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r型多発性骨髄腫の 1例

社会保険小倉記念病院（院長松岡謙之助）

私形外科（古F長 手島宰三）

吉岡俊夫・手島宰一

〔原稿受付昭和36年 7月5日〕

A CASE OF r-TYPE MULTIPLE MYEbQ.MA 

TosHio YosHIOKA, and SA1zo TEsHIMA. 

Orthopedic Division, Kokura Memorial Hospital, Kokura 
r.Chief : Dr. S. TESHJ¥IA 1 

807 

Multiple Myeloma is a relatively rare neoplasm, but there are many reports 
concerning it published recently. 

A case experienced was as follows : 
A patient, worker aged 60, complaining the oppressive precordial pain without 

any known cause, was diagnosed 'Y-t~rpe multiple myeloma by the hematochemical 
and .patliblogical examination in our clinic. 

The first chest X-ray examination failed to detect mild osteoporosis or di庁use
punched-out rarefaction of the ribs. However, one month later X-ray showed some 
punched-out rarefactions, and also persistent chest pain and accelerated e円・throcyte
sedimentation rate, suspected the multiple myeloma. 

Ine:rease ofγ－globulin in serum was recognized, while no marked elevation of 
serum protein was noted. Many plasma cells in the peripheral blood and the plas-
macytoma in the specimen of the ribs were detected. These白ndingssuggested a 
plasma cell leukemia. Bence-Jones protein was not present in all stages. 

Osteoporosis and circumscribed punched-out rarefactions were also noticed in the 
skull, spine, scapla, humers, ribs, pelvis and femur in the late stage. 

Effets of Predonine therap~· was uncertain. 
Autopsy findings revealed that the destruction of the cortex and the fragility 

of the bone all over the body, and abnormal proliferation of the bone marrow ; and 
bronchial pneumonia, pulmonary congestion, nephrosis, degeneration of the liver, 
atrophy of the spleen, verrucous endocarditis and catarrhal enteritis. 

緒言

多発性管儲麗の報告は Dalrymple.Mc Intyre. 
Bence岨Jones.Watsonに依り 1848年に “mollities 
ossium”として発表されたのに始まる．

その後 Rustizky(1873), Kahler( 1889）は不明な原

因に依って起り，骨格系に多発性の腫療を作る特徴的

な骨髄の悪性，浸潤性疾患として多発性骨髄腫の発表

を行なっている．

本邦に於ける多発性：骨髄腫の発表は最近とみに増加

して居り p 1960年 2月迄に 305例を数え（日野し その

約半数以上は最近数年間のものである．これは最近の

臨床検査法の進歩と普及及び，‘電気泳動法の利用が多

くなったことにも依ると考えられる．
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我々は最近，外来に原因不明の前胸部激痛を訴えて 胸廓変形認めずp 前胸部は肋骨に沿ってすべてに庄

