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京都 外 科 集 談会抄録

昭 和 28 年 10 月例会

(1) Ca46を追跡子とせる実験的骨関節結核

の石灰代謝広就いて．（第一報）

吉峰泰夫，大石宏

［~」反応！塗般の能性海慣に0.1mgの菌浮遊液を指膝
関節に初感染として接種し，持活後3,10, 17, 24, 31日

目に Ca40201tc；を心臓内i生射L，注射後10時間にて左

右膝関節を採取し，.Geiger :..Iii lier 代による測定，

Radioautographgy に依る測定，及び「レ」線！写真検

賓を主車場として5宗験測定を行い，次の成績を得た・

~nち .l) 各関節に於けるCa45沈着量り消長は機種

後多少wiJJ騒を示j）；＇.，膿場形成時（17日頃）より漸次

患側が坦加する傾向をみる． 2）左右関節の Specific

activity，の比をみると始めは両側共大差なしその後

患側の増加を見， 2週以後最も Ca－代謝山J'C進が認め

られる， 3) .Radioautographyにより擬露関節部vこは

骨頭のみならず骨婿軟骨部附近及び骨斡端部にも石

灰代謝が檎元進せるを認めた， 4) 接種関節部の石If(

代謝日圧盛となるに従い，その部のレ線kの骨萎縮は

漸次明瞭となっている．以上の事より木症の骨萎縮は

石灰塩の負出納の関係によって成立するものと考えら

れ，局部組織の Erh出teReaktionと解しで更に追

求中である．

位） パンサ fンにより産主要抑制効果のあっ

たと思われる癒廟症例

柴垣 進

ノマンサインの少量を持続的に使用して，路樹発作を

抑制するに効果のあった外傷性蹟捕の一例を執告す

ノj.

(3）抗男性ホルモン療法による前立腺癌

治験例

百瀬雄二

前立腺f加とl:jし除翠術及ェストラデイン B0.2～0.6

rμg計 57.2mgにより劇的な効果を収めた症例；；＜報告

し，同時に最近に7空ける抗上i:j性ホ1レモン療法）概要に

言及子＇~.

(4）特発性食道ザ：張の一治験例

越智幸雄

特発性食道拡張症J,13才男子にオヲグスナー：；］り40

年発表せる食道胃寄隆部V字型吻合を行い治験例を得

ましたので報告致しまーj.

