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床 講 義

甲状腺腫（Strumacolloides) 

（昭和11年4月21日講義）

教授磐皐博士烏潟隆三講述

助手醤皐士 flI 中四郎筆記

患者 ：森00乃， 24歳，未婚女子，無職 （入院，昭和11年4)]21日）

主訴： 自~i：煩部ノ無痛性脈張ト心惇昂進

現病歴： 昭和9年3月頃（約1年2ヶ月前）ヨリ，何等誘因ト思ハレルモノナクシテ，前頭部デ

右側ガ無痛性＝腫脹シ，漸次大サヲ増シマシタ。腫脹ヲ来シテカラ．約字年後ヨリ運動ニ際シ

心惇昂進ヲ費ヱ今日ニ及ンデ居マ ス。

礁下困難，護熱等ヲヲ~シタ事モナク， 又，指端震顛，眼球突tl1，呼吸閤難及ピ喧聾ヲ訴ヘタ

コトモアリマセン。

使通ハ1日1行，下痢ハアリマセン。

遺停歴： 組父ガ胃癌デ死亡シタ以外＝．特記スベキ素悶ヲ認メマセン。

既往歴．幼時ヨリ健康デ著患ヲ知 リマセン。 16歳初潮以来特デ，月経時ノ障碍ヲ訴ヘタ事

ハアリマセン。（以上受持欝員朗読）

教授 「線テl腫脹ノアル時＝ハ， Lイ1・痛性「ナリヤ，し無痛N：寸ナリヤヲ問Viス事ハ大切ナ事柄デ

アリマス。無痛性ノ腫脹ノ時ニハ何ヲ意味シマスカ…… ＇（J 

号再生 『念性炎i萄デハナイコトヲ示シマ ス。』

教授『ソウデス。有痛性ノ時ニハ念性炎筒ヲ意味シマス。 L病ム 1 (Yamu）ト ~j· フコトハ L疹

痛1ヲ意味シテヰマスノデ，従ツテL病気1 (Yamai）ト言ヒマスト， L疹痛寸ト閥係ガアリマ ス。

只今オ獄キノ」アナムネ｛ゼ1ノ通リ，本航ガ1年2ヶ月前ヨリ始ツタト言フ事ハ何ヲ意味シマ

スカ…－－－？』

男再生 「慢性ノ疾患ヲ意味シテヰマス。J

教授『ゾウデス。棉テノ疾患ハ」急ti：「ト」慢性寸トニ分タレマスガ，診断ノ最伺エハソレヲ何

レカト考へル ノデアリマス。 ”chronisch“('I・＇.＜°＇'l'I:）ト言フノハ何ヲ意味スルii＂応デアリマスカ Y』

号隆生 r・・・・・・』

手織『之ハL時1トイフ意味デアリマス。 ,, akut" （急性）ト言ヒマスノへ.， Nadel“（針）ヲ

意味シマシテ，針ノ様ニ（spitzi」）尖ツタ急ナ事ヲ示シテヰマス。 J念l'l：ト慢性ノWa別ハ時間的エ

ハ大韓4週間ヲ以テ界ト致シマスo L亜急性寸（subakut) ト申シマースノハ，念性ノ中デ比較的慢

ti:＝近イモノデスガ，之モ 6週間迄ノモノデアリマス。ゾレ以上ハ慢性デアリマス。急性炎筒
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ヲ惹キ起ス病原菌（例ヘパ葡萄欣球菌ヤ連鎖状球菌）デモ慢性ノ疾患ヲ起シ得7 ス。念性慢性ノ

