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　子1鮮頸潤治療成ll嚢向上の為には一iミ期診断方｝ノこの研　　　　19521ド2月より19価｝r聡月言k℃にtiil・州大判　鵠部窮

究・　’・／術療法並びに放4対線療法の改嵐更には化｝Et療　　　1【i群：教点｛で剖暫ミされブご疎　些棚1患謂r72鯛につぎイ癩rし

法の開発等多くの努力が霞ねられていP，：⊃。しかしなが　　’．：　tr｝その灘輪娚ll内訳け｝よ教窺の子’、懸1癌治療統細こ

らいまだ治療の効果もなく，死の転帰をとる，tLl鮒よ我　　　薦き分類ずる，！事ユ幾の如くであ為。

カミ，Rl｛’こ於い’『ぐも冑癌に次ぐi「麹髪∫1度である寮も事窪であ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1衷　　　子雌1癌1瓠1二．例症例数

　頸価治療｝こ於けゐ1讐礎をなすものは癌の体内でtl）麗　　　　　　　　　　　（tg52．2～1965．1助

嚢繍雅1灘瀾1：詩ll篠搬が鍵灘驚　一．治lt，｝’法、ヨ　桝＿、、並＿

蜘と．致していない黙常離紺ると。ろであ　　i　　t，lil　　2・
る。　　　　　　　　　　　　　　竺　射　線　1　　　31
礫礁働燃する稚としce・rk，乎術儲欄　．て＿乱…燕L．＿＿1整…一一．t－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iにつき｛矧す勧法と，剖｛鮒糧は勧齢が撫　　　　計　i　　7z
られる。手術摘lkti．．［：・1，L本1・：ついての検討は比鮫的数参・く

みられ識が総でも鵬⑮・塚本⑳蝋蹴腰　 手制｛法例瞳脳欄こ於いてJ］賦蝋贋聡
はじめ幾塑報li㌔が発表されている。しかしながら割　　li菊術ぜ施行，26例中23例は術後放llf線照射な行つてい

翻謝して゜；k・その櫛」獅少ない級あり翻1な　る・な師陳ついて嚇・μ・C…’いツによb／1／t．

棚鞘砒醐少なく，騨では酬鱒森⑱・　盤鰍糊法も榊して・・る．賄前鰍例が蜘
井槌＠一⑬，鰯⑫…‘弊の禰がみられる嚇　鎌れている。

である・　　　　　　　　　　　瑚撚療法騎f驚と網欄撒嘆化がみられる
　いうまでもなく剖検例はその大部分が疾病の最終股　　　が，初期に．はレ線醐竃，次いでレ線振子，澱近ではテ

階を示すものであるが・その検討は颪擾制寮上に於い　　　レコパルトがその中心となつている。殆んど傘例に於

ても大いに参撞となり，子窟頸癌の予饅を1森1上せしめ　　　いて60COによる原発彊画接照射浸1を併用している。

る上に儲畿であるものと叛ら描・かような：鰍　 又1例に於いては踏撤離磯1盤リ・櫛厚鵬蝿
でも可及嗣多くの剖検を行う努力は癌治療担当者に与　　　行した。

えら耗た当然の義務でもあろう。　　　　　　　　　　　モの他の療法で獣当学飽科に入院し，剖検にて子営

瀦は1翻怯瓢醐1；欄1学撚で繊さ棉・子宮　頸癌と糊せるeil］　3例，他院にで肺，轍｝醗せる

頸想者につき欄を加え・鋤の知腿得勧で以　創14例，他院にて放射1糠’塒徹粥δ酬例1耀
下その成績につき報t、1する。　　　　　　　　　　　　珂ソじヨ≧例2例，子筆頸癌と診断渕｝ヒしたが未治療側
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3例となつており，これらは正規の治療を行つた症例　　　　第3表　　　剖検例の年令分布

えられる。　　　　　　　　　　　　　溜融　＿工＿＿＿工＿＿＿＿．．．．一一ttt－t．　．一，

。れら，2例の繊調並びに臨床謙。つき囎し　手　術1・・4・　i・ii・

た。　　　　　　　　　　　　放射線　3　　　　3　3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11，　　　ユ

との比㈱轍るとい燃で費纐な鰍考笑＝遭令1・・燕・一・9！E50－・・＊ieN6t・i・・一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、。1　．1．4　1

姻轍。症例。臨雌行；U、、鵬醐，鋼、、く　その他　・・1・　1

であ・・　　　　　　　　　計　11・131　1225い、
第、衷剖検例の麻進欄頒　　　　　％　｛・：s・　g　1　｛i3・11…。睡・い・・

海：彗型け⊥⊥上上⊥…L　　第、鱗亡、で。嚇㈱
手　術　…　　7！・　撒終了後より死亡までの剛舳縄齢・・轍，
放　射　線　　　0　　8　　25i　〔｝　　取り扱い症例の癌進f渡の難があ蟹〔接の比幡よ避け

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方が放射線療法に比べ10j間が疑く，平」爆L存期間はξ夢

　　　　　　　第3章　検討成績　　　　　　　　　　術療法例では18．4ケ月，放珊線療法例では9．3ヶ月で

　　　　第1節　剖検頻度　　　　　　　　　　　　　　　あり，叉2年以」この生存は手術例7例に対し放躬線例

・952年2月より↓965瑠2月／ミまでに縛［騨細｝覗　5例で5年以上の生存は男二御U2伽’・で働襯例に

学握で施行された全撒例数は1，544例であり，う　はない・聯以上の生存例につき’i；　v：・鰍を脚悌～・

ち子宮頸癌は第俵のltrlく7錐1で4．7％に獅。　　聯麹如くである・

，巣驚繋蹴難1鑛瀦1灘lll，，IE：・tssx死心・醐・・勺経過＿＿

計　15i22i32io　・べきであ・が・鋤灘・・≒蜘く一般闘扇髄榊

例で，その剖検繍各・…°・b，…％とな・・瑚　繭噸難
在までに死亡を確認した患者数は乎術例126｛列，放射　　　＿＿＿＿一．＿．．一』　：L’．）．，、

線例177例で，これに対す翻1検率は乎術例2。。7％，　　治療中
放射線例18．6％となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　～6ケ月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6・｝12ケ月
　　　　第2節　年令分布
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　即ち死［r　：liでの時間的経渦からみると，蒋発死亡す　　　路系感胃と症砥依然として多く，感染に対する厳重な油

るものは手術例では2｛；例中19例，放射線例では33例中　　　慧が必輿であ署・事を‘iU．ている。

28例～ノ部分が2年以内であし），しかも1年以内のも　　　　父最近の非癌死例；二は子宮頸癌とll；L関係のない他の

のが半数以上を占めているhがわかる。　　　　　　　　　疾，患に」：り死ll：した1｝例奮経駈6ミしている（症例11，　II　2

　－一づ∫5年以上の生存後下ll発死亡した症例はわずか　　　窄）。　かかる例では臨床的1・r一は種々の症状に凶すし子宮

2．例であり，症鋼が少ない為一般的にはいA’．　fis：いが，　　　頸癌の潤発転移によるもので蹴いかとして処置が行わ

この2例ではいずれも1睦断端及び弥結合織には1写発は　　　矛Lており，合併症をllL期に発．ド1、し溜iすれば十ノ」延命

なく，より高f立の鱒大動臆リソ・ミ節附t［にll」発してい　　　効果のある例と思われる。

るという焦通点が認めら巾る点は注日一g『べきliiであ　　　　非癌舛i例中の典味あ為1重蝿をF』｝｛・三げるぐ，

り，例数は少ないが晩期伺発の一っの傾向を示してい　　　　　症例；中Oみ○，65才　子憾撒癌例1111」，

る様に労貞．、られ1’i｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輸lL：皮癌

　　　　第4節　死因並びに非癌死例の検肘　　　　　　　　昭｛1140｝i月27「1入院，上記参断にて斜］41」～

　　　第’1項　死　　關　　　　　　　　　　　　　　　4月14日ナレ：1バルト430｛｝R（B、1∴1に於け茨線11D及

　子寓頸癌患満）死因としては，癌の広範な浸潤1猷膨　　　び“eC（j　ll－1：接；1＜1射（1幽1120（〕〔職ch，頸管4レ10inch＞

や悪液質び）他に尿毒症，感染症，段1血簿が∫／，｛げられ》ぐ　　　を施行，4」・］　22　ll；1退隣。1の間輸iflLな行わず。退院

いる。個々の症例についてその死因、ピ決定する小は極　　　．1ケ月t・・Sl・の鷺期9醐：でVirchow転移な撫憾，5月雛

めて困難ではあるが，　彫蓄は1，1）癌の広範な浸li馴i　　旧再入院，5月24旧VirclK〕w　l潮剛1術をf距）。嶋卵

移や悪液質（癌死），2）尿川1症，3）央血死，4）感染　　　た及び小指熱人の2　tlLII1のリンパ節な摘μ1，組織掌的に

矩及び5）その他に分けて剖検1所見並びに臨床記録路　　　1ま工辱に稲ド上皮癌ノンパ∫覇嫌穣。6月7日～5月17rl

から推定分類した結果な錦6畿に蹟す。　　　　　　　　左鱗骨i鵬こテレt／’1バルト4‘）Ot｝Rを照射r，｛i月2Uil

　勝に注目されるのは瀦絡系病袈が直搬黛いは闘接に　　　より饗然吐tt11がはじまりIL礁剤，輸lli蝿も効果なく6

死凶と関係するものが1数近くに認められ：・11，1．11で，こ　　　月24目死亡。なお入院中の血液及V：1｝1：機能倹i麗所見は

れに．っいては第7節で詳細に検副鋤るo　　　　　　　　　第乏ζ褒の如くであるo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剖倹す’為と子宮膝部及び縢賠など源発巣附近の癌ほ

　第6表　　　子密頸癌剖検例：死因　　　　　　　　　放樹線照射により全く深癒状態であるが，勢大動脈リ

舳制撃鰯酬・ト・他一馳　嬬：繍轟翻t雛篇ll犠鷺1
癌　州1，h、　、　34　・か・虫り・職蹴状脳・腰で肝醐欄・Yrであ
　麟菰併発　　5　　8　　〔〕　13　　る。食趣こは1欄tirlscl近くに静脈瘤の破裂力猟られ，

冨藻　髭一rT－♂「π万闇掘ll：驚繰雛鷺塩鷹翻奏臓器は粥臓

墨系が赴一⊥一∴i．2LL　以上蜘㈱蜘荊繍。嗣、た繍柳）死
失jft・死1一刈。i　2　因論1尺鞭変酵えられ翻・i嚇聯燃、懸で

盛盤灘Ll」＿鉱⊥曇．．12、鰹㈱璽あ嘱i職1鯉を古儒寸する
昌r6団｝ ﾑ「・τ至…「・1－ P・　論篇縦糞灘難欝難総簿襲1：ll；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ば延命が期待IM来たと思われる。

