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I.緒 言

腸管癌腫ハ石橋,鷹 津兩氏 ニヨレバ ソノ頻度 ハ全癌腫ノ約0.86%,半 井氏 ニヨレバ3.27%ナ

リト云 フ.今 諸家ノ統計ヲ觀察 スルニ平均約2%ヲ 占ム.而 シテ廻盲部癌腫 ハ腸癌腫ノ約21%

ヲ占 メS字 状部結腸癌腫ニ次 ギ屡々遭遇 スル疾患ナ リ.而 シテソノ經過ハ概ネ緩慢ニシテ臨牀

上 ノ徴候亦不確實ナル場合多 シ.加 之發病初期ニ當ツテハ其困難症僅少ナルヲ以テ患者ハ早期

ニ醫門ヲ訪 フ場合稀 ナ リトス.即 チ廻盲部ニ觸知 シ得べキ大腫瘤乃至高度 ノ独窄症状 ノ襲來ス

ルニ及 ンデ初 メテ外科的寮法 ヲ試 ミタルモノ多 シ.是 レ恰モ食道癌患者ガ醫門 ヲ訪 フノ際 ハ其

病變巳ニ高度 ニ進捗 シテ癌性浸潤ハ食道周圍壁ニ及 ビ其切除不可能 ナル場合 ト同様ナル事實 ヲ

想起セシム.

但 シ廻盲部切除 ハ食道切除 ニ比 シ容易 ニシテ且腸間膜腺ノ轉移廣汎ナラザル時期ニ於テハ比

較的外科的療法 ノ成績 良好ナルモノナ リ.故 ニ早期 ニ之ヲ診斷 シ得テ根治療法 ヲ試 ミタル時ハ
リ

他 ノ消化管癌腫 ニ比 シテ其成績最モ良好 ナルベキモノナ リ.余 ハ最近我 ガ教室ニ於テ外科的療

法ヲ試 ミタル廻盲部癌腫數例 ニ遭遇セシヲ以テ茲 ニ之ヲ報告 シ併 セテ該疾患 ノ組織學的檢索竝

ニ診斷及 ビ療法ニ關 シ柳 力余 ノ得 タル經驗ヲ述ベ最後ニ手術直後竝 ニ遠隔成績 ニツキ述 ブル所

ア ラ ン トス.

II.臨 床 例

第1例 藤　原某 女43歳 農.

主訴 腹部疼痛及ビ膨隆.
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家族歴 及 ビ既往症　 患 者生 來健全 ナ リシガ8年 前卵巣 嚢腫 ノ手術 ヲ受 ケ經過良 好 ニ シテ全治 セ リト云 フ.

他 ニ著 患 ヲ知 ラズ,又 家族歴 ニ於テモ遺傳的 關係 ニ ツキ特記 スべキモ ノナシ.

現病歴　 大正11年 秋 頃 ヨ リ心窩部 ニ輕度 ノ疼 痛 ヲ來 セ リ.屡 々下痢 ヲ催 シ爾 來胃腸 疾患 ニ惱 ミシガ, 90

日前 ヨ リ腹 部漸次膨 隆 シ加之腹痛 ヲ訴 フル ニ至 レ リ.其 後2箇 月以來症状漸 次増惡 シ著 シク便 秘 ニ悩 ミ放

屁ナク近時嘔 吐頻 發スル ニ至 ル,依 ツテ某 醫 ヲ訪 ヒ再 三高壓灌腸 ヲ受 ケ其都度排便後一般 症状少 シク輕快

スル ヲ常 トセ リ.爾 來腹部 膨滿,便 秘,嘔 吐等 ノ發作反覆 シタリシガ醫療 ニヨ リ稍 ヤ輕快 セ シ ト雖 モ尚 ホ廻

盲 部ハ常 ニ輕度 ノ壓痛 ア リト云 フ. 5日 前 ヨ リ再 ビ腹部 ノ膨滿疼痛及 ビ烈 シキ蠕 動不穩起 リタル ヲ以テ高壓

灌腸 ヲ受 ケタルモ潤濁セル少量 ノ液體 ヲ排泄 セル ノ ミニテ輕快 スルニ至 ラズ 困難 痙状増惡 シ 途 ニ嘔 吐ヲ來

ス ニ至 レル ヲ以テ 大正12年7月6日 我 ガ教室 ニ入 院 ス.

現症　 體 格中等,營 養不良 ニシテ皮膚及 ビ粘膜 ハ蒼白,貧 血ヲ呈 ス.顔 貌少 シク苦 悶 ノ状 ヲ呈 シ舌 ハ輕度

ノ苔 癬 ヲ有 ス.脉 搏整 正 ニシテ緊張度尋常1分 時約87ヲ 算 ス,呼 吸淺 表.皮 下 淋巴腺 ノ腫脹 ヲ認 メズゴ心臟

ニ異 常 ヲ詔 メズ.肺 臟ハ左肺尖 ニ於テ打診 上濁音 ヲ呈 シ抵 抗 ヲ感 ズ.該 部 ヲ聽診 スルニ呼 吸昔一般 ニ粗 雜 ニ

シテ呼 氣延長 シ笛聲 ヲ聞 ク.右 肺ハ異常 ヲ認 メズ.肝 臟,脾 臟,腎 臟等 ヲ觸知 シ得 ズ.尿 異常 ナ シ.糞 便 ニハ

多數 ノ鞭蟲卵 ヲ證 明ス.潜 在出 血不明.

局所 所見　 腹部一般 ニ膨隆 スレ ドモ腹壁 ハ柔軟.高 度 ノ蠕 動不穩 ア リテ外部 ヨ リ明 カ ニ腸 管輪廓 ヲ觀察

シ得.腹 部 全般 ニ亙 リ壓痛 ア リ.

診 斷　 廻盲部腫瘍 ニ因 スル慢 性腸閉塞症.

手術　 大 正12年7月7日(赤 岩 教授執刀)腰 髓麻醉 ノ下ニ劍 状突起 ト臍 ノ中間 ヨリ耻骨縫合部 ニ至 ル迄

正中線 ニ沿 ヒテ開腹 ス.子 宮ハ尋常大 ニ シテ其周圍 ニ碗豆大 ノ淋巴腺腫大 ヲ詔 ム,廻 盲部 ハ後腹 壁 ト固 ク癒

着 シ硬 固 ニシテ著 シキ浸潤ア リ.加 之高度 ノ狭窄及 ビ通過障 碍 ヲ來 シ附近淋巴腺 ニハ多 救 ノ轉移 ヲ認 ム,恐

クハ廻 盲部 癌腫 ナラ ントノ診斷 ノ下 ニ一轉移性淋 巴腺腫 ヲ摘出 シ直 チニ鏡檢 スル ニ豫想 ノ如 ク 定型的 ノ腺

癌 ナル ヲ證明セ リ,然 レ ドモ小骨盤 内 ニハ既 ニ約200立 方糎 ノ腹水 ヲ證明 シ廻盲部切除術適 腫症 ニ非 ザル

ヲ以テ廻腸 結腸 吻合術 ヲ行 フ.

摘出 モル轉移性 淋巴腺腫 ハ鏡檢 上腺癌 ニ屬 ス.

術後経過良 好 ニシテ腹 壁創 ハ第一期癒 合 ヲ營 ミ術前 ノ困難症 ハ全 ク消夫 シ8月1日 退院 ス.退 院後全身

衰 弱漸次加 ハ リテ遂 ニ同年10月18日 部チ術 後3箇 月半 ニ至 リテ死亡セ リトノ報 ニ接 ス.

第2例　 八木某　 男　54歳　 小使.

主訴　 廻盲部鈍痛.

家族歴　 父ハ「コレ ラ」ニテ死亡 シ母 ハ卒 中ニテ死 ス.他 ニ遺傳的關係 ノ認 ムペキモ ノナシ.

既往症　 患者ハ15歳 ノ時 ニ誤 チテ硝酸 ニテ腹部 ニ火傷 ヲ受 ケシコ トア リ, 1-2年 前 ヨ リ痔核症 ニ罹 リ排

便 ニ際 シ下腹部 ニ疼 痛 ヲ覺 ユル ト云 フ.其 他著患 ヲ知 ラズ.

現病歴　 48歳 頃 ヨ リ胃部 ニ呑酸〓難 ノ感 ヲ訴 ヘタ リシガ咋年夏頃 ヨ リ廻盲部 ニ約 手拳大 ノ柔 軟ナ ル腫瘤

ヲ自 カラ觸知 シ加之該部 ニ疼痛 ヲ發スル コ トア リト云 フ.而 シテ該腫瘤ハ腹壁 ヲ按摩 スルニ腹 鳴ト 共 ニ消

失 スル ヲ常 トセ リ.熱 ルニ上 述 ノ症状 ハ漸次増惡 シ本年6月 頃 ヨ リ食後約10分 乃至20分 ニ シテ廻盲部 ニ
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疼 痛 ヲ覺 エ同 時 ニ下腹部 ニ於 ケル著 シキ蠕 動不穩 ヲ來 シ腹 鳴アレ バ漸 ク輕快 ス ト云 フ.便 通 ハ隔 日1囘.

現症　 體格 中等,榮 養 不良,皮 膚及 ビ粘膜 ハ貧血 ヲ呈 ス,皮 下 淋巴腺 腫脹 ヲ詔 メズ.脉 搏ハ整 正緊張 強 ク

1分 時75ヲ 算 ス.胸 部臟器 ニ異常 ヲ認 メズ.肝,脾.腎 等 ハ觸 知 シ得 ズ.尿 ニ異常 ナ シ.糞 便 ニ潜在出 血 ヲ證

明 ス.

X光 線寫眞所見　 一定 ノ造影 食(「 ミカバ リウム」120瓦,硫 酸「バ リウム」1食 匙,微 温湯250瓦)ヲ 與 ヘ

タル後11時 間 ニシテ對照食 ハ横行 結腸終末部迄移行 スルヲ見 ル.コ ノトキ盲腸外縁及 ビ上縁 ニ於テハ邊縁

不規 則 ナル陰 影 ノ缺損 ヲ認 メ 上行結腸 ニ移行 スル部 ハ甚 ダシク狭小 トナ リ造影劑 ハ既 ニ横行結腸迄達 セ ド

モ上行結腸 ニ於 ケル陰影 像 ヲ認 メズ.恐 クハ盲 賜外壁 拉 ニ後壁 ニ於テ浸潤或 ハ硬 結 アルモノノ如 シ(附 圖

第1參 照).

診斷　 盲腸 癌.

手術　 大 正12年9月27日(赤 岩教授執刀)「 エーテル」麻醉 ノ下 ニ右側直腹筋外緑 ニ沿 ヒ切開 ヲ施 シ開

腹 ス,盲 腸 ト上 行結腸 トノ移 行部ハ著 シク癒痕性 ニ絞窄 シ加之腹壁 側部 ト固ク癒 着 シ手拳大 ノ硬 固ナル腫

癌 ヲ形成 セ ルヲ見 ル.然 レ ドモ盲腸盲端部 ハ比 較的健全 ニ シテ蟲様 突起 間膜ハ短縮 シ一部肥厚 ス,蟲 様突起

ハ著變 ナ シ.附 近淋巴腺轄移 甚 ダ僅少 ナ リ.依 ツテ廻 盲部 切除 ヲ行 ヒ廻腸 ハ廻 盲瓣 ヲ去 ルコ ト10糎 ノ所 ニ

於テ,結 腸 ハ廻盲瓣 ヲ去 ル コト7糎 ノ所 ニ於 テ切除 シ其斷端ハ何 レモ 「タバ コ」縫合 ニテ閉塞 シ更 ニ ソノ末

端ハ廻腸 横行結腸 吻合 ヲナス.

切除標本ヲ檢ズルニ盲腸及ビ上行結腸移行部ニ於テハ硬キ腫瘍ヲ形成シ侵潤甚ダシク其内腔ハ高度ノ狡

窄ヲ呈シ辛ウジテ小指ヲ通過シ得ルノミ.コノ部ノ粘膜ハ著シク肥厚シ全ク皷襲ヲ缺如ス.加之淺キ潰瘍ヲ

形成ス.更 ニ癌性浸潤ハ上行結腸移行部ヨリ廻盲瓣迄侵襲シ之ガ爲メニ該部ノ腸管壁ハ著シク肥厚ス.

鏡楡所見　上行結腸ノ移行部ニ於テ瘢痕性組織 ヲ切除 シソノ切片ヲ「ヘマ 卜キシリン」「エオ

ジン」 重染色 ニヨリ鏡檢 スルニ該部ハ全部一標 ノ腫瘍組織 ト愛 ジテ正常ノ粘膜及 ビ腸壁 ノ組織

ヲ識別スルコト能ハズ.而 シテ腫瘍細胞 ハ圓柱状 ヲ呈シ原形質豐饒,核 ハ「ヘマ トキシリン」ニ

濃染 シ主 トシテ單層 ノ不規則ナル配列ニヨリ腺管ヲ形成 ス,此 ノ腺管ハ ソノ形状不規則 ニシテ

或ハ大 ナル腺管ヲ形成 スルモノア リ,或 ハ管腔独少 ナルモノァリ,或 ハ腺管 ノ多様 ニ分枝 スル

モノア リ,而 シテ管腔内ニハ粘液 ヲ以テ充實スルモノ ト然 ラヂルモノ トアリ又腺管ハ數層ノ腫

瘍細胞 ヨリナ リ恰 モ管腔内ハ多數 ノ腫瘍細胞ヲ以テ充實サレタル如キモノアリ,間 質ハ鬆疎ナ

ル結締織纎維 ト著 シク増殖セル結締織細胞 トヨリナル.

組 織學 的診 斷　 腺 癌.

縄過　 術後良 好 ニシテ腹壁創ハ第一期癒 合 ヲ營 ミ何等 ノ合併症 ナク同年12月18日 即チ術 後2箇 月 餘 ニ

シテ全 治退院 ス.但 シ術後約2箇 月間ハ1日 數 囘 ノ下 痢 ヲ催 セ シガ漸次 ソノ度數 ヲ減 ジ便通1日1行 トナ

リ全 ク健康 ヲ恢復 シ術後3年2箇 月 ノ今 日ニ至 ルモ何等 ノ障 碍ナク勞 働 ニ從事 シ居レ リ.

