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第 61回岐阜外科 集 談 会

白時：昭和46年5月25日午後5時30分

場所：岐阜大学医学部附属病院外来棟4階講堂

1.陰茎腫蕩に対するブレオマイシンの使

用経験

岐大泌尿器科

波多野紘一 伊藤文雄

陰茎腫1%2例l乙対し BLM使用した良好な結果を得

たので報告する．

症例lは， 71才，生来包茎で，初診時局所所見は亀

頭冠状港全周IL:凹凸不整の腫溜を認めた．組織学的に

は扇平上皮癌であった．

BLM, 6ocoを併用し， BLM60略， 60CQ1900rad 

頃から腫蕩は縮少し始め， BLM150ng, 60CQ 6000rad 

で腫療は，肉眼的，組織学的に消失した．尚副作用と

して，肺気腫， 手指の肥厚色素沈着発熱があった． 1 

年後再発を認めない．

病例2は， 41才，生来包茎，初診時包皮小帯部に小指

頭大腫癌， BLM150ng投与で腫癌の縮少を認め，以後

環状切除術を行なった．組織は前癌性の Acanthosis 

であり，副作用は認めなかった．

2，外傷性中硬膜動静脈痩の2例

岐大第2外科

山口三千夫

外傷性中硬膜動静脈凄の2例を報告した 症例1は

49才の男性で交通事故受傷後1ヶ月で右側頭部の骨

折，硬膜外血腫とともに中硬膜動静脈凄を発見し手術

的に血腫除去と動静脈凄の処置を行なった．症例2は

42才の男性で転落事故後に血管等にて中硬膜動静脈の

を認めたもので経過観察中に自然に治癒したが血腫の

合併はなかったと思われる

本疾患に関する現在までの19論文中，症例の詳細が

判明し，かつ検討可能なものに本報告例も加えて考察

を行ない，血腫合併，骨折合併例の多いこと， Fincher

の症例IC認められた頭部異常雑音発生はむしろ少ない

ものであること，自然治癒例もあること等を知った．

3. 頚動脈窟の 1治験例

岐大第1外科

鈴木剛 関野昌宏 村瀬恭一

最近，頚動脈癌の一手術治験例を経験したので文献

的考察を加えて報告する．患者は47才の男子で，左頚

部の腫場ならびに嘆声l乙て当科を受診した．諸検査の

結果総頚動脈痛と診断， 手術を施行す． 手術は常混

G.O.F全身麻酔下lこて，内短絡法を用い左頚動脈溜

切除後テフロン代用血管l乙て繍々吻合を行った．切除

標本は石灰化及び壁の肥厚強く動脈硬化性の動脈癌で

あった．術後意識障害，燕下障害半身麻庫等の合併症

を来す事なく全治退院した．頚動脈癌術後の合率は高

〈，その予防の為IC術中頚動脈遮断時IL:内外短絡法の

使用の有効性を強調した．

4. 両側自発気胸を来した 1例について

国立療養所 岐阜病院

浅野靖 小林君美 加藤康夫

井上律子 清水康彦 松本守海

最近，私共は，再発をくりかえした両側性自発性気

胸に対し関胸術を行ない，これを治癒せしめえた症例

を経験したので報告する．

患者 ；20才，男子，会社員

主訴；呼吸促進胸痛，家族E置，既往歴には特記すべき

ものはない．現病歴；昭和43年8月及び昭和45年5月

の2度にわたり，左肺の自発性気胸をきたす．又昭和

44年7月にも右肺に自発性気胸をきたしており，今回

昭和46年2月の胸部レ線写真で両側性の自発性気胸像

を認める. 3月9日，左上業部分切除術＋肺縫縮術．

1ヶ月後，右上葉切除術を施行した．いずれも肺尖部

に発生したブラの破裂による自発性気胸であった．そ

の術後経過は良好である．
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5.非定型的動脈管関存症の4例

