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小児拉に若い人の下顎隅又は咬筋附著部附近に出現する

　　　　　　　腫脹の診断ε其の臨肱例（績き）

　　　　　　　　　　　　東奈歯科讐學專門學校口腔外科學敏室　　　　．

　　　　　　　　　　敏授謄學博士遠藤至六郎
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　15歳の例た第2例ざして講述する豫定であつれがジ不幸にして爲眞原版破損し，爲眞が甚しく不鮮明亡

なつナこので，已むな得す29歳男子の例奄以て換へるこビにしアこ。御諒承た願び7こい。

　第2例　29歳男子。農業。　　　　　　　　1　　　　　　　　　　、

　主訴約1ケ月以上持績し，輕快の徴を示さぬ牛指横脛程度の高度の牙關緊急並に嚥下時の・

疹痛ざ嚥下困難。　　　，

　紹介者の推定診断「アクチノミコ・一ぜ」の1型ではないか？　　　　　　　　　・　　　1

　紹介者　府中町秋元七郎氏拉に醤員導藤軍二氏　　　一

　以上の紹介状を持参し，教室の臨林に來られた（中村保夫助手澹任）。　　　　　’

　纏過　患者は農を業さする見るからに健康其のもの｝如き感じのする快男子である。生來極三

めて健康，讐藥の何たるかさへを知らざる程であちざ云寿。昭和12年10月末頃，特別の動機、

なくして漸次開口障碍炉現れて菊ヒ。併し瘍痛・嚥下痛もなかつたの唱　自宅で右頬部邊の撚

布を施し含漱を行つて局る聞に，響時きは塗しに牙關緊念は清失して仕舞つ丸但し何日位二

の後に正常開口が可能になつたかは明かでない。然るに昭和12年12月末頃，自Pち約2ケ月後一

に再び略支同じ程度の牙關緊急が成立して來た。今度は漁布療法，含轍使用も殆さ数果がなく

日を経るに從ひ図附近に激烈な自嚢性痺痛が現れ，嚥下困難起り，隅角部の腫脹拉に持綾性痺1一

痛，顎下琳由腺腫腹さへも加はつて來た。、のみならす，約2週間後には牙關緊急が急激に檜悪
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し，上下前歯切縁間には殆汐室隙がない程度ざなつた。そこで秋元歯科讐院長の診査を受け，

遠藤分院主任の治療を2，3同受けた。が併し輕快の徴候が少しも見へぬので「アクチノミゴー

ゼ」ではないかさ云ふ疑ひで，余等の教室の臨淋に紹介せられて來られたのである。

　初診時の現症大要昭和13年1月28日初診。盤温36・6度，脈搏78，整正。

　1　禮格榮養共に極めて良好であり，憔悸σ）歌は少しも認め得ない。苦痛もない檬に見受

けられ允。自畳的には全身違和は全くない。睡眠は李常の如くで熟睡し得るミのこさである。

　　　　　　　　蜜　　1　圖　　　　　　　　　　H　顔貌を注覗するミ・右側頬瓢耳下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腺下部拉に下顎右側隅角部に亙つて礪蔓性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣汎性浮腫性腫脹を認める。其の程度は第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1闘の約牛分位であつた（第1圖は腫脹の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度が著しく増悪した3月24日の歌況を示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したものである。初診時に顔面窮眞を撮影

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して置けば，こんな拙劣なこεにならなか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つたのであるが，其の時はまさかざ思つて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　居た爲に撮影を見合せた。が併し之が私の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　失敗であつた。この意味からしても本例は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講義の資料たる債値はあるミ思ふ〉。腫脹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部の皮膚は殆曹正常色相を呈して居る。轄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じて顎下淋巴腺部を覗診するミ，限局性胡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃大の租支丸みを帯びた腫脹が眼につく。

　　　　　　　　　　　　　　　　一　ヤ　慮部位ミ型から見て顎下淋巴腺の腫大に因る

ものミ思はれる。

　懸　試みに鯛診するざ可動性であつて前後の方向に良く動く，少し歴を加へるミ疾みを訴へ

る。實質性中等度の硬さで，周園ざの境界は極めて明瞭である。之等の貼から，観て之は顎下

淋巴腺が腫大したものであるこ芝には違ひない。

　嚥下職こはこの腫脹部が一番痺痛を感する黙から見て，歓食物の嚥下が思ふ様に行かない理

由はこの淋巴腺炎の結果である檬に自分には信ぜらる慮は・患者自身が私に述べ’た盤駐感で

ある。頬部癒鰯診するさ，咬筋附著部に掩指頭大の硬結が燭れる。之を少し強く歴するさ，中

等度の痺痛を訴へるが，悦し一般の燭診程度では墜痛はない。上述の俘腫牲腫脹部は非常に軟

かく，梢錫星歴を加へても疹痛はない。熱感も全く鰯知し得ない。

　以上の諸黙から観ても，頬部腫脹の原病は決して急性炎症乃至急性登作型炎症ばかりではな

く，慢性型の炎症が圭艦であり，之に輕度の急性炎が臨時に加はつたに渾ぎぬものであるさ考

ふるこざが合理的である。
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　顔面腫脹部には波動は全く燭れなかつたので，「プンクチオーン」は其の必要なしミ膨じ，初