　　　第顎非癌死例の検討　　　　　　　　蜘こ諸朔のみならず，蜘聡麿力噸複疾患習賄し，
　直接死因が癌覆延によらない29例中で割検時に癌が　　　ている場含を腿々経験するが，一・般に治療担当L繍鼠頚

全く存在しないか，又はごく一部にのみ残篠をみた14　　癌の存在のみに』い証1とらわれず，他の疾患の存在の有

例について検討した結果，その臨床並びに剖検所見を　　　無を兇分検討した上で治療を行うという基本的な修練

一揺表示すると第7表の如くであるQ　　　　　　　　　が必要であろう。

　即ち7例が手術療法例であり，その死因としては惑　　　　　　第5節　癌進展状況

染症が三｝三体をなしている。強力な抗生物質の出現と共　　　　t・・一・般に荊倹例に於いては，癌はその末期醸を≡．：する

に感染による死亡は減少し最近では殆んど例をみない　　　事が拶く，癌進農状況を瓶〔｛序よく追求すそ1：が出来な

が，第7節で述ぺる様になお腎1翫腎炎を三1三体とする尿　　　い場禽があり，浸潤が連続溺な4）のであtbか，非連続
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的な転移であるかとの判窺は極めて困難である場合が　　　　第9表　　　リ　γパ　節　転穣

少なくない・そこで罷で鮒盤【臓器へ輔浸潤1；lz　　　症転移
遮続的，非連続的を一一括し’1謡盤内臓器進展とした。　　　　漁醸法　例　陽性例

　　　策噸，。パ驚移　　　　　＿．一．懲．『『鰯、

あ　｛潔轟、1欝1潔lfu鷺徽募雛梱・・i，，，｝1、襯脈鰍1鵜

蕊要転移部欧

大醐紛1「麟1に物こ多く・次いで縦隔汎1澗糖ll，　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線　33
　治療法別にみると転移頻度は，放射線療法例でやや　　　　　　i

高いが億の差脳られない手争纐法伽は乎術　　　i

・・，c・。。購であ・。　　　　　　　1　・3陽ソ灘。。燗脈分1，XIS”ll”S　］。

1

…後腹膜13

，　　，、　　　　　・　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　I　　　　　　，

（69．7）i縦 瞬需5，弓夢気管5
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　iソケイ7　Virchow　4

時艦内…糊齢・蜘てい・ので，・の両　そのfif　1、3

者の関係をみると第10爽の顛くである。即ち乎術時骨

　　7

（53，8）

撚欝灘1講象濾灘黛1計1・2i，6211，
の12例で剖倹時のリンパ節転移部位をみると労大動脈

小骨盤4，労大動脈2
後1複膜4，

リンパ節が最も多く，しかも労大動脈節のみという例　　　　第10表　　渉術時骨欝［勾リソベ節転移と

が4例砧めており1この事はリン・・難禰範圃に何　　　　湘灸時リソパ節購との関係

醐題はないかと・δ鹸i三聞される・獅繍尋リ　　．41削検時｝
繍欝灘趨：糊轡瀦襖辮講惚上ご璽．［≡・∫…r三‡膏∵
であ・．徽のみで麟・しく結認、ないが，常識　手㈱1（・）112…・判　18
的には手術既に難が多数あつたもの筋が，蝋　．＿．．．⊥1π）、⊥．＿立i．－t．t．5∴＿β

い繊・糊肋鰍｛固数・・多く・・い・叛られ　　計　115i川　26層‘
るが実際は逆でt　般の予想に反する結果となる。し

かしこの禦はリソパ節廓清が華術ii芋十分行われれぽ，　　　よいと思わせる結果を示している。一方手術蒔リンパ

たとえ骨盤内リンパ節転移陽性でも治癒しうる可能性　　　節転移のみられなかつた8例中3例には削検時リンパ

を示し，廓清の意義は醜要であることを物語るもので　　　節転移がみられた。この3例にr二）き詳網に検討すると

あり，又リソパ節廓講は臨来るだけ広範に行つた方が　　　毒｛簑1表に示す如くである。
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第11表　　　　手術時リソパ節転移（一）で剖倹時リンパ節転移’十）の症1頻1

症　進
　　打
例　期

1　］II

箕1繁廓瓢；節i㈱射

　　　　　　　E

5・o年1：L月i　・1．4　（．）
　　　　　　　l
　i　　　　　　I

l　I

剖　　検　　所　　　鉗，

リンパlli【u’転移 癌’しlll延状況
備　　　　　考

劣人酬脈節　　　’ll｝、凱空内　　　　尿管1）ll、1

　　　　　　　肝

2い門゜糊！1｛一…lil・i　　慰1　11・肺i

　　　　　　　　　　　　　

3旨［、。…1糊　　12・・一・1駄動麟ゴ
　　　　　．　　　　　　i　　　　　　I　4（［o〔）R　　「

i　　1。副辰子i腸間膜　　1夢副生脚照　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨腎一ill：腸　1亘ミ甑炎穿孔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腰椎　　　　　；一浄急性ll二膿l／割；wl握

1　！　1　　　　1　　　　i　　　　l　　　　　l　　　　　i

　即ち疲例1は骨盤内に尚据11がf指fl三し，原発激の再、発　　　れないが，放射線療法fクllて／1fr属器薇麺三の．’”い点は注N

から労大酬永節転移も考え1を・れk？，が，木群3御静∫れ　　すべぎである。即・胴三争i鰯川標｛仲で｝，i鮒風ll翫稗は

も手術時既に正規のリンパ節廓溝範1聡のi災界を越丸た　　　1・V2％］二さi｝ドζおり，11糊険された乎1粗刎の摘1　B　ttii／1本

部位に転移していたとも推建出来く“U　　　　　　　　　中にもわずか：1例に1【樗龍認めたにすざlt’itいのに反

　　第2項　骨盤内臓旨臨癌進展　　　　　　　　　　　　し，放射線療法の13例，・1，iには9例（鵠7詔％）4）高寧に

　これは尿路糸臓器に1：！猛々な影響を｛乃しる∴f“1で注目き　　　みられ／こが、いずれも広範な｛1必渕転移な伴う、tこ期癌状

れるカミ，錐12表に表示した如く，全例の77．8％に’腎盤　　　熊の症伊llであつた（，

内臓器への癌働醗誌め・放射線例が手衛例1こ比べや　　　　潟項伸1霊夘蝋｝議移

N高率である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　骨盤外1丑蹴器への癌浸潤v：禰｝13数iに示寸’如く，手籍癩

　臓器別には勢結舎織を虐なむ惜盤壁。骨簗霊腔に最も多　　　法例26f釧1中15例57。7％，放射線療法例331卿Pl7例5L5

く（47．2％）1次いで膀胱（41。7％），腹腸（t］（｝．0％㌧，　　％．その他13例中4例30．8％，とやx乎術療滋鵠毎し喰‘｛

膝（34．7％）、子富体部（22．2％），附厩器（］．fS．3％），・　向にある。郡位別には肺に履も多く，次いue：：肝，腰

骨盤骨（9、7％）となる。治療法別には…般にziはみら　　椎，牌．腎．醐欝凡窪であり殆んど全臓器にみられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　治療法別には手術1列1こ於いて肺転移がや．s多い点が注

第1籔　骨糊．脇珈．獣況　　　　【；1糾、る。撫澱遅』（翻閻の駅と共瑚1臨穣媒，

手術26i・・（・5・．3）

鵬撒133防（8L8）
その鯛13・／（84・・6）
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17

7

一・・一一一一…．一一・一一一一一一H－一 @．1…一一　 わずかに4f列4砺に過ぎず醗梯じ亡か1吻制削
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表13第　　　　　　　骨　盤　外　臓　器　転　1i影

治療法

手　　術

放射・線

その他

隣麹」肺÷　綴・溜心膵：　論

26ほ5飢η
33　1　］7　（51．5）

］31　　4（308）

117821221，21ユ11310：LO　64434δ442
1　　　・　i1　2　0　1　1　0　0　0　0　0　〔〕　1

計i7236（50・・）i25a91896655』B．も竃　τ1

　　　　　　　　　　　　　　　　　（沼三：4例↓り、i：’省略）
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めて悪い。しかし乍ら再発の刷切発1証は1昌L較的幽難で　　　　術後再発例は乎術療法の剖倹26例中22例でそれらの

あり，再発との診断がli質縫泰れてからでは癌は既に広　　　＋1暫は時期，症状，栂発部位，処置，剖倹所見淳は第14

範に拡がっている場rヤが少なくない（，］SZI逆に術彼照射　　　」ミに一・括表示した通りである。

による線維化や廻遣1生肉謝’組織を・胃・盤内rri】発と1誤診す　　　　　　th！g　1項　肉ゴ薦時期

るjil：もありうる。かXる点より剖倹例に於け’i：術鍛再　　　　手称1から再発と診断される炮の時期は短い｛tijlで：Lゲ

発につき検討な加えi；二〇III二Vtiの矩ゴ：乾に関しては種々の　　　月，最長は4年8ヶ月，平均1向Lヶ月であゐ。禰発

見解があるが，ここでは　次死亡を除き剖験により癌　　　と診断されてから死亡までの期問は1ケ月～2年5ケ

の証明された例について倹討したp　　　　　　　　　　　　月で・F均6，5ケ月と短いc，
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　　　第2願再発症状　　　　　　　　　　　　　為，断端画：発臼体貢大な意義な持つ13；）　kがあ；i：，と弩え

　主として腰痛，下肢痛，下肢の浮腫など’円撫ドヨ腫瘤　　　tcい。

による神経，脈管の圧迫による症状である。その他頻　　　　今後はこの両湖の鑑別診断の進歩が塾まれ考鮎

尿，乏尿など尿路系障害，便秘などの腹腸月1迫症状が　　　　　　第7節　尿路系合併症

あり，脳云移例では【馴ジ：、発熱がみられ，喉所見か　　尿路系臓器e’Sその鰐11・・醐ウ．1肋・ら頓離嚇の進

らこれらの臨床症状は1分考えられるものである。　　　展と書艇い関係にある、li：は幽然である○古くかρ・子宮舶

　　　第3狽　再発鴇位　　　　　　　　　　　　　　癌のbi三囚の…つに尿削肋層1モげられ，しかもその頻ジ竃

臨床的醗緻として臥　1，、滑盤内醗で，　｝・’Cい　は高いとい掴・てし・る．1’・Clars・11⑪戯1胃症訪燃水

で腔断端及び遠隔醐藍移（Vi・・h・w，肺一　1う等で　1　書1は75％－C；尿削巨は33％，13uC11瓢um④は62％・、尿

ある。　　　　　　　　　　　掘臨G・nsau③1砺と謝随％，　Marci・レ［。1・勲
　骨盤内再発と診断麟｝した13例中，削険と…致するも　　　は7ユ％の尿管∫妙ドな認め，11と樽症が死因と熊巴）たのは

