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第1章　 緒 言

皮 膚 腺 病Scrophulodermaは 一 名 軟化 性 結

核 症Tuberculosis colliquativa (Jadasshon),

或 は 腺 病 性 護 謨 腫Gommes scrophuleues

 (Albert, Bazin)と も言 われ 真 性 皮膚 結核 の

1で 原 発性 に皮 下 に ほゞ 球形 の結 節 と して来

り,次 第 に拡 大 遂 に軟 化 して破潰 穿 孔 し,潰

瘍形 成 に至 る場 合 と,淋 巴腺結 核,骨 並 に 関

節結核 及 び極 め て稀 に は副睾 丸 結核,痔 瘻 等

に続発 して2次 的発 生 を見 る場 合 とに分 つ こ

とがで き る.周 知 の如 く原 発性 の もの は極 め

て稀 で,日 常 吾人 の遭 遇す る ものは 多 くは2

次的 皮 膚腺 病 で,し か もそ の大 部分 は 淋 巴腺

結核ことに頸部淋巴腺結核の破潰 して側頸部

に来る潰瘍性皮膚腺病である.骨 関節結核に

続発する場合は前者に比較するとはるかに尠

いよ うであ る.著 者等は最近10ヶ 年間に当皮

膚科教室外来を訪れた皮膚疾患患者につ きて

見るに患者総数19849名 中結核性 皮膚疾患患

者数 は144名 で(0.73%),そ の中皮膚腺病

患者数は43名 である.す なわち結核性皮膚疾

患患者数の29.9%に 当る,阪 大皮 膚 科 教室

の最近10ヶ 年間の統計に よれば10.15%,京

大皮膚科教室の17年 間の夫れは14.1%で,

中牟田氏の19年 間の統計は21.9%で ある.

また他方腕関節結核 について諸家の観察を総

合 して見 ると,本 症の頻度は6大 関節結核 中

ほ とんど最低位で約3-5%に 過 ぎない.結

核菌が或は血行性に或は淋巴行 を介 して滑液

膜 に或は関節骨に寄生 して結核竈を作 り次第

に関節に拡大するもので,前 者は滑液膜性症

Synoviale Form,後 者は骨性症Ossale Form

で ある.か つ前者は壮年者に多 く,後 者は児

童 に多 く見 るものである.本 症 はその病型い

か んを問わず適当な治療を行わなければ,遂

に破潰穿孔 して皮膚腺病を作 る傾向あるもの

で ある.従 つて仮令腕関節結核が進行 して化

膿型 とな り,こ れが其周囲に寒性膿瘍を形成

し,遂 には自潰 して瘻孔を生 じ其処に潰瘍を

形成 しまたはその瘻孔 より小腐骨片 の排泄を

見た とて,こ れはあえて奇異 とす るに足 らな

い現象で,吾 人の時々経 験す る事であるが,

しか もな お余等が本症例を述べ んとす るゆえ

んは,こ れが経過中該瘻孔 よ り腕関節骨の1

た る豆骨全体が腐骨 となつて,ほ とんどその

外形 を保存 しつゝ 自然に排出せ られる状を 目

撃経験 した事である.関 節結核においてか く

の如 く骨1個 全体が腐骨化 して排 出せ られ る

よ うな場合は極めて稀有の事で,臨 床上興味

少なか らず,こ れが記載 もあえて徒爾で ない

と信 じ,以 下其臨床的所見を略述 したい と思

う.も つ てい ささか資す るところあれば誠 に

幸甚であ る.

第2章　 統 計 的 観 察

1)　 本症を男 女別 に観 るに患者43名 中男

子23名(53.4%),女 子20名(46.6%)に

して男子は女子 よりわずかに多数を示す.

2)　 本症の年令に対す る関係を各年代別に

大別表示すれば次の如 くである.
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全般 を通 じて観察す るに年令11乃 至30才

の ものに最 も多 く認め られ,ほ とん ど半数を

占め てい る.な お患者の最幼年者は2才 の女

子2名 で最高令者は61才 の女子である.か く

各年代に本症は来 り得 るも内臓結核症 と同 じ

く青年期において ことに多いのを見 る.

3)　 本症の病竈の発生部位につ き観察すれ

ば

叙上の如 く頸部に発生 した るものが最 も多

く,こ れに亜 ぎ顔面,肩 胛部,腋 窩 の順に多

いのを見る.

4)　 本症の既往症における関係を観察する

に

か くの如 く結核性 の既往症を有す る者が15

名 もあ り全体の34.8%に 当る.

5)　 合併症 として来 る病症は下の如 し.

合併症 を有す るもの58.1%で,結 核性頸腺

腫脹を有す るものは全体の27.9%に 当る.

