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皮膚肉脆 Sarcon1acut1s 

（昭和IO年 1月1-J.日講義）

教授繋皐博士烏潟｜年三講述

助手鶴皐士弘章充 筆 記

患者： rJJOOス，間接，女

主訴： 充実員部及ど充前桶部ノ無痛性腫脹

円7;,

現病歴： 約 4年前ニ／［＿頬部＝胡桃大ノ無痛性腫脹カ7 ルノヲi認メマシタ。此ノ服脹ハ約’｜ミ

年ニシテ林檎大トナリ手術的ニ除去サレマシタ。ソノ際同側頭部ニモ腫脹ガアリマシタノデ、同

時＝除去シテ貰ツタト申シテ居リマス。

然ルニ昨年9月再ビIf.頬部ノ同ジ揚所ニ前同様ノ無痛性腫脹ガ現ハレ， Y ミナラズ昨年11月

ニナリテハ／1＂＇.前楠部＝モ無痛性抑指頭犬ノ腫脹ヲ記、メマ シタd 此等ノ腫脹ハ漸次ソ J大サヲ加

へ今日ノ欣態トナリマシタ。向左頬部腫脹ノ中央部ニ昨年12月民間諜ヲ貼用シ一時潰蕩ヲ作ツ

タコトガアルト月1シテ居リマス。

遁傷的関係，既往症＝特記スベキモノヲ認、メマセン。（以上陸民朗讃）

教俊『只今御穏ノ；如クデアリマス。以所］アツ夕腫脹カ、

定ナルH寺日ノ粧過後，（此ノ患者＝就テ-nヘパ3年後） ＝費生スルコトヲ我々ハ 「再費JRe7.idi¥' 

トシテ理解シテ居リマス。ヵ、＇＂再護ハドノ様ナ場合ニ起リマスカ？』

厚生『悪性！庫蕩ノ；揚合ニ起リマス。』

教授『f王様。悪性腫脹ノ場合＝超リ得ルモノデアリマス。市モ此ノ：事費ーツダケデ以テ臆務

ハ悪性ノモノデアルト診断シテ：（1：シイノデアリマスガ，併シ再議ハ悪性腫蕩ダケ＝限ルモノデ‘

ハナクシテ他ノ場合ニモ超リ マス。 ~pチ化膿性骨髄炎ヂア リ マス。此ノ場合全身乃至局所組織

ノ抵抗力ノ強イ時ニハ病原菌（多クハ葡萄欣球菌デアリマスガ）， コレガ局所＝潜ンデ、居リマス。

此ノ病的欣態ハ所詞潜伏（Incubation）デアリ マスガ，化膿性骨髄炎＝闘シテハ Incubation ト

言ハズシテ葡萄欣球菌潜蔵症 Staphylokokkendepot ト呼ンデ居リマス。

トコロガ身糟ノ抵抗力ガ弱ツテ来ル ト菌 ノ毒カガ高マ リ潜伏ノ献態カラ進ンデ病症ガ現ハレ

@pチ再殻スルノデアリ マス。此ノ様ナ『炎訂正性ノ再ー護』ハ多クハ骨髄中トカ， i林疾ノ尿道粘膜＝

於ケルトカ，腎孟．謄道ノ化膿性炎症ニ於ケルトカノ：如キ闘係デアリマシテ，骨髄ヤ管腔ト無

関係ナル軟部組織ノミエ於テ一旦治癒シタル；炎引；ト同一ノモノガ再ピ同一ノ場所＝ 3午後ニ再
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強スルト言フコトハ知ラレテ居リマセン。 化膿性骨髄炎デナラパ一月j台癒シテ 3午後ニデモ5