後檢 査　 大正15年2月17日(術 後2年6箇 月)再 ビ來院 ヲ乞 ヒ腸管吻 合部 内容通過 ノ状態 ヲ檢 ス.造 影

食後8時 間 ニシテ 内容 ハ既 ニ左結腸彎 曲部迄達 セ リ,横 行結腸 ノ殆 ド中央 ニ於 ケル廻腸結腸 吻合部 ハ共機

能良 好 ニ シテ亦内容 ノ一部ハ逆進 シテ吻合部 ヨリ上 位,約 右 結腸 彎曲部 迄侵入充 滿 スルヲ認 ム,腸 管 ノ蠕動
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運動 正常 ニ シテ内容 ノ推進可良 ニシテ約12時 間後 ニ廻腸ハ全 ク空 虚 トナ リ下行結腸 充滿 ス.吻 合部 ヨ リ上

位 ニ侵入 セル内容ハ尚 ホ大部分存在 スルヲ認 ム(附 圖 第2參 照).

以上術後 ノ經過 ニ於 テ注 目スベキ現象 ハ廻 賜横行結腸吻 合後 ハ暫時 ノ間下痢 ヲ來 ス コトナ リトス.是 レ

恐 クハ上行結腸 ノ大部 ヲ曠置 セル ヲ以テ腸 内容 ハ直 チ ニ横行結腸 内ニ入 リ内容 ノ濃 縮作用 ニ影響 スルモ ノ

ノ如 シ,此 ノ症状 ハ術 後不快 ナルモ漸次代償 作用 ニ ヨ リテ整復 シ得 ルモ ノナル コ トヲ證 シ得 タ リ.

第3例　 岡某　 男51歳　 無職.

主 訴　 腹 内腫癌.

家族歴及 ビ既往 症　 家族歴 ニ於 テ癌腫 或ハ結核等,遺 傳的 關係ニ ツキ徴ス ベキモ ノナ シ.患 者ハ生來 健

全 ニ シテ著患 ヲ知 ラズ.

現 病歴　 約5年 前自 ラ偶然廻盲部 ニ桃實 大 ノ無痛,可 動性 ノ腫 傷 ヲ發見 セ リ.其 後漸次該部 ニ輕 キ疹痛 ヲ

覺 ユル ニ至 レ リト云 フ.便 通ハ不整 ニ シテ或 ハ秘結 シ或ハ下痢 スル コトア リ.以 上 ノ症状ハ漸次 増惡 シ大

正10年 本院 ヲ訪 レ廻 盲部癌 ノ診斷 ノ下 ニ手術 ヲ受 ケ廻 盲部 切除及 ビ廻腸横行結腸 吻合 ニ ヨ リ一旦ハ治癒 セ

リ.然 ルニ昨年1月 再 ビ左季肋 部 ニ疼痛 ヲ覺 エ4箇 月前 ヨ リ同部 ニ腫瘤 ヲ觸知 スルニ至 レ リ.「ブ ロモ ナー

ル」療法等 ヲ受 ケ タレ ドモ何等效 ナ ク益 々増惡 スルヲ以テ大 正13年1月5日 我 ガ外來 ヲ訪 ヒ即 日入院 セ リ.

現症　 體格 中等,營 養不良,皮 膚 及 ビ粘膜ハ蒼 白貧 血ヲ呈 ス,顔 貌 稍 ヤ苦悶 ノ状 ヲ呈 ス,舌 ニ輕度 ノ白苔

ヲ被 ル.兩 側 頸部 及腋 窩淋巴腺 ノ腫大 ヲ觸知 セ ズ.脉 搏整 正,大 ニ シテ緊張度尋 常, 1分 時約7bヲ 算 ス.肺

及 ビ心 臓 ニ著變 ヲ詔 メズ.肝.脾,腎 ニ觸知 シ得 ズ.

局所 々見　 廻盲部腹壁 ニ於テ直腹 筋外 側 ニ沿ヒ長サ約12糎.幅 約2糎 ノ手術創 瘢痕 ヲ認 ム.下 腹部 ハ一

般 ニ膨隆 シ蠕 動不穏 ノ状 ヲ認 ム.廻 盲部 ヲ壓 ス ルニ腹 鳴 ヲ聞 ク.此 ノ癒 痕 ト正中線 トノ中間ニ於テ鷄卵 大 ノ

表面 平滑ナ ル移動 性 ノ境留明劃 ナル無痛性 ノ硬キ腫 瘍 ヲ觸知 ス.又 左季肋部 ノ深部 ニ於 テモ約 手拳大 ノ表

面凹 凸ニ シテ可動性硬 固ナル腫 瘍 ヲ觸知 ス.腫 瘍 ノ上縁 ハ肋骨 弓 ヲ超 エ下端 ハ殆 ド臍 ニ達 シ呼 吸的移動 ヲ

示 ス.又 體 位ニ ヨ リテ モ ヨク移 動ス.壓 痛 ナシ.尿 ニ異常 ナキモ糞便 中 ノ潜在出血ハ強陽性 ナ リ.

診 斷　 再發性廻盲 癌竝 ニ大網膜轉 移.

手術ノ適應症ナキヲ以テ保守的療法ニ委セリ.

前手術時ニ於ケル廻盲部標本所見.

イ)肉 眼的所見　盲腸 ノ殆 ド全部 ニ亙 リテ腸管全周壁 ヲ侵襲セル腫瘍 アリ.其大サバ小兒

頭大 ニシテ球状 ヲ呈 シソノ表面凹凸不同ニシテ所々大小種 々ノ寒天様内容ヲ有 スル嚢腫状造構

ア リ,其 硬度一 彈性軟 ニシテ其色,帶 黄灰白色,牛 透明 ニシテ膠標 ノ性状ヲ備 フ.今 腫瘍

ヲ上行結腸 ノ後面 ヨリ縦軸 ニ沿 ヒ切開スルニ盲腸壁ハ全部膠標變化 シソノ厚サ約3糎 ニ達 スル

部分アリ.内 腔 ハハ手拳大ノ廣キ腔洞ヲ形成 シ粘膜全ク缺如 シ所々潰瘍 ヲ形成 シソノ底面粗糧

ナ リ.廻 腸末端部ハ健全ナルモ廻盲瓣ハ腫瘍 ノ侵襲ニヨリソノ壁著 シク肥厚 シ盲腫末端部ハ健

全ナル蟲標突起 ト僅ニ健全ナル粘膜ヲ存 スルノミ.腫 瘍ハ盲腸 ト上行結腸 トノ塊界ニ於テ比較

的限局性 ニ境 サレ上行結腸移行部ハ高度 ノ狹窄 アリ,腫 瘍附近ニ於クル轉移竃ハ肉眼的ニ認 ム

ル能ハズ.

56



廻盲部癌腫竝ニ發作性廻腸疊積症ノ一原因ニ就テ 649

ロ)組 綴學的所 見　 腫瘍ノ一部ヲ腸壁全層 ニ亙 リテ切除 シ約10「 ミクロン」 ノ切片 ヲ作 リ

「ヘマ トキシリン」「エオ ジン」重染色ニテコレヲ鏡檢スルニ筋層 ハ著 シク肥厚 セルモ筋纎維ハ多

ク萎縮 シ或 ハ硝子様變性 テ呈ス.多 數 ノ圓形小細胞 ノ浸潤 アリ.結 締織纎維 ニ富 ム.加 之所々

腫瘍細胞ノ浸潤スルヲ見ル.粘 膜層ハ悉ク腫瘍組織 ヨリナ リ腫瘍組織ノ大部ハ主 トシテ單層 ノ

圓柱状腺細胞 ヨリナル大小種 々ナル腺管ヨリ成立 ス.腫 瘍細胞ハ著 シク原形質 ニ富 ミ核 モ亦圓

柱状 ヲ呈 シ何 レモ細胞ノ周邊部ニ排列 シ「ヘマ トキ シリン」ニ濃染 ス.腺 管ハ大小不同ニ シテ或

ハ多數ニ分枝 スルモノアリ.管 腔ノ著 シク大ナルモノアリ.管 腔内ハ極 メテ多量ナル粘液ヲ以

テ充 タサル.之 等腺管ノ間ニハ孤立性 ノ管腔 ヲ形成 セザル腫瘍細胞 ノ集團アリ.或 ハ腺管壁ハ

數層 ノ細胞 ヨリ配列 セルモノアリ.尚 ホ大小種々ノ腺管ハ互 ニ集團 シテ ソノ周團ハ強靱ナル結

締織細胞ヲ以テ圍繞 セラレ胞巣状 ヲ呈 セルモノアリ或ハ多數ノ腺管互ニ癒合 シテ全ク廣汎ナル

粘液變性竈 ニ陷 リ著 シク破壊 シテ僅 ニ腺管ノ痕跡 ヲ認 メ得ル部分ア リ.コ ノ所見中注 目スベキ
の

ハ各腫瘍細胞ハ多量 ノ粘液ヲ分泌 シテ腺管内ハ悉ク粘液ヲ以 テ充實サ レ肉眼的ニハ膠様癌 ニ著

シク類似 スル コトナ リ.

組織學的診斷　腺癌.

第4例　 澤田某　 男　 53歳　 商.

主訴　 心窩部 ニ現バ レル發 作性膨 隆及 ビ疼 痛.

家族歴　 遺傳 的關係 ニツキ徴 スべキモ ノナシ.

既往症　 患者生 來健 全 ニシテ著患 ニ罹 リシコトナ シ.

現病 歴　 本年4月5日 酒量 ヲ過 シ タル爲 メカ心窩部 ニ烈 シキ疼痛 ヲ覺 エ且呑酸〓囃 ノ不快症状 ア リタリ,

依 ツテ某醫 ヲ訪 ヒ治療 ヲ受 ケ数 日ニシテ幾分輕快 セ シモ 其後 屡 々心窩部 ニ疼痛 ヲ覺 エ コノ疼痛 ハ食 事中或

ハ食後1時 間 ニシテ起 ルコ トア リ.或 ハ空腹時 ニ來 ル コトモア リテ一定 ナラザ リシガ之等 ノ疼痛漸次 増惡

スルニ至 レ リ.遂 ニ4箇 月前 ニ高度 ノ腹 部膨 隆 卜蠕動不穩 ヲ來 セ リ.然 ルニ コノ症状ハ2-3日 持績 シタル

後便通 及ビ放 屁 ア リテ著 シク緩解 セ リ.ソ ノ際便 通 ト共 ニ暗黒色肉塊様 ノモ ノヲ排泄 シタ リシガ醫 師 ノ檢

査 ニヨ リ血液凝 固物ナ ルコFヲ 知 レ リ.爾 來同様 ナル發 作6回 ア リテ漸次身體高度 ニ衰 弱 シ 大正13年10

月1日 我 ガ教室 ニ入院 セ リ.

現 症　 體格矮小ニ シテ甚 ダシク羸痩 シ體重9貫500匁,顔 貌 苦悶 ノ状 ヲ呈 シ皮膚及 ビ粘膜 ハ蒼白 ニ シテ

強度 ノ貧血 ヲ呈 ス.脉 搏 整正.緊 張度尋常. 1分 時和72ヲ 算 ス.心 臟 ハ左方 ニ約1横 指肥大 シ心音微弱 ニ シ

テ雜 音 ヲ混 ズ,肺 臟 ニ著變 ヲ詔 メズ.肝,脾,腎 臟 ヲ觸知 セズ.尿 ニ異常 ヲ認 メズ.糞 便 ニハ潜 在出血強陽

性ナ リ.

局所 々見　 腹部一般 ニ陷凹 シ心窩部 ニ於テ約手拳大 ノ横走 セル腫 瘤 ヲ認 ム,腫 瘤 ハ明 カニ呼吸性 移動 ヲ

呈 シ ソノ下界 ハ明劃 ニシテ剣状突起 ヨ リ臍 ニ至ル下3分 ノ1ノ 所 ニ位 ス,腹 部 ヲ觸診 スル ニ 腹壁一般 ニ柔

軟 ニ シテ何等 ノ抵 抗 ヲ示サ ズ,該腫 瘤ハ高度 ノ移動性 ヲ有 シ容易 ニ臍下部迄 引下 ゲ得.腫 瘤 ノ大部 ハ氣脹性

柔軟 ニ シテ打診上 明 カニ鼓昔 ヲ呈 ス,一部 分 ニ於テ鷄卵大 ノ表面不平滑 ニシテ硬 固ナル塊 ヲ觸知 ス.壓 痛乃
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至 自發痛 ナ シ.

診斷　 十 二指腸潰瘤或 ハ幽門癌 カ

手術　 大 正12年10月23日(赤 岩 教授執刀)「 バ ンカイ ン」局所麻 醉 ノ下 ニ劍状突起 ヨ リ臍 ニ至 ル中線切

開 ヲ以 テ開腹 ス.胃,十 二指腸及 ビ膵臟 ニ異常 ヲ認 メズ,然 ルニ廻盲部 ハ蟲様突 起 ト共 ニ横行 結腸中央 部迄

篏入 シ約20糎 ニ亙 ル長 キ腫 瘍 ヲ作 レ リ.徐 々ニ疊積 ヲ緩解 スルニ盲腸 末端 ニ至 リテ腸 管ハ痙 攣性 ニ收 縮 シ

著 シク肥厚 シ硬固 トナ リ恰モ腫瘍存在 スルモ ノノ如 シ.茲 ニ於 テ廻 盲部切除竝 ニ廻腸 横行結腸側 々吻合 ヲ

ナ ス.

切除標本 盲腸末端粘膜 ヨリ腫瘍發生 シ約鵞卵大 ニシテ其硬度甚ダシク堅 シ.盲 腸内面ハ廣

汎ナル領域ニ亙 リテ侵サ レ加之淺キ潰瘍ヲ形成 ス.此 ノ腫瘍 ガ疊積 ノ先導ヲナシ横行結腸中央

部迄篏入セル ヲ知ル.廻 盲瓣 ハ殆 ド健 全ニシテ通過障碍 ヲ來 スベキ何等 ノ變化ヲ認 メズ,蟲 様

突起 ハ著 シク肥大延長 シ根部ニ於テ内腔 ノ擴張 ヲ認 ム.

