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第 47回岐車外科集談会

日時：昭和－1:!{[::11月三リIJ午後 5後30分より

場所：岐阜大学医学部丹羽講堂

L 新生l足頭血腫の 301J 

般大第二外科

田中千凱 ・仔馬敬・三沢恵一

30日男子， 36日男子， 35日女子， 317Uの骨化せる頭

蓋血暖を経験し，手術的lζ切除した. 2例にその頭蓋

骨の組織検査を行ない，更に新生児の正常頭頂骨の組

織標本を作製し検した．両者の所見から本症の発生原

因は分娩時の外力により骨膜孝lj離を米し，細血管の豊

富な骨膜Flζ出血し，乙 ζlζ貯留せる血液の刺激によ

ってその上の骨膜からの骨新生がさかんとなり，この

新生骨は次第に血腫をおおうような形をとり，完成し

たものは板間血腫様になるものと考える．

本症の治療は一般に保存的lζ行なわれているが－EL
化骨を米し，高度の頭蓋変形を宣してυるものは美容

的lζは切除するのみである．

2. 手術不能の字L癌 3例

県立岐阜病院放射線

奥 孝行

岐大放射線

木村 ｛元

岐大二病理

下川邦泰

局所的lζ進展し手術不能の乳癌3例lζ放射線単独療

法を行なった．

第l例はコバルトlとて9600R照射し腫場は縮少，浅

い積場を残すのみとなった．演揚がやや難治性であっ

たため，手術を行ない，摘出標本で組織学的に臆場細

胞を検出しなかった．

第2例，第3例は，コバルト60，ζて 10008Rを照射

し，腫場は縮少，遂lζ級痕治癒の状態となった．

以上よりみると手術不能の乳婚も，放射線 ーとく

に超高圧ー の長期大線量照射によりよく制御し得る

ζとを示した．

3. 肺内異物の 1例

岐大第一外科

安藤充晴 ・渡 辺裕

症例は20才♀で， 18才頃から胸痛と咳歎発作をきた

すようになり，胸部X線で右下葉後部，内側寄りに，

肺内より 2～3cm末梢lζ針状異物を認めた．肺機能は

正常であった．関胸して，肺実質を切開し，その摘出

をはかったか，肺の周囲組織は線維性re肥厚し，硬

く，充分剥艇できなかったのて．右下肺切除を行なっ

た．嫡出標本を閃くと，異物を中心lζして壊死物質，

膿があり，気管支墜は肉芽組織にて充満していた．組

織学的には，肺の線維化の強い慢性間質性肺炎で，所

に々1技場を形成していた．気管支周囲のリンパ腺腫

ば，慢性リンパ節炎であった．

陳旧性肺内異物は，経気代発lζ除去する乙とが困難

で，開胸し肺切開lζて摘出する例が多レか，余り陳旧

であるときは，肺実質lζ線維性変化が強度で，肺区域

切除，肺葉切除が望ましいといわれている．

4. 特発性総胆管嚢腫の全摘出例について

岐大第2外科

国井洋一郎・上田茂夫

特発性総胆管理E腫の治療法どじて，本症が幼小児lζ

多い乙とから総胆管褒騒腸吻合が一般的lζ行なわれて

いるが，疾患の成因から考えれば褒腫摘除が理惣的根

治的術式と考えられる．われわれは 2例に嚢腫全摘出

を行ない良好な結果を得たので報告する．

症例 1: 7才，女子，－ti季肋部痛，黄痘を主訴と

し，小児頭大の総胆管~腫を認めた．乙れを摘除し総

胆管十二指腸吻合を行なった. 2年半現在健康lζ生活

中．

症例 2・33才，男子，右季山部痛を主訴とし 人1：，し，

胆嚢造影で超手拳大の拡張せる総胆管を認めたのでこ

れを摘除し，結腸前 Roux九型総胆管空腸吻合を行な

った．術後4ヵ月現在健康に生活中. 2例とも術後発

熱をみていなし．以上のととく症例さえ選べば線治的
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lζ総』旦管嚢腫の全摘出はとくに困難ではなく理怨的な

