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第 10回岐阜外科集談 会抄 録

昭和35年11月9日 於岐阜医大附属病院

(1) 躍に泣潤穿孔した蹄脱癌の l例

岐阜医大泌尿器科尾関信彦

55才の家同｝. 10年前より右卵巣嚢腫を指摘されてい

る．昨年12月より排尿困難の傾向ありたるも 2週間前

突然肉眼的血尿に気付き以後持続している．叉昨年夏

頃より時々不正性器出血を訴えている．現症，体格中

等度，栄養補々不良，腹部で右側に小児頭大の腫癒を

触れ，表面平滑p 弾性軟，無痛性で可動性あり．外陰

部異常なし．産指診で前壁中央部に母指頭大の腫癌を

ふれP 硬く表面不規則である．導尿するにネラトン 8

号挿入可能であるつり残尿 500ccを認めた． 勝脱鏡検

査で跨脱鏡は強く上方に向い内尿道口部より出血す．

跨脱粘膜正常p 尿は血膿尿であった．腹部正中切聞に

て左右卵巣嚢腫を屠出し，両腸骨リンパ節を清掃しP

勝脱頚部と尿道は腔前！笠を一塊として刻出しP 腹部勝

脱援を設置しp 盤壁は残存部を縫合した．易日出標本の

組織学的検査で尿道粘膜は正常であり p 尿道は腫疹と

は無関係で勝脱頚部に原発せる乳頭状移行上皮癌が腔

に連続的浸溜を来しp 一部前腹壁に穿孔したものであ

る事が判明した．

(2) 皐 fl,回転症の l例

県立岐阜病 院 外 科 岡 本 忠 雄

皮泌科石山勝蔵

52才の会務員．既往症p 家族歴に特記すべきものな

し．起床時左鼠径部にグリゲリした隆起物あり． 1時

間半後椅子に腰かけた所急に腰から下腹にかけて激痛

あり．日匝気＇ ~匡吐なし．外鼠径輸の；＇；1：に母指頭大の丸

い隆起あり p 圧痛強LP 骸頓ヘルニアの疑で発病6時

間後に手術を行った．

精索は皐丸より約3叩の部位で時計の針と反対方向

に360°回転して居り，皐；丸の発育は略々正常であった

が，副主善丸の発育は極めて不良で恰も皐丸から直接に

精管に移行している様にみえF 而もハンター氏導帯は

全く認められない．回転を戻してしばらく観察してい

たが血行快復の徴を全く認めなかったので除皐術を施

行した．経過順調．文献的考察を行った．

(Cl) イレウスに関する統計的観察

岐阜市民病院外科島田傍・米谷海・

安江幸洋

我々は最近5年間に一次イレウス24例p 術後イレウ

ス32例，計56例の急性イレウスを経験した．男性は33

例p 女性は23例． イレウスの種類は癒着及び索状物に

よるものが60.7%，捻転17.9%，腫場8.9%，腸重穣7.1

%である．年令は20～50才迄が最も多く 60%を占めて

いる．治療成積は一次イレウスでは 8.3%，術後イレ

ウスでは21.9%の死亡率である．術後イレウスの原疾

患は虫垂炎によるものが 28.1%, 胃十二指腸疾患 25

%，婦人科疾患18.8仏イレウス 15.6%である．前の

手術からの期間は10日以内が25°0, l年以内のものの

総計は65.6%である．

(4）最近 4年間の教室胆石症手術の遠隔

成績

岐阜医大第2外科国枝篤郎

胆石症の外科的治療に際してP Postchole cystec-

tomy syndromとして取扱われる障害が論議されて

いるのでP 最近4年間に教室で手術した39例にアンケ

ートを出し，これを中心に遠隔成績について検討し

た．アンケートは症状を列挙し自己の愁訴にO印をつ

ける方法をとった. 34例（87%）の解答を得た．その

結果死亡例l，再発及び不治例6，不完全治癒13，完全治

癒例14であり p 全身倦怠，腹部不快感などの愁訴が多

く，次に下痢，便秘がつぎp 黄痘発熱可w痛発作は少な

かった．

これを結石存在場所別にわけて見ると総胆管結石は

術後障害多し特に肝内服管結石は障害が多いようで

あった．叉無結石胆嚢症も術後の愁訴は胆嚢結石症に

比べると多い様であった．

(5) 長期生存せる動脈管開存症の治験例

国立療養所岐阜日野荘時光直樹

38才の女p 幼時より先天性心疾患を指摘されていた

がp 自覚症状なし普通生活を行っていた．しかしな

がらP 本年 7月頃より過労時に心俸克進p 顔面及び手

背に浮腫を来すようになり p 本年9月30日当荘に入所

す．

第 E肋間胸骨左縁で持続性機減様雑音を聴診並び心

音図にて認める．レ線像で心陰影の左第IlIll IV弓の突

出を認めp 肺門ダンスを証明する．その他 Gaets’s 

sign及び心カテーテル検査で動脈管開存症と診断し，
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本年10月3日開胸．診断を確認すると共に動脈管結殺

