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口測空夕1ト科學．臨男木嗜甫習言蒋座　　（1）

小見拉に若い人の下顎偶叉．は咬筋附著部附近に出現する．

　　　　　　　　　　　，　腫脹の診断ε其の臨肱例

　　　　　　　　　　　　　　・．．　　東京歯科讐學專門學校口腔外科學敏室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敏授醤學博士遠．藤至六郎

　　　　　　　　　　　　　冊・捌ん・ρ・α」5％・8・・雪D・Pα伽・幡・μん・丁吻・ρ即直記ωZ・g・・

0聡t血e面agnosis　amd面碗r・n幅Miagno§is　6玲welli膿gs　oecur血9
．一

@『一一．　a面1t血o　region　lbe重ween葛he　ang豆e　of葛he皿．anαib簾e・a皿αth¢

　　　　　　　　　slightly　an重erior聖a翌t　where乱he　1覆asseホor　is　insefted

　　　　　　　　　　　　o甑噛othe　sur賃篭しeo　of　t血e　mandiibular　boαy，　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　ohi且dl野e】a　and　yo眠n’g　adL腿1也8　un｛鼠er　25●．

　　　　　　　　　　　　　　　　　B〃Pγげ．．Dゲ．粥d．　d襯．　S励0肱γo翫do．　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　　　　（1）　Introdpρtion・　　　　　　　　　　　　　　　．

コTh・r・a・e脚y　b・nditi・n・whi・h　m・y　pre・ent　va・i・u・tyP・9・f・w・lling・t　th・

’r6glon　between　th6翫ngle　of　the　mandible　and　slightly　anterior　to　the　insertion　of

the、・Masse㌻er　on，to　the　surface　of　mandibular　body，　specially　in　children　and　young

adults　under　25．

　　　　Bf・adly・p・aking・φe　m＆y　d・・s1fy塩・・e・wrll’・gr’ゆthβf・11・wi・g　tw・；一

〇fdental　origin　anζLof　other　thaロdental　nε渉ture．

　　　　Generally，　it　should　not　be　dif丑cult　to　differentiate　swe11ings　of．　dental　origin

frbm　those　due　to　other　causes．　However，　insome　cases，参ccurate　di｛ferential

diagnosis、　of　thesb　swellings　may　be　very　di伍cult　and　frequently　quite、impossible

and　le呂d　to　erratic　diagnosis　of　malignant　tumors．

　　　　These　mistakes　happen，　espec｛ally，　when；一

　1．

II．

111．

　　　　1ちis　extremely　important

．n・・is　s斡・uld・b・m・d・・f　wh・tれ・ゆ・・w・11ing　in　qu・・ti・n　i・・f　d・nt・1・rigin’…f

other尤hanα6htal　nature∫6theどwls6，　the　subsequent　result　of　DPeration　may　prove，

、4n－『o甲e・cases，・・diastrous　to　the　pati臼nt・、　　　　　　　　　　　・一

一Th・・e．・・e　manγ．c・nditi・n・m6t　with　in．　th・4・ily　p・a・tice．・f　d・n㌻i・t・y　th・t　qne

There　are　no　signs　and　symptoms　in　the　mouth

There　could’ b?@not　traceable、any　source　of　extension　df　infiammation

The　primary　focus　is　thought　to　be　too　simple　and　light，　and　on　the　oth合r

hand，．．the　chief　complaint　is、located　too．far，．away・from　the　suspected

pril耳ary　fo（｝us．

　　　　　　　　　　　　　　　　　，in　cases　of　swellings　in－the　jaw，　that　accura㌻e．diag一
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can　explaip　only　op　t紅e　basis　of　a　highly　specμ1ative　theoretiρal　copsideでatig喚・．　but

thi・c・・e，、t・be　rep・・t・δh・脚d・r，．ぐan　n・t　eveゆe・xpヱ・ingd・1・a・1y・

　　　．On　Jロne，8th；1338，　the　writer　of　this　art｛cle　observed　a，nd　op貿ated　s廿ccessfully

◎論a欝aもheぞy躍e　case　bf　swe！li益g　G捻t塾e　a難g呈e・6f憩a蝿ible　wh圭ch，沁a茎1、．pr（）bability，

was　thou窪ht　to　be＆case　of　segondary　infection　fr6n｝py◎rゆoe　alveol鼠ris　o翁t⑳門6。

The、w。11ing。1。a，6d，up　within．25　d・y・afるer　th・6xt・a・毛i・n・軸・－6，めu幡t・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セthe　true　cause　of　the　swelling　and　the　source　of，extepsion、　of　the　infla即mation　was

not　traceable　clearly．

　　　　　SweUings　on　the　face，　in　h〕y　clinical　exp：erienc6，　is　most　co脇mgnly．　a臼socia㌻ed

曽洗h・peri・stitis，・st臼・myelitis，董ymphade癒tis　and　s・f・rth，　Qf　dent翫1・rigin　and．　we

・・Si呈y鯉捻・も・蜘th・・P舳・・y蜘・・f・iも，加t・1・・c・輿・・e㌻h…w・e・f　th¢・

svレe11辻Lg　itself．　In　the批bove　c鼠se，　there　could　be　hardly　tr歌（｝e（茸歌ny　extension£rom、

th6　teet車and　practicaily　norヒe．　of　the　signs．　and　sy血p七gms　of　infi歌mmation　gn　the

afぞected　part，　except　the　pyorrhρe　alveolari忌of　the－6　as　shown至n　Fig．2．

　　　　　We　are鼠ll　aware　of　the　fact　that　pyorrhoe　can　be　very　foul　and，　in　sorne

・a・e・・．ρ・圃e『・f1P・・dゆg・・ut・infecti・P・nd　sept細続・3hd通ay　lead　t°？°m需

plicaもed　chfonic　condit｛on．

　　　　　The　CaSe　fe沿◎rt　giVe難hereU捻de罫thどoWS£鍵もhey．light◎稔τo就沁e　de捻t＆l　pどaetice

and，　I　believe，　should　prove　fns参ruc七ive　an（10f　int6rest　to　dentaL　pragtioners－revealin塞

tb翫t　apParently　and　roentgeno1Qgically層rather　slight　c昂se　of　pyQrrhoe　of　the　lower’

m・lar　t・・伽・uld，　i・．・・me　ca・e・，　P・e・enい・・u・p・¢tεd・ぬd．1・ng・t・・ding⑳・・

di年u・e　f・・血・・f・w・lling・n　th・f呂ce．wiちh・uゆy・ig・・1・nd・ympt・m・・f　iU且・mm群一

t｛o耳一ip　the　mouth．．　　．，　　一”　　・’
　　　　　〈∬）Cαsθ’碧aもient，卑arried　wgm蹴，　a竃e　23　ye昂rs，．　‘．1　　－．

