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めた．

術前術後の神経学的検査からも，頭叢内に脳脊髄液

圧冗進を起させると恩われる障害を認めず，術後は軽

度の鱒血乳頭のみを残して頭部欝血症状は速やかに消

失した．

文献上で，内頚静脈を切断した場合の脳脊髄液圧の

変化についての報告と比較し，簡単な考察を加えた．

11) 頭蓋骨奇形を伴った V Reckling-

hansen 氏病の 3~1]

岐医大第2外科

山村喬・星野睦夫・松岡敏彦

症例 1: 2才5ヵ月合．主訴： 左側頭部無痛性腫

脹．全身色素H政fに加えてP 腫脹部の中央に 3× 4cm 

の腫癒触知し，その直上に 1×2αnの骨欠損あり．又

Sattelgrnbeの変形を認めた．

症例II: 39才♀：主訴に後頭部及右頭部の無痛性

腫脹，全身色素母：斑，右耳介下部より頚部に至る手掌

大腫癌あり． 後頭部に不規則な 12.5×I0.7cmの骨欠損

あり．組織学的には Neurofibros3rkomであった．

症例E 20才♀．主訴・左頭頂側頭後頭部の無痛

性腫脹．同時に 3× 3cmの骨欠損あり， 1fうよJ1Iの周囲

に数コの腫癒を認めた．

上記3例とも麗脹部に一致して象皮様皮局地殖を認

めた．

第 35回岐阜外科集談会

日時昭和40年 3月17日午後5時30分

場所岐阜医大 C 講堂

lJ 種々の奇型を伴った跨航外皮症の 1停1]

岐阜医大第 1外科

渡辺 祥

患者，生後 1日の新生児．主t：ヰ，下腹部の異常．昭

和39年8月23日満期安産，休重3200g下腹

f脅輪に接し，下縁は外陰部にFちffする 5.5×3.()cmの外

反勝脱粘膜を認、めゐ．外陰部は一見女性機で陰裂上部

に績に並んだ2個の小孔があり尿を漏出する如く見ら

れて，湿潤， また下部に l個の小孔より糞｛更を排出す

る．フローセン全麻の下に粘膜外縁を剥離し正中線上

にて縫合，勝E光隆を形成する．術後創商感染し，粘膜

部は徐々に膨隆して手祭大となり39病日苑亡． 印J倹・
外陰部上方 2fl固の小孔はl燈口で中隔l箆性中隔二重子宮

である．下腹部膨隆部は完全前額隔壁勝脱の後部盲端

部で広張したらー尿管が流入し右腎股症を形成，その前

部が完全勝脱外反症を来し左尿管は外反粘膜内に閉口

していた．その他尿道無形成恥骨i維開，総腸間膜症p

胸椎破裂＇ ""{j耳介奇裂を伴った．

2 .• 興味ある原石症の症例

岐阜市民病院泌尿線科

尾 ｜及Jf言彦

I) 15才少女に発生した大きな勝JD'(:;結石

易日出結石重量 1lOg. 割商な層状構造をなし中心に

核となる異物の如きものは見当らない．成分は燐酸海

であった．

2) 両側尿管末端部結 （j

23才女子牟腹痛及び乏尿を主訴とする. !VPで右腎

の排池みず，左腎は著明水腎症を認める．両尿管末端

部に小指豆大結石陰影あり．腹部正中切聞にて両側尿

管切石術を施行する．術後尿霊正常となり， IVPにて

両腎機能良好で腎孟p 腎杯，尿管の形態正常となる．

3) 両側重複腎孟尿管を伴う馬蹄鉄腎の尿管結 （i.

