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23)術前保存書血液希釈,術中回収の 3法併用

に よる自家 lrl腰細11

森岡 腔美･油汗 勝摩
山愈 智宏 砂福田 悟 (新潟大学麻酔科)

組文江牟婁太

近年臣家血輸血-の関心が高まり,実施 している施設

も増えてきた.多くは術前保存または術中回収の単独あ

るいは両者併用である.今回 ASA巨2の股関節予定手

術患者で術前保存 B血液希釈 や術中回収の3法併用を経

験 したので報告する.術前に鉄剤投与下をこ400ml,蘇

酔肇Å後 2倍愚の LR で置換 Lで800～且200ml採血 し,

術中出血は回収装置を用い,各々術中 ･術後に還血 した.

循環動態では希釈後心係数がま2%増加 した,出血時間 b

ACT,肺内シャントやBGA,電解質に異常なかったB

Hb,TP は希釈後着意に低下 し,還血後有意に上昇 し

た.以上の結果から3法併剰 こよる自家血輸血は安全で

南開な方法と考えられる,

特 別 講 演

自己血輸血
川崎医科大学麻酔科

高 折 益 彦 先生
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三浦 恵子 e湯川 澄男 (新潟大学放射線孝射

岡本浩一郎 ･伊藤 寿介 (汚濁歯科放射線科)

Wallenber･g症候群の3例の 弧R王所見を経験 したの

管,CT と対比 しながらその有岡性を検討 した.CT で

は随伴する小脳半球の梗塞厳 しか検出されなかつたが

MR王では全例に延髄背外側の梗塞巣を掃出 しえた.発

症 直 後 は T2強調画像が, 17日後では T2強調画像と

Gd-DTPA が有周だった.慢性期をこなると T息,T 2 強

調画像が共に有用だった.

また血管の閉塞部位 転,更正RIで3例中2例に検出で

きた, 1例は血栓そのものを,私うま例は動脈痛を緒出

した｡ それにたいして CT では血管壁の石灰化のため

に血栓の存在が不明であった｡MRⅠでは血管壁に石灰

化があっても血栓の有無が判定できるし,さらに FLA-

SH 法を摺いれば血栓と now relatedenhancement

との鑑別も可能であった,

21鮎 邪リンJヾ脚沖天し.'IMRl謝析

佐藤 洋子 書木村 元政
酒井 邦夫 (新潟大学放射線科)

佐藤 玲子 嘘 晶 昌 赤 病 院)

1. 鋸駅 は CT をこ比 し,頚部 リンパ節鷹太をより容

易に指摘でき,有周と思われる(,

2.悪性 リンパ腰及び炎症性慶大は,T且強調画像は

均一で筋肉と同程度}T2強調画像は均一で脂肪と同程

度の信号強度を示す焼肉にあった,

日詔3-強度を示す例か車か･言二.叫uこunOuSCellcan(-(7r

は,他の疾患に放 し,T2強調画像で脂肪より高宿骨を

豊する率が高く,壊死をこよる液化と考えられた.thyroid

cこlnrLlr.lark,eCellcLltlLTerは.全例T2)強調画像で.

不均一で脂肪と同程度の信号強度を示 した.



686 新潟医学会雑誌 第 104巻 第 8号 平成 2年 8月

胤度,'rl'強調 画 像 で 均 一で 著 明真電信号を呈し,特徴

的であった ,

3)MRlが有効であ ー'た｢l腔底腫暗

佐藤 正治 ･足利谷美砂
休 学文 ･中山 均
佐々木富貴子 *中村東棟
伊藤 寿介 (/.∴ :∴ ･パ

柚 ::) 祥紘 Lri)-j=腔病理1
*

m腔底部には,舌筋,舌骨上勝群などと言った穫府の

細かい厳が存在 し,画像上でそれらを同意するのは比較

的困難である,

今回我 は々 口腔托部に発育 した魔境し')1例を報告 し

上.

Siこ11く1打叩hy.C'r.utras(1nOgrこIPhyの向像上では

ll-sut)linguLLIspこICe内に陣場L')存在は疑えたものL71,

藤痴とその周囲の筋との位置関係を明確に把握できなかっ

た.