診時には行はなかつた。　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

　IV　口腔内所見　口膣内を検査すろ目的で開口を命じたら，最大限度ヲ2詣横脛位しか開口

　し得ない。そこで『嬉い爲に開け得ないのであるか或は叉，痺くはないが硬くてツ，指横脛程度

以上には如何に努力して見ても下顎骨を動かし得ない。帥ち開けしめ得ないのであるか』ざ云

ふ黙を患者に尋ねて見た。之に封し患者は疹痛は殆さ全く感ぜぬが，下顎骨が何腿かへ固著し

て居る檬な感じがして居て，如何に努力しても，これ以上は動かし得ないざ云ふ意味のこ電を

述〈こ売。　　　　　　°　　　　　．

　　　　　　　　　　第　2　圖　　　　　　　　　そこで，患者自身で開け得られる程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所が，硬いには非常に硬かつたが，併

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し多少は下顎が動いて少しは蝕計に開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口出來得る様に私の指頭に感じた。但

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し眼で見たので絃其の差は全く判らな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつた程度であつた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この検査法は私の考案になるもので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるが，「アクチノミコーゼ」の診騒に

向つては極めて償値ある方法0）一である（拙著口膣外科通論第279頁。叉は口膣外科診療あ實

．際第37頁参照〉。兎に角，検査の結果「アクチノミコーゼコも多少は考慮の一に算入すべきもの

である霊の結論に到達したのである。　　　　　　　一

　以上の成績から判定して，本例の牙瀾緊急は開口蓮動に關係ある組織，筋肉に成立して居る

器質的攣化に基因するものであつて，決して急性炎症に關聯する軍なる機能障碍型牙關緊急で｝

はないござは洵に明瞭である。

　右側頬粘膜は一面に申等度に嚢赤し，輕度の浮腫性腫脹を俘つて居る。殊に劉爾冠さ相封す

る部分蚊に耳下腺排泄管口附近に於て嚢赤最も甚しく，鯛診するざこの雨部に限局性硬結を燭

知し得る。

　右側下顎枝前縁を被覆して居る粘膜拉に前口蓋宵は一面に輕度の登赤を示し，浮腫性に腫脹

して居る．試みに鰍て見る葛輕い痺痛を訴へる．この部の嚇瀬腫纒縢1ま右側上顎

智歯歯冠霊相封峙して居る部の頬粘膜面の登赤腫脹ざ相連らなつて居る。

　歯牙の植立歌態蚊に其の周圃軟組織の症候　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボ
　1』1は何れも正常位に正常々向に植立して居り，鯖蝕は全くζを認めない。歯冠周園炎

Pericoronalitisも税診上ではない。　　　　　　　　　　　　　　　　　・
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！

