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li."il"i 日・外・宝第3R巻第i号（昭和114年7月）

第50回岐阜外科集談会

日H寺：｜昭和日年7月10日午後6時より

場所：｜岐阜大学医学部丹羽講堂

1. 爪下グロームス腫症の 1例

111＜大山 1外科 J,1，｝場瑛逸

35才， J li,i：.約7,8年来右掲指l乙終痛があり，とく

に刀、（；；11'f，指尖衡撃H寺lζ増強するという．右栂指の爪

の尺骨側lζ縦にすぢがあり，その基部の爪根部tC著明

な圧痛を認めだ．放散痛はない．同部の1父肘はやや赤

味を帯びているか，限局ji／：膨降は認めず，指の運動・

知覚は正常，動脈推動も左右同大．骨X線像異常な

し．

レ、Jill中川Lfl乙tlz爪I＇く，爪床下よりこれを刻／：／＼した．

淡市I~. t<i'!:, :l x ~ x I mm，卵形．

組織像：特徴のあるシート状の排列をぷ1細胞rt卜II
が必められ．これに接して一層の内皮細胞に疫われた

かなり大きな血管腔がある．腫湯細胞は多（（j／仏合胞

状て，核クロマチンは1[1等度～豊1；＂，原形質は Eosin

に薄く染まっている.Bcrlianの変法l乙て神経線維染色

を行なったところ， Bcdian染色陽性を示す線維の走行

が認められた．

2.前腕阻血性拘縮の 1治験例

岐阜市村ヒ病院務形外科

高 津 良 夫

39才のk，打撲後発生した左右前腕阻血性拘制Hの隙

旧例を経験した．

右前腕掌側l乙scm× 7 cmの硬い搬痕があり皮下と癒

f’［・， '.i苦手を示し運動殆どイ、他．手掌全般に知覚低下を

認めた．機骨動脈触知十分可能であった．

手術は Palmarislong., Flex. dig. superf切除. Fl目．

carp. uln., Flex. carp. rad. 1:1:変性部分を切除. Flex. 

dig. prof., Flex. poll. long.は変性部分を切除するとと

もにその起始の一部剥離し手指を伸展伎にもたらし得

た．正中，尺骨神経は変性諸iDJの間lζ圧迫されていた

ので剥離しだ．

2週のギプス固定iわ温浴，自他動運動を始めダイナ

ミックスプリント併用，約7ヶ月で全治した．本例は変

性部分が末梢によっていた乙と，半年）.：）、と忍耐強く迎

i'ltil去をつづけた事が／1-H:,'1＇れをもたらしたと考へ乙．

3，肘関節に発生した Osteochondroma

rorirの1~lj 

松波病院整形外科太田吾朗

l岐大整形外科西本虎正

＇.！~－yの男子， 14才頃左肘関節に打撲傷を受けた＇］（か

あるが，以来肘関節の運動後終痛を来していた. 1年

前より左小指にしびれ感を来たす様になり本年2月外

来を訪れた．

臨床上左肘関節には軽い腫脹と屈1111障害があるのみ

で，手掌の筋佐和i，小指屈側の触覚鈍麻を認め哩発作

尺骨相11幸子！隊煉をiTIllす．レ線上，肘関節内には、1'1~P

大より示指jjJf大の陰影明瞭な無数の腫煽が充満してお

り，関節腔は多少拡大されている. 5月 H日全麻の下

lζ腰痛を摘出したが，総数552ii"~て術後のレ線像で尚

数｛闘が残在している．腫癌は総て遊離しており軽い掻

艇により滑液と共lζ流出した．残存腫癌の運命と肘関

節機能の回復について経過観察中である．摘出腫剰の

liミ多例として報告した．

4. ニ，三の皮膚癌の症例

県立岐阜病院放射線科奥 孝行

岐大 ρ 木村 完

ii皮大2病理下川邦泰

症例 1.74才男．右耳前部の遺腸性の腫場. 2 cm直

経大の腫場で中心部は浅い遺湯iζ陥り，組織学的に肩

平ヒ皮癌であつだ.Raの表面照射を行い 1meの

セル 8~＇·合計lii:.'.4m日hを照射した．顎下部のリンパ

筋転移は単純摘出し竺． 1 ¥rf没，再発なく健在．

症例 2'79才男．頭頂部の」 cm直径大の潰場性の艇

場で，組織学的に扇平上皮脂であった.Raのセノレ及

び針による表面照射で合計 1472mghを照射した．左

耳後部の ＇） ンパ節は単純摘出をiJつだ， Iiケ月後再発

なく健（1.

