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京都外科集談会抄録

昭和 29年 2 月例 会

(1）疲痕クロ 4ドと局所素因

戸部隆吉

63才女・約so年前灸をすえた灸痕がケロイドを形成

し， 30才の頃2ケ， 58才の頃3ケ， 60才の頃から時々

同部にぴりぴりする疹痛をおぼえ6ケとなり，大きさ

も増して来たのて、摘出した所，術後再び手術創がケロ

イド形成の様相を呈して来た．本例は叉25年前子宮筋

鴎で子宮摘出術をうけているが腹部の手術創jは一次性

に治癒し，ケロイ，..形成はみられない．マ般に扱挺ケ

ロイ γの限困は不明で，一種の先天性体質的なもので

あるが，筆'Jl力の加わる組織に発生しやすいとされ，

統計的観察によってもその部位的発生産貫生は，胸部（

特に胸骨，騎1甲，肩部），顔面に多く，軍事部，腹部は少し

被髪部位，手雪E，足臓の発生例は殆んどみないとされ

ている．木例の如く腹部の手術創にはケロイド発生な

く肩部のみケロイド発生の傾向を認めた事実も，ケロ

イド発生には局所素因があり，組織に牽引力の加わり

やすい部位に発生しやすいということから説明出来る

と考えられる．

，追加増田強三

、癒痕ケロイ門こ局所性素因がある事を考えさせる症

例に次の如き 1例がある.17才の女. Fibroadenoma 

mammaeに穏息している患者であったが，之が幼時背

部に縮瞳症に隈患した後ケロイ l・＂となれこの部分を

夏~J出，成形手術を受け聞も一様にレントグン照射を受
けたにも拘らず，あるものはケロイドとなれあるも

のはならないで治癒した．この事は創の治癒過程中に

起るFibroblastenの溜殖，或は毛細管の新生，即ち再

生過程と，反対に炎症等による生理的にない物質，細

菌，量制包等の海化過程の聞に何か不均衡状態が起って

起るのではないだろうか．

追加杉本雄三

ケロイ v形成に時間的なズレというものが者えられ

ませんか．或時期に形成しても或時期には形成しない

というような…－．

(2）骨形成不全症の 3例

山田 栄

出産時より骨絡系に多数の骨折を証明し，且先天性

崎形を合併した5才， 3才8ヶ月及び8ヶ月の女子の

骨形nX.不全の患者3例に就てその 2例に管切離術を行

い，その 1例には将来発生のおそれある変形に対し補

助穏を装用させ良好な結果を得た．

。）膝蓋骨縦骨折の 2例

大塚哲也・山田栄・玉屋亨

膝蓋骨々折は比較的多い疾患であるが，その中央或

は下半の横骨折が犬部分を占め，上半は稀で縦骨折に

至つては甚だ稀な部類に属し，我々の調査した所では

現在迄に十指を屈するに至らない．長近我々は31才及

び45才の男子で膝蓋骨の中央及び内ろもの部位に発生し

た縦骨折患者に，保存的療法を施行して良好な結巣を

得fこ．

(4) 骨髄炎に対する骨移植術の成績

山本忠治・中脇正美・山田栄
堤正二・玉重亨

Pc出現は骨髄炎治療に一大変濯を賓したが，此の病

的骨折骨欠損性仮関節は勿論のこと病巣閣111¥'.後の部分

的骨欠損部に対しても，欠損部充績と共に副子盤霊能を

も併有する骨移樋術の必要を確認し， 13例に就て成績

を報告した.x線学的に多量の Pc療法後では骨増殖

乃至再生を阻止する苓を認め，更に骨移殖の適否に就

ては骨•IR(，骨欠績の大きさ，病巣の億染度，全身所見

を参考にして決定すべきと考えた．腐脅摘出と脅移値

術を同時に行い得る場合は治療日数を短縮する事力：出

来るが，病巣感染の強さ，拡がりの程度によっては二

次的に骨移績を符った方が確実な成績を挙げられると

考える．

追加右上i告ー

骨髄炎の際に・Pc（ベエシ Pン）を大量に使用すると

病的骨折を起す頻度が高くなるという臨床的事実は，

無菌的骨折の治量産過程に於て Pcの大量使用が仮骨形 4

成を抑制することを確かめた久留教俊等の実験によっ

て裏付けされた．

骨形成に軍大な役割を演ずるアlレカ F性プオスブア

ターゼ飽に対して Pcが抑制作用を発揮するという報

告はこの現象に 1つの説明を与えるものと思う．

侶）蛙人の一例

山本店、治，堤正二

5才，女児で、FeilのSyndromede la reducation nu・ 

merique cervicalを呈し，合併症として肩甲骨高位症，j
先天性関唖，麻簿性斜視を有しているが，就中頚縫の

数的欠損（頚椎4｛悶）を認め，此の欠損は胸腰椎で補

足されず， Ji!Oち数的に補れざる例として非常に稀なも

のである．

Dreyfus：の病理解剖学的分類からすれば第3型に該

当するものである．

(6）距骨脱臼骨折の 2例

堤正 J 二

甚だ稀な脱臼だと云われている距骨単独脱日の 1例
とイゴ開腿関節内方脱f'Iに併発ltこ距骨頚部骨折の 1例
を報告した．
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発生捜転として，前者は右足強度外反伎で落下して

