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第 49回岐車外科集談会

日時：昭和43年5月22日 午後5時30分より

場所：岐阜大学医学部丹羽講堂

1.脳スキャンとその 2, 3の手術所見との比

較

｜岐大放

今枝孟義・仙田宏平

1953年Brownell& Sweet によって初めてBraintumor 

の診断に RLスキャンニングが用いられて以米，そ

の発達はめざましく，私どものところでも，昨年の夏

頃ょっ，東芝製スキャナにより Brainscanningをはじ

め現在まで数10例をかぞえるまでになっている．検作

lζ用いている R.I.は最も被爆線量の少ない 113minを

使い，静注前60分して検査を開始し，正面及び左右い

ずれかの側面の2方向よりのスキャンを行ない患者 1

人につき 1時間ちょっとの検査時聞を要している．腫

蕩の検出能であるが直径2～3cm以上なら検出可能で

ある．次lζ腫場の組織学的性質と診断率との聞には，

明かに相関がみられ，未分化なもの一meningioma，悪

性 astrocytomaglioblastoma, metastatic tumorは診断

率がよく，よく分化した良性astrocytoma,aconstic Neu-

rinomoの診断率は悪い. Wangらの成績によるとス

キャンの診断的中率は899五であり，脳血管，気脳撮

影，脳波，頭部単純撮影のいずれの単独診断率よりも

よく，スキャン，脳波頭単純の3者併用した場合には

診断率95%であったとのべている．

2.火傷癒痕，痩干Lより発生した皮膚癌の症例

岐大病院第ー外科

山口茂・吉田敏生

①虫垂炎性腹膜炎から腸痩，漬楊を形成し， J:l{l

経過して発生しだ扇平」iJDi'¥1i.

②下腿外傷から骨髄炎を併発し難治性j貿場を形成

し18年経過して発生した屑平上皮焔．

③下腿骨髄炎から潰療を形成し55年経過して発生

した扇平上皮癌．

④ 1年十五手術後痔痩を形成し 1年経過し発生した粘

液腺癌〔只しこの症例は同骸手術前から痔痩が存在し

ていたや；.~rnである）

写l 会陰部外傷から直腸胞痩を形成し30年経過して

発生した扇平上皮癌．

⑤右膝関節部の外傷から痩孔を形成し35年経過し

て発生した属平上皮痛．

⑦ 火傷癒痕lζ漬場，腫湯を形成し，癒痕形成後50

年経過して発生した眉平上皮癌．

3. 当院における新生児，寧L児外科疾患の臨床

的観察

岐阜市民病院外科

島田作・河村義博

安江幸洋

最近i年2ヵ月間の当院外引の満6才以下の小児外

科疾患は 275例でその中満 1才以下の症例は80例で 6

例は手術を行なっていない．又鼠経ヘルニアは44例で

大半を占め，次で消化管の奇型が9例である．即ち腸

回転異常， 腸閉鎖症， 鎖H工各2例， 食道閉鎖，隣腸

痩，重複腸管各1例である．先天性幽門狭窄症は 5例

で全てラムステヴド法により全治した．腫蕩は3例で

あるが悪性腫療は 1例もない．その他胎内嚢破裂の瞬

帯ヘルニア，横隔膜ヘルニア各 1例等がある．

生後1ヵ月以内lζ手術を行なった症例は11例で，大

部分は緊急手術を行ない，又仙尾部奇型腫を除き消化

管lζ何等か関係がある．死亡例は 5例で全てこの生後

1ヵ月以内の手術例である．即ち腸閉鎖症 2{71］，食道

閉鎖，鎖H工，腸回転異常の各1例である．

4. 経心室性交連裂開術の術後成績について

日野荘外科

加藤康夫・小林君美

井上律子・清水慶彦

松本Jr海
日野荘では， 11m11:1日q.以来30例の僧帽弁狭窄症の手

術を行なって来たが，その内訳は経心房性用指裂関術

11例，経心房性交連切開術 f榊原式切開万使用） 4 

例，経心室性交連裂開術（クーリー拡大器使用） 11 

例，休外循環下関心術』例である．
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その術後成績からみると，非関心術では，裂開度の