岐大第1外科

馬場国男 馬場瑛逸 広瀬光男

昭和41年以米当教室で扱った動脈管関存症は13例，

うち肺動脈圧 40mmHg以上の肺高血圧症を呈したもの

は7例の58%であった．単純な PDAI乙較べを PH伴

なう PDAは， その修飾された理学的所見から診断な

らびに病態生理の把渥は困難なこヒが多い．

我勺は最近連続して四例か、る“非定型的動脈管関

存症”を経験し，右心カテーテノレ，右心造影などによ

り診断を確定，詳細な検討を加え，重症例2例に対し

ては単純低体混麻酔下に切断術を施行するなど慎重な

手術操作，管理により完治せしめることが出来た．

非定型的動脈管関存症に対して，我々は右心カテ，

右心造影で病態を判定，重症例I~は単純超低体獄麻酔

下に大動脈遮断により動脈管を切離縫合し，優秀な成

績を得たので報告した．

6.小児胃軸捻転症の 1傍1)

岐大第2外科

山本 真史 国枝篤郎

症例 6才女児，入院2目前，昼食2時間後，突然

強度の腹痛をきたし， 某医！~て加療を受けたが， 眠

気，P区吐及び腹部膨満を呈する僚になり，汎発性腹膜

炎の診断の基に，当科t乙転入院して来た，白血球20800,

腹部X線像にて，宵内IL巨大なガス像を認める腸内ガ

ス像は見られず， 腸雑音も聴、えなく， 腹部全体IL圧

痛，ブルンベルグ徴候を認め，primaryperitonitis 

の疑診の基に，約1週間，保存的に加療したが軽快せ

ず 胃透視にて胃軸捻転症と判明し， 手術を施行し

た.GOF麻酔下に開腹．短軸（腸間膜性） に180度

回転した胃軸捻転症であることを確認し，整復術のみ

施行して手術を終った．良好なる術後経過にて術後16

日自に退院した．

7.重復腸管による新生児イレウスの

1治験例

岐大第2外科

佐藤昭夫 樫~~良友 田中千凱

症例：生後5日目の女児，妊娠分娩経過に異常な

く，生’卜ll'f(,！；、重 3,800g

現症歴：少量の胎便排出は認められたが，生後2日

目より時若手L後胆汁緩H区l吐ど，漸次腹部膨満を主訴に生

後 5日目に本科を受診した．

入院時所見’入院時体重 3,300gで脱水著しく，腹

部は著明な鼓腸を呈し，腸雑音は聴取不能．復部単純

レ線像では左上腹部i乙限局する小腸ガス拡張像及び銭

面像と更に注腸造影ILて回盲部に彊状の線状狭窄を認

め，回盲部狭窄によるイレウスヒ診断した．

手術所見： GOF麻酔下に開腹するに， 回盲部腸管

膜付着側ILクルミ大の弾性軟な腫癌による狭窄が認め

られた．よって腫癌を含め回盲部を約 llcmt乙亙り切

除し，端口吻合を行った．この腫溜は粘調な白色混濁

液約 lO~c を内容とする弧立性の護腫で，組織学的に

は嚢腫の内墜に腸粘膜を認め，重複腸管であることを

確認した．術後経過は順調で術後12日自に体重3,800g

i乙2全治退院した．

8.経皮経肝胆道造影法について（第2報）

岐大第1外科

林淳治 下野達宏 後藤明彦

日赤病院外科 松浦昭吉

肝，胆道疾患に於て，経口，経静脈的胆管造影法に

は満足な結果が得られない場合，肝の排油機能IL影響

されない，しかも従来言われている程危険（合併症）

が少い，経皮経肝胆道造影法を応用することは，意義

のあることである．今回は，良性の閉塞性黄痘疾患例

（胆石）を中心にして，その実際の造影写真を供覧

し，我々が実際実施している千葉大方式の利点につい

ても考察を加えた．

9. 尿膜管開放症の 1例

県立岐阜病院泌尿器科石山勝蔵

18才男子， 5～6年前より度々勝脱炎を起すといっ

て来院した．隣より時々水様のもの時に膿様の分泌物

があるという．排尿痛のある時IL隣を圧すると痛い．

勝脱頂部IL陥凹あり，その中心IL小疲孔を認める．

勝脱造影で勝l抗頂部より漏斗状l乙前上方！L隣に向う像

がみられる．

手術により勝脱頂部より隣まで，腹膜前面IL一見尿

管様の小指大の管を認め摘除した．術後経過良好．辻

の分類による尿膜管降下不全に該当すると考える．

10.前立腺膿療の勝脱穿孔

岐大泌尿器科常国昌弘

症例3・6才男．主訴・血尿．家族歴：特記すべき

ものなし．既往歴：昭和34年4月以来，排尿排便時失
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禁発作7回あり， llB和34年のl祭は，血尿腹痛伴い 1 

