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創立10周年記念講演要旨

成人肺結症の発生 と進展に関する病理学的考察

家 ･ 森 武 夫 (第6部)

私達は1949呼･玖雑文都市内の成人変死肴 (19才以上)に就て解剖学的にみられ る徴小帯核哩 を詳細に検索 してい

る｡変タヒ者は死亡湛前迄は健康であったものが多 く,従 ってこの研究L/てよって我が国椅核病勢の一端が うかがい得 ら

れるのみでなく,幕核病 艶の進展と治癒の種 々のFT1間過程を うかがい知 ることが出凍 るとい う意味がある｡

即ち解剖学的iJ{認められ る結核症 は139例に達 し,実

に仝解剖数の86%を占めるものである｡ この ことは我

が国に於ても大都市では PragirJ-の93%,Amsterdalrl-Fr,-

の89%とい う中欧都7打の数伯t7:頗 る近い状態を示 して

い る点に於 て興味羅い ものがある｡か ような解剖学的

柿核症の うち初感染のみにて全 く櫓癒 した ものが約年

数に達 してい る｡

さて肺の二次幕核症の発肘 て関す る問題 を考える揚

第 1表 京都市内変死者161例の帯核病像O

肺の帯核性病変 例数 官 分 率

軒核病農な し 22 i14%二ゝト % 2:235≡

初感染巣 ,淋 巳腺濃のみ七治癒 73

31

35

令 ,故初に思い 出され るものはPuhlの病 理学的な研究

である｡ Puhlは肺に於て初感染以外にみ られ る俳の,多くの場合に肺尖部に2偶力=ii･5個み とめられる陳旧性の乾

酪巌 (即ち Puhlの病 敢)を問題 とした｡ 彼は租感染iitは著明な被膜を有し,内部が石衣他 してい る故に,結核常

を 血液内へi''1り出す ことがtl..非ない と考 えた｡若 しか綴な病 艶か ら血行撒 布が宥 ほれ るとすれば,肺L,{二次病巣が形

成せ られ ると同時に,肺臓以外の臓器 にも血行性韓移溝鼠を形成すべ きであるが,か株 な血fr性韓移病巣は実際には

認められないか ら,所謂 Puhlの病態 の発/EJま列釆性再感染にもとずかねばな らない と論 じてい るO

ところが この PllIllの考が実際閃 j:誤 りを含んでい ることを私達は変死者の肝 ,牌 '腎'その他を入念に検査す る

ことによって ,は じめて明瞭にすることがBT.奔た ｡即ち数例に於て概ね孤_寸f_性の/ト病農が これ隼の臓器 内に認め られ

た｡ これ らの うち(/<は肘'-i/て二次結核病巣を有 しない ものもあるが,写重 I (右肺)字虞 2(左肺)にて示す例では両

肺 削 ま 均ゞ等に症巌の分布があ り,血行撒布に裁 くことが推定せ られ るのであるが,肝駄内に1個鵬莫大の石衣北被

包病巣があ り,勝朕後壁 にも 1個韓移性小病 巣と思はれ るものが発見せ られた.従って肺の病 艶が先ず血行性韓移性

に発托 し.その後残分進展を経たものであることを押葉 に知 り狩 るものがあるO牢屋 3eJ{示 され る例 も同株な19Ijであ

り,この場 合には抑 て石灰牝小病巣が発 見せ られた｡ (字虞 4)か株 な例ではいずれも肺門部或は気管周囲淋巴腺に

著 明な乾酪艶を石するものである｡か株LTJ枇門部の淋巴脱乾酪 巣が血行撒 布の根源基地 となる場合には'血液内の粁

核菌は静脈系よ り右心房着JLIJlfit言を経て肺動脈に入 り,先ず最初に棉捉せ られ る俳は恥実質であって,此処では捕捉を

まぬがれた一部少貴の帯核蘭のみが 人循環に入って,先に蓮べた綴 な肺タ日常鵬器再に血行堆移性の′ト病巣を形成す る

機会を得 るもので ある｡従って淋巴腺乾酪 葉か ら嵐 ′T-=する血行撒 布の場合には,伽舛脱器に血行性小病巌を宥 しない

けれども,肺に病 艶撒 布を有す るものがよ り多数に布衣すべ きである｡か駿 な例を両肺に均等な病 艶の分布を有す る

こと,大きい淋巴晩乾酪艶を有す ることを拠 り所 として解剖学的帯核症か ら選定 して 8例が得 られた｡即ち肺に血石

棉移性の恥洗形成を有するものは合計10例,即ち解剖学的帯核症の約 7%となるo字貞5は両肺の病巣は粟粒大で棉

めてまば ら17:分布 してい るもので,血行撒布後経過は比較的知かい もの と考え られ る｡写虞 6の例では両肺の病巣は

析針頭 大力李鵬美 人で,血行撒布後多少の経過進展を示す もの と考え られ る｡先王て蓮べた字貞 1,2及び 3の例では血

行撤.在控の恥f病展,D進度が-1.皆野著 なものである｡

か株に して私 は肺の二次病艶が確実に血行性に成立 し,多少 とも病巣進展を認める場合が布衣するごとを知 り'二

割 酬 I.･柿核前肢の発.,とに於て血行性蒋移 も亦決 して無税すべ きものではない ､ことを明 らかに し持たもので ある｡
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次に問題 となるのは,我が国では最近 とくL/T_軽純せ られる傾向のある列雄性再感染である｡ この揚合私は先ず初感