のは12例，不・．－4致の1例ほ骨盤1／1こ高度の炎症撫1朝く　　46％簿と服告して搬路昂り1｝1変の煎要性な指摘t’Cい

組織の形成をみたo　　　　　　　　　　　　　　　　　る1・）著鱗も鯖11節に1准べた如く剖検鯛72伊ljの々L因とし

　又骨盤内再発がP…・応ないと考えられた5例中，」膨芝　　て尿，む症⊥2例，感鞭症のうも尿銘県病勧i三な重，の

でも認めないもの3例、癌が認められたもの2例で，　　　7例，癌死中の搬1りi症カミ死な早めたもの13例の計鵬例

何れもil書1度の遠隔部駄移を倉併している0　　1　　　　　44，‘1％に於いて尿路糸li｝‘蛮が死關と取り，或いは死癒

　以上の事は臨床的骨盤内再発。頚コ1が削検とよく一．一致　　　早める原圏をなしている躯な知つた。

することを物語り，臨床的検索乎技によつてil・かなり　　　　子宮頸癌呪：｝永久治身藪率向ヒの為には猫iに対すゐ治療

骨盤内再鞘の推電が可倉邑である事を示している。然し　　　方法の改韓は醤うまでもないが，癌それ肉体に起因・ナ

冷後の課題はこの1醗を如阿にし’こし1糊に殆猟出来る　　るもの以外に治療に伴殆併壁a三・副1乍用に対し”ζも充

かという点にあろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　分な対策が瀞慮される必要がある。かかる意味かに》剖

　臨床的縢断端再発がみられた例は5例で，癌が割　　検例に於ける尿路糸セ併演につき融高i羊しい検討な加

検時尚存在していたものは2例（いずれも骨盤内癌陽　　　えた。

性），存（Ii．なかつたもの3例（骨盤内癌i；｝性1例）　　　　　第i孤　頻　　度

で，これらは放射線治療駕餐1鵬翻1の癌がil【1滅したも　　膀肱髭贈一翻｝鞄晒変につぎ擁舗曾ると鄭5

のと考えられる。一方これら断端円発の5例中’同盤内　　　蓑の如くでie．．）る。

に癌が陽殴例は3例，他の2例は断端撒こも骨盤内に

も癌は証明されない。　　　　　　　　　　　　　　　　　第15簑　　　尿路系病変頻臓

型灘繋麗瓢朧欝禁篇1｝挫．鷺」継騰霧睡

1更に瞳断端醗と，舗し，麟i端にのみ1齢証眺　　1跨癌　浸　潤
　　　蒐　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　炎　　　　　　　症
れ・盤嘩癌が醐されなかつた伽瑚もみられ　胱　，　胱　痩

．なかつた・　　　　　　　　　…1『『禰灘聰鵬糠
　斯様な現状から，腔断端再発は原発巣の掴蔓延突態　　　限　⇒ド癌性圧迫一・尿管水騰

を中心とした現在の手術療法からみて，腕断端にのみ　　　　　　炎　　　　　　　　症

に断端再発と診断されwものCめり，vの点からは腔　　 1水　　腎　　症

t｝i14
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耀辮緋懸二遜島諜灘豊慷鐘鵬遡議Ll」－IL《

断端掬発という事象は骨盤内再発の1つの窓の如く考

えられる。他方若し骨盤内再発と無関係な単なる断端

再発であれば，これは放射線治療によって容易に治療

出来るものであり、その予後も良いと考えられる。換

言すれぽ，断端再発ということそれ自体が単…な局所

的領域の場合は放躬線治療により良く治癒せしめ得る

ものであるが，骨盤内再発の窓の如き｛鮒吝を禽する
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節5号（1966）　　　　　　　　　　　　　　　　　合5《605）
　72例の剖検例中尿路系病変が全くないか，ごく軽微　　　三点を業げている。

という症例は僅かに蹄ll　8．3％のみである。即ち手術　　舞ジ3日腎　臓

例にはなく，放射線隙こ4例・その他で2例である・　　　　li「∫臓への昧移率は最高33．3％，最低4．〔｝％，平均

これら6例の癌進膿堤犬況をみると放射線例の4例では　　　5％前後の報告をみる程度で少なく主として並L行性転

醗巣附近砒1剛i勺膿浸潤例で・いずれ1も遠隔撒　移拷えら’｝・，その大紛馳騰への1備姉、移を

の醗f列であり・その他の2・C’71」賦に…1彌に対す拠　怖・ll・瀞いとさ，1・ている講猷67例・1．i　」・　t・iti（聯1　

附徹励ていないが・1・腿脚そ’躍i継でない　2，湖撒3）6．9％1・・　鞍移を、潔、た。こ、1・Lら5例

症例である・　　　　　　　　　淋ると　i　，肌脾など鋤1旬勺に1購を、甑餅弛
1脈乎術例で卿繍1｝イ鋤・獅られなかつた1殊　転移の一戴と叛られるが，一部では1類躍期醐組

1鵬なく・癌騒醐の1｝！鵜さることながら，手　fiit（三1三として鰍酬脈リン櫛・購）から1直：搬潤し

術操作自身が，尿路珂～病変を惹起せしめるかなりの膨　　　たと考えられる例も詫忍められる。

糊」鱒つていると叛ら’｝・る点t，ll　l’，iしたい・　　　　？XS　3　J」il鵬狭・蹴びに聡水腫

　　　鵬項尿路系臓器へ畷li，鍛伽（淡）　　　卿目頻闘血びに駆1

　　第：咽膀胱　　　　　　　　鞘蜘雫1の進行した棚で鰍管網ゴが融幽誘
　膀胱では癌は大部分連続的浸澗であり転移なみるll：　　vlt、る。前述した如くPearsOI1⑳は75％に，　Gansau

は少ないとされている。著爵は29例40・3¢6に勝胱浸潤　　　⑧は7・19∂に尿管水腫，水腎症を認め，Faerberも84％

を認めたが・こ描尉べて連繍搬　｝剛駈ミ移はみら　に鵬の矧1性並びに1醐服辻潤によ鰍糎発肌
れなかつた・従来の報告儲【」検例ての膀鰍瀕よ20～　たと述べている、，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頸癌に於ける尿管狭芦の原因として，霜川⑭｝よ，

第臓　 尿路系への柵銀　　　　　1）廻1醐呼富結舗繍殖，2）II鰯｝こよる尿管腔の圧

室亙璽塗瞳幽蜘f壁匿　’自又腿・鞠：㈱こよ邸，鰹臨膀胱

膀　胱

尿　管

速続的浸澗

転　　　移

尿管埋没圧迫

転　　　　移

腎剛転　移

寵……… @　　－L’「　　　壁へ賜弱浸潤，5）術後の撤痕等を雛げている。

1、11129　灘・・例61・・％囎榊及び尿鰍・蹄め
L－一…・一…一．　た㈱17表）。王lpち乎術療法では21伊IL拗襯療法16

17］・5 @739　例，その他7例で乎術例瞬、灘である．44鱗139例
゜　3　°　3　88．6％眺の浸灘よる髄又は鵬1槻灘よるも

・い1。｝5

が・儲の？2例でも鞘療法35・4％激射撒法42・4　癌　性
％，その他46．　1％で放射線療法にやや多い傾向を示し

た。

　　第2目尿管　　　　　　　非癌性
進行せる子宮頸癌では腫瘍内埋没や腫瘍によ祉i三迫　　　一』『Tt　　　

等の為の尿管狭窄が屡々みられ，これが死因に重要な　　　　　計

関係を持つ事は既に1融ll鯛事であるが，尿管髄への直

　17
65．4％

　　4

15．4％

　21
80，8％

　15
45．5％

　1
3．0％

　16
48，5％

　　71　39
53・・小4・2％

0 　5
4，9％

　　7144
53・　8°／・　［　61，・1％

接癌侵入，転移をみる鋳は殆んどないといわれてい　　　のであるが，5例1L4％は訓癌性の原囚による。即ち

る。著港も腫瘍性圧迫は33例45・8％に認めたが，転移　　　搬痕性狭窄，肉勢組織，骨盤腹膜炎，膿瘍：によるもの

は放射線療法の3例4．2％に認めるのみである。その　　　が乎術療法で・葎1例，計4例，放射線療法では炎症性

1例を第1，2図に示す。従来の報告でも石川⑯0％，　　のものがi例である。癌性の原因にせよ非癌性の原因

塑月⑰5，9％，井槌⑫5，4％といずれも尿管への転移頻　　　にせよ尿管が機能的に受ける障誕ゴは実質的にば余り変

度は低い。FiSCher⑦は尿管は癌に対して抵抗性が大　　　りはないと考へられるが，特に非癌性原因にょる尿管

きいと述べ彼の調査でも2．］％となつている。尿禦へ　　　狭牢が，5例もみられた点は沼．目すべきで，これ，らに

の癌浸潤の少ない理由として三谷⑳は，1）リンパ系　　　対する対策を十分考慮する」，1：により，永久治癒例とな

統が別個である，2）抵抗性の強い鮎3）蠕動運動の　　　り得たと考えられる例もみられた。



36－（606）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信州医誌第15巻

第1図　　　尿　管　転　移　 （1）

　　　　　　騰讐醗撚’　簸．　　読恥一一・

・　・撚盤灘1醗種纏翼～き醤
　　残・、，　．　畿蕊　　醸躍二「・

×100

第2図　　尿管転移（2）

X400

　非癌性原因による尿管狭窄のうち興味ある1例を挙　　行。8月2日退院した。退院後特に異常はみられなか

げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つたが，2ケ月後の定期診察で再発を疑われ9月29日

　　症例：小○み○り，42才，子宮頸癌第∬期　　　　　　再入院。色素膀胱鏡を行つたが，この際左側はイソジ

　　　　　（組織学的診断：扁平上皮癌）　　　　　　　　　ゴ排泄（一）で，Renogramでも左腎機能低下を示し

　昭和39年4月15日，上記診断で入院。4月27目，広　　　た。発熱著明の為抗生物質及び副腎皮質ホルモンを，

汎性子宮全摘術施行，摘出物検査ではリソパ節転移は　　　膣断端部付近に腫瘤をふれる為マイトマイシソCを

みられなかったが膣断端部に癌転移がみられた。5月　　　計42㎎使用，11月中旬膣断端部より膿排泄を認め内洗

上旬より骨盤死腔炎を合併したが抗生物質投与により　　　を施行，この頃より尿量減少し尿素窒素上昇。11月

約10日で治癒した。5月26日より7月9日にテレコバ　　　28日乏尿状態となり腎穿刺を行つたが余り効果なく，

ルト4602R並びに膣断端部に体腔管照射7000Rを施　　　Renogramも両側とも腎機能低下。11月30日尿管皮
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膚移ll－ift術をllわんとし，手術中死1ご。　　　　　　　　鞭を合併して腎霊腎炎るf　l唄たものである。（舞レ1図ノ