点において優れている経心室性交連裂閲術は全例にお

いて著明改善がみとめられ，他の二方法lζ対して大き

な差がある （経心房性交連切開術，用指裂開術の著明

改善率はそれぞれ75°占。 :zgooである）．

手術時左心室切開部の巾着縫合を完全にすれば大量

出血を来たすこともなく，術後心筋lζ与える影響も差

して問題とならない．

左房内凝血が疑われる症例には関心術を行なうべき

だか，体外循環が簡易かつ安全に行ない得るようにな

った今日でも，経心室性交連裂閲術（-J_，その裂関度，

術後成績の優秀さ，手術侵襲の点で十分利用すべき手

術である．

5. 所謂右柿動脈欠損を伴なった動脈管開存症

の一手術例

岐大第 1外科

渡辺裕・広瀬光男

安藤充晴

先天性肺動脈欠損症は稀な疾患て，特lζ本邦におい

ては 2, 3の報告例を見るに過ぎない．われわれは最

近本症を伴なった動脈管関存症を手術する機会を得，

先天性右側1動脈欠損症であることを確認したので報告

する．

症例はll:f 'JJで，主訴は運動後の易町i.l'n. 2年前

学校検診lζて心雑音を指摘された．生来風邪をひき易

く，最近運動後の疲労を訴える．咳吸・ I格疾なく，け

いれん・失神・チアノーゼなどを米したこともなレ．

左前胸部は著明に膨隆し，第2肋間胸骨左縁lζ最強点

を有する収縮期雑音を聴取し，呼吸音は右側はわづか

lζ弱P.