　第3圖　　　　　　　2劃の歯冠は遠心拉に少しく頬側に傾斜して居る。

　　　　　　　　　　　上述頬粘膜面に在る炎症拉に限局性硬結8の因果關係

　　　　　　　　　　　　を知らんざ欲し，下顎の蓮動を命じ，型歯冠ミ頬粘膜

　　　　　　　　　　　　ざの接燭歌態を観察した所，果せる哉，劃歯冠の一蔀

　　　　　　　　　　　　は頬粘膜面を明かに擦去するの事實を目撃し得た。印

　　　　　　　　　　　　ちこの事實により頬粘膜の登赤腫脹拉に硬結は一部分

　　　　　　　　　　　は劃歯冠の擦去に因る刺戟の結果成立した現象である

　　　　　　　　　　　　こミを推知し得た。、

　　　　　　　　　　　　3　「の頬側歯齪は中等度の登赤腫脹を示し，燭診

　　　　　　　　　　　　により硬結を鯛知し，指歴を加へる言輕度の疹痛を訴

　第4圖　　　　　　　　へる。「自身は打診に封し輕度の痺痛を訴へる。

　　　　　　　　　　　　　　4図は殆さ完全に出齪して居た。打診に封し　　　．轟

　　　　　　　　　　　　　ては全く無痛である。多少動揺を示して居る。が

　　　　　　　　　　　　　併し其程度は寧ろ生理的動揺の範園ミ解すべきも

　　　　　　　　　　　　　のであつた。図の頬側歯齪拉に遠心部軟組織は中

　　　　　　　　　　　　　等度弱の限局性嚢赤腫脹を示し，指駆を加へる言

　　　　　　　　　　　　　輕い痺みを訴へた。帥ちこの炎症の範園拉に程度

　　　　　　　　　　　　　は日常頻々ミ目撃する智歯周園炎Periserotinitis
　　　吻
　　　　　　　　　　　　　の輕度の1型に属する（第3圖1）。

　　　　　　　　　　　　　　既述の如く顎間鍛襲，前口蓋宵蛇に頬粘膜一面

　　　　　　　　　　　　　には中等度の登赤腫脹がある。が，併しこれ等の

　　　＼＼　綴症瀬ミの繍聯3囲為3の如

A7郡時　く樋に蹴畷生し肋の如襯襖へ嘱
　　　　　　　　　　　　　る。勘くミも臣棚木上，他覧的には第3圖Aの如く

　　　　　　　　　　　　　雨者の閤には一層の健常部粘膜が介在して居る。

　　　　　　　　　　　　　　図遠心部の顎間鍛嚢組織ざ周歯冠宣の關係を知

　　　　　　　　　　　　　る目的で開閉蓮動を命じ，観察して見た。其の結

　　　　　　　　　　　　　果，開口時には雨者は第4圖Aの如・く完全に離し

　　　　　　　　　　　　　て居るが，閉口時にはBの如く雨者は完全に相接
　　　　廟1，

　　　　　　　　　　　　　して居る事が判明し’た。この結果，周周園炎ざ列

　　　　　　　　　　　　　歯齪部の炎症ざは同一系らしく考へられるカ㍉併

　　　　　へ　　し図違心部顎間鍛髪の炎症は別個の動機に因るも
B　咬令時　のらしく考一られる．瞬しく言一ば第3臨
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2，3の如くヂ3個の動機に因る炎症がこの独い部に前後して現れて來たものの如くに考べられ

る。

　本來ならば，弦で「レ」線検査を行ひ，図周園の状況を精査すべきであるが，本例は次記の理

由で之を省略し，初診を終つた。師ち

　1　頬粘膜の炎症は其σ）型から観て劃歯冠の刺戟に因る損傷に績登し窪ものざ看倣しても敢

て不合理ではないざ考ヘナここざ。

　H　顎間鐡髪の炎症は其の型から観て周周園炎に練登しナこもの言考ふるよりも，寧ろ劃に因

る頬粘膜の炎症の波及型乃至耳下腺排泄管周園炎の波及に因るミ考へた方が合理的であるざ考

ヘナここε。　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆

　皿　耳下腺排泄管周園炎の原因は，「レ」線検査では登見し得ぬ場合が通例なるこさ。

　iv周歯冠の方向から考へても，図植立方向は大艦之を推知し得るこざ。

　V　牙關緊急が強くて口内法に因る「レ」線診査は到底見込みなく，さり8て口外法で撮影し

患者に多額の費用を員澹せしめた塵で，開口不能に近き現状では抜歯手術を断行する澤にも行

かないこなヨ。　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　，

　VI從來の経過拉に現症から判断して見て，数日を雫つて本態を確定する程の必要もないざ

信じナここざ。　　・

　斯様な理由から「L／」線検査は追て機を見て必要に慮じ，行ふぴεに決意し，初診時は輩なる

診査に止め，當分は観察を績行し，機に臨み，攣に鷹じて検査乃至塵置を施し，徐うに本態原

因を明かにするこざに方針をきめ，患者にも其の旨を含めて録宅せしめた。

　診断　以上の如き既往経過拉に現症を呈する症例に直面した揚合には，吾人臨休家ミしては　・

第一　如何なる疾患を疑ふ可きであらう乎，私は諸賢ε共にこの貼を愼重に攻究して見たいざ

思ふ。更に叉第二患者が初めて症候の一部を自魔してから既に約3ケ月を経過し，今回の畿

作から計算しても1ク月以上を経過し，開口不能で閉口して居る症例に封し，僅かの診療費を

節約する爲に輩なる観察を縫練するさ云ふ診療方針は果して合理的であり，許さるべきであら

う乎ε云ふ黒占に關しても解説を加へたいミ思ふ。説明の都合上第二の黙を先きにする。．

　診臨を決定する目的で翻察を縫綾して艮い場合

　理論　理想を言へば初診の際に切開するものは切開し，検査すべきこ電は全部之を實行し，

以て其の本態なり種類なりを決定するに越した事はない。併し，・そこが讐業ざしての臨休の

デリケートな黙でもあるこざを青年學士諸君は留意すべきである。例へば今，立場を代へて自

分の子供なの妻なりが患者である場合を考へて見れば，這般の微妙な貼を充分諒解する事が出

來得るさ思ふ。帥ち子供なり奥様なりの身艦に異常叉は疾患が起り，2週間も経過を観察した

が一進丁退で要領を得ない♂盗りざて患者嫁特別に苦痛を感じて居る模様もないし，元氣もよ

い。自分ミしてもr妻の病氣はもう1週間もしたら全治するのではないか』ざ云ふ豫感もある・
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が併し周園の人が種々言ふので，それでは一慮專門家の診査を受けさせ様宣云ふご盲になり，