しか L争MRⅠ画像上では,厳癌の存在がより明確に

描出古,打て上り,1卜m11日hyoidm.LI-_恒･oLllOSSuSm.

及び st)rl()glossuhm.とに腫噂机和才,!1. 仁万で顎 卜

腺と接 しているといった,解剖学的な位置開陳を明確に

把握することができた.

Lたがって,奪回の症例においては MR王が有用で

あったと考えられる,

射 頭 部 M民葺上興味ある所見と経過を墨した

･サJLノコイ ド--･シスLITう1例

湯川 寅男 ･三浦 恵子 (新潟大学放射線科)

伊藤 寿介 (同 歯科放射線科∋

例T,:撞脅し上.症例は39歳男性.頭蓋内F~王lL進症状で発

症 した症例である.胸部写薬では B乱 が認められ

確詮は′計上検iこよ---､て得!､)わた. 入院時L])頭部 MLtl

ではよく道断さIILる結節性病変か第二脳室,Monro孔

を充満するように認められ" そのため両側側脳室が著明

に拡大 してし､た.同様の病変は鞍 卜槽､Magendie孔.

Luschkこl孔にも存在した. 以後./しドニゾ【7ン 60mg

で治療を開始 しき頭部 MRⅠで経過を観察 したところ,

臨床症状の軽快とともにそれらの病変は著明に減少 し側

脳室の大きさも正常化してきた.本症例は,MltIがサ

ル コイ ド- シスの中枢神経病変の評価と経過観察に有用

であった症例といえる,

5)SIALO-CT の意義

足利谷美砂 書佐藤 正治
林 孝文 ･l-1-Illl 均
佐々木 :て貴-･1'･･申日大保
伊藤 寿介 (･号 IJ:. L･::)

唾液腺疾患の診断において,当料では CT 呆キャソ

時に唾液腺造単三を行う eT-Sialogri-1Phyを施行 してし､

Cr傑上比較検討L.興味深 い結果を得たのて親告する.

まず第 -に､腺組織上腫･*恒 ')dt_.nsitl,にか とり差が

無い場 合 . noTl-Si;110.し1)rr 上二だけでく･よそLf)局在眉 ま-･-,

きりせず.Cr-SiIllt)i,t･tlPhI･を施行するt軒で肺楊HF.lJ鞘

膜組織とを区別する寮ができた.第二に,鷹癌が腺体の

表層近 くにある域 合 non-Siこ110.の CT 傑出 卜亡.は･二三一

れが腺倦内にあるのか腺体外をこあるのか判別 し難 く,こ

影される車で判定の手掛かりとする寮ができた.唾液腺

腫轟の診断をこおいて, 鷹慶の局在を知る車は非常をこ蒐費

であるが,a -Sialo鍔raPhyはそれをより明確に描出す

る挙が可能であり応用価値があると思われる.

松本 座Ejl･11--u 】
西原盛業予 書木村

子
政

敬
元

水村 元政 事酒井 邦養 (新潟大学放射線科∋

症例 1は摘才の男凪 主訴は腰部隊商感と全身倦怠敵

昭和 58年 6月主訴出現,近医にて腹部腫癖と腹水を指摘

きれ 腹水の細胞診で腹膜中皮腫の診軌 化学療法行わ

れるも改善みられず翌年 見離 こ死亡 剖検の結果,腹膜

偽粘液腫.原発は虫垂(')粍液性腺癌ハ疑い.症例1,LL62

才の女性 主訴は胃部圧迫感と下腹部膨満鼠 昭和63年

9月より主訴出乳 平成元年4月には両下肢の浮腰 も出

現し,婦人紬 こて同年6月に本庄の診断で手術きれた.

奉症の画像 いり特徴_亡-して,(l′1'てこ土人恥 r)脂水･Scこ11-

lopぬg･Septatiom,uS では腹水中の 多数の隔壁や無

数の高エコ-スポットを挙げることができる.本症例で

これらの所見を認めた.CT 上 癌性腹膜炎 ･腹膜中皮

腫,結核性腹膜炎等との鑑別は困難である. 上記 uS

の所見や腹水中の石灰化の所見は本症に比較的特徴的と

されるが,診断をこぼ病歴 ･臨床症帆 血液や腹水の所見

等を必要とすることも多い.本症例にて USの所見は

有用であった.
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