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歯性外聴道穿孔の11例に關する晦泳的観察
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（一）緒　言

　薗性下顎骨骨膜炎，薗性下顎骨骨髄炎，経薗性放線状菌性下顎骨骨膜炎或は歯性急性上顎骨骨膜炎の経

過中に，突如ビして外聴道の一部叉は中耳内に穿孔排膿することあるは，著者の一人蓮藤が昭和3年4月

中旬32歳男子「冨に由來ぜし下顎枝骨髄炎兼下顎骨周園蜂案織炎の経過中に，患者の注意によりて初めて知

リナこる事實なうも，當時余は特に注意た擁ふこと癒く其儘となりれり。

　然るに昭和4年4月に入院ぜろ33歳男子に於て，岩澤易講師と共に再び本症候群な観察するの機會た得

るに及び，著しく余の注意々喚起するに至れり。爾來昭和5年11月迄に外聴道穿孔の4例及び中耳内穿

孔死亡の1例合計、5例た得アこるが故に・他の症例と共に之た7括し，『注意すべき晦肱例ざ興味ある臨肱例』

ビ題し，其概要た昭和5年11月の大日本歯科讐學會例會に初めて報告ぜり。歯性外聴道穿孔の報告は外國

文麟こ於ても是な求め得ざるが故に，「プリオリテート」は恐らくは余に囑するなちん。

　著者の一人赦俘長敏は其後の臨休例1例々得，合計6例につき解剖學，病理解剖學等あらゆる角度より

考察研究ぜしが，稿將に成らんとする直前，昭和6年春不幸にして痺な得て急死ぜ』が爲に登表の機奄失

ぜり。爾來余は昭和9年1月迄に更に5例々得，合計11例［こ就き其・総括的襯察々，昭和9年4月東京に開

催ぜられれる日本讐學會分科會に報告ぜり。幸にして令弟件長敬學士昭租10年卒業以來，余の關與する

「アソヵ」病院歯科部に奉職ぜられアころが故に，同君に其後の症例蒐集々囑ぜしに，更に3例を得総計14例

に達しナこる々以て，14例中症候な異にぜる11例に就き報告し，故伴君の露に捧げ冥福々所らんと欲す。

　故俘君の原稿は頗る浩潮なるのみならす，穿孔経路に關し吏に實験的研究た績行するの要ある事ざ，一

は叉余自勇も昭和10年末以降の宿痢爾未だ全く癒へす，急速に實験だ績行し難き状況にあるが故に，本症

候群の成立に關する理論的方面は凡て之な省略し，軍に臨脈方面の記録のみ々整理し，鼓に報告する事

にぜり。（運藤至六耶）　．　　　　　　　．、・　∴　　　　　　　　、
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（二）　文　献

　昭和5年11月遠藤の報告せる5例を以て恐らくは礪矢ミなすべし。次いで昭和6年11月，

中村晃英氏の1例，昭和11年8月石井市朗氏の1例報告あり。更に昭和12年4月東歯學士岡

田治清氏1例を報告せり。

　外國文献εしては余等の調査せる範園拉に昭和6年9月迄の文献につき，九大名碁教授久保

猪之吉博士の教室にて調査せられし範園にては是が記載を認め得す・

（三）歯性外聴道穿孔の症候

　A　原疾』外聴道の一部に穿孔排膿するこミが全症候なるが故に，其他には特記すべき症

候を殆溜めす．今日迄の症例に從へば，外騨穿孔を綴する炎症は大禮次記の如し・

　1　急性化膿性下顎骨骨髄炎兼顎骨周園蜂案織炎

　H急性化膿性下顎枝（上行枝）骨髄骨膜炎

　皿　慢性化膿性下顎枝骨膜炎

　IV急性型顎骨「アクチノミコーぜ」を経過し，無熱期に入り弛る後

　V定型的症候を以て初叢せる顎骨「アクチノミコーぜ」の経過中に於て，急性顎炎の症候を績

嚢しナこる場合　　　　　・

　B　穿孔前の症歌　自口ち是等の疾患の経過中に穿孔排膿するを通例さす。然れさも，穿孔せ

ざる場合さ穿孔する場合ミの間に，症候の黒占に於て果して幾何の差を示すやは明かならす。從

つて穿孔を豫知するこざは概して困難なり。今日迄の症例につき攻究すろに，概括的に見て次

記諸黙は多少参考の償値あるが如し。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1腫脹　下顎關節頭附近に現ろ〉比較的限局性の歴痛を件ふ腫脹は大多撒の場合に存在す。

但し歴痛の程度は一様ならす。

　丑浮腫　下顎枝附近より側頭部に及ぶ俘腫存在する場合には穿孔するこミ屡丸なり。但し此

の部の浮腫は下顎枝骨炎の際に頻登するが故に，穿孔に特有なる症状なりさは謂ひ難し。

　皿疹痛穿孔前，撒日間特に耳痛或は外耳を申心ミする放散性瀬痛を訴ふる患者多きも，一・

方には全然無痛に経過し，耳漏Otorrhoeの起り弛るこεを患者より告げられ，初めて穿孔を

襲見するこミも亦決して少からす。放散性激痛は穿孔排膿ざ共に鎭痛するを通例さす。

　IV熱型　特別の熱型なきが如きも，時ミしては撒日間稽留熱を示すこεあり。琶Pち37度6・

7分を示しナこる熱が突如εして38度6，7分さなり撒日間縫績し牝る後，穿孔排膿するが如き

其一例なり。大罷に於て熱の動揺は穿孔前1こ多少あるが如きも，原病たる顎骨炎症自身の熱型

さの匿別頗る困難なり。

　V牙關緊急　は悔常存在す。撚れさもこれ原病の症候にして穿孔に特有なる症候に非す・

　　　　　　　　　　　　　　　）
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　V皿外耳所見　耳翼は梢丸前方に讐立するが如き観を呈し，外聴道前下壁は多少腫脹獲赤を