症例 3.77才／／、.Ii;員頂部の 7cm直径大の腫場で組織

学f均l乙屑平I1：！.［引i’／

を1/Uilj. 118りORを照射し， 6ヶ月後に全く消夕、す．

表在性悪ji/:/j置場は放射線治療の対照となる．



5.肺スキャンの臨床的応用

｜岐大放射線科 ノ子校孟義，｛111田宏平

国枝武俊

肺スキャンは1963年， Wagnerにより初めて臨床的

にもちいられて以来， Pulmonaryarteryの血流分布状

態を調べるのに広く用いられ，その有用性は， H市硬塞

症，先天的肺動脈異常のみならす，気管支目指息などの

閉塞性肺疾患，慢性肺感染症，又胸膜炎のときの胸水

による肺I血流障害，胸部外科手術後の肺復元の状態な

どの診断lζ，アイソトープの静注のみという簡単な操

f'rて，安全に行えるところにある．そ乙で，私共は，

現在まで， 200症例を経験したので，その中より興味

ある症例を供覧するとともに，肺スキャンの臨床的応

用を再検討し報告した．

6.大動脈弁閉鎖不全症に対する人工弁置

換術の 1例について

国立療養所日野荘外科

清水慶彦，松山守海，加藤康夫

井上律子，小林君美

内科黒田良三

近年，人工弁による弁置換術がさかんに行なわれる

ようになり，その治療成績も向一ヒしている．我々は最

近大動脈弁閉鎖不全症の 1例に対して， Starr-Edwards

人工大動脈弁を用いて弁置換術を行ない，良結果を得

たので報告する．

患者は19才男子．主訴：動停，左胸部痛．現病歴・

中学1年の時以来関節リューマチ及び心臓弁膜症とい

われていた．最近疲れやすく動停，左胸部痛があり，

本年2月入院した．聴診で第 3肋間胸骨左縁lζ最強点

を有する Levine3度の拡張期雑音を聴取する．血圧は

124～48で脈圧が大である.xPで左第1弓が膨隆し

ており，心’，li[ヌl，心カテ，血液検査，生化学的検査所

見では特記すべきものは認められない．以上により

本症例を大動脈弁閉鎖不全症と診断し木1rs月17日

Starr-Edwards人工大動脈弁11号を用いて弁置換術を

行なった．術後，拡張期雑音は消失し，術後2ヶ月の

現在，経過は良好である．

7.最近経験せる急性勝炎の症例

岐阜市民病院外科

島田筒，河村議「i11，安江幸洋

我々は最近重症と思われる 3例の急性勝炎を経験し

65り

た．症例は何れも男性で年令は45Y. 31才，！2才であ

る．急性の！腹痛悪心恒H止を主症とし，一般状態悪く腹

膜炎症状著明である．開腹するに何れも血清腹水多量

lζ認め体全般に著しく腫張し勝の所々に出血，一部壊

死を認めた．第 1例は急性腹症として10時間後開腹し

開腹直後の尿アミラーゼ値は 800qq,・i:.他の 2例の術

前尿ア Eラーゼ値は 512，及び2048単位である．第 2

例は術後20時間で死亡，第3例は胆石を認め胆の切開，

胆石除去後胆嚢胃吻合を行う．第 I，第3例は経過良

好である．第2例はトラツワール使用し一般状態悪化

せるため入院後48時間で手術を行った．早期より積極

的手術がよいかと出われる．

8. 教室に於ける勝嚢腫の経験

岐大第2外科

大熊成 ）~， I古橋親彦，今村健

大前勝正，松岡俊彦

我々は以近，結石及び勝炎lζ続発した貯溜性の真性

IJii<饗腫2例を経験した．

症例 lは右季肋部痛を主訴とした55才男でレ線検査

でE筆頭部腫癌と考えられた．術中日草頭部の嚢腫を触診

中十二指腸lζ穿破し，内療を形成した．これに胃切除

術を併せ行い治癒せしめ得た．

症例 2 は心宮部不快！~~を主訴とした：18才男で左肋骨

弓下lζ腫癒を触知しレ線的検査lとよりl洋嚢腫と診断し

た．雪量腫は牌尾部lζ生じたもので手術的l乙護腫を伴尾

部，牌ともに摘出し治癒せしめ得た．

病理組織学的検査にて2例とも貯溜性の真性府、蛍睡

であった．

9. 膝及び牌スキャンについて

｜技大放射線科イI~回宏、Ji，今枝孟義

11lii_I，アイソトープによる臓器診断の発達には，め

ざましいものがある．

そこで私共は， 7三Se一明lenmoethionineを用いてl件ス

キャンを，~＂＇H日－MHP l乙て，牌スキャンを行い，今

迄の造影剤を使ったX線検査に較べ，簡単に，安全に

おこなえ， しかも臓器の位ii"：，形態，大きさ， space

occupying lesionなどの内部構造をかなりはっきりと

抽出しえるなど，有用なデータをうる乙とが出来たの