鏡檢所見　腫瘍 ノ一部ヲ切除 シ「チエロイヂン」包埋法 ニヨリ10「 ミクロン」ノ切片 トナ シテ

「ヘマ トキ シリン」「エオジン」重染色ヲ施 シコレヲ鏡檢スルニ腫瘍ハ粘膜層,粘 漠下層及 ビ筋層

ニ區分 シ得ベ シ.粘 膜層 ニ於テハ腺管ハ既ニ正常ノ造構ヲ失 ヒソノ管腔大小不同ニシテ細胞 ノ

配列不規則ナ リ.腺 管ハ其 多數ハ單層 ノ狹長ナル核 ヲ有スル圓柱上皮細胞 ヨリナルモ之等腺管

ノ間ニハ無秩序ナル多數 ノ上皮細胞 ノ胞巣 アリ.此 部ニ於テ核ハ圓形ニシテ氣胞状 ヲ呈 シ1箇

乃至數箇 ノ小核 ヲ有 スルモノアリ.著 シク壇殖ノ傾向 ヲ呈 ス.管 腔内ニハ何 レモ多量 ノ粘液ヲ

以テ充タサル.間 質組織ハ結締織纎維甚ダ僅少ナルモ多數 ノ小細胞 ノ浸潤,殊 ニ多數 ノ 「エオ

ジン」嗜好細胞 ノ浸潤ヲ認ム.粘 膜 下組織 卜筋層ノ間ニハ強靱ナル結締組織 ト多數 ノ小細胞ノ

浸潤竝ニ毛細管 ニ富ム間質組織ア リ.之 等 ノ間質 ニ介在 シテ大小種々ノ癌胞巣 ヲ形成 ス.之 等

ノ胞巣 ハ多數 ノ大小種 々ナル圓形上皮細胞 ヨリ成 リ細胞ハ著 シク粘液ニ富 ミ核ハ細胞 ノ周邊ニ

排壓 セラレ所謂印環細胞 ノ像ヲ呈スルモノアリ.細 胞中粘液 ノ生成盛ナルモノニ於テハ胞體著

シク大 ニシテ透明氣胞状 トナリ遂ニ破裂 シテ大 ナル粘液竈ノ周邊 ニ排列 ス.或 ハ粘液中各所 ニ

散在 スルモノアリ.亦 多數 ノ細胞相集 マ リテ其胞巣 ノ中央 ハ粘液性變質 ニ陷 リ核ハ其周邊ニ於

テ環状 ニ配列 セルモノア リ.筋 層ハ著 シク肥厚 シテ多數 ノ結締織細胞ノ浸潤 セル部分アリ(附

圖第6參 照).

組 織學 的 診 斷　 膠 標 癌.

經過　 術後 ノ經過 良好 ニシテ腹 壁創 ハ第一期癒合 ヲ營 ミ何等 ノ合併 症 ナク,大 正13年11月17日 印 チ術

後第24日 目ニ全治退院 セ リ.爾 來全 ク健康 ニシテ術後2年1箇 月 ノ今 日ニ至 ルモ何等 ノ障碍 ナク家業 ニ從

事 シ居 レ リ.

後檢査　 大正15年6月22日(即 チ術後1年8箇 月)再 ビ來院 ヲ乞ヒ吻合部 ノ内容通過 状態及 ビ全身状態

ヲ檢 ス.一 般營 養状態著 シク可良 トナ リ體重モ驚 ク可 ク増加 シ術前 ニ比 シ約5貫 目ヲ増加 セ リト云 フ.便 通

1日1回 ニ シテ普通 便 ナ リ.

X光 線檢査 ヲ以 テ腸 管内容通 過 ノ状況 ヲ檢 スル ニ一 定 ノ造影劑食後3時 間 ニシテ對照 食 ノ大部ハ廻腸 ニ
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ア リ一部 ハ吻合部 ヲ遙過 シ横行結腸 及 ビ下行結腸迄達 シ居 レルヲ認 ム.横 行結腸 ノ約 中央部 ニアル吻 合郡

ノ機能 ハ良 好 ニシテ 該 吻合部 ヲ通過セ ル内容 ノ一部 ハ正常 ノ如 ク腸蠕 動 ニヨ リ直接下 方 ニ移行 スル ヲ見 ル

一部 ハ吻合部 ヨ リ上 位ニ逆進 シ右側結腸 彎曲部迄侵入 セル ヲ認 ム.コ ノ一 旦上位腸管 ニ逆進 セ ル内容 モ腸

管蠕動 ト共 ニ逐次下 方 ニ推進 シ行 ク ヲ認ム(附 圖第3參 照).

第5例　 矢吹某　 男52歳　 僧侶.

主訴　 右側腹部 ノ抵抗及 ビ緊張 ノ感.

家族歴　 5人 ノ兄 弟中其1人 ハ黄疽 ニテ死 亡セ リ,其 他何等 ノ遺傳的關係 ヲ認 メ ズ.

既往症　 生 來健全 ナ リシガ大 正7年 夏 「マ ラ リヤ」ニ罹 リ約2箇 月 間醫療 ヲ受 ケ全治 セ リ.其 後 大正8年

5月 頃發 熱 シ39度 ニ及 ビ約10日 間持續 セ リ.某 醫 ヲ訪ヒ急性腎臟炎 ノ診 斷 ノ下 ニ約80日 間 ノ治療 ヲ受 ケ

全 タ治癒 セ リ.

現病 歴　大 正12年7月20日 頃 夜間突然便意 ヲ催 シ排便 セルニ2箇 ノ固形物(恐 ラクハ凝 血 ナラ ンカ)ノ

出 デ タル感 ア リ,次 デ液便 ヲ排泄 セ リ.暫 時 ニ シテ又排便セ ルニ前同様 ノ固形物 ト多量 ノ液便 ヲ排 泄セ リ.

此 ノ第2囘 ノ排便 ニヨ リ全 ク人 事不省 ニ陷レ リ.意 識 覺醒後尚 ホ液便 ヲ排 泄セ シガ之 ヲ檢セ シニ新 鮮 ナル

血液 ナ リキ,此 ノ爲 メニ當時 貧血甚 ダ シカ リシガ約2箇 月 ノ治療 ニ ヨ リ幾分ハ恢復 セ リト云 フ.其後 鐵劑 ヲ

内服 シ或 ハ十 二指腸蟲 ノ驅蟲療法 等 ヲ受 クルモ著 シキ效果 ヲ見 ズ.加 之同年8, 9月 頃 ヨ リ下腹 部ニ緊張 ノ

感 ヲ覺 エ且右側腹部 ニ抵抗 ヲ觸知 スルニ至 レルヲ以テ大正14年5月15日 我 ガ教室 ニ入院 ス.

現症　 體格 中等營 養不良,皮 膚及ビ粘 膜ハ蒼 白 ニシテ高度 ノ貧 血 ヲ詔 ム,皮 下 淋巴腺 ノ腫脹 ヲ觸知 セ ズ.

舌 及 ビ扁桃腺 ニ異常 ナ シ.豚 搏 整正,緊 張度微弱 ニシテ小. 1分 時約108ヲ 算 ス.心 臟 ニ異常 ナク肺臟 ニ於

テモ呼吸音一般 ニ微 弱ナル他 ニ著變 ヲ認 メズ.肝,脾,腎 臟 ヲ觸知 シ得 ズ.

局所 々見　 腹壁一般 ニ柔 軟ナ リ.廻盲 部ニ約 手拳大 ノ腫瘍 ヲ觸知 ス.該 腫瘍 ハ硬 固 ニシテ僅 ニ移動 シ壓痛

ナク觸診 ニ際 シ搏水 音 ヲ呈 ス.心 窩部 ニ於テ稍 ヤ左方 ニ偏セ ル約鷄卵大 ノ一腫 瘍 ヲ觸知 ス,其 硬度 ハ著 シク

硬固 ニ シチ且殆 ド移動性 ヲ缺如 セ リ.又 左側腹部 ニ於テ臍 ノ左 方約3横 指徑 ノ所 ニ於テ胡桃大 ノ可 動性 ニ

シテ硬 固 ナル腫瘍 ヲ觸知 ス,尿 ニ著變 ヲ認 メズ.糞 便ハ下痢便 ニシテ血液 ヲ混ズ血色素含有量バ ザー リー氏

血色素計 ニテ20度 ナ リ.

診斷 廻盲部癌腫竝ニ大網膜轉移.

手術　 大 正14年5月23日(赤 岩 教授執刀)腰 腿麻酔 ノ下 ニ剣状突起 ヨ リ臍下部 ニ至 ル中線 切開 ヲ以 テ腹

腔 ヲ開 クニ脉搏 ハ微弱 ニ シテ殆 ド觸知 シ得ズ,加 之切開創 ヨ リノ出血ハ甚 ダ僅微 ナ リ.廻盲部 ニ於テ男子 手

拳 ノ約2倍 大 ノ腫瘍 ヲ認 ム,周 圍 トノ癒着 ハ比較 的僅少 ニシテ尚 ホ淋 巴腺轉 移ハ殆 ドナ シ.然 ル ニ肝 臟左葉

下縁 ニ約鵞卵 大 ノ轉移竈 ア リ.此 ノ肝臟腫 瘍 ノ表面ハ帶黄灰 白色 ヲ呈 ス,廻 盲 部及 ビ肝臟轉移 ノ切除ハ適應

症 ナレ ドモ貧 血高度 ナル爲 メ虚脱 ヲ來 ス危險 アル ヲ以テ以上 ノ手術ハ適 應セズ.故 ニ腸 管 ノ通過障 碍 ヲ除

去 ス ル目的 ヲ以 テ廻盲横行結腸側 々吻合 ヲナ シ腹腔 ヲ閉鎖 ス.

術後 輪血法 ヲ試 ミ約200立 方糎 ノ血液 ヲ右側 正中靜脉 ニ注入 シ一 時ハ一般状態稍 ヤ恢 復 シ脉搏 モ幾分良

好 トナ リタレ ドモ心臟衰 弱漸次相加ハ リ同月25日 即チ術 後2日 日午前3時 途 ニ不幸 ノ轉歸 ヲ トレ リ.
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第6例　 松永 某　 男　 45歳　 商.

主 訴　 廻盲部 ノ發作 性疼 痛及 ビ腫瘤.

家族歴　 結 核症或 ハ癌腫等 ノ遺 傳的疾 患 ヲ認 メズ.

既往症　 患者生來強 健ニ シテ著患 ヲ知 ラズ.

現病歴　 大 正13年9月 頃 ヨ リ下腹部 ニ當 リ違和 ノ感 ア リ.時 々下腹部 ノ膨隆 ト蠕 動不穩起 リ他人 トノ談
ヤ モ ミ

話 中ニモ氣分沈 鬱 トナル コ トア リタリ.然 ルニ大 正14年1月1日(約5箇 月 前)食 物 ノ不攝生 及 ビ過度 ノ

勞働 ノ後夜間突 然惡 感 ヲ覺 エ體温37度8分 ニ上昇 シ加之胃部 ニ疼痛 ヲ發 シ次デ廻盲部 ニ限局性 ノ疼 痛 ヲ來

セ リ.コ ノ際1, 2回 ノ嘔吐 ヲ來 シ腹部一般 ニ膨隆 シ且緊張セ リト云 フ.疼 痛可 ナ リ烈 シカ リシ爲 メ翌朝鎭

痛劑 ノ注射 ヲ受 ケ 稱 ヤ輕快 セ シモ 廻盲部 ニハ手拳大 以上 ノ硬 キ壓 痛 アル腫瘍 ヲ認 ムル ニ至 リシヲ以テ 該部

ニ氷奄法 ヲ置 キ病殊 ニテ安 靜ニ横臥セ リト.約1週 間 ノ後著 シク輕快セ ルニヨ リ徒 歩 ニテ我 ガ附屬 醫院 ニ

通院 シ濕布療法 ニ ヨ リ10日 ノ後廻盲部 ノ腫瘍 ハ消失 スルニ至 ル.爾 來身體 ノ安 靜 ヲ保テ バ別段 困難 症 ナキ

モ少 シク勞働 ニ從事 スル カ或ハ長途 ヲ歩行 スル トキハ忽 チニ シテ腰痛及 ビ腹痛 ヲ訴 ヘシノ ミナ ラズ 廻盲部

ニ腫瘤 ヲ形成 ス ト云 フ.依 ツテ大 正14年5月17日 我 ガ教室 ニ入院 ス.

現症　 體格 中等,營 養尋常,顔 貌 少 シク苦悶 ノ状 ヲ呈 ス.皮 膚 及ビ粘膜ハ蒼 白 ニシテ貧 血 ヲ呈ス.皮 下淋

巴腺 ノ腫 大 ヲ觸 レズ.脉 搏整正,緊 張稍 ヤ微 弱, 1分 時74,右 肺尖及 ビ右 肺後下方 ニ小水泡性「ラツセ ル」ヲ

聞 ク,心 音ハ稍 々微 弱 ナ リ.肝,脾,腎 臟 ヲ觸 知 シ得 ズ.尿 ニ異常 ナ ク,糞便 ハ普通便 ニ シテ潜在 出血 ヲ證明

セズ.

局所 々見　 腹壁 ハ一般 ニ柔軟 ニ シテ膨 隆セ ズ,暫 時觀 察スルニ廻 盲部 ヨ リ右季肋部 ニ亙 リ約手拳大 ニ シ

テ扁平 ナル膨 隆起 ルヲ認 ム,同 時 ニ患者 ハ此部 ニ疼痛 ヲ訴 フ.該 腫瘤 ヲ觸診 スルニ約手拳大 ニシテ ヨク移動

シ壓痛 ア リ,其 硬度ハ緊張彈 力性 ナル所 ト硬固 ナル所 トヲ有 シ硬固 ナル所 ハ腫瘍 ノ大部 分 ヲ占メ一部 ニ於

テ結節性 不平等 ナル所 ア リ.彈 力性柔軟 ナル部 ハ室 氣枕 ノ觸感 ア リテ壓 スルニ腹 鳴 ヲ發 シテ消失 ス.此 ノ腫

瘍出現 ト共 ニ下腹部全般 ニ亙 リ高度 ナル蠕動不穏 ノ起 ル ヲ認 ム.

