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骨肉腫 Knochensarkom

（昭和 11年 1:2月7日講義！

助手醤皐博士

教 授警塁手博士烏潟隆三講述

田吉 'A 二lて筆記

患者： 大OミOx,20歳，女子，農（昭和11年12月3日入｜店

主訴： イi上腿ノ無痛’昨日副長

現病璽： 昭和11年4月（約8ヶ月前）ヨリ、誘同無シニ右上腿f部ガーたゐ’〉ニヨ！Ui市性ニJJ毛脹シ始

i ，共後 3 ヶ月ニシテ’；.：然イi脚ヵヲn~力トナリ運動不能トナツタ。共後更＝ 3ヶ月後（最初カラ Ii

ケ丹後）ニハH重脹ノ度ガ顕著ニナツタ。近ヒ:ti38-39つC ノ韓淵上昇ヲ米シ，特ニ崩痩ガ著シクナ

ツタa 最近食思不振，睡眠障碍ヲオえシタ n 使通1日1行。（以上院li!tH讃）

1士陀「胡マスト右上腿ハ大経ニ豆大トナリ，欄出＼•「上＝ I毘脹シテヰマス。下ハ臨甘凸起マデ， k

、 f-:1日E ノ日分ノ l ノ所マヂ及ンデヰテ，全鴨ノ Jf~ ガ紡鋪欣ヲ呈シ．健康部へ漸々ニ移行シテヰ

7 ス c 表刷ーハ一般ニ＇I'と滑ヂ，凹 r＇【l 不幣ハ認メラレマセン。 /JU~・ハ緊張シ沿海デ， JJ奈~i＇骨部ト｜有

楳ノ古｜：分ノ、捕出'f'J：ニ設赤シテヰマス。皮下Mi'.H民ハ著lりjェ公的（，蛇行シテヰマス。異常博動n運

動ハ認メラレマセン。全鴨ガーヴノ LコILべ

ン寸欣ニナヅテヰマス。長cfil実被繋ノ部ニハ殆

ンド W ＇，＇（； ガカ！~イヤウデアリマスガ，僅力説リ

イlfN!Jガ肥）享シテヰルヤウデアリマス。

t). 1－.ノJiJf見デ先ヅfuJヲ：Jづヘルカトバヒマス

ト・・…y.xへ方ハ：泊リアリマスガ・… Y」

.f}J’｜〈「I全JIWデ、ス1

教段「ソウデアリマス。 ソシテ〆「ーツハ;J*
·1·11:1民場テ、アリマス。；~elfて 1山叫ノ場合ニへ主

トシテ結｛：五十I(J'fj（；：炎カ、！京［A＼デアツテ， IK~叫ハ

醸膿膜ニ包マレナガラ腸腹筋ニ刷ヒテ下降シ

テ米 7 ス。 ソノ時＝ハJ~.腿ノ内f!!IJ ニヤツテ苦手

リマス。 !Jiシソレガ甚シクナノレト．此ノ松ニ

ナヴテ更ニド方ヘマヂモilreii＇士シノk／｛，.：事ガアリ

7 スガ， H佐チノ場合ノヤウナ著llJJナ皮下静脈

ノ ?c,";IJJ(lc~行ハ現ハレナイモノデアリ 7 ス。間

iソテ品ji覧ナリイ・ j 

·~i 1 聞外 ＇・＇‘ hミ
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感生（左，＂，｛ jヲ比較シナガラ）「大壁熱ク感ジマス』