　人院中の尿臨尿剃鋼尋鰍よ翻礒・ノ蜘くで，Re一　　團．例儲繊1．／撫られた鞠瀟入脚腿・n・）gram

n・ts’rum　l」；第31沖・如くである。　　　　　　等の1閉踊旨1　鷹で贈・譲Ill予機脚q・な1淑・ており，少

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なくともこの時期に右尿管皮［再移植術な行・：，ていれば

蜘8衷　　臨　床　経　1，轟　　　　　　剛卜f・J延命効果が得られた「幽簸胤㌔然L網川1i’窮窪腔内

｝　　　一闘”…　　・一　　　　一…一一一　　一　…一・　　　　に広縄ン念硬結個1「瘍紺｝織と疹え易い為，積極的対f’lt：liを

　　小（蹴｝り‘ttl’）lr’澱1蹴卿期　　　行い黄1賦とが慌肱轍・　欄納畷化、鮒
＿＿一＿＿＿壁可三：些蝉i＿、．＿＿　する適確価診il融の［　D，が勤、1、る。

S．39．　4，15　入陵i

　　　　4．27　手術　リγ’ミ節Ili’ミ移（→　　　　　　　　　第4図　　　判　検　時　所　琴1｛，
　　　　　　　　　　勝断端部｛「・．ま潤｛－1う

　　　　5，1二骨盤死酌1ξ禽併　　　　　　　　　　　　　　　　　省搬　祷左＼

　　　　5．中　岡」：：1台庶

　　　　罪：霧fll脚　　誰レ鵬｝　　糠ミ雛沁

、．，∴牒1鰍醐、，。、塊　　・1灘1膀胱i／購・

　　　　ユ旧麟1騨In（li・・’°耕編宏c：’）　　　瀧Xk“’獣藪　・．・

　　　　1紳懇欝膿型ll糠暁’　㈱繊袖瀞憲。瘍
　　　　M．　28騰刺撫0（｝cc　　　　　　　　　蜥蝋／～へ＼msmatl
　　　　11，L）9　　〃　　尿150CC

　　　　lL　3（｝　三「」三術t／IJI死亡

　　　　4　5　6　Ul　11　　　　　　　　　　　　第2臼　尿剛ll牢の言診断及び処澱

月日看曲ボ、1－1722262829　騰辮綴脚うち；澱に捌こ榔・が鰍尿燃・

冨『…痂鼎死品1薦賑画1評　驚欝奪鍵果惜齢繊；慧鱗1鷹撫莫

尿瓢㎜“7τ「㎜マ…｝｝弱汀幣驚　1紛驚る・従畷そe’診撫鰯ミ獄1槻鵬下す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要があ為。診断方法として従来から腎濫尿管撮影，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色索膀胱鏡，尿素窓i素の測定等が壕…げられているが，

第脳　レノグラム　　　　鰍徹下以1龍診肌慰す秘騨、駐鵡。嫌
　　再入院隠　　　　　　　　　死亡前　　　　　　　最近のRenogramび）1腿見は尿路系失調び二》早期診断上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有用と考えられ，教室の成績⑳で、1、それな示してい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。

　　　　到　一　　　。磐㌻夏灘盗灘1舞瓢㌧聡
　　　　　　　　1　　．，．　　　層臆ものであ㍍次い曙鷹1箆賄・贈嫡灘蜜酵
　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　があげられるが，これは凧期の腎機能低下前に行えば

　　　　叫　　｝…讐羅欝纏1罷慰盤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な1例tv経験している。参労の為その経過を慨酪する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と次の通りであるe

　剖険所見では癌は腔断端瓢及び周開結合織中にごく　　　　　疲例：小○ち○，65才，子窩頸癌第W期

わずか残存するのみで，他に転移は認めない。主病変　　　昭和37隼5月｛iF｛入院。上記診断でテレコパル1・照

は骨盤腔内の肥厘した線維性増殖と膿瘍’ε，これによ　　　鮒を開始したが，乏尿に気付き限管カテー一一テリスムス

り両側限管が狭窄され尿管水腫，水腎演を黒し更に感　　　施行。しかしあまり効果な1く5月1菱3日：右尿管皮h眺河多植
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第　19　表　　　　　　　　　　　　　臨　　　　　床　　　　 網…　　　　過

小○ち0　65才　子宮頸癌　第IV期　篇平上皮癌

月　日

処

椴

尿

　S．37

5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　7
ヴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ

6　　　13　　16　　17　　18　　19　　22　　28　　　5　　　12　　26　　27　　：10　　 12　　23　　26

入テ乏尿：宿　　テ　　テf，OCo。OCo　　退
院レ尿蟹尿　　レ　　レ開終　　院　　：　　　　力　　響　　　　　　　コ　　　　　　　コ　　始　　了

　　パ　 テ皮　　 パ　　 パ
　　ノレ　　　　　　　　　l　　　Jlei　　　　　　　　　　　　　ノレ　　　　　　　　　　　　　ノレ

　　ト　　　テ　移　　　　　　ト　　　　　　ト
　　開　　　ル　M　　　　：欝　　　　終
　　始　　　　挿　　術　　　　　　開　　　　　　了
　　　　　　　入

　　　　　謝　右
610　　240　　50（，　3100　1500　15〔｝0　二L500　2〔K｝‘1　　（1駄從品勺　BOOO）

刺　　錨　㌦＿＿。（以俊100～3｛）｛｝）

NPN　i　　　　　　　　　　　　　　48　　　　　　　　　　　42　　　　　　　　　　　念7　　　　　　　　　　　22　　　19　　　17

　　　1

　第5図　　　　レ　ノ　グ　ラ　ム　　　　　　　　　　との関係は比較的少ない。尿瞥炎は9例にみられ尋争ドナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伽鼻こ｛多く　（5｛列），　1例を1勢ミし・たf也の4（列をこ上ftiJ　l’！ll　d）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腎鷺炎，斑には化鵬性暢炎な合併し感染が原因となつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て死に薫つているものである⑪その原因として｝；h尿管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　痩，敗i亀症、腹膜炎等であり，これらに対する発症予

　　　　　　　　　　　　　　　’　，　　　　　　　防並びに早期治療に一卜分注意する必要がある。1随翻酵

　　蜥　　　　　・　　炎では尿骸との合併。伽すべ。賭燃。惑勲
　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　趨した例である。尿路系炎猛も1｝所次「欝爽質への変化鞍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もたらし、腎機能低下を来たし遂1こは尿毒症をひき趨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す事になる。既にかかる状態に顎れば尿憐移檎多訂等で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は救い難い変化であると思われるが，こ21，とて嗣1｝｛変

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の完成迄には或る一畷茎期問が残されており，臨床的に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芝尿や尿毒症状態がいかなる原因によるかを積極的に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鑑別し，これに適切な対策を構ずることは極めて重要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な操1乍と考えられる。

繊行う・そ畷醐朗で・5 P日より放射鰹　特畷近の鋼タビ例では，手術一麟麟蓮少一一）、7di

りである。

矧の如く糊礒駄瀕を行燃＋艇鋤果　第2俵　尿路系炎症
鰯事が出来・・　　　　　一．．．一一＿＿援璽墜量型璽虻鍬．．

　　　第頓尿路系炎症　　　　　勝胱炎旨2i・i・｝21
諜雛鰍懇猫搬灘翻，鎧黎亜巫藁工ユ「工・
あり臨床的には難灘であ嚇に手看衛例でOX術後嚇　　膿腎症i　4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

糀膿欝警よ渥鷹製募！獺　欝漏劃1　｝
］l　o　　5
　19　1　　5　　　20

2　’　　1　　　8
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　以上の如く，実症例並びに捌検所見の検討等より，　　　る症例に対1、では｛芳めて剖検すべく努力しているが，

特に骨盤内再発1：二対する早期JtS見日釧斯法の［｝il，1…及ひ尿　　　貴屯な症伽1な出来るだけ詳しく追求す為；脳；職ll癌の治

路系への早期対策、聖の訴段によつて，氷久治癒若しく　　　癒｛向上の為必襲欠くべからざるも㊨と賂セ齢。外㈱

は延命効果を充，蜘1待しfl櫛醐囲三が桶三するIS・力理　で掛徽数が1t椥膨い様でありB，u、、・、h、viu③“5

解計・る。　　　　　　　　　　　例、Ilei…ik…⑪G6例，　S・tt。⑳．1OS例，1く・11y⑳一璃，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ilulzaepfel⑱［361クll，　Ward⑳ボ0例，　Mar〔二ial－Rし，las⑳