　　　　　A）P蜘cal　ex蹴i麟・益：宙ell∫δe▽el・ped獺d加ellぬ曜ished　w・艶踊with、sk加

moist翫nd，　cleaで・　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’，

　　　　　B）Pτevious　medical　history：　Patieゴt　has　b6en・aでather　weak，　Iean　and　de－

Iicate－looking　from　her　childhood　up　to、　about　15　years　gf　old．　After　that，　hoW爾y♀r，

she。had　ehjQy℃母perfect　health　e琴cept　f6r　t恒is　swelliDg・

　　　　　C）Present　case　history：Aもthe　beginning　of　April　1938，曲e　fouhd　a　slight

SWe1茎沁90籍the｝eft　Side◎f陶もhe£aCe．1HOWeVer，、◎Wi捻g　t◎t無e　laCk　of　Sympt◎搬S，

怠h・did捻・t　p…eRt　hαSe1伽hむ・d・ntl・tβ・ρ・U・e峯h3．・W・11ing噂S「『曾・もti準99・・螂Uy

．聴6・・h・vi・it・d切・・d・n七i・t・and・n・・u即…and－wa・tQld　th・ゆe　c・・e，i…f

other　than・．dental　origin．　　・　　．　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　’　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へら　　　　　D＞Chief　compl3ipt｝、．Diffuse　swelling　qn　the．　Ieft　side　oξthe、ξace・．　、・

　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら

　　　　　E）P・e・e尋t・t・tu・・α）Of・．th黛f・ce；71n昌Pe・tiQP　rev・・1・d…n・id・・昂ble『

edefhatous　difεu呂e　painless　sw611iロg　at　the－angle　of’10wer　jaw鼠s　sho宙h　in『Figl．1、

Over王ying　skih．wa鍵ather　n・rmaL　Oh　pa1P就i面there　was　nb・paih二翫t　a玉董，’めut　she

fe呈t昂母圭gh㌻，pa呈塗◎難PfeSS登re．飯o瓶一「導y，負簸gers・　　『“　　・噛　　・’1，，，∴，　」　，　・．芦　　　’．・

　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r
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　　　　　b）．In　the　mouth；－Teeth　are　quite　clean3　the－7　was昂・little　loos，　but　did　not

・e・p・nd・n　p・・6u・忌i・n・Th・－6・pParentlンn・fm・11y　impl・nt・d・ITh・gum・’．　w・・e

rath6r　hormal　in　tekture　ahd　colour．．

　　　　　6）Elect。i。　bxaminati・b・f　th・pulめ；－B・th－6．and－7　re・p・nd・d　t・End・’・

VitaliteSter．噛 @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・、　　　　　　寸　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　のR◎6ntgen　ekamination；－Showed　th、atちhe－7　was　normal　and　the－6　was

2ffected　with　pyorrhoe　alveolaris（Figl　2）．・

　　　　　θ）Blood　test；－Wasserma加r6action　negative，　Ide　and　Muratatesちwere

6trOngly　negatiVe。

　　　　、！）Findings　of　aspiration；－The　needle　wlaS　inserted　intraorally　about　the　phoni文

of　the－6　a益d－’ V　region　and　deep　into　the　bottom　of七he・swellingl　The　aspira七ed

fluid　was　similar　to　that　seep　in　any　infiammation．　　『・　　　　　　　　　　　〆

　　　　　F）Di。g。・、i…A・t・th・di・gn・・i・thi・w自・ah・un・1・・si丘6・b1・・w・11ing・lt

、ug9，、t，・f　d・nta1・・igin，　but　l・¢k・th・bbjectiv・・ympt・m・and　is昌h・・dly　t・a・・ab1・

to　any　particular　source．　・『　　　　　　　　　　，・

　　　　　There　was　no　evidenc臼of　lymphangioma　elicited　b夕．the　aspiration　and　X　ray
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

丘ndi・g　rev・al・the　ab・ence・f　l・calized脚ges　in　the　jaw　b°ne　and　Fules°ul　the

sarooma・

　　　　　In　consideration　of　the　above－mentioned　signs，　symptoms　and　the　results　of

various　findlngs　the　author　made　his　diagnosis・tent昂tively　to－beρf　dental　origin

and　perhaps　traceable声o　the　gran血lative　inflammation　associ設ted　with－q．・　　　．

　　　　　G）Treatment　and　subsequent　course；－Though　I　rnade　my　diagnosis　as　of

dental　origin　but　it　was　not　definite，　so　I　decided　to　observe　the　subsequent　course，

once　every　ten　days　before　the　operation　was　undertaken．　After　about　200　days，

－6and－7　rather　suddenly　loo』ened、　much　with　pain，　so　I　extra～cted－60n　9th

November　1938．　　　　　　　．　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　－　After　theβxtraction　of－6，　the　swellihg　decreased　gradlually　and　25　days　after

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ずextraction　the　swelling　di鼻appeared　as　shown　in　Fig．5．