受診した患者に本症を発見しP レ線u刊行， J(ll清化学倹 痛を訴える．

査及び試験切除標本より 7型多発性骨髄腫と確認、した 両側鎖骨上禽部の上腕神経叢部に一致して圧痛が著

症 修リ

症例をここに発表する． 明である．

患者：西乙l金CJ,60 L i!:J，日雇労務者

主訴：前胸部の激痛

家族歴：娘が結核で死亡している．

既往歴： 6年前に右足に外傷を受けたことがある．

現病歴：昭和34年11 月初旬から前l[f~jぶ：こ緊張感と鈍

痛を訴え某医の診察を J乏けたが，内科的には異常がな

いと言われ鋲痛剤の投与を受けていたぶy 疹痛は消退

しなかった．

昭和35年正月に仕事場で他人から前胸部を突かれて

以後疹痛が強度となり，仕事に従事出来なくなって当

刊に受診した．

入院時現症 11~格p 栄養共に中等度p 体温p 脈持共

に正常p 球結摸に黄痘は認めないが験結膜はやや貧血

性である．

リンパ腺腫脹は何処にも認められない．
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表
一
月宵且

B.S.R 89 106 106 111 119 

Erythro 300 x 104 350 x 104 226 x 1 Q4 268 x 104 

L巴uko 5200 

Hb 60% 

F.I 1.0 
Serum 

Protein 3.4g/dl 

A.1(; 0.77 

Alb 3.66g/dl 

5000 

60% 

0.86 

6200 5000 4600 

44% 

0.96 

8.8gdl 

0.66 

3.77g九II

5.03 

(30’： 3.6% 
451: 17% 

←） 
0.7 

1.97 

73.0皿g/dl

Gib 

E.S.P. 

4.73g/dl 

(3ぴ： 2.7%
45’： 1.0% 

C.C.F.T. ←） 
T.T.T. 0.4 

AlK.PhT 

Elutzucker 

2.65 

100.6mg/dl 

37.4mg/d! 

（ー） (-) （ー）

N.P.N 
B巴Fド白田

J~~；巴日 （→ 

血小板

出血時間

凝固時間

（ー）

31x104 

3分

開始6'30終9'30

脊柱は正常で変形p 叩打痛はない．

背部及び腰部圧痛点はすべて陽性である．

四肢に運動障害その他の異常を認めない．

ft欲Lt良好て、あるが，疹痛の為睡眠；叩；ji',!fされてい

る．

腹部臓器p 特に肝p 牌p 腎を触れない

心p 肺共に正常である．

経 過

35年 1月4日初診p 以来2月1日迄外来に通院した

がp この間沙問l立前胸部筋々膜炎としてアリナミンp

サリチラミン及びハイピリンを投与したが，疹痛は憎

悪するばかりであり p 1月7日の赤沈値平均は 105mm

でp 筋漠炎としては納得のゆかぬ値であった．

1月下旬より腰痛を来たしP 咳吸も強しこの為一

層腰痛は増強した．

2月1日入院p 入院後咳撤と共に昭疾排出がかなり

多しこの為胸腰痛は耐え難い様子であった. 2月上

告j昭疫の培養今行ない．結核菌は陰性であったがSta-

phylokokk聞が強陽性に証明されたので一応p Ter-

表 2

Serum El巴ctrolyte Electrolyt巴 Excretedm 
Urine (Volum巴 ml/day)

147 mEq/1 134 mEq/day 

3.7 mEq/1 20 mEq/day 

5.3 mEq/1 6目4mEq/day 

2.1 mEq/1 mEq/day 

102 mEq/1 180 mEq～lay 

2.4 mEq/l 10 mEq/day 

20.4 mEq/1 

Sodium 

Potassium 

Calcium(total) 

Ionized Ca. 

Chloride 
Inorgamc 

Phosphorus 
Pr。tein

PAPER ELECTROPHORESIS OF SERUM 
PROTEIN 

Alubumin : 42.8% 

χ1-rnobulin : 2.5% 

説 jC:!obulin : 10.6% 

戸一c;Iobulin 8.4% 

y-Globulin : 35.8% 

Total 
Protein 8.2g/dl 

A/G 0.74 
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表 3 血液像

｜｜川I-I川

好塩基球 IB : o. l I o. 

好酸球 IE ! o. I I 3.0 

｜ ミエロチーテン I Me J O. ¥ I O. 

dタミエロチーテ ン｜ J I 0.25 I I 1.0 

好
｜揮 状 核 St 0.75 18.0 

中
II 1.25 I 30.5 

目 1.85i ' 9.5 
多核性 IV 1.25 I : 1.5 

V 0. I O. 