6)　 体格の栄養について見 るに

すなわち体格栄養共に中等度 の ものほ とん

ど大多数 で,虚 弱,不 良の者は僅少 である.

すなわち本症は必ず しも虚弱,不 良の者にの

み来 るもの とは限 らない.

7)　 職業について述べ る と本症 と職業 とは

関係密接ではないが,強 いて区別 すれば次の

如 くである.

か く坐業,裸 足 の風 習最 も多き農村の者に

発病す る事が多いよ うである.
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8)　 ピル ケ ー反応 は

すなわち患者数 の60.4%は 陽性 に現われ

ている.

第3章　 症 例

叙上本症の43例 中6例 につ き臨床的所見を

略述す る.

第1例　 石原某 男 14才 生徒 初診

 昭和7年9月8日

診断並に主訴:左 側頬部腺病.左 耳前にお

け る潰 瘍

家族並に既往歴.癌,結 核性疾患無 し.生

来著患を知 らず.

発 病及び現病歴:昨 年正 月頃 よ り左耳前に

小指頭大の皮診を生 じ,そ の表面に帽針頭大

の孔が3個 あ り其処 より僅少の濃汁を分泌す

るが圧痛はない.

現症:体 格虚弱,栄 養 中等度,結 膜,瞳 孔

に異常な し,顎 下腺は右1個 豌豆大に腫脹,

両鼠蹊腺何れ も豌豆大迄の もの数個あ り,い

づれ も圧痛 な し.胸 腹部臓器,関 節運動,腱

反射に も著変はない.

局所所見:左 耳 前に約 天保銭 大の潰瘍が1

個ある,そ の辺縁は紫紅色に著色 し1部 は少

しく高 まつている.辺 縁 の下部に消息 子を挿

入する事ができる.基 底 肉芽は貧血性 で出血

し易 く,や や過敏である.ピ ルケー反応強陽

性, WaR,村 田反応, MKR Ⅱ等 すべ て陰性.

治療及び経過:ヨ ー ドフォルム ・ガーゼを

以て繃帯交換 をな し,そ の他隔 日に水銀石 英

燈照射を行 い,時 には電気焼灼法に依 り局所

を十分に焼灼除去 した.か くして約11ヶ 月後

に全治 した.

第2例　 前原某, 男, 16才, 農. 初診 昭

和12年8月6日

診断並に主訴.右 側頸部の皮膚腺病及び口

角糜爛.右 頸部の発疹

家族並に既往歴:癌 結核性疾患な し.生 来

健康にて著患を知 らず.

発病及び現病歴:数 年前右前頸部に本症 と

同様 のものを生 じたが数ヶ月の医療を受けて

全治 した.今 回は昨年6月 より前同様 の個所

に同様 の皮疹を生 じ医療を受けたが一進一退

にて全治せ ざるを以 て当科を訪れた.

現症:体 格,栄 養共に中等度,皮 膚は正常,

眼結膜,瞳 孔に異常 な し.胸 部臓器 に著変を

見 ない.

局所所見:右 耳穀後下部に爪甲大の潰瘍1

個あ り,肉 芽の表面は凹凸弛緩性 で,出 血 し

易 く辺縁 の皮膚表面 よ り少 し隆起 し,そ の周

囲は著 し く紫紅色に著色,触 るれ ば少 し軟 く

縁下潜蝕が著明である.こ の潰瘍の下約3cm

の処 に同性質の超鳩卵大の潰瘍が1個 あ り,

辺縁は不規則である.頸 部淋 巴腺腫鳩卵大迄

の もの数個あ り,やゝ 堅 く表面は平滑,周 囲

との癒着な く,僅 かに圧痛がある.腋 窩腺腫

は右側豌豆大の もの1個 あ り,肘 淋 巴腺に異

常な く鼠蹊淋巴腺は左右共豌豆大に多数腫脹

し別 に圧痛 はな し.

ピルケー反応は強陽性, WaR,村 田氏反応,

 MKR Ⅱ 等すべ て陰性.

治療及び経過:毎 日タルタ リン ・ガー ゼの

交換,カ ルシュ ウム剤,砒 素剤の注射を隔 日

施行 し, X線 深部療法(表 面量292,濾 過板

Al, 3.0mm,ミ リア ンペア2.0,皮 膚焦点距

離40cm,照 野 大10×10)7回 に よりて軽

した.

第3例　 妹尾某, 女, 61才, 既婚, 農.

 初診 昭和12年12月20日.

診断並に主訴:右 頸部,上 胸部,左 肘部の

皮膚腺病.上 胸 部,頸 部及び左肘部の潰

瘍形成.