私は昭緬年から10年迄，・瀕室飴話・儲題下に32剛こ酌種・臓抹問題々捉』へて轍楓み，

韻から絶大な蝿縦辱ふし効ミ，不幸！こして糠轄し鳩に結鳥つけすに今田こ及んナご・洵に申謬

ない次第である。　　　　　幽，　　．　　．　　　　馳　　　　　p

健康も執筆には殆ぞ支障た來さぬ様になつすごレ・この4・5年間に種々重大塗問題も登生しナこのざ・，更に

叉舗上に襯獣き慢催勘つ功・ので斥灘齪へて鮒昨し・嘩外科髄舗修雛
ぢる題名で，再び諸賢に見え以で御詑ぴに代へろこ定にしすご。但し未だ病人であるので定期連麟と云ふ課

には行かぬと思ふが，『診療塞絵話』ざ同「じく御愛讃た願ひ7こレ）。

　　　　　　　　　　　　　、　　　　．．1「『『緒、言　．・、　．．　　．　　’

　　下顎隅附近乃至は咬筋附著部附近には，種々な原因・に基く多種多檬な腫脹が相當高い頻度で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門
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現れて來るが，口膣外科の教科書を精讃しながら臨躰方面を1－2年も勉強参れば，大多藪の

揚合には診断だけは概ね正確に下し得る臨鉢家には必すなれる。併し時々は私の様に満25年

以上も口腔外科專門家さして教授の任にある臨躰家が澹任してさへも，初診以來約5ケ月目で

漸く確診がつい’た様な始末の症例もある。而もそれが骨植堅固な一6の歯槽膿漏の結果であつ

たざ云ふに至つては，洵に一驚の範園を超えて寧ろ唖然たらざるを得ないではないか。故に結

局は腫脹の診噺はやさしくて難かしいざ云みこざになる。

　私は最近約1ケ年間内に私の教室で診療した症例中から日常臨躰上必す諸賢の参考になるに

違ひないさ信じたこの部の腫脹を圭訴ざして來た2例を「テーマ」ざして解詮を進めるこ言にす

る。先づ勧めに，この部に現はれる腫脹の原因ミ特徴其の他の概要を述べ，次ぎに臨鉢例を掲

げ，診騒の項下では『如何なる疾患を考ふべき乎』ざ云ふ標題を出し，鑑別を述べ，解説乃至

考按を最後に述べる積りである。

　この部に來る腫脹は年齢さ密接の關係があるのミ，一は叉鉱に引用する臨躰例が2例共に22

歳以下であるので，’解説も亦概ね7，8歳位から25歳位迄の男女に殆さ共i通的に出現する疾患

に，其の範園を限定するこ虐にする。

　　　　　　　　　　　二　診断に際し特に注意すべき事項

　後述の如く腫脹には激しい屋痛乃至自叢痛を件ふものざ，全然無痛の型もある。叉，前牛期

は無痛無熱で，後牛期に入つてから激痛を俘つて來る型もあり，之ヒ反する型もある。無痛診査，

無痛治療實施は開業讐家成功の最大武器であるが，最近は更に之に加ふるに短時間終了，輕費

診療の二項目力攣力を加へて來て居る女台末である．從つて開籍家さしては，この葺寺流に乗る

必要がある。弦に誤診畿生の危瞼性が大々的に存在する。

　腫脹の診断は若し時間ざ同撒ざ経費ミを吝ます，且つ患者の苦痛をも度外覗して掛るなら

ば・正鵠を失するこざは滅多にない。併しそれは寧ろ机上の室論に近い話であつて，・臨抹の實

情ざは天地程の差がある。自口ちそこに誤診の要因が潜んで居る課である。故に開業讐家ミして

は，實害を件ひ易い疾患だけを誤らぬ様に注意し研究すればよい。例へば歯根嚢腫を濾胞性歯

牙嚢腫ミ誤診したり，崎形埋伏歯を「オドントーム」ざ誤診するの贔は，法律上の所謂實害を殆

さ俘はぬ誤診であるから蝕り意に介するに足らぬ。蓋し是等の四者は，何れにしても殆さ洞じ

き手術を行ふものであり，且つ假に甲を乙さ誤り，丙を丁ざ誤まつて手術を断行しても，其の

結果は殆さ攣らぬが故である。更に叉，肉腫を癌腫さ誤診するのも實害は殆さない。

然るに之に反し・炎症蠣腫乃靹腫さ誤診する滅は薙腫を炎症乃至良性週重瘍潮診す

るo）類は，大なる實害を件ふ代表的誤診の一型である。要するに最も極端に言ふならば，病名

を決定し得ない時には・悪性腫瘍か良性腫蕩が炎症性症候群か乃至は非歯性の内科疾患の口腔

症候か亨云ふ事だけを推定して満足する。而して2，3日の問は経過を観察するなり，叉は反

慮観るなりして漸次・病属の範園を縮・」・する方金権取ればよい．蓋し是だけで敵講の目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ
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的は立派に達して居るから．である。一艦病名なんてものは輩なる狩號の一種に過ぎないもので

