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講 座

ロ腔外科學臨躰補習講座αII）

　　　　　　歯性膿瘍の診断及び虚置

　　　　『　東京歯科馨學專門學校口腔外科學敏室

　　　　．敏授　醤學博士　遠　藤　至　　六　　郎
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　　　　　　　　　　一　緒　言

　人をして如何にも高等な理論を基礎言する臨床研究補習講座なるかの如く惟はしめるこの講

座で，今更ながら膿瘍の診断及び治療さ云ふ檬な卒凡極まる表題を掲げて解説を加へるミ，多

数の人の中には入を馬鹿にするにも程がある霊て一瞥をも與へすに，かんかんに怒る方も恐ら

くはあるであらう。が併し私ミしては6000の同憲中，一讃して呉れる篤學具眼の士が5入か

7人もあれば，それで大満足なめである。、　・

　膿瘍の診療ε云ふ事は，歯科臨休上，重要なる項目の一つであり且つ時ミしては意外な事件

を嚢生せしめるこ．さあるは周知の事實であるにも拘はらす，實際には兎角，輕覗乃至看過せら

れ易い。さ云ふのは歯齪膿瘍や骨膜下膿瘍の頻度が餓り高くて却つて眼につかないの葛もう

一つは是等の膿瘍の大多歎例は，敢て特別な塵置を加へなくても，概ね輕快乃至外槻的には全

治するが故である．そ蠣に却つて屡・重大事件を灘したり，儲紛間に論雫姓じ灼

鯵9である・　一　，
　私は昭和14年9月29日から28日迄の間に・診断蛇に治療方針確立σ）2黙から観て，臨休

家に取りて好個0）参考症例たり得る内容を具へた膿瘍の2例を診療した0）で，弦に其の概要を

述轡こいざ思ふ。　　　　・　　　　㌧　　　・

　第1例は原因歯の抜去が選延した結果成立したざ考へ得べき頸部膿瘍であり・第2例は腐敗

菌q混合感染に幣有な禰蔓性硬結を明瞭に現はし，口腔内から硫化水素瓦斯を盛んに放散して

居た興味ある症例である。

　初めに膿瘍に關する種々な黙を略述し，次に私の症例の要黙を報告し，最後にそれに封する
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餌論や注意事項を述べるこさにする。　　　　　　　　　　　‘

　　　　　　　　　　　　　　　二　膿瘍に關する読明．

　　　　　　ゐ
　甲　膿瘍の意義及び特徴

　慧義　膿瘍Abszessは某の急慢何れを問はす，叉再畿型たるざ新鮮型たるεを論ぜす，総て

化膿性炎の一終局型乃至一中間期型ざして來るもσ）であって，：決して初めから膿瘍ミ云ふ疾患

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒの型ミして規はれて來るものではない。歯性の膿瘍は特に然りである。從つて麹何なる老大家，

構威者でも，膿汁の瀦溜して居る・こミを謹明し得なければ，結局は膿瘍ざ云ふ診断は下し得な

いこ盲になる。而して膿汁の有無を謹明する臨躰上o）方法さしては，．周知の如く「プンクチオ

ーン」に縁る方法寧・鰯診に縁る眞性濠動の謹明ざの二方津しかない。故にこの黙から見れば・

歯性の膿瘍の診断に關する限りは，青年歯科讐霊老大家さめ間には敢て大差ある澤はない筈で

ある。・が併し臨鉢上の事實は必すしも然らざろこざを明示して居る。然らば何故であらうか？

　詳細に其の理由を列暴し弛ら種々多方面に亙るが，要するに其の圭要な理由は，膿瘍の臨抹

型が後蓮め如く非常に多いざ云ふ事に聾著する。從つて日常頻々ざ遭遇する膿瘍の臨躰型に關

して正しい知識を持つ鷺云ふ事が，膿瘍の諸型を正しく診晦し，合理的に治療する最良の方法

ミ云ふこεになる。

　特徴　歯性の膿瘍は次の特徴を必す有して居る。’邸ち　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　1膿瘍を起した原病が必すあるから是を追究しなければならぬ。但し其の原病なり眞因な