土地に繋突した瞬間に右前方に膝をついて倒れて過度

の背屈位を強制され，更に劉木が右足内側に当ったた

めと考える．後者は右足を前方に出して両膝を経く屈

曲した姿勢で仕事中，主主量物ヵ：声足に当りIF.ff.腿関節内

方脱円を起し，その瞬間，，体現は左足に移り，左足の

背屈強度となり更に前方に倒れぷこので更に背屈度が増

加して，遂に担問頭部骨折を発生したと恩われる．

(7）肺ヂストマ虫の脳内寄生による願欄の

1例
吉川昭治

患者は19才の女子，9才の頃よ．り左と下肢にシピレ感

及び寒冷感を伴う全身感型軽発作を来し臨床的にアナム

ネーゼより右大脳半球に焦点の存在を想像し得るのみ

で局在の明らかでない症候性重頭痛にペンタゾー1レ300

mg賦活脳波測定を行い右側頭部に向う著明な Spike

を認め関頭術によりその所見に一致し右側頭回転部よ

り皮様嚢匿と思われる腫癌2個を別出し組織学的検

索の結果多数の肺ヂストマ虫卵を発見し肺ヂストマ虫

脳内容生による症候性顕痢で、あエった．虫卵の長径は64

μ．短径 42u.で本例では母虫を発見せす・虫卵周囲には

肉芽組織は認められず発病後10,~余に及ぶも何等全身
的障碍を来さず生業に従事L_て居り肺殿内寄生は認め
られなかった．

(8) ストマ 4脳脊髄液内反復注入に続発し

たと考えられる下半身麻揮

河村健 次郎

私は最近，莱病院に於て結核性脳膜炎なる診断の下

に約2ヶ月にわたり，連日ストマイの脊髄腔内注入を

受け，発病1週目頃から現れた下半身麻癒が依然とし

て消返しない症例を経験した.Myelographieにより，

第IO胸権部以下にMoljodolの下降を認めないので椎

弓切除術を施行し，髄液の流通を図ったが依然として

下半身麻痩は依復しない．本症例に於ては，腹稚穿車I)

に際し，髄液の流出が認められな〈なってからも街続

けてストマイの注入を受けていた事実，高度の癒着怪

脊髄膜炎でも下半身麻揮を来すという事実， N.びスト

マイが神』箆穫であるという事実等を併せ考える時， λ

トマイの反復注入が，基礎疾患である脳脊髄炎によっ

て惹起された下半身麻輝の依復を妨げ，或は助長した

ものと解しでも差支えないものと思う．

(9) H逆性石鹸による手指消毒法に就いて”

田辺賀啓・森和夫・深田斉池

逆性石検による手指消毒に際、し 1943年 Miller等に

より指摘された主要な殺菌的侵害』をなす皮膚菌の Ca-
tioric Filmが， アルコーJレ清武を行った場合，その

消懇効果の低下を来すか杏かを Zephirolを用いて検討

し，併せて当初の普通石敵手洗時間の長短による消毒

効果の比較と， 教室戦後逆性石総使用前までの手術時

手洗方法（即ち普通石鹸10～15分， PゾーJレ昇衆各3

分，洗糠アJレJ ＿，レ，ヨー下、チシク，ヂア硫酸ソーダ

アルコー3レ清武）とオスパン液使用手洗法（普通石餓

10分，100叉は200倍溶液5分）との比較をも検討じた．

方法としては，手術時使用せるゴム手袋内の細菌者数の

変動によってこれを検した．即ち（1）普通石敵手没後一

Zephirol (200倍， 5分）・使用しアルコー1レ清氏を幸子う

もゴム手袋内培養細菌集落数にはアルコーJレ滑誌を行

わざりしものとの聞に有意義の差を認めなかった~－ (2) 

