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第 45回岐阜外科集談会

日時：昭和42年 5月2＂日

場所：｜岐阜大学丹羽講常

1 転移性脳腫蕩の手術経験例

l岐大ITT2外n
鈴木晴雄・三輸 勝

、＂1教常IC於いて過去10年聞に入院した脳膜場患者

121 例の ［！~ て． 7例の転移性脳腫場を認めだ．全て大

脳への単発f"I：転移て，施続五例肉腫2例で，性別では

5 : 2と男性l乙多レ．又痛腫は日令程増加し，肉腫は

i;IJ にす＇i~（乙多Nと云われているが，我々の症例にもそ

の傾向がうかがわれ心．

7例1/1，術前lζ転移性脳腫場と推測出来たのは 2例

しかなく，原発巣を見い出すζとは早期では容易でな

かっだ. 3例は肺施のiii_／；杉て，胃il'i1i，左目lj腎胞の転移

が J:.: 身 l 例であった．脳臨場と診断した時には常tC~li

ftてないかどうかを考えて，レ線検奇によって肺痛の

有無を硝：認すべきである．

•If!；移性m湖事務というとm傾的療法が考えられがちで

あ；：，か，一応延命という ：.＇功ミらも外科的摘除手術そ試

みてよいと思う．

2. 胸壁腫癌の3例

般阜市民病院外科

島田 傍・河村花博

安ii令 Yff

1定例 1 :17才男子

約九ヵ月前より右胸痛及び右前胸部！即席生じ漸次明

大する.x線検子I'I川ridこ符変を認めず．手術を行なう

に：｛JljiJ胸部肋膜より発生せる腕場で組織学的に上皮f"t

の傾向の強い限局jtj：と思われる悪性のH力股i:1:1皮脂であ

った．！防楊別けl後 5ヵ月で再発叱亡する．

症例 2 30才 女子

5ヵ月 1Jij右1"f日11：ζff'大の廊絢あるに気付く．胸痛

あり.T術するに厩絢は背部筋肉内にあり．組織学的

lζ線維II南で術後［ ¥j' t-: ヵ月）'f~'/j\ なし．

f古伊j3 :Hi才女子

l:i年前1陶1A:H1を受く. 3＇下前右側胸部に小府脆生じ

:/Qifi.~.＇；虫［ζ1＜，可大する．小児頭大で下術するに胸廓而（乙

生じた凝血11'11で市用 lkg，術後丙ヵ月異常を認めず．

3.僧帽弁狭窄症の 1手術例に就いて

白鳥病院外科

永瀬十郎・堺 裕

O乃 木 道 男

ifr症f削問弁狭烈症 rc:, I，女性）の交連切開を行な

い良好な経過をとつだか，術f愛，三尖弁口lιはつきり

した収紘守it月雑ner 
た．これは術1/ij，全く聴取されなかったものτ，右心

系肥大による機能的三尖弁閉鎖不全が，術後，表面IC

現れたものと考えられる．

f曽帽弁狭窄lζ合併した，このような relativeな三尖

弁閉鎖不全は， H下もすると，かなり改善され，良好

なれ過をとるが，機質的な三尖弁閉鎖不全の合併があ

ると， f明帽力、交連 [jl］聞を行なっても，~主状の改善にi;l

役3'r.t.こな［＼

両者を術前l乙区別するのは閑嫌であり，重症の三尖

弁閉鎖不全の合併のあるまま，｛則自弁交連切開を行な

うと，術後重篤なれ心不全をおこす危険もあり．倒相

弁狭窄の手術をする1)IJ1こは，三尖介閉鎖不全の合併も

卜分l乙考慮する必要があ乙．

4. Lutembacher氏症候群の1治験例

日野拝外n
小林nた・井上律子・ O加藤康夫

山本博昭・人 l， ~ii~削・清水慶彦

内 FI 

,'Jl，、川比三

｜｜度中市民病院

1' ~鍋貨

我々は，以jfiLutemhncher痕候昨の 1例を経験した

ので限;r；する．
jよtft Iよ.＼（）tリ］. ：！日才のとき心疾患を指摘されている

か， 「1党抗状は令：くない. nR和141'1'.5月下fl]，右下肢

動脈rrrr怜症を米fこし， 日；病院にて治療を受けたとと

ろ，同時にf円相弁1炉円高主を指摘され， 1ヵ月後当荘IC

入院しだ．



X~）~1ザt~て，左第~， 3弓，右第 2弓の膨隆，店ll紋

即時）強， Jjfliうつ血像，治 1斜位で左房肥大がみとめら

れる．心＇dllヌ｜は，右型Jで．絶対的不整Ill~，心房細ill!J,