家族歴 ・患者の第4子 に本症 と同様な る疾

患に罹 りし者あ りし他癌,結 核性疾患患者な

し.

既往歴 ・生来健康にて著患 を知 らず.

昨年7月 に腰椎 カ リエスに罹 り,ギ プス床

にて3ヶ 月間治療を受け軽快 す.
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発病及び現病歴 ・本年9月 来胸骨上部に豌

豆大の丘疹を生 じ,漸 次増大 して胡桃大 とな

るや破潰 して非常 に疼痛を訴えるよ うになつ

た.そ の後右頸部,左 前頸部,左 肘部に も同

様 な る潰瘍を生 じた.

現症:体 格,栄 養共に中等度.皮 膚 は正常,

脉搏正90を 数 える.眼 結膜,瞳 孔異常 な し,

舌に被苔な し,淋 巴腺は右頸部 は桜実大迄の

もの数個腫脹 し圧痛 なし,左 頸部には豌豆大

の もの1個,顎 下,舌 下腺に異常 な く,右 鎖

窩腺は多数豌豆大迄に腫脹 し,両 腋窩腺豌豆

大の もの1個 宛あ り,肘 腺異常 な く,鼠 蹊腺

両側共多数桜実大迄の ものを触れ る.こ れ等

すべての淋 巴腺腫は圧痛な し,胸 部臓器に著

変な し.

局所所見:左 肘及び胸骨部の潰瘍は同様 の

大 きさで胡桃大,辺 縁甚 しく潜蝕 し,潰 瘍の

周囲に著明な る暗赤量あ り,潰 瘍底の肉芽は

弛緩性で凹凸不平出血 し易 く,黄 色膿汁にて

被われ,過 敏な り.ピ ルケー反応陽性, WaR,

村田氏反応, MKR Ⅱ すべて陰性であ る.

治療及び経過 ・タルタ リン ・ガーゼにて局

所の繃 帯交換をな し隔 日にカル シュ ウム剤の

注射,水 銀石英燈照射を行 いその他X線 深部

放射(表 面量117γ,濾 過板Al 3.0mmミ リ

ア ン ペア3,皮 膚 焦 点 距 離40cm,照 野 大

10×10,半 価 層1.3mm)4回 に て約1ヶ 月

半を経て全治 した.

第4例　 黒川某, 男, 19才, 無職. 初診

 昭和13年10月24日

主訴:両 頬及び額の潰瘍性皮疹.

家族歴:結 核性疾患に罹 りし者な し.

既 往歴 ・生来健康にて著患 を知 らず.

発病 及び現病歴 ・14-15才 の頃か ら右顳〓

部に小指頭大の膨隆を生 じ,微 かに圧痛があ

つた.昨 年5月 頃やゝ 大 き くな りしため,医

師に より切開を受け稀薄 な膿様分泌物を出 し

た.こ の発疹は間 もな く全治 したが昨年6月

頃再び両頬に鶏卵夫の膨隆 を生 じ,やゝ 圧痛

があつた.ま た約3年 前右外眦部に豌豆大の

腫脹 を生 じ,微 圧痛を覚えた.当 時医師 によ

り小 切開を受け,10日 間医療を続けたが,次

第に現在 の状態に悪化 した.本 年1月 末 より

右側額部 に豌豆大 の腫瘍を1個 生 じ,そ の後

少 しく増大 して雀卵大になつた.

現症:体 格強健,栄 養 佳良,眼 結膜,瞳 孔

反応に異常な く,心 臓濁音界正常,心 音いず

れ も清.両 肺共に著変を認めない.

局所所見:両 頬 中央に蛇行状に皮膚 より少

しく膨隆 した発疹を認め る.著 明な る発赤あ

るも圧痛は強 くない.大 きさは鶏卵大で波動

を証明せぬ.右 側額部 に雀卵大 の発赤 した発

疹を見処々 橋梁状の瘢痕を呈 してい る.圧 す

れば極 く軽微の黄色膿汁を排出す る.ピ ルケ

ー反応は弱陽性, WaR,村 田反応, MKR Ⅱ

すべ て陰性.

治療及び経 過:タ ルタ リン ・ガーゼにて毎

日局所の繃帯 交換を行い,隔 日に人工太陽燈

照射, T. A. F.注 射,エ ゾフィラ キシン,ア

クチゾールの注射等 も併用 しまたX線 深部治

療(表 面量200γ,濾 過板Al, 0.3mm,ミ リ

アンペア3.0,皮 膚 焦 点 距離35cm,照 野大

15×15cm)42回 にて全治 した.

第5例　 佐藤 某, 女, 37才, 無職. 初診

 昭和11年10月13日.