　　　　　　第4章　総括並びに考按　　　　　　　　　169f列，　Fischer⑦467例，　Hell¢「⑩3M例，1）earson⑰

・」悌勲翫獅櫛、，に際してLll，その麟1こ肌，治　57例、　D・Alvarez④1｝5例、鰍つてい1，、。…麟・1・胎療

療liij或いは治療中に何らかの尋段により推短して治療　　　患1皆拭対すゐ比1釈奮みると，手術療法ては7．5％，放

成績の肉上嘘∫はかるとい職みぱ鶴1であり，従来よ　　崩線療法9．4％，両者では8．5％で‘らり，X’leller⑩等

り種々な方而から行オ｝している。その際最も1醜財藍こ　　は約7％、Ward㊥約5・｛賜，・L　I艮告している。教｛で

とは頸癌がいかなる11J∫向｝こ，いかなる様欄で拡がh［，か　　　の加照頸癌，1、廷rf698例呼r，現；1［まで｝i亡の確認さ痴　：

という癌藁延実魅，・ご知1ノ事である。　　　　　　　　　　　いる患断数は手術療ガ、126例，放射線ILII法177　f列で，

　子富頸癌の進腱｛．1寒式を推定する為には．乎術療法に　　　、二れに刈する綱検ド1よ蒔々20，7％，18溺％と従来の報

あつては摘出標擁Stの；洋細な≧冠臨｝i’が必要であるが，教　　　告にみρ：》れない高率でらる。

室ではこの点に闘し．ては」｛｛、に幾，の研蹴報f｝二を発表し　　　　　iil分布なみると4〔レ）49宇1こ最4、移く、次いでfo～

てきたところであるが，更にもう一一っの方法と1．、て剖　　　・9才であミ1狛放射課例では懸【1ず例」；り金体畳醐1葡

検された症例の彰討な行う必要がある。　　　　　　　　　　力夢いが，これは金体の治療患葡自休の頗向であり，

子欝醐1撒例綱す蒸群細姻眈はその材1恥小　謝婦lrぐ・泌然的に剛獅1綱を胴一副槌蜷鰍洞

ない事等から本邦にあつては従乗比較的少なく，；石　　　様に4〔〕才台が48％，50才欝が2£％と報街し，その他

川⑯⑰、森⑳，難捌⑳，引槌⑳…⑳，Oilo⑩等があ　　Fischer⑦，　Ward⑯等もほ酬1じ傾llijであゐ。

り，外国ではPearson⑳，　Brunschwitsr③，正一lenrik．　　　夕ti亡までの時闘的経過をみると一般に獅膨腫）方が

sen⑪，　COsbie⑥，　Sotto⑳，1〈elly⑳，　Ward⑳，　　　放朗線1クはり畏く，平均生存丹数では獅lf例18，4ケ月

MarciaレR◎jas⑳，　Fischer⑦，1－」．eller⑩簿のf｝乏告が　　　に対し，放樹線例9，3ケ月とかなりの懸iがみ6れ濯、。

みられ．る諦喉されVtzこ’iし曝諏な樗料の撫1・1は，」’一　数室での頸癌5年治癒灘’鵬第2壌に示す如く，手術

宮頸癌の進展様式な知る，上に漁簗であり．又爽際の漕　　　療法¢）治癒率が隔く，副倹例に於け砂成継をある程慶

療方法の反擁桝料になり，更に」”後成績向i：の為穐益　　　これからもうかがえる様であゐ。然し取鎌い症例の餓・

と考えられる。従つて剖検例の検講という櫓ま，瀬癌　　　があり，蔵ちに治療法の優劣な論ずるこkは鵬来な

治療El：是非とも必要なことであると同時に，我々に繰　　　い。

せられた一一一・v）の義務であaともいえる0　　　　　　　　　　5年以上生存篠得発死亡した例も手術佛2例に対

　著潜は1952年2月より1965年12月末艇の間に本蝉猶　　　し，放射線例ではこれをみていない。この2例で興味

理∫教室で荊険された予’常蜘癌患者‘ア）72例にっき検討　　　ある点は膠蓑発醸附近には禰発が殆んどみられず，より

を加えた。これら72例のii療法にっき教‘1の子’離藍癌　　　高位の労大動脈リンパ節，　、一その上方にと拡がり，

治療統計に鵬いて分類すると，奉術療法（腹式広汎Ml　　1例ではVirchow・翫移を起し摘出後2年闇も静iL状

子宮全摘出術）26例．放射線療法ζレ線影門照射，レ　　　態にあって後，再びVirchow再駕を起してからは急

線廻鰍謝・テレコ・ミルト！㈱に6°c。小線源ll㈱を　速に他融へも進駒．遜に死亡したが，これらの例で

併用）33例，その他13例である。これら72僧ljにつき臨　　　は廓満リンパ負i，より上方のリンパ節に残存した癌細胞

床経過，剖検記録等を検討し，蔀術療法例にあつては　　　が或る一定期間静止状熊にあつたものが，何らかの誘

その摘出漂本の険討をも試みた。　　　　　　　　　　　圏で宿主の抵抗性に打ち勝ち活勤を講発したと考えら

　窪ず剖検頻度であるが，従裟の報街をみると本J躯で　　　れ，癌の免疫学的研究の而から興味ある症例と考えら

の各報告善の症例数及び全剖検例数をこ対する頻度は，　　　れ，晩期再発の一一つの傾向をノJ・：していよう。最近晩期

石川⑯の11機関での275例は別にして，井槌⑳㊥らの　　　再発の症例が増加している様に思われゐが、その治療

2。年間の81鰍1・6％）．16霊醐の蝋・1．9％）麻⑱q）　に襲つてはかかる点儲慮すべぎと叛る。次に韻寅

89例（。．9％），糊⑳341郷であり，縮の72蹴同　儲眺存1りlll】のピー・を補と，手㈱、右剛線例

じ様な藻例数であるが全「lll検例数1544例に対し72例で　　　共に6～12ケ月であり，1．li塗λ内の症例1ま乎術例で26

4．7％とかなりi醐粥であるo緻蜜では斗ひに鹸近死亡せ　　　例中．14例（53．8％〉，放射線例ては33伊ll中25例ビ75．8
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第21表　　　　　　　　教　蜜　の　頸　癌　　5　年　泊　i憲　率

　　　　　　　　　　　　　　　（1953　～　1960’）

進行期

I

l［

皿

iV

計

手　　術　　療　　法

症例数1生存1治癒看・

46

1，10

46

　‘⊃

3］，

67

26

0

67．4％

60．9

56，5

　0

幽放　身1’冠泉　混韓　i2ミ

り正．伽1数　　f，1三　存　　治1癒痒：

5

43

76

23

4　　　80．｛｝2～ラ

16　　37．2

1il　ES　　　46，ユ

4　　17．‘t

2・21　i24161・4％t47　［594ぴ1％

含　　　　　尉

卿劇生存1治牌
51

153

122

23

35

83

61

4

686％
54，2

50，0

17，4

3・9　i181ドぢ2・41’1・

％）で特に治療鰺の1．fド以1人！は再5h臣並びに合併塗Ii踏等の　　　　（尿su．症及び1｝1罪鴛腎炎）な37例，腹1摸炎11例，呼吸器

発現頻度が高いので，　この時期に於ける・・卜分な注意が　　　　障’【．i　1｛，例，働［fll　7　tSllと述べ，いずれ，ヒ1凄｝と灘症赦びl　iii：

必要な事を示している⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1縁炎鱈～尿路系病鷲の死囚としての狐要性な述ブ慌てい

死囚の半腱1蹴際の」ft．1例に於て賊げし儲易・eは　～5。！脈M・・ci・1－R。i・・⑬は：169例・・ご徽伽・，咽な

ない。ヂ購⑳は〃撒li貯，に翻牒が3励1肚瞬確　調＾ミー禰lil三が781駅46．ll％）で耽訟い劉1膿炎

し，癌が死園｝こ相当の関係三防りと思われ、ゐものな漕｝死　　　　38例（22，4％）でこれ．は照射後の」裟死と鴇野Lにょるも

とする〃と規走して．癌死1よ56例中44例G8。ti％）で　　のであると述べ，肺、炎11例（6．5％〉，出、1血16例（2，8

他病死が12例（21，4％）であり，卿L副病恋として1沢　　　％）．腸閉燕3例（1．’％）、その他35例（20．7％：｝で

Iw；症，1嘆膜炎，肺炎，9iミ．血，敗血症等で，1・i「1でも，醸　　　　あり．その他の80％は悪液質や癌症の為であろうと述

路系障轡，炎撹性疾愚が目立つと述べている。即ち死　　　べている。Heller⑨等は21，4例のif］1検例な3群に分

因の本態よりそれて癌自身の広がり方を三」三眠としてい　　　け，第ユ群（一次死亡）の21f列でほ樵寵g例（1例を説

るが・しかし実際の症伽1では井槌の規定のみで¢k必ず　　　術機），循環障－FI・6例，失血4鯛，縢膜炎2例，第2群

しも全てがあてはまるとは雷えず，尚死悶の判箆は難　　　　（癌死）の呈43例では愚、液質59幽，尿襟症45例，1捜膜，

しいが，かような場合は病理学器の見解なも成る秘度　　　炎10例，肺糧隠9例，出血7例，重複癌7例，その他

採用すべきであろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　6例，第3群（非癌死）では6，く癌のない39例中15例

　著者はこの点を考慮して他の報告欝の死悶統計を謬　　　が尿路系含併Sli・1，腹膜炎及びイレゥス1〔〕例，欠、【融7

考として・頸癌の死悶を，　D癌：ラビ（広汎な浸潤｝1移　　　例，極鵬1f列，その他6例であり臆部父はリンパ節に

及び悪液質）・2）感染瓶3）尿与鞭，4・失血・5）そ　小事鐵撒の加た11例中尿路系合脚6例，胤顛及

の他1’c分けて・各症例につき寝験嚇腫びに臨購腿　 び1’イウス2例，その他3例で，誹・癌死例の，0例中・ぐ

から推定分類した。その結搬は第6表に示した如く　　は21例に差技路系舎併症が死圏となつており，しかも臨

で1癌死34例・感染症22例・失1鷹2例・購症12　肉2i勺には癌の言蜥の下1こその瀦権受けている点に

例・その他2例となつており1物こ聯納変につい　は，撚でも肌様な経験が・励注t，1…9一べきである。

てみると尿灘症の12例の他・癌死中の13例で！オミ醇疲を　　　死困の決1・ξ三は｝1｛1述した伽く困難であり，昏報告楷に於

合併し，更に感染症中で尿路糸柄変が主であゐ例が　　　いてもそれぞれ独llに分類しているが，一般的に古く

7例にみられ　約半数（44・4％）に尿路系病変が死因　　　から子宮鰯｛癌の三大死困としてあげられている尿簿

と深い関係をもつている点注図される。頸癌死蝕礁於　　　症，感染躯，lil．liltがやはり多く，特に尿，1重症，腎、盆腎

ける尿路系病変の顛性縦来よ嚇調されてきたirr　炎等の尿揮豚舎併症が姻畔数近くを占めており、

であり，D・Alva・・z⑥闘｛灸・・例の燗欄べ聯　儲，。購樵蠣脚撒である．更；。最近は蝋

系（尿毒疲及び腎霊腎炎）が40％・呼吸薯臨系（肺浮購　　　に対する診断治療法の逸歩と共に，強力な抗生物質を

肺炎・肺機塞）が31％，で1与化器糸（腸閉塞・穿孔）が　　　始，・bとする種々な獅嚢の臨現等から，感染症，出i幅よ

・3％≒揖階P・ars・n⑪は・71｛矧1・於いて尿灘　減少の1∫1離あり，踊症の欄とし・’C］、、！）、，⊥iめ砒，霊

ユ9（33％）・糊嫉IL（19％）・1踊5（9％）・悪液　が大きくなりつつある様であり，その蝉イ獄卜分考慮

質8（・4％）等，B・・n・・hwig③は尿醗及び｝鰯症　される，腰がある。

は65例・［18例（27，7％），腹膜炎及び膏盤内膿瘍18例　　　　死囚が癌自体によらない例｝こ於いて，ISIJ検時に癌が

（27・7％噂と，S・・t・⑩等は1・。例囎1検中　聯雛誓　L・1）．く存侃・kいか誠、、はごく蔀。のみ嚇・齢た
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所1…腓欄・例鵬り7嚢の如く14例に認・棚・ブ・・うち　いので臆いかと述べて、、7．、．D。Al。。re、⑥は、5例

勘叙みられないものは4fP｝1で螂の・6％にあた　轍撒1、　リ。・1職鵬斯了・，強駆などと，
る…u・・c・・i・③等も・5伽1・1・15例…％燭がEilく　，・V’1⑰、瀾。1，。・節，i、、移を・・2％｝。，近椥。・輩　ゴ