あるから，病名が制然すれば取扱ひは便利になるが，併し全治を約束するものではない。故に

病属決定ざ病名決定さは學問の見地から何れが重要であるかざ言へば，病屡決定の方がより重

’大である。但し馨業の観黙からは，病名決定の方が意義深いこさは説明する迄もない。

　病屡乃至病型を決定する目標，症候，其の他は，疾病の種類，時期，型其の他によりて大差

あるが，基準事項ざしては次記諸黙に留意すればよい。是等の項目をチヤンざ診査し得る様に

なりさへすれば，誤診ミは大攣縁遠い警者になるのは請合ひである。

　（A＞P外診査要目棋の目的

　1先づ患者が椅子上に定位置を占め牝ら，年齢を頭に入れながら患者の顔貌，表情，眼球

の動き其合を注視し，皮膚の乾漁，色相，悪液質の有無を精査熟慮する。

　之によりて疲勢，衰弱，貧血の有無の3黙を大艦に判定する。印ち是等の3症候は良性腫瘍，

輕度の炎症の場合には殆さ縄封に現れないし，悪性腫瘍でも初期乃至崩壌期以前には成立しな

い症候群であろ。從つて是等3黒占だけで既に病屡の良悪，時期の遅早等を大髄には判定し得る。

　皿次に腫脹の全貌を精細に注説する。即ち禰蔓性か限局性か，腫脹は上，’下，前後，何れの

方向に進展鑛大せんさする態勢ピ在るか，急性炎に特有の畿赤，光輝，緊張の有無，炎症性腫

脹か乃至は俘腫性腫脹かを推知する。

　之によりて炎の急性，慢性，腫瘍の良悪，経過日数の概算，苦痛の有無拉に其の強弱・大小

等の概要を判定し得る。

　皿次に輕く或は中等歴を加へつ埆蜀診して見る。師ち硬軟，疾痛の有無，實質性か室洞性

か，波動の有無，表在性か深在性か，癒著の有無，既往に於て既に腫脹を反覆したこ言がある

か拉に其の同数霊當時の男犬況，症候の輕重の概要，腫脹後よ’關f査時迄に経過せし既往日籔の概

算等を推知し，腫脹の原因疾患が何れの種類に屡するかを判定する。呈等の検査が終了したら

次には口腔内を診査する。

　（B）　口内診査要目さ其の目的

　IV第1に牙關緊急の有無ざ其の種類ざ程度乃至型さを決定する。

　臨休上一番頻々さ現れるのは，炎症性牙關緊急，癒痕性牙關緊急，下顎枝完全骨折，下顎骨

骨禮大臼歯附近の完全骨折に關聯する牙關緊急，腫瘍性牙關緊急等である。故に最初に牙關緊

急の有無を決定し，有るこざが判然したら，次には疹痛の有無を確定し・日籔の経過ざ共に牙

關緊急の程度が増加するか，減じつ〉あるか或は叉殆さ同様な程度を保持して居るかざ云ふ貼

を確定し，原因疾患の推定に向つて突進する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　例へば無痛で急性炎症症候を訣き，牙關緊急に因る開口不能を除いては自畳的苦痛を殆さ全

く鋏如し，患者が腫脹を自覧後既に3，4ケ月以上を経過して居るざ云ふ様な症例の場合には，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ先づ以て「アクチノミコーゼ」，悪性腫瘍を考へ，時々は痺痛も起つて來るさ云ふ症例ならば，
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化膿を件へる歯系腫瘍二，下顎大臼歯に因る化膿性歯冠周園炎等を頭に浮べねばならぬが如き其

の1例である。

v頬粘膜の浮腰殖鰹範園，蜘こ光輝，硬縞潰瘍の有無棋の範園等を決定する。

　無痛性禰蔓性の頬粘膜浮腫は「アクチノミコーぜ」に殆さ特有の症候の1である。

　VI顎問鍛襲の腫脹蚊に墜痛の有無，最後臼歯還心面さの接鯛歌態等を精査する。

　この部を精査するこざは口膣外科陶床上極めて重大な事であるにも拘はらす，大多数の臨床

家は之を看過して居る事は洵に不審に堪へない。性質の悪い炎症，下顎枝骨髄炎は必すこの部

に炎症を現はして居る。

　靱　爾牙の弛繧動揺蚊に打診音攣化，排膿の有無を診査する。帳端孔附近に病竈がある揚合

にはヂ歯牙の弛緩，打診音攣化は殆さ毎常現はれる。

　（C）願部の「レ」線検査其の他を行ふ。　　　　　　　　　　　　　ご㌧二

　（D）問診　主ざして疹痛の有無，程度，増減の模様蛇に腫脹の櫓減の有様，既往の登作同

数ざ其の當時の概要等を問診する。但し患者の答辮は大禮に於て正確でない事を念頭に入れて

購取すべきである。私は既に幾十同さなく機會ある毎に力説して居るのであるが∫それは，ロ

腔外科臨鉢に從事する者は，問診によりて得た結果を重要覗してはならぬさ云ふ事實である。

必す術者自身の智識のみで診断を下し得る様にならねばならぬざ私は確く信じて居るρ

　（E）最後に必要に慮じ，血液検査，尿検査其の他内科∵般を検査するこざは論を侯たぬ。

　　　　　　　　　、三　念頭に置くべき主なる疾患の名構，

　この部に暉脹を現はして來る疾患は非常嬉多い。今，大盟の臨躰頻度に從つて頻摩の一番高

いものを1ミし，顧次五，遜さ低い方ヘミ併べて見るざ，

、1智歯に關聯する諸炎症　完全埋伏或ほ不完全出齪，周園炎，歯槽瞬漏等に關聯する骨の

炎症♂　　・　　　　　　　　伽，　　一　　　‘が．｝

皿第二畑歯に關聯する諸炎症歯冠周麟歯槽膿瀬鯉術降聯醗騨
等に績嚢する骨の炎症。

　璽小見の場合には第一大臼歯，第二乳臼歯歯冠周園炎或は歯髄壌疽に績嚢する顎骨の炎症。

Iv「アダマンチノーム」・肉臨　、　　　一’∴、　．　　　　㌦．

　V　濾胞性歯牙嚢腫。

　VI　「アクチノミコ漏ぜ」ざ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘱

V皿顎下淋巴腺炎及び同周園炎。　　　r

靱　耳下腺炎。

　IX顎下型「ガマ」腫。　　　　　・を

X「オドントーム」。

　XI：罫抗　礪。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　一一　　　　：二
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　X皿徽毒性護誤腫。

