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第 4回岐阜外科集談会抄録

昭和34年7月29日 岐阜医大に於て

(1) 多発性粟粒性肝膿壌を伴う

十二指腸虫症の l例

岐阜医大第2外科

佐藤 収

症例， 40才婦人，胆石症を伴う十二指腸虫症の肝臓

に多発性粟粒性結節を認めた．

結節の組織像はp 好酸球の局所性浸潤像を呈してい

た．尚患者は術前後に末梢血好酸球増多（58%～62%)

を認めた．十二指腸虫症に対しては，再三の駆虫によ

り，尿中虫卵は陰性となったが，尚末梢血好酸球噌多

症には変化を来主ない．肝臓内結節組織像は，好酸球

肉芽腫を恩わせる所があり，現在諸種検査を行ないな

がら，経過観察中である．

(2) 十二指腸乳頭上部癌の 1例

岐阜医大第 1外科

馬場容ニ

51才男子， 3岩月前から唖吐，上腹部膨滞感及び疹

痛，体重減少を主訴とする十二指腸狭窄症状があり，

レ線検査で十二指腸球部の異常拡張p その一部に陰影

欠損及びニッシェを認めP 十二指腸滋疹により起った

狭窄症として手術，幽門輸の 1.5cmE工門側の十二指腸

前上位に，鳩卵大，弾性硬，表面凹凸不平，中央に潰

疹を形成せる腫癒を確認した．大網及び小網の広い範

囲に播種性に粟粒大の転移腫癌が無数にあり，又勝頭

部に淋巴腺転移を多数認めたので胃腸吻合術のみを施

行した．転移騒療は組織学的には腺癌であった．

(3) J］旦道癌の l治験例

岐阜医大第2外科上田茂夫

鈴木晴雄

閉塞性賞痘を主訴とした57才の男子でp 手術により

胞獲管関口湖：に一致した総血管に，クルミ大の腫癒を

認めたのでp これを含めて総胆管を切除した．組織学

的には腺療であった．総胆管の中心断端は組理E動脈を

切離したIl.!1褒頚部と吻合しp 胆褒底部と十二指腸とを

防j合して胆道丙ー建を図った．現在術後60日になるが症

状軽快，順調に経過している．

(4) 耳前部内皮腫の l~J 

岐阜医大第1外科

河村雄一

内皮腫の 1例を経験し，その症例の報告とその考察

を述べた．

症例， 46才の女子

現病歴：約 1年半前より左耳前部に無痛性腫癒を生

じ，次第に治大した．

現症：左耳前部に鶏卵大の境界明瞭，弾性硬の腫癒

を触れ，これを刻出した．

病理組織学的診断： Lymphangioendothelioma

(5) 大腿部に生じた肉腫 2例

岐阜市民病院

米谷禄・安江幸洋

症例I' 49才女子，約4ヵ月前誘因なく右大腿上部

に無痛性腫療を生じ，次第に増大し小児頭大となり来

院する．履療は鼠径部に達し弾性硬で，皮膚との癒着

なし，摘出術を施行しましたがp 術後4ヵ月で再発し

又腹腔内転移を来たしたが発病後1年4ヵ月現在なお

生存する．組織学的には円形細胞肉腫．

症例E' 38才男子，左大腿上部に誘因と恩われる事

なく無痛性腫癒を生じ，急速に糟大し 6ヵ月間に3困

摘出術を受けたがp 肺転移を来たし，発病後9ヵ月で

死亡．抗癌剤，放射線に感受性なし組織的には多形

細胞肉腫であった．

(6) 腎被膜より発生したと思われる

巨大な後腹膜腫疹の l例

岐阜医大第 1外科

佐々木俊

71才の女子．約3岩月前より著明な腹部膨隆全身倦

怠感を訴え入院．腹壁は緊張し超成人頭大の腫癒を触

知し得．腹水は証明されない．レ線上，胃は上方に腸

は右方に夫々圧排され，左側より発生した後腹膜麗蕩

の診断の下に手術を施行．開腹すると後腹膜に被われ

た趨成人頭大の腫携を認めp 左腎は腫疹の中に埋没せ

る如き様相を弘し，左！汗と共に厩疹を摘出．腫蕩の大

きさは 40.5×27.5x 18.0cm, 4900g組織学的には脂肪線

維肉腫であった．術後の経過はほぼ良好．

腎被膜より発生したと恩われる後腹膜騒場は桃で本
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邦では15例の報告がある．その中でも腫蕩の大きさ患