方法であると考えられる．

5. Meckelの憩室によるイレウスの 1例

岐阜市民病院

上田傍・ O河村義博・安江幸洋

36才，合.24時間前から腹痛を主訴としてねむ 2

年前虫垂切除による癒着性イレウスの診断lζて開腹す

るに回盲部から口側約30cm＇ζ閉口する約lOcm，腸管程

度の太さを有する憩室を認め，その尖端の索状物は腸

間膜lζ癒着し，その聞に小腸陥入を認めたので憩室を

切除縫合し手術終了す．

術後経過は全く良好て11日目全治退院す．

以上症例lζ若干の文献的考察を加えた．

6. 潰蕩性大腸炎における一手術例

岐大第一外科

古－田敏生

症例は s41. 2.にイレウス症状を起こし，某病院で

小腸切除術を施行され（ζの時，組織診断は回腸末端

炎）， 以後も時々左側腹部i1'i'i，下捕jを訴え，レ線検査

の結以ti')j~／5'1'1 大腸炎と診断され．又回盲部l乙鹿癒を触

れる械になり，開腹術を施行したところ，回腸末端部

附近lζ持性硬手拳大の腹療を認めた．又小腸～直腸の

腸間膜附着側lζ処々弾性軟米粒大～エン豆大の小腫癌

右辺め， トライツ氏バンドより約 150cm紅門側lζ閉塞

部があり，腸間膜附者側lζ潰揚が認められた．右側結

腸切除後，回腸横行結腸端今｜吻合術，並びに小腸部分

切除術を施fJす．切除標本ては腸間膜附着側で長軸lζ

沿い，潰場の配列がみられだ．この症例は小腸～直腸

lζ弔る迄，潰場がみられ， Backusの分類lζよれば，

第3型の小腸結腸型lζ属し，潰場性大腸炎と限局性回

腸：；~が合併したものである．

7. 癌化を伴なった大腸ホリホージスに

対する全結腸切除の 1治験例

大垣市民病院外科

が直之・蜂須賀喜多男・富安1言

加藤量平・石川覚也・付材質充也

O田本山司

症例は：似才のリjで，約 8年1)ijより下痢が始まり，本

年 l!Jt.jjより胆石様終怖が始まってきた．同時に黒色

｛更を伴ない， 5月中旬＇C左下腹部の！毘燭様隆起＇c気が
ついて当｜況を受珍した．程度の貧血以外特別な全身所

見は認められなかったが，注腸透視にて，直腸上部か

ら盲腸まで，全結腸にわたる円形の陰影欠損と， S状

部から上行結腸へかけての移行部lζ狭窄像を認め，大

腸ポリポーツス及びS状結腸癌の診断のもとに全結腸

切除，回腸直腸I吻合術を施行した．術後の経過は極め

て良好で，術後 5ヵ月を経過した現在，便通は l～2

回程度で，元気に仕’Flζ従事している．

8. いわゆる Forestier病の2例

岐大整形外科

武内章一

松波病院繋形外科

太田吾朗

第 1例は:11才の男子で，郵便集配人として自転車で

勤務中，誤まって転倒し全身打撲にてポ｜山．レ線上第

2頚椎より第 5頚椎にかけて惟休前而lζ著明な糖衣状

の骨化形成を記め，腰椎lζは変形性脊椎症の変化を認

めだ

第 2 伊UI 士62：｛＂の児子で約15年前より， 1'1~fi部より両

下肢にかけて掠れ感があったが放置し，右大腿部＇cヘ
ルペスを生じたため来院．レ線上第6胸椎より第 l腰

椎にかけ著明な前縦走籾帯の骨化形成を沼め，頚椎腰

椎lζは変形'fit:t:化を認めた．両症例JI＜ワ氏反応は陰性

で，アルカリフォスファターゼの軽い期加を認めた．

本症は強直性脊椎関節炎の l型であろうといわれてい

るが，変形性脊椎症と同時に発生しうるものか，いさ

さか疑問がある様に思われる．

9. 巨大なる後腹膜 Paraganglioma

の1例

｜岐大第二外科

r:i橋親彦・本多雅昭

-11才男子． 1年半前上腹部膨満感と右季肋部の腫脹

'C気付き，これらは次第に則強してう11'だが，他lζ症状

無く既往隠，家政歴；こも異’f古無し. { i季肋部＇c比較的