示すも，耳鏡検査上鼓膜には攣化を認め得す。

　C穿孔後の症候　既にして外聴道に穿孔するや，帯黄色濃厚にして悪臭を放つ膿汁比較的

多量を穿孔部より流出す。試みに下顎の蓮動を命すれば，其都度膿汁は歴出せらるあが如き観

を呈して流出し來るを見る。これ穿孔経路の一部が關節頭附近を通過するの謹左なり。

　穿孔部位は耳科專門家の検査に從へば，外聴道軟骨部の前下壁なりミ云ふ。穿孔敷は1個な

るを通例ミす。膿汁の排泄久しきに至れば，膿汁による汚染ざ刺戟の結果，慢性表在性皮膚炎

成立し外聴道，耳翼，封珠附近皮膚面に慢性嚥疹を生じ，鼓膜は登赤，肥厚を屡鷲見す。穿孔

縁周園には多量の炎性肉芽茂生し來る。此結果，外蕪道は上壁ミの間に僅に牛月状の膣隙を残

すか叉は時ミレては外聴道全く閉鎖せらるふ事あり。

（四）　穿孔経路

　穿孔脛路に關しては確たる實験なし。從つて眞の経路は爾不明なるも，爾他化膿性炎の場合

ミ等しく，2経踏を考へ得べし。一は血行或は淋巴行による感染拉に穿孔にして一一は周園組織

を崩壌しつ｝進行し逡に穿孔する場合なり。

　炎症の進行封犬況，手術所見，1例に關する解剖所見拉に耳科專門家及び解剖學者の見解を綜

合するに，周園組織を崩壊しつ〉進行し，穿孔するものさ解するを以て穏當なる見解ミなすが

如し。即ち下顎枝骨炎は下顎關節に波及し易し。今，此部の解剖を案するに，下顎關節附近に

存する組織中，抵抗弱きは外蕪道軟骨附近なり。外聴道軟骨部にはサントリニー氏切痕あり。

此切痕は結締織によりて周園組織ミ連接し，多撒の血管，淋巴管は此部を通過す。從つて周園

の炎症は此の部に波及し易し。サントリニー氏切痕に最も近接するは外聴道前下壁なり。歯性

外聴道穿孔部は殆さ凡て外嘉道前下壁なるの事實は既述せる所の如し。而して下顎關節附近の

解剖は上述の關係を示す。これ自Bち外聴道穿孔の成立機轄を組織の連接に求むるの可なる所以

なりミす。

（五）　外聴道の臨淋解剖

　歯性外聴道穿孔は非歯性外聴道穿孔に比し，臨躰頻度寧ろ高きが如く，更に叉外難道穿孔部

附近の解剖學の概要を熟知すろこミは臨沐上緊要なりミ信するが故に，弦に其大要を述べんミ

欲す。

　外聴道は，耳介腔より漏斗状に入り込み鼓膜に達する管腔にして，其外側3分の1は軟骨

部，内側3分の2は骨部より成る。軟骨部は耳翼軟骨にして後壁及び上壁は軟骨を有せす軍に

結締織のみより成ゐ。下壁及び上壁は同じく軟骨を訣如す。弦に2切痕あり。サントリニー氏

切痕ミ構す。之によりて軟骨部は周園組織ミ密に連接す。從つて周圃の炎症は外蕪道に波及し
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易く，外聴道の炎症は周園の組織に波及し易し。骨部は側頭骨中を横走し，前壁及び下壁は鼓

骨より成り，上壁及び後壁は鱗歌部より成る。

　外聴道は全経路を通じて同一水雫面を呈して走過するに非すして，部位により種々なる水李

面を呈し且螺旋月犬に屈曲す。外聴道管腔は入口部に於て最大にして，9・1rnm，4・5　mmあり，

軟骨部にては7・8mrn，骨部にては8b7　mmp　4・5　mmなり。外聴道の長さは封珠より3・5　cm

なり。

　外聴道の下壁及び前壁は軟骨部に在りては耳下腺に接し，骨部に於ては下顎骨關節頭に隣接・

す。これ化膿性耳下腺炎の際に外聴道穿孔を來し易き所以なり。

（六）鑑別診断を要する疾患

　鑑別を要するは，外嘉道穿孔を來し易き非歯性疾患なり。而して非歯性疾患にして外聴道穿

孔を來し易き圭なる疾患は次記6者なりざ

　1急性化膿性耳下腺炎。皿急性限局性外聴道炎，皿急性化膿性孚L嚇突起炎。IV急性化

膿性中耳炎。V　中耳結核及び中耳徽毒。ご　　　　　　’

　以上の中，1は最も屡ψ謙道前下壁部の穿孔を來すざ信ぜらる。而して下顎智歯周園炎に

綾登せる下顎枝骨膜骨髄炎は孚耳下腺の化膿性炎虹に歯性穿孔を頻嚢するが故に，輩に穿孔の

黙のみにては爾者の鑑別は時さして困難なり。然れさも非歯性の揚合には，下顎の炎症を全ぐ

訣如するが故に，此黙を精査せば雨者の鑑別は通例困難ならす。皿は穿孔直前に於ける外聴道

局部の症候は酷似するも，牙關緊急を全然訣如するが故に其症候は著しく異る。加ふるに2個

以上の痩孔を形成するをi通例ざするに反し，．歯性は一穿孔を來すを原則こす。皿は腫脹部位を

異にし，IVは下顎骨に全く關係なく，Vは疾患の初登より無熱無痛なるのみならす，諸症候全

く異るが故に，鑑別は容易なるを常ミす。　　　、　　　　　　　　　　　・　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　（七）　庭置概要

　穿孔に封しては軍に穿孔周園の清浄潰毒を晦すのみにて可なり。原病たる下顎骨骨炎全治す

るか或は骨疽片分離を終る迄は外聴道穿孔部は治癒せざるが故に，種々なる庭置を穿孔部に

施すは無意味なり。・但し理論上よりは歯科領域外なるを以て一慮は必す耳科讐の診査を仰ぎ，

治療方針並に方法に關し意見を徴すべし。’．　　　・

　余等は次記の如く塵置し居れり。自ロち耳科馨の診査を受けしめ，穿孔以外に攣化ありや否

や，清浄潰毒時に特別の注意を施し叉は特別の塵置を必要さするや否やに關し，耳科讐の意見

を徴す。．而して若し穿孔部に封しては躍に過酸化水素水による清拭，〔アルコール」綿棒清拭，

「フルヲヨヂ≧ヴー嫡或は功端ノ詣ノリガーゼ∫條片を播入し，外耳の漁疹等に封しては一般
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りげ
の揚合に準し序ア之レ9一ル」綿花清拭，瑠％磯酸水清拭1願ヴァノールガーゼ」清拭，亜鉛華、
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「オレーフ」油等を塗布するのみにて足るεの向答ありし揚合には，患者の希望により，毎日の