で，興味ある自験例を供覧すると共lζ，若干の文献的

考察を加え報告した．



660 日・外・宝 !:1'¥:l1'巻引〕』 ＇i)・ (I制杓］..J..j土｜ミ7月）

10.十二指腸訊頭腫の 1手術例

岐阜大学め 1外科

水谷正信，山口茂

渡辺俗

十二指腸の良性腫場は比較的稀である.t比々は最近

｜・二指腸乳頭腫の手術を行った．患者は l~才久． 七訴

は口腔の苦で腹痛幅気，食欲不振はなL.. ト二指腸バ

リウム造影（Cて腫場を認めその摘出術を行こなつだ．

切除竹本（土軟で直径約2仰の乳頭状の部分と約 1cmの

茎よりなり，割面は充笑性で，分葉状を呈している．

組織学的所見は乳頭腫であり，悪判（じ像は認めなかっ

Tこ．

11.教室における十二指腸憩室の経験

Iii~ 大山 2 外科

星野隆史， ！ゼノ『、ri:!i'.，鷲見靖彦

山本）＇［リよ，田中千切し I~~条 武

我々は最近H年聞に12例の十二指腸憩室を経験した

ので、w告します．

年令的lこ40才以I二が10例を占め最も多く，性別では

男性10例，久：i'J:2例で男性が圧倒的多数である． ］~訴

は上腹部痛10例で最も多いか{j-j}j:疾患を有している為

憩室に特有症状はないぬである．合併疾患を見るに胆

石症が多く 4例，胃潰湯3例，＋三指l腸j負場 1例，そ

の他6例である．憩室発生部位は下行部7例，その内

体臓側6例，下水平部3仔IJ.球部2例である．十二指

腸外側壁IC』例憩ιヂを＂どめだ．治療法としては憩室切

除2例，憩室摘出＋ BI，憩室摘出＋ BE，は各 1例，

:.luu x:lasisは2例， BILは6例に施行した．

12.肝スキャンの診断的価値

岐大放射線科今牧市必，仙悶宏平

従払肝臓の抽出は，（＼冗liacoangiogr礼ph、などによ

り行われているが，この検査は副作用や操作のJ：で問

題点かあり，どの患者にも行うわけにいかないのに『｜変

ベ．アイソトープを用いた肝スキャンは．患者に何ら

負担を与えに静注のみという前i単な操作ICて安全に

行〆：：＿，しかも千i用なデータをうることが／：／＇， jとる.！汗ス

キヤンの；自用性は， ①肝の大きさ，形，｛1'Lii'1＇異常，

機能， ＇l！右上腹部腫癌の鑑別，③肝内腫胞の検出な

どにあり，今担l私共CLLiver biopsy, Operation, A.utリー

p可なとにより確定診断ωついた経験症例を集め， 11干

スキャンの臨床的価値を考えてみた．

13. 急性腹部症状をもって始った後腹膜

リンパ管腫の 1~lj 

l技大第2外科三尾六！成， j総見靖彦

突然活1,・1：した左下腹部激痛と腫胞を主訴として米航

した出 J，男子症例lζ対しS字状結腸の軸捻転を疑い

開腹術を行った処，後腹膜リンパ管腫に2次的lζ出血

し腹部症状を呈したものであった．腫砲は下方は腹膜

線転部上方は横隔膜lζ至り，大略後腹膜全体をしめて

いた．切除せる腫癌は病理組織学的にはりもticlym-

phangiomaであった．術後更に lymphangiography,

s~lective angiography, 113田 Inを用いた心プールスキャン

等の検査をを行い 2～3の興味ある所見を得たので併

せ報告した．後腹膜原発のリンパ管腫が急性腹部症状

をもって始ったものは本邦文献上三浦の報告を見るに

すぎなく非常に稀れなものであるので報告した．

14. 神経芽腫の 1症例

岐阜大学あ l外朴）ボ 節雄

JJ,lfl : 2才9カ月のkリム主訴：腹部の異常膨隆．

既往時，家族歴：特記すべきものなし．現病歴： 3カ

月前Iから軽度の腹部膨隆lζ気づく，自覚症状なし．現

症： i付行 11~等，栄養ややイ、iし骨的，！之「歯正常．顔貌

はさほど病的てなし.,c、，肺，四肢正常．腹部は凋慢

性lζ強く膨降し桝は突出，静脈怒張著明で左季即J部よ

りiE中線をこえ関下3横指にいたる小児頭大，境界不

明11(,i, 表面平滑， 緊満軟の腫癒を認、む．腹水貯溜軽

1立．肝，右腎は触れず. IW.. 左腎は腫癌との判別不

能．検査：血液一般，肝機能．排ピ，食道及び注腸透

t＼~，肝及び腎スキャンなどにより後腹膜腫痛と診断．

n.肝ICは転移を，／Jめず．手術：試験開腹．病理組織

診断：神経芽腹． 治療： X線照射 2500;';W. VB12 

l00011g連日筋注．第27病日よりピンクリスチン0.033

～ll.ll~'img /kg !¥¥iiffi注．第69病日lζは腫樹を触れず．




