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第 34回岐阜外科集談会

日時昭和40年 1月27日午後5時30分

場所岐阜 医大 C 講堂

1) 教室に於ける小児外傷の統計

岐阜医大第 1外科

種 目 耕三

我々の教室に入院せる 15才以下の小児患者の昭和30

年から昭和39年までの統計をまとめてみました 症例

数が少なく外傷と云う性質上社会的ファ 7ターが入り

込んで複雑にな り臨床的立場からはっきりした傾向は

つかめませんが外傷は年々やや増加の傾向にあり年令

的には母親の手から離れはじめの l才から 5才に圧倒

的に多く性別でも男性が女が女性に比べ 2.5倍となっ

ている．原因別では交通事故，転落，火傷の順になり

成人に比べ火傷によるものが多い．叉交通外傷ではp

頭部，四肢に受傷する もの多く転落は頭部に多く 受似

し火傷では四肢に多く受傷しています．四肢に受傷し

たものは，入院日数が長くなっているが腹部頭部に受

傷したものは重症の割にp 入院日数も少なく全治率も

良いようです．

2) 教室に於ける小児のへルこア及びイレ

ウスの統計

岐大第 l外科

小川孝 一

小児の外科的疾患の中では重要な位置を占めている

ヘルニア及びイ レウスについて， 最近10ヵ年間にp 教

室で入院治療した15才以下の小児のヘルニア 165例，

イレウス－17例の統計的観察を行なった．

特に症例数の多かった鼠径ヘルニア， 腸重積症p 鎖

虹については，下記の如き項目につき，その傾向及び

年代的推移を述べp 諸家の報告との比較検討を行なっ

た．

鼠径ヘルニア ー性別，左fl別＇，f:’l止Jll／，£，入院時年

イr，手術時年令p 発病より手術までの期間， 1＠：病年

令， i台号ん麻酔p 合併症， ヘルニアi荻頓， 予fゐ 再

発．

腸璽積症・ー・性別p 注腸所見，術時所見．

鎖E －性別，手術，予後．

3) 教室に於ける小児の炎症性疾患の統計

（特に小児虫垂炎について｝

岐大第 l外科

説田周明

昭和30年から昭和39年のJO年間に於ける小児炎症性

疾患は入院患者 119例あ りそのうち90例は虫垂炎であ

った．虫垂炎総数715例中15才以下は 12.5%を占める．

又15才以下の総虫垂炎患者中O～5才は 8.9%を占め

最年少者は l才lI＂月であった ．性別l士男子に多く発

病時期は 6～8月に辰も多くみられた（40%人

病型は単純性虫垂炎が50%を占めるが年少者では腹

膜炎併発等重症例が多く見られた．

初発症状は回盲部痛が多く ；次いで上腹部痛悪心p~吐

が見られた．白血球数は各病型共p 10000～15000が多

く白血球数と病型との平行関係は見られなかった．

術式は常行性虫垂匂J降、制：Iが65.2%を占めた．術後合

併症は死亡例はなく創部感染，遺残肢が五千't;;j；全症例の

10°0に見られた．

4) 勝脱異物の症例

岐l百六泌尿器科教室

後藤 i1＇.＜＇・篠田 孝・伊藤鉦二

磯貝和 f~t ・ 木村泰治i' !J ； . 西守哉

大谷文茂

勝脱異物は本邦に於いて も多数報告されています

が，我々の教室でも昭和32～39年までの 8年間に経験

した11症例について報告した．自！L/iこよるもの 7例p

術後のういhtstein,'J; 4例となっている．自慰の症例は

II才～20才までが 5例，うち男3例である. Nahtstein 

の症例はすべて女子で21～30才が 3例となっており，

手術分類では産婦人科術後が 3例，泌尿器科術後 1例

であった．

5J 下大静脈後尿管の l{91] 