X光 線檢査所見　 一定 ノ造影劑投與後7時 間 ニ シテ檢 スルニ盲腸 ハ造影劑 ヲ以テ完全 ニ充 滿 ス.盲 腸 ニ

輕度 ノ移動 ア リ.蠕 動烈 シクシテ痙變性 ナ リ.上行結腸ハ多少 内方 ニ屈曲 セル形 ヲナ シ觸知 シ得 ベキ腫 瘍ハ

コノ屈曲部 ノ彎入部 ニ存 シ輕度 ノ移動 ヲ有 ス.寫 眞版上 ニ於 テハ盲腸 ト上行結腸 トノ移行部 ニ於 テ明 カニ

邊縁 不規 則 ナル陰 影 ノ缺損 ヲ認 ム.通 過障碍 ノ認 ム可 キモ ノナ シ.唯 ダコ ノ腫瘍 ノ壓迫 ノ爲 メカ廻腸上行部

ノ擴張 ヲ認 メ結腸 右側彎曲部 ニ「バ リウム」沈着 ヲ認 ム(附 圖第4參 照).

診斷　廻盲部癌竝ニ移動盲腸.

手術　 大 正14年5月26日(赤 岩教授 執刀)全 身麻醉 ノ下 ニ開腹術 ヲ行 フ.右 肋骨弓 ヨ リ臍 下部 ニ至 ル右

側 直腹筋外側 切開 ヲ施 シ腹腔 ヲ開 クニ盲腸後壁 ニ於 テ 強度 ノ瘢痕性陷 凹ア リテ瘢痕ハ四方 ヘ放 散 スル状 ヲ

呈 ス.觸 診 スル ニ約手拳大 ニ シテ著 シク硬固 ナ リ.盲 腸部ハ比較的移 動性 ヲ有 シ廻盲部 切除 ニ適應 ス.マ ヅ

盲腸 ノ後 壁 ヨリ上行 結腸 及 ビ廻腸 ヲ剥離 シ上行結腸ハ其 中央 ニ於 テ切除 シ廻腸,廻 盲 瓣 ヲ離 ルコ ト15糎 ノ

所 ニ於 テ切 除セ リ.切 除セ ル廻腸斷端 ハ コレ ヲ「タバ コ」縫 合ニテ閉 シ横行結腸 ノ中央 ニ於テ側 々吻 合ヲ

行 ヘ リ.尚 ホ廻 盲部 ニ於テハ腸 間膜血 管ニ沿 ヒテ豌豆大乃至米粒大 ノ多數 ノ淋 巴腺相集 リテ1箇 ノ固 キ長

キ索状物 ヲ形成 セ リ.尚 ホ腸間膜 ニハ小ナル多數 ノ淋 巴腺 ノ轉移 ア リ.特 ニ盲腸後壁 ニ於 テハ之等小 ナル淋
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巴腺多數ニ存在ス.出來得ル丈ケ之等轉移竃ヲ摘出シ腹腔ヲ閉ヅ.蟲様突起ハ通常ヨリ大ニシテ盲腸後壁ト

癒着シ居レリ.

切除標本　腫瘍 ハ盲腸 ト上行結腸 トノ移行部ニ存在 シ約小見手拳大 ニシテ腸壁ヲ輪状 ニ侵 シ

粘膜面ハ潰瘍 ヲ形成 ス.高 度 ノ腸狹窄ヲ惹起 シ辛ウジテ示指 ヲ通過 シ得ルノミナ リ.廻 盲瓣部

ハ比較的健全ナリ.

鏡檢所見　腫瘍 ノ一部 ヲ切除 シテコレヲ鏡檢 スルニ腸壁ハ著 シク肥厚セルモ潰瘍部ハ粘膜全

ク缺如 シ粘膜組織 ニハ強靱ナル結締織 アリ.之 等結締織 ト筋層 トノ間全部腫瘍組織ヲ以テ充タ

サル.腫 瘍細胞 ハ主 トシテ圓形,大 小不定,不 規則ナル配列ヲ有 シ纎弱ナル結締織 ヲ以テ圍

繞 セラレタル大小種 々ノ胞巣ヲ形成ス.腫 瘍細胞 ノ核 モ其形状種々ナ リ.其 形一般ニ小ニ シテ

「ヘマ トキシリン」ニ濃染ス.之 ニ反 シ胞體ハ大 ニシテ透明多クハ「ヘマ トキ シリン」ニ淡染 セル

粘液 ヲ含有ス.粘 液ヲ多量ニ含有スルモノニァリテハ核 ハ細胞 ノ一側 ニ壓平セラレ萎縮 シ所謂

印環細胞 ノ像 ヲ呈セリ.又 胞體破裂 シ粘液出 デ核 ノ遊離セルモノアリ.カ カル核ハ壞死 ニ陷 リ

漸次消滅ス.斯 ク シテ胞菓ハ全部膠様物質 ト變 ジ僅 ニ核 ノ頽廢物 ヲ認 メ得 ルニ過 ギザルモノア

リ.又 多數ノ腫瘍細胞相集 マリテ腺様管ヲ形成 シ之等 ノ腺管内ニハ多量ノ粘液ヲ以テ充 タサレ

胞體遂ニ破 レ互ニ癒合 シ多數ノ核 ハ其周邊 ニ環状 ニ配列サレテ相集 マルモノアリ.之 等癌細胞

ハ筋層 ニ侵入 セズ シテ比較的明瞭ナル境 界ヲ有ス.腫 瘍組織内ハ勿論結締織間ニハ血管ノ分布

著 シク乏 シ.筋 層ニ於テハ著變 ヲ認 メズ(附 圖第7參 照).

組織 學 的診 斷　 膠 様 癌.

術後 ノ經過 良好 ニシテ腹 壁創ハ第一期癒 合 ヲ營 ミ何等 ノ合併症ナ ク大正14年6月19日 即チ術後23日 ニ

シテ全 治退 院ス.退 院以來1年6箇 月 ノ今 日ニ至 ル迄 何等 ノ障碍 ナク全 ク健康 ニ シテ勞 働 ニ從事 シ居レ リ.

後檢 査　 大正15年2月16日(術 後約10箇 月患者 ニ再 ビ來院 ヲ乞 ヒ腸管 内容 ノ通過状態 ヲ檢 ス.造 影剤

食後6時 間 ニシテ觀 察 スルニ造影劑ハ已 ニ下行結腸起始部 ニ入 ラ ントセ リ.廻腸 横行結腸 吻合部 ハ横 行結腸

ノ約中央部 ニア リテ ソノ機 能良 好ナ リ.吻合部 ヲ通過 セル内容 ハ正常 ノ如 ク腸管蠕動 ニ ヨ リ逐 次下 方腸管 へ

移行 スルヲ見 ル. 24時 間後再檢 スルニ造 影劑 ノ大半 ハ已 ニ下行 結腸 内ニ充満セ リ.廻 腸内 ニハ尚 ホ少 量 ノ

内容殘留 シ居 リテ横行結腸ハ狹小 ナル陰影 帯 ヲ呈 セ リ.然ル ニ吻合部 ヨ リ上方約右側結腸彎曲部 ニ至 ル迄造

影劑 ノ充滿セ ル ヲ認 ムルモ漸次腸管蠕動 ニヨ リ下方 へ推移 スル ヲ認ム.食 後30時 間 ニシテ檢 スルニ内容 ノ

殆 ド全部 ハ直腸 内ニ集 マ リ居レ ドモ,吻 合部上位結腸内 ニハ尚 ホ約10分 ノ1ノ 内容殘留 ヲ認 ム.食 後51時

間 ニ シテ吻合部上位腸管 ニ少量 ノ内容 殘留 ヲ認 メ75時 間ニ シテ殆 ド全部 排出セ ラレ タルヲ認 ム(附 圖第5

參 照).

III.考 案

A)廻 盲 部癌腫 ノ發 生 頻度 竝 ニ癌 腫 ノ種類

廻盲部癌腫ハ次表ニ示 スガ如 ク,腸 管癌腫中, S字 状部癌腫ニ次 ギ屡 々來ルモノナ リ,即 チ
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ミ ク リツ ツ,ハ ス.ボ ク ゲ ス及 ビ我 ガ教 室 ニ於 ケ ル統 計 ニ就 テ モ下 表 ニ示 ス ガ如 シ.

而 シテ廻盲部癌腫中膠様癌ハ比較的多數 ヲ占ムルモノニシテGbttinger病 理學教室 ノ統計 ヲ

見ニレバ次 ノ如 シ.

我ガ教室 ノ手術材料 ニ就テモ下表ノ如 シ.

Chemnisterハ 廻盲部癌 ノ13例 中膠様癌6例 ヲ見タ リト云ヘ リ.余 ノ6例 中膠様癌 ハ2例

(33%)ニ シテ比較的大ナル率 ヲ示 シサマデ稀 ナル疾患ニ非 ラザル コトラ知ル,今 ソノ生成 ニツ

キ卑見 ヲ述ベ ンニ往時 ニ於テハ粘液腫,卵 巣嚢腫及 ビ膠様癌 ヲ一括 シテ膠様腫瘍 ト總稱セリ.

然 レドモソノ後幾多檢索 ノ結果各別個 ノモノニ分類 セラルルニ至 レリ.膠 様癌ナル名稱ハ其始

メ解剖學的見地 ヨリ膠質ニヨリ充滿 セラレタル空洞ナル意味ニ於テ附 セラレタルモノニシテ其

膠質變性ニヨリ肉眼的ニモ認 メ得ベキ獨特ノ外觀ヲ呈スルガ故ニ往時ニ於テハ特殊ナル型 トシ
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テ記載セラレタ リ.故 ニ粘液生成饒多ニシテ既 ニ肉眼的ニモ認 メ得ベキ程 ノ膠質 ヲ以テ充滿 セ

ラレタル空洞 ニヨリ生成セル癌腫 ノミヲ膠様癌 ト稱 セバ甚ダ明瞭ナルモノナレドモ顯微鏡的 ニ

僅 ニ粘液變性 ニ陷 レル結締織索 ヲ二,三 此所彼所 ニ認 メ得ルガ如 キ癌腫ヲ總テ膠様癌 ト稱スル

ハ聊 力當 ヲ失 セルモノナ リ.此 ノ粘液生成 ニ就 テハ大體二様 ノ説 アリテ眞僞未 ダ何 レトモ決 シ

難 シ. Borstニ ヨレバ粘液ハ主 トシテ癌細胞ノ粘液變性 ニヨリ,稀 ニハ間質細胞 ノ粘液變性ニ

コリ生ズルモノニシテ此 ノ粘液變性ハ癌細胞 ノ亢進 セル分泌作用ニヨルモノナリト云ヘ リ.即

チ粘液變性ニ階 レル癌細胞 ニ於テ粘液 ガ圓桂細胞ヨリ定型的 ニ滴状 ヲナシ分泌 セラルルヲ認 メ

得ルコ トアリ.是 レ退行變性 ニ非ズシテ分泌作用 ト云ハザルベカラザルナ リ.而 シテ此 ノ定型

的分泌作用ヨリ粘液變性 ニ至ル迄 ノ道程 ニ於テ無數ノ移行型 ヲ認 メ得ルモノナ リト.マ ヅ原形

質中ニ粘液粒生 ジ漸次増大 シ胞體タメニ著 シク膨滿 シ細胞核 ハ周邊ニ壓排セラレ扁平 トナ リ茲

ニ所謂印環細胸 ヲ形成 ス.胞 體遂 ニ破裂シ或ハ壓迫壞死ニ陷 リ排出管ヲ缺如 スルモノニ於テハ

分泌物ノ一部ハ細胞間ニ潴溜 シー部ハ周圍結締織中ニ浸潤ス.此 ノ粘液生成 ガ癌細胞ノ亢進 セ

ル分泌作用ニヨリ起ルモノ トスレバ巳ニ腺状構造 ヲ有 スル癌腫 ノミガ膠質變性 ヲ呈 シ得 ト云 フ

コトハ容易ニ理解 セラルル所ナ リ.即 チHaulerハ 腺癌ニ於テノミ膠様癌ヲ見ル ト云ヒQuenu,

 Gandelモ 同様ナル意見ヲ有 シ該説ニ賛 セ リ.然 レドモPetersen, Colmerハ 腺癌ニ於ケル ト同

様 ニ硬性癌ニ於テモ亦膠様癌ヲ認ム ト云ヘリ. Zimmer及 ビBormannモ コレニ左袒セリ.

Staemmlerハ 腸管ニ於テハ腺癌ハ膠様癌ニ移行 シ得ルモノニシテ此ノ變性ハ比較的屡々起 リ

得ルモノナルコ トハ疑ナキ所ナ リ.然 レドモ此 ノ粘液生成 ハ單ナル分泌 ニヨルニ非ズ シテ退行

漿性 ニヨルモノナ リトシ然ラズ ンバ如何ゾ斯クモ廣汎ナル細胞 ノ壊死 ガ起 リ得 ンヤ ト云ヘ リ.

Langeニ ヨレバ此 ノ膠質ノ大部ハ主 トシテ癌細胞 ノ粘液退行變性自己ニヨリ起ルモノナ リ.

粘液變性 ニ陷 リツツアル細胞 ニ於テハマヅ著明ナル原形質 ノ膨脹起 リ此 ノ粘液變性 セル原形質

ハ相互相隣 レルモノ ト癒合 シ遂 ニ癌細胞索 ニ一致セル粘液體現ハル.ソ ノ中ニ尚ネ殘留 セル細

胞核 ノ浮游 セルヲ認ム.此 ノ細胞核 ノ粘液變性ニ陷ル コトハ何盧ニモ認 メ能 ハズ シテ早晩萎縮

シ遂ニ消滅 スルモノナリ.此 ノ場合 ニ於 ケル粘液變性ハ原形質内部ニ於 ケル粘液粒生成 ヲ以テ

始マルモノニ非ズ シテ始 メヨリ全原形質 ガ同時 ニ同様ナル變化ヲ蒙ルモノナ リ.唯 ダ1例 ノミ

分泌亢進 ニヨリ粘液愛性ニ陷 レルモノヲ認 メタ リト云ヘリ.

gonjetznyハ 腺癌 ヨ リ發生セル膠様癌 ヲCarcinoma muciparum(粘 液癌)ト 云 ヒ硬性癌 ヨ

リ發生セルモノヲCarcinoma gelatinosum(膠 様癌)ト 云 ヒテ兩者ヲ區別 セリ.