を行なう．その後p 心雑音，自覚症状は消失し，現在

経過良好である．

本症例は長期生存し得た原因について考案を加え

た．

(6) 幼児の縦隔血管履の l例

岐阜医大第二外科斎藤 晃

縦隔に発生する血管腫は稀有なものであって，本邦

ては数例の報告を数えるにすき‘ない．胸部外科の発達

と共に縦隔彊疹の手術症例も増加しp 本屋場に関する

知見も増加するであろうが， Zこに最近経験した幼児

の縦隔血管虚 1例の報告を行った．

恵、冗は生後6ヵ月の女児． 2週間前よりの次第にj曽

強する呼吸困難を主訴として入院．前縦隔の右上部よ

り鎖骨上に突出せるほぽ手拳大の腫疹を発見し，手術

的に金刻出して冶癒せしめ得た.H重疹は君主j連性血管雇

であった．

このNU'!Fゃらに レ線照射を行ってある程度有効であ

った報告例もあるが，本症例では術前のレ線治療は全

く無効であった．

(7) 先天性十二指腸狭窄症 2例

岐阜医大第2外科国枝篤郎・ 渡辺尚

先天性十二指腸狭窄症は諸種小児消化器の崎型中p

稀れなものとされているぷ，我々は本症2例を経験

しp 手術を行った． 1例は生後35日目の男児でp 生後

間もなくより恒吐を始めp 次第にそ，T>/1けれ；；予くなっ

た症例でp 手術は十二指腸空腸吻合を行ったが術後6

日目に7E亡した．更にもう I例は生後20日目の女児

で，これも亦生後間もなくより唱吐する様になり p 手

術で胃空腸吻合術を施行し術後経過良好である．尚2

例共 Treitz氏帯の位置異常夜ぴ総腸間膜症を合併し

ていた．

第 1例は死亡しP 第 2例は手術成功例であるがp そ

の発音程度及び狭窄程度にも関係しょうがp 本症が外

科的手術以外方法がない点p 早期発見p 早期手術を行

えばp 更に手術成功率は向上する様に思える．

(8) 口腔底に生じた類表皮褒腫の 1f9!J 

岐阜医大第 1外科 佐波英一

35才女子の口座底に生じた類表皮糞腫に口腔内面及

び左顎下部皮膚函より切開を加へ完全に創出し全治せ

しめた．護嘘は臣買舌骨筋及び顎舌骨筋の間でほぼ正中

線上に位置し大さは 9x 5 cm内面は単房性で寅灰白色

粥状物質で充満し毛髪p 歯牙を全く認めなかった．組

織学的には重層属平上皮が褒腫の内面を被ひ外層Ii結

合織が存在し，皮脂腺p 汗腺等，皮膚附属器を全く認

めなかった．

(9) 漬疹性大腸炎，ポリポージスに於ける図

腸勝脱獲の 1！§~ 

岐阜医大第1外科神本敏治

33才の女子．主婦． 5年前虫垂切除 U:;,2ヵ月前

Enterocolitis，及び団富部癒着障害で3週間入院， 6

週間前，腎ιJこ， 勝E光炎で治療を受けた患者で， 3週

間前より，下腹部痛，尿溜濁を主訴として来院した．

腸勝脱壌の診断で開腹術を施行した．勝脱側のjj孔

は一次的に閉鎖しP 回腸及び結腸右半切除術を行っ

た．経過はきわめて順調で＇ 30日目に全治退院した．

手術所見，組織所見より，ポリボージスpf貴蕩性腸

炎が周囲組織特に回腸JJ;n脱に癒着して，こ こに婆孔

を形成したと思われる症例を経験した．

間 胃切除後胃腸吻合部のま一場形成

岐阜医大第 l外科 ワ：瀬 光男

26才P 男： 1年 6ヵ月前， 胃潰壌の診断のもと に

Billroth第 l法にて約2/3胃切除術を行ない3 絹糸を

用いて胃十二指腸l吻合を行なった．術後経過良好であ

ったがp 8ヵ月前左側腹部を強打し，以後吐血など潰

疹様症状を再びきたし，胃液，胃レ線透視及びガスト

ロカメラなどの諸検査を行ない，胃からの出血である

ことを確認し，術後消化性演湯の疑いのもとに再手it

を行なった．胃縦切開を加えて調べるに残胃小母国~!IJ

合部附近に絹糸を中心とした潰湯あり，絹糸は約4団

内陸に懸垂していてp 絹糸による牽引性出血であるこ

とを認めた． 又この近くに総合糸膿場あり，約3αの

膿排出があった．

これらの涜叫， B量疹を含めて Billroth 第 2~にて

胃切除を加えP Cut Gutを使用して再吻合を行ない．

術後経過良好にして16日間全治退院した．

日 虫垂欠除症症例

美濃病院外科徳田稔・遠渡正夫

先天性虫垂欠除症はy 昭和13年本邦第一例が岸川に

より報告されたがp 其の後の追加症例は稀であるの

でP 最近得た自験例を報告する．

患者は40才たjーで，約2ヵ月前より時守軽度右下腹

部痛を生じ某婦人科医lこより p 子宮附房器炎の診断

を受け治療された．以後腹痛再発を繰返し来院したe

来院時p 廻"Q.・;J；町内，白血球数7000，で腹壁緊張4

し慢性虫垂：だの珍断のもとに手術を行った． 手術商
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見出盲腸が移動性に富む外，炎症性変化なく Gfiit＇末

端は盲褒となりp この部に直径約2皿円形の衆膜欠除

部分を認めたがp 腹膜に埋没された痕跡なし遊離虫

垂も発見し得なかった．以上より炎症，退縮による虫

垂欠除でなし先天的欠除と考える．