染 と反対側の肺にのみ二次･病魔がみられた10例をとりあげねばな らない｡ この うち,初感染巣 とう林巴腺農が極めて小

さくて且つ石衣イセし織椎性被包を有 し完全に治癒 してい るため,淋巴腺農 よ りの血布性撒布が,初感染巣よ りの嵐逆

性停澱が初感染 と同側肺に病泉を形成することな しとて,これ と速 く離れた他側肺(/7'LJ行はれた とは到底考え られない も

のである｡束はこれ ら6例 こそ外来性再感染の確実な例であると信ずるものであるが,これ らの外苑性再呼染農は勿

論概ね醸癒性の小病濃であることが多い｡写貞 7及び 8の白色矢印は,石衣北 した小 言い初感染群を示すものであ り

理色矢印は反対側肺の治癒性の列奔性再感染数を示すものである｡然 し稀れには写虞 9の右上葉 (呉色矢印)にみら

れる如 く進展性の結核症を示 しているものがある｡外来性再感染 と推[志せ られる病変はこれ らの確実な 6例の他にも

･初感染 と同側肺にもこれ と同数即ち6例がみとめ られるべきであるか ら,列剰 畦再感染の確実な例は12例 とな り,解

剖学的帯核症の約 9%を占めることになる｡束に確実な証明が因難であるが,繰返 された再感染によ り両側肺に病艶

形成を有するようになった と考えられるものも認め られたO餌ち外来性再感染による病魔形成!,{嘩 しては,軌 ､締癒

性の傾向が見られるが,解剖学的にみれば極めて稀少の出奔革 とはいい得ないものである｡

次に我が国では成人の初感染睦肺解核症が極めて重視や られているが,私はこれを変死者について病現解剖学的に

検討 しようO さて肺に二次性の病巣形成を有する66例中, 二次性病巌が両月Jil,てあるものが24例あるが,経済の うち

二対 生癖艶が初感染 と同側肺(/7'Lあるものは32例で,これは反対側肺にのみ認められた10イ姉て対 して逸かに多い もので

ある｡か株な事実か ら,動感決選 よ りの気&-.性停敏による締核性停搬が,秘めて環要であることが容易に丁解せ られ

る｡牢屋10は同一肺葉内に班がった初感染性気遣停搬を示すものであ り,草炭11は特に右下葉t/1L於げろ初感染巣の進

展性拡大による帯核伍形成を示すものである｡ これ等の場合LJ{,その配下の領域の肺門部淋巴腺に白色矢印の如き淋

巳腺艶が存在することか ら,初感染艶と密接L/TL関連 した病変であるL-とが推定され るものであるO

初感染展はそれ自身に於 て拡大性の進展或は再燃をい となむ と同時i/7:,他方筑逆性の停轍による進展を惹起するこ

とが多い と考え られるが,このことは初感染数の大言と肺の二次締核症の発現率 との関係を明 らか(17げ ろことによっ

て容易に丁解せ られる｡

即ち大きい初感染巣を有するもめでは,一般 t/{肺の 宮 2表 肺の初感染艶の大 きと二次髄核症への進展

二次帝核症を有-I-るものが多い ことを知ることが出奔

るo然 しこの表では亦肺の初感染巌が吸収せ られた と

考え られる場 合,或は初感染展が極めて′J､さくで且つ

完令に鯖癒 していて,初感染巣 よ りの気道性俸搬に基

く二凍椅核症-の遊行過程が殆んど否定せ られる揚倉

でも約26-33%に於て肺の二次帝核症の発生が認め ら

れることを示 している｡ この事実は初感染巣よ りの気

逆性博搬以外の憩生績路もまた赦して軽視 し得ない こ

とを示す ものである｡

最後に私は,此尊の変死者の解剖学的帝核症139例の

初感染鹿の大言 例数二次締核症の例数 肺の二次聴核症の出現率

不 明 (吸 収) ･:23 .6 ､ 26%

粟 粒 大 (2x3Tllm) 58 19 33%

鵬 莫 大 (4×5mm). 24 ll 46%

′ト 宮 人 (5×7rlJl.Ll) 7 5 71%

班_.東 大(10×7mT,n)以上 6 4 67%

初感染複の経過を知るために,淋巴腺果(現出し符 な早 ものは肺病展)の性状を比較 して･即 ち乾酪牝28%,自重牝6%,

山部化石8%,化石58%とい テ成績を得た｡ これはほぼ岡氏の成績1,-,L一致 し,Schiirmannの乾酪牝が 2.7roとい う他に

対 しては極めて新著な対月陀 なすことを知った｡叉進展性の二次病巣を有する35例では乾酪牝49%,自重北9%,一部

イセ石20%,牝石 8%とな り,一般に遊展性の傾向を有する肺の二次帝核病農例では動感染後比較的鮭かい期間内に縫

過 して来た ものが多い とい う事実を変死肴の病理解剖によっても称証 し持たのであるが,この場合肺の二次倍核満濃

の進展には初感染時'或はその後の気道性停搬が重要であることは勿論である｡然 し乍 ら約年数を占める他の例では

続過が比硬的長期であった ことを示 しているものである｡ この うちには草炭にて見 られる株(･7:,石衣催 し治癒 した初

感染艶の再燃E/{よる南濃の拡大と気道性俸搬を示す場合が考え られるが,その他初感染巣の鼠逆性俸搬や血行蒋移件

に発･'kLた病巣が慢性的に進展する場合や,外苑性再感染も亦決 して無視すべきものではない と考え られるo

(附託 ･本祈死はヰ としで宇野宏 ,笹瀕博次両氏に負うものであるO叉森茂樹,岩井孝義両教授の御援

助御謂尋に対 して,意都府衛生部 ,需大法医学敏弘 同病坪 学教室-'.の監桑医務関係瀞の御援助に対 して

厚 く謝意を表す｡本研究に対 しては昭和25年度文部解科学研究費補助金を得た.)
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