数段「JcJ;)f,hochtemperiert, ）＇）.~性膿蕩ノ揚合ニハ惜温ヨリモ幾分寒冷ヂアツテ，！日必＝測定

致シマスト， l-2°C低イノデアリマス九ソレカラ周謹部ノ方ハ…………… 7」

事生r・・・・・・・・・・・・・・・』

数段「－般＝開力性MI，赤クナツテヰル所ハ波動ガ、アルヤウヂアリ 7 ス。 正確ニ波動ガイ1ル

カ無イカヲ検資スル場合ニへ双方左右ノ示指ノ尖端ヲー直棋ニ接蝿サセタ布椋デ，検スベキ

物韓（悲デハ表lえ）＝軽ク偶レサセテオイテ，仔1］ヘパイイ（充）ノ手指デ下ノ皮膚ヲゾロソロト脈辿

致シマス。斯械ニシテ艇ク繍レテヰyレ方ノir.c市）方ノ指ガ上Jレカ下ルカ（帥チ波動）ヲ左（＂，｛j）指

端ノj燭莞デ判断スルノデアリ 7 ス。此ノ場合 ニハ一方 ノ指ヲ抑シ下グルト，他方ノ指モ亦タート

!L牧デアリマスネ…。……...＇（ 』

.r~~11'.『ハア， トリマス』

数授「意見ガ一致シマシタ作 印lチ此ノ部分デハ1民性波動ヂアツテ， 中＝ハ員IEノ流動開デハ

月I~ イガ，軟化シタ ~1三流動性ノ：＼las狩（塊） ガアルラシイノデアリ 7 ス。ソシテ指座ニヨツテJ!i_l;\f

尚エハ歴科（Delle）ヲ残シマス。コレハ護赤ヤ歴痛ト相待ツテ炎筒ノーツノ徴候デリアマスo

J;';j漣部ニハ腰簿 ヲ残シマセンn 以上ノ所見＝械リテ， コレハ＇，寒性 IJ位協1ヂハJn号クテ， ｜央：JIHTllデ

アリマス。

此ノ嗣者ヲ鑑別スノレノヵーI昨＝ハ困難ナ場合モアリマ ス。 fij：シ本刊IK~叫ハ叫IJ財布＝刷ヒテト IL

モノデアリマスカラ． ソノ部分ヲ検資致シマ ス。（防骨Z軍部ヲ蹴誇シナガラ）一方ヲIi＼ぞスJI.. ト他

}jガ上ルノデアリマスガ，此ノ場合ハソレヲ誇lりj致シマセン。 デアリマ スカラ， fftltしカリエ

ス1ニ由ル寒性！股場ハ此際金ク除外サレマヌ。

此ノ肉11ゎ、イ11Jンナ種類ノ［央j脆カトlミヒマスト…一………了’片デ、アツテ，的］モ紡錘Hk或ハ＇－ゴ

ii..ベン＇J杉ニナツテヰルノデ………一一 YJ 

Z堅生『MyelogenesSarkomデス」

手文撹f&-Ui，形欣デ判 I}＿＿，，.ス B 骨髄'I"!：衿：Jijポヂアリマス。一名何ト云ヒマスカ……ー……？』

事生「…・υ ・…・・… ZentralesSarkomJ 

数民『ソウデアリマス。骨ノ中心音l>iWチ背・髄カラ護生スルノデ中心性肉！昨トモL~ ヒマスシ， l時

ーハ肉≫HJ.ガ大キクナツテ骨ガ罪P!iトナリ．皮殻（ScIi ale）ノ伯、ニナ リマスカ ラ位以内Ijiff 肘仁halen-

sarkom）トモ云ヒマス。ソシテ 、ノノ時ハ ＇（.I主紙掠tfr-:1!.(i'r l Per伊 mentknittern）ガアルカドウカヲ

診ルノデアリマス。此ノ患者デハ開傷ヲ観ヒNル軟1¥i)'f.[l織ガた轡J]j[イ所ヂアリマスカラ．此ノ

症候ハ中lj然致シマセン。

腔骨技叉ハ闘首'j：＝.近イ部カラ護生シタl勺H，ヂハ，軟部ガ少イデアリマスカラ．手VJ矧エハ ’l’一皮

紋様捻髪音ヲ診！lコトガIH来マス。是非トモ， ）’皮キII:桜捻髪昔ヲ誇HJlシナケレパ．中心性肉IW

一 一一一
l) 艇場組織内ノ根度ニ就テ，，，ι川久男司！反主任論文句 11 i~'lf-;f'l·'l1'(1~：同~：； u , *i'.!)1払 ＇＂＇＂ f（司 I f¥. Tモ 1-:•l・：； JJ 111 

f:<.fTJ参照。
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デアyレコトガ判ラナイトイ フコトハア リマセン。此ノ場合， 是非 トモ羊皮紙桜捻髪普ヲ開’カメ