右脚不完全ブロックがみとめられる．心音｜三lて，心尖

部lと拡張期維，..，..， m~ 肋間胸付左~で収縮JVJ雑首，：：n

2白分裂がみとめられる．心臓カシーター検査で心υj

位でω短絡がみとめられる． 以上の所見から Lutern-

bacher症候群と診断されだ．

手術は人工心肺使用ドで行なった．心/JJI~~附lζ直径

15mmの二次孔開存があり， 1曽中国弁口は約15mrnで、ある．

術後 1ヵ年の現在，その経過は良好である．

5.心房細動に対する DC-Counter

Shockの経験

岐大第 1外れ

広瀬光男・安藤一允H占・渡辺 裕

岐大第 1内科

H寺光 i白樹・西尾駿伸

心拍｜司訓式直流除細動部 1Svnchronized D-C Defi-

brillator）による慢性心房副H動の治療はキニジンなどに

よる薬物療法にくらべ'b'I~刊，効果の点ですぐれてを

り，欧米における治療経験があいついで報告されてい

る．我々も段近数例の心房組1動lζ本法を行なった．

MS2例， MSI2例， MI1例，動脈硬化症 l例の計

わ例で，細動持続JVJ聞は 1ヵ)Jから数年まであり， 一

応全例除制動lζ成功したか， l例l乙再発をみている．

再発例は一般に心）Jrli係数低く，重症皮が尚かった．合

併症として活版装着部の紅州，四肢の筋肉痛は全例に

あったが，栓~症などの重篤な合併症はなかった．

6. 胃壁迷入豚の 1手術について

岐大第 1外科

渡辺 裕・ O村瀬 晃

最近レ線的l乙，術1lijに診断的評価を充分に示唆する

隊な興味ある像を示し，外rn下nζ，組織学的に確認さ

れた＇1'J山内勝迷入の l例を経験しみ：．

症例は-Ill ｛＂男子で，その発生頻度U）~0°o以上に見ら

れるといわれている凶幽門前庭部に仔在し，レ似J芳見

I .• ~e: の直径約 1 cmの数円形，輪廓鮮明な陰影欠損の

中心に， Dimpleまたは Centr,ilpitと呼ばれる斑点状

陰彫か必められ， 1+1心性凹自の存在を！i'Jわしめた象を

示し，手術的にこれを証明しだ. Btnntrはこのド1:1心性

凹，（.iJUJ，より町ntralposition にあることをレ線像上舵

261 

認しりれば，本症の診断か可能であるとまで極言して

いる．われわれもこのFf~心性陰影斑の存在から充分迷

入l路の疑いをも C，組織学的に確認した．

8. 騨挫傷後賞痘

岐大江＼ 2外科

有馬 敬

II平似似て他の臓器の民似を伴わないijl.j山hi!おをえけ

た後P｜羽塞tt黄痘を起した32才の男子を経験した．（現

1内1伊）入院 6日前，腹部を強打．その後腹痛tH,'cき．

悪心を作なうようになる． （入院時所見）少しく苦悶

状況iぼう．！汗濁，..，..は消失せず， j出目1・J.ciiWは左乳線1.21¥

6肋間！湯雑音正常，心街昔日から右季肋部lζ筋jt/:I釘烈と

圧痛を認め，その一部に軟い手拳大の服胞を＂なめる．

尿 bilirubin( + ) , アyしカリフォスターゼ及び黄痘指

数の上昇を見る．アミラーゼ値正常，以上によりー応

体損傷を疑ったが腹l1i'iも軽快したので保存的治療を行

なうも，以J-.の症状は次第に増悪して王将たので13病日

lζ｜姻腹術を行なった．日筆頭部lζ硬結と紛i££j);vJ肥厚及

ひP損益着を，：，（！~＇），それによる総胆管閉塞を認めたので．

総！！日管十二指腸l吻合を行なった．日J後IJl.,!J市は消失し．

武痘指数も漸次軽V＇.，術後13日l乙正常値となり術後30

日全治退院した．若干の文献考察を加えました．

9, Garreの硬化性骨髄炎と思われる一例

佐川主J1jjJS,c~粍 n::;m1

大 Ill 吾 朗

13才の男子，中学校のクラフ”活動で走w~ひの同習

を始めてから， .｛ j下腿上部lこ腫11長と鈍痛を米し，レ線

上陸骨上部lζ紡錘状骨肥厚と甘硬化を認める外，血清

アルカリフ寸スファターセeが上昇していたか，決定的

所見に乏ししりヵ月間の経過観察により，臨床所見p