年後ニデモ再登ガアリ得マス。此ノ患者デハ再殻ノ揚所ハ皮府デアリマス，骨トハ何ノ闘係モ

アリマセン。ソレヂアルカラ此ノ再殻ハ炎症デハナイ， ドウシテモ・...・H ・－－…… ？』

事生『悪性腫蕩デアリマス。』

教授『左様。蹴マストli'.頬部ノ、禰漫性＝腫脹シテ居リマス。んて口角カラ左下顎隅部＝斜ニ走

ル線｝伏ノ手術娠痕ガアリマス。此ノ手術般:JJ£＿，、新シイモノデアリマスカ，古イモノデアリマス

カ？』

J摂生『此ノj駿痕ハ茨白色ヲ呈シ結締織繊維性トナツテ芸術ヲ認メマスカラ古イモノデアリマ

ス。新シイモノナレパ毛細管ノ増生ガ旺 ンナル濡手術擁痕ハ rosarol ヲ皇スベキデアリマス。』

毅授『左様。学年以上経温シタモノハ最早ヤ rosarotデ、ハアリマセン。腫脹ノ境界ハ上ハ下

限険株，下ハ1，：口角ノ 1柄下方，内ハJ二下口界ノ中央部， タトハ下顎隅謹＝及ンデ居リマス。脆

脹ノ表商ハZfS:滑ナラズ。所々凹凸不IE邸チ unehenデアリマスの unehen ト巾 シマスト……？』

m生『炎症性ノモノデナク新生物 Ncoplasmaデ.，，レコトヲ示シテ居リマス。』

教授「左版。皮11＼－｝＇！.＇足ハ！之下結締織エ於ケル炎症性ノ浸潤ガ腫蕩 JU（： ヲ呈スルコトモアリマスガ，

其際ハ友商ハZj三滑デアリマス。此ノ如ク明白ニ凹凸不正ノ欣ヲ呈シテ居ルモノハ決シテ炎筒性

浸潤デハアリマセン，必ズ新生物ニ限リマス。表面皮膚ハ livirlrotヲ呈セル部ノ問＝健康色ヲ

皇セル！！（.／汚ガ見エ7 ス。 帥チ新生物ハ所々皮膚ト癒着シ． 此鹿＝血行障碍 (lividrot）ヲ来シテ

居ルノデアリマス。腫脹ノ中央部ハ擁痕性ニ陥淡シ， ソノ中心＝姉皮ヲ附シテ居リマス。コレ

ハ民間柴ヲ貼用シタ鵠ニ潰蕩ヲ生ジ現在ハ治癒シテ居ル部分デアリマス。腫脹ノ周聞ニ怒脹セ

ル静脈ヲ認、メマセ ン。静脈ノ怒脹ガアリマスト・...・H ・....・H ・－….'( J 

感生『ソレハ腫寝ノ成長＝必要ナル血液ヲ周閤組織中.＝.:tr:Jレ血管カラ呼ビ寄セル故＝附近＝

アル動静脈ノ血液ハ臆蕩ノ方へ奪ヒ取ラレ従ツテソ ノ周間 ノ血管ノ中デ動脈ノ境化ハ深部ニア

リテ見ヱズ，静脈ノ質化ノミガ皮下＝アリテ透見セラレ縮大，怒脹シマス。コレハ臆蕩ノ悪性

デアルコトノーツノ~，·1~徴デ、アリマス。』

教授『；，沖l。名古屋ノ爾勝教授ハ貨験的ノ悪性臨場（肉腫）ニ就テ動脈ノX線撮露ヲ行ヒ此ノ

事賀ヲ立謹シテ居リマス。簡診f失シマスト...・H ・－－…...・H ・－・』

m生『多少熱感ガアリマス。 表商ハ凹凸デ，更ニソノ中ニ散荘恒：＝附針珂大ノ小サナ溜起ヲ

鰯レマス。硬度ハYf• ンド軟骨硬，表面皮膚トハ中 I）と部ノ糠痕性陥波個所及ビ皮膚ノ livi<lrot ナ

ル部分ヲ除イタ以外ノ所デハ良ク移動シマス。殊ニ健康部トノ周遊デハ腰湯ハ明白＝皮 F結締

織 lドエtr:リ移動性ナル健康皮膚ヲ以テ覆葦サレテ居ルコトガ7ドlj明主主シマス。J

教授『口院粘膜ヲ硯マ スト・H ・H ・－－…....・H ・・J

（畢生漫然トシテ口腔内ヲ覗キ込ム）

教授『何庭ニ何ノ様ナモノカ会アルデアロウカトノJ理想ノ下ニ診察致シマスカ？』
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車生『潰蕩』