腿置は原病に封するミ共に余等之を行ひ2－3日毎に耳科讐の診療を必す乞はしむ。之に反し

若し耳内の綾嚢性漁疹漸次悪化の徴あるか叉は膿汁の性質，’ ﾊ等の諸鮎に於て多少にても異常

ありさ認あナこる場合には，穽孔部の清拭は全蔀耳科讐に委ぬるを原則ミし實行しつふあり。

　　　　　　　　　　　　　　　　（八）　余等の臨躰例

　第1碗　片○貫○　男　33歳。初診　昭和4年4月17日。

　本例は下顎右側化膿性智歯周園炎に纏護せる下顎骨骨髄炎脛過中に放線歌菌症を併獲し，入

院後42日目に夕個悪i道穿孔を來せり。ヂ

　主訴　右側顔面示申経痛様劇痛，牙關緊急，腫脹及び高熱。

　臨往症及び現病歴大要　既往に於て耳疾患に罹患せし事なしε云ふ。約1週間に亙り右側顔面

に劇痛嚢作し，堪へ難きにより某歯科讐の診察を受けしに，三叉紳経痛なりざて内服藥を投與

せらる。患者は藥剤師にして後には自身調剤服用せしも疾痛緩解せす，獲熱39度内外に及び

加之牙關緊急及び頬部の腫脹著しく増悪し來れるを以て，某内科及び紳経科署，更に他の歯科

讐の診察を受けしに，3讐師共に三叉神経痛ざ感冒の合併症ならんミの診断なりきざ云ふ。高

熱，劇痛，牙關緊急，嚥下時疹痛依然ミして甚しきを以て來院し治を乞ふに至れり。

　現症大要　禮温39度1分，脈搏95を算し，劇しき悪寒戦慎あり。患者は週絵に渉る劇痛，

睡眠不足，食物囁取不能による榮養障碍ミの爲，全身著しく衰弱し苦悩の歌顯著なり。右側顔

面には側頭部より下方下顎隅角部に至る彌蔓性腫脹あり，’爲に右側眼裂は左側の約牛ばに過ぎ

す。牙關緊急は高度にして上下前歯間約1mmを開き得ろに過ぎす。下顎右側智歯は不完全に

出齪し，化膿性周園炎を件ひ第二大臼歯ざ共に弛緩し打診に封し鏡痛を訴へ短濁音を聴取し得。

尿検査を行ひしに蛋白，糖蛇に「ヂァヅ。」反慮共に陰性に終れり。

　内科診断　右側肺下葉氣管枝「カタール」（中等度）。薗科診臨　下顎右側化膿性智歯周園炎に縫

登せる下顎骨骨髄骨膜炎。

　虚置及び維過大要　以上の症歌及び診断により印時入院を命じ手術を施行せりσ然れ共腫脹は

依然ミして減退せざるのみならす劇痛及び高熱持綾し，高度の牙關緊念も亦緩解せす，約10日

を経過せるも重症骨髄炎に共通なる歯牙の動揺は毫も之を呈せす。爾後腫脹の型は攣じて浮腫

性ミなり，一部に於て硬結を生じ醐木所見は所謂急性「アクチソミコーぜ」を思はしむるに充分

なるも，膿汁の鏡検及び培養は共に陰性に終れり。入院後21日目に再検査培養を行ひしも再

び陰性なりき。

　血液検査の結果・赤血球4，400，000，白血球12，700印ち白血球増多症を示し，高度の淋巴球

二減少症あり，桿駄核型拉に幼若型，骨髄細胞著しく増加せり。

　其問患側顎下部，耳下腺部，側頭部に切開を加ふる事3度に及び，入院後40日にして咽頭痛
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及び患側耳痛を訴へ，翌日其疹痛は劇烈さなり耳鳴亦強く輕度の難徳を來し，耳翼附著部稽㌃

腫脹し墜痛あり。乳階突起部には腫脹，歴痛等なし。翌日突如ミして右耳より膿汁を排泄し圃

時に疹痛止み，一般症歌も亦著しく輕快せり。

　外聴道所見　膿汁を清拭し耳鏡検査を行ひしに，外聴道前下壁は一般に腫脹，登赤し，鼓膜

の前下方約3mmの部に痩孔を認めたり。清息子を以て検せしに骨壁に燭るあ感あり下顎蓮動

を命ぜしに，之に俘ひて間歌的に排膿せるを認む。膿汁は稀薄にして粘液を含ます。鼓膜には

穿孔無きも叢赤し血管怒張せるを認む。松本本松博士（耳鼻科）の來診を乞ひしに恐らくは歯性

の外嘉道穿孔拉に叢赤なるべしミの事なりき。

　外聴溢に封しては，悔日1乃至2同「リバノール」，瑚酸水等を以て清漂し，乾燥「ガーぜド

レーン」を施し，排膿を障碍せざる檬努力せり。、

　斯くして入院後51日目に探取せし材料より，初めて放線封犬菌を謹明し得たり。此問熱型攣

じて「チフス」を疑ひ得るに至り弛れば池谷教授（内科）の診査を受けしめ，同時にウ，ダール反

慮，膿汁培養等を行ひ旗るも何れも陰性に終れり。入院後48日目より放線状菌に封する「レ」線

放射i療法を開始し，一方には「アンチヴィルス」療法，「ヨードカリ」療法，外部切開等を施行せ

しに，日を経るに從ひ漸次諸症駄輕快し，一方原病竈の輕快ミ共に外嘉道に於ける排膿も亦止．

み，痂皮を形成するに至れり。聴力には攣化を來さ穿りき。

　第2例　鈴○富○　男　22歳。初診　昭和5年7月6日。

　主訴激烈なる頭痛，劃抜歯創より顔面部に亙る瀞経痛様疹痛及び不眠。

　臨往症及び現病歴大要患者生來健康にして耳疾患を経過せし事なし。約10日前型仁疹痛を畳

へ漸次増悪の傾向あり，3日後某歯科讐の下にて抜去手術を受けしも，其後瘍痛は依然ざして

止ます，且疹痛は右側顔面牟部に放散し漸次顧頂部に及ぶに至れり。患者は不眠，謝薗に耐へ

ざるため鎭痛催眠剤の蓮綾内服を試みたりざ云ふ。

　現症大要　禮温37度1分，脈搏80（連日の鎭痛剤服用の爲め不正），禮格中等度，顔面には腫

脹等を認めざるも著しく蒼白にして憔1陣の歌顯著なりき。

　開口歌態正常にして型部に抜歯創を認め，當該歯齪粘膜は暗赤色，輕度の腫脹を呈し頬側に

於て僅に厘痛存す。抜歯窩内には帯黄褐色の骨壁を認め，極めて少量の悪臭ある膿汁を排泄

す。雨隣在歯は骨植強固にして打診に封し疹痛等なく打診音亦正常なりき。右側扁桃腺租支登

赤せり。

　以上の如く，疹痛以外には局所拉に全身に著明の攣化無かりしが故に，「エタイノキシール1

を投與し，2，3日経過を観察せしも依然εして疹痛去らす，其間禮温は37度前後を動揺せり。

11日に至り患者不安の爲入院せり。

　診断　急性化膿性上顎骨骨髄炎？

　虚置及び維過大要　入院直後血液検査を行ひしに次記の結果を得たり。
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　　赤血球　5，496，000