(5）顔面に於ける多発性内皮腫の一例

代田伍朗

51才の男子で約15年前より左煩部に無痛性腫痛を生

じ叉約3年前より左顎下部，左額部粘膜下にも同様な

腫喝を生じて来たが自覚症状がないたの放置して居た

所在ょ20日前土り急に之等の腫痛は増大し』；米fニ．命 1

方約 1年前より右限笥下部にも千J?{,ij手指大の同様の麗

癒を生じて来た．依って入院試験切片（左頬部のみを

取っ乏しらべるに内皮瞳で、あった，然し他の部分の組

織をも病理学的にしらべなかったので単に想flt＜.ナるに
とYまるが右限包下部及び右煩部粘膜下臆砲は同様内

皮麗で，叉左顎下部の腫癌は顎下淋巴腺えの転移と考

えられる．

昭．和 28 年 11 丹例会

(1）舌肉芽腫手術後に発生せる声門i浮彊の

一例

請田安夫

症例 48才．男．農夫．

右吉縁に無庸性競豆大陸留の生じたるを頚部リシパ

節摘出並に舌盤膚喫状切除を行ないし二：1,1、il:iを6時間位

主り呼吸困難並にII問12!;，右頬；頚部の浮腫性腫脹を騎強

したので術後25時間で上気管切開術を施行した．切開

術後呼暖困難並に間鴨は軽快したが自然気道による呼

吸は全《不可能で若し気管切開術を施行しなければ窒

息死を推測された．之が声門浮腫の発生原因は不完全

治療による梅毒があり間質場殖性肝硬変を加えて潜在

性出血性素因が成立し之が手術侵襲の結果頚部血流リ

ンパ流うす滞を来し出血と浮腫を現わした結果で・あると

考える．特に頚部の手術侵襲程度が大でなかったにも

拘らず声門浮腫を来した症例を報告し臨床的に出血性

素困が立証されなくとも頚部手術時は充分iなる注意が

必要である事を強調したい．

(2）高度なる肺気腫の一例

林培夫

オ〈字文平：て於いて特発性気胸と診断し，手術施行後手E
じしたる例を剖検し得た結果，高等なる肺気腫による

ものと考へられ，王互に報告ナろ．患者は48才の男子．

昨茨鉱うた．主訴，体動に際しての呼疲促迫．レントゲ

ン撮影の結果Yi、向性気胸とL、われ，種々止·~j，息的治療を

行ったが軽快せず，手術を希望．現在階段の手1降にも

呼吸閑難がある．手術後死1＇・.剖検の結果左肺は非常

によくよ霞脱され，その上嘆にHi¥i突質の欽損部がふれ

そごに一気＇n；’；花模，＇，・（＇1；ってい，又その部の肺臓肋膜Ii:剥

離し1J、児頭：たの高度の気腫ぐと作り，それにより特発性
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気胸を作ったと考えられる．その原因としては結核は