教授『潰寝ノミナラフご，口腔粘膜ノ肥厚，腫蕩ガ健康部エ移行スル部ノ毛細管ノ充血，コレ

ハ癌腫デソノ腫蕩ノ進ム方向＝認、メ得ルモノデアリマス。網膜全鴨＝パット映ツタ夕、ケデハ見

診デ，一定ノ心ヲ以テ， IWチ心ノ眼ヲ以テffi見~J~ (Blicklinie）ヲ共ノ方向へ動カシテ脱線期検ヲ

スル Jガ繭診（Inspection）デアリマス。』

畢生『口腔粘膜ハ凹凸デアリ 7 スカ子貴蕩，粘膜肥厚，境界部ノ毛細作充血ハ認メマセン。』

教段『左様。今度ハ縄診デアリマ スガ，コレハ粘膜ト 11~~癌トノ移動性ヲ見ル ノデアリマス。J

m生「到ル鹿良ク移動致シマス。』

教授『以上ノ所見ニヨリマシテコレハ悪性腫蕩デ‘アリマスガ，シカモ口腔粘膜トハ到ル所ヨ

ク移動シ，外皮トモ大部分持ニ周遊部ニ於テヨク移動スルト－r;-フコトハ…...・H ・－……？』

製生『此ノ腫寝ハ上皮性ノモノ，印チ痛臆デハナイト瓦フ コトエナリマス。」

教授『左様。上皮性ノモノナラバ中心部ハ早期＝潰蕩ヲ作リ， 所謂開放痛 Cancer 乳pertus 

トナルモノデアリマス。 此ノ場合ニ上！主性ノモノトシテ只ーツ：行ヘラレルモノハ...・H ・－－？』

星島生『…H ・H ・...・H ・－－…』

教授『基底細胞痛 Basalzellenkrebs デアリマス。基底細胞痛デハ「ヱピテル」 屠ノ癌性精殖

Zapf en ガ皮下組織ノ方へ深ク進入スルモノト， 反針＝角質居， 卸チ表面ノ：方へ横カソレモノト

ノ2種アリマスガ，然シ基底争HI胞癌ハ一般ニ海綿ノ如ク塵縮性ヲ示シ本例 ノ如ク軟骨硬トハナ

ラナイ。卸チ此ノ伊1)＝.適合シマセン。癌腫デナイトスルト…...・ H ・－－……？』

皐生『肉腫デアリマス。』

教授『／［.様。卸チf主！甫＝護生シタ1芝府肉眼 Sarcomacutisデアリマス。』

教授「主訴ェヨリテ夏ラェ前額部ヲ診マスト左頭額部カ ラ顧頂部ノ／1：方ニカケテ腫脹－ガアリ

マス。表面皮膚ハ livi<lrot，下屠トハ全ク移動致シマセン。不定闘形，表面凹凸不正，腰痛ノ性

nハ全ク頬部ノモノト同様デアリマス。全然無痛マタ指歴ヲ加ヘテモ凹ミヲ残シマセン。

此ノ前額部ノ腫蕩ハ健常ノ淋巴管内ノ正常的ナル淋巴運行経路＝由ラズシテ頬部ノ原護腫蕩

ヨリ腫蕩細胞カi't{;I；巴間隙ヲ遊行シテ上行シ， ソレデ原登腫蕩＝接近シテ起ツタ蹄移ノ仕方デア

リマシテ，自Hチ Parastas巴ト理解シ夕方ガヨロシイ。

此底ニ前額部ノ腫蕩ヨリ切除シタ試験切片ノ組織標本ガアリマス。御覧ノ如ク同形細胞ヨリ

成JI--織椎肉腫デアリマス。』

教授『如何ナル療法ヲ行ヒマスカ。』

製生『……H ・H ・...・H ・－－』