者の年令からみて貴重な手術成功例と考えられ，この

際後腹膜腫蕩一般につき簡単に考察を加え報告した．

(7) 腎部分切除術について

岐阜大泌尿器科

石山勝蔵

腎部分切除術について適応症・手術々式を述べ，併

せて最近当科で行った 5例について手術成績の概要を

述べた．手術成績は良好でp 適応症には試むべき価値

のある合理的且つ安全な外科的療法である．

(8）蹄尿管療の l例

岐阜医大第 l外科

後藤明彦

29才の婦人，数ヵ月前から隣より尿臭ある分泌物を

排出し，また排尿時下腹部より隣部にかけ牽引痛があ

り，その後隣の下半円より下腹部にかけ胡桃大の有痛

性硬結を生じ，圧すると隣より悪臭のある般を排出し

た．隣尿管凄（Urachusfistel）に基づく腹壁蜂案織炎

と診断し，抗生物質を投与して急性炎症々状を消退さ

せたのち，根治手術を施行した．即ち下腹壁正中線に

て腹膜に接して瞬より下方に向う索条を認め，この索

条は跨脱頂部に連りp 勝脱に近づくにつれ太くなって

いた．これを略々全長に亘って刻出した．一次治癒．

組織学的には肉芽組織にて被われ，血管p 淋巴管に富

み，慢性炎症の像が著明であった．

(9) ハイドロコートンによる上腕骨上

練炎の治療について

羽島市国保直営羽島病院外科

渡部正三郎・浅井紀雄・伴敏英

上腕骨上棟炎15例に酢酸ヒドロコルチソ．ン！2.5mgを

局注し 1年～2ヵ月間経過を観察したところ， 1～4 

回の注射で症状消失9例，軽快5例，悪化1例の結果

となった．注射が圧痛点より外れると効果が少なかっ

た．症状消失例中2例が半年後再発したが，再注射に

より再び症状消失した．悪化1例は操作の不完全によ

る感染である．

間外傷部位に一致して発生した脳腫

疹の l例

岐阜医大第2外科

斎藤晃・渡辺尚

脳に対する外傷の作用とp 脳腫療の発生との聞にp

何らかの関係、があるのではないかp と言う事はp 今日

迄諸々論議されて来た所である．吾々が最近経験した

症例は， 12才の折，頭部を強打した前歴を有する44才

の男子で本年3月頃から発病した左半身の運動及びp

知覚障害を主訴として来院したもあのでる．関頭術を

行った所，腫蕩は巨大な褒腫を有するGlioblastomで

あったがp この麗療の直上部に於ては前歴にある外傷

による癒痕とp 軽い陥没骨折及び，矢状洞との閑の歴

蕩の癒着を認めた．これらの状況はp 外傷に関係して

発生せるかの如く考えられるものがあった．

ここにその症例の症状，手術所見，術後経過と共に

文献的考察を加えて報告する．

仙転移性腸腫疹の 3例

岐阜医大第2外科

上田茂夫

教室で最近経験した肺癌，肺線維肉腫p 磐部の aト

veolar soft part sarcomaの脳転移例につき報告し

た．肺癌の脳転移例は49才の女子で原発性唾場による

症状発現前に脳症状を来したもので右前頭に頂部皮質

下に大豆大から小指頭大の結節性腫癒3コを認め刻出

したが術後5ヵ月で全身衰弱のために鬼籍に入った．

肺線維内麗は31才の男子で姉原発腫蕩創出 3ヵ月半後

に脳症状を来し手術で右側頭葉皮質下に鶏卵大の腫疹

を認めた. alveolar soft part sarcomaは45才の女

子で左側頭部に鶏卵大の腫疹を転移形成しており何れ

も刻出し得た．術後夫々 4ヵ月， 1年4力月現在尚生

存中である．後2者は原発腫疹自作、稀有なるものでF

特に alveolarsoft part sarcomaはその神経元説

が問題となっている折柄貴重なものと考えられる．
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