逆性石総使用手洗で最初の普通石般による機械が1物理

的洗燃は5分間以上では消毒効果に及ぼす影響長衣差

はなかった．然し当初の手洗操作の軍要性は今倫1訟を
しており，これを無視することは出来ない.(3）教室の

従来法とオスパン使用法とを比較するに両者の騨I~！主
有意の差なし経済的，時間的その他の利点よ りみ：て従

来法に代るベぎ新しい消毒剤と考えられる．

追加麻田栄

戦時中及び終戦直後石織で手を洗うことをせず，唯

オスパン6液にひたしたガーゼで手指をこするこ と10分

間のみの消毒法でかなり多数の手術を行った経験があ

るが，殆ど化陸を来した事はなかった．

追加L松呆守雄

樹脂又は線維製の滋具消毒に於て Pゾ－JI/，長%R等

の従来滋えに比して優劣ありや．

(10）胃潰疹穿孔と胃出血

池内彰

経験した胃潰疹穿孔例と胃出血例とを簡単に述べ，

胃潰湯安孔時には穿孔閉鎖，大網膜包着のみでも，或

る程度胃潰滋に起因すると岩えられる症状が臨床的年

治癒と見倣す事が出来る状態となるので，無理に一次

的，叉は二次的に切除しなくともよいと考える．そし

て或程度経過を鏡察して再び胃症状を呈してから切除

を行ってもよいと考える．叉胃出血例に於ては，一応

出血時の危機が去ったら直ちに輸血を行いながら切除

を行った方がよいと考え弘 、

発言木村忠司

］.地方に赴任して最初に遭遇するのは胃潰湯の穿

孔で，之が重大な試煉となって幸い助かければ次に胃

切除の患者が来るようになる．従って最も安全な処置

として先ず大綱包殻を考えるのか当然である．

2. 大綱を附けておいて俊に切除すると治っている

例が多いとの話だが，之は恐らく大網の豊富な血管が

胃の修復過秤を助けることに大きな意義があるーので、あ

ろう．

3. 大網を包着してから後，二次的に切除するか杏

かは，個々の症例で充分検討を要する．最近犬網包渚

1週後にその部（総門）から胃が切断された例もある．

4. 出血の場合手術の最初に切除可飽と知ったなら

胃動脈， 胃大網動脈等を最初に結殺してしま ラのも 1
つの方法ではないか．

追加大沢 i室
旨潰揚穿孔の場合，出来得る場合は原則として直後

根治的胃切除を行うべきことは申す迄もないが，非常

に時間が経過し状態悪く輸血等行っても容易巳手術可
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能の状態となり得ない税すべての条件が不良であれ