教授『頬部ノ腫蕩ヲ手術的＝徹底的ニ除去スルモノ l、放シマス ト，非常ニ庚汎ナル頬部快損

ヲ来シマスガ，此ノ成形手術ハ容易デハアリマセン。患者ヲ苦シメルコト大ナルモノデアリマ

ス。ソレ故＝手術的除去容易ナル前額部ノ腫蕩＝向ツテハ切除術及ビ印時自家11:.11守郷移植術ヲ
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行ヒ，頬部ノ聞i蕩ニ向ツテハX＊）~捺法ヲ行フコト ガ品モ合理的ト考へラレマス。』

教授『3年前＝ハ頭部淋巴腺Ucプf患側）ヲモ剃出サレテ居リマスガ，今岡ハ共ノ必要ヲ認メ

マセン。何トナレパ頭部＝ハij1刺多ヲ思ハセルキ＇.iiナ約的所見ハアリマセン。ー惜肉l匝ノ料診ノサ日

何様＝ナルノガ普通ヂアリマスカ。』

車生『肉腫ノ締移ハ血行性（haematogen）ガ普通デアリマス。』

教授「Ir'.様。シカシ最悪性ノ肉腫タル黒色肉腫デハ配下ilf巴眼＝締移ガ起リマス。 7 タ黒色

肉腫デナクテモ，悪性ノ程度ノ強大ナル場合＝ハ淋巴腺帥移ヲ来シマス。癌臨デア リナガラ淋

巴腺~等移ヲ来サ，，， 1レモノガアリマスカ………...・ H ・－？』

撃生『…....・H ・....・ H ・－，』

教段「基底細胞痛及ピ Ulcusrodensハ病腫デハアリマスガ， 5年.6 年ノネ~~過 ~1-1杢然淋巴腺脚

移ヲ起サナイモノデアリマス。如何ナル諜デ、アリマスカ・ H ・H ・.....・ H ・..y』

・堅生『…...・H ・......・H ・・-J

数段『此諾ハマター何人＝モ判ツテ居リマセ ン。唯ダ事賓ヵr~t ノ通リナノ デアリマス。 .llt4';; } 

事貫ニヨリテ同ジク夫J之カラ費生スノレ癌ノ中デモ穫々ナル種類ノアルコトガ判リ 7 ス。病卵．製

上及ビ臨床上干重々雑多ナル痛乃至肉腫ナルモノガ軍一ノ！京［1¥1カラ費生スJレカ否カハ問題デアリ

マスガ現在デ〉、何人モゾレニ返事ヲスルコトガl出来マセン。唯ダ今｜｜ノ所デハ肉腫r、除外例無

シェ「イムベヂン」ヲ合有シテヰルコト（卸チ微生物性デアルコト）ダケガ知ラレテ来マシタ。』

附記 1月23日前傾部ノ腫蕩ハ無菌的手術ニテ充分＝除去シ皮府快損部＝針シ印時ニ皮腐

捌移航ヲ施シ，殊ニ腫蕩ト骨膜トヲ共＝切除セルガ鶏ニ骨耐ノ露出セル部＝針シテハ繊？と＇ Ctヲ

整除シテ共 ノ商へ直接ニ皮膚撫移植ヲ行ヒタリ。皮鱗移値術ハ理想的ニ全部成放セリ。頬部ノ

原褒臆蕩＝ハ X線照射（現在 85%REDヲ了ル）ヲ行ヒ著シ ク縮少シ．且ツ軟化セルヲ；＇，＇（！， .l、。

隠蕩ノ「イムベヂン」現象ハ陽性（生針煮＝100;120）ナリキ。