診断:左 腕関節結核,同 関節部尺骨側皮膚

腺病並に左上膊中央内側におけ る尋常性狼瘡

主訴:左 腕関節部尺骨側におけ る瘻孔及び

潰瘍形成

家族歴:父 は健在,母 は患者を分娩後原因

不明の腹痛に て死 亡,同 胞4人,患 者は長女,

他は皆 健在,子 供はない.夫 は嘗つて肺尖加

答児に罹患せ るも患者の 血族には結核性遺伝

関係はない.黴 毒癌腫等 も共に遺伝的関係は

認め られない 夫もまた花柳病の既往症 を否

定す.

既往歴:23才 の時右 側肺尖加答児を病 した

が2ヶ 月間の医療に よつ て全治 した. 29才 結

婚 し, 32才 に して妊娠 中喀血,全 身倦怠,盗

汗等 を訴えたが分娩は順調であつた.乳 児は

僅 に30日 間生存 していたが不明の右側肘関節

炎にて死亡,死 因は詳かでない. 34才 の時肋

膜炎,肺 結核並に腹膜炎に罹患 して70日 間 当

大学病院柿沼内科に入院加療 し,治 癒 したが
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爾来今 日まで経血 を見 ない.一 般状態 もその

後は次第に良好 となつ て著患 を知 らない.

現病歴:昨 年末頃 より誘因な く次第に左腕

関節部の無痛性腫脹 を見,や が てこの部に4

個のやゝ 圧痛 ある小指頭大 の小腫瘤 を生 じた.

初めには該部皮膚に異常はなかつたが次第 に

発赤,自 発痛はなかつた.後 に波動 を呈す る

ようにな り相 前後 して自潰排膿 を見,現 在存

在せ る瘻 孔以外は軟膏類の使用に よつて次第

に表皮形成を見たが,現 存す る瘻孔 より持続

的に少量の排膿があ りその周囲に潰瘍を生 じ,

次第に拡大 し,肉 芽 の過剰増殖 を見た.し か

るに1週 間前に至つて瘻 孔に骨様 の堅い凝塊

を認め るよ うになつ た.し か し腕関節の運動

に際 して多少の疲労感 と微痛を訴えるのみで

ある.一 方左上膊内面において もその中央に

前記の腫瘤 を生 じた頃に小結節を生 じ,自 覚

痛全 くな く自潰 し潰瘍の形成を見たが,こ れ

また軟膏類の使用によつて暗紫色 の瘢痕形成

を営んだ.

現症 ・体格栄養共に中等度,脊 柱正,瞳 孔

異常 な く,顔 貌,皮 膚色及び湿度 も正常,口

腔,咽 頭,粘 膜に も変化 を見ない.頸 腺は左

右共一個宛 を触れ,腋 窩腺,肘 腺並に顎下腺

等正常.鼠 蹊腺は両側共豌豆大各数個 を触知

されるが圧痛 またはPaketbildung等 は認め

られない.

胸部所見:著 変を認め ない.

腹部所見 ・両腎下極共に触知せ られ るが異

常はない.両 側尿管経 路並膀胱 部 もまた著変

がない.黴 毒血清反応はWaR(-),村 田反

応(±), MKR Ⅱ(±)で, Pirquet反 応 は

中等度陽性,赤 血球沈 降度は第1回 目左腕関

節結核X線 照射3日 目に1時 間43mm, 2時

間71mm, 24時 間119mmで あつ てか な り著

明に亢進 してい る.

尿所見:濃 黄色,酸 性で全 く澄明,顕 微鏡

的に も異常成分 を発見 し得ない.

局部所見:左 側腕関節部は右側に比 し少 し

く瀰漫性に腫脹 し,皮 膚は健側に比 し著 し く

蒼 白蝋 様感が あつて,い わゆ る白腫Tumor

albusを 思わ しめ る.此 部尺骨側 屈面に存在

せ る前記瘻孔 を囲繞 してその大 きさ1銭 銅貨

大 の潰瘍面を認め,周 囲に3個 の暗紫色の色

調を帯びた小瘢痕を認め るが,硝 子圧に よつ

て大部分褪色す る.狼 瘡小結節の ような結節

は全 く認め られない.潰 瘍面を見 るに肉芽は

極 く弛緩 性貧血性で膠様感があ り,稀 薄な膿

汁にて湿潤せ られ,皮 膚面 よ りやゝ隆起増殖

してい る.そ の表面は少 しく凹凸不平で苺実

様を呈 してい る.試 に これを消息子にて触れ

ると容 易に出血 し,圧 を加え ると容 易に消息

子の先端を少 し く挿入す ることができ る.肉

芽面は敏感であ り,比 較的周縁 に近 い部分は

疼痛を訴え る.周 囲の皮膚は肉芽面 に向つて

乳嘴状或は鋸歯状に突入 してい る.辺 縁皮膚

は著明に暗 紫 赤 色を呈 し,皮 下 蚕蝕 著 し く

0.4cm-1.0cmに 及んで消息子を挿入 し得 ら

れ る.手 掌に近 い上記瘻 孔 よりは小指頭大の

腐骨様の ものが露出 してい る.こ れを消息子

にて圧迫す ると浮動感があつ て少 しく内方に

移動す るが,放 せば再び元 の位置に復帰す る.