発見されず，恐らく 8年前の右胸部外傷により，肺実

質が融解奴収して，かLる状態を作ったのではないか

と考えられる．

(3) X線にてガラス片残存の診断可能なり

し1例

代田伍朗

右下腿中央軟部に厚さ約4mm巾終J6mm長さ約2cm

の錆色ガラスJ｛・宮市JJ入残存して居本患者の患部X線写

真を癒した所明確なるX線像を呈したLめガラスの一

般原粉其他試験的X線写真銭影を行って調査した所何

れのガラスについても或る一定度の厚さを有するなれ

ばX線等実を擬した時相当明確な影像を呈するもので
ある．

任）逆性石鹸使用の経験

名島俊一

武田製薬の逆性石総「オスパンJを用いて手指の消

惑を行い現在で、は理想に近い消毒剤であるとゅう結論

に達した．消毒法は

(l) 微温水道7J<を用い普通石績で約1分間経く洗漉

する．次にi並性石般の効力を減殺しない為に普通石雨量

を充分洗い落す．
(2) I%の「オスパン」液 3;000ccを2（周の洗面穏

に作り，各嶋中で3分間宛沈滞する．

(3）手についた逆性石！験の泡は滅菌「ガーゼ」タ消

拭し，手袋は使用しない．

以ヒの方店長で約2ヶ月半に行った手術は72例 J，内

事故は縫弓切除術の皮膚鱒の一部化膿と，腸管剥離術

の一部o~tiを作った2例に止まり，術者の手指よりの
汚染によると思われる化膿ば 1例もなかった．加うる

に日に何聞となく手洗をしても皮膚か荒れる事はな

く，洗面穏の消毒ほ不要であり， 「オスパンJ1伎の稀

釈は水道水を用いるので長って簡単で便利である．

(5) 急性ポルフィリン症の 1例

森井 正

上腹部激痛を来した59_.t~ ，男（ IO年前より時々上腹

部廃痛発作あれ胆石症として内科的治療を受けてい

た）がイレウスの疑で入院した．尿の外観が暗鳩色，

暗所で緑色の盟主光を発するので化学的検査を行った所

ポルフイリンによる異常1音色であることが判明した．

オ＞：.1.庄は，F国胞の常1生成分であるポルフイリンが急激に

逸脱する為におこる疾患で， ζの代謝には自律中僚が

関与すると云われてし，／J. レ線透視により上部消化管

のアトユーと下部消化管の収縮刷叉気腹により肝右葉

と横隔膜に11~（凡な絞清（耳l：周囲炎引を認めた．ピロ

カ1レヒ・三試験は強陽性．症状消退後も尿並血清中のポ

盆は高い値を示した．神経症状はない．

本症はイレウスとまぎらわしh症状を呈することが

あるが，尿の色調に／Liff、J－ることにより簡単に鑑}JI]／卦

来る．

(6) 限局性腎炎を伴える輸尿管結石手術

治験例

辻秀哉

主訴左委肋部発作的w;痛
現病歴 9月16日朝突然左季肋部に激烈な加痛，悪

心~区吐，悪感あり同時に尿濁濁を来たした. 20日夜再

び同様の発作あり以来鈍痛を持続する血尿，尿聞はな，

し、．

既往症 IO年前胆石，本年5月胆石店痛発作．

現 症 体 温38亡C左上腹部筋性防禦，プJレムベJレグ

症候陽性，左腎触れず，尿中に赤血球，白血球，双殺

菌著明，レ線上第三，閉腰椎聞左に小指頭大，左肋骨

弓下部に米粒大の結石影｛象を認める．逆行性腎霊輸尿

管造影で腎孟下約4cm！こ結石，左腎排准機能低下．

手術左輸尿管切開結石劉出術及左腎切開術腎上極

部に萎縮及癒痕化，突貿簿く腎雷拡大．結石刑瑚樹様

長さl.5cm，巾0.7cm，高さ 0.5cm，重量2.3gm.腎組織

学的に限局性腎炎であった.52日目退院．

(7) 醇全別の一症 例

青木秀夫

膝頭部癌，患者（59才男）に対し，勝十二指腸全劉術

を施行し，術後38日目箸閉な低血糖性シヨヅグを来

L，更に7週目低カJレシクム血症によるテタエー機密

調理発作を来した．以後自由に歩行し得る程度に快復し

7こが， 35週目頃から頒固な下痢を来し，上行性胞道感 昨

染により更に惑化し，術後335日目頃から尿毒症を併

発し， 344日目に死亡した．

剖検により高度の胞汁性肝硬変を認めたが脂肪肝は

全くみられず，更に空腸に小指頭大の潰磁を認めた．

然し癒再発はごとく認められなかった．

以上合併症防止の為め（1）早期手術，（2総胆管空腸

吻合部と胃空腸吻合部との聞を長くすること， ω）可及
的胃大切除を作うと共にアルミゲル等の薬剤jを使用す

ること，ー（4）早朝空臨時血糖値を200～300mg/dlに保つ

こと，（5）場合によってはカルシウム剤を授与すること

等が重要と思う．

(8）卵管特殊（避妊手術），乳房切断（乳

癌）に続発したパセドー氏病

守安 久

2児・°2母親（29才）が2年前に妊娠3ヶ月で人工妊

娠中絶全両側卵管結主主を受けたところ，これに続発し

て典型的，な高度のパ氏病を来し，程度の副腎皮質経費能

低下が認められた．本例では卵管結歎→卵巣彼自白変調

（子宮邸脈卵巣伎の傷笥？）→下室体間脳系→多腺性

障碍→ノ、氏病なる過料が考えられる．卵管結訟が卵巣

機能に変化を来すか苦手かに就て20例を調査したとこ

ろ，比般的若い年令！留に副作用（更年問機症状）が多
く認められた．

次は10才の既絡米産婦で，左j並行性手L房切断術の2

ヶ月後にパ氏病を起したものである．これには不自然



京都外科集談会抄録 119 

な性生活環境→マストパチー→手Lt高が考えられ，この
様な hormonalinbalanceがパ氏病を誘発したと恩わ

れる．

(9）閉鎖循環麻酔の経験

八牧カ雄・名島俊・・守安久

ハイ γプリング型邦製麻酔擦により，次の如さ臨床
的経験を得た．
I) 21才，♀（左下葉結核性空洞）に対しメツパイ

ン十ベントタール導入麻酔のもとに挿管を行わんとし

たが，気管チュープが屈鏡性の放に挿管に手間取り，
麻酔が浅くなり，完全声門盤療約2分間無呼吸を来し
た．放にチュープは挿入時針余を芯にして直線状とな
し挿管はfilzの状態で、充分な筋弛緩を得て行うぐ〈きであ
る．
2) 46才，合［こ対しベY トタールで導入，マスグで