ナケレバナリマセンカ・・・・・・ー・・0・・ .（Ii 

.1；.~生『診ナクテモ宜シイデス」

教皮「何故カトclIシマスト…・・・・・ H ・H ・＇？ .~ 

l;t~＝J・－ ・ …－－－・…J

1士長「ソノ理由へ共 ノ症欣ヲ様シ求メンカ、民ニlJ重湯ノ古iiヲ強クfl!'：スノレト L特護性骨折1ガ起

リ易イカラデアリマス。同株ニ此ノ十五ナlJ重蕩ノ診察＝臨ンデ，忠肢ヲ彼方此方ト動カスコトヲ

辿ケルノハ，矢張 リL特琵性什折「ヲ！汽レルカラデアリマス。デアリ 7 スカラ．患者ニ劉シ手］待

ナ様ナ診祭ハ強テ致サスニオキマ ス。

肉眼特移ハ両日下淋巴腺ーハ米マセン。主トシテ血行ヲイrシテ町Ii臓，肝臓等＝:ffクノデアリマス。

今一ツノ肉Jtrll ノ種類ハ骨膜怜［1~］服｛Periostales Sarkom) デアリマスー 色々ノ形ヂヲ！＜：マスガ，

ドチラカ一方＝肥l字致シマス。比較的政ークテ動キマセンq

官事 2 闘 レントゲン像

R 

治療上デ）、ドチラノ肉j原モ同ジコトデ7

りマス。

レントゲン寓員ヲii見マスト，此ノ患者

デハ既＝特護性官

” 月「iiiエ脚ヲ動カセナクナツ夕ト言フ テオ

リマ スカラ．既ニソ ノ時起ツタモノト忠

ノ、レマス。

栄養ガ共部分ヂハ充分デナクテ，頚敗

物ガ生ジ，二次的ニ感染ガ起リマス。ソ

ノ結！装鴨温ガ上昇シテキマス。 同所ニ熱

感、一／，賢人指Jq日ニヨツテJi]日諮ヲ成スコト

カラ感染i波紋ノアル事カソ阿リマス。此ノ

場合ft殻（Schale）ハJ！！~クシテ，骨髄カラ

費生シタ！勺lj1fiガ早期＝骨＇tTヲ穿破シタモ

ノヂア リマス。

旬・膜竹内IHI.ハ主三］二空三~員ニ テ骨ノ

縞ガ見エマス。主作柄甘え或ハ樹紋~kニ多数

ノ！針Nkノ骨形成ガ現ハレノレノデ＼ ソレヲ骨針秋開（Spicula｝トqiシマス。 ヒン上互三寓真ヲ蹄

ナクテモ骨iJ';H'l:r勾ijiff－＞、Jl：ノ1ill・1主ト．骨ノ一方＝偏在シテ護生シテヰル欣態＝ヨツテ診断ヲ下シ

得・1レモノデアリマス。
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イl’Iヲ捗テ置イテモとど土互三局員ヲ見ナケレパ診断ガツカヌト司lスHiデハ，臨＊家（I王liniker)