　X皿　繊維腫，混合腫瘍。

　XIV　第四大臼歯埋伏拉に周園炎の有無。　　．　　　　・　　　　　　，

　XV　ホフラート氏智歯嚢腫。

　XVI　「アテローム」，耳下腺氣腫，耳下腺嚢腫。

　XV皿　骨腫。

　XV皿　淋巴管腫，血管腫。

ミ云ふ様な順位になる。

　勿論，これはほんの大艦の順位を付けて併べ弛だけであるから之に捉はれてはならぬ。是等

18種の病氣の現はす特徴εも云ふべき症候は，後述の臨躰例で『考ふべき疾患ざ其根縁』ミ云ふ

條下で述べるこεにする。　　　　　　　　　穿

　　　　　　　　　　　　　　　　　四　臨淋例

　第1例22歳既婚婦人。　　　　1

　主訴　左側隅角部の慢性無痛性膨隆の本態を確定せられたしεて，親友歯科讐師M，S博士

o）紹介で來院せられた。

　既往経過14，5歳の頃迄は兎角虚弱蒲稗であつ弛ので輕度の肋膜炎があるのではないかざ

云ふ疑ひさへ懐い弛讐師もあつた位であつたが，さりミて床に就くざ云ふ程度の事は1同もな

ズ，17，8歳頃からは殆さ無病息災の状態を績けた。

一昭和13年4月初宙頃か敵，下左頬部邊が何ざなく膨れ弛感じがし弛が，腫脹を明瞭に自覧し

・たあは5月初め頃であつたミ云ふ。全然無痛であり開口障壽も全くなかつ弛が心配になるので・

　　一一　　．筥　　1　圖　　　　　　　某歯科欝師拉に讐師の訟療を受け，次いでM・S

博士の診査を受けられた。其の結果，三氏共に非歯

性腫脹霊診断せられたざのこざである。　M，S博

士から私に宛てた紹介男犬にも『非歯性霊考へるが

一慮診査を乞ふ』ミ書いてあつた。

　初診時の現症大要　昭和13年6月8’日初診　禮

格榮養は共にごφ年齢の婦人さしでは旬良の方で

ある。但しさちらかさ言へば優美繊細の組であつ

て頑健の婦人εは言ひ得ない。

　顔貌を注睨するε第1圖の如く何ざなく憂ひを

秘めて居る様に見へるが，併し苦痛らしい歌況は

少しも認め得ない。

　主訴部を覗診するざ，左隅角部から咬筋附著部
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附近に亙つて，周園霊の境界少しく不明の梢ヒ高度の限局性の浮腫性腫脹があるこ霊が第一に

　　　　　　ズ眼につく。再び熟覗したが，皮膚面には炎症症候らしい轟のは殆さ認め得なかつた。腫脹部は

自嚢痛は全くないざの事である。鰯診しても硬結を鰯れない，癒著もない。唯，全艦が血管或、

は淋巴管から構成せられて居るかの様にむくむくし弛感じが手に鰯れるだけである。自分の心

持のせいかも知れないが，強く塵するミ腫脹の構威内容が一過性に周園に逃げて行き，歴を去

るミ再び奮に復して來る様に思はれ・た。歴を加へるざ少し痺痛があるミ云ふ。腫脹の本態は下

顎骨禮表面ざ皮膚ざの問に存在して居るらしい。

　顎下淋巴腺は一番後方に存するもの1個だけが輕度に腫脹して居たが歴痛も自嚢痛もない。

　口腔内景検査　牙關緊急は全然ない。嚥下障碍も全くない。歯牙清浮状態，歯齪遊離縁形駄蛇

に附著封犬況は共に理想に近く，歯石歯垢は之を嚢見するに寧ろ困難を感じた位である。歯齪色

相，硬度亦全く正常であつた。－6は咬合面に金rインレー」が嬢籍してあり，骨植堅固正常で

あつた。打診痛なし。齪頬移行部に極めて輕度の浮腫拉に登赤を認めたが，自登痛，歴痛は共

に全くない。－7は咬合面に金「インレー」が壌籍しあるの他に1ま異常を認め得ない6－7自身は

　　　　　　第　　2　圏　　　　・　　中等度の弛緩を俘び，rピンセット」で動かすミ頬舌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

第 3 画

的には無痛性に動くが，近遽心的には稽支堅い。要

するに口腔内症候から制断する霊頬部の腫脹の原因

ざなり得る可能性を具へた歯牙疾患はない様に思へ

る。そこで帥時に

　rレ」線検査　を行つ旗。その結果，第2圖及び第

3圖に示す如き像が出旗。部ちは一7骨内に全然埋在

して居ない。－6は高度の歯槽膿漏で根分艇貼を超

　　　　　　　えた部迄既に進行して履る。併し

根尖端附近には異常を認め得な

い。－7は殆さ正常である。－5の

近心爾頸部に於て歯槽突起の強い

吸牧が成立して居るこざは注目に

償ひする症候の一である。但し排

膿は少しもない。

　電氣診査　私が考案した器械で

検査し弛結果，よ5，－6，「7は3歯

共に歯髄は生存し且つ殆ド正常霊

信ぜられる電氣興奮性を存して居

ナこ。
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日腔内再診査　以上の成績を得たので一5一6，－7を改めて再診査し’た。其の結果，－6の頬側

歯齪ざ歯根面さの間に約4ドミリ」深細）盲嚢が形成せられて居る事を立謹し得た。併しこの盲

嚢からは排膿は少しもなかつ’た。　　、　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　一

　徽毒反鷹　フ氏反慮，井出氏反慮，村田氏反慮総て陰性。

　問診　の結果主訴たる腫脹は，過去約1ク月牛の間に2，3同位は大きくなつたり，小さぐ

なつたりした事もあつたらしいこミが判然した。但し飴り明確な答辮ではない。天候に因る腫

脹の形月犬，大小の攣化の有無蚊に精神の愉快不愉快に因る腫脹の形歌，大小の攣化の有無をも

訊ねて見たが，現代稀に見る圓満な家庭である0）で，家の内で口論した経験さへ無いざのここ

で，結局精神εの關係は之を知る由もない。　　　　　　’　　一

　　　　　　まへ
　天候ざの關係は患者自卵立に母親も特に注意を彿つた事がなかつたので・之も全無不明であ・

るさのこざであつナこ。　　　一　　　　　　　　　、　　　　一

　診臨　以上の如き既往経過拉に現症を呈した症例に直面した場合には，臨床家ミしてはン／如｝

何なる疾患を疑ふべきものであらうか？／！私は諸賢ε共にこの黙を特に攻究して見たい置思ふ。

ゴ禮，診断を下す場合には，必す理論上首肯するに足る何個かの事實を集め，之を整理し綜

合し再検討を加へ，依つて得ナこ結果に基づかなければいけない。而して其の診断根嫁の大部分

はζを現症ε検査成績ざに求め・一部分は患者の述べる既往経過に求める電云ふ⑳が私の持論

である。一般の人は既往症に重黙を求める傾向が頗る濃厚であるが私は反封である。殊に本例・

の如く既往症の不明な症例に於て殊に然りである。・

・診断の上手，下手さ云ふ事は種々の事項に關聯する事であつて，決して1，2θ）理由に基づく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モものでないこピは勿論であるが，併し私が今日迄観察して來た結果によるミ，其あ大部分は現