　　「ヘモグロビン」，ザーリー氏105，補正慣131％

　　白血球　9，400

　　　　　　　「モノチーテン」　　　　　　　　　1・6％

　尿検査に於ては蛋白，糖共に陰性なりき。入院翌日に至り牙關緊急起り1指横径を入る》に

過ぎざりき。右側扁桃腺は腫脹登赤し，髄温は俄然39度6分に上昇し輕度の悪寒あり，同日

より輕度あ磯症歌を呈せり。抜歯窩内には依然ざして少量の排膿ありたり。入院3日目には膣

温は38度乃至39度3分の間を上下し，4日目に至り』劃副劃の弛緩動揺起り，當該軟組織に

も亦高度の急性炎症症歌を呈し來れり。依つて即時抜去手術を行ひしも排膿を認めざりき。

　同日午後に至り突然右耳より耳漏を來せり。膿汁は黄緑色にして血液を混す。耳鏡検査に於

て鼓膜の穿孔，鴇畿赤及び肥厚を認む。乳嚇突起部には墜痛存せり。耳科讐の來診を乞ひしに本

症は急性化膿性穿孔性中耳炎なり。然れさも恐らくは歯性炎症に縫嚢せしものならんεの事な

りき。更に数時間を経て悪寒戦懊を俘ひ禮温40度5分に上昇せり

　6日目には扁桃腺周園膿瘍の切開を行ひ多量の濃厚なる膿汁の流出を來せるも，症封犬依然こ

して瞼悪，耳科的手術の必要上同日某病院に轄院，皇口時中耳炎の手術を施行せられしも，同夜

より磯症歌盆≧著明ざなり3日にして途に購膜炎にて黄泉の客ざなれり。

　第3例　伊○光○　男　20歳。初診昭和5年7月12日。

　主訴右側顔面の腫脹，痺痛，牙關緊急。

　莇往症及び現病歴大要　患者生來健康にして嘗て耳疾患に親しみたる事なしε云ふ。約10日前

より”司に疹痛を豊へ某歯科讐にて治療を受けしも緩解せす，口膣底及び頬部に腫脹を來し高度

の襲熱を俘ひ一般状態増悪せしにより來院せりミ。

　現症大要　膿温37度3分，脈搏80，連日の苦・藺ミ睡眠不能の爲著しく憔悼す。牙關緊急は辛

ふじて1指横径を入れ得る程度なり。患側下顎隅角部を中心に耳下腺部及び口腔底に渉り著明

なる腫脹を呈し・口腔底は緊張し中心部梢㌃登赤し厘i痛甚しく波動を鯛知し，顎下淋巴腺著明

に腫大す。口腔内は不潔にして歯石，歯垢の堆積甚しく口臭亦頗る甚し。舌下部は堤封犬に浮腫

を來し二重舌を呈す。司は鯖蝕3度にして周を中心に前方は回，後方は「に至る迄動揺を來し，

打診に封し濁音且劇痛を訴へ當該歯齪部は暗赤色を呈し，腫脹し司歯頸部より排膿を認む。右

側扁桃腺に輕度の腫脹叢赤あり。

　診断　周に因する急性化膿性下顎骨骨髄炎兼口腔底蜂案織炎。

　虚置及び脛過大要帥時入院を命じコより図に渉る右側下顎全歯の抜去手術を施行せり。其の
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後禮温は38度乃至39度の間を上下し，毎日「トリパフラヴィン」注射を行ふ。入院3日目に口腔

底の切開手術を行ひてより諸症一時輕快せしも，12日目に至り俄然増悪し，踵脹は下顎枝及び

側頭部に及べり。一方口腔内に於ては扁桃腺周園膿瘍を形成せしを以て16日且に切開排膿せ

しめたり。21日目に腐骨の一部を摘出せり。

　口腔内及び外頬部切開創よりは，排膿著しく，咽部より消息子を以て検せしに，下顎枝の外

側に於て廣く骨膜剥離せるを知れり。其後側頭部の腫脹は漸次眼案に波及せり。32日目頃より

右側耳痛及び耳鳴を訴へ耳翼稽ヒ前方に聾立するの感あり。耳翼の牽引，耳珠の歴迫及び咀囑

蓮動等によりτ疹痛は増劇す。耳翼附著部に厘i痛あり乳騰突起部に1ま歴痛なし。次いで2日後

に至り右耳より耳漏を來し，一般症歌著レく緩解せり。

　膿汁を清拭し精査せしに外聴道骨部に於て鼓膜より約1cmの前下壁に痩孔あり，硝く稀薄

なる膿汁排泄せるを認む。窄孔部の附近は租支登赤腫脹し凹凸を呈すれさも鼓膜自身には異常

なく聴力障碍なし。其後局所は縄へす膿汁に浸漬せられ不良肉芽増生し爲に外蕪道の殆んさ全

部閉鎖せられ，僅に上壁ミの間に牛月駄室隙を残すのみさなれるを以て肉芽を掻把除去せり。

41日目に患側頸部に流注膿瘍を形成せり。爾來良好の経過を綾け48日にしで退院せり。其

後原病の輕快ミ共に外聴道痩孔も亦閉鎖し疲痕を形成して全治ギリ。嘉力には何等の異常をも

來さ攣りき。

　第4例、岩Q巖男　33歳。初診昭和5年8月4、日。

　主訴劇痛，高熱，牙關緊急。

　臨往症大要　患者は胃下垂症あるも他に著患を知らす，嘗て耳疾患を経過せし事なしざ。

　現病歴大要以前より周部に慢性炎症あり約10日前より該部に急性登作を來し某歯科馨の治

療を受け居りしも増悪する傾向あり。高熱，牙關緊急，局所の劇痛に堪へす來院せりミ。

　現症大要　禮温38度9分2脈搏72（軟脈），禮格中等度，榮養稽≧不良，苦憎の状甚しく頬部

皮下脂肪は著しく減量し皮膚弛緩，顔面憔埣の度甚し。患側下顎隅角部を中心に顎下部より側

頭部に及ぶ禰蔓性浮腫性腫脹あり。

　隅角部に於て浸潤硬結甚しく波動を鯛知す。瞳孔反射梢ヒ弱く，牙關緊急は1指横脛にして

図は不完全に出齪む，周園軟組織，下顎枝及び扁桃腺部に著明の急性炎症症状を呈し懸塞垂は

健側に歴排せらム。周遠心側盲嚢より排膿あり。

　診断　周に因する急性化膿性下顎骨周薗蜂案織炎兼扁桃腺周園炎。

　虚置及び脛過大要　即時入院，血液検査拉に手術を行ふ。血液検査成績次の如し。

　　赤血球3，980，000

　　「ヘモグロビン」　ザーリー氏60，’補正償75％

　　白血1求　23，660

　　　　　　睡好穎細球鰐饗田雛1髪｝8鵬
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　　「エオジン」嗜好白血球