讐者を訪問した辻假定する。　　　　　　　　、、

　斯檬な場合には，大艦に於て甲乙二つの相反する診療方針が樹立せられるのが通例である。

壱口ち　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　＾　　　　　　一　　　　　マ　〈

　甲讐　は曰く『既に2週間の長きに亙つて一進一退し，輕快の徴を示さぬざ云ふこ霊は，それ

萌駄本例罐叡は願の良性な鞘の囎で癖噸陣を暗示するレこ充分な資料であ
る．從つて假令本人が外観的には元氣よ二く泊魔的にも舗はない転つても，その椥轍任

するこざは極めて危瞼である。即刻入院の上，総ての槍査疹行ひ，以て萬全の策を講じなけれ

ばならぬ。今に於て更に考慮を績けるなんて馬鹿なこさである』云々ざ論明し，

　乙署　は之に反し，『既に2週間以上を経過して居るにも不拘，依然εして一進一退を反覆し

悪化せす患者自身も日常生活，職務には毫も差支へなく，苦痛もない霊云ふ事は，疾患の性質

が良性であり，重症でない謹縁であり，慢性経過を取る疾患であるこさを意味する。從つて危

　　　　　　　　　　ノ瞼が迫つて居るのでは断じてないから，斯く斯くの貼を注意しつ｝更に5－6日間を通じて私

が観察研究しませう』云々霊説明し，簡軍な塵置或は尿検査程度で初診日を終つ光ミする。

　この甲乙二説を蕪取して患者附添人ミしての諸賢は果して如何なる感を懐かれる乎？！，恐ら

くは乙讐の案を以て我が意を得’たりざなし，その診療を受けられる事であらうさ思ふ。

　総ての事物には限度がある。從つて何事でも縄封的霊云ふ繹に行かぬこ霊は論を衡ヒぬ。

今，観察を縫けて良い主なる揚合を列暴して見れば

　1　現在，自畳的苦痛なく叉は極めて輕微であり，全身異和乃至衰弱を件はぬ場合’

　丑　既往の経過に於て著憂なく，今後も恐らくは急痩悪イピは起らぬであらうざ考へ得た揚合

　皿　綜合的診査の結果，良性型であり危瞼性なく，急速の塵置を必すしも必要させぬ揚合

　IV疑ひ得る疾患叉は鑑別を要する疾患のA，　B，　C何れに誤診しても，塵置或は豫後の黙

に於ては大同小異であり，患者に封しては，實害を殆さ件はぬ霊断定し得た場合

　V　確診の時期，多少遅延するも，其の結果は患者霊しては五十歩百歩に過ぎぬ揚合

　VI観察を糧績して居る間には，患者に苦痛を與へす，自然乃至輕費で診断の目的を達し得

る可能性大なりミ考へらる〉揚合

等であらう。要するに端的に言へば生命の危瞼性なく，實害殆さなく，結果に於て大差なき揚

合には患者に苦痛を與へ，、費用に關する重き員謄を與へて迄も急速に精細正確な診断を下す必

要はない。

　實際　以上の事實を本例に當て嵌めて解説して見る。

　上記の既往症虹に現症の示す如く，本例は上に述べた1，H，皿の揚合に全く一致して居る。

唯後述の如く幻1の「レ」線検査は必要であるが，併しヲ2指横径の牙關緊急では周の抜去は容

易なりミするも，抜歯創内の検査は容易ではない。從つて無理に検査して見ても實盆は絵り大
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きくない。徽毒検査も多少は必要であろが∫併しこの種の疾患は，諸般の男犬況を判断してから

患者に其の旨を告げないε，患者の自奪心を損け，不利を招く恐れがある。・從つて餓程自信の

ある揚合，又は急速を要する場合以外には，初診時には血液楡査を控へる方が得策である。況

んや本例を以て徽毒ざ假定すれば，腫脹型，牙關緊急の黙から観て，第3期護護腫を疑ふので

あるから2－3日を雫ふ必要は殆さない。殊に上に述べたVIの可能性も亦甚だ大であるので，

私は初診日には診査に止め’た次第である。

　如何なる疾患を疑ふ可きであらう乎（前號33頁三の項参照）

　前號第33頁三の項で述べた様に，この蔀に腫脹を現はす可能性ある疾患は約18種ある。本

例は加ふるに上顎智歯をも考慮に入れる必要があるので，結局19種の疾患の中で，’されが一

番，本例に酷似して居るかさ云ふ黙を攻究すれば診噺が生れて來る繹である。「

　上述した本例の現症拉に既往症中から診断に必要なりミ考へられる事項を摘記して見るε，

概ね次記10項を列基し得る。印ち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　1　3ケ月間に既に2同反覆し，大艦に於て同一症候を呈して居るこ言は慢性疾患を考へし

