷派・安江幸洋

74才の男子 約10ヶ月前右皐丸の無痛性腫脹に気付

いたが放置していた所，漸次樽大して手拳大になった

ので来院した．

来院時には右皐丸は手傘大の腫痛として触知しP 弾

性硬，表面.wi不整，陰嚢皮膚と一部癒着しP 左皐丸及

精系は正常である．右鼠符；＇；jjには小豆大の淋巴線腫脹

数個を触れ，弾性梢E更である．腹部には後腹膜性の腫

癒を触知せず．腰麻の下に右鼠径淋巴清掃及び右除皐

術を施行した．

創出標本は 9.5x8x7佃 p 表面梢不整， 割面は肉色

を帯び左灰白色で，組織学的にゼミノームと胎生癌の

所見方：混在している．
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術後コパルト照射を行っていたがp 約18日に事故退

院した．

尚いささか文献的考察を試みた．

11) 尿道外傷と外傷性尿道狭窄の症例

岐阜医大泌尿器科

後藤＂＇.！＇＼・篠田子：

尾関イ言彦・阿部貞夫

教室に於る昭和31年から昭和37年4月迄の6年4カ

月聞の尿道外傷及び外傷性尿道狭穿の症例について観

察した．尿道狭穿は 144例もこのうち外傷性狭穿は

48例であった． 6年 4カ月間の外来総数に対するそれ

ぞれの百分率は尿道狭穿全体として 1.33%，外傷性は

0.46ぷであった．骨盤骨折を伴ったものは9例で全て

交通事故によるものであった．狭穿部位は膜様部が75

%で最も多い 受傷より初診迄は 1カ月以内 16.29五，

6カ月以内43.2%, 1年以内になると51.3%に達する．

治療は観血的療法8例P 非観血的療法40例である．尿

路損傷に対する一般外科医の泌尿器科処置は万全であ

るとはいえない現況である．手術的処置もさることな

がら，その予後の管理に充分注意を払うべき事を痛感

する．

12) Renacidinの使用経験

岐阜医大泌尿部科教室

後藤川・篠田 孝

尾関信彦・阿部貞夫

磯具和俊・木村泰治郎

岐阜県立病院皮膚泌尿器科

石山勝j裁・足立一郎

1) 主成分が燐酸塩，尿酸j(,fil,1蔭酸塩である摘除結

石の失々に mvitroで， Renacidinの5%, 10%及び20

九i符液を作用させた処，燐酸題に長も l愛れた溶解性を

示し， 20~出溶液では 41 のi雀流で， 3.2g の燐酸結石が

全く崩壊溶解した．

2) 尿道皮廓移植術後の患者の示指頭大2コの腎結

石（成分は燐酸結石） に本剤の10%及び20%溶液を各

1週間づっ濯流作用させてP レ線検査で殆んど消失し

た． 憂応すべき副作用は認めなかった．

13）症例報告

イ〉珊瑚樹状腎結石

ロ）大きな尿管結石の自然排出

県立岐阜病院皮膚泌尿器科

石山勝歳。49才. L"l:;Iミ．過労後の血尿及び腰痛を訴える．

腎切半術を開始したが多数の砂が出て来たので腎摘出

術を行った．珊瑚樹状のものは 12.Sg，小結石及び腎

砂は4276個. 5.55g尿酸塩石であった．

ロ） 24才. 2聞の経産婦．左尿管末端部に，レ線フ

ィルム上でIOmm×29mmの結石を認めp 勝E光鏡的にその

一部をみて手術をすすめたが， 25日後入院した時には

この結石はなかった．患者は排石を自覚しなったが，

自然排出されたものと思われる．

他に32才男子で7mm×12mmx 17mmの尿管結石の自然

排出例の写真p 標本を供覧し，自然排石の限界につき

考察した．