匝別ハ時間的（chronisch）ノi経過デアリマスカラ，病原菌ノ種類ダケデハ必ズシモ首リマセン。

ソコデ，此ノ患者ヲ御覧＝ナリマスト，高Ii頭部カ’捕温性ニ腫脹シテヰマス。腫脹ハ正常ノ"f1欣

腺ノ位置＝相営シテヰマス。右側ノ方ガ特＝腫脹ガ強度デアリマス。境Jレ、下方ハ胸骨ノ上部，

上方ハ環北Ii:軟骨，外方ハ胸鎖乳噛筋ノ内縁マデ．内方ハlE中線ヲ左方ニ約3糎越ヱテ居マス。

腫脹ノ性J!kハ……？』

事生『…・・・」

教皮『表面ハ平i骨デ，凹凸不整ヲ認メマセン。今究ハ被葦皮膚ノj伏態ヂアリマスガ，緊張シ

テヰル以外＝ハ充血，設赤，静脈ノ怒張等ハアリマセン。

県シテ甲！／｝；腺！防デアルカ否カヲ知yレ必要カ’アリマス。是ニハドウ致シマスカ……？」

畢生『嚇下運動ヲ？？ハセテ見7 ス。』

教授『ソウデス。甲欣！腺ハ甲){;1~1欧骨＝緊密＝附イテヰマスカラ，甲Ml政脆淘ハ鴨下運動ト一

緒＝動クモノデアリマス。共ノ他ニドンナ方法ガアリマスカ…・・・ 7』

事生『動脈ノ博動ヲ調ベマス。』

教授『左様3 甲航腺ノ上倒ニハ k甲欣腺動脈（A.thyreoid. sup.），下掛ノ方ニハ下甲欣｜腺動脈

(:¥. thyreoicl. inf.）ガアリマスc ヒ甲i/J~I保動脈ハ甲AA腺ハ大キク腫脹シテモ，之ニ件ツテ延長シ

マセンn 従ツテ頭動脈ヲ外方へヒツパリマス。ソレヂ頭動脈ノ博動ノ位置ガ漸次＝外方へ移リ

マス。此ノ患者デハ（教授検シツ、）右頭動脈ハE常ヨリモ約 1.5糎外方ニ絹レマス。是ガ誰明

サレ、パ円1欣腺脆デアルト診断シテヨロシイ。

次ニ此ノ；揚合動脈瑠ガ考へラレマスガ，動脈溜ノ時ニハ膨脹性（expansiv) ＝綿テノ方向＝r'O

動シマスカラ鑑別シ得マス。

次ニ燭誇k，腫膚ノf買サハ・…・・？」

筆生「」ブワブワ寸シテヰマス。』

教段『」フ、．ワフ0 ワ寸デハ fケマセンo 硬度表｛Harteskala）ニ準操シテ記戟スyレノデ、アリ 7 ス

ガ Harteska’ ヲ申シマスト......? j 

製生『H ・H ・』

教授『一番硬イノハ…・・・ '?J

畢生『骨椋硬』

教授「硬イノカラ軟カイ順序＝申シマスト， 1）骨抜硬， 2）軟骨様硬， 3）板欣便， 4）弾性

硬， 5）緊張弾性硬， 6）弾性軟，足モ•I次イモノハ 7）波動性デアリマス。十皇粉様軟ト巾シマスノ

ハ萎粉ヲ押ネタ硬サデ，指匪ニヨツテ指痕ガ胎Jl-モノデアリマス。弾性軟ノ時ハナ旨匪ヲ除キマ

スト．凹ンダ表市Iガ再ピt~ ＝戻リマス。此ノ患者ノ腫腐ハ弾性軟デ，健康部へ移行ス1レ所エハ

堤航形成（wallartiges Gebi!de）ヲ認メマセン。歴痛ハ詮明サレマセン。
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次エf多動性ヲ調ベテ見マスト，左布共ェ:2-3糎気管ト共ニ移動シマス。上下 F方向ユハ僅カ