める。自叢性疹痛を殆さ全く鋏如して居るこミも亦慢性疾患を立謹する一根縁である。

　皿　昭和12年10一月頃嚢作し・た初同の症候が，自宅捲法庭置の程度で全治したこ霊は炎症を

思はしある。

　皿　第1回の嚢作は番法で全治したのに，第2回は不成功に終つ℃居る。これは炎症性病攣

が初には表在性，限局性であり，且つ組織の實質性憂化を殆さ件つて居ら汝かつたものが，第

2回叢作の際には，深在性，廣汎性ざなの，且つ器質的攣化organische　Ver勘derungを件・

つて居る唯一の謹嫁である。自Pち本例は約3ケ月間を通じ徐々に進展して居’たものミ考へてよ

い。これ叉本例が慢性炎症の一型であるこざを示して居る黙である。咬筋附著部に現はれて居

る硬結は，その最も代表的事實である。　　　　　　　　　　　－　　　　　　l

　IV嚥下痛，俘腫性腫脹，周，咽部歯齪の歴痛等は何れも急性炎症が重嚢して居る謹嫁であ

る。

　V　顎下淋巴腺炎，顎間鍛髪炎，浮腫性腫脹，嚥下痛，頬粘膜面め炎症，顔面腫脹，耳下腺

部腫脹等は炎症が比較的廣い範園に且つ深部にも波及して居る事を意味する。　　　　　　　－

　VI頬粘膜中央に於て炎症が殊に強いこ霊は，耳下腺排泄管炎を併嚢して居る結果であり，

且つ其の範園が頬全禮に波及’して居るが如く見受けられるのは耳下腺排泄管周園炎をも縫獲し

て居るこ霊を意味する。但し後述o）如く殆さ無熱の鮎は周園炎電しては少しく不合理である。’

　VH劃の歯冠面に因る擦過の結果，嚢炎し牝如くにも考へられる貼がある。

　N皿　ワ刀は打診痛を件つて居る。－

　IX図は完全に出齪して居り，其の周園には限局性の周園炎の1型がある。遠心軟組織部に

小範園の炎症竈があり，少し離れて廣い範園の炎症が叢生して居る。以上3者は外観的には各
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別個の動機で成立したものではないかミも考へられる。が併し之を立謹する方法はない。

　X　艦温，脈搏は共に正常であり，食慾もZF常さ全く同じく全身異和を少しも感ぜす睡眠は

熟睡め程度であり，全身蓑弱は他豊的には毫も之を認め得られない。これ等の事實は本例が全

身的吸牧症候を全然訣如する輩なる局所の炎症性疾患なるこミ，從つて生命を標準εする危瞼　．

症候は全く存在せす，叉1－2週内に重篤なる急攣が叢現するものミも考へ得られぬ事を意味

するものである。　　　　　一一

　今，慢性炎症を随俘する牙關緊急を最も屡≧現はす疾患を列基するε大艦に於て

　A歯性としては　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　．　　　　　　＼

　1　劃，劃，乳周に關聯する顎骨炎症，頬組織の炎症，之等の部位に登生する歯系腫瘍に關聯

する顎骨炎症を圭言し，訟部は叉　　　　・

　皿　劃，釧，周，回に關聯する顎骨炎症拉に頬部炎症或は　　・　　　　　　　　　　　　　’

　皿　上記の諸歯牙に關聯して嚢する所謂「ホルツフレグモーネ」Eolzphlegmone霊構せらる

る蜂案織炎の一慢性型

　IV　「アクチノミコーぜ」

　V　顎下淋巴腺炎，側頸蔀淋巴腺炎

　VI　耳下腺排泄管周園炎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　B　非歯性としては

　1　徽…毒

　翼　’外傷性下顎枝叉は骨罐部完全骨折

　皿　耳下腺炎

　IV　結核，悪性腫瘍　等ざなる。　　　　　　　　　　　’　　　　・

　斯様に候補者を列塞し，前記の10項目を参考ざして考へるざ，歯性中の1，IV，　VIの3者が

一番可能性が大きい。既往症拉に現症の示す如く非歯性疾患は徽毒を除いては考慮の鯨地は殆

さない。但し徽毒が隅角部附近に來るこざは全騰から見て稀に近いから，本例に在つては最後

の切札電すべきであらう。

　歯性中のVは現症に述ベナこ如く顎下淋巴腺炎の存在するこεは事實であるから誤診では決し

ない。が併しこれは本末轄倒の診断であるざ言はねばならぬ。蓋し何れかに原病竈があり，其

の結果績登するのが通例であるが故である。世間には斯様な氷末を轄倒した診断を下し，而も

得々ざして吾人に教へんざする不心得な讐師が今術決して勘なくないのであるから，歯科讐人

も蝕程注意しなければならぬ。悔々私は聲を大にして力説するのであるが，歯科讐師は馨師の

實力を鯨り買ひ被り過ぎる。斯檬な連申に限り所謂陰緋慶である。暴虎傭河の勇は嚴に愼しむ

べきは勿論であるが，併し『私は歯科署でありますから何も存じません』式の卑屈な態度は自ロ刻

解清すべきである。
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要するに本例は

　1歯性炎症であろこさは殆さ一貼の疑ふ餓地はない。唯問題は　　㌻’　　，

　2　頬粘膜の炎症ざ，顎問鍛髪の炎症さ，図周園炎拉耐歯齪の炎症さが一連の系統であゐか

或は叉全然別個の炎症であるかε云ふ黙を出來得る限り明確にするこミが必要であり，次には

　3輩純の歯性の顎骨炎症の1型であるか或は叉1　“　　　　　　　“　　　『

　4　「アクチノミコーぜ」の1型であるか　叉は

　5歯性耳下腺排泄管周園炎（蜂案織炎の1型）

であるかミ云ふ鮎さへを鑑別すれば，それで本病診断の目的は完全に達せられるさ云ふ事が明

瞭Sなつたので，初診日はこの程度で診査を終つた。　　・　　　　　　　　　’