ば，従来行われている大網包斎も亦捨て難い方法主恩

われゐ．唯この方法も穿孔が非常に大きい場合には穿

孔縁の脆弱と相待って結果不良を招き易い．この場合

先ず大綱の一部を以て先ず穿孔口を埋めて縫合し， 次

に其の外部に健康胃墜に頁り広く大網を被覆紙合する

のがよいと思われる．

大網による上述の方法f走行われた切除習に於ける習

の潰湯は何れも極めてよ〈治癒していることは演者や

木村助教授の言われた通りである．

J 冒出血の場合は穿孔の場合よりも箪ろ手術の適応決

iiiに医難な場合がE延々 ある． 然L，輸血うt非常に行易

に行われる今日としてはあく迄大抵の輸血を行うこと

によって従来不可能と思われた例でも切除可能となる

場合を屡 経々験していふ.JW lンンミj圭の輸血，時によっ

ては数千ccに達する輸血も必要であって，之は抗菌斉｜！

の使用と相候って胃出JIB.の場合に於ても，穿:flの場合

に於ても従来よりも格段の好成績を得ることが出来る

と思う．

追加杉本雄三

大量の吐J(Q後約10日後胃切除を行うと演海部は殆ど

治癒し，唯 Falteがないという科皮のものを経験Lた

ことがある．

叉最近のアメ Fカの本で，大量出血の場合， 1時間

以内IOOOcc位輸血， 3時間後状態が回復しなければ直

ちに刊すすべきで，かLる状態を放置しそれ以上続く

ようであればショックで花亡するであろう. 31時間後

状態が回復すれば6時間後迄経過を見」：．その間叉出

血を来したら手術をせよと書いてあったが，アメ Hカ

ではかなり貫症なものにても犬量輸1filして手引3してい

るよう であ｝．

(11)側脳室メ＝ンギオームに於ける脳血管

保

黄雲裳

側悩室メニシギオームの極海発生源，病理組織，周

囲との解剖学的関係等より脳血管：写が確’.｝.：！な診断樹立

の鍵を与え得ると推定し，5仰lの経験を得た．それ全容

の血管像の所見を総指すると， （1）前後像で A.cerebri 

aは が弧状を描いて反対側に侃的変形し，（2n耳目面像に
ては強い Hydroccphalusが見らjl, (3）臨場周閉の血

管の変形が見られる．以ーとは頭蓋内腫爆のf主績を↑？切っ

ず見得る可能性があるが，（4）長く， E メ々くくなった

A. chorioidca ant.が（3）に依って腫j易が在ると恩われ

る部伎でJl''.l管長（或は網）を作り， （5）此の部位：二ー致

して静肱｛象で造影剤めた積；ニよる陰影（臨協影）か見

られたならば側脳笠メーンギオームの診断は間選いな

いと考へられる．此の際，（G）腫協影と Carotisext.領

域（例えば Aa.meningeae med.）のJi!J'fとの関に連絡

があってはならない.ft司静脈像でAmpullaet V. Ga-

Jeniが/gJ:々 下方に圧されているのが見られる．

上記削，（5）及（6）の 3項は側悩室メニンギオームの

“pathognomonic signs，，であると思う．

(12）精神分裂病とれられた側頭葉腫疹

~： ，，回 堕・久保田信孝

発病後数年間Bt.1臨弘法しての一般倒犬計、《示さ子

著明な精神症状のみを示し，精符l分裂病と診断され，

発病約4年後両側のロボトミーを受け，その 2ヶ月後

よりl!Jli忠明；吐， 1壬r'Vitり視力即日， 次で症療発作

を来す孟うになり，発病後5年， ロポトミー術後1年

3ヶ月にして初めて符卵大（種差tl65g）のメニンギオ

ームが左側頭葉に発見された24才の女の 1例を報告し

7二．この患者の精神症状はその経過が週則性であった $

elf，意識調淘の傾南があった乱及び心因性外国性動俄1
により誘発され易かった事等より，Ratnerの用いた意

味での綜質的疾患に際しての間脳症（Diencephalose｝・：
のー症状で、あったと考える．

(13）尿道断裂を伴える骨盤骨折のー経験例

杉本雄三 ・松村浩

我々は，左恥骨上下校骨折に工る，内尿道口（勝脱

頚部） tこ於ける尿道勝目光＇；＇［； T‘断烈［二，肢を￥.~動防t断裂尚，，

位の伴った， 52才女子ー「一） 1例を経験した，手術法とし

て，功、J脅上勝脱切開術及び耳il/fHを跨脱年ji税術を併用し

て勝脱頚部によ主し，止止に成功し，尿道留置カテーでテ

1レ 4 週間，腹壁人工尿~カテーテ Jレ 2J!!i]間，恥骨後商

創lにゴムドレーン数日を行い，終始尿浸潤を見ず，現

花殆ど治癒せる状態ーである．我々l士，勝脱類部索引に

対する何’j，！）ぞ1:;.qも行わなかったが，六なる支障を認

めなかった．叉骨盤骨折'K'i復を行わなかったが，その

まL癒合を営み， 2よ？？可能とな~ >fニ．

発言木村忠司

）跨脱箔約筋の欠陥としてどんな症状が残ったか？

(14）撃丸廻転症の lf§U

杉本雄三・松村浩

17才男子学生の右星雲丸廻転症の 1例を報告した．廻

転部付・は｛＿jf,'iポの副号室丸移行部で，時針方向と反対に

4廻転し，媛死に｜焔っていた．ハンタ一氏議帯欠損，

府系；］＇＜.睦痕跡あり， of＜遺練習を繰返すことが誘因となJ

りたと恩われる．精系71'<.騒を半lt:'1号。て毒装丸，副畢丸

を$}1］出した．

文献にあらわれた水症は木邦では1905年山村の報告；

以来れ70例，年イ了的に（J:、思春期を主とし，左右差なくJ
珂松方向にも差はない.~回転皮は360°がごとで， 3廻転

例を最高とし，オヘ例の如き 4阻転例は未だない．解剖

学的素因としては茨政腔の広澗，水平佼翠丸転Wt品
ノ、ン タ ー氏導稽欠1PF~： 1; ：学：lずられ，誘因としては，打

撲，乗馬，肉体近，＿J,;_i,li'.!4圧Jt進等があるが， 睡眠中に

起った例も多い．！虫t々腹腔ム.；~丸， ｛if：凶 悪丸に来てい
〆

'・ 

(15）骨成形的踊側J1t弓切除f・l'.jの目，習を誌に就

て

桐回良人 ハ
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(16）パ｛キソン氏病に対する淡蒼球への手