主CGtζ て肺動脈幹より1i肺への流出を認めず，右

心カテーテJレlζて右室・肺動脈圧がi(:jく， IJrti動脈’伶・

左脈動脈の酸素飽和！交が｜二昇している．肺スキャンニ

ングにて右防Iiは記録されない．

U JF麻酔程！定IRl-f.:侃下；ζ左開胸を行ない， 右刷i動

脈は全く認められず，動脈管切離術のみ行ない手術を

終了した.1・h1を経過良好でi週後退院した．

6. 成人E急性骨髄炎の2症例

中保武・ 大熊J畏夫

三沢恵一

症例『は57才の男子で， 1ヵ月前より誘因なく左側

頚部から左鎖骨にかけて鈍痛があった．レ線像で左鎖

骨胸骨緑は不鮮明であるが骨膜肥厚，骨破壊及び spi-

cul a像はなかった． 手術施行，採取標本検査にて亜急

性骨髄炎と判明した．症例Eは56才男子で3ヵ月前よ

り右仁腕の鈍痛と腫脹を来たした． レ線像lζて Peri-

osteal ossification及び aufhellungを認め骨腫癒をうた

がわれた．手術施行，組織像は慢性の骨髄炎であっ

た．成人骨髄炎の発症ヰ；，好発骨，羅患骨内』ζ於ける

発症部位について述べ．成人骨髄炎と鑑別を要する疾

患をあげ，初発症状，レ線｛象．補助診断法についてけ

んとうし，診断上必要なととは成人骨髄炎が決して稀

なものでないことを認識する乙とにある乙とを強調し

た．

7. 肝スキャンにより診断が確かめられた2症

修リ

岐 大 放

今枝孟義・仙田宏平

臓器スキャニングは．患者lζ 苦痛を与える乙とな

く， 目的臓器の位ii"i'.形態，大きさを拍ー出し， Space

occupying lesionを検出し， 更には機能状態を知る大

きな手掛りとなります．使用される放射性医薬品の人

体への影響は非常に少なし被曝線量からみて，胸部

単純X線写真1校fi!liです．

肝スキャンを例にとれば．使用される放射性医薬品

としては 19BAu コロイドと！31f標識ローズベンカル

等がありまして，各々のもつ性質が異なり，金コロイ

ドは肝の Kupffer量細胞に摂取されるもので肝以外の

RESの所属臓器である牌や骨髄にも分布し伴ます． 一

方ローズベンカ、ルは肝夫71細胞に摂取され，乙れより

すみやかに排池され胆道を経て腸管へと排出されま

す．この様lζ同一臓擦にて角度をかえて，又他の臓探

スキャンを駆使することにより，私共は先天性胆道閉

鎖症及び神経等細胞仰の 2症例の診断ω航，：，；；をしてお

ります．

8. 特発性破綻に因り腹腔内大出血を来たした

原発性肝癌の 2f§IJ 

大垣市民病院外科

併直之 ・蜂須賀喜多男

富安信 ・石川覚也・村瀬光山

田本巣司・平松隼夫

症例I 58才の女性で幅nl：，上腹部痛を主訴として



来院した．腹腔穿刺で純血性の腹水を得た．原因不明

の腹腔内大出血とし開腹するに，左葉l乙肝硬変を伴う

肝癌がありその破綻による大出血であった．左葉部分

切除術を施行したが術後2日日，消化管大量出血lζて

死亡しに組織学的には胞巣状の肝細胞癌であった．

症例E 41才の男性でれ季肋下痛を主訴として米院

した．腹腔穿刺で純血性の腹水を得た．前例lζ鑑み肝

癌の破綻による出血と診断して開腹した．右葉l乙肝硬

変を伴なった肝癌があり，その破綻による大出血と推

定された．試験開腹に終ったか， 4ヵ月後小康を保っ

ている．組織学的には定型的な胞巣状の肝細胞癌であ

った．

9. イレウス症状を呈した巨大腸間膜嚢腔のー

傍4

岐大第 lヤH↓

加藤正夫・神本敏治

20才女子で5,6年前より腹痛，時lζ店痛発作を来た

し，腸管癒着障害として治療を受けていたが良くなら

ず，某産婦人科で腰麻の下lζ 手術を受け嚢腫の穿刺

のみにて閉腹後イレウス症状を米たし再開腹により

Trei包靭帯より約lOcm~工門側より殆んと全小腸が時計

の針の同方向lζ720度軸捻転していた．護腫は Treitz

靭帯より約20佃の部位で約lOx10×lOcm大で多房性で

陪赤色となり，腸管は嬢死性となっていだ．褒腫別出

及び腸管の一部切除を行なったが術後3日自に全身衰

弱のため死亡した．組織学的には多房性で血管腫と区

別が困難であるが，初回の手術所見と所々に蛋白様物

質が嚢腫内にみられることからリンパ管腫と考えられ

る．

10.腹部腫癌を主訴とする Crohn氏病症例

岐阜大学医学部第二外科

坂井昇・三尾六蔵

虫垂切除，右下腹部腫癌癌摘出と臨床病理上，興味
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保い既往日置を有し，下腹部腫癌を主訴とする Croh口氏

病第W型を経験したので報告する．

症例.38 L 男子 2年前より左下腹部に自身で下

腹部lζ腫癒を触れるようになった．開腹するに，回腸

未端部より25cm口側手挙大の腫癌形成が見られた．腫

癌部の粘膜而lζは非常に深い演揚が認められた．

切除標本の病理組織検査ではCrohn氏病であった．

前回手術の祥細は不明であるか，これも Croh口氏病で

あり，今回はこの再発例と考える．再発率lζ若干の文

献的考按を加えた．

なお本症例lζは skiplesionが認められ．

11. V. Reckbing hausen氏病に合併した直腸

癌の 1例

l技大第2外科

三沢恵一・国村洋一

患者-17才男子， 20才頃より両下肢に鈍痛を来し，両

側ド腹部lこ腫癒を認めていた．昭和35年lζ頚部lζ鶏卵

大の腫痛を認め当科lとて左腹部の腫癌と併せて摘出し

ている．両者共組織学的に神経線維腫であった．腹部

の腫胞は後腹膜腔のもので重さ山（｝ gr，右側腫癌との

連絡はない．昭和42年8月頃より血｛更を来し本年2月

lζ当科l乙入院した．家族歴で兄弟8人中4人lζRH病

を思わす腫癒を認めている．

現症：前胸部に黒褐色小色素斑を多数；出む．注腸透

視にて直腸右援に大きな陰影欠損を認む．手術は単孔

式人工H工門造設術を行なった．組織学的には直腸の管

状腺癌であった．

両側後腹膜腫湯を部分症として伴なった RH病患者

に直腸癌を合併した 1例を報告した．