　患者は聾宅に臨んで私に問ふて曰く『先生！！「アクチノミコーぜ」ではありません乎？しつか

り診察して下さいよ！！』云々ミ。遠藤答へて曰くr「アクチノミコーぜ」かも知れない。他の病氣

かも知れない。要するに貴下の生命だけは安全である。』云々。

　本例は既述の粘膜面の炎症拉に俘腫が一連の系統の如くにも醗へるが，或は叉別個の如くに

も解せらるふ。即ちこの黙ざ，顔面皮膚の浮腫εに重黙を置けば，臨躰上の経鹸からして「ア

．クチノミコーぜ」を疑ふのが一番事實に近い。而して頬部の炎症に中黙を求め，現症に重黙を

置けば，耳下腺排泄管周園炎ε診断するのが一番無難である。一番あつさり診断する方法は，

顎骨骨膜炎ざ云ふ病名を與へて涼しい顔をする式である。

　本例は併し後述の如く，初診日から約3ケ月後の4月27日に初めて放線状菌の検出澄明に

成数し（中村保夫助手検出），「アクチノミ4一ぜ」ミ確定し旗のである。弦に於て私は今更ながら

本例の紹介者たる秋元七郎，遠藤軍二爾氏が紹介封犬に「アクチノミコーぜ」を疑ふ，御高診を乞

ふざ記述せられた燗眼ざ，其の明敏なる診断能力ミに封し，敬意を表せざるを得雰い次第であ

る。ミ同時に後述の如く，毎同の診査を精密に行ひ，3月16日には翫に確固弛る信念の下に，

㌃アクチノミコーぜ」に相違なしざ推定確診を下し，3月19日から「レ」線療法を開坤した中村助

手の注意深き診療態度を賞讃するものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　其の後の維過と加へた虚置の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　再診　初診より10日後の2月7日に再診した。艦温36・2，脈搏70，牙關緊急は初診時ざ大

差を認めない。自畳的症候も大同小異であるが，隅角部の腫脹は著しく増大したので，「プン

クチオーン」を行つて見た。併し膿汁も漿液様液艦も血液をも吸出し得なかつ弛。

　2月10日から3月9日迄・）約1ケ月職ま各症候共に殆嗣等の進展齢示さなカ’つ弛ので・

患者は紹介者の診療を受けて居られた。この期間中は主さして封症潰炎療法を施されて居弛

が，2月20日頃に劃に輕い痙痛が起り，多少動揺を示して來’たので，紹介者は劃を抜去せら

．れナこ。抜去後は痙痛は全く去り，自覧的には非常に快よくなつ牝さ（ρ事である。

　第3診　3月9日の診査に於て，下顎枝前縁の俘腫が増大せるこざ虹に「遠心の腫脹型が少
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第　5　圖 し攣化して居る事を確認したo）言及び牙關緊急が少し

輕快したので，fレ」線検査を行つて見た。其o）結果，

第5圖に示す如き「レ」線像が出た。そこで大井博士が

図を抜去した。抜歯創からは排膿はなかつ牝6中村助

手が随分精細1↓創内を検査せられたが蒔別な麹化を認

め得なカつナこ。

　第4，5診10百，11日の爾日ば開口歌態頗る良好εな

つたので，12日から15日迄は紹介者の治療を受ける
　　　　　　　　　　　　　　　　　λ

こざにした。入浴直後には特に非常によく開口するεて患者は大きに喜んで居たが，15日に再

び牙關緊急が張くなつたざて私の臨休に來られた。この時は最早耳下腺排泄管周園炎の症候は
ヒ

殆さ減退し，之に代つて下顎骨膜炎或は「アクチノミコーゼ」を惟はしめるに充分な症候が漸次

優勢ざなりつふあつヲこ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜

　第6診　3月16日には頬粘膜面の浮腫型，顔面腫脹型，牙關緊急の硬度，下顎隅角部の限局

性硬結の4者が漸次「アクチノミコーぜ」特有の形を呈するに至つたので，中村保夫助手は菌検

出に先つて「アクチノミコーぜ」なりミ推定的確診を下し，「レ」線療法早期開始の得策なる所以

を私に向つて力説し’た。　　　　　　　　　　．　　　．　　　　　　　　　’
　　　　　　　　β
　結果から見て，この早期「レ」線療法實施は非常に有利であつたこミは，患者に取つて非常に