これを ピンセッ トにて牽 引す るとほ とんど抵

抗 を感ず ることな く摘出す ることがで きた.

これは小腐骨片であ る.瘻 孔は腐骨片の摘出

を行つた後 も周囲の肉芽突出 して狭小である

が,こ れを消息 子 にて見 ると1.2cmに して

骨に衝突す る.し か もその際 に著 しき疼痛を

訴 える.瘻 孔 よ りはやゝ 多量の稀薄膿 を漏 す.

鏡検 して見 ると多数の多核並に単核 白血球

を証明す るが,結 核菌の検出はできなかつた.

該関節部 を触診す るにやゝ 波動 を呈 し,潰

瘍面以外は圧迫に由つてほ とん ど疼痛を訴え

ない.ま た関節は他動的に も自動的に も運動

障碍はな く,該 側前膊上膊及び手掌筋肉の萎

縮 は認め難い.

左上膊 内側中央 部におけ る発疹 を見 るに,

横にやゝ 長い3.3cm×2.0cmの 楕円形を呈す

る境界明瞭な暗紫赤色を帯びた瘢痕があつ て

その中央過 半部に亙つてやゝ帯褐 白色の小鱗

屑 を認め,周 辺部においては硝子圧 によ り明

な る狼瘡小結節を多数 証明できるが,圧 痛或

は 自発痛は存在 しない.こ れは尋常性狼瘡 で

あ る.
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左腕関節 レン トゲン所見:瘻 孔 よ り腐骨を

摘出す る以前 にX線 検査を行つた所見を述べ

ると,左 腕関節においては関節骨 に慢性骨萎

縮 像を認 めかつ骨梁の像やゝ 朦朧 とな る.橈

骨 の骨端部は特に萎縮の像強 く,皮 質は紙 の

如 く薄 く認められる.関 節間隙は一般に軟骨

破壊 のため 正常 よ り狭 く認め られ,舟 状骨及

び半 月状骨はほ とんど橈骨端 と相接す る像を

呈 してい る.三 稜骨及び有鉤骨の上端に約豌

豆大の円形骨欠損像を見 る.ま た大多稜骨の

中央部に もまた豌豆大 の骨欠損を認めその境

界は比較的明瞭に認め られ る.豆 骨は正常位

においては認め られず して小指側軟部組織 中

に遊離 してい る,そ の辺縁は極めて不正で あ

るが,内 部は骨様構造を具えてい る.叙 上所

見は健側 レン トゲ ン写真 と比較 検討すれば一

層明瞭であ る.

右側腕関節のX線 所見上病的所見は全 く見

られない.

皮膚腫瘍潰瘍縁組織的所見:肉 眼上潰瘍を

呈す る部分 は,表 皮は全 く失われ,上 層 より

下層に亙 り夥 しい細胞浸潤がある.そ の細胞

浸潤は主 として円形細胞,多 核白血球 及びエ

オヂン嗜好細胞並にプ ラスマ細胞等であ る.

そのほか主 どして上皮様細胞 より成 る定 型的

結節がある.内 に2, 3のLanghans巨 大細

胞を混えてい る.そ の結節竈は弱拡大で見 る

と一見 して他 の部分 より鮮明に見 え,結 節竈

た る事明で ある.な お これ等の細胞浸潤竈は

一般 に血管拡張像 を認め,所 に依つては赤血

球 の血管外漏出の像を見 る.こ の部分は毛嚢

並に皮脂腺は全 くその痕跡 も見られない.潰

瘍 部に隣接 してい る部分は,角 層は軽度に肥

厚 し著明な る不全角化を認め るが潰瘍を去 る

に従つて不鮮明 となる.不 全角化 の著明な部

分においては,角 層内に多数の多核白血球 の

集簇 を見 る.顆 粒層は欠損す るけれ共,不 全

角化 の弱い部分においてはなお1, 2層 の顆

粒層を見 る.棘 上層の潰瘍に極 く近い部分で

はその厚 さ正常 なれ共,内 に夥 しい 多 核 白

血球及び淋 巴球の浸 潤 がある.基 底 細 胞 層

の排列 もまた 乱 れ,色 素 顆粒 もま た認め難

い.潰 瘍を遠 ざか るにつれて 有 棘 層 増 殖 し

(Acanthose)10数 層 重 畳 して い る.こ れに

従つ て表皮突起 も迂 曲延長 して深 く真皮内に

突入 してい る.基 底細胞の色素 は一般に少い.