術経験

竹友隆雄・辻秀哉

43才既矯婦人の定型的パーキンヅン氏病患者に対し

小沢氏Approachに依る両側淡蒼球内10%ノポカイン

泊0.5cc住入． この時同時に淡蒼ままに電気刺戟を加え

正常震直llj室勤を起きしめた．術後筋強剛著明に消失，

震顔の停止は不充分であh た．剖検の結栄ノポカイン

泊は両側共大部分淡蒼球に入り一部内包前肢北京Uでは

主悪質に；及んでいた．

質問木村忠司

両側淡蒼球欠狽症状としてどんなきHが考えられる
カミ．

追加京都府立整形勝叉星郎

アテトーゼ，及びパーキンソン氏病の 2例に行った．

第 1例は両側に行ったが， 1側のみ効果あり他側は不

変であった．第2例は材、if安直ちに振額は消失，強刷も

軽快Lfニ．

昭和 29年 3月 例会

(1）下腿に発生せる Endotheliomと思われ

るI例

察東隆

最近経験した興味ある複雑な所見を示した淋巴管内

皮細胞腫と思われる 1例を報告し，若干の組織学的考

察を加えた．

‘症例， 16才男子高校生，主訴：右下腿の無痛性腫

脹．手術；こて腫腐別出を企図せるも不可能にして遂に

大腿中部にて切断す．

組織学的所見は極めて複雑で診断の最後的決定は困

難なるも淋巴管内皮細胞がその主体となっていると思

われる点から一応，淋巴管内皮細胞践と考えたい．そ

れが筋線維の中に広汎に拡がり，更に石灰沈着が起り

骨様化した部分が生じたものと思われる.r腿骨自身

は腫湯の機械的影響をうけて， 2次的に脂肪髄の状態

となったと考えたい．

性状は現在の所，転移を思わせる臨床的所見はない

が，組織学的に悪性のものと考えたい．

(2) ν線照射を行った膝関節結核潰蕩商よ

り生じた Kankroidの1例

羽根田 豊

患者： 44才の主婦，

約10年前よれ右膝関節部が無痛性に腫脹し，関節

琳 IJ及びレ線照身瞭法手ど受けること約2ヶ年．その頃

より，関節膿場，痩孔，遂；こは演携を形成するに到る．

本潰携は如何なる治療にても治癒することなく，為に

木院に於て，左大腿中央部より切断，更に鼠径部淋巴

腺廓清を行い，術後28日目に全治退院す．

切断l技潰場面及び鼠径部淋巴腺上りの切片標本に

Kankroidの組織像を見出す．

本例は，結伎潰蕩面に皮膚癌の発生せる稀有なる 1

例なり．

(3) Recklinghausen氏病家系小児に見ら

れた腔骨仮関節の2例

古池裕・林 卓

内重軽下腿に対する下腿中，下弘の部での切骨術後，

極めて難治性の仮関節を形成したような 2例に，夫々

Recklinghausen氏病家系を証明L，而も両者共 Neu-

rofibromを欠如していたが，その形質異常が推定され

るような特異な褐色の皮膚色素沈着が認められた．小

児下腿仮関節は下腿中，下%の部に認められるが，切

骨主＇~によるものは，下腿中，下%の部で行われたもの
でも，難治性の仮関節を来した例は見られず，恐らく

木例は骨形成という中路奨性機能の異常を基盤として

治療困難な仮関節を起すに至今たものでなL、かと考え

られる．

(4) Acrylic Resin Cupを使用した股関節

成形術の経験

堤 正二

吾々は股関節強直患者9例， 9関節に対して， Acr-
ylic Resin Cupを使用して股関節成形術を施行し，そ

の成績に就いて考察を試みた．

i) 術後早期に広範囲の可動域を獲得し，然も運動

に際し，疹痛少し円滑である．叉札機音は術後5ヶ

月頃から減少或は消失した．

ii) X線学的に術後2年 1ヶ月で大腿骨頭の属手化

並びに上昇を証明し，且又9例中 2例に於て脅新生像

を認めた．

iii) CupはX線像で透過性の為，骨頭の形態観察に

は便利だが，その位置，或は破損の判定には不便であ

る．

質問青柳教樋

Cupは骨との聞に移動性を来さぬか．

答

短期間の症例で確答出来ないが，術後化膿のため術

後5ヶ月後に摘出した症例ではCupは新骨頭と固定し

て移動性のない誌を確認した．

(5）縦走平行線旬j法に依る膝関節授動手術

の成績に就いて

玉重 亨

吾々は過去6年間に，塩津氏が第21回総会で提唱し

た縦走平行線切法に依る膝関節授動手術を施行した39

例について，その成績を調べ， 21例から岡答を得Tこ．

ガT切'IE.は，皮切と，皮下組織，筋膜〈）処置に新しい

提案をL，可及的早期から安心して後療法に移行出来

る点を強調するのであるが，予期の如く他の切法より
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も良好な成憶を得，特に手術創部の癒痕性萎縮による