¥I o. : o. 
球

総 計 l s 5.25 60.5 

リ ンパ球 L 戸-l.85 [ 26.0 

単 球 ；M i o. しとと
鴎棚（プラズマ細胞型） I / 10.0 / I 9.o 

ramycin l,Ogを9日間投与した．

血液検査で貧血を認めたが， Ros巴反応、は陰性であ

った．

2月9自の胸部レ線写真で肋骨脆弱化と結節様陰

影p 小斑点状骨透明像を発見しp 初診以来の赤沈値の

促進及び胸部激痛などから腫疹性疾患を考慮して血清

蛋白値の測定を行ないp こ＜！；値及びレ線所見から骨髄

腫の疑いをもちはじめた．

疹痛は依然激烈で発作性に呼陵情；すが起ったがy こ

れは深呼吸に依り胸痛が急に激烈となる為にきわめて

浅い呼吸しか出来ないもののように恩われた．かくて

ベッドからは起き上がれない状態であった．

2月20日肋骨触診中p 左第VI肋骨が指圧に依り容易

に骨折したので2月26日，右第四肋骨の試験切除術を

行ないp きわめて葬薄な，かつ多孔性の皮質と暗赤

色， m塁様y 腫傷状の骨髄を認めた．肋骨は鉄で容易に

切断出来た．

3月下旬より腰痛は益々烈しくなり 3 時折不明な発

熱（39℃前後）を来たすこともあった．多発性骨髄腫

の診断がつく以前から患者の耐え難い前胸部の激烈な

疹痛を如何にして緩和すべきかを考えてp レ線照射を

行なわんとしたが，底、者の食欲不振，るい痩，衰弱の

為にこれをあえて逐行することが出来なかったがp 肋

骨切除後次第に胸品川Iが苅れて来てP 時折腰痛を急激

に訴えることがあった ：）~， 4月にはいってからは，ほ

とんど鎮痛剤の投与なしでも過せる日が多くなって来

た．

4月13日より試験的にプレ ドニン錠（ 5皿g〕 1日4

回投与を 3日間行なって一時中止し， 4月27日より再

び5日間に亘ってプレドニンを投与した．この聞はほ

とんど疹痛を訴えていない．

4 月末より 6 月 J~ ；ι 胸痛p 'If腰痛は比較的軽度で

あったが，全身衰弱p るい痩［土漸次著明となり 3 呼吸

困難を発作性に訴えた．食欲は全く 障害されて全身の

るい痩は目に見えて強度となって来た．

7月7日より再度プレドニン 1日3錠を35日聞に亘

って投与した．

7月22日頃より再び胸腰痛が著明となって連日に亘

って鎮痛剤の投与を余儀な くされ，8月7日頃から食

事は全く摂取出来ず38℃の発熱を来たし 8月10日に至

って39.8℃と体温は上昇し翌日日 40.4℃の発熱のまま

鬼籍に入った．

入院後はほとんど連日に亘ってプドー糖，ピタミン

モリアミ ン等の静注と数回の保存血と新鮮血の輸血を

行なっている．

Bence-Jones蚕自体は当初から死亡迄の全経過を通

じて陰性である．また赤沈値はその平均が lOOmm以上

の促進が全国に亘ってみられ，レ線上骨脆弱化は月を

経るに従って著明になった．

レ線所見

35年 1月11日y 初診より 1週間後の胸部レ線所見で

は肺紋理猶強があり，注意深く観察すると第I肋骨以

下各肋骨に軽度ながら骨粗繁と骨梁の乱れ及び大小（

帯粟粒大～大豆大〕様々な骨透明像を認める．

この時期には本症を疑っていないがp 赤沈値の促進

（平均105mm〕がみられた．

2月9日，胸部写真：この時期に於いては肺紋理と

は明らかに区別して認められる肋骨各所の骨梁の乱

れP 骨粗業，大小（器粟粒大～えん豆大）の骨透明斑

像と結節状変化がかなり明瞭に認められる．

本例の診断確定の第一歩の鍵は本レ線像の所見に在

る．

2月12日p 骨繋：両腸骨部及び坐骨，両大腿骨大転

子部にきわめて軽度な小斑点状骨透明像が認められ

る．

2月27日，右膝関節，右足関節：右大腿骨遠位端の

関節に近く粟粒大の小斑点状透明像を認める．

足関節部には骨の変化は苛められない，
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左大腿骨にも異常を認めない．