　　盤基性嗜好白血球
内澤

　
　
／　　淋　巴　球

　　「モノチーテン」

　　「プラスマ」細胞

0

0・2％

9・2％

2・2％

0・4％

にして高度の白血球増多症，中性嗜好頼粒白血球増多症，淋巴球減少症蛇に中等の赤血球の減

少あるこさを知れり。

　直ちに下顎隅角部を切開せしに深部膿竈より多量の濃厚なる膿汁（血液を混す）を排出せり。

骨膜は廣き範園に渉り剥離し居れり。試みに「ゾンデ」を入る〉に咬筋粗髄部より下顎枝に沿

び，約5cmを描入し得たり。

　手術終了後「トリパフラヴィン」10ccの静脈内注射拉に「カンフルロヂノン」500　ceの皮下注射

を施行せり。

　其後一般症状は輕減せしも，側頭部の腫脹は滑退せす。入院後3日目に右側の耳痛及び耳鳴

あ婿ヒる後に突如ミして右側の耳漏を來せり。依つて外耳を清拭し耳鏡を以て検査せしに外聴

道深部鼓膜の前方約5mmの前下壁に穿孔せるこざ認めたり。鼓膜には損傷なきも充血を認

む。外聴道皮膚面は一般に腫脹登赤し下顎の運動に件ひて排膿の量を増加すろを見る。乳嚇突

起部には異常なし。療法前述の如し。爾後経過良好にして16日にて退院せり。其後約1週間

にして耳漏止み漸次搬痕を形成し治癒せり。

　第5例　尾○修　男　5歳。初診昭和5年8月11日1

　主訴　高熱，疹痛，牙關緊急，顎下部腫脹，悪寒戦懐及び下痢。

　家族歴及び翫往症父母共に健在，兄は2人ありしも1人は5歳の時「ヂフテリー」にて，他は

4歳の時急性肺炎にて共に天折せり。其他遺傳的疾病なし。患者生來腺病質にして健康ならざ

ゐも嘗て耳疾患を経過せし事なしさ云ふ。

　豊往症大要　約10日前より高度の下痢を來し，水檬黄緑色不潰化便にして1日，「－7乃至10

同に及びしさ云ふ。斯くて小見科署の診査を受け居りしに其後4日にして巨mに劇痛を來し，

叢熱40度に及べりミ云ふ。後2日を経て小見科讐は當該部の齪頬移行蔀に切開を加へたるも，

依然ざして症状緩解せす。某歯科讐を経て當院に來れるものなり。　　‘

　現症大要艘温39度4分，脈搏128を算し結滞あり微弱なり。禮格，榮養共に不良，高度の

下痢，食餌囁取障碍，劇痛，ネ眠に依り顔面蒼白を呈し，甚しく憔惇し衰弱著しく殆さ無力状態

なり。瞳孔反射は僅に存す。下方は患側下顎隅角部より顎下部及び頸部に渉り，上方は耳下腺

部に至る迄彌蔓性高度の腫脹あり。顎下部は緊張殊に甚し。僅かに登赤し硬結あり波動を鰯知

し得。牙關緊急は牛指横脛なり。巨mは騙蝕3度にして其齪頬移行部に約1cmの切開創あり。

之より少量の排膿あり。歯牙は「5噂m匹m匿m回m「rmコ血は共に高度に弛緩動揺す。「ζm最も
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甚し。當該歯銀部は暗赤色を呈し腫脹す。舌下部に堤月犬浮腫あり，患側扁桃腺は大豆大に腫脹

叢赤せり。顎下部の試験穿刺によりて腐敗性膿汁を吸出せり。尿検査に於ては蛋白陽性．糖，

「ヂアヅォ」反慮は共に陰性なりき。

　診断　匠mに因する急性化膿性下顎骨骨髄炎兼口腔底蜂案織炎。

　虚置及び経過大要　自P時入院，コ］m［τm阿m匿m［πml5mの抜去蚊に骨膜炎の手術を施行せ

しに，下顎枝内側の骨膜は廣く剥離せられ，骨面は約4cm露出せるを知れり。翌日更に顎下部

の切開を行へり。全身的には「カンフルオレーフ」油，「カンフルロヂノン」等を注射せり。熱は39

度内外の稽留熱を示し，脈搏130乃至140を算し微弱且結滞あり。黄緑色にして粘液を混じナこ

る不清化便頻々ε襲來す。患者は爲に憔警甚だしく豫後不良なるに非ざるかを思はしめたり。

此下痢は歯性炎症に基く毒素の吸牧による所謂中毒性下痢なり。

　耳下腺部の腫脹は側頭部，眼案周園及び顧頂部に籏大し，更に進んで反封側の額頂部に至る

帯歌浮腫εなりしも幸にして漸次清退せり。

　入院後3日目に扁桃腺周園膿瘍を形成せるが故に之を切開せしに多量の濃厚なる膿汁を排出

せり。爾來一般症状稿支輕減し，熱は37度4分乃至38度4分の間を上下するに至れり。

　斯くして9日目頃叡り左耳痛を訴へ11日目に突如ミして左側の耳漏を來せり・膿汁梢≧多

量，帯黄色にして悪臭あり。清拭し検査するに外聴道は一般に登赤し，殊に下壁は凹凸不李に

して鼓膜の前方約3mmの前下壁に痩孔を認め，下顎蓮動の都度問歌的に排膿するを認む。鼓

膜は充血し血管怒張著明なり。外聴道穿孔塵置は耳鼻科松本博士圭さして之を行へり。

　17日に下顎骨正中部位より隅角部に渉る大なる腐骨を摘出し，顎間固定を施行せり。入院後

38日にして退院せしめナこり。

　其後約1ケ月を経て下顎左側顎骨訣損部に骨様硬度のものを燭る》に至りしを以て「レ」線検

査を行ひしに，此硬固物は顎骨下縁部に叢生せし約3cm長の新生骨なるこさを知り得たり。

　爾來排膿を績くるこミ約2ケ年及び，其間数同小骨疽片を摘出せり。耳漏の全く止み弛るは

穿孔以來約2ケ年後なりき。

　第6例廣○潔○男34歳。初診昭和6年1月29日。

　主訴右側顔面の腫脹，疹痛，高熱，牙關緊急。

　現病歴大要　翫往に於て耳疾患に罹患せし事なし。本症の初襲は約15日前なり。自ロち周部に

劇痛を箆え，當該歯牙周園軟組織に腫脹を來し，漸次外頬部へ波及するに至りしを以て某讐の

下にて治療を受けしも諸症却つて檜悪する傾向ありたりε云ふ。約10日後口膣内より切開を

受けたり。然るに腫脹は却つて右側耳前部，側頭部拉に眼案に及び高度の牙關緊急威立し，疹

痛は盆漠度を加へ月連日に渉り30分内外持績する悪寒戦慎ユー2回宛來襲し苦痛堪岱ざるが

’故に同讐の紹介にて來院せるものなり。

　現症大要　艦温40度2分，脈搏113（硬脈），艦格偉大なる男子なり。連日に亙る不安不眠，
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疹痛及び牙關緊急に件ふ食餌擁取不能の爲め顔貌縢埣，疲勢困慧の状著し。側頭部，眼瞼及び