河野j撲の滅’b』土認のなかった．

(6) 脊椎毒こり症に対する前方固定術の経験

と各種手術法の吟味

吉崎泰夫・佐野耕三・中野喜宜

脊椎分限，とり症に脊雄前方骨移徳術による固定術

の1つMercer氏のV腰椎仙椎骨固定法の経験せる1例

を報告し，併せて昭21年来来院入院加療せる23名に就

て，手術々式を中心に考察した結果，年令的に青年期→

壮年期に漸次多くなり職業的には労働者に多い点，神

中氏等の提唱せる後天性発生後に加担する．発生磁転

に関しては従来比絞的軽視されていた神経症状に注目

し，近藤教授提唱め 2次的の変化と見なされる症状発

見の為にミエログラフイー実施の必要を強張したい． 、

手術々式に就ては統計的以は優劣を認め難いがJenki'-

ns法より Mercer法の方が磁力に対して直角に架橋式

であり腸骨櫛も利用出来，馬尾神経損傷の恐れもない

事及び操作も簡単であるが特に術後の固定によっては

骨片の前方突出の恐れある故，術中の固定の確実は勿

論，運搬にも細心の注意を重要す．

(7）肺葉聞に存在した Tuberkulomの 1例

堺 浩一

(8）脳室内に挿入された GelatineSponge 

は吸収され得るか？

西村周郎

成熟犬を用い第4脳宣言内に可吸収性GelatineSpon-

geを婦入し暖収状態を検索し併せて脳表面，脳実質の

それをも比厳検索し次の如き結論を得た．

(1）第4脳室に掃入されたGelatineSpongeは他組

織に於けると問機に器質化により段収され，器質化は

主として脈絡叢周囲，血管周囲よりおこれ吸収は脳表

面，脳実質より緩かである．これは主として脳室に於

ける閉葉系組織分布の少いことによると考えられる．

(2）疲収後生ずる擬痕組織により株網膜下院への髄

液の流れが障碍され，閉塞性内脳1.t<.瞳を惹起した．

(3) GelatineSpongeには異物としての刺戟性がかな

りあり周囲脳組織に炎症を惹起した．

(4) 異物としての刺戟性があり且，吸収後かなり強

い癒痕組織を生ずる点より見て，臨床上，開頭術に於

ける止血に GelatineSpongeを用いる際には可吸的少

量を使用すべきと考える．

追加賞~裳
今の諾では脳室内に GelatineSpongeを入れる場合

でも脳表面に置く場合でも組織を傷つけていないが，

笑際問題としては出血の場街に GelatineSpongeを置

く訳である．一般に組織鼠傷のある部に之をあてる方

が無い部にあてるよりも癒着点：早く且つrecanalizatio-

n, vas<'.ulaisationが早く行われると推定されるので今

の突験の場合よりも突際に手術時に使用し'f,:,.Gelatine

Spongeの方が早く吸ruえは器質化されると考えられ

る．

次に君主者が結論で使用する時にはなるべく少量の

Gelatine S世ongeを使うベ1'tごと申されたが，大きい
ものを使用しても止血後何分かして食庖ボで洗い，ふ

やかして「ヒ・ンセット」で出来るだけとれば本来なら

ば出血部位のみ早く血液凝固が行われ滋賞しているの

で結局残る部分は小さくする事が出来ると思う．

追加山田憲吾

椎弓切除止際して椎管内静脈議まわかなり激しい出

血を見る場合がある．之に対して我々は以前λポンゼ

ルを斗て圧迫止血した事もあったが，この場合には術

後かなりの強度の刺戟症状が残されるようである．併

lシ患者の自家血液で作った凪餅を問機にして使用する

場合には前者に比し良果を得られるように思われる・，

(9) 脳外傷と髄液の核酸融解作用

千原卓也

脳披露主後の髄液中に核酸融解酵素様物質の作用が精

強する識を Spiegel等が発表しているが，之を追試し

て確かめ得た．
私の方、法は可及的簡略なる方法を採用した.J:!Pち，

脳外傷後の髄液を正常猫脊髄前角細胞に作用せしめた

る後，同細胞にニヅスル染色を施し，そのチグロ 9-

ゼ像により判定した．その判定度は髄液の倍数稀釈度

によった．之はピロニンメチJレ緑染色でも同じ結果を

得fこ．
木法により中継神経系に障碍が加えられた場合は，

その髄液の核酸融解作用が噌強し回数経過と共に正常

Eこ復じてゆそ事を認めたが，之を更に他の疾患の場合 t

と比較検討すると，之は脳外傷に特有のものではなく，

一般に脳脊髄に出.nt，炎症或は髄液衛環障関等を生じ

た場合に多く認められる事が判明した．

(10）徐波を伴わない意識障碍について

坂田一記・松永守雄・越智幸雄

1944年以来教室では昏陸穿刺に関する研究を発表し

て来たが，我々は薮野(1953）の nicotinizationによる

方法を踏襲して之をおし拡め，無麻酌猫の中脳のみな

らず，視床， limbicsystemの各部にClarke氏装置に

より純二コチンO.Olccを注入し，意識状態と共に脳波

を観察した．脳波の誘導は側頭筋を広く fir離した後，

頭蓋に紛々深く毒菌鉄針を束lj入して双極的に行い， E可及

朕繭電図の混入を避けた．注射針（%）は尖端を残し

て絶縁し随時電気刺戟を行った．昏臨（全身弛緩を

伴う侵害反射の完全消失状態をいう事とする）を来し

た部位は，中脳中心l天白質，黒質，視床（｛費正中t~.