3月3日， 頭蓋骨： 後側頭部の骨の変化は周辺とや

や＼＇＆ なり，小斑点状像を認め；s.
3月5日，胸部：明らかに各肋骨に掛粟粒大から大

豆大，更にえん豆大に至る迄の斑点状骨透明像が認め

られ，両肩甲骨にも同様の所見が見られる．

3月24日，胸部．肋骨，肩甲骨は軽石か，虫に喰わ

れてぼろぼろになった紙片を思わせる．

5月9日，胸部：各肋骨の変化は一段と著明とな

り，肋骨の変形，瞥曲が認められる.］＞！~ち肋骨は腫場

変化の強い部分で腫大しp またある部分では麗湯性変

化の為に融解欠損している． （右第VI肋骨）

頭蓋骨，下顎骨 ：頭蓋に於ける変化は粟粒大骨透明

斑が更に著明になって居り，下顎骨では小豆大以上の

透明斑が見られる．

各頚椎は骨粗揺が見られ，椎体の軽い圧平化が認め

られる．

骨盤 ：両腸脅から恥骨，坐骨に斑状陰影が増強し両

大腿骨近位は斑状透明像が大きくなっている．

6月7日， 胸腰椎：下部腰椎々弓に小豆大の斑状透

明像 計.~.め機体全般に強い骨粗葉会性変化と，第 I • II 
腰椎は庄平され模状椎を呈しているが，椎間板狭小は

認められず却って椎間板1割じが存在する．

両上腕骨：骨萎縮のみがあるだけで他の変化は認め

られないー

左大腿骨：大転了出，大腿骨中央部に透明像を認め

る．

7月19日，胸部・肋骨の変化は更に著明にな り［,1,j胃

甲骨関節部の変化は著明になっている．

組織学的所見 （試験切除標本）

骨髄標本（肋骨7中ほとんど全べてが種疹細胞に依

って占められて居払腫疹細胞は細胞核が奉納状構造

を呈し；核が偏在して居り，所々に核分裂像を認める．

腫疹細胞は円形乃至楕円形を呈し比l殴的淡明であり

境界やや不鮮明である．

習l検所見

I) 全身の骨髄の異常増殖及び骨質の葬薄化（左右

のE～医肋骨，胸骨， vlll～盟胸椎p I ～N~要椎p 大腿

骨，頭蓋骨）

2) 左右目～JX.肋骨々 折， 3) 消耗症 4) 全身の

貧血， 5) 左気管支肺炎 6) 気管p 気管支炎及び声

門水腫， 7) 肺草壁血＇ 8) 沈質性心内膜炎，腿斑

9) 腸カタル 10) ネフローゼ 11) 肝の変性

12) 牌の萎縮 13) 大動脈硬変疲（軽度） 14）得

箔形成

骨の変化 ：肋骨は骨軟骨接合部から約3cm外方で骨

折して居り治癒傾向が認められない胸骨p 肋骨は透

明J惑を呈し部f立によっては骨髄は赤紫色調であるがp

骨表面の破壊はないー骨質は指圧に依って破折しP ま

たメスで比較的容易に切断し得る．

骨質は極めて罪符化し所によっては多孔性で骨膜肥

厚はほとんどみられない．

骨髄は1硲赤縞色，充実性で謬様感を呈するが結節性

増殖像の著明なものは見いだし＇Ni'い.VIII～阻胸椎 （こ

の部位は程度 1, I～W腰椎部の体部は不規則に膨隆

し骨質は極めて軟かく，メスで容易に切断し得る．

骨質は比較的強く吸収されて非薄でp 骨髄は肋骨と

同様の所見である．

右大腿骨は骨体では一部脂肪髄の像を示すがp 頚部

及び骨端部では骨髄は腫蕩性のぴまん性増殖をみる．

その他p 頭蓋骨の骨髄も肋骨のそれと同様であろ．

組織学的には骨髄腔は比較的びまん性に増殖した腫

疹細胞で満たされてい九．

腫疹細胞は一般に円形乃至惰円形を呈し比較的淡明

であり p 境界不鮮明である．

核は円形又は惰円形でクロマチンに富，4.' l～2個

の核小体が認められ偏在するものが多い．骨髄の辺縁

部或は増殖巣の周辺部の腫蕩細胞は原形質に富み境界