症に封する注意力蚊に理論的解繹力如何に基づくもσだ思はれる。換言すれば眼前に展開しで

居る現症を全部畿見し，其の各個に就いて理論的解繹を下し，綜合的意義を下し得る人は診断

の上手な歯科醤師であるし，之に反してこ重要な現症をも見逃したり・學理の上から現症の意

勲鰐す纏を試みな噛科鵬家φ診難不礁雌目である・
林例に就いて其の實際の一端を鰹弾墨細は第1圖に示す如く溺愚鮒こ鵬

樋脹の一型齢て居るに脚塗牙關緊急砂しも件つて居ない・．この事は考へ離

よりては問翻する髄もな瞭こも騨れ轡頃際ば禰講上第一賭唐を搬
必要のある重要症候の一型である、ユ而して今、、pの事實を甲，乙2名の歯科讐師が診奪の際襲’

見したざ假定するに，　　　　・　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ

曙は『鰍こ賑があつても・邪I緊欝はない船はチヨィチヨィある・御て鰍

に於ける蔦の事實も決して珍らしくは券ゼし’重大な意義をも含んで居ない』さ極めてあつさ

眺片づけ腔する．斯泌態度で麟1．檸して居たのでは，．…鞭うても灘し燵例・
　　　　　　　　　　　　　　　　　…
を呈する疾患を正しく診断するなんて薯は金輪際母來得ない。然るに’ @　，．



533
，一@藤一口腔外科學晦林補習講座一 37

　乙聲’は之に反し『隅角部，頬部等に腫脹があつて牙蘭緊急が少しも起つて居ないざ云ふ事は

　1．咬筋，内翼歌筋，頬筋，拉に顎舌骨筋等の機能を障碍する程度の炎症浸潤が成立して居

ないこミ。

　2，顎骨の表面叉は周園組織にも強い炎症浸潤はないこ霊々意味する。從つて腫脹の原因は

之を他に求めねばならぬ』言考へた虐する。斯かる臨林家は診断の上手な先生に必すなる。

　診断の根縁を現症に求めるには先づ以て根嫁言なり得る項目を現症中から摘出し，之に封

し，あらゆる角度から検討を加へる必要がある。　　・　　　　　　　　ひ

　今，上蓮し距本例の現症蚊に検査成績から稽≧特異ε考へられ’る事項を摘記して見るミ・概

ね次記10項を列塞し得る。即ち　　　　　　　　　　’　　　　・　　　・

　1患者の陳述を其の儘信すれば，本例は患者が腫脹を自壁してから既に約50日を経過して

居る。其の間に多少の一進一退はあつたらしいが併し要するに大騰に於ては殆さ憂化しては居

ないらしい。從つて慢性疾患の一型であるこ霊は毫も疑ひない。

1・H　疹痛其の他の苦帰は全くなく，硬結も癒著も全然ないこミは，組織の崩壌を著しく俘は

ない慢性炎症，良性腫瘍乃至被嚢型悪性腫瘍の一型に於て常に観察せられる症候である。

　皿鰯診した際の感じでは腫瘍組織塊に殆蓄共通の一種の硬さを持つ’た組織は存在して居ら

ぬ檬であつた。唯，腫脹部全瞬が一様にムクムクミ感するのみであつた。

　IV　部位が下顎隅附近であるにも拘はらす，牙關緊急，及び嚥下障碍が少しもなく・言語障

碍も亦：全然ない。之は内翼状筋，咬筋，頬筋拉に顎舌骨筋の機能螢爲を妨げる程度の炎症浸

潤，器械爵勺障碍が少じも成立して居らぬ謹稼であり，同時に叉，顎骨周園の韓組織！一も，高度

の炎症浸潤が存在して居ないこざを意味する。　　　　　　・

　V・レ」線検査の結果一8は埋在して居なセ・こε》－6，－5は共に高度の翻曹膿漏に罹患し

て居るこεは制明し弛が併し其の他の

　VI　朗室症候を精査しても頬部の腫脹ミ因果關係が成立して居る檬に考へ得られる罹患歯1ま

一歯も之を叢見し得なかつた。’

　V∬－7は「レ」線検査では正常に近いが併し，臨床診査では中等度の弛緩を示し旗居た。・

　V巫無痛性腫脹は浮腫型である。

　IXF・髄温，脈搏は共に正常である。

　X徽毒，結核は共に全く陰性である。．

　考ふべき疾患と其の根檬

　上述の如く，この部の腫脹を診断する際に考慮に入れべき疾患は概ね18種の多きを数べる

が，是等18疾患の中で，されが一一番，今，述べ〕た注意すべき本例の10項目症候ミ適合するか

ミ云ふ黙を見出せば，本例の正しい診断は自から生れて摩る澤である。而して個々の項目を詳

しく検討し正確な病名を決定するに先だちて爵性か非歯性かの黙を先づ以て明かにし次いで
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悪性疾患か良性疾患かを鑑別する事が本例に在つては最も緊要な事柄である。而して治療の方