膠標癌ハ血管ニ乏 シク シテ比較的緩慢ナル生長 ヲナス.胃 及 ビ腸壁 ニ於テハ汎發性細胞浸潤

ニヨリ肥厚 セル硬結 ヲ作 リヤガテ硬結 ハ連續的 ニ周圍ニ向 ヒ擴大ス,タ メニ近接 スル大網膜,

結腸間膜等モ共 ニ透明ナル腫瘍ニ變性 スルモノナ リ.粘 液變性 セル癌胞菓ハ高度 ニ膨脹 シ互ニ

融合 シ種々ノ大サノ塊 ニ達 ス.故 ニ肉眼的 ニモ間質組織中ニ於テ灰白色透明ナル膠質 ノ介在ス

ルヲ認 メ得ルモノナ リ.
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臨牀的ニハ此 ノ腫瘍ハ成長緩慢ニシテ比較的良性ナル經過 ヲ トルモノニシテLebertハ10年

及 ビ12年 ニ亙ルモノヲ報告 シ居 レリ.Simmondsハ20例 ヲ觀察 シ次 ノ結論 ニ達 セリ.郎 チ膠

様癌 ハ經過緩慢ニシテ稀ニ附近淋巴腺 ヲ侵 シ晩期ニ於 テ轉移竈ヲ形成 シ術後 ノ再發甚 ダ稀ナ リ

ト.然 レドモChemnitzerハ6例 ノ膠様癌中3例 ハ轉移ヲ作 レルヲ報 ジKleinニ ヨレバ14例

ノ膠様癌中4例 ハ轉移ヲ形成 セリ.余 ノ例 ニ於 ケル膠様癌 ニ於テハ1例 ハ術後2年1箇 月, 1例

ハ術後1年6箇 月ノ今 日全ク健康ニシテ何等 ノ障碍 ヲ認メズ.故 ニ比較的良性ナルモノタルヲ

知ル.此 ノ臨牀的性質 ト組織學的所見 トヲ對照 スル トキニ吾人ハ茲ニ興味深 キ現象ヲ認ムルモ

ノナ リ.即 チ解剖學的ニハ腫瘍ハ殆 ド全部粘液性 ニ退化 シ健全ナル細胞ハ殆 ド認 メ得 ラレザル

ニ反 シ臨牀的ニハ尚ホ進行性破壞性 ニ成長 シ行ク惡性腫瘍ノ性質 ヲ有 スル コトナ リ.

B)原 因

1)刺 載 説　 抑 モ癌腫 が慢性刺戟ニヨリ發生 スルコ トハ遠 クVirchoa氏 ノ唱 フル所 ニシテ

其後諸家 ノ實驗的研究ニヨリ上皮ノ單ナル刺戟ニヨリ癌腫ガ發生 シ得ルコトハ今ヤ疑ナキ所 ト

ナレリ.即 チ腸癌 ガ殆 ド毎常慢性便秘テ先驅 トシテ來 リ又内容通過困難ニシテ糞便 ノ鬱滯ヲ起

シ易キ部位即チS字 状部及 ビ廻盲部ニ好發 スル事實 トハ此説ノ眞 ニ近 キヲ語ルモノナ リ.最 近

風間美顯氏ハ日本佳血吸蟲卵 ノ刺戟ニヨリ起 レル腸癌9例 ヲ報ゼ リ.而 シテ何 レノ癌組織中ニ

於テモ住血吸蟲卵ノ多數 ヲ證明 シ居 レリ.而 シテ病理組織學的ニ解説 ヲ下 シテ日ク此ノ蟲卵 ノ

多數存在 ニヨリ腸管ハ組織ノ反應 トシテ腸管上皮細胞ノ部位的崎型ヲ起 ス,コ レニ或ル増殖力

ノ附與 セラルルアラバ之 ヨリ異型性増殖起 リ腺腫 ヲ形成 シ更ニ惡性化 シ腺癌生ズ ト.而 シテ蟲

卵ハ機械的刺戟 ヲ與フルノミナラズ毒素ヲ出グシ之ガ亦特殊ノ刺戟 ヲ與 フルモノナルベシ ト云

ヘ リ.

2)炎 衝 説　 蟲様突起炎或 ハ盲腸周圍炎等 ノ慢性炎症ニヨリ變化起 レル所 ニ上皮變性生 ジ

之 ヨリ癌腫發生スルモノナ リ.即 チZaaijer氏 ハ慢性蟲様突起炎ニ績發セル蟲様突起癌1例 ヲ

報告 セリ.亦 金子氏モ廻盲部癌1例 ヲ報告シ其原因ヲ過去ノ蟲様突起炎ニ歸 セリ.即 チ彼ノ例

ニ於テハ廻腸 ト癒着 セル蟲様突起壁ニ陳舊ナル炎症性瘢痕 ト見ル可キ結締織索條 アリキ.是 レ

明カニ蟲様突起ノ炎性刺戟 ガ癌腫發生ヲ促進セルコ トヲ示 セルモノナ リ,蟲 様突起炎,盲 腸周

圍炎 ノ外 「赤痢」,「チフス」等 ノ瘢痕 ヨリ癌腫發生セル例 ノ報告亦尠カラズ,故 ニ炎症 ト癌發生

トハ密接ナル關係 アルヲ知ル.

3)結 核 症　 陳舊結核竈 ニ癌腫 ガ合併 シ或 ハ續發的ニ發生セル例少ナカラズ. Schwarbe,

 Naegeli, Steinhauser, Rokitansky, Ribbert等 ノ多數 ノ報告アリ. Ribbertハ 最近癌腫 ノ間

質結締組織中ニ明 カニ結核竃 ヲ證明 シ得ベキ多數 ノ標本ヲ示 シ限局性結核 が如何 ニ癌發生ノ基

底ヲナスカヲ説明 シ居 レリ,而 シテ其蓮行機轉 テ説明シテ日ク結核 ハ癌發生 ニ對 シ特殊原因 ヲ

ナスモノニ非ズ他ノ潰瘍性瘢痕等 ニ續發セル癌腫 ト同様ニ組織構造 ヲ撹亂スルガ爲 メニ茲 ニ癌
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腫 トナルベキ素因ヲ作ルモノナラント云ヘ リ.彼 ノ狼瘡ニ續發 シテ癌腫發生 シ得ルコ トハ既 ニ

周知ノ事實ナ リ.是 レ狼瘡 ノ持續的刺戟ガ局所的持績性外傷 ト同様 ニ作用 シ且狼瘡治癒後 ノ瘢

痕 ヨリハ瘢痕癌形成 セラルルニヨルモノナルベシ. Naegeli氏 モ腸結核竈 ヨリ廣汎性 ノ腺癌發

生 セル ヲ經驗 セリ.一 方癌嚢生が原發ニ シテ結核 ハ二次的ナ リト説 ク一派ア リテ癌腫性潰瘍ヲ

結核菌ノ侵入門ナ リト云ヘ リ.即 チLebert, Virchow, Lenbe此 ノ説ニ左袒ス.然 レドモ

Naegeli氏 ハ之ヲ駁 シテ曰ク癌性潰瘍 ノ表面ニハ壞死組織 アリテ新 シキ結核菌ノ侵入ニ先 ンジ

テ脱落 ス,故 ニ細菌 ノ二次的侵入ハ考へ難 シト.又 茂木氏 ハ癌腫 ノ發育盛ナル爲 メニ結核菌ノ

侵入ハ到底ナ シト云ヘ リ.

4)迷 芽 説　 Cohnheim氏 ノ説 ク所 ニシテ蟲様突起ハ退行變性 ノ臟器ナルが故ニ細胞ノ迷

入起 リ易 シ.而 シテ此 ノ迷入 せル腺細胞ノ再生的増殖中ニ變性 シテ癌腫 ヲ發生スト云ヘリ.又

鈴木氏ハ炎症 ヲ反覆 セル蟲様突起 ニ癌發生少ナク却ツテ炎症ナキモノニ多キヲ見ルハ炎症 が癌

發生ノ原因ヲナスモノニ非ズシテ迷入 セルLieberkuhn氏 腺管ノ上皮細胞ガ本腫瘍ノ起原 ヲナ

スモノ ト云ヘリ.余 ノ例 ニ於テハ精細ナル組織學的檢索 ニヨルモ何 レノ例ニ於テモ結核竈或ハ

寄生蟲卵等 ノ特殊ノ原因 ト見做スベキ愛化ヲ證明 シ得ザ リキ.然 ルニ一方盲腸ニ於テハ生理的

ニ逆蠕動存在 シ糞便永ク停滞 シ爲 メニ盲腸壁ハ最モヨク機械的刺戟 ニ曝露サレタル所ナ リ.恐

ラクハ糞便鬱滯ニヨル不斷ノ機械的刺戟 ニヨリ癌腫發生セシモノナラ ンカ.

C)症 候

初期症状ハ甚タ緩 慢ニシテ其起源亦甚グ不明ナ リ.其 症候 ハ大體ニ於テ一般大腸癌ノ症状 ト

類似 シ臨牀的 二次ノ三期ニ區別 シ得.

1)潜 伏 期　 特記 スベキ前驅症ナク突然廻盲部ノ疝痛様發作,嘔 吐,皷 腸等 ノ急性腸閉塞

ノ症状 ヲ以 テ始マルコ トアリ,余 ノ第5例 ハ健康ナノレ男子 ニシテ突然夜間數回ノ大出血ヲ以テ

始マレリ.本 例ハ明カニ疾患ノ長時日潜伏 シ居タ リシヲ證 ス..

2)初 期症 候 期　 患者ハ唯一種ノ倦怠ノ感ヲ覺エ下腹部ニ於クル不定ノ壓迫 ノ感及 ビ鈍痛

ヲ訴 フ.同 時 ニ輕度 ノ消化不良ヲ訴へ便通ハ或ハ秘結 ニ傾 寺或ハ下痢ヲ催スコ トアリ.即 チ余

ノ第1例 ハソノ初期症候 トシテ輕度 ノ胃部疼痛及 ビ下痢 ヲ發 シ約1箇 年間不定 ノ胃腸疾患 ニ惱

ミ漸次狹窄症状現ハレタルモノナリ.第2例 ハ廻盲部ニ於テ時々病痛様疼痛 ヲ覺エ同時ニ同部

ニ柔軟ナル腫瘤 ヲ觸 レ約1箇 年間恰モ移動盲腸ノ症状 ヲ呈シタルモノナ リ.第4例 ハ約6箇 月

間胃部疼痛 ト呑酸〓囃 ノ症状 ヲ訴ヘタルモノユシテ第6例 ハ突然廻盲部疼痛,嘔 吐ヲ發 シ加之

體温上昇テ俘 ヒ急性蟲様突起炎 ノ症状 ヲ以テ初徴 トシ漸次狹窄症状 ヲ呈 シタルモノナ リ.此 ノ

時期 ニ於テハ尚ホ症候不定 ニシテ疾患 ノ性質甚グ不明ナルヲ常 トス.

5)臨 床 上瞳 明 シ得 ベ キ時期

イ)腸 狹窄症状　 腫瘍ノ増大 スルニ從 ヒ早晩腸管ノ狹窄起ル,此 ノ狹窄部ヲ通 リ瓦斯及 ビ内
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容ヲ驅逐 セントシテ上位腸管 ノ強力ナル收縮現ハ レ烈 シキ疝痛様發作起ル,同 時ニ腸管強直 ト

蠕動不穏現ハ レ烈 シキ腹鳴,騒 罵等 ヲ聽取 シ得,此 ノ狹窄症状 ノ輕重 ハ腫瘍ノ大小ノミニ關 ス

ルモノニ非ズ シテ硬固ナル腫瘍ノ腸壁全周 ヲ犯セル時ハ小腫瘍 ト雖 モ重症ナル症状 テ呈 シ一側

ノ ミヲ犯 セル トキハ腫瘍大ナルニ拘ハラズ症状比校的輕微ナルヲ常 トス.盲 腸後壁 ヨリ癌腫發

生 シ後腹壁 ト癒着 シ早期 ニ腸狹窄 ヲ起 セル如 キ場合ニ於テハ腫瘍 ハ觸知 シ得 ラレズ唯狹窄上位

腸管ノ瓦斯蓄積 ノタメニ鰯診 ニ際 シ空氣枕 ヲ觸ルルノ感 アリテ壓 スルニ腹鳴 ノミヲ聞キ移動盲

腸 ト誤診セラルル場合多 シ.余 ノ第1例 ハ廻盲部疼痛 ト腹部膨隆及 ビ便秘嘔吐 ヲ訴 へ排便及 ビ

放屁 ト共 ニ緩解 スルヲ常 トセルモノニシテ腫瘍ノ觸知 セラルルニ先 ンジ明カニ狹窄症状 ヲ呈セ

ル例 ナリ.第2例 ハ廻盲部 ノ鈍痛 ト同部ノ柔軟ナル腫瘍 ヲ訴へ長キ間移動盲腸ノ診斷 ノ下ニ治

療 セラレ居 タル例ナ リ.

ロ)腫 瘍形成　 腫瘍ハ漸次増大 シ觸知セラルルニ至ルモノナルガ廻盲部癌ハ基底ニ硬キ腸骨

窩ヲ有 シ且上位腸管ノ擴張比較的輕度 ナル爲 メ觸知 シ得 ラルルコ ト容易ナ リ.腫 傷ハ概ネ表面

凹凸不同ニシテ硬度ハ硬固 ニシテ境界比較的明劃ナリ.周 圍 トノ癒着 ノタメニ移動僅少ナルヲ

常 トシ壓痛乃至自發痛モ亦輕度ナ リ.余 ノ例ニ於テハ6例 中4例 ハ廻盲部ニ於テ鷄卵大 ヨリ手

拳大ノ腫瘍 ヲ明カニ觸知 セリ.然 レドモ他ノ2例 ハ腹部膨滿及 ビ腸管皷脹ノタメニ腫瘤 ノ觸知

不可能ナ リキ.