存在しないものを認め，SoヒtQ⑳等は100働117例，　　　転移を23，5鰯認め，前潟Oは後腹膜リソ。9節に澱も

Heller⑳導は214例中50例（23　’Sgb）は非癌死例で　　　多く次いでそけい節であると述べていそ，。

うち39例には癌が全くなく，11例に獣r宮IE　ll又はリ　　　∋｛響爾の場含も他の限告者と同様に後iKi膜節，劣大動

ンバ節に小癌胞巣カミ存ll［iした例であると述べている。　　　脈節に将に多く，次いで縦隔洞，肺門部，　Virchow

これらの死因をみるとHeller⑩等の50例では前述の　　　節等で庭，り，璽lll癌に於ける！」ンバ行性進展経過セこ…致

如く尿路魯飴併蒲が21例，腹膜炎及び・rレウス12例郷　　　して，その順に転膨埣1が高く欺つている。

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乎術例にi｛うつては恨治乎術1｝ll・に，’111・盤リソパ節ll｝ll清

　著勧訓癌死例レi例では感染症力燦1樋こなしていモ：1　徹ご「・塒に施行1，鴬・の，それと例帥：己は隙驚あ

が，最近の強力な抗｛Lk物質釧槻後は腹トi嫉は殆んだ　　z／：t’d　l職嬉m廻）如くflホ爾粥軸・昏バ鯛’瀞を認

みられなくなつてきたが，瞥］！i：腎炎等｝〕！ミ路i1態染症の　　　めた例は18例で，ら』ら／2醐には剖｛灸時｛こ・｛、1垣　パ節

：｛要性が大になつてきた傾向にある、｝これらの症1ダllで　　　転移な説1めている。この12佛1の剖検il芋の1移hl；倖：丁ぐは

は合併擦さえなけれぱ氷久治癒例a二）なり、るものも　　　i芳大勅｝lll節をい心としカi賦移系列な示｛，［、かも4例

あり，頸掘の治療成績1鮭ヒのiに陛祝すべきでは歳　　　を；教劣凝酬／l【ミ節のゑで他にリソパ節転移欧加いo父手術

く，この紺策ヒして骨盤内柄変の適確な』諺：断方法C「1｝ll崔　　時1’ll清リンパ節の転移個数1よlll験時iこ：もi．、穣の脊1：‘1三し

立・尿路系病変の1裡ll発児等が必要であ髪1・と労える。　　　た12例の平」㊥ミ1．9個に対し，胡倹時転移の，認めない

　子窩頸癌の進腿に関してはリンパ節ii移一Ill認i移　　　6例の町乏均力莞3．8個である。即ら爺衛1晦廓潮llンパ節

に分けられる・鵬器1脚舞骨盤夘翻犀転移と伽髄1臓　　賜綴㊥飢・尋、のは，醐嫡・副購がみ帰礁し傾

器浸1閏転移がある。一・般に佃1倹例は癌フ肩ξ期／【1こ熊な汀；　　　向が5り，一・力f：術時廓押蛍リンパ節転｛個数v）｛y・い傾

すものであり，癌は広範に拡カミつている場念が少叛く　　　向に～㍉るものの力が，かえつて剖換時の転移が：毎く，

ない。かかる場r㌃精に・i‘！・盤内臓器で1よ醍〔接浸潤に．．tる　　　それが労大動｝lil’，節を中心とし≠ゴ詳ll位に転酵弊多し・と訟

ものか，非連続桃の転移Lこよるものかの区別は極めて　　　う結果である⇔更に・手術時廓澗リン～く節に賦移がみら

困難である。従つて諸者1よ・胃盤il1つ臓器二於いてはlii移　　　れないが，削検時・に．は弓撃大1助脈節に楓移｝ウCi，つたもd）

と直接是潤を区別せず一括して癌進展として観察し　　　（2例）が認みられるっ

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これ等の結果から，・乎術1二於けるリンパ節廓澗の意

　まずリソパ節転移をみると721ダ唾中45例62・5％・阪移　　　瓶は尚重要であり，駆満が充分行わ」｝しれば，たとえi賦

を認めた。治療法別では乎術例57．7％，放射線例6g．7　　　移が陽性でも充分治癒し得そ：，可能性力斗存在することを

％，その他53．8％で放射線例にゃや高い1ヒ頁向にある。　　　小二i－T－・一一方，症例によつては’i！1’盤内リンパ節転移E：殆ん

臨研（的に・手術摘目1才オ料に於ける骨盤i内リソバ1断犠ミ移の　　　ど同時，期により高位の｛芳畑iり脈節確i移なみるいわば悪

頻度は一・般に．2Q～墨）％といわれているが，綱検fELこ於　　　性度の高い癌があることを示すものであり，このため

ける1，ソ’・ll薩…働ひついて石川画よ3L3％，森⑱は　にはなるべく広欄目にL：嶺を行うことが望ましく、今

32．5％，ヲト槌摩⑳は3（［％と地1咬的阪い数値であるが，　　後の治療法に対する一つの指針を学えているものと考

望月⑰は441％，Fi呂cher⑦は57．8％で勘ゴの62．5％　　　，≧．る。

に近い値となつている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　偶1定内臓器に方《きける鎖癌の進展をみると，77．8％に

　主要転移部位についてFischer⑦は局所リソパ節　　　之を認め治療法別、こは乎術例69．3％，放射線例8玉．8％，

（／・骨盤内のリ：sパ節で帝結含織節，　阿節，腸骨節　　　その他84．6％であるo　l位別には弊糸護‘合織を禽む骨盤

等）1こ24・s％，腰部リソパ節（腎血菅；分岐部までの腹　　　腔，骨羅蕪に最も多く72例中34例17．密oを占め，次い

部大動脈にそつたリンパ節）には44，6％，胸部リンパ　　　で膀胱30例41・7％，面腸26例36．1％，縢25例34．7％，

節（胸腔内のすべてのリンパ節）工5．9％，epigastria1　　テ宮体写蓄即6例22．2％，附履器（卵菓ノ虹1’1穿【1菅）1’1例

（胃，肝門，膵）10．2％，そけい節7・4％となり，腰　　　15・3％，骨盤膏7例9．7％であつた。各報f醤の各臓

都節に最も多く次いで局所リンパ節であるが，割鯵例　　　器への掘進展状況を比較すると第22炎の；tiNりである。

では一般に末期傑を黒し，梼に骨盤内に於いては腫瘍　　　割険頻度，症例数，治療方滋，取扱い症例の癌進行期

塊となつている事があり，かかる場合はリン・・：節転移　　　、」・のちがいなどがあり，自然差異）生メ5のは止むを

が判然としない密もあり，ある程鹿制限された為少な　　　得ないが，著畜を含めig60　F台1ス降の限告が”i　llと的蒜
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高頻度である。薯着の場合特に目にっく事は附属器藁　　　謂宋期癌の症例であつだ。

鷺である。即ち附属器への癌進展をみると放射線例で　　　　次に骨盤外諸臓器への転移をみると？2例中3（i例50．0

は33例巾9例（27，3％），その他ユ3例中2例（15・4％），　　　％と半数に：これを認めた。治照法別1，1／：は手術例にやや

計11例（15．3％）にこれを認めた。乎術例26例の摘出　　　ili硲くにみられた。孟嬰転移謂壷：としては，肺が25例

標本における附属器獲延はわずか1例であり，これま　　　（34．7％）で最も血く，次いで肝の19例（26・濾脅），腰

での教室での乎術療法353例1｝・1でもわずか3例（〔｝、8　　樵の18例（25，0％），脾の9例（12，5％），副瞥，横隔

％）にしかすぎず，一一般的には稀で1～2％といわれ　　　膜の昏6例（8．鍔6，，腎，胸膜，心，膵，肋骨の各

比較的高頻度なの鳳上田の129例中10’例7．75％であ　　　5例（6，g％）等であゐ。各報告薪の遠il爵語転移成績な比

る。剖検例では当然乎術橘出標本より高率と考えられ　　　較すると第23炎び）如くで，やにり最近の報告は・ll，i移撮

るが，従来の報告ではOno⑳の13，3％が最も高いq　　度が痛くいずれ馴11i及び肝に般も多く転濯纏認めズい

これ等1こ比べ纏者の72例中11例（放射緯艮例8，その他　　　ゐ。臨床的には［lib転移は履近増加の似1向にあるといわ

例3）15．3％は高頻度の附属器蔓延である。附属器癌　　　れ，教室の肺転移例｝、二Zっいてみ為と11962甲ま馳Oの1：1年

蔓延は子宮噸癌に比べ体癌｝こ多く，又頸癌でぐ』体部藁　　　1琵1には治療患薪512例r：1：1肺転移は21砂14．1％に紺し，

延のある場合はそのない場合よりも高いとL・われてい　　　1963年以後u）3年闘に18G例中ユ1例5，9％と・やほりS“t

るが，著港の場合黍術例の1例には明らかに摘ILI物に　　　加の傾向にあξ〕t）これは診断技1，1；iの進歩発達の論もあ

於いて体部浸潤を調めているが，放鮒線例では6例で　　　るが，治療方法の改善進歩IOより長期猛存例の‡将加鵠

体部浸潤を認め，2例には原発鵬を奮め子宮には癌が　　　も起隊1す潔，とも塘えられ遮｝。

存在しなかつたが，いずれも広範な浸潤転移を伴う所　　　　叉腰樵，骨盤骨な含めた’lll°転移頻度は34．7¢6と税在

第22衷　　　　各報告…煮による剖検例の骨盤rブs］臓器癌運1腿頻度　（％）

報告制著漸
年　　度巨966

井槌
19Ci4

症例釧（72）（56）

膀　　　　胱

子寓体部

騰麟
骨　盤　腔

骨　盤　壁

勢結舎織
直　　　腸

　　　41．7　｝　　37．5

34・7i　32ほ

22．21

｝15・31｝12．5

｝4…圏

36．。iユ7．gi
　　l　　　　　　　　　　　I

森

ユ952

（89）

　3．4

　1．1

3．4

1．1

羅　耶

1950

（34）

17。6

lll

｝38・・

　88

；EI川

1943

（275）

　6．1

　1，1

0・。IFIseher

：1965

σ5）

4締．3

46．7

1引鴛1
、．，l

　　l

；49・3｝

1956

（tSfl7）

27，2

24．8

28，7

　7，4

｝…7

・1　い7・3il98
57，5

・1

JOearSOii

　1936
　（5；’）

　15，8

　24骨o

第23表　　　　　　各報告潟による剖険例の還隔転移頻度　（％）
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迄の報肇者rli1最も高値を示した。この原園鳳明らかで　　　般に再発中では縢断端τ1】発は了後がよ㌧とされる事か

ないが，’i判云移は25例r，i：i腰1｛ll又は骨盤判転移を止体と　　　ら，轟の腔斯端：りみの閃倦ではその後の治療に．より治

なすものが21例で，何；｝い［骨盤壁又は弊大1動脈節再発　　　嶽し，骨盤内にも両’L釜の存在する例では難瀞性である

癌より直接脅浸潤を示す型であり，他の4例（肋骨の　　　とも考えられる。かかる点臨床的にをよ注意が必要であ

み3，肋骨十胸骨＋大腿骨1）は：掬：発癌組織と直接　　　る。

的連絡のない純粋な’胃髄転移をみるものであり，骨転　　　　毒”：術例に方食ける骨盤内再発で｝；r．臨床的診断とlj検所

移は再発癌組織：こ直鎧i々する骨に多い頗向がみられ　　　見が翫ぼ一致しており，現在の診断法でもある瓶度i五

たo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確な診断が行〉乞る事を示している。　しかしlf．断が確鷺