針霊か内容等の決定は一番最後でよいのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

　I歯性疾患か非薗性疾患か

　薗性疾患？　上述10項目中の第Pの前牛部に重黙を置けば歯性らしく思はれる。而して歯

性εするざ・

　第一に考へられるのは，1第皿，第IV及び第1項の諸黙から観て，一一8に關聯する炎症であ

る。が併し第2圖蚊に第3圖に示す如く，－8は骨中に全然存在して居ないし，叉嘗て抜去し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　むて貰つた既往症もないざのこ霊である。從つてこの揚合には一8は原因霊して問題にならない。

　第二　には一7であるが，これは第2圖の「レ」線像がら観て一寸信じ難い。豊云ふのは歯槽

膿漏に關聯してこの程度の腫脹が現れる揚合には，原因歯の歯槽膿漏は概ね第4圖乃至第5圖

程度に「レ」線爲眞に現れるのが通例である。然るに本例は第2圖の如く之に反する。勿論吾々

第　　生　圖 第　　5　圖

は「レ」線の示す近建心像のみを観察するに過ぎすして，頬舌的の像は之を観察し得ない。從つ

て頬舌的部位に意外の病攣が成立して居るかも知れない。從つて一7は原因ざしては全然考慮

する必要はないざ断定する繹には行かない。が併し之霊ても程度問題である。若し或る程度迄

進行して居るざすれば，－6の如ぐ歯根分岐1鮎に其の像を親すのが通例である事實から考へれ

ば，本例の一7は飴の重要硯する必要はない電云ふ結論になる。

　第三　には一6であるが，一之は第2圖館に第3圖の如く高度の歯槽膿漏に罹患して居るが，

併し骨植は極めて堅固であるの電，隅角部腫脹の原因ざしては離れすぎて居め，且つ膿汁0）流

注方向が解剖的に観て逆の様に思はれ，解説に少し無理があるε云へる。但し群7町の3歯の

申では町が一番可能性が大きいから原因圏がら全く除去する課には行かない。

　第四　には5一近心部にある盲嚢であるが，之は距離ざ方向の2黙から観て，原因力ら除外

してよいざ思ふ。－7，－6，－5は総て生活歯である。　　　　　　　　　　　，

　斯くの如く理論的に解繹して行くざ，最も有望であるべき筈の一8，－7が見込みが殆さない事

ミ，10項のVIに述べてある如く，口腔内の局部には腫脹ざの因果閣係を立謹するに好都合な



535 一遠藤＝口腔外科學臨脈補習講座一 39

症候が殆さ見當らない。嚢膣形成疾患（拙著口腔外科通論第188頁参照）拉に歯系腫瘍（拙著通

論第156頁以下参照〉の爾者は本例のrレ」線像から観て全く問題にならない。以上諸理由から本

例は歯性霊診断するには幾多の無理がある。然らば果して

非歯性疾患？　懸の項に重黒占を本めれば，淋巴管腫ダ血管腫の爾者が一番合理的の様に信じ

られるが，併し叉，鴨の項を中心ざして見るミ，「アクチノミコーゼ」の一型が一番適合する様

にも考へられる。被嚢型の肉腫は屡為本例の如き腫脹型を現はすが併し，肉腫ミしては本例は

餓り軟かすぎるし且つ腫瘍塊に一致する硬さのものを全く鯛知し得ない。徽毒も算入してもよ

いが併し3種の代表的検査が総て陰性を示して居るのであるから，之は除去するが穏當であら

う。其の他，耳下腺から稀に嚢生する嚢腫（拙著通論第484頁参照）を考慮してもよいが，併し

それにしては本例の腫脹部位が第1圖の如く少し前方に位ひげぎる。．’

　こんな有様であるので，結局は歯性か非歯性かの鑑別は初診の自には決定不能であつ旗が・

併し私は一7双は一6の歯槽膿漏に因る肉芽の増殖であらう霊云ふござに診断した。非歯性ミ

しては淋巴管腫を考5るこざが一番よいのであるが，部位ざ形歌さが淋巴管腫ざ診断するには

私の氣に入らなかつ旗ので，已むを得す歯性慢性炎症の一型たる肉芽増殖言した課である。

　狂悪性疾患か夏性疾患か　　　　　　．

　概括的にはこの雨者を鑑別する圭黙は，組織切片鏡検，尿検査，血液像殊に貧血の診断等で

あり，’ 寫?ﾚミしては局部の硬結，組織崩壌状況，臭氣，出血，潰瘍，所屡淋巴腺腫脹，悪液

質の成重等の有無を検査するのであるが，是等の検査法は何れも之を本例に慮用するこSは困

難である。即ち組織検査を行ふには組織片を手に入れねばならぬが・本例の如く深部に病竈が

存する揚合には，検査を行ふ爲に顔に皮切を加へなければならぬ。而も之は本例の様に苦痛を

俘はない揚合には患者が容易に承認しない。尿検査による診断は癌に封しては約40％内外の成

績を塞げて居るが，肉腫に封しては殆さ駄目である。從つて本例の如く肉腫の疑ひあう揚合に

は慮用慣値は殆さない。悪性疾患の際に貧血が成立するのは主ざして病竈から出る「フェルメ

ント」に因るのであるが，本例の如く被嚢型の観を呈する揚合には，流血中に「フェルメント」が

出て行かぬので從つて貧血は起らない。其の他副項目ミして列塞した諸症候の大部分は，本例

には存在して居らぬ事は既述の如くである。縫つて腫瘍の良悪を科學的に決定する方法は之を

本例には慮用し得ないので，良性，悪性を決するこミは極めて困難である魁既述諸症候から

して私は本例を良性腫瘍に非ざれば慢性炎症に過ぎない。多分は後者であらうミ云ふこ言に決

定した。印ち私は歯性慢性炎症性肉芽壇殖の一型であらうミ云ふこざに假に診断し，経過を観

察するこミに患者の諒解を得たのである。

　経過の襯察と其の間に施すべき塵置のオ針

’本例の如く正確に病名をつける事も，病屡を決定するこざも出來す，患者さしては苦痛が鹸

りない様な場合には，観察を績行するこ電が一番大切であり最良な手段である。但し観察綾行
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中は次の4鮎を充分注意しなぐてはならぬ。帥ち　　一　　　　　　・・