ハ)血 便及 ビ潜出血　此 ノ徴候ハ腫瘍 ガ粘膜面潰瘍形成 ノ結果 トシテ現ハルルモノニシテ下

行結腸癌腫 ニ於 テハ殆 ド毎常血便ヲ證明スレドモ廻盲部癌腫 ニ於テハ比較的稀ナ リ.然 レドモ

潜在出血ニ至 ツテハ殆 ド常 ニ之 ヲ認 メ得ベ シ,余 ノ6例 中4例 ハ陽性, 1例 ハ陰性, 1例 ハ不明

ナ リキ.而 モ1例 ハ出血量大 ニシテ意識不明ニ陷 レルモノニ シテ斯ノ如キ例ハ甚 ダ稀 ナ リ.

ニ)便 秘及 ビ下痢　 腸壁 ノ癌性浸潤ニヨリ腸管 ノ運動障碍起 リ茲 ニ便秘現ハル. Wetteニ ヨ

レバ大腸癌 ニ於 テハ約半數 ニ於テ之ヲ認ム ト云フ.然 レドモ廻盲部癌腫 ニ於テハ比較的稀 ナ リ.

コレ盲腸ニ於テハ内容尚ホ半液状 ヲナシ解剖學的 ニハ狹窄起 リ居 レドモ臨牀的ニハ尚ホ狹窄症

状現ハ レズ且上位腸管ハ勞働性 ニ肥厚 シ長時 日狹窄 ヲ代償スルタメナルベ シ.此 ノ便秘ハ腸内

容分解及 ビ粘膜 ノ炎症 ニヨリ時々下痢 ヲ來 スコ トアリ,即 チ余 ノ第1,第2例 ハ便秘ヲ訴へ第

3例 ハ下痢 ト便秘 トガ交互ニ現ハ レタルモノナ リ.

D)診 斷 及 ビ鑑 別 診斷

診斷上重要 ナルハ潜伏期及 ビ初期症候期ナリトス,此 ノ期ニ於テ診斷 ヲ確實 ニシ手術的療法

ヲ試 ミンカ其成績 ハ甚 グ良好ナ リ.然 ルニ此 ノ期 ニ於ケル診斷 ハ甚 グ困難ナルノミナラズ吾人

ガ遭遇 スル時期ハ主 トシテ晩期ニ屬スルモノニシテ此 ノ時期 ト雖 モ鑑別診斷 ニ苦 シムコト屡々

ア リ.廻 盲部 ニ腫瘤 ヲ觸知 シ得テ其硬度著 シク硬固 ニシテ表面凹凸不規則且壓痛乃至自發痛著

シカラズ加之血便或ハ潜在出血等 ヲ證明 シ得バ廻盲部癌腫ナル診断ハ殆 ド確實ナルモノナ リ.
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然 レドモ此 ノ時期 ト雖 モ其腫瘍 ノ性質 ヲ決定スルコ ト困難 ニシテ廻盲部結核,肉 腫,放 線状菌

炎,單 純炎症性腫瘍,腸 疊積症等 ト鑑別 スルヲ要スルコ トァリ.就 中結核性廻盲部腫瘍ハ主 ト

シテ青年期 ニ來 リ經過緩慢ナ リ,腫 瘍 ノ硬度ハ癌瞳 ニ比 シ柔軟 ニシテ周園臟器 ト癒着 シ硬結 ヲ

作 リ其境界瀰漫性 ナ リ,又 壓痛比較的強度ナ リ,又 多クハ他ノ臓器ニ結核竃 ヲ證明スルヲ以テ

全身状態及 ビビルケ氏反應等 ヲ参照スレバ大凡ハ鑑別 シ得,廻 盲部肉腫 ハ甚 ダ稀有ナルモノニ

シテ腫瘍ノ増大 スルコト極 メテ迅速ニシテ周圍 トノ癒着ハ輕微ナ リ,故 ニ腸管狹窄症状ノ現バ

レルコ ト稀ナ リ.放 腺状菌炎 ニヨル廻盲部腫瘍ハ癌腫 ニ相似タル硬固ナル腫瘍 ヲ作 リ初期 ニ於

テハ移動性 ヲ有 ズレドモ浸潤硬結ハ甚 ダ速 ニ腹壁ニ移行 シ腹壁 ヲ平板状 ニ擴張増大 シ廣汎ナル

腹壁硬結 トシテ觸知ス,ツ イデ多數 ノ小瘻孔ヲ形成 シソノ瘻孔ヨリ放線状菌塊 ヲ含有 スル特異

ノ濃汁ヲ分泌ス,腸 狹窄症状 ノ現バ レルコ ト稀ナ リ.單 純炎症性廻盲部腫瘍ハ多 クハ蟲様突起

炎或ハ盲腸周圍炎等 ニ續發スルモノニシテ廻盲部腸管壁ニ著 シキ結締織増殖起 リ腸壁肥厚 シ茲

ニ腫瘍ヲ形成 ス,ソ ノ腫瘍ハ癌腫 ヲ想起 セシムル如 キ硬固ナル硬度 ヲ有 シ區別甚グ困難 ナ リ.

然 レドモ腫瘍ノ増大甚ダ緩慢ニシテ表面比較的平滑ナルヲ常 トシ大概 血便乃至潜出血ヲ缺如ス

ルヲ以テ癌腫 ト區別 シ得,加 之炎症性症状 ヲ呈セバ鑑別尚ホ容易ナ リ.廻 盲部腸疊積症ハ何等

ノ前驅症 ナク急激 ナル疼痛發作ヲ以テ突然廻盲部ニ腫瘤現ハレソノ形状ハ腸詰状 ニシテ表面ハ

平滑,硬 度柔軟 ニシテ比較的ヨク移動 シ同時 ニダンス氏徴候ヲ呈スル ヲ以テ診斷比較的容易ナ

リ.然 レドモ腸管狹窄症状高度 ニシテ皷腸ノタメニ腹部著 シク膨隆セル トキハ腫瘤ヲ觸知 スル

コ ト不可能 ニシテ從 ツテ鑑別診斷困難ナリ.斯 ル場合ニハ廻盲部腫瘍 ニヨル腸閉塞症 ト云 フ概

念的診斷 ヲ以テ滿足 セザルベカラズ, X光 線診斷上廻盲部充盈像ノ缺損,陰 影帶ノ中絶,充 盈

像ノ終末等 ノ主徴候 ハ本疾患診斷ニ重要ナル解決 ヲ與 フルモノナルガ本診斷法ハ晩期ニ於テ行

ヒ難 キ場合アリ屡 々危險 ヲ惹起スル恐アルヲ以テ寧口初期ニ於テ必要 ナル診斷法ナ リトス.サ

ヲ晩期ニ於ケル診斷ハ上述ノ如クナルガ重要 ナルハ初期 ニ於ケル診斷ナ リトス.此 ノ期 ニ於 ケ

ル主ナル徴候 トシテハ移動盲腸ニ類似スル徴候,慢 性蟲様突起炎ニ類似 スルモノ及 ビ血便,潜

在出血等 ナ リトス.殊 ニ移動盲腸ハ屡 々盲腸癌 ト併發 シ現ハルルコ トアリ.故 ニ癌發生ノ原因

ヲナス ト説ク者 アリ,然 レドモ恐 ラクハ寧 ロ續發性ノモノニシテ蠕動亢進 ト腫瘍 ニヨル循環障

碍 ニヨリテニ次的ニ發生セルモノナルベシ,即 チ余ノ第2例 ハ永 キ間廻盲部不快ノ感,腹 鳴,

柔軟ナル腫瘍形成,消 化不良等 ノ症状 ヲ呈 シ移動盲腸ノ診斷ノ下 ニ治療 ヲ受ケタルモノニシテ

X光 線檢査 ニヨリ始 メテ廻盲部癌ナル診斷ヲ得テ根治手術ヲナ シタルモノナ リ.第6例 ハ約1

箇年間慢性蟲様突起炎ノ症状 ノ下 ニ經過 シタリシガ急ニ腹痛 ヲ起 シ廻盲部 ニ腫瘍 ヲ認 メタ リ.

故 ニ轟様突起周圍炎 ヲ併發 セルモノナラントノ疑診 ノ下二念ノタメX光 線檢査 ヲナシタルニ廻

盲部癌 ナルコトヲ知 リ根治手術ヲナシタル例ナ リトス.第5例 ハ慢性腸「カタール」ノ經過中突

然多量 ノ血便 アリ.爾 來1年 有餘 ニシテ廻盲部 ニ腫瘍ヲ觸知 スルニ至 リ我 が外來 ヲ訪 レタルモ

已ニ肝臟轉移 ヲ起 シ根治所術不可能 ニ終 リタルモノナ リ.第4例 ハ最 モ興味アルモノニシテ發
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作性 ニ起ル胃部膨隆及 ビ疼痛ヲ主訴 トシ約6箇 月間胃潰瘍ノ診斷ノ下ニ治療 ヲ受少タ リシガ漸

次衰弱 ラ増 スが故 ニ外科的療法 テ乞 フニ至 シリ.十 二指腸潰瘍或 ハ幽門癌 ノ診斷ノ下 ニ腸腹 シ

タル ニ豫期 ニ反 シ盲腸癌 ヲ尖端 トシ横行結腸中央部迄篏入 セル盲腸廻腸結腸疊積症 ナ リキ.切

除 ニヨリ全ク根治 セルモノナルガ,コ レハ始 メヨリ廻盲部ニハ何等 自覺的症状 ヲ訴ヘザ リシ例

ナ リ.斯 ノ如ク廻盲部癌腫 ニシテ廻盲部ニハ何等 ノ自覺的症状ナタ反 ツヲ廻盲部ノ反射性刺戟

ニヨリ胃部ニ疼痛 ヲ發 シ患者 ノ自覺的 ニモ胃病 ト思 ヒ診斷上亦胃ノ ミヲ顧慮 シテ盲腸部疾患 ヲ

想起 シ得ザル例 アリ.特 ニ本例 ニ於テハ盲腸部癌腫 が廻腸結腸疊積症 テ誘起 シ横行結腸 中部迄

篏入 シ爲 メニ觸診上心窩部ニ於クル腫瘍 トシテ恰 モ胃癌 トノ 鑑別診斷ニ苦 シム如 キ興味 アル病

變 ヲ惹起 セルモノナ リ.廻 盲部癌 ノ診斷ハ新ノ如ク晩期ニ於テモ困難 ナル場合多 シ.初 期症状

ノ時期ニ於 テハ更 ニ甚 ダ困難 ヲリ.宜 ナルカナMyclleハ 屍體解剖 ニ於テ生前 ソレト診斷 シ得

ラレザ リシ例43%ニ 達 ス ト報告 シ居 シリ.

E)合 併 症

1.穿 孔及ビ膿瘍形成　癌性潰瘍漸次進捗 シ腸壁遂ニ穿孔シ限局性或ハ汎發性 ノ腹膜炎ヲ起

スコ トアリ.或 ハ病的腸壁ヲ通 シ細菌侵入 シ腸壁周圍ニ膿瘍ヲ形成 スルコ トアリ.

2.腸 狹窄症　 コレハ早晩必ズ現 ハルル合併症 ナリ.然 レドモ決 シテ早期症状 ニハ非ズ,解

剖學的 ニ腸管ノ狹少早期 ニ起 レドモ上位腸管ノ代償的勞働ニヨリ臨牀上ニハ比較的晩期ニ出現

ス.腫 瘍ノ上位腸管ハ持續的内容鬱滯ニヨル炎症 ノタメニ粘膜ノ腫脹起 リ或ハ長時 ノ過勢 ノタ

メニ腸無力症現ハ レ茲 ニ初 メテ狹窄症状現ハルルナ リ.元 來腸管腫瘍ハ其部位 ニヨリテ狹窄症

状 ノ頻度異ナルモノニシテKorteニ ヨレバ次表ノ如 シ.

即チ盲腸部腫瘍 ニ於 テソノ狹窄症状比較的砂 ナキヲ知ル,コ レ盲腸部 ニ於テハ内容尚ホ液状

ヲナ シ狹窄部ヲモ通過 シ得ルガ故ナルベシ.

3.腸 疊積症　 廻盲部癌腫 が此部ノ腸疊積症 ノ誘引 トナル コトハCaerny, Friedlioh, Fleiner
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等 ニヨリ屡々報告 セラレタル所 ナリ,而 シテ廻盲 部癌腫 ノ殆 ド33%ニ 來ル ト云 フ.余 ノ例ニ於

テモ6例 中1例 ヲ認 メタ リ.殊 ニ腫瘍 が著 シク移動性 ヲ有 セル トキハヨク疊積症 ヲ誘發 スルモ

ノニシテ已ニFriedHeh, Korte等 ノ報告 セル所ナ リ. Hocheneggノ 如 キハ 「Polyp」様癌腫 ノ

ミガ腸疊積症 ヲ誘起 シ得 ト云ヘ リ,然 レドモ腸壁全周 ヲ犯 シ「Polyp」様 ナラ穿ル腫瘍モ誘引 ト

ナ リ得ルコ トモ屡 々報告セラレ居 レリ.余 ノ第4例 ハ腸疊積症ヲ合俳 セル1例 ナルガ其癌腫 ハ

「ポ リープ」様 ナラズシテ廣汎ナ)V盲腸壁ヲ犯 シ粘膜面潰瘍ヲ呈セルモノナ リキ.