幸幅であつた。兎に角，臨抹経験上，以上の症候を具へる症例の大多敷は，’後になつて菌が検

出せらる〉こざは事實なので，3月19日から艦膣「レントグン」放射療法を開始した。（三崎砂

郎助手澹任）

　　　　　　　第　　6　圖　　　　　　　　第7診　3月22日來院の際，念の爲にウ氏反

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慮，井出氏反慮虹に村田氏反慮を検査しナこが，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25日に何れも陰性ε決定した。之で罪歯性疾患

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の疑ひは全く解潰するに至つた（初診後約2ヶ　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月弱）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第8診　3月24日顔面窮眞を撮影した。第1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏がそれである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第9診3月19日から4月26日迄の約1ヶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月間はプ概ね3日間隔で「レ」線放射を行ひ∫併

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せて其他の治療を熱心に縫績したが，腫脹は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’愈ヒ増大し急性炎症が著明ざなり，「フレグモー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ」の型に攣じ4月6日には胸鎖乳頭筋の後縁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に沿ふて著明の歴痛さぺ現はれ，磯温も漸次上



28 一遠藤＝口腔外科學臨抹補習講座一 592

昇するに至つた。

　第10診　4月21日には胸鎖孚L頭筋の略≧中央部に・小林檎大の硬結出現し，大に心痛したが，

之は幸にも間もなく滑退し泥。　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　・

　第11診4月27日には下顎隅角部に初めから存在して居た限局性腫脹が漸次増大するミ共

に，遂に其の頂黙に波動が現れて來たので，大井博士ミ中村助手の爾人で切開した。排出し’た

中等量の膿汁中には，定型的の放線状菌塊師ち「アクチノミツェス・ドルーゼ」が多量に含有せら

　　　　　　　　第　　7　圖　　　　　　　　　れて居た。鏡検の結果，本菌なるこεを確

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認し得九。第6圖がそれである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愈江アクチノミコーぜ」ε決定し弛ので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爾後は所定の一般療法を施した。結局，艦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腔「レントゲン」放身寸i療法を行ふこミ23同，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ヨードカリ」内服を持績するこミ約3グ月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4ケ月弱にて5月24日全治し’た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’全治を決定した際の開口撚態は，上下切

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯切縁間に於て約48「ミリ」，小臼歯咬頭頂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間に於て約37「ミリ」を示して居た。私の教

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室で調査した資料に從ふミ，健康邦人男子

　　　　　　一一　一一一　　　　　　　　　　の標準開口度は，概ね45「ミリ」乃至50「ミ
　　…　皿一㎜…一第　　8　‘圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一黒占から観察しても，本例は之を全治ミ断

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定しても敢て不合理ではないミ信する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第7圖は初診日より約95日目の5月2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日に撮影したものであり，第8圖は全治後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の顔面爲眞である。、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考按顎骨「アクチノミコーぜ」の殆3総

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ては歯牙を侵入路ミする。從つて何れの歯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牙に關聯して登生したものであるかミ云ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事は，初登症歌，現症，・経過其の他の黙か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら臨鉢診断で大罷見當がつくものであるが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本例に在つては結局最後迄，劃，図或は了1
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0）3歯何れの歯牙の周園から侵入したかの黙は・途に之を確診し得なかつ卑。