トハFjIサレマセン。土一社主Jノ潟県、唯ダーツノ参考エ過ギナイモノデアリマス。臨床的ノ系

統立ツタ誇祭ノ作法ヲ蓋サズ， マターツーツノ症献ノ意義ナドヲ考ヘテ吟味スル傾向ガ宅モ1!1~

クテ， イキナリレントヂン詰員ニノミスカ、リツイテ， ソレデサヘレントゲン需員ノ読ミ方モ知

ラヌ服ヂハ，到底大切ナ生命ヲ托スル＝足ル臨床家ニハナリ得ナイモノテアリマス。

コレハ骨＝闘シテノミti"ァノデハアリマセンn 腹部内臓デモ，胸部内臓デモ皆同ジコトデア

リマス。レントがン＝頼リ過ギルタメ＝臨床診祭ノ手績ヲ履ムコトガ五月蝿クナツテハ全ク臨

床家トシテノ本義ニ惇1レトイフモノデプリマス。

サテ本患者＝闘シテノ治療法デアリマスガ， コレハ大IB~ ノ高位切断i札 fdpチ以践報帯カラ約

10糎位下方デ切断スルカ， 又ハ五t践籾帯ノ上デ股闘節離断ヲ行ツテモ良イノデアリマス。手術

ハ惜1酎員失ガ大ニナラヌヤウ手早ク行ハナケレパナリマセン。従テ股閥節離断ヨリモ，

位切断術ノ方ガ此ノ患者＝遁肱シマス。』

手 術（同日午後4時30分－5tH1°l.ラ分）

前鹿置： 手術前日輸血220瓦，選絶食．午前11時リンヂル氏液1000：）：；毛ヲj之－F"'f主射，

時間前＂＂ Lヂギフオリン l 1.0廷皮下注射。

消毒法： 場ljモ後次ノ順序デ行ハレタ e

」エーテル「ヲ含マセタ綿ニテ清拭1) 

サl 0.1%昇茨木＝テ清拭

:ll fJO)';:;Lアルコール 1ニテ；，：；t.rt

-tl 5.%沃度r幾百号抗i，乾燥スルマヂf-.¥＇ッ

5) 2%次illMt酸曹主主Lアルコーノレ1ヲ前111シテikJ主ヲ中和

大腿高

チ術 1

麻幹： JJ肘住帰1c榊日II チ kf!\IJI~枕ヲトラシメ而iモ頭部ヲ腰部ヨリモ低下セシメタ後， 第4ト第九

D'tl惟糠JIJ¥9'g包Ill!.：於テ腰惟’不刺ヲfJヒ， 脊髄波1.5主主ヲ除去，之 ヲ政策シテゾノ ftリ（）．ろ%，スベ

ノLカイン1容if:主（チバ）〔限：A;lcl1Jコl.5完 ヲ脊惟路内ニjiτ射シタ。

7 k易i後約5分＝シテlH暖古＇II以下ハ令ク，，，；，u午シタ。

手術経過及ビ所見： -;{ iド肢先端ヲ j主意i楽ク約5分！~日高感シテ師、脈血ヲ l•J 及的 q1心部ニ駆逐シ

タ後，三三三よと旦氏植民t・i件ヲ11以践糊僻ヨリ約4糎下方ノ ；大｜漣ニli1!iシタ。

五｛践f似特ヨリ約10獅，版胤併ヨリ約 61珂l子）j.：於テ，境献皮肉ー切開ヲ初！へ之ヲ翻lli啄シテj之何Ii

ヲ作リ， ；）（デ、倫紙ェj妥屠的ニ外ヨリ内 ）j：：：.向ツテ軟部組織（筋膜， i;Jjf失J,血管，神経等jヲ同一

Ji,お膜， iiJ'j肉等ニ異’ド泊i.：於テ素早クし£ツセル寸ニテ切離シ、大Hm＿骨ニ到達シタ。此ノlη皮下，

常ヲ認メズ，大腿骨モ亦タ全クfil'i常デプルコトヲ認メタ。

1欧部保護器ヲ J;J,、テ tjg＼部ヲ上方 ＝＝－~；討｜スルト共z，他方助手ヲシテ脚ヲ直i皐セシメ，筋ノ琵；ブJ

ニヨツテ成Jレ可クヒ右へ残存筋肉ヲ退縮セシメタ。此ノ位置ニテ骨膜ヲ可及的上方マデ剥離シ
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タ後，剥離上端ニ於テ鎗ヲ以テ大腿骨ヲ横ニ切断シタ。骨皮質ノ錨断縁ハ骨iJY刀ヲ以テi)'j除シ，