　冨発癌の予後の悪い鉾は，いずれの報告者も謂めて　　　してからでは既に治療効11・が期待し兇ない揚61が1多

いるところであり，又円発死の多い飼）事災である。　　　〈，今後の問題はいかに【ll期e’｛　’il’1’盤μ1再発の診断を行

二子宮頸癌の予綴成糸1’｛向上の為の…条仲とL．て，この再　　　うかであろうt，

発に対する対策が講ぜられ？」必要がある。教蜜で1も再　　　　尿路系臓X・；の子’、一，i領癌1’C：於ける数要1生を；1：，これ霜で

発に関する検討｝よ）餓々行われてきていゐが，剖倹例の　　に勢くの報ti　1・“①②④⑦⑤⑬⑭⑳⑳一唾1晦〉⑳一⑭⑯一⑯

検討からみるど再発噛期謝1ヲiは比較的むずかしく，　　にみられる通りで，’i［謙、llり子’離醗iの菱El凶に1褥擁1

確診がついてからではすでに治瞭の時期を失した例と　　　の占める割合の汰なる・li；カrlいわれている。藷暫の割検

か，ヌ，逆に禰発と診断し搾醸，剖険した所肉芽組織串　　　例の’el’閃推宛でも約M％に1飛路糸痛変が死凶に隊1係し

によるものであつた非癌死例などがみられていゐ。か　　　ている事は前述し！ご涌りである」尿路糸rr｛｝f症は蜘癌

かる点から判検例での一次死亡を除いた22例について　　　それ白体によるものであろうと，徴噸癌に対する治療

術後再発に関する険言・1を行つた，，　　　　　　　　　　　の翻‘乍用，宿併症であろうと匡〔接鰹命に関係す゜る嚇禽

　まず再発閣期であるが，これには腫瘍自1本の閲題，　　　が少なく翫い。尿路ワf：病箋：に鰐すarj細心の注意と遡切

宿憲との関係など種々の因予が闘係している事は松　　　な処蹴が，鮪癌浩療成績向．i”：の為に少なからぬ1邸，・な

角⑳も述べている通りであるが1単瞬膿醗時Jgsc：：　献）ているも鰻服，オ偽。

ついてみ為と6ケ月未満が】1例，7ケ月～11こが4例，　　　まず尿路系合併症の頻走藍なZへると，72例巾6｛う例に何

1～2年4例，2」卜鳳上3例てある。　6ケjL｛こ満の例　　　 らかの病変をi認のた。爆1烙孫命壬」　症を認凄・三》なカ・つたか

には所謂不発重罫術と考えられゐ，1の｛∫含訂1れ，てお　　　ごく1隆微の蘭化のみの｛列がわずか6例にしかすぎなか

り，金部が厳重：な意味での再発とはいえない。しかし　　　つたという轟：は，蝋癌に於ける尿路諮晒変の：II夏嬰性を

諸家のいう如く再発の80～90％は術媛3年以内、こ起る　　　示すものである。これら殆んど］ZC’Si）〈無変化の症例

とされているが，著者の22例中3年以上は2例（4年　　　をみると手術例には金くみられない塩，獺癌に対する

7ケ月及び4年8ケ月）であり，22例中ユ9例8危4％を：L　　無処澱鯛に．2例もみられている事，放射線例でも局所

2年以内の蔦発例でこの間の特に厳重なfollosv　up　　の深癒例に：多いli：などの！1寺徽があるo∫lilち嵐汎性子’㌫

の必要性を示している。　　　　　　　　　　　　　　　　全摘術，放射線照射の尿路糸へn欝の：大ぎい1監1，又腸

　再発礁状出現より死亡までは6ij月未満12例，7ケ　　　所が漁癒状態で遠隔b瞳i移又は他の病凶1こよる死亡『例で

月酎1年が7例，1～2年1例，2年以上2例で，】　　　は楽然の鉾ながら尿血1得糸への提竪か少ない事を承して

年以内に86．4％が死亡し再発li聾の予後不艮な」’｝二な町≒し　　　いる。以下各病変について撫’rする。

ている。松角卿も】年以内に72．5％の死嵐で持｛こ岡林　　　まず尿路糸への癌遜麗をみると，踏胱に於いては72

術式後の再発頻度が隔いと述べ，K紘u⑳らも1953一　　働・llI　2g例に癌授潤勧駈櫛た。これらはすべて連継的澄

1956年の再発39例中84％は1年以内に死亡し5年治癒　　　潤であり，はつきりとした非連続的な転移f’ftiは誌めF

は2例のみと述べている。　　　　　　　　　　　　　　れなかつた。治療法別では乎術3嵐6％，放射線42・4

　欝発簡血は臨床的にをよ骨盤腔内再発が最も多く，re；sli　％，その伽6．1％で，やや倣射線例ec高い蜘iユにあ

断端再発はわずかに5｛ダ1であり，松角⑫と同様の蜘］　　る。宿輪⑯は2411［j検中13鯛5・二、1％に癌浸潤を認め，獺

である。膝断端蒔発と診即1された5例の剖険時所蝿で　　　癌の米期に於いて膀胱は癌の働曇きを最も愛けやすい臓

は膝断端；こ癌の訓三明されたものは2例であり，又1鷺断　　器であるといつている1，井槌⑳は5鋸嘱例㌘1辱盤内臓

端1こ癌の存在する例では必ず骨盤内：こも懸蓬鰯組織のみ　　　器では擬胱；馨最も高く癌進農を認め（21．・t刎3F．5％）手

られる察から，縢断端再発は…般にいわれる際勢いと　　　術例より放射綜｛グ虫こ高いと述べ著者と像ぼ岡じ傾阿で

は考えられず，むしろ骨盤内芋1鍔§が縢1所端で発見され　　　ある。り｝；槌の場合も岡様であるが’そ1”他の澱法に最

ると考えた方がよいのではないかとの結論を得た。・一…　　も高い点欄輸⑳のい劉．191癌では最もf襲を引う’やす
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54．，％に認めたが一賦石、はわずか、例、．、％。みで．　P・a－・1936）　i「・7　171，％33％

こ櫨いずれ欄灘室法であつた・尿管自躯一｝投 @H・副一（・94・）　副

い臓鵠といえると思われる。膀胱転移については一般　　は当然の事ではあるが，60－v80％に尿管水腫～水腎症

に稀とされており，石川⑯は35例に膀胱壁測閏を認　　　が認められている。尿欝症が死因となつたものは30N

め，うち／7例（6，1％）に転移が考えられるが詳細1こ検　　　60％であり，尿管水腫及び水腎症の半数近くは尿糧疲

討すれぽ更に少ないだろうと述べ，墨月⑰も34例中　　　を併発して死じしている（第24・喪）。著塙の場合は44

6例の漫潤をみたが転移は考えられなかつたと報衡し　　　例61．1％に尿管水腫を認めた。療法男llには手術例（26

ている。膀胱の解剖学1｝勺位1置，子寓頸癌の進澱状況鞭　　伊ll十121例80．8％）が放射線例（33例中］6例48．5％）に

からいつても，膀胱では転移よりも連続的な浸潤を考　　　比べ高頻度である。

えた方がよいと思われる。

　次に尿lil5では腫1螺1三の厭迫父は睡瘍内坦三没は比1鮫的　　　　第24表　看’llj倹例の玩首；水腫・長iミ1蹟症頻度

髪1：莞澱？鷺窯：1糠！驚擁、嬢識　＿鮭．裂㌧鱈瞳i烈劉Ψ1雌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B’・runschwig（194呂ノ　i　651　c51’1　2呂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　356　i　　　8し1　　　　　9・］↓
に癌に抵抗性が大といわれており，諸撰の幸艮告も〔｝～　　　Gansau（lgし｝0）　　　　　　701　79　　　61

6％と少ないが，市川⑭櫨尿苛”壁の外II詳1には癌侵襲は　　　MarciaレRoj“s（1955）　　1G9　　71　　‘1｛｝

それ繍れでないが、房鞭1鵬迄欄職の侵入す御　　宿　輸u958）　1　2剣　7gi5｛）
購れで訟らくそれ．以前1。蝦，備｝なとるものtl　、’PJ’　・卜野（／蜘　 17引36　16え。と述べ。い、．齢の、鋤と灘の，。。榊　著薪（1・・G6）　17L・1　c）1　・・