耳後部には境界不明な1る俘腫あり，眼球蓮動鈍なり。

　腫脹は礪蔓性高度にして右側下顎隅角部を中心ざし，下方は顎下部及び頸部に，上方は耳前

部及び下眼案部に及び皮膚は著しく鮮紅色を呈し，緊張し光輝を帯び一見丹毒を惟はしむ。鰯

る呉に熱感あり，頗る鋭痛を訴ふ。試験穿刺により微量の腐敗性膿汁を謹明せり。

　口腔内所見　牙關緊急約1指横径，口氣悪臭あり，唾液中に帯黄色の膿汁を混す。図は蠕蝕

4度にして歯冠の大部崩壌し，且弛緩動揺し，同歯頸部蚊に図の後方約］cmの部の切開創縁

は既に壌疽に陥り排膿を件へり。當該部軟組織，軟口蓋及び扁桃腺は何れも著しく腫脹登赤

し，歯齪及び舌は共に帯黄灰白色の苔を以て被は為。図齪蝉移行部には歴痛なし。「職ま共に

骨植強固なるも、齪頬移行部に輕度の歴痛あり。

　診臨　右側下顎智歯に關聯せる顎骨周園蜂案織炎兼顔面丹毒。

　虚置及び脛過大要　印時入院を命じ，血液検査を行ひしに

　　赤血球敷　4，412，000

　　「ヘモグロビン」　ザーリー氏，80補正憤100％　　　　　　　　・

　　白血球数　16，000　　　　　　　　一

　　　　　　謄鰐欝1懸灘聯1：拷
　　　　内課

　　　　　　淋巴球　　　　　　　10・4％
　　　　　　「モノチーテン」　　　　　　　　°　　　　　　6・0％

の成績を得たり。即ち白血球増多症，核左方移動，淋巴球減少症等は何れも甑述症候ざ一致す

るが如きも，術仔細に観察するに局所所見に比し，血液所見輕きに過ぐる感あり。蓋し丹毒の

併嚢に基くものならん。

　図の抜去手術施行，外頬部にクレーデ氏軟膏塗布，冷器法を施し「ウロトリン」の静脈内注射

を行へり。艦温依然ざして38度乃至40度の間を動揺す。翌日右側下顎隅角部に約3cmの切

開を加へ，少量の腐敗性膿汁を排出せり。自磯痛租ヒ緩解せしも側頭部に於ける腫脹は却つて

檜加し眼裂は爲に殆んさ閉鎮するに至れり。入院後3日目に更に顎下部に切開を加へ排膿を計

れり。一方眼案部腫脹は増悪し鼻根を超へ左側眼案周園に波及せり。此頃より腫脹は特有なる

凸隆を示し上方は前額部より顛頂部へ，叉鼻翼を超へ左側に及び叢赤，熱感あり歴に封し鏡痛

を訴へ臨林上顔面丹毒を疑ふに充分なる症状を呈し來る。熱型は依然さして攣化なく局所蚊に

一般状態極めて不良にして敗皿症・磯膜炎，磯膿瘍二を懸倉せしむ。其間顔面・頭部に切開を加

ふる事9同に及び漸次良好なる経避を取るに至れり。然るに入院後26日目夜牛より禮温再び

39度に上昇し耳鳴を畳へ右側耳下部に劇痛を來し同夜突如ミして外聴道より排膿するに至れ

り。同時に痺痛は消失せり。



幽 遠藤・伴・俘一歯性外賠造穿孔の11例に關する臨抹的襯察 362

　外賠道所見　外聴道軟骨前壁は著しく腫脹畿赤し，後壁ざの間に牟月歌室隙を形成し鼓膜よ

の約1．5cmの前壁に痩孔を形成す。鼓膜には異常を認めす。　　　1

　第7例　末○花○　女　21歳。初診昭和7年9月19日。・

　主訴右側頬部の浮腫性腫脹，牙關緊急。

　現病歴大要約40日前より右側頬部に腫脹を來し，1週間後歯科讐を訪ひ加療を受けたり，

官嚢痛は輕微なるも経過思はしからす，同氏の紹介にて來院せり。　　　　　　し

『現症大要　艦温36度9分，脈博126，榮養膿略雨等度なり。顔貌を覗診するに右側頬蔀に下

顎隅角部を中心ミする禰蔓性腫膿を認む。此腫脹は上方は耳下腺部よ6下方は下顎骨下縁，前

方は口角部に及ぶ。自嚢痛は輕微なるも歴痛あり6牙關緊急は1指横脛硬固なの。口膣内を硯

診するに，図は未だ出齪せす，罰の1銀頬移行部には流注膿瘍を形成し排膿あり。同膿汁中より

放線状菌塊を得，鏡検するに放線状菌を認む。「レントゲン」診査により万1図の根端部に嗜影

を認む。爾患者は妊娠7ケ月なり。

　診断　下顎骨放線状菌症。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　虚置及び維過初診3日後図の抜去手術を行ひ「タンポン」を施ぴ沃度加里療法，「ジントゲ

ン」線療法を始む。10日目に右側下顎隅角部に膿瘍形成せしを以て切開排膿し「ドレーン」を施

す。其後右側外耳周團に腫脹を來し，恨瞼浮腫を件ひ，鼻翼叉腫脹す。依つて10月4日入院

を命じたり。下顎隅角部膿瘍は自潰排膿し，右側頸部膿瘍は之を切開せしに多量の放線状菌塊

を有する濃厚なる膿汁流出せり。10月20日退院，其後，同側頸部，隅角蔀，耳下腺部，外耳

宜前等へ膿瘍を形成し，切開或は自潰して排膿せしも11月15日何等の前騙症｝i犬ミ認むべきも

のなくして突然外聴道に自潰排膿せり。次で側頭部に膿瘍形成せしを以℃再び11月26日入院

し切開排膿せしめたり6此間各創面の洗瀞，「タンポン」交換等は勿論，派度加里蚊に’「ジン峯

ゲン」線i療法を績行せり。12月6日某病院産科に轄院し男子分娩，母子共に健全b12月27旨

再來，外聴道より爾排膿を認めたるも，翌年3月14日の診査に際しては外聴道には膿汁を認め

ざるに至れ転然れ共顔面他部には爾痩孔存せり。同年4月22日全治。

　第8例望○菊○女　6歳。初診昭和8年11月13日。

　主訴右側下顎隅角部を中心ミせる瀦蔓性腫脹1泣に顎下淋巴腺部切開創よりの排膿。

　自雅症及び現病歴大要本年2月初旬肺炎に罹患。次で右側顧額部の腫脹，自登痛のため切開手

術を受く。同7月再び同部の腫脹を來し，8月20日前記顎下淋巴腺部に切開を受けたゐも排膿

なく，9月に至りて同部より排膿を來し，11月3日司m舌側切開創より腐骨を除去せりミ。

　現症大要　膣温37度3分，脈搏120，全身的所見は梢支倦怠感あれさ内科的に著攣を認めす

言（内科池谷博士診察）。顔貌を親診するに右側側頭部，同下眼案より下方は顎下淋巴腺部に亙

’り下顎隅角部を中心させる禰蔓性腫脹あり，同隅角部に於て波動を鯛知し得，側頭部友び下顎

隅角部にはそれぞれ約2cm及び3cmの切開創あり後者よりは排膿を認め，1肯息子によりて腐
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骨を鯛知し得。口膣内を診査するに司m歯歯艮部より排膿あり，司は未だ出齪せす。∫レントグ