鮮明な紡錘形或は類多角形を呈するものが多く，Eosin

好性頼粒を含むものF 2核性のものも認められる．核

分裂像は殆んどみられない．骨組織を破嬢しつつ増殖

している部分では撞疹細胞は旺盛な浸潤性発育の型式

を示す.t!PちEosinに不平等に染まる変性骨基質問に

は比核的大型の腫蕩細胞苦手が混在する．破骨細胞の出

現は見られない．細網線維は腫蕩細胞聞を網状に組絡

するがp その形状は正常骨髄のそれに類似する．また

腫傷細胞問には少量の Amyloidの沈着をみる．

考 察

天野氏に依れば骨髄内血管外膜細胞から発生すると

考えられる本麗蕩の報告は比較的稀なもので，他の一

般体組織から発生する腫疹に比較してきわめて奥日未深

い点を有している．本陸疹の特殊性とも言える点は，

原発部位が決定し雛たく多中心的発生をなしP 大な り

小なり系統的疾患の傾向があって，或る造血臓器の一

局所に瞳蕩性増殖が起るとp それと相呼応して同じ造

血臓器の他の場所にそれと全く 同種の泊殖がぴまん性

に起り多発性磁場の像を呈する ことが多いこ とであ
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る． （緒方）この特殊性は血液細胞と組織細胞の両性

格を併せ持った Plasmazellenの細胞性格によるもの

であろう．

本症の発生年令は一般に40才以上，特に60才前後に

最も多く見られるがp 欧米に於ける報告に依ると

Zaeh. Gordon, H. Schneider, Bーは10才の子供の症

例を発表している．

しかし本邦でも昭和26年に中島p 奥芝氏は満6才♀

の症例を発表しているが，これ等はあくまできわめて

稀な症例である．やはり男性に多いようである．

本腫喝の分布は Battのレ線検査上の統計からみる

と3 頭蓋骨・ 73%，脊椎： 70°；，， 肋骨： 68%，骨盤：

63%，大腿骨： 48?o，上腕骨： 43%，肩甲骨40%とな

っている．

二れから見ても本腫蕩が疑われる時には出来るだけ

各所のレ線撮影を行なって探索すべきである．

本L事叫は腫場が専ら骨髄に限局し，且つ不完全な系

統的増殖を行なう為，病的骨折の頻度は他の如何なる

骨I重傷にも勝るものでP この多発する骨折がえ本症に

特徴的だと言える．即ち Myelomの病的骨折はKrebs

の骨転移に依る病的骨折の約2倍の%に値している．

本症は初診から診断確定迄約2ヵ月近くを要してい

る．その間原因不明の胸部痛と赤沈値異常促進に悩ま

されたが，疹痛が極めて頑固であり増惑の一途をたど

りp 全体的にこれはただ事ではないぞと言う印象がp

胸部レ線写真を再三検討することになり．これが結局

解決の糸口になったと言える．

JWち初診日から 3日後の赤沈値平均が104凹を示しP

これより 4日後の胸部レ線写真では肋骨の変化に全く

気付いていない．

初診日から丁度 1ヵ月後の胸部レ線写真でも関目性

肺浸潤として片付けられるところであった，メ，納得の

行かぬ赤沈値促進から前回レ線写真と比較対照して検

討してはじめてp 肋骨脆弱化p 小斑J伏骨透明像p 結節

様変化に気付いたのである．これ等の糸口を見出して

血清蛋白測定を行ない，更に病的骨折，肋骨試験切除

術に至って診断が確定した．

叉同時に初診日より lh月後の血液検査に依っても

末精、流凪中に既に履疹細胞を70%にEって証明した．

武田氏等に依ると血液検査時にハイヱム氏液中で.n'.rr.