更＂° Lヤスリ＇＝テ関鈍ナラシメ，骨髄ハ銑越＝テ掻}f{'.lシタn 軟部切離時ニハ殆ンドHl血ヲ認メ

ズ，骨髄掻If~後ノ／ l11rlllハ骨騰 ヲ以テIと Jfrt シタ。 .J：記ノ操作ヲ終ヘタ後，深股動，静脈ヲ始メ，

認メラレタ大小ノJ血竹；ハ；志ク結紫止血シタ 0 ~~：骨市rji粧ハ約5糎詳リヲ l出シ． ソノ｛:l~ 本；：. 0.05% 

1ヌペルカイン可約主ヲI主射シテl1JfiJi僻ヲ施シ， ソノ部ヲ三竺三ごと氏鈴子ニテ挫砕シテ似納1イ綿糸

ニテ結然シ， ゾノ川i'i/il；ェテ切紙シタト コ口 ，中心部ノ断t品ハ牧縮後退シテ全ク埋淡サレタ。

エスマルヒ氏艇血帯ヲVi；去シテ更＝－.LL：血ヲiii宮前＝行ツタ後，光ヅ.r.111イ絹糸＝テ骨膜縫合ヲ以

テ骨断端ヲ被ヒ， ，y；デ＂f.（イ絹糸ヲ以テ，血竹：ノイ手旗部ヲjfilケテ， ／j}'j怜jヲ骨師端上＝於テ被包縫

{1＇シ， jキノ後溢ヲ防イタ。最後ニ排if主管ヲf帝人ス Yレコトナク出 1次的＝！主Id縫合ヲ行ヒテ手術

ヲ存主ツタ。

術後経過： 持続シテヰタ関部一l二昇ハ笠日ヨリ 1、· 1；年シ~fi メ. ~1!tr後311 目ニハ全ク平熱ニ従シタ。

眠博数モfflr前＝ハ1分時1:lo自Iiiを．微弱デアツタガ，術後4日川ヨリ邸前後トナリ緊張モ良好ト

ナリ． 一般｝伏態ハ甚ダ好樽シタ。術後第 711 H ＝－抜紙， ゾノ際縫合仙ノ中央部約3桝ガ自然エ

iヲ閣シ， iドヨリ淡すだか色ノ開抗ガ少量排H~1 サレタ 。 f:il＇シ会ク化l出徴悦ヲ認メズ。附後車’ii晶至倒

順調ニテ，食｝ll、，睡Ill~仕：良トナリ， i何｛壬2月日日制飢カノ肉芽:hl!J ヲ布シタ億，，＇~h宅二ε手術前ェJt
シテ徐柁恢復シテ退院シタ。

易iJw，相本ノ，イムペヂン寸現象ハ強陽’M：＝説明サレタ。

第 3 開 棺つ↑三 ／矢脈切断面伶

Ml主主明的検査＝テ，股湾中Ill胞ガアツテ大関闘Jf~;f.111胞カラ成ツテ居仁川々多1fiw1胞，似附ニ
｜工た細胞ガ :2.3 読~u-J サレタ n 所々エJ占質ヲ必ムyレガ，胞リリ＂／1¥51!ハ去ク詩明サレナイ。 ー方エハ

骨争Hl胞ノ新生ガ訟メラレ，他方ニハ肱蕩細胞ガ浸潤性エ進行シテ壌刊及ピtH血ガ認メラレタ。

印チ竹内陸iiH合’！＇I＝.倒）影中Ill胞内師）デアツタ。