此部 分のMalpighi層 中には可成多数の多核

白血 球及び淋 巴球の浸 潤あ り.真 皮中の細胞

浸潤 も潰瘍を遠 ざか るに従つて次第に軽度で

あるが,な お真 皮上層中には島嶼状に単純性

の細胞を認め る.こ とに血管,毛 嚢孔周囲に

おいて著明である.こ の部分においては小血

管 の拡張が ある.以 上を要す るに,潰 瘍は定

型的結節の外に単純なる細菌感染 の混合せ る

所見である.

左上膊内面中央部尋常性 狼 瘡 の 組 織 的所

見:病 変の甚だ しき.部分におけ る角層は一般

に肥厚 し所に よつては著明な不全角化 がある.

この部 においては顆粒層は欠損 し,有 棘細胞

層は厚 さほ とんど尋常であるが内に数個の遊

走細胞が見 られる.表 皮突起 は軽度の波状を

呈 し所に よつてはむ しろ直線状を呈 している.

基底細胞層の色素は一般に減少 している.真

皮を見 ると,上 層においては多数 の定型的結

核竈を認め,そ の中心部は主 として上皮様細

胞 より成つていて,周 囲に淋 巴球細胞 の浸潤

を見る.結 核 竈 に お い て は中に1, 2個 に

Langhans巨 大細胞を含む.中 心部に壊 死は

ない.真 皮上層 とくに乳嘴 層においては,上

皮様細胞の外に主 として淋巴球 より成 る著明

な細胞浸潤があ る.こ の部においては多核白

血球,エ オヂン嗜好細胞及びプラスマ細胞並

に肥大細胞は極 く少数である.以 上の細胞浸

潤は真皮深層に及ぶ に従つて一般 に減少す る.

真皮深層におけ る汗腺は変化を認めない.要

す るに本発疹は尋常性狼瘡所見に一致す る.

動物実験成績:わ れわれは本患者潰瘍部の

肉芽組織 を一部切除 してこれ を型の如 く海〓

の鼠蹊部に接種 し,さ らに他 の海〓の腹腔内

に瘻孔 よ り分泌す る膿汁を注入接種 して これ

を観察 したが,前 者は僅 に1週 間後に斃死 し,

後者 も僅かに2週 間後に早 くも斃死 した.剖

検所見において接種部組織,淋 巴腺,腹 膜,

肝臓等に定型的結核竈を発見 し得なかつた こ
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とは遺憾であ るが,本 症が結核性であ ること

はその臨牀並に病理組織学的所見によつて明

である.

診断:上 記既 往症,現 病歴,現 症所見,レ

ン トゲン所見,組 織的所見に より総合 して 本

例の診断は左腕関節結核並に これに続発せ る

皮膚腺病であつて左上膊内面中央部発疹は尋

常性狼瘡 と診断 して誤な きもの と信ず る.

治療及び経過 ・初診習 日尋常性狼瘡部の全

切除を行い,腕 関節結核及び皮膚腺病に対 し

ては一般状態 を注意 しなが らSauerbruchの

主旨に従つて無食塩食餌療法を不完全 なが ら

行つた.局 所には1週1回 のX線 照射 を行 い,

その間潰瘍部には隔 日に水銀石英燈 を照射す

ると同時に,ヤ トコニ ンの注射を行い,瘻 孔

はタル タ リン ・ガーゼを挿入 した.左 腕関節

は厳重に使用を禁 じ,安 静を命 じておいたこ

とは言 う迄 もない.か くして6, 7回 のX線

照射頃 よ り瘻 孔 よりの膿汁 分泌は著明に稀釈

減少 し,自 覚症状 も明に軽快を見た.

第4章　 本症の病理及び診断

皮膚腺病の発生 につ いては既 に緒論におい

て略述 した通 りであ るが,本 症は多 くは腺病

性の青少年に来 り,極め て慢性 に経過 し,潰

瘍は互に融合 して広面に 及ぶ.潰 瘍,肉 芽は

弛緩性で,辺 縁は著明に穿掘 し,膿 汁は稀薄

であるが,自 覚的 にはほ とんど疼痛を欠 ぐ.

われ等の例 において も臨牀的所見はほ とんど

揃つてい る.次 に興味あ る第5例 につき之が

臨床症状,局 所所見, X線 所見,豆 骨排出に

至る機転並に治療等について少 し く検 討 して

見たい.