岐J阜県立岐阜病院泌尿器科

石山勝｝稜

左鎖骨上沼の腫痩を主訴として来院した， 51才男子



第34回岐阜外科集談会 1107 

につき，之を転移性腫疹と考えp 原発巣探索中に偶然

右水腎症を発見p 之が下大静脈後尿管によるものと，

術前に逆行性腎孟撮影及び下大静脈撮影にて診断し，

手術により確認した．

なお，腫癌は後胸骨部に発生した細網肉腫及びその

転杉であり p 之らはい仰の照射にて縮少p 消失した．

叉，後腹膜腔には腫爆は認めず，下大静脈と尿管の交

叉部附近の線維性癒着は極めて強度であってp 太い異

常血管も多く認められ，感染性水腎摘出術を行なつ

fご．

61 極めて稀な腎腫蕩の 1例

岐阜市民病院泌尿器科

尾｜刻信彦

39才女性に発生した腎の Ang町nyolipomaの I症例

を報告した．

約20目前より右側腹部痛を主訴とし，虫垂炎として

虫垂切除術等その他の治療を受けるも軽快せず．勝E光

症状等いない．

体格中等度，栄養佳良p 右腎は』重大し表面やや不

平P 弾性硬，境界鋭，移動性l土少ない. IVP, Rp等に

て右腎腫蕩と診断し右腎刻除術を施行した．易日出腎は

650g，腫蕩は腎下半部を占めるオレンヂ黄色p という

様，無定型で一見して非常に脂肪に豊む．

組織学的には血管p 平滑筋，脂肪組織の三要素より

成り立っている Angionn1>I1pomaであった．

伴せて文献的考察を行なった．

71 術後抗生剤使用によると思われる頼粒

白血球減少症の 1例

岐阜医大第2外科

大橋広文・斉藤晃

68才男子，胃ボリーフにて，胃切除術を行ないp 術

後， ゾルマイシリン l日量4cc fペニシリン 80万単

位，ストマイ 1g含有） 12日間使用した所， 術後12日

目より p 食欲不振，狸紅熱様発赤， 39.！℃の発熱，扇

桃発赤腫脹，白血球数2100，好中球 6%となり，典型

的頼粒白血球減少症を来した．強力な化学療法p プし

ドニンを使用したが発病後6日目に死亡した．

ペニシリン皮内反応は陰性であった放p ストレプト

マイシンによりおこったと思われる非常にめずらしい

症例と考えている．

8) 診断困難なりし S状結腸癌の 3f§rj 

岐阜市民病院外科

島田傍・安江幸洋・加賀谷穣

I) 39才の男子

2目前より iNJiii，悪心あり急性炎症症状著明にて虫

垂炎の疑にて開腹した所S状給腸癌の穿孔であった．

2) 43才の女子

3ヵ月前より下痢， f占血便あり紅門指診により約6

mの部に腫癒を認め直腸癌の診断の下に手術を行なっ

た結果S状結腸癌の重砧であった．

3) 31才の男子

2年前より排便時出血あり．時々粘液を混ず．レン

トゲン検査所見陰性．紅門指診により鳩卵大の腫癒を

触知する．粘膜正常．腰麻の下に双手診断にて腹腔内

腫磨なることを知り手術結果S状結状癌であった．

9) 異所性隣組織による小腸重積症の 1例

岐阜県美濃加茂市太田病院

佐々イ、録三郎・佐々木英

岐阜大学医学部第 l外科（鬼束惇哉教授）

田原浩明

8ヵ月の男児でp 不気嫌，食慾不振＇ u匝吐便秘を主

訴として来院し，慣の左上部に限局性の膨隆，同部に

鳩卵大の腫癌を触知しp 腹部単純レ線検査により p 小

腸ガス像p 並に Spiegelbi Idを認めた． イレウスの診断

の下に直ちに開腹した所， トライツ氏靭帯より，約

J20crnの却に小腸重積を認めp 重積部で，腸間膜附着

部の反対側に小指頭大の腫癒を認めたのでF 同部を切

除しp 組織学的に副搾を認めた．

以上異所性枠組織を先駆として重程ける起ったと考え

られる小児の 1例を報告し若干の文献的考察を加え

f二．

101 強い頭部欝血症状を呈した benign

toxic goiterのIf§rj 

岐阜医大第2外科教室

三尾六歳・山口三千夫

最近p 良性中毒性調慢性甲状腺腫があって脳脊髄液

圧260ミリ水柱を示し，眼科的にも欝血乳頭を証明し

た症例を経験した．

手術時，頚部静脈系の血行停滞ーを認めたが，甲状腺

切除を行なってP すぐ脳脊髄液圧の約60ミリ低下を詩、
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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，