ェ動キマス。

特＝喰下運動ニ際シテl毘瑠ヲ捌ンデ、居マスト抵抗ガアリマス。被差皮膚ハ網、テノ方向ニヨク

移動サセルコトガ出来マス。以上ノ所見カラ，此ノ腫瑠ハ何デアリマスカ…...？』

事生 『甲ii}：腺腫デアリマス。」

教授「ゾウデス。甲献腺腫ニハ臨床上色々ノ種類ガアリマシテ，此ノ患者ノ様ナモノハ膝様

質性叩AA腺腫（Strumacolloides）ニ鼠シマス。此ノ様ナ時腫繭ヲ切ツテ見マスト，粘液性！惨椋

物質ガ認メラレマス。

弾力性使ノ時ニハ，臨床上繊維性~p欣腺腫（Struma fibrosa）デ，内容ハ隈様物質ガ少ク，結

締織ガ多イモノデアリマス。

ミ欠＝甲AA腺ノ 1箇所＝例ヘパ紺桃大ノ球形ノ腫溜ヲ生ズFレ事ガアリマス。此ノ時ニハ結街ifl/(

甲欣腺腫（Strumanodosa）ト言ヒマス。此ノ時ノ腫蕩ハ或ハ建臆デモ，或ハ貫質性細胞カラ成

ル腫粛デモアリ得マス。

全韓ガ波動ヲ呈スル様ナ腫蕩モアリマス。コノ時ハ護北k甲形、腺腫（Strumacystica) ト言ヒマ

ス。コノ混ハ後＝大キクナリ，内容ガ血様トナツテ，後＝ナルトLヒヨレステリン1結晶ガ出来

ルコトガアリマス。非常＝陳蓄性ニナルト Cyste ノ壁ハドウナリマスカ……？』

畢生「H ・・・・J

教授『石茨ノ沈着ヲ生ジマス。骨様硬トナツテ， ソレガ嬬＝往々癌腫ト誤ラレル事カeアリマ

ス。此ノ様ナ事寛ハ他ニモアリマスカ……？』

事生『陰嚢水腫？」

教授『ソウデスヨ，陰嚢水腫ノ：壁ハツマリ腹膜デアリマスガ此ノ部＝慢性ニ炎筒ガ進行スル

ト，壁カラ出血シテ， ソレガ古クナルト石茨沈着ヲ超、ンマス。

スペテ是ガ一般原則デアリマス。 1711ヘパ骨折ノ時ニモ出血ガアリマストソレガ石右足沈着ヲ必

要トスル偲骨ノ護生＝好都合トナFレモノデアリマス。

左様ナコトナシニ甲fl犬腺ガ硬ク腫大ス Jレト悪性甲欣腺麗（Strumamaligna）デアリマス。自p

f表面ガ凹凸不整トナリ非常ニ硬イモノデアリマス。ソレデアリマスカラヒ線検査デ1-i茨沈着

Jアルモノ：或ハ骨厳組織ヲ詮明スル時ハソレガ癌性硬デアツテモ決シテ痛デハナイノデアリマ

ス。

以上述ベマシタ甲AA腺腫ヲ委シク分類シテ見マスト次ノ通リデアリマス。

IA）増殖性申欣眼腫（繍漫性叩AA腺腫） Hyperplasie cler Schilclclri.ise (Struma cliffusa) 

(1) 初生児貫質性欄漫性甲ilk腺腫 Struma parenchymatosa diffusa neonatorum 

(2) 大i慮胞性腰様質性揃漫性申AA腺腫 Struma diffusa colloides macrofollicularis 

(a) 増殖性（甲扶腺機能昂進症） proliferans (H yperthyreose) 
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(b) 非増殖性 non proliferans (mehr indi恥rentesVerhalten) 

(3) 小鴻胞性隈椋質』性欄換l'!"I:cp JIJ\！.線腫（退行~＼＇！）

St1uma <li仔usacolloid es microfollicularis ( degcnerati' e For口1)

(normale Gebirgs-Schild<l1iise Wegelin'sche Kn >pf-Kr. !eiclite I lvpr》thyre• 肘巴 1>1,

K閃 tinismus)

(4) バセドウ氏病禰漫tl:•il欣腺腫

Struma diffusa basedowiana (Hyperthyrensc schweren Grades) 

(a) パセドウ氏3徴候ヲ1＊フモノ， mitBas巴dow-Tr肘

(b) パセドウ氏3徴候ヲ扶クモノ， ohneBasedow-T1 i凡う

(5) バセドウ氏病化昭枝質性樹世ド＇ PiJi{;:I除服 Strun】adiffusa cリIIυidesbasedoll'i自問ta

B. 増殖性！県腫型 Hy perpl8stische adenomat6se F川口

(ii) l惨様質性揃漫＂目及ヒ＇ jj翌十；.ii't1'1"1：市iiiイi・l"I:111枇腺IJ重 :-;Lruma diffusa el 11"d＇胤 colloides 

増殖性及ピ非増殖性 proliferans und non prolifera山

[iJi!J¥I腺機能昂進症及ピ機能減退症 Hyperthyr巴oscund H ypothyreose 

（＼ 腺腫型（adenomat6seForm) 

(7) 車純性結fili性円l欣IJ泉mn＜機能減退症） Struma l川 os1 simplex (Hypothyreche) 