17才男子で左察丸臼；仰を主訴とする．検査の結果上

記疾病を発見し， 保存的に治療し結石の自然排出を見

f二．

以上3例につき，その経過及び文献的に観察 し種々

検討を加えた．

31 副腎性器症状群の I例

岐阜医科大，、内li'.-1ぷ器科初計

大原子政

患者17才の女3 主訴：男性化，

家政貯：妹も従姉妹 l人に男性化を認める．現病歴

：；幼時より外陰部の異常に2日、j・いていたが12才頃より

男性化を認め最近この傾向は殊に著rift.Iとなった． 検査

結果では Sexchromatin 陽性， i¥（、TH t田 t陽性，
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DexnmetlNme抑制 te"t陽性であり，叉外陰部の陰核 主訴p 腹部応痛

は巨大である、治療として巨大陰核切除と外陰・1；のqf,c 現病歴，出生直後病名不明の血便が約12時間続きp

形をおこない現在技中堅大第2内科にて副腎皮質ホル その後発育不良で4才にて歩行可能となる．幼少時よ

そンを投与し治療中であろ． り時々腹笥？茄痛があったが医師交，h 休校等の程では

4) 骨盤賓の 1例

岐阜県立i技中病院泌尿器科

τ；山勝蔵

36才の女 32 J-・-z:t,/;l1J',-, 25才， 28才に正常分娩. 20 

才頃より時々左下腹痛あり．卵巣褒喧の疑で開腹術を

受けた所p 性器は正常で，後腹膜怪に腫蕩を認められ

て， 、＇ifれこ紹介．

逆行｜生腎孟撮影にてp 左腎は！助骨部にあり，経腹膜

的に腎摘出術を行った．腎動脈はp 大動脈分岐部附近

より p ス腎静脈は， Id訟l)J,~骨静脈に入り，この附近と

腎とはかなり広く癒着していた．術後経過良好．

摘出腎は52g，組織学的には著しい慢性腎孟炎と水

腎症．

5) 結腸 Hamartomの1例

岐阜大学医学部第 l外科学教室

伊東達 k

6才の男子， l才 5ヵ月の時，左鼠径ヘルニアの手

術を受けた．家族経は曾祖父が胃Jii,j；死亡，祖父の姉

が胃癌が治療中．

約 2年半前より，時々便に血液が混るようになり，

その時には腹痛を伴なう．悪心H医吐はない．昨年2月

より 9月迄y 体重は全く増加しなかった．尚昨年検使

により焼虫卵陽性，

入院時，貧血なし肺腹打聴診にて異常ない．｛史の

潜血反応は陽性．注腸造影で，お字状結腸に，揚指頭

大，移動性のある陰影欠損p 及びその根部に示指頭

大P 円形の陰影欠損を認めた。 G 0. F.全身麻酔下に

て開腹. s字状結腸起始当日に，揮指頭大P 有柄のよく

移動するポリーフ，及びその根部に無柄の屑平円形の

ポリーブを認、計，これらを切除す．誕l紗検査にて，有

柄のポリープは 1-bmart<1γ 他のポリープは i¥dcnomu

であった．

6J 先天性結腸狭窄症の 1例

岐阜医大第2外科

河村義博

患者p 18才男，·~；政l!f，異常なし．

なし最近その程度を増強し某医により巨大結腸症の

診断をうけた食欲，良．便通，略 1日l回．

検杏所見P 注腸L線で結腸曲部に約 l糎の狭窄あ

りp その口側で高度の』広大，その紅側は正常，世話動運

動も認めた，

手術的に狭管部を含めて約20糎切除し端々的合後注

腸レ線像にて前記拡大像の消失を認あF 臨床的にも良

好に経過して居る．

組織学的には狭窄部に約0.5糧の範囲に筋線維の乱

れを，；~.Yi，同部に Aganglionosisを認めたがp その口側

及び紅門側ではこれ等の異常は認められなかった．

7J 当教室に於ける胃癌手術の遠隔成績

岐阜医大第2外科

山村喬・樫イ、良友

昭和31年 9月より昭和38年末までに，入院せる胃癌

患者数（再発，再入院を除く） 230例について検討し

た．

消息判明率： 91ν＂・胃切除術： 65.8%.

肉眼的根治手術率： 40.6%. 