腕関節結核は文 献上若年者に少 く壮年者に

多 く見 られ る.わ れ等の例 も全 くそれに漏れ

ぬのであ る.本 症 の発病は極あて潜行性かつ

無症状に初 り,か つ慢性 に経過 する もので多

くは見遁 し易い もので,自 覚症状 として も初

期には僅に患肢の疲れ易い事或は該関節部に

軽微の鈍痛を覚える程度で,たゞ 過 労或は外

傷等によつ て患部 に激痛 を発す ることがある.

さらに進行せ るものでは該関節部の腫脹は勿

論の事,骨 の破壊,滑 液膜の肥厚或は破潰に

よつて,関 節の変形,異 常位置を来し,腕 関

節結核において通常屈位を とつて機能障碍及

び患肢の筋肉萎縮を伴 うものである.疼 痛 或

は圧痛は初期に無いか或は僅かに存在するも

のであ るが,末 期に至れば これ等は増強 して

著明 となるも,本 例においては初期には疼痛

或は圧痛,運 動障碍等は全 く訴えない.既 に

瘻 孔並に潰瘍を形成 した末期に至つて も,な

おかつ腕関節部腫脹以下の症状す なわち機能

障碍,筋 肉萎縮或は疼痛並に圧痛等は極めて

軽微である点 は異 とすべ き点である.本 症 は

発生上最初に結核菌が血行 を介 して骨に結核

竈 を発生 す る骨性 症(Ossale Form)と 結核

竈が骨液膜 に初発する滑 液 膜症(Synoviale

 Form)と に区別 され ているが,臨 牀上Konig

は, A)水 腫 性症(hydropische Form)と,

 B)肉 茅性症(Granurierende Form)と, C)

化膿性 症(eitrige Form)と の3型 に分つ.

水腫症は関節腔 内に透明或はやゝ 溷濁 した漿

液性液を容れ,関 節腫脹の早期に来 る型であ

る.肉 芽性症は肉芽組織の発生 と滑液膜,周

囲組織の炎衝性腫脹に由つて特有な る外形す

なわち紡錐形を呈するに至 り,周 囲皮膚の緊

張,貧 血を呈し,特 有な白色蝋様光沢を有す

るいわゆ る白腫Tumor albusを 呈す る型で,

一般 に腕関節結核に多 く発生す る病型である.

化膿性症は末期に現われ るもので,前 記両型

よ り移行 し次第に乾酪変性竈の軟化,化 膿 を

起 しこれが関節内のみに止 まらず,関 節周囲

炎関 節周囲膿 瘍或は流注膿瘍を作つて遂に自

潰 し結 核性瘻 孔或は潰 瘍性皮膚腺病を生ず る

型で ある.上 記Konigの 分類 によれば,わ

れわれの症 例は明に化膿性症であるが,関 節

周囲皮膚は特有の貧血性蝋様光沢を有 し,関

節はなおかな り腫脹を残存 している.叙 上の

諸点を考 うれば初期には肉芽性症であつた も

の と推測せ られ る.し か もわれわれの例 にお

いて興味あ る点は,瘻 孔発生後その周囲に定

型的潰瘍性 皮膚腺病の発生を見,該 部瘻 孔 よ

り後述 のX線 所見に明記せ る如 く,豆 骨全体

が腐骨 として排出せ られ た点で ある.豆 骨の
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排出機 転については別 に詳述 しよ う.

骨及び関節結核 の診断上X線 検査の重要な

事は言 うまで もな い.腕 関節結核 も一般関 節

結核 と同様 に,骨 構造の不鮮明,骨 萎縮,関

節腔の変化並に骨位置の変化 等を呈す るもの

であ る.し か し極初期においてはそれ等の変

化 は軽微で屡々 看過せ られ易い.こ れが診断

上には必ず詳細な る病歴及び臨床徴候 を参照

す ると同時に, X線 検査に当つては,必 ず健

側 と比較 して細部に亙つて調べなければな ら

ない.滑 液膜症 においては軟骨の破壊によ り

て関節腔 は狭小 とな るが,骨 性症 の場合 には

関節腔の変化は比較的尠い.骨 結核が治癒に

向えば前に朦朧 た りし骨影像は其構造 を再現

す るに至 り,病 竈 も鮮鋭に現われ境界 も明瞭

とな る.

本例 においては左腕関節の総ての関節骨に

亙つて慢性骨萎縮 の像を認め,そ の構造 もや

や朦朧 とな り,橈 骨端 の如 きは特に萎縮甚だ

しい.か つ皮質 は極めて薄 くなつていると同

時に,関 節腔 も亦健側 と比すれば明に狭小で,

滑液膜性症であ る事を窺知 し得 られ る.ま た

三稜骨,有 鉤骨,大 多稜骨においては各豌豆大

骨欠損 の像を呈 し骨結核の変化を示 している.