腸疊積症 ノ發生ニ就テハLeichtenstern(1873年)麻 痺説ヲ以テ其發生原因ヲ説明 シタ リシ

ガ其後ニ至 リNotnagel(1888年), Propping (1910年)實 驗的ニ痙攣説 ヲ以テ證明セシ以來前

説ハ殆 ド顧 ラレズナ リヌ.我 國ニ於テモ奥島,加 藤,前 田氏等 ノ實驗的報告アリテ何 レモ痙攣

説ニ賛 ス.サ テ余 ノ例ニ於ケル發作性腸疊積症ノ原因ニ就キ推論 ヲ試 ミンニ本例ハ前述 ノ如ク

盲腸末端外側壁ノ比較的廣汎 ニ亙 レル腫瘍 ニシテ粘膜面潰瘍ヲ呈セ リ,盲 腸末端及 ビ蟲様突起

根部ハ比較的健全ニシテ浸潤肥厚ヲ認 メズ.廻 盲瓣部モ同様健全ナ リ.斯 ク粘膜面潰瘍ヲ呈 セ

ル ガ故 ニ腸壁ノ刺戟性 ハ著 シク亢進 シ僅微 ナル刺戟ニヨリテモ強力ナル收縮 ヲ營 ミ且腫瘍ニヨ

リ内容 ノ通過障碍起 リ腸管ノ蠕働亢進 シテ益々收縮 ヲ強力ナラシメ茲 ニ圓盤形移行部ヲ作 リ疊リ

積症 ノ第一歩ヲナシタルモノナルベ シ.加 之加藤氏 ノ云フ如ク盲腸端 ハ解剖學的 ニ已ニ圓盤形

ヲナセルガ故 ニ容易ニ圓盤形 ヨリ傘状被包 ニ移行シ疊積 ノ推進ヲ可能ナラシメ一方異常ニ移動

シ易 キ上行結腸ハ疊積機轉 ノ進行ヲ容易ナラシメタルモノナ リ.此 ノ疊積 ノ推進ハ主 トシテ頸

部ニ於ケル内方飜轉 ニヨリ行ハレタルモノナルベタ尖端 ニハ腫瘍存在 シ内飜不可能ニシテ腫瘍

ハ常 ニソノ先導ヲナ シタルモノナルペシ.ヤ ガテ刺戟消滅 スレバ疊積 ノ進行ハ停止 シ,ツ イデ

腸内容ノ下進 ト蠕動運動 トニヨリテ腸管ノ擴張起 リコレハヤガテ内筒ヘノ牽引 トナ リ茲と自然

整復起 レルモノナルベ シ.而 シテ其誘引タル癌腫存 スル間ハ以上ノ機轉 ヲ反覆 シ茲 ニ發作性腸

畳積症 ヲ出現 セルモノナルベシ.

F)療 法

廻盲部癌腫 ノ手術的療法ハ大腸籍 ノソレト共ニ其解剖的關係即 チ不十分 ナル血液供給及 ビ饒

多 ナル脂肪組織 ノタメニ細菌感染容易ナルノミナラズ且腸内容ノ縫合部ニ及ボス惡影響 ノタメ

ニ外科家ノ最モ困難 トスル所ナ リ.手 術的方法 トシテ一次的 ニ腫瘍 ヲ切除 スルモノ トニ次的ニ

切除 スルモノ トアリ.諸 家ノ意見ヲ綜合 スルニ切除適應スル場合 ニハ一次的切除 ヲナ シ若 シ腸

閉塞症或ハ周園臓器 トノ癒着等 ノ重症ナル合併症 アリ且患者 ノ状態手術ニ堪 ヘザル トキニ於 テ

ハ腸吻合或ハ人工肛門 ヲ設置ス トノ意見ノ一致 セリ.然 レドモ腫蕩 ノ形状,時 期,合 併症 ノ有

無等 ニヨリテ自ラ多少其手術的所置テ異 ニセチルベカラズ.

1.切 除可能ニ シテ合併 症ナ キ場合 一次的切除法 ト多次的切除法 トアリテ其優劣及 ビ適應

症 ニ就テハ古來幾多ノ説アル所ナ リ.今 諸家ノ統計ニ於テ其死亡率ヲ見 レバ次 ノ如 シ.
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即 チ一次的切除 ニ比 シニ次的切除ノ死亡率遙 カニ小ナルヲ知 ル.然 レドモ近時技術 ノ進歩 ト

共 ニ一次的切除ノ死亡率著 シク減少 シツツアリテBoreliue(1907年)バ 高度 ノ腸狹窄ナキ限 リ

ハ常ニ一次的切除ヲナシ18例 中4例 ノ死亡即チ22%ノ 死亡率 ヲ報告セリ.ソ ノ後Leichel

(1911年)モ 一次的切除 ヲナセル16例 ニ於テ死亡數僅 ニ2例 即チ12.5%ト 云フ極メテ良好 ナル

成績 ヲ報告シ一次的切除 ノ成績良好ナルヲ報ズルモノ漸次多 キニ至 レリ.即 チKorte(1913年)

ハ61例 中24.5%, Mayoハ61例 中13%ノ 死亡率ヲ報告 シテ一次的切除 ノ優 レルヲ唱導 セリ.

又Hanel, Tietze, Tuffier, Hartmann等 ハ廻盲部ノ二次的切除ハ初囘ノ手術 ニ於 テ作 リタル

糞瘻 ヨリ絶エズ排出セル液便ノタメ患者ハ甚 グシク苦痛 ヲ蒙ルノミナラズ糞汁ノ腹壁 ニ及ボス

消化作用 ニヨリ皮膚ニ濕疹,靡 爛 ヲ生 ジ烈 シキ疼痛 ニ苦 シミ手術 ニ際 シ腹膜感染 ノ危險 ヲ伴 フ

ガ故ニ多次的切除ハ避ケザルベカラズ ト云ヘリ.

故 ニ早期ニ診斷 ヲ確實 ニシ合併症未グ現ハ レズ シテ腸内容ハ十分ニ排除 セラレ腸斷端 ノ血液

供給 ニ間然スル所ナク而モ腸縫合ガ何等ノ緊張ナク施行 シ得 ラルル場合ニ於テノミ一次的切除

ヲ行ハ ンカソノ成績 ハ遙 カニ良好ナルベキヲ確信ス,余 ハ癌腫 ニヨリ廻盲部切除 ヲ行ヘル6例

(盲腸癌3例,上 行結腸癌3例)ヲ 經驗 セルガソノ何 レニ於テモ以上ノ諸點ニ留意 シ一次的切除

ヲナ シ廻腸横行結腸側々吻合 ヲナシテ唯 ダ僅 ニ1例 ノ死亡例 アリシノミナリ.例 數未 ダ僅少ナ

リトハ雖 モ成績比較的良好ナ リト云 フベ シ.

2.切 除可能ナルモ 重症 ナル腸閉塞症ヲ伴 ヘル場合 コノ時期 ニ於テハ根治手術ノ甚 グ危險

ナル コトハ既 ニSchede, Heineckノ 述ベタル所 ニシテ患者ノ抵抗力ハ甚ダシク減退 シ皷腸

ノタ メニ手術甚 グシク困難ニ シテ長時間ヲ要 シ加之腸壁,腸 間膜共 ニ炎症性 ニ充血 シ脆弱 トナ

リ 合困難,且 不確實 ナルヲ以テ根治手術ハ原則 トシテナスベカラズ.廻 腸結腸吻合術或ハ人
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工肛門設置等 ノ如 ク極 メテ輕易ナル手術 ヲ行 ヒ以テ腸ノ重荷 ヲ輕減 スルニ止ムベ シ.此 ノ廻腸

結腸吻合 ニヨリ患者ハ著 シク輕快 シ腸管機能ハ平常ニ復 シ體重増加 シ加之腫瘍 ノ發育モ停止 シ

況 ンヤ消退スルカノ觀 テ呈スル コトア リ,即 チHahn, Eisersberg等 ハ4年 或ハ5年 ノ永續治

癒 ヲ報告 シ居 レリ.然 レドモ之等 ハ極メテ稀 ナル例 ニシテ多クハ再 ビ増惡 シ腫瘍堆大 シテ轉移

ヲ形成 シ遂 ニ惡液質 ノタメニ死ノ轉歸 ヲ トルニ至ル.然 レドモ此 ノ手術ニヨリ患者 ハ一時ハ確

カニ其苦痛 ヨリ救 ヒ得 ラルルが故ニ切除可能ナル場合 ト雖モ急性腸閉塞症状存在セル トキハ單

ニソノ困難症状ヲ輕減スル目的ニテマヅ行ハルベキ方法ナ リトス.其 吻合部位 ガ腫瘍ニ甚 ダ接

近 セル トキハ漸次腫瘍ノ侵襲スル所 トナリ再 ビ間モナク閉塞症状出現 シ亦餘 リニ遠隔 ナル トキ

ハ吻合部 ト腫瘍 トノ間ニ甚 グ長キ腸管盲嚢ヲ生 ジ糞便鬱滯 シ有毒物質吸收 セラレ且粘膜 ニハ潰

瘍ヲ生 ジ途ニ穿孔スルニ至ル危險 アリ.故 ニ適當ナル部位ノ選擇 ニ留意スベシ.然 レドモ此 ノ

術式 ト雖モ急性腸閉塞高度ナル場合 ニハ尚ホ次表ニ示ス如キ多數 ノ死亡率アリ.

故 ニ患者状態險惡ナル場合ハ尚ホ輕易ナル人工肛門或ハ廻腸瘻 ヲ設置 シ患者ノ急ヲ救 フニ止

メ而 シテ幸ニシテ患者 ガ急性腸閉塞症状 ヨリ発 レ健康ヲ恢復 セル トキハニ次的ニ廻盲部切除ヲ

ナス.

3.切 除不可能ニシテ且合併症 ヲ伴 ヘル場合　 コノ場合ニ於テハ人工肛門或ハ糞瘻形成以外

途ナキモノナ リ.而 モ尚ホ60-70%ノ 死亡率アリ.之等手術的療法以外 ニX光 線照射療法等ア

レドモ其效果未 ダ確實ヲ期 シ難 シ.

G)手 術 後 ノ遠 隔 成績

廻盲部癌腫切除ノ遠隔成績 ハ他消化管癌腫 ノソレニ比 シ遙 カニ良好ナルモノニシテ癌腫 ニヨ

リ廻盲部切除 ヲ行ヘル余ノ6例(廻 盲部癌3例,上 行結腸癌3例)ニ 就テソノ遠隔成績 ヲ見 レバ

次 ノ如 シー 切除總數6例 ニシテ手術 ニヨル死亡例ハ1例,他 ノ5例 ハニ手術 ニ堪 へタルモノナ

リ.而 シテソノ5例 中2例 ハ術後3年3箇 月, 1例 ハ2年1箇 月, 1例 ハ1年7箇 月, 1例 ハ約

6箇 月ノ今日尚ネ健康 ナ リ.
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又Korte氏 ン大腸癌切除後 ノ遠隔成績 ニ就テノ統計 ニ見テモ次表ノ如ク廻盲部切除 ニヨル永

久治癒例 ハ平均約30%ニ シテ他部大腸癌 ニ比 シ成績良好 ナルヲ知ル.

余 ノ例ニ於 テモソノ數尚ホ僅少ニシテ且術後ノ經過短ナリト雖モ前述 ノ後檢査等 ヨリ見テソ

ノ遠隔成績 ノ良好ナルヲ信 ズ.

尚ホ他消化管癌腫切除後 ノ遠隔成績 ノ統計 ヲ掲 グテ比較ニ供ス レバ次表 ノ如 シ.

胃 癌 切 除 ニ ヨ ル 治 癒 成 績

平均18.8%

直 腸 癌 切 除 ニ ヨ ル 永 久 治 癒 成 績

平均15.3%
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即チ胃癌切除ノ永久治癒成績ハ平均約18.5%ニ シテ 直腸癌切除 ニヨル永久治癒成績 ハ平均

約153%ナ ルヲ知ル,カ ク廻盲腸癌腫 ハ他消化管癌腫假令バ食道癌,胃 癌,直 腸癌等 ニ比 シソ

ノ永久治癒成績遙カニ良好 ナルノミナラズ一般大腸癌中ニ於 テモ比較的良好ナルモノニ屬ス.

故 ニ早期診斷ノ下ニ急性腸閉塞症状ノ現ハ レザル時期 ニ於テ早期手術 ヲ行ヘバ根治モ決 シテ難

事 ニ非 ラザルヲ確信ス.カ ク大腸癌 殊ニ盲腸癌 ニ於 テ其永久治癒成績 ノ良好ナルハ余 ノ見解 ニ

ヨレバ癌腫 ノ種類ニ因 スルモノニシテ此部ニ於 テハ腺癌及 ビ膠様癌 ガ他 ノ内臓癌 ニ比 シテ比較

的屡々發生スルハ既 ニ諸家 ノ統計ニ徴 シテ明カナ リ.余 ノ例ニ徴 シテモ永續治癒者5例 中2例

ハ膠様癌 ニ屬セルモノニシテソノ1例(第4例)ハ 術後2年1箇 月, 1例(第6例)ハ 術後1年

7箇 月ノ今日尚ネ健康ナ リ.他 ノ3例 ハ腺癌 ニシテ2例 ハ術後3年3箇 月, 1例 ハ術後7箇 月 ニ

シテ尚ホ健康ナリ.亦Petermann氏 モ大腸癌 切除 ニヨリ根治 セル彼 ノ7例 中2例 ハ膠様癌 ニ

屬ス ト報告 シ居 レリ.カ ク大腸癌殊ニ盲腸癌ニ於テハ膠様癌 ハ比較的良性ニ屬 シ永久治癒成績

良好 ナル ヲ知ル.

IV.摘 要

1)廻 盲部癌腫ハ全腸管癌腫(直 腸 ヲ除ク)ノ 約4分 ノ1ヲ 占メ其頻度 ヨリ云ヘバS字 状部

癌腫 ニ次 ギ第二位 ニァルモノナリ.

2)余 ハ最近廻盲部癌腫6例 ニ遭遏 シソノ3例 ニ就テ廻盲部切除及 ビ廻腸結腸吻合ヲ2例 ニ

就テ廻腸横行結腸吻合ヲ施 シ他ノ1例 ハ高度ナル貧血及 ビ肝臟轉移ノタメニ全ク施 ス術ナク保

存的療法ニ委セ リ.

3)是 等癌腫ニ就テ組織學的檢索ヲ施 スニ2例 ハ膠様癌ニシテ他 ノ4例 ハ腺癌 ニ屬 スルコ ト

ヲ知 レリ.

4)膠 様癌 ハ廻盲部ニ於 テハ比較的屡々來ルモノニシテ余ハ6例 中2例 ヲ經驗 セリ.其 生成

ニ就テハ癌細胞ノ分泌過多ニヨル ト云 フモノ ト癌細胞 ノ粘液變性ニヨル ト説 クモノア リテ未 ダ

意見ノ一致ヲ見ズ.然 レドモ余ノ例ニ於テハ組織學的所見ニヨレバ恐 ラクハ癌細胞ノ分泌過多

ニヨルモノナラン.