消息判明例についての遠隔成績は， l年以上生存

79.3弘 2年以上生存 42.8°0. 3年以ょ生存35.5°0・

5年以上生存17.8%であった．

胃切除方法との関係、では，普通切除では 3年以上生

存38.3%. 5年以上生存 26.5°0. 全射では 3年以上生

存 31°o. 5年以上生存6.7°0. 全刻では， 1年以上生

存21.4%であった．

8) 胃切除後！珍合部癌の 1例

大垣市民病院外科

夜直之・蜂須賀喜多男.：：浅野多一

寺 1：勅男・払永吉和・森 直和

加藤吐平

l年 9力月以前に十二指i:J.,}ifri引こより胃切除を行な

った36才男子．最近胃の具合悪く p 食べても物がつか

えて入っていかないから精密検査を希望して来院．

Barium透視を行ない，町合部狭窄著しいので，開腹

術を施行したところ，吻合部に一致して癌を認めp 腸

間膜リンパ腺にも転移あり，干主胃全摘術を行ない目下
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入院加療中P 経過l士川1Tl/d.文献的考察を加えて報告し

ます．

91 字L房 Paget氏病の 1191]

岐阜医大第 l外科

説田周明

最近我々の教室に於て22才妊婦に見られた非典型的

経過を有し病理組織学的に Paget氏細胞を認めた症例

を経験した．

既往歴に妊娠2回ありいずれも流早産．月経困難，

不順を来した事はない．ホヰモン注射を受けた事があ

る．家族歴に特記すへき事はない. 39年5月右乳房内

上側に無痛性蹟癒に気付き 2ヵ月後右乳虜にi湿疹様変

化を生じ際閣を生じ右乳噴は脱落す.40年2月3日来

院，妊娠2ヵ月の為人工妊娠申絶後 GOF全麻にて右

乳房切断術兼肢禽廓清術を施行．

病理組織学的所見として乳頭部表皮内に Paget氏細

胞が見られた．腫癒部は Infiltratingduct carcinomaで

あり一部 schirrhus様であった．

10) いわゆる顎下腺混合腫療の 1例

岐阜市民

島田傍・安江幸i羊・加賀谷穣

いわゆる混合麗湯は唾液腺中，耳下腺に多くみられ

るが比較的まれな顎下腺混合腫場を経験しましたので

報告します．

症例は42才の主主1}, 2年前より左顎下部の無痛性睡

癌に7¥f、;J-1,、て居ります．家族歴p 既往歴及全身所見に

特記すべきものはありません． ツモールは 5.5×4.5×

3 cm，周囲との癒わなく，組織学的に粘液化の傾向の

強い混合麗蕩でありました． この腫疹は 40才台に好

発p 女性に多く p 耳下腺，顎下腺，舌下腺，ではIO: 

2 : Iの比でみられると云われ，細胞の由来はウイリ

スの上皮性説が有力であります．時に 3.9°0～ 14%に

悪性化すると云われ，一般に治療として外科的別出の

外，ラジウム，レ／トゲン照射が行なわれています．

11 I 当科外来に於ける頭部外傷例の諸統計

岐阜医大第2外科

坂田一記・上回茂夫・斉藤晃

河村義博・山村喬・樫木良友

山口三千lミ・名和 正・三尾元蔵

大橋広文・伊藤隆夫・二村敦朗

昭和32年 1月から昭和39年12月末日までの 8年間に

頭部外傷外来患者2,288例を経験した．その聞の外来

患者総数は 151.489人で約15°0に相当する． 受傷原因

からは交通外傷，非交通外傷略々同数であり共に年年

増加しつつある．性別では男子が女より 2.4倍多く，

共に10才台， 30才台が多い．外傷の型式は I型， E型

が多く p 約半数が頭痛p 頭重感を訴えていた．髄液圧

は測定したものの76%が正常圧を示していた．異常圧

を示した24%は何等かの愁訴を訴えていた．治療を行

ない，而も効果の判然としている 364例については頭

痛，頭重を訴えるものが大部分で，その45%に後頭神

経圧痛を証明した．かかるものに対しては局麻剤， 6

0oftt::i¥水による遮断術p 活性 Vit.81剤の大量投与を

行ない圧痛のないもの，循環動態の異常によると，U、わ

れるものに対しては星状神経節遮断，循環ホルモン，

ニコチン酸製剤j等の投与を行ない，何れも良好な結果

を得た．