本例 において特筆すべ き点 は,豆 骨が正常

位において存在せず,尺 骨側 軟部組織中に見

られ る事であ る.こ れは局所所見の部におい

て述べた如 く,該 骨 は腐化 と化 し遊離 して瘻

孔開 口部に介在 した為であつて,興 味あ る所

見であ る か かゝ現象は一般 に小腐骨の瘻 孔

よ り排泄せ られ ると同様であ るが,一 般に瘻

孔 より出 る腐骨は細小片であ るに拘わらず本

例では比較的大 きな腐骨で径1.2cmの ほゞ 球

形の豆骨全体が排 出した もので,かゝ る関節

骨1個 全体が瘻孔 より出 る事は極あて稀 らし

い事である.排 出せ られた豆骨は第7図 に示

す様 に著 し く破壊せ られ,表 面は極めて粗造

で凹凸著 し くその原型を止めていない までに

荒廃 してい る.思 うに豆骨自身は勿論の事,

連繋固定 している豆骨手掌骨 間靱帯,豆 骨有

鉤骨靱帯並に尺腕屈筋腱等が結核性病変のた

め高度に侵 されて離断 し,豆 骨は こゝに全 く

腕関節腔内に遊離の状態 とな り,遂 には関節

腔内の結核性 滲出液 と共に瘻孔 を通 して外部

に露出す るに至つた ものであ る.

第5章　 結 論

1)　わ れ等 は最近10ヶ 年間に岡山医科大学

皮膚科教室外来を訪れた皮膚腺病患者43名 に

ついて臨床的観察を行つた.

2)　 性別については,全 般を通 じて見 る時

は男子は女子 より僅かに多数を示す.

3)　 年令的関係 においては11-30才 の も

のに最 も多 く認め られた.

4)　 病竈の好発部位は頸部特に側頸部に最

も多 く,亜 いで顔面並に胸壁の上部 に来 るも

のが多い.

5)　 既往症 として結核性疾患に罹 りしもの

が全例34.8%を 占め る.

6)　 合併症 として結核性頸腺腫脹を有す る

ものが全例 の27.9%に 当る.

7)　 体格, 栄 養はすべて中等度 の ものが最

も多い.

8)　 ツベル ク リン皮膚反応は60.4%に 於て

陽性 を見た.

9)　 37才 の女で左腕関節結核 とこれに続発

した定型的皮膚腺病並に左上膊尋常性狼瘡の

1症 例 につき詳細に記載 した.本 症例 はX線

上滑液膜性腕関節結核で,臨 床上化膿性症で

あつた.し か も本例は既に該部に瘻孔及び定

型的皮膚腺病を形成す る末期の化膿性症であ

るに もかゝ わらず,自 覚症状は極 めて軽微で

自発痛は無 く,使 用時に比較的疲れ易 くかつ

僅 に鈍痛 を訴え,ま た腕関節腫脹部 に軽度の

圧痛 あるが,運 動障礙 もほ とんどない.な お

該側上肢に筋萎縮 も見 られない.本 例におい

て特 筆すべ き事 は腕関節骨の1た る豆骨が全

く腐骨 と化 して,尺 骨側に生 じた瘻 孔 より自

然に排出せ られた事で,か くの如 き事は蓋 し

極めて稀有に存 し,臨 床上興味尠 しとしない.

なお本例 は上膊内側中央部に尋常性狼瘡を合

併 し,左 肺肺門部に結核性浸潤 を証明 した.

治療に当つては主 としてG. S. H.無 食塩食餌

療法 とX線 治療を行い,約2ヶ 月の加療に由
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つて瘻孔 よ りの排膿 は明に減少 し,自 覚症状

も著 し く軽快 した.

稿を終 るに臨み恩師根岸敎 授の始終御懇篤なる御

指導と御校閲とに対し深甚なる謝意を表す
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第1図 第2図

第3図 第4図
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三井義亮 ・広渡隆治 ・安藤智惠子論文附図

第5図 第6図　 罹患腕関節部皮膚腺病

第7図　 排出せ る豆骨

第8図　 左腕上膊尋常性狼瘡
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三井義亮 ・広渡隆治 ・安藤智惠子論文附図

第9図　 左 腕 関 節 第10図　 健 側 腕 関 節

第11図　 潰 瘍 部

拡 大Zeiss K5×20

第12図　 尋 常 性 狼 瘡

拡大Zeiss K5×10