　顛粘膜の炎症に重鮎を置けば童に關聯する型ざも考へられる。が併し，初診時かち鳳図の

周園に炎症がありジ顎問搬嚢には原竈不朋の浮腫性腫脹ざ叢赤ミがあり，周抜歯後，一時牙關

緊急が著しく輕快し距事實もあるので，是等諸鮎を愈重し，從來の臨躰統計勉に私の教室の統

計を重親すれば，図が一番原因歯εして怪しくなる。本例は恐らくは図に關聯したものであら

うミ思はれる。　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　一

　本例に於て初診時に「アクチノミコーぜ」を疑ひ得た一番有力症候は次記7黙であつた。即ち

　1原病病竈不明な浮腫性腫脹が比較的廣い範園に亙り彌蔓性に顔面皮膚に現はれて居たこ

霊

　2頬粘膜にも「アクチノミコーぜ」の初期に頻ダ霊現はれる特殊の型を呈し距浮腫盤腫脹が

あり，而も其の原病竈が不明であつたこ霊

　3　連絡關係不明の炎症症候が口腔に現はれて居たこミ

　4歯牙周園の軟組織に現はれて居た炎症が俘腫に比して輕度に過ぎ弛

　5熱が殆さなかつた，從つて他の全身症候も殆さ零であつたこざ

　6原因歯を確定し得す從つて俘腫ミ歯牙εの因果關係を認定するに困難であつた

　7牙關緊急が極めて硬固であつたこミ　等である。

　斯様に澤由な疑問症候が現はれて居たならば，初診時に既に「アクチノミコーぜ」ミ診漸がつ

いたであらう1三！！ミの疑ひも起るであらうが，そこがそれ臨林のデリケートな黙であり，讐業

S讐術ミの相違鮎であり，讐業の難つかしい黙であり，一面には叉興味津々たる黙でもあるの

である。

　ざ云ふのは以上塞げた7項目は『何れも疑ふに足る症候』であつて決して確たる決定的症候で

はない。從つて自分の心の中で考へて居るこミは差支へないが，之を口外するこざは重大問題

を惹起する恐れがある。例へば菌が検出せられないのに「アクチノミコーぜ」霊は何事ぞ！！ざ言

はれたら一寸答辮に困るが如き其の1例である。

　解設　「アクチノミコーぜ」を診療する場合には次記諸黙を念頭に置くミ非常に有利である。

即ち　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　1放線状菌の検出に成功する迄の症候は千差萬態である（拙著rロ腔外科通論』第響7頁謬賂）。

從つて如何に経験ある臨休家でも初期には大禮誤診するものである。前島鋭吉助手の調査に從

ふざ，大艦に於て初期には7種内外の診断が下されて居る。これを見ても本病の初期症候が如

何に攣轄極讃りないか電云ふ事が判る（拙著『診療の實際』第36頁参照）。　、　　　　　　’

　2本病は歯科臨林に於ては比較的頻度の高い疾患の一である。

　3放線歌菌は総て嫌氣性である。從つて特有の病竈を表在性に形成するこミは稀に近く，

概ね深在性である。禰蔓性廣汎性の浮腫性腫脹が本病を疑ふ唯一の前薩症候たるこざの甚だ
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屡≧なるはこの事實を立謹するものである。

　4放線歌菌には酸型（約65％の比にて現はれる）ざ「アルカリー」型（約35％の比）ミの2型あ

る（藤正政人博士の研究）。藤正博士，長尾喜景，中條力爾學士等の研究調査に從へば，定型的

症候を現はす症例からは，「アルカリー」型菌が検出せらる｝ミのこ霊である。この黙から考へ

ても，臨抹上不定型症候を呈する「アクチノミコーゼ」が非常に多い理由が判る。

　5放線歌菌自身は石灰を沈澱するが，化膿性炎は起さないのが本來の建前である。然るに

臨林上膿汁を謹明するのは，何れも化膿菌の混合感染を件つて居るからである。本病に關聯す

る膿瘍切開時に排膿量が少ないのはこの理由に因る。

　6急性型「アクチノミコーぜ」は臨抹上案外多いものである。從つて高熱，激痛，急性炎症

の存在するを理由ミして，本病を否定するζざは誤診の有力な動機を作る。

　7本病は1－2の例外を除いては血液像の著攣を決して俘はぬものである（大井博士，小林

一郎學士の研究）。これは本病が一定局所に限局し，激烈なる吸牧症候を殆さ件はぬ謹嫁であ

り，從つて叉，危瞼性小なる疾患を意味する。教室の山崎浩重助手の調査（昭和14年）による

ミ，最近5ヶ年間の本症123例中死亡したのは僅に2例に過ぎない。帥ち本病は経過は比較的

長く（初登又は菌検出後3ケ月乃至1ヶ年内外）動もするε顔面に藪同以上20同内外のノJ・切開

を加へ，屡紹8°－39・0°C内外の高熱を一過性（10日乃至2週間内外）に嚢すろこεは事實で

あり，時言してに初期から猛烈な貧血を件つて來て死亡するこざも絶無ではないが併し，其の

大多数例1ま危瞼性少なく，，全治するこεを元來の建前ざする良性の疾患であるざ看徹してよい

ざ思ふ。　、　　　　　ゴ

　8勿論，斯様な理想に近い治療成績を塞げるには萬事に封し革進的態度を執らねばならぬひ

帥ち在來多撒の外科，口腔外科，歯科學教科書の示す如く多敷の痩孔形成，板状硬結，無熱，

無痛，慢性経過等の諸貼を金科玉條ざして診療に從事し弛のでは，今述べた様な成績は基がら

ない。．然らば如何にすればよいか？，それは大艦次記の方針ざ態度さを執ればよい。即ち

　9不定型症候，「アクチノミコーぜ」を疑ふに足る早期症候，臨林型等に精通し，定型的各

症候が出揃ふ前に治療を開始するこざである。本症には深在性型，淺在性型，急性型，慢性型

を始めざし幾多の翻木型があるから一律に漸言すちこピは勿論困難であるが，最近2年來の大

井博士，塚野多四郎學士，ヨ崎砂郎學‡，中村保夫學士等の協同研究によれば，病竈部位を正し

く早期に獲見叉は豫知し，艦腔「γントゲン」放射療法を2乃至3日聞隔で規則正しく行ふミ，

大概は3－4ク月内外で全治するざのこざである。本例も亦其の好適例である。本例は初診以

來約4ケ月，教室の中村助手が「レ」線放射を決定してから2ケ月強　菌検出後約ユケ月弱で全

治して居る。これは臨沐さしては非常な進歩であり，其の功績旗るや洵に偉大なりさ云ふべき

である。　　　　　　　　　一