　拍線検査により右側下顎隅角部及び關節部に暗影を認む。

　診断　下顎骨慢性化膿性骨髄炎。

　虚置及び経過大要第1同入院11月13日より同18日迄。其間司の抜去手術をなし封症的塵置

を綾行したるに経過良好なり「き。其後再び11月27日より2日間入院し右側外頬部の切開を行

ひ多量の排膿を見たり。

　翌年4月11日突然右側外聴道の穿孔を來せり。依つて3度入院し外蝉部より腐骨除去手術

を行ひし経過良好にして退院し其後は外來ざして治療せり。

　第9仰柴○節○女7歳初診昭和9年12月13日．

　主訴左側顔面の腫脹，疹痛。

　現病歴大要約10日前より全身不快感あり。2日後疹痛起りτ左側頬部輝脹を件ひ禮温38度

乃至39度の間を動揺，睡眠障碍に苦む。依りて歯科馨を訪ひ切開手術を受けたるに諸症一時輕

快せしも其後再び檜悪し更に切開手術を受けしも排膿なく症状輕快せざるを以て來院せりざ。

　現症大要　艦温38度9分・脈搏144，榮養，禮格共に牢等度，顔面は左側牛面に腫脹あり緊

張し，歴痛甚しく，浮腫性腫脹は上方は側頭部に及べり。牙關緊急は1指横脛。匠は薗離虫3度

にして弛緩動揺し其後方の切開創よりは排膿あり。置mは残根なり。，

　診断　左側下顎骨急性化膿性骨膜炎。

　虚置及び維過大要即時入院を命じ，匠m「じの抜去手術を行ふ。翌日左側耳下腺部の腫脹益く

加はり，爲に左側眼裂は右側に此し著しく小ミなれり。「コクチゲン」の注射を始む。入院3日

目左側耳下腺部の腫脹一層高度ミなり緊張著明なり。依つて該部の切開手術を施行せしに，多

量の排膿を得たり。其後抜歯創虹に外部切開創より多量の排膿ありしも漸次経過良好にして入

院11日にて退院，外來にて治療中左側外聴道穿孔を來せり。

　第10例白○保○男50歳。初診昭和10年9月6日。
　雲訴　抜歯後疾痛。

　自雅症及び現病歴大要　約4年前腹膜炎を経過せし他特記すべきものなし。初診前約1ケ月引、

笥の疾痛及び同頬側歯齪部の腫脹を來せしも自潰し自然治癒せりざ。5．日前該歯の加療のため

歯科讐を訪ひしに「保存困難なる歯槽膿漏なり」ミて抜去せられ旗り。手術後2日にして叢熱，

悪寒戦懐を件ひ隣i在数歯の弛緩動揺，疹痛を惹起し睡眠障碍にて苦しみたリミ。

　現症大要　禮温37度，脈搏114，騰格中等度，顔貌は蒼白にし工睡眠障碍の爲梢ヒ憔埣し皮

膚漁潤せり。右側下顎隅角部を中心ミせる浮腫性腫脹及び僅微なる嚢赤あり。輕度の歴痛を訴．

ふ。同側顎下淋巴腺の腫脹は比較的輕度。牙關緊急は1指横径にして右側下唇の麻癖を訴ふ。

口腔内は著しく不潔にしてコー司に亙る各歯は弛緩動揺高度にして打診に封し鏡痛を訴へ該蔀

歯齪は腫脹，登赤し汚繊なり。口腔底及び顎間鍛嚢部には登赤及び輕度なる俘腫を認む。自登

痛は比較的輕微なり。
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　診断　急性化膿性下顎骨骨髄炎。

　虚置及び経過大要　鄙時入院，到一ηの抜去手術を行ひ廣く骨膜を剥離し以て充分なる排膿を

計れり。爾來蓬日経過良好にして入院8日にして退院し外來さなりしが，退院後十数日にして

再度右側下顎隅角部に彌蔓性腫脹及び歴痛を訴へ波動を燭知するに至れり。試験穿刺により少

量の濃厚なる膿汁を謹明し得，中に穎粒様物質を認めたり。細菌検査により放線歌菌を検出せ

・り。弦に於て

　診断　下顎骨放線状菌症。

ミ診断し退院後18日にして再入院せしむ。

　當時の症欺　禮温37度6分，脈搏96，全身状態比較的良好。牙關緊急増悪し開口杢く不能ε

なり，炎症は反封側に迄波及し「「「牙匿巨は高度に弛緩，舞踏状蓮動をなし，疾痛甚しく歯齪痩

より排膿著し。右側下顎枝に明らかなる炎症症状を認む。

　虚置及び維過大要右側顎下部の切開を行ひ得たる膿汁を培養したるに放線状菌を謹明せり。

依つて沃度「カリ」療法，「トリパジラヴィン」，「コクチゲとi注射等を行へり。

　爾來一進一・退後，漸次檜悪せるを以て，順次右側耳下腺部，下顎隅角部，右側頸部等の切開

を行へり。唖 ﾄ入院後30日目より右側耳痛起り，右側外聴道の獲赤，腫脹を認むるに至れり。

該耳痛を訴へてより5日を経て，眼畷部及び下屑部の浮腫増悪し，額骨部に自潰排膿し，同時

・に外聴道下壁に自潰排膿せり。

　此日行へる第2同血液像検査成績次の如し。

　　赤血球　4，112，000

　　「ヘモグロビン」　ザーリー氏62，補正償77・8％

　　白血球　17，600

　　　　　　中騰粒鰯欝饗田霧翻8脇

畔槻｝ぐ鰍　蠣
にして高度の白血球檜多症，淋巴球減少症を示し，且核の左方移動著明なり。

　次いで扁桃腺腫脹に因ぢ嚥下障碍起り，額骨部より側頭部に渉り浮腫性腫脹を來し途に膿瘍

を形成せり。依つて瀕骨弓下縁を切開せしに多量の排膿ありしを以て浦息子を入れ検せしに外

藍道痩孔に通ぜるこさを認めたり。

　第2回検査後10日目に行へゐ第’3向血液検査成績は次の如し。

　　赤血球　3，800，000

　　「ヘモグロビン」　f一り一氏　65，鴨補正償　81％

　　自血球　19、000
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　　　　副燃器轡ll；霧擁　』

　　　　　　｛
　　　　　　淋　巴　球　　　　　　　　　　　6・0％

　　　　　　　「モノチーテン」　　　　　　　　　　　　3・5％

　帥ち第2回成績に比し白血球櫓多症，淋巴球減少症共に一層高度ざなれるを知る。加ふるに

核の左方移動も亦一層著明ミなり27％を示せり。此像は所謂承血症を疑ふに足る。爾來病症

逐次悪化し，切開創は乾燥し，昏睡状態に陥り，尿失禁，嘔吐，筋肉痙攣相踵いで起り瞳孔反

射微弱さなり，最後に頸部強直，ケルニ。ヒ氏症歌起り，贈膜炎のため11月22日，再入院後

45日目逡に白玉櫻中の客ミなれり。

　第11例　高0貞○　男　27歯。初診昭和11年5月24日。

　主訴　左側顔面の浮腫性腫脹，高度の牙關緊急。

　現病歴沃要　初診前約2ク月牟より左側外頬部に腫脹を來し漸次開口障碍加はりて1指横径

を開口し得るに過ぎざるに至れり。其後約1ケ月を経て某病院にて前後2同に亙りて左側顎下