境界鮮明な巨大阪痛をふれ，弾性硬であるが，ー部波

動を認めた．可動'VI：なし．血圧 J30-01immHg.変動無

し．

手術； l厘癌はIJ干の下1＠ζ佳：11し，分癌状で多房性褒

胞を形成し，；：＂： j度な血管増殖を沼めた．他l臓器は周凶

へ強く圧排されていた．肝下大11'1•脈との分断tが困難



で，腫癌の!jlj離による静脈環流障害の為か著明な腫潤

内血液貯留および大i1oll±l血を玉Kt:こし臆腐摘出を断念し

た．患f1は術後間もなく死亡．

,・:11検； 1車場重量は圧迫萎縮状の！汗を含めてfi:!:il)日で

あった．肝は腫癌被膜lζより明らかに抗されていたが

右副腎は腫場lζ埋没されて存在不明であっt：.即ち本

腰高話は後腹膜腔ないし副腎より発生したもので，組織

学的には parngangliomaと診断された．

10. 最近経験した尿道外傷の症例

県立岐阜泌尿器科

石山勝蔵

I 13才中学生．ガードレールの上lζ騎乗型墜落．

2週間留置カテーテルで治療．

n ~ ＇＇才会社員． オート三輪と石垣との聞に挟ま

れ，骨盤骨折と尿道破裂後のj夫’ヂ，尿道プヲーIL

Jif 21才運転r. トラ y クの側板の上（ζ騎乗型墜

落．尿道破裂後の会陰部尿道痩．

IV 67才商人．竹万の先で尿道損傷後の狭窄．

¥ 60才工員．自動車lζHu焚．什豊富骨折と尿道損傷

後の狭窄．

第Ill,IV, V，羽例は何れも 7＇ル・ スルー手術で全治

した．

外傷後の狭窄は尿道周囲組織まで，硬い鍛痕lζ変化

するζとが多く，狭窄部位の全切除が望ましく， ζの

意味でプル・スノレー手術は推奨lζ値する．

11. 外傷 2 1'1] 

（抄録未着）

岐阜市民病院館、尿器科

尾関信彦

~67 

12. 勝目光結石と誤診した陸結石の 101]

岐大病院泌尿器科

小野・磯良・ 豊田

症例はJS才弘門．生後2週間して脊椎破裂の手術を

受けた後，尿失禁が続いている患者である．

レ線撮影lζて，骨盤腔内IC巨大結石像を認めI.V.P

では，左側の水腎症，尿管の拡大を，：2sう，勝脱結石と

,<;1t1r，勝脱高位切開術を施行するも，！跨脱内lこは結石

はなく，盤内u：：結石を認めた．

結石は， 6lg,6×5 x 3cm，黄褐色，表面粗もろく

無核てある．

M:!'i.，我々の経験した勝脱鏡検査を省l附したために

招いた勝目光結石と誤診した腫結石の 1例を報告しだ．

13. 教室における鎖JIについて

岐阜大学第ー外れ

嘉屋和夫・ 稲垣英知 ・渡辺 裕

われわれの教室で経験した先天性鎖虹は，男 8例，

女6例，計14例であった．急性イレウス症状を呈して

来院した新生児が9例で圧倒的に多かった． (;ro田＆

Laddの分類で， I型 0, II型 1. Jil型低位6, l[型高

{i'L 5例， IV型Oであった． その 50%1ζ会陰疲，前庭

楼，尿道叛I，腔痩などの痩孔を有していた．診断IC際

し， Wangensteen-Rice法による倒立 X線綴影法を行

ない，直腸盲端と1工門脅の距離を測定しだか，手術に

よって確かめた実測値とかなりの隔りのあるものが数

例あり， E型ill:位を高｛立と診断して手術したものがあ

った．手術は問題になるものは，E高のみでようふが，

すべてに一次的lζ敏行結腸lζ人工区内を造設しだ．一二

次的lζ腹会陰式lζ根治術を行ない得だものは l例であ

るが，排便機能は改善されなかっだ．死亡数は 5例

で，すべて生後48時間以内lζ イレウス症状で来院した

もので，術後管理の困難な司王と，その他発見できなか

った＊篤な合併症が存したのではなかったかと反省さ

せられた．