　1急いで無理に診断を確定する爲に種々な手段を局部に加べるこミの危瞼ざ病勢悪化の不

一利盆εを明快に解説し，病名決定が2，3週間位遽延するぴ三はこの揚合には決して不利盆な5

ざる所以を詳述し，轄々さ他讐を訪問するこざの無意味ざ不利盆さを徹底的に説明し，魯己を

　　　　　　　　　　　　　き絶封に信頼せしめ，▼患者をして常に安心せしめねばならぬ。’

　2顔貌を精査し，悪液質叢生を早期に登見するに努め，局部腫脹型の憂化，機能障碍成立

の有無等に重黙を求めて経過を観察する。

　3治療乃至検査法は簡輩にして無害のものより開始し，苦痛乃至損害を與へぬこさを巨標

さなすこざが肝要である。

　4観察中を通じ診察によづて得た事項の概要は之を必す診療録に記入ぴ二は参考に資し，

｝は責任を明かにする目的ミなす。　　　　　　　　　　　　．　ご　　　　　　　　、；

　其の後の経過と加へた庭置の概要以上の推定診断の下に悪者に次記の如く説明し牝。即ち

　1歯性か非歯性かは不明であるが，恐らくは歯性のものε思はれる6但し歯性ざしてもご6

－7何れが眞の原因であるかは断言し得ない。從つて將來は2歯共に抜去するこ虐になるやも知

・れない。但し生命に關する悪性疾患ではない。　’　　　　　－

　2不幸にして非歯性ε決定せば，氣の毒であるが，肉腫，淋巴管腫乃至「アクチノ、ミゴーぜ」

の三者屯何れかであらう。從つて肉腫ならば下顎一側大部分の切除を必要ざすべく・淋巴管

腫ならば手術創が残るこミになり，「アクチノミコーゼ」ならば6ケ月以上9ケ月内外後には必

す全治はするが，併し顔面の手術創妹残る。　『　、　　　　　　一　　　　　　　　　　、

　3手術創が残るζざ及び下顎を切除するこざは，今後2そ3ク月間経過を観察した上で手術

を断行した場合でも，．或は叉，一雨日中に推定診断の儘で手術をしナζ場合でも殆さ同じであ

る。故に経過を観察する方が得策なるべし。

，、4斯かる症例は何れの大家が診査しても自瞳には確診し得ないものである。私自身が診査

二してさへ診断がつかぬのであるから，他9）人が診査しても判明する筈は断じてない。私は口腔

外科方面では本邦での最高椹威であるから迷はすに絶封に東歯の口腔外科臨休を信頼し通院せ

　らるべし。

　5観察は今後何ケ月持績するかは不明であるが，最短2－3才月位は持績するであらう。

　一斯∫て患者も裸諾し，連日3同通院し弛。4同目の6月10日に一6r7の歯槽膿漏を手術する

　こミに一決し，杉山不二博士が執刀し，歯敵剥離掻瓠手術を漸行した。”

　　6月29日（初診より10回目）には頬部腫脹は著しく減じ牝。併し自然に減退したのであるか

或は叉手術の結果であるかは判断出來得なかつ弛。・　．　～　汗・

　　6月7日に至り再び増大し，初診當時より却つて檜大したので，大井博士は淋巴管腫論を力

説した。私自身も初診當時から絵り確起る自信もなかつたの葛且は既述の如く理論的根嫁も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監
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頗る薄弱であり，唯軍に経験から生れた直感で歯性言決めた位であつたので，直ちに大井説に

賛成し，試験的穿刺を行ふこざになリジ六井博士が「プングチオーン」を試むるこミに決し，口

腔内で一6，－7の問の鹸頬移行部に針を入れた。針は比較的抵抗を受けすに約2「センチ」牛位入

るざ同時に腫脹部に到達した。これで歯性であるこさを略く正しく立讃し得た課である。而し

て漿液檬液を吸出し得たので，この「プンクタート」Punktatを詳細に検査した結果，一一般の

慢性炎症に見られるものミ同一であるこざを確認し得た。「プチァリン」の謹明は陰性に終つた。

要するに淋巴管腫ではなかつたのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　この「プンクチォーン」が刺戟ミなり腫脹は約2週間著しく増大したが，其の後奮に復し牝。

　　　　　　第　　6　圖’　　　　　　爾來特記すべき攣化は全くなく，患者は8月に1一

第　　7　　圖

ミ綾登する。臨林上注目に償ひする事實である、ざ思ふ。

後で氣がつい・たのであるが，本例に於て若し私が「プンクチオーン」をもつざ早期に試みたな

らば恐らくは診膨がもつざ早く確定せられたこざであらうご思ふ。　（この塵例完結・未完）

同，9月に11司，10月に1同來院したのみであつた。

　11月9日に突然一7が動揺して來た。次いで一6も弛

緩して來たので愈ヒ歯性に違ひないミ見込みをつ

け，11月15日自ロち初診から更に5ヶ月7日目に一6

を大井博士が抜去し’た。爾來諸症候頓に輕快し，12

月25日に全治し治療を完了した。第6囲は11月9

日一7が弛緩して來た際に撮影した「レ」線像である

が，第1圖ミ全く同様である。第1囲は12月8日

（抜去後23日目）に撮影した顔の爲眞である。左顛部

の腫脹が殆さ清失して居るのが眼につくであらう。

　考按　歯槽膿漏は種々な病憂を綾登する事は周知

の通りであるが，この程度に診断を下すに骨の折れ

た症例は私は絵り記憶して居ない。本例は複根歯で

あつたので，根分岐鮎を超えて歯槽膿漏が進展して

居るこざを「レ」線で立謹し得た爲に，初診當時から

怪しげながらも一6に由來するものではないかざ云

ふ疑ひを持ち得たのである。今日迄の臨躰経験に從

ふミ根分岐鮎以上に歯槽膿漏が籏大して居る揚合に’

は，普通では一寸想像し難くい程度の病憂をも頻々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　，