に浸潤せるものでF）る。尿管の腫痩性圧jC凶配びに腫瘍

内埋没にっいては畿に詳しく桓　ける。　　　　　　　　　尿管狭牢の朦〔因としてi’li川⑭は，1）炎症性子富結

　腎臓への転移についてc：k　・一　fY2に1而性転移が考えら　脅織増殖，2）腫瘍に，1こる尿僻腔のJll三迫又顧線轟，の

れ，他臓器1こ広範渇1一湛浸潤をみる刺嚇1である事が　放射伽こ」こる反応，4湧灘灘湯砦胱壁への癌浸潤，

拶い。腎転移頻度については4～8％，平均5％内外　　　5）術後の搬痕を‘らげている。叉Buchmalm④甑

とみられているが，繍⑯は24例中8例3：・3．3％の瞬｛　ユ川藤隙はるものとして、（（）郷か肋鷹・

に転移を認め，末期にはかなりの頻隙二得転移を来ゴ鞠　鷹髄，Pt）鱒繊内へ賜撮潤，㊨尿響リソ・・屡各へ

のではないかと述べている。葱暫の72例中には5脅11の　　　の転移を，2）照射性反応として，（d）尿躍粘膜の浮魎

6，・9％に「降転移を認めたoこの5例は乎術1刎2例，放　　　ノ女び炎l」［1性労結合織滲出，（ロ）腫瘍治癒過梶での線維

射線例3例であり，いずれも広汎な他臓器転移を認　　　化による尿瞥埋没狭1，㊨慢性澱管周囲炎及び尿鞍

め，全身的lfiL行【生転移と考えられる・最近頸癌自体に　　　炎による搬痕狭窄等をあけている。その他手術療法に

対する治療法の他各種Es’　tli症並びに醐作用に対する療　　　あつては炎痕性撤痕による尿管の圧迫，裡没や癒蒋性

法の向上で他病変による死が減少し，所謂末期癌がjll　　の鷲曲等が考えられる。著者の44例のij醤狭搾の源閃

加してい纈向が励欄物⑯畷蜘く・1糀移膨く　をみると3蜘繍性のもので，5例は鵜醐咽であ

なるのでばないかと考えられる・　　　　　　　　　　　　る。癌性の揚台割検働ではBuchrnann④のいう如く

　子宮頸癌に於ける尿路糸合併症のうち，最も重要な　　　3っの場合が明らかにみられる事は事実であゐが，大

間題は尿管狭窄並びにそれに附随する尿管水lklであ　　　部分では瑚謂末1む1癌にある為癌が広範に拡がつr⊂お

る。その合9晦渡の高い1汲びその結米尿一k4：症を惹起　　　り，これらが混癬して尿奮狭窄を起している。詐癌性

し・死因と深い関係にある噂tは従来から種々取り上げ　　　原悶の5例では4例が手術例で搬痕性狭窄，肉芽組

られてきている。即ち臨床的には治療11iL治療いに既　　　織，骨盤腹膜炎，膿瘍によるのであり，いずれも術後

に騰水甑水・醐捌・臼当認められ，Sp・nce⑭は放　a）剣耀とじ紛難がその遠因となつているもの

射線療法の100例中治療前iこは11例，治療中或いは後　　　でt術後の感染に対する厳1髪な予防及び治療が必要で

｝・腰1・・6槻増飢規述べ，B・・1－・・④い81　ある．放聯糊の・例はやは畷1，1撫・もので，従来

例の静豚桝三腎捌耀多で37％に一㍑二蜘鯉，IY・・JVIで　箪げられてきた様勧虻騒泉による反応性のいつはみ

は半数以上に異常を認めている。その他Muth⑳，　　　られなかつた。これ、J非癌性原因によるものは症例で

K・・ig⑳，α…h・・軌夢は麟後か勧。年を纏も　《添した姻適・撫螂齢えば，贈、総例とな

かなりの頻度に水腎繊を認めている。　　　　　　　　　　りえたか蓬，しれないものである。かかる例は従来の搬

　一方剖検例：こついてみると，その頻度は更に高いの　　　智狭・ドの統計でも多くみられており，Altvatei’u・
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Imh。1z⑨ば36例の尿路系疾患による死亡中癌｛生狭窄　　　ので，甲期に適切な処置を行えぱ長期生存も可能であ

は24例，尿路炎痕が2例の他の12例は搬痕性変化によ　　　る事を示している。

るものであり癌は存在しなかつたと述べている。掘自　　　尿路系炎症のうち膀胱炎では19例26．4％セここれを誌

体に対する手術療法，放射線照射法の改善にっれ，こ　　　め，大部分慢性膀胱炎で酢邑｛拙死因に関係するものでは

の様な非癌髄原因にょる尿響狭窄が嶺然増加する／a：が　　　ないが，」二向性に尿路炎ll三を∫鴎す原因となりうるもの

考えられ，その予防方法〒・期診断泓ミの確立が必要であ　　であり，特に子宮噸癌の郵lll療法後の膀胱炎は雇鍍の

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　£輻よあつても大部分に膀胱麻1韓1：的憔格があつて，残尿

　尿管狭窄の症状は初期には殆んど無症状であり，漸　　　の存在などから難治性であり：再発な∫1誤し易い点から注

次尿量減少，浮腫，高linEll，悪心1嘔吐等尿雌症の擁状　　　恋すべきである。

が出現する。しかしこれ等の症状が出現してからでは　　　　尿管炎は9例にみられたが，大［1分瞥」電腎炎な合併

すでにlll勤幾能が不可逆附変化を来たしている賜合が少　　　しており，尿管炎のみfi独で起る事は殆んどなし・もの

なくない。かかる点より一1－’期に発見する必要が～らる。　　　と労えられゐ。更に腎揃1野炎は尿織水題，尿瞥炎と脅

従来の尿管狭窄の診断としては鵬をミ肋胱鏡検配，tp，1・：J’i｝i】：　　併しており，尿齢滞が誘悶となり，上阿性に感染を趨

尿管撮影，遜溜1素の測定等幾多のニノ」法があり，臨床　　　したと贈えられるものが大部分である。暢孟【轡炎では

的にかなりの成績があげられているo紬最近でllk放　　　時として轡機能！彪絶から尿彫症fd’起し，又歳身的に敗

射性アイソトープ（1arl♪な侠つた1“．anQtsrratxiが夷　　　lnl症を・i、些［－IVヒ因となる。かかる例を著嵩も2，3経験

用化され，関⑯，イ跡⑳等の報蕾のli卿婦人科領域で　　し「Cい為。

も尿路糸失調乃蚤・期発兇上，埆益な方法である事力tEl

ij月されている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5輩　 結　　 1論

　尿微狭窄に対する処醗としでは，内科的な保存療法　　　　子寓1《ピ1癌のj：後に閾する一研究方法とし”鷲欝麹淵lll

は狭窄がii∫逆的・時li勺の場合1凱は課来があるが，火部　　　検例に対する撫｝llな行い，19）2邸2月よリユ9㈱杢障2月

分では不ド1∫逆的なものであり，外科的処鰍が必要と翫　　　までの期間に於ける子宮頸癌割険｛ダ感72例の窯として統

る。手術r5拠鷺を行う嚇㌣，いかなゐ例鴎いかなる　　計的観察から1卿）結論を得た。

時期に行うかが問題である。Altvater　u，　Iinh。1z⑨　　　（1）子獺漸｝葺i腰例は斜1」検例数の4．7％に瓢

は，適応を3・つに分け，相対的適応として無症状で　　　る。治療患葡数に対しではf術例では7・5％ブ放射線

片側性の狭F・i・’　ef）際で，年令が落い場合及び1齢占談をく　　　例でC，it　s）．4％であり，死亡鱗に対する割検比1歌手術例

り返すとか膿腎鑓の合併した燃合で，絶対’附適応は両　　　20・7％，放射線例18．　6％と従来の報借に比し極めて高

側性の不可逆性の狭窄で，残余窒終の1隆度上昇，乏　　　蹴であ7di　c｝

　　　　　　　　　む
尿，収縮力低下があり，尿灘滞が二次感染を合併する　　　　（2）　年令・は4Q～49才台に．殻も多いが，放射線例で

場合，▽i七a五eIndikationは狭「r性急t生無尿，明らか　　　は5〔｝才台が最も多かつたq

な尿灘症，鯉i滞獣の高熱のある鴨菰腎炎（尿路敗血　　　　（3）　1取扱い癒例の癌准行度の差もあり，治繊法の

症）の場合という様に分げている。しかし実院、にはあ　　　効果を直接比較することは巡けねばならないが，H－・・般

まり進行してからでは，一一時的な延命効果にしかす　　　に手術例の方が放射線例に比べ死亡迄の時闘的経過は

ぎない。早期に尿管独i簗の軽度のうちに診断処醗すれ　　　長い。又5年以上生存例は手術iダ唾の2f；ljにみられた。

ば，永久治癒例ともなりうるものがあり，出来れば　　　この2例に何れも骨盤脇似外の遠隔部r紙移によるもの

Altvater②のい5relative　lndikationのうちに積　　　である点，晩期穫発の1つの型として洗目される。

極的に行つた方がよいのではないかと考えられる。手　　　　（4）　死悶は癌死，尿灘症及び感染蝋が3大死因で

術方法は，ユ）腎臓腹壁癒形成術，2）尿管璽造設術の　　　あり，尿路系病変がタ［Eew－：関遡性のあるものが44．4％

他，3）尿管膀胱移植術，4）尿管吻合術等があるが前　　　と半数近くの高率にみられた。更に諜癌死鯛”石臨は感染

2者が一般に用いられている。しかし従来の報告で　　　癌が主体であるが、最近ば頸癌進畷と臥無関．係な重襖

は，手術炭の生存期間は柿崎等⑭の腎痩1暇4年の例　　疾患による死亡例な繕験Lており，取扱い，統分燃，

もあるが，一般に比較的短期間で，その救急処鼠を行　　　ll意がlll要である。

う時期にはすでに腎に水懸症1生変化を墨し，機能が低　　　　（5）　剖倹例に於ける癌進展状況は当然高率にみら

下している為であると梱沢等④も述べている。撒室で　　　れた。即ちリンパ節転移は62．5％に，’l」盤内臓器蔓延

の畏期生存の1例は頸癌放射線療法Vaf　B［！1始してすぐ乏　　　i；Y．77．　8％，糧盤外臓器転移1よ50．0％である。1療法別

尿に陥り，尿管皮厨襲を設置した後治療を続行したも　　　には大差はみられない。
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　（6）手術例の手術時骨盤内リンパ節転移と剖検時　　　し貴礁な資料のMllee・供並びに有播なるlf…徽示を賜つた

のリンパ節購との関係をみると，V、，櫛㈱の意　本学棚E轍劉1厩河師轍1受及び縮酪位識

義・顛な・とが判・…正顯瀾鴨界を越講騰鷲惣絶麟欝蘂霊腱懸：砦
えたいわば悪性度の高い癌があると考えられる例があ　　　位に深甚なる謝意を識します。

る点今後の閥題となろう。　　　　　　　　　　　　　　　　尚・本論文の要旨は第23，24回日本癌学会総会にお

　（7）’ll盤内臓翻醜i艇は骨盤盤，骨盤腕内を充」蹴　　いて発ンミした。

する型カミ最も多くみられ，膀胱，i劇掲，縢，体部，附’

属黙，骨盤骨の順にみられた。更にL放射線f列で｝t．附属　　　　　　　　　　　　　　　夢考文献

器転移が27・3％と特に多いのが注図される。　　　　　　　①相沢策之助・他3子窩癌に派∫ける無尿の救悪処置｝こ

　（8）　傍盤外臓器転移で1よ肺に最も多く，次いで　　　っいて，龍婦の［ill界，7（6　’），804－809，1、955

肝，腰樵，騨等であ為。1｝守に最近では肺転移例の増加　　　②Altvater，　G，　u，　G，　Imholz：Die　Ureterstenol　en

傾向が認められてi，1三日される。骨転移頻度も｝M、7％と　　　beirn　Kollumkarzinotn，　Progn（，stische　Bedeu一

多し・カ㍉　：両：発ジ衛瓶L縦喪よりに｛接llり1曼ll珂をうレナる型カミ大ゴ詫；　　　　tung　rtncl　chirurgische　Bel’iandlun9．　Gebtn’tsl】，

分であつk。　　　　　　　　　　　　　　　　　　u，Frmienh．，20，1214…1229，1960　　①1勲1照ch－

　（9）　乎術再発例の検討を行うに，・1｛」光部餓；h’胃盤　　　wi躍，　A，＆　V．　Pierce：Necropsy　fin（玉1工瑠s　ilx

内再発が多く，この点臨床1’IU再発診断と良く一一致し”ご　　patieエ1ts　with　carcinoma⑪f　the　cervix，　Impli－一

おり，現在の診断法でも骨盤内再発の、、釧析は戚る程度　　　catiolls　for　treatment，　A皿．　J．　Qbst，＆Gyエlac．，
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