部に切開手術を受けたるも症状輕快せざるを以て來院せりミ。

　現症大要艦温37度5分，脈搏84を算し全身著しく疲勢嚢弱す。顔面は梢丸貧血し左側顔

面に俘腫性腫脹あり・側頭部には波動感を醐知し得。左側顎下部に妹約2cm及び3cmの2切

開創ありて排膿を認む。牙關緊急は高度にして牛指横脛を開き得るに過ぎす。左側下顎智歯の

出齪歌態は正常なるも其周園より排膿せり。

　診断　化膿性下顎智歯周園炎に纏叢せる放線状菌症。

　虚置及び維過大要封症療法ざして口腔内拉に外部切開創の洗鋒を行ふざ同時に沃度「カリ」療

法，「イオン」療法を纏績せるも排膿依然ミして持綾し，極めて硬固なる牙關緊急は毫も輕快せ

す，側頭部の腫脹漸次増悪せるを以て7月2日入院せしめ，切開を施せり。師ち側頭部に約3

℃mに亙る切開を行ひしに，多量の濃厚なる膿汁を排出せり。同月6日より外來ミなり前同檬

封症療法縫績中，同月24日に至り突如ミして左側耳漏を來せり。

（九）綜括

　1余等の経験せる歯性外聴道穿孔症例は，昭和3年4月より昭和11年5月に至る8ケ年強

間に合計14例に及べり。

　皿　穿孔は何れも急性顎骨骨髄炎，顎骨骨膜炎，顎骨周園蜂案織炎或は顎骨放線状菌症の経

’過中に成立せり。

　皿顎骨放線状菌症は合計7例に及びしが，是等7例は何れも所謂急性型「アクチノミコー

ゼ」の症候を以て初叢し來れるものか叉は経過中に於て急性顎炎の症候を嚢せるものふみにし
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て，慢性型自口ち「アクチノミコーゼ」の定型的症候を以て経過せる症例の経過中に，外蕪道穿孔

を來せしは1例もなかりしは臨休上注意すべき事項の一ならん。・

　IV　穿孔を件へる放線歌菌症7例中・1例は敗血症を綾登し1、．1例1ま頭蓋申今鮮痔を績登し

て共に死亡せるも，残鯨の5例は全治せり。．　　　・　　　　　〔，．

V・4例中・・例は輯に熱し・頭蓋船併嘩併郵死亡せり・恥合計蹄唖は死Fし・

残飴の11例は全治せり。

lVI　13例は下顎の顎炎の騨中畷し・、1例は上顎第一大晒の抜去に羅辮せり・而して下

顎額炎のi3㌧例車∴ケ例1ま智鯨ヒ初褒し，2例は下顎乳臼歯1ご初登し，3例毬第一二大臼歯に，1

例は小臼歯に勧登せり。帥ち50％強は智歯，22％強は第一大臼歯に由來する下顎顎炎の経過

申に登せり。　　　　　　　　“

　V皿穿孔部位の關係より嘉力障碍を招來せし症例は1例もなかりき。

皿大齢於て重症顎炎の経過中に穿孔するは事實なるも・糊的緋曳從づ磁血症の

下に死の轄録を取りたる揚命にも尚耳穿孔を來さ穿るこミ多し。故に穿孔を俘ふこ章妹必すし

も重症顎炎を意味せす。．

’ix概括的には下額枝を廣く侵したる骨髄炎の経過中に穿孔を招來するこ電多し。

x穿孔嚇嘩佛匹鴨聯鵡耳榔烈噸關鞭附近瞳勲訴へ限局’
性有痛性腫脹を件ひ，蒔ミしては3－5’日に亙る7過性の高熱を件ふこミ多きが如きも確實な

ら｝墨。磯つて穿孔を完杢に豫知渠1ま豫防するこεは頗る困難訟り。

XI穿孔を來せ場合にても，髄片餌内に分離し剰ざる限りは源病燭舗炎症の

全経過は，穿孔を件はざる一般の症例の揚合ミ殆津同様なり。，

　　　Verf．，begegnete　erstmalig　im　April　1928　einen　Fall　von　Perforation’dehta16n　Ursprung　am

琶ussere。　H6。宮。ng．　Di・・e　P・・f・・ati・n，　we1・h・i・der　bi・h・・ig・・Lit・・at・・n・・h・i・ht　b・・ch・i・b・n

　wor4eh　4st；konnte　Verf．　bis、　Mai　1936　an・14、Fallen　verfolgen　und　mit　Erfolg　behandeln．　Vop

　diesen　14　F註llenzeigten　nur　ll　F乞lle　einen、verschiedenartigen　Verlauf．　　　　　ご

　　『bie　Perforation　a血ausseren　H6rgang　entsteht　imm6r　im　Verlaufe　der　Periostititis　des　Unter－

・ki。fer，，0、t。bmシ。1iti・d・・U・t・・ki・fer・，　perim・・dib・1五re　Phl6gm・n・・der　Akti・・myk・・e　d・6　U・t・ト

　kiefers．　Sie　kam　in　von　14　F瓠1en　im　Anschluss　an、die　Kibferaktinomykose　vo鑑　Bef　Ahftr6ten

　der　so9．　akuten▼Form　derselben　entsteht　diese　Perforation・aber　nicht　in　der　typisch　verlaufenden

　Aktinomykose．　Die　prim註ren　KTankheiten　nahmen　ihrem　Ausgang　in　7　F銭llen　von－8・2Falle　von

O一虫0－5，3Fall・v・・一巳1F・11…一虫・1・・Uber　50％・・n二8　und直b・・22％・・n－611F・11　v°n　a

　・’Nach　der　Ausheilung　der　Perforatioll　bleibt　keine芸｛δrst6rung　zur廿ck．　Die　Perforation　am

噸H6。g・・g　l註sst・i・h　ni・ht…au・b・・timm・・．　　　　　　　　　（A％古・・蜘・の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　’＼　’文∫献い

　1）中村晃英，外賠道内に破れれる下顎骨骨髄炎の一症例．耳鼻咽喉科．第6巻第2號．’　£）石井市

臨・・輪避讃せる下知騰炎の一症例・幽耳鼻咽喉科齢・蜘巻第2號・．3）岡田輪歯

’性外賠道穿孔の山例・歯斜學報昭和孚年4且・　　　’　　5，、∫　　　　　　、　・．　＿