腹側核2立び恐らく網様核），前帯回収白質，I県条並に恐

らく中隔部，脳弓，海馬， j需桃核皮質調1等である．

昏陸時には予期に反して一般に徐波を認めず20～30

cpsの泌波を主とし，唯当初I笛時糠淡を伴いE止は伴わ

ざる 2～4cpsの徐波を示したものあり，之と，最初

から中等度‘（5011V以上）乃京高振巾 (lOOuV以上）

の；t波・｛：’示したものとの比は 2: 3である.)ill波は濁

法性のミ~r もあり局在性の事もあり，時期的及び実験例
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毎に異り，ニコチン注入部位との関係は未？と明言出来

ない．

穿京lJのみに上り Spindle乃至徐波を来し，暫時おと

なしく或は睡眠様になる部位が，中悩，視床，視床下

部に認められ，その部の電気刺戟及びニコチン注入で

は一般に速E更を来し，意識障碍をみなかった．
ところで、厳緬患者にPentazolを静注して溺漫性高振

巾速波を伴う無窪壌意識喪失状態を来した例を我々は

経験しており， Gibbsも同様の症例を記載している．

故にかLる状態は実験動物のみに特有ではない．

上述実験において速波の消長が必すムしも意識状態の

変化と平行しない点，同じく petitmal patternを示し

ながら subclinicalseizureが多いこと等と考え合せて

脳波の変化は意識状態に一義的には対応しない．然し

脳波が意識に興る器質的或は機能的因子を示唆し意識

障碍の分類に資し得るとすれば，速波を伴う無感撃意

識障碍も 1つの範鳴をなすのではなかろうか．

(11)ニコチ J を用いた意識障碍実験

坂田一記・松永守雄

無蒜菌惜醒状態の1訟に純ユコチンO.Olccを皮質下に

注入した.IJ)(:績について報じた．その概要は（lj視床では

その Dorsomedical,Centremedian, Pulvinar, Paraf司

ascicularis, Intralaminar Nuclei （正中核群を除く），

Ventralの諸核，及び側頭部では固有扇桃核附近で著

明な意識障碍を来さぬが.(2）腹側核（正しくはVPM)