エーテル＋02の維持麻酔を行ったが導入より維持に移
る際咳微反射，一時的呼吸停止あり，円滑を敏いた．
3) 45才，合（胃潰場，胃切， B.fl ~ ＼に対する麻酔をベ

ントターJレ→N20(3000；十02(1000，→徐々にエーテル追
、一一一一ーーーーーー、ノーーー一ーーーーーー〆

半閉鎖

加→Nz0(1500)+0d500→N向上め→こと竺豆z

殆ど閉鎖 閉鎖

の如くマスグで行った．麻酔状態極めて良好．
4) 20才，合（右上葉多発性結核性空洞）に対し5

%コカイン 2ccの経皮的気管内作入後（ 3）に於ける
と同様マスグで麻酔し，婿管を挿入， ( I ）の場合に
比し麻酌状態極めて良好，倣点は挿管に少々時聞を要
することである．

側横行結腸1骨平筋腫の 1例

大津掌，間嶋正徳

我々は長近腹部良性陸場中稀れに見る横行結腸滑平
筋腫の 1例を経験したのて報告すろ．患者は57才の既
婚婦人で‘只便秘、及び貧血を有するのみでi偶然に寝息
した腹背筋膿湯の為めに腹部遁腐をー発見され易日出術を
受ける事が出来た．手術は下半正中切開に依.:b.睦績
は積行結腸中央に存在し腸壁より膨隆突出して，大き
さ驚卵大，弾性硬，表面は一部疎大凹凸なるも大部分平
滑で比較的血管に富んで居た．更に叉子宮表面にも同

様示指頭大の腫溜を認めたので、腸管部分切除を含めた
瞳溜別出術を行った．主腫揺は腸管内院へも略半球状
に突出して粘膜微量豊消失，平滑で容易に麓痛を透見出
来たが料、膜面には潰場等を認めない．割面白色絢膨｜塗
し並行の線状像を認め組織学的検索に依り滑平筋腫な
る事が判明した．倫患者は腫書留別出後頑固な便縦も消
鑓して術後16日目に全治退院した．

日脳性過高熱の予後判定

半田 肇

悩手術及び頭部外傷後脳性過高熱を来した症例57
例，異常低下熱を来した症例8例，計65例を熱塑の現

われ方，症状等より 6群に分ち，発生機転並びに予後
を検討した．

第 1群は傷害が加わってから 3時間以内に鋭く上昇
して過高熱を来すもので予後不良． （生存時間IO～15
時間）第1’群は3時間以内は36cc以下の異常低一匹熱

を来すもり．之はt員傷程度が第1群より更に電篤な場
合で症状は Initialshockと呼ぶ症状で！；：，る．予後は
極めて不良．（生存時間5～10時間） 第2群は3～12
時間後，遅くとも24時間以内に過高熱を来すもの．予
後不良．（生存時間15～30時間）．第3群は2～3日間
遅いl侍は7日間，熱は37°C前後，精々37.5。C位で点、

識も明瞭であるが，次第に意書設が混局しそれと共に過
高熱を来すもの．意講義混濁の程度を参考にし手術をす
べきである．第4群は3～12時間後 39°c 前後に上昇
し， 2～3日で 380C前後迄下降し次で再び上昇し過
高熱を来すもの．下降の際37.5°C以下に下るものは予

後極めて良好であろ．ゴモ身状態を考慮し~！，＼＂＇！の上昇し
初める前後で手術すべきである．第5群は；E型的なj替
侵熱｛荒木）の熱却を示すもの．直ちに得手術をする
か，側脳室内からの Draina艇をすべさでんる．第6
群は7日～IO日の経過をとって次第に過高熱を来すも
の．最初2～3日の観察で、は主主：識受失がある他全身状
態は比絞的良好である．意識回復迄合併症を防止すべ
きである．

日目 臨床経験（主として腹部外科に闘し）

石野琢二郎