（内） バセドウL¥：病化結節性叩j伏腺服 Strurna nodosa basedowificata 

此ノ他ニE常； rp欣l燥ノ位置 l、離レタ所ニ円1紙腺腫ガf芝生スル事ガアリマス。自[Jチ迷在刊人

腺腫｛Strumaah巴rrans）デアリマス。

モウ 1 ツ胸腔内＝アツテ，嗣診デハ見ヱナイモノガアリマス。之ヲ胸腔内 liJi{J~腺腫（Struma

intratboraca!is）ト言ヒ 7 ス。之ハドウシテ牛lj1レカト 111シマスト，仰臥シテヰルト分リマセンガ，

記キ上ラサセマスト頭部筋肉ノ~迫ノ嬬＝ Juglumカラ到部ノ方へ浮ピ陽ツテラj<:7ス。平時ニ

ハ水中＝惜ツテヰル怯ニ外方カラコ（~明デアリマス。之ヲ浮揚甲ilkI峡IJ重（Tauch kropf）ト 11~ シマス。

（教授患者ヲ起シ乍ラ）此ノ患者ノモノハ Tauchkropfデアリマセンガ，間ーシ，只今ドンナ事

ガ分リマシタカ…－－－？」

墜生『…・・・』

数段『（一再ピ患者ヲ仰＊位カラ坐居ノ位置へト起シツ、）ドウ言フ事ガ分リマスカ・…－－？』

翠生「H ・H ・」

敬授『ヨク注意シテ槻察シナイトイケマセン。 L所見ーlハLR~＇デキヨロキヨロト探スね、デハイ

ケマセン。 L所見1 ノ方カラし眼「ノ中へ飛ビ込ンヂ＊＇＇＂怯デナケレパナリマセン。些中 Illノ従化デ

モガスクニ網膜ニ映ズル様エナラネパナリマセン。ソレニハI'p:系二カラ種々ノ貼ニ注意スル習慣

ヲツケルノデアリマスa 只今ドウ言フ事ガ分ツタカト中シマスト，忠、者ガ巴キ上ラウトスル際

ニLJjを癌寸カ日月（J=i字ピ揚ルノデナクシテ却テ反射＝消失シテシマフ事デアリマス。之ハ頭部ノ
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筋肉（主トシテ M.sternothyreoideus）ノ牧縮＝依ツテ，腫瑠ハ消ヱルノデアツテ， ソレデl'J，テ

睡寵ハ皮下結締織巾ノモノデナク．頭部ノ筋肉＝ヨツテ全部地ハレテヰYレモノデ，深部ノモノ

デアルト言フ事ガ午ljUJJ致シマス。従ツテ甲駅腺脆蕩デアルコトガ此ノ所見デ更 ＝－11佐賀トナルノ

デアリマス。

心停昂進，眼球突tH，設ffガ揃ヒマスト竺宝E立氏荊デアリマスガ，之ハ除外シ得マス 3

寸ノ患者ノ臨床的諸検査ハドウデアリマシタカ……？』

（受持署員朗読）

尿所見： 濃黄褐色，強酸·~r：，比重 1032，蛋向陽性，糖反腔陰性。

血液所見： Lヘモグロビン寸含有量 80%，赤血球数 5,160,000，白血球数 12,0DO。

lエオジン寸晴好性争Ill胞（Vagotonikerニ多シ）ヲ認メズ。

繋力皐，的検査：

交感神粧ヲ刺戟スルLアドレナリン寸（l%o0.5cc）反胞：陽性（郎チ交感利l経緊張アリ）

迷走神経ヲ刺戟スルLピロカルピン寸（2%0.4cc) 0.008g陽性（印チ迷走引111経緊？長アリ〉

迷走神経緊張ヲ下グルしアトロピン寸C0.1%0.5cc) 0.005g陰刊：

教授『只今オ聴キノ通リ，しアドレナリン－，Lピロカルピン寸共エヨク反肱シテヰマス。自11チ交

感ji1j1経モ迷走神経モ何レモ緊張ノ枇態ニアリマス。一般＝迷走府，，経緊張症 IVa芯otonie）ト交感

神経緊張症（Sympathicotonie) トハ，明瞭ニ分レルモノデハナク，一方ガ強クナルト他方モ班、

クナル揚合ガアリマス。コノ時ハしアドレナリン－，Lピロカルピン寸共ニ強ク反臆ガ現ハレマス。

斯ル揚合ハ ~3欣腺ノ！厚様質生成貯蔵機能昂進デアリマシテ，本例ノ：如キハソレデアリマス 1）。

コノ様ナ例デハ手術的＝申扶腺ノ一部ヲ除去シマスト，治放ガ現ハレマス。然シ切除シ過ギタ時

ニハ，甲献l燦ノ機能減退ヲ来シ身鶴組織中ニしムチン「ガ津山沈着シ結成腫ヲ起シ， Kretinismus

トナリマス。

本患者ニ針スル庭世トシマシテ月1f!k腺ノ部分的切除ヲ行ヒ 7 ス。此際如何ナyレ程度＝切除、ス

ベキカ，目標ハ杢ク無イノデアリマス。

本例ヂハ先ヅ腫脹ノ程度大ナYレ右側ノ ~Wi:I腺腫ヲ Isthmus ニ於テ切断シ右側ノミヲ全部切除

設シマス。』

附記：昭和11年28／町手術，経過良好ニシテ手術創ハ第 I明癒合ヲ骨ミ，術後10日全治退院

シタ。

脈博． 術前1分時 (100) 術後1分時（87-95)

尿：術前，術後異常ナシ（Basedow甲j伏腺腫切除後一過性交感11irj1経緊張著明トナリ，

共ノ結果・過性糖以護生アルコトアリ。外科費函，第9径（昭和7年）第1披，第100頁，

向上第2競，第309頁参照）

I）惨様質ヲ生成シテ貯蔵スル作用／大ナル型ユテ Basedow／反釣
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術前 昭利11年4}J281'1l1童約後1年2ヶ月＝テ録影。

Hi[(Jll~~、右側＝ 司自大，右総1激動脈緋動ノ、正常ヨりモ粉々外側＝ア明。

摘出標本組級像 (Zeiss. :: X 40) 

勝様質I！生成員宇寂大＝シテ Basedo＇；＂型＝－ JI＇ズ，Strumacolloidesナリ。