液が凝塊を形成して赤血球数の測定が不可能であった

例などを述べているが，本症例ではJ血清蛋白の増加が

左程著明でなかった為か，かかる変化が認められなか

った．

さて診断のついた後であるが，死亡迄の約 7!J月聞

に於いて全く疹痛を訴えなかった期聞が相当あり p こ

の期間の内にプレドニ ンを投与しているが， この疹痛

の無い期聞は本症に屡々認められる疹痛の寛解期と見

倣して良いと思う．本腫疹の疹痛の成因は神経根圧迫

症状，骨髄容積増大に依る骨の圧迫等と言われている

が，然らばレ線所見上骨侵蝕の進行中の疹痛寛解を如

何に説明し得るやと言うことになると難しい．

本症例はその全経過中p 如何なる日に於いてもp

Bence-Jones蛋白体は証明されなかった．本症では

Bence Jones蛋自体を証明し得る症例は一般に約半数

であるといわれている．

然し血清中又は髄液中にも認めることがある；／.，本

症例では髄液検査は行なっていないー血液学的所見に

い於て 2月下旬に末柏、流血中に70%にも及ぶ腫蕩細胞

を認めているのに反して， 7月に於ける検査では 9%

に減少している． 2月に於ける白血球数は 5200であ

りp 7月に於いては4600である．

治療に関しては従来からX線I！ヨ射， Urethan等が上

げられている．更に StilbamidinPentamidin. Co印．

p32. Nitrogen Mastardなどがあるが，本症例の場合

衰弱が強くてXK，忠明射をも断念し，結局7レドニンだ

けに頼った．これはプレドニンの形質細胞組織の抑

制，若しくは「溶解剤」としての作用を期待し，リン

パ或はプラズマ細胞の増殖阻止と骨髄刺戟剤としての

投与であった．

Adamsの述べる如く ACTHの投今に依って骨格の

脱灰速度を減少せしめp 血清蛋白濃度を低下させ得る

かも知れないがp 本症に於けるフレドニンの効果は左

程期待出来ないと考えられた．

結 三五
ロロ

l〕 原因不明の前胸部激痛を訴えて伝比した60才男

子にレ線像及び血清化学的所見から多発性骨髄腫と診

断した．

2) 入院後約7ヵ月で苑亡しp 剖検上，全身の骨髄

の異常増殖が認められた

稿を終るにあたり御校関を賜わった恩師近藤鋭矢教

授ならびに病理学的検索の御指導を賜わった九州、w・，大
病理学教室高野義巨教授．講師浦郷篤史博士，助手金

子義郎先生，山口医大病理学教室細川修治教授に託ん

で感謝の意を表します．
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顎下腺に発生した放線状菌症の 1例

大阪医科大学外科学教室（指導： j森田栄教授〕

千葉俊雄・大沢一博

〔原稿受付昭和36年 5月29日〕

A CASE OF ACTINOMYCOSIS WHICH PRIMARILY 
AFFECTED THE SUBMAXILLARY GLAND 

bγ 

Tosmo CHIBA and KAzuHIRO OsA w A 

From the Surgical Clinic of Osaka Medical College. 
(Director : Prof. Dr. SAKAE AsADA) 

A case of actinomycosis which primarily a百ectedthe submaxillary gland was 

reported. 

A 37-year-old housewife of a farmer had noticed a tough and painless nodule 

in the left half of her submaxillary region about 3 months prior to admission. 

This nodule gradually incrased in size and became a tumor as large as a hen-egg. 

There was no noteworthy自ndingexcept for the tumor. 

Total extirp3.tion of this tumor was p3rform~d on July 7, 1959. Upon surgery, 

it was found that the tumor was firmly adhered to the surrounding tissues and 

was connected with a string-like structure that led toward the oral cavity which 