日で消失．某泌尿器科で精査，原因不明のま、退院．

現病歴：昭和45年11月27日より血尿， 37c台の発熱，

頻尿あり某医受診，12月7日当科受；？；，入院．入院時

所見：血膿尿．ヘモグラム上軽度リンパ球増多．前立

腺触診上：倭少，境界不鮮明，中心部に不整な結節ふ

れ，全体として硬，波動なし，精裂腺腫大．勝脱造

影，勝目光鋭所見上，勝脱底部，三角部前方に接し， 深

い陥凹あり，前立腺触診時に膿汁の湧出をみる．生検

上悪性像なく，抗生剤投薬10週後痩口は完全閉鎖，自

覚症状消失．なお，脳波所見は正常であり，日わゆる

M icturi ti on Syncope！：：：関連して検討している．

第 62回岐車外科集談会

日時：昭和46年 9月21日午前5時30分

場所－岐阜大学医学部附属病院外来棟4階講堂

1.イソジンの殺菌効果

岐大泌尿器科

坂 義人

体表より水銀の吸収が問題になりマーゾニンが手術

創消毒薬として不適当どなった．今回イソジン液につ

いて主に緑臓菌に対する殺菌効果及び脱色との関係を

若干検討した．

石炭酸系数を求める方法に準じて各濃度イソジン液

lOml中に菌液 lmlを混和し 1ふ5,10,15分後に 1白

金耳量を TrypticaseSoy Broth lこ値菌し培養判定

した．菌液は平板第養で得られたコロニーを取り生食

水中によく混和して用いた．緑膿菌8株，大腸菌，黄

色プ菌各1株とも 1,000倍稀釈液では 1分で殺菌され

るが 5,000倍稀釈液では15分でも殺菌されない．作用

温度20℃， 37Cで差は認められなかった.50倍イソヲ

ン液 lOmlIL血清，尿（蛋白一～＋仲）を lml加える

とただちに脱色が起り同時IL殺菌力が低下する．血清

混合の場合は15分でも緑膿菌を殺菌しないが尿の場合

は1分で殺菌し 100倍稀釈イソジン液では殺菌しない

ものもある．イソツン液で勝脱洗厳した場合にも脱色

が起る．

2. I結石を合併した尿管癒の 1例」

岐大泌尿器科

45才，男子，会社員

主訴・排尿困難

伊藤文雄 野村恭鴻

初診．昭和46年7月31日

家族歴・既往歴－特記すべきものなし

現病歴数年来，尿線の細小化，中絶，排尿時間延

長，残尿感が続き， 最近特IC.著しく なり当

科受診．

IVP，尿道造影， X線テレビ，勝脱鏡等で，鳩卵大

の右尿管溜を認め，癌内t乙結石の合併を見た．なお右

尿管下部は著しく拡張し，水腎症も認められた．尿路

の奇形は認められなかった．勝脱高位切開lとよ り尿管

癌切関術，屈管勝脱新吻合術を行い．同時に内尿道口

に小切開を加えて勝脱頚部の通過障害を除いた．術後

2週間で VURは認めていない．この 1例を加え本邦

200例の尿管溜につき統計的観察を行なった．詳細は

原著として発表する予定．

2.尿道外に脱出し，結石を合併していた

尿管癌の 1例

県立岐阜病院（館、尿器科）

石山勝蔵

52才 5回経産婦， 2～3年前より外尿道口部に不

快感あり．時IC.尿線中絶，血尿.3目前より排尿困難

強し鶏卵大の腫癌が外尿道口部に出来，痛くて出血

する．

暗赤色で表面平滑，軟いゴムマワ状の腫溜で， 5時

の位置より少量宛出血あり．触診中，この腫溜の申に

小指頭大の結石1ケを触れるど共に， 5時の位置より

尿の噴出あり，腫癌は小さくなった．翌日自然排石．

高位切開に右尿管癒の切除を行った．術後勝脱尿管逆

流現象あり．