は両側注入時に全例（ 3例）で昏睡を来した.(3)1侃床

菱形核に就ても恐らく昏逓に至らぬと考えられる．任）

;-i,中脳中心灰白質の延長Tこる芳正中核 Paramedianus

に入つだ殆ど全例，及び（5）喋条，前帯聞の全例で昏盟主

に陥った外，恐らく海馬附近，脳弓，網様核でも同じ

結果が予想された.(6）倫一定部位のニコチン注入で昏

睡を来す迄の時間（latency）と信治安（duratoin）は略

々限られた範囲内にあった．

(12）松巣体と脳下垂体との関係

景山 直 樹

幼若並びに成熟雄白鼠を用い笑験を行い，次の如き

結果を得Tこ．
1) 去勢後100日聞の検索の結果，千垂体は重量を

増すと共にBasophil細胞の肥大沼殖更には空胞化と，

一連の逗聖的変化が認められたのに，之に対する松栄

体には組織学的に何等変化を認めない．

2) 下垂体摘出白鼠では甲状腺，副腎，塁丸等，末

梢I生内分迎、罷管には著明な萎縮や変性変化を認めたに

拘らず，松果体はやL縮小するだけで，組織学的には

著変を認めない．

3) 松果体摘出後の千垂体の／ft歪，前葉各種細胞の

大きさ，形状，比率等術後2ヶ月間の追跡でも何等異

常を認め得なかった. ~tこ向日延雄幼若白鼠9若手に就L 、
て，松果易IJl±l後に）｛ド1TI：，主要丸司討しつ異常なt曽加をi認め

ず，叉暴丸の組織学的検索の結果も対照と差異を認め

得ない．

以上の結果から松果体に身体並びに生殖器発育抑制

機能なく，更に下霊体とも特殊な連関はないものと考

える．

追加半田肇

松果体別出突験の医難なことは周知の事実である．
併し，鶏と「ラツテ」の松果体に関する限り，その別

出は比較的容易であると恩われる．従ってこの場合に

は松果体の全別出が出来ているか否かという問題より

も周囲組織をどの程度損傷せす．に別出しているかとい

う事の方が問題であると考える．

次に従来の鶏と「ラツテ」を用いての松果体劉出実験

の報告の結果の区々である理由は，報告者によりその

発育比較の判定基準が一定していない事が最大の原因

ではないかと考える．例えば，我々から見れば「変伯

なし」と判定すべきであると考えるものを「発育促進」
と判定している報告がかなり多いように思われる．

答景山直樹

松果体を完全に劉出して生存させる事は「ラツテ」

でも非常に困難である．従って，従来の完全劉出とい

う報告でも連続切片を作製してまで、検した報告は少く

恐らく完全に別出出来ていないものも多いのではない

かと考える．

(13）脳浮腫に依る脳血行の変化

石黒渥

家兎総頚動脈より低張液を注入して実験的脳浮腫を

発生せしめ， THERMOSTROMUHR・を用いて脳血

行の変化を測定し次の結果を得た．注入にはピニーJレ

T字管を作製使用した．

血圧は注入初期より徐々に上昇し注入後も高圧の盤

経過する．脳血流は注入中減少の型（第I型）をとる

ものと増加の型（第E型）をとるものとあれ注入後，

両型共血圧が高値を示して居るのに不釣合に脳血流は

注入前より減少の傾向をとった．この変化は脳浮腫に

依る細血管腔の狭d、化を示すと考えられ，高度の脳浮

腫の場合に脳血流の減少する事を知った．

生理的食塩水の場合には，血圧，血流共に殆んど変化

なく，高張液の場合に，後期で血流減少が見られたが，

之は血圧低下に伴った変化であった．岱実験後，髄液

圧測定，脳重量測定，脳各部小片の比主主測定及び脳の

肉眼的並に組織学的所見に依り脳浮腫を確めた．

(14）松果体附近組織と身体生殖器発育

黒沢 実

半田は幼若な雄雛を用い極果体附近組織のみの破鐘

突験並びに松泉体同種移植実験を行い，その結果身体

生殖器発育に関与する部は松果体自身ではなく，第3
脳室脈絡叢を取り囲む周囲核，即ちNucleushabenulae 
medialis, N:ucleus dorsomedialis thalami anterior, 

Nucleus internus superiorであろうと結論した．其処

でvばこの関係全再検討するために性周期正調な成熟

ラツテ43回を9群に分ち其の31例に松泉体別出突験松
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果体附近組織の破壊実験，を行い約2～3ヶ月後に屠．

殺し全身内分悩限定量， E主に卵巣の外観，重量t！：；，組

織学的所見放び性周期を参考とし促進，変化なし，抑制

に分けて検討した所，促進3例，変化なし16例，抑制12

例を得た．損傷部位との関係は，松果体易リ出，松果体

附近のみの損傷例は9j9JJ中8例に変化なく，第3脳室

主部周囲核の直接間接の領傷例7例は全例に発育抑制

をみた．而も此の場合性周期は手術直後に消失をみと

めたが，共の他の部伎で抑制を来たした例は何れも損

傷大きく高度の脳7J<_騒を来たしており，それによる 2

次的の変化と考えられ，此の場合の性周期は漸次消失

。する型を呈した，発育促進を来たした3例は，松＊体附

近のみの鼠傷例，松巣体より四丘体上丘に双んだもの，

松泉体より第3脳室脈絡叢に及んだ各1例にみられた

が其の原因は明かでない，強いて考えると程度の脳7.K
匿を来たした場合にみられた．何れにせよ視床上部と

性機熊との関係ft,樫泉体自身ではなく，第3悩室上部

周囲核からの神経性の影響によるものではないかと考

えられる．

質問景山直樹

演者は生殖腺機能元進が程度の脳＊腫に由来するの

ではないかと述べたか，何か根拠があ乙点、．

次にPubertaspraecoxは松栄体腫湯の場合のみなら

ず，Craniopharyngiomaの場合にも起る．然るに演者

の報告では第3脳室壁の鼠傷では殆どすべて機能低下

を来している．この事は斯かる笑験方法と実際の陸揚

発生の場合とではその発生機転に相違があるのではな

いだろうか．

答 半田易摩

脳？！＜腫が高及、になれば機能低下が米る主将は明かであ

る．然し，ごく程度の脳＊腫が長期に買って存在すれ

ば後能光進の状態が生ずるのではないかと我々は考え

たのである．我々の根拠は犠飽促進と判定した実験例

の第3悩室拡大の程健から考えたもので，之に対して，

はっきりした実験もしていないし，従来か与る報告も

ない．
次に Pubertaspraecoxの発生の問題であるが，松＊

体腫海以外，例えば第3ll凶室堕漉，視東交叉部神経豚

腫，叉稀にはCraniopharyngiomaに於ても生じたとい

う報告はかなり多い．然し，之等の報告例に於て，我

々が問題にしている第3脳室上部周囲核，後交連が果、

してどの程度鼠傷されていたかどうかを実際に連続組

織標本を作製して検した報告は未だ1例もない．従っ

て，この容が先ず検査されない限れ発生機転の問題

は解P月しないとa思う．

(15) Estrogenの定量法の臨床的応用

西谷 主 吾

(16）消化管，卵巣，肺等に於ける失ll蛍；神経

木村忠司，八木田正夫，佐藤博正

井上的史， 牧野耕治
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