レ線所見は軽恢した．硬化性骨髄炎は慢性骨髄炎の異

型と考へられていι〉，局所症状とレ線所見以外の検

査成績では特に変化がない事から（叫rrるの Idiopathic

cortical、clerいゆと呼ぶ万が適当であるとの，U見もあ

る. 4:l1"i: 例では＇＇＇ 1初アルカリフォス 77廿ーゼが｜－：討

し！？！距協の疑いも持たれたが，その他の検査成品川〉｜急

性である事から硬化ti:・！才髄炎とおえた．此ci)lj.'.,'J,lの小；

態や経過についてはにたイミ切なJ誌があると！llわれる．

10. 督不全に対する腎移植の経験

岐大江（） 1外Fl 

島河川：ー・加藤正夫・早野蒸夫
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岐大泌尿器科

ii草川 孝・伊藤鉦二

凶切除後の無以ω川、才女子 1 主 B'I；~）及び慢性腎炎

で乏尿のHi才女子（（）型）！て，それぞれμリ＇JI孔B型1,

母親（0型）の右腎を右腸判寓lζ児所性移植を行なつ

だ．第 il列は術前lζ腹膜濯流を行ない，尿量は術後 l

~j.l:';iJ加したが腹膜ん 肺発して 9 日目lζ死亡した．ーと

の剖険により移値腎の糸球体と間質とlζ峻死i象をみと

めた．おze日jは移植後3日目頃より尿量が減少しはじ

めたのでコルフ型二重コイルパ人工腎を用いて透折を

行なったが肺尖を併発して 6日自に死亡した．その剖

検lζより移随腎は糸球体lζ小数の多核白血球の遊出を

認めるのみであった．尚移植腎の血行遮断H寺聞は，そ

れぞれ 2時間と50分である．まだりヒロ反応抑制剤とし

てイムラン， フレドニンを術前後lζ使用した．

11 尿管異所関口の 1例

岐大泌尿総科

石山勝蔵

4才 7ヵ月の女児，特異な尿管性尿失禁の症状を主

訴として米院，勝目光鏡検食・排出性腎孟造彫・逆行性

腔造影［こで， 左発1きf不全特とその尿管の関口と診断

(Thom I 1＼~，.全麻の F1ζ左腎泣び尿＇n摘:J:l術を行な

った．腎は抱指頭で強度の熔着あり． l× 2 x 3 cm, 

3. I g.尿れは小指大の水尿竹形成．組織学的に（l.や

や施行ィ、全O..！腎組織に混（1；して，’｜吹H組織， 平fi%)},

卵巣組織， 1t1水不IYJの腺 LI支等がみられる組織奇仰で

あった．以後経過自民めて良好で以夫？たii~ ＇）、 ．

12. 尿管転移を示した胃癌のー症例

AJI l市民病院外科

森直之・蜂須賀山多男.＇＆：；安七

加藤日：平・ 石川覚也・村瀬允也

川本糸司

liEJ71j ユ7J 男判：

昭和-10年三月：円路 lAM，小， S1.Po. Hり， N2・n2.
l:lorrmann 111，腺梢）（ζて間切除術を受ける．

昭和-1：！年三月，右側腹部絹を主訴lζ入院，原因不明

ω！ポ；1'¥'l大’＇fiJによる腎＊＇盛と診断 して子術j肝見は，右腎

は軽l支腫大，腎門部を中心に全周囲lζ巾着あり，尿管

は近｛立 5cm／立の月「Iで紡錘形の肥大，内陸の狭窄あり．

組織学的検査にて，尿管筋層の外紙lζ接して，転移性

腺癌を必め，・，.：1悩の尿管転移と診断した．術後3ヵ月

になるか，臨床的lζ転移は明らかでなく，元気に生活

している．

13. 尿路結石症状を示した皮様嚢腫の

一症例

岐大泌尿栂科

劉 自覚・旧村公－

2年前より時々発熱を伴ll腰痛を来たし，本年l月

中旬削除lζ腰1汗j，発熱があり顕微鏡的血尿が認め腎，

）傍脱部の単純レ線像lζて！傍脱部lζ結石隊陰影が認めら

れた. I. V. P. I跨JI光造~.I随脱鏡など諸検査により結

イゴ様陰影は！聞｝光外のものと判断レ卵巣劉蕗の診断のも

とでY.H..i施行．
手術H与所見はli'.卵巣lζ手拳大の胆揚が見え，踊場は

Iま形で表面平滑で移動tJ；があり，刻出した施錫の内容

は脂肪lζ よって充尚して．その，，，，ζ~＊· 毛髪が入っ

ている．術後経.itll~Jfで服J1i"i. 発熱及び血尿が共IC消

失しました．