5)廻 盲癌發生ノ原因ニ關 シテハ古來刺戟説,寄 生蟲卵介在説,慢 性炎症説,結 核症説,迷

芽説等 ノ諸説唱ヘラレタルモ余 ノ例 ニ就テハ何 レモ寄生蟲卵,結 核竃等 ノ特殊ナル原因 ト認ム

ベキ變化 ヲ證明 シ得ザ リキ.恐 ラクハ廻盲部ニ於ケル内容倦滯ニヨル持續的刺戟ニヨレルモノ

ナルベ シ.

6)廻 盲部癌腫ノ症候ハコレヲ臨牀上潜伏期,初 期症候期,臨 牀上證明 シ得 ベキ時期 トニ區

別 シ得ルモノニシテ突然腸閉塞症状或ハ大出血ヲ以テ始 マルコ トアリ.是 レ明カニ本症 ノ潜伏

シ居 タリシヲ證 スルモノナ リ.初 期症候期ニ於 テハ症状不定 ニシテ慢性腸 「カタール」,慢性蟲

様突起炎或ハ移動盲腸等 ト屡々誤診 セラルル コトアリ.臨 牀上證明 シ得ベキ時期 ニ於テハ腫瘍
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テ觸知 シ狹窄症状 テ呈 シ或ハ血便等 ヲ證明 シ得,然 レドモ独窄症状高度 ニシテ腹部膨滿及 ビ皷

腸等烈 シキ場合ニハ腫瘍ヲ觸知 シ難キコ トアリ.

7)吾 人ハ本症 ノ診斷ニ當 リテハ其潜伏期,初 期症候期ニ於テ診斷 シ得ル様努力 セザルベカ

ラズ.廻 盲部ニ於テ腫瘤ヲ觸知 スル トキ ト雖モ其決定的ノ診斷ハ甚 グ困難 ニシテ廻盲部結核,

肉腫,單 純炎症性腫瘍,放 線状菌炎,腸 疊積症等 ト鑑別 ヲ要 スルモノニシテ就中廻盲部結核及

ビ炎症性腫瘍 トノ鑑別ハ最 モ困難 ニシテ又最モ重要ナルモノナ リ.

8)合 併症 トシテ最モ興味アル例ハ發作性廻腸結腸疊積症 ナ リトス(第4例 參照)是 レ腫瘍

上位腸管ノ強力ナル收縮 ニヨリテ起ルモノニシテ腫瘍ハコノ際概 ネソノ尖端ノナ シテ上行結腸

内ニ篏入 シ横行結腸ノ中央迄達 スルコ トアリ.固 ヨリ斯ル合併症 ヲ惹起スル例 バ一定 ノ素因ア

リテ解剖上盲腸及 ビ結腸ノ固定著 シク緩ナル場合 ニ來ルモノ トス.斯 クテ疊積進行ヲシテ容易

ナラシムルモノナ リ.ヤ ガテ腸管收縮ノ刺戟去 レバ腸管内容 ノ下進及 ビ腸蠕動 ニヨリ内筒 ノ擴

張 ヲ來 シ篏入部ヲ口方ニ牽引 シ以テ自然的 ニ整復 ヲ惹起ス.斯 ル進行機轉 ヲ反覆 シ茲 ニ發作性

廻腸結腸疊積症現ハルルモノナルベ シ.

9)廻 盲部癌腫ノ外科的療法ハ廻盲部腸管ノ一次的切除ヲ以テ最モ理想的療法 トス.然 ルニ

重症ナル合併症 アリヲ切除不可能ナル場合ハ廻腸結腸吻合術ヲ試ムルカ或ハ單ニ人工肛門 ヲ設

置 シ腸ノ重荷ヲ輕減スルニアリ.

10)廻 盲部癌切除後 ノ遠隔成績 ハ,コ レヲ他消化管癌種切除後 ノ遠隔成績 ニ比ス レバ甚グ良

好ナルモノニシテ切除例 ノ約30%ハ 永久治癒 ヲナス,斯 ル良好ナル成績ハ余 ノ見 解ニヨレバ癌

腫 ノ種類 ニ因スルモノニシテ此部ニ於 テハ腺癌及 ビ膠様癌 が他 ノ内臓癌 ニ比 シテ比較的屡々發

生 スルニアリトス.余 ノ例 ニ於テハ6例 中5例 ハ永續治癒 ヲ營 ミ居 レリ.其2例 ハ膠様癌 ニ屬

シ他 ノ3例 ハ腺癌 ニシテ就中膠様癌 ハ切除後ノ遠隔成績甚グシク良好 ナルヲ知 レリ.

11)廻 盲部切除後數箇月ノ間何 レノ患者モ頑固ナル下痢 ヲ訴ヘタリ,惟 フニ コレ盲腸ヨリ

横行結腸前半部ニ至ル迄ハ逆蠕動存在 シ腸内容最モ長ク停滯 シヨク混合 セラレ吸收 セラレテ液

状 ヨリ固形ニ變ズルニ必要ナル部分ナルニ コノ間ノ腸管 ガ曠置セラルルニヨリ起ルモノナルベ

シ.(1. 12. 29.受稿)
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附 圖 説 明

附圖1.第1例 術前 ニ於 ケル廻盲部X光 線 像 ヲ示

ス.(造 影 劑食後11時 間 目撮影)

A.腫 瘍 ニ ヨル陰影缺損部 ヲ示 ス. B.横 行

結腸. C.右 脚結腸 彎曲部. D.廻 腸 末端部,

 E.上 行 結腸.

附圖2.第1例 術後2年6箇 月後 ノ腸 吻合部X光 線

像.(造 影剤 食後8時 間 目撮 影)

A.廻 腸 結腸 吻合部. B.横 行結腸 後半部.

C.右 側 結腸 彎曲部. D.廻 腸末端部.

附圖3.第4例 術 後1年8箇 月後 ノ腸 吻合部X光 線

像 ヲ示 ス.(造 影剤食後4時 間 目撮影)

A.廻 腸 横行結腸 吻合部. B.横 行結腸. C. 

右側 結腸 彎曲部. D.廻 腸末端部.

附圖4.第6例 術 前 ノ廻盲部X光 線像 ヲ示 ス.(造 影

劑 食後7時 間 日撮影)

A.腫 瘍 ニヨル陰影缺 損部. B.横 行 結腸.

 C右 側結腸彎 曲部. D.廻 腸末端 部. E.上

行 結腸.

附圖5.第6例 術 後10箇 月後 ノ腸 吻合X光 線 像

ヲ示 ス.(造 影剤食後6時 間 目撮影)

A.廻 腸 横行結腸 吻合部. B.横 行結腸後半

部. C.右 側結腸彎曲 部. D.廻 腸 末端部.

附 圖6.第4例 膠様癌 ノ顯 微鏡的所見

(Zeiss Ocul. 4. Obj. A. A.)

a.腸 壁筋 層組織. b.粘 液状膨脹 セ ル癌胞

巣. c.粘 液變 性高度 ニシテ殆 ド壞 死 ニ陷

入セ ル癌細胞榮 團. d.間 質結締 織.

附圖7.第6例 膠様癌 ノ顯 微鏡 的所見

(Zeiss Ocul. 4. Obj. A. A.)

a.強 靱ナ ル間質結締組織 ヲ示 ス. b.粘 液

性膨脹セ ル癌胞集. c.粘 液變 性高度 ニシ

テ一部壞死 ニ陷 レル癌胞 巣. d.間 質 結締

織.
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Kurze Inhaltsangabe.

Ueber das Ileoceocalcarcinom und ein Beitrag zur Aetiologie 

der anfallsweise auftretenden Ileocoecal-Invagination.

Von

Dr. med. Y. Otsubo.

(Aus der chirurgischen Klinik zu Okayama).
(Vorstand: Prof. Dr. B. Akaiwa).
Eingegangen am 29. Dezember 1926.

1. Das Ileocoecalcarcinom, das nicht so selten ist, macht einen Viertel der gesamten Darmcarcinomeu 

aus and nimmt bezueglich der Haeufigkeit die 2. Stelle ein.

2. Neuerdings habe ich 6 Faelle von Carcinoma coeci erfahren. Bei deren 3 Faellen wurde Ileocoecal

resektoion mit Ileocolostomie, bei anderen 2 Faellen Ileocolostomie ausgefuehrt. Ein nosh uebrig bleibender 

Fall wurde wegen seiner hochgradiger Auaemie and Lebermetaatase nur konservativ behandelt.
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3. Durch die histologische Untersuchung von oben genannten Tumoren babe ich bestaetigt, dass die 2 

Faelle sich urn Gallertkrehs und die anderen urn Adenocarcinom handelten.

4. Gallertkrebs kommt an dem Ileocoecalteile relativ haeufig vor und unter 

meinen 6 Faellen erhielte ich 2 Faelle von Gallertkrebsen. In Bezug auf die Ent

stehung des Gallertkrebs sind schon 2 Anschaungen veroeffentlichtet worden. Eine 

von ihnen hat auf die gesteigrten Sekretionsvorgaenge der Krebszellen, eine andere 

auf die schleimige Entartung der Krebszellen zurueckgefuehrt, und these beiden 

Anschaungen sind noch nicht in Uebereinstimmung gebracht worden.

5. Ueber die Aetiologie der Entstehung des Ileocoecalcarcinoms sind vorher verschiedene Theorien: 

Reiztheorie, Einnistelung der Parasiteneiern, chronische Entzudungen, Tuberkulose und Verirrung des Keimes 

gezeigt worden. In meinen 6 Faellen konnte ich nicht die besonderen Veraenderungen, z. B. Parasiteneier 
nder tuberkuloese Herde, die als eine spezielle Aetiologie des Carcinoms betrachtet werden, nachweisen.

Meiner Betrachtung nach moegen die dauernde Reize, in meinen Faellen, welche durch die Staung des 

Inhaltes in dem Ileocoecalteile hervorgerufen werden, die Entstehung des Carcinoms veranlasst hahen.

6. Die Symptome des Ileocoecalcarcinoms kann ich von dem praktischen Stand

punkte in folgenden 3 Perioden, d. h. Latenzperiode, Periode der Initialsymptomen 

und Periode der klinisch nachweisbaren Symptomen, abteilen.

Nach dem langen Latenzstadiume beginnt es manchmal plnetzlich mit der Darmstenose oder der kolos

salen Darmblutung. Das Initialstadium, dessen Symptomen meist unbestimmt sind, wird haeufig mit dern 

chronischen Darmcatarrh, der Appendizitis und dem Ceocurn mobile verwechselt. In dem klinisch nachweis

bare Stadiume erkennt man einen fuehrbaren Tumor, die Stennsenerscheinung in der Ileocoecalgegend und 

sogar den blutigen Kot. Aber bei fortgeschrittenen Faellen, bei welchen hochgradige Darmstenose, der 

Meteolismus und die Bauchauftreibung auftreten, ist es aeussest schwer den localen Tumor zu palpieren.

7. Bei der Untersuchung dieser Krankheiten mussen wir uns bemuehen, die 

Diagnose moeglichst frueh, sogar in ihrer Latenzperiode oder spaetestens in der 

Periode der Initialsymptome festzustellen. Selbst wenn ein Tumor in der Ileocoecal

gegend tastbar sei, ist die definitive Diagnose auch sehr schwer und in dieser Periode 

muessen wir die Ileocoecaltuberkulose, das Sarcom, den einfachen entzundlichen 

Tumor, die Aktinomykose und die Invagination differenzieren.

Vor allem ist es am wichtigsten und schwierigsten die Tuberkulose und den 

einfachen entzuendlichen Tumor zu diffrenzieren.

8. Als eine sehr interessante komplication kommt zuweilen anfallsweise auf

trtende Ileocoecalinvagination vor. (Siehe den vierten Fall).

Es entsteht infolge kraeftiger Kontraktion des Ileums und dabei bildet der Tumor 

die Spitze des Intussusceptums, hier kann die Einschiebung ausserordentlich grosse 

Dimension erreichen, und das Ileum kann mit dem Tumor haeufig bis zur Mitte der 

Quercolon durchwandern. Diese Komplication befaellt in der Regel die mit einer
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bestimmten Disposition versehnen Individuen, welche aus der Ermangelung der Fixa

tion der Colon ascendens und des Coecums bestehen. Wenn die Reizquelle der 

Darmkontraktion erloeschen, setzen sich die Peristaltik und die Fortschiebung des 

Darminhaltes nach abwaerts fort, wodurch die Erweiterung des inneren Zylinders 

folgt, die fuer Herausziehung desselben Teile nach oralwaerts wirkt, und so findet hier 

natuerliche spontane Reposition der Invagination statt.

Auf these Weise durch die Wiederholung dieses Vorganges mag der Anfall der 

Invagination auftrten.

9. Die Radicaloperation dieser Krankheit ist schwierig; wenn der Zustand des 

Kranken noch tauglig ist und keine Komplication vorhanden ist, sind wir auf die 

einzeitige Resektion des Coecums mit Ileocolostomie angewiesen, und wenn die 

schwere Komplication besteht, so muessen wir Ileocolostomie oder vorlaeufig die 

Anus praeternaturalis anlegen.

10. Das Endresultat nach Resektion des Ileocoecalcarcinoms ist viel guenstiger 

als dasselbe nach Resektion des Carcinoms der anderen Teile des Verdauungstraktus 

und die Dauerheilung bei der ersteren betraegt ca. 30% aller resezierten Faelle. 

     Solches gute Resultat ist meiner Betrachtung nach den Arten des Carcinoms zuzuschreiben und zwar an 

dieser Gegend kommen Adenocarcinom und Gallertkrebs relativ haeufiger als an anderen Teilen des Verdau

ungstractus vor.

Von meinen 6 radical Operierten sind 5 heute noch am Leben. Zc'ei von denen waren Gallertkrebse, 3 

Adenocarcinome und so bestaetige ich, dass bei oben genannten Krebsarten insbesondere beim Gallertkrebs die 

Aussichten fuer langdauernde Heilung relativ guenstig sind.

11. Nach der Resektion des Coecums klagte die meisten Kranken ueber die 

unstillbaren hartnaeckigen Diarrhoen, die etwa 2 bis 5 Monaten lang andauerten. Es 

handelt sich wahrscheinlich um eine Resektion des Coecums und die Ausschaltung 

des wichtigen Dickdarms, wo die Antiperistaltik vorhanden ist und die Darminhalte 

lange Zeit angehalten, gut beigemengt, resorbiert und von fluessigen Zustaende zur 

festen Form geaendert werden. (Autoreferat).
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