むが戦明し牝場合には患者の症候，局所の條件等によつては眞因乃至原病の除去は必すしも急

速でなくてもよい。即ち膿瘍に因る種々な苦痛や症候を除去する霊云ふ當面o）鹿置ミ切り離し

1週一2週間以後にゆるゆる案を樹て∫もよろしい。

　　2原因歯ざ膿瘍形歳部乃杢排膿部ミは一定の關係がある。故にこの部位に閣する關係に精

，通するこミは非常に有利である。

　　3曾膿瘍は自然に排膿まるか女は排膿方法を講じなければ輕快し塗い。要するに膿瘍の内容

液たる膿汁が著しく減じなければ輕快しない。

　4　排膿後，2，3時問乃至10時間内外には，自豊的苦痛の大部分は解浦し，熱ば排膿後；

撒時間乃至2，3泊後しは必す著しく降†するのが常規である。’ Aし腫脹，硬結，．浮腫の三者

の減退期日は膿瘍の原病の種類によつて大差ある。

　例へば輩純の歯敵膿瘍，骨膜下膿瘍の如きは，2，3臼以内には劇減するが，慢性型は漂因歯

を抜去せざれば容易に劇減しない。更に叉，骨疽形成を件ふものは，骨疽片が分離する迄は著

攣を示さないし・アクヂパ壷ぜ・1瀾聯するものは周知の鰍6硝内外持績するが如き

その好適例である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　5　從つて排膿後，5，6日経過しても伺且つ症候が著しく輕快せぬ場合には・種々な條件ざ
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場合虐を考ふべきである。

　6　概括的には淺在性膿瘍，周園霊の境界明瞭にして且つ小範團の膿瘍，硫化水素瓦斯登生

’量の極めて微量o）膿瘍，切開時に膿汁が一時に送出する様な膿瘍は良性である。換言すれば早

期に膿汁の瀦溜を謹明し得，且つ安全に「メス」を加へ得る部位である限りは，2，3の例外或は

　　　　　　　ノ不可抗力型を除いては，排膿後は著しく輕快し且つ危瞼は件はないのが原則である。

　從ρて若し之に反し，排膿の目的を蓬したるにも拘はらす，病勢俄然虐して悪化し或は著し

く輕快せぬ時は，診断乃至切開に關して術者側に何等かの鋏陥があるか叉は一部分は特殊の症

例である貫考へねばならぬ。次に斯かる揚合の代表的の膿瘍型を列塞してみる。

　乙　豫後の判定を誤り易い膿瘍型ミ其の登現部位

　日常頻々電遭遇する歯性膿瘍は概ね20種位あるが，この申で切開の方法を誤つたり，豫後

0）良否に關する判定を誤の易い型は10種位ある。今，之を口腔内粘膜面に現はれるもの霊，

口腔外の皮下に現はれるものさに大別して見るミ次の如くになる。

　A　口腔内の粘膜下に現はれるもの

　　1歯齪膿瘍拉に骨膜下膿蕩　概括的に言へば，この雨型は頬側歯齪に現はれるものは良性

であり，制定を誤るこざは少ないが，舌側に現はれるものは之に反し，屡支重大事件を績登す

ゐ1次に骨膜炎に關聯する型は概して良性であるが，骨髄炎に關聯する型は之に反し屡く不良

0）糸吉果を招ぐ。

　故に舌側に現はれ，而も骨髄炎に關聯する型に封しては絶大の注意を彿ふべきである。蓋し

口腔底蜂案織炎を績叢し，或はそれに關聯する騰膓である場合が屡≧なるが故である。

　　π所謂舌後膿瘍（舌後部膿瘍，別名後翼歌膿瘍）　これは骨膜炎に關聯して登生する骨膜下

膿瘍の一型であるが，部位の關係から早期に彊度の牙關緊急，嚥下困難を俘ひ，患者の疲勢憔

悸が早期に高度に出現するござを特徴の一つざする6・加ふるに拙著以外には邦文の口腔外科學

教科書には少しも記述してなく，外國の書物にも，2，3行しか書いてない爲に，誤診率が非常

に高く，切開の好時期を失し，屡≧重篤の症候を績獲する特殊の膿瘍である。臨沐家の最も注

意すべき膿瘍の一型である。　　’・

　而もこの型の膿瘍は下顎智歯周園炎，第二大臼歯の炎症に關聯して成立する型なるが故に，

其の頻度は相當高い。早期に切開しないざ，側頸部，隅角下部に流注し，頸部蜂案織炎を績畿

し易い。但し好適の時機に切開すれば，数日間で全治するのを通例ざする。

　　皿硬口蓋中央部に現はれる膿瘍上顎切歯，小臼歯に關聯し，時εしては大臼歯に關聯して

硬口蓋の正中線上附近に現はれる大豆大乃至揖指頭大の膿瘍である。骨膜下膿瘍の1型である

がこの部の織維が極めて緻密強靭め爲に，切開排膿後も容易に癒著しないζεが頻々言ある。

併し軍に経過が長いだけで危瞼症候は殆さ縄封に出現しない。

　IV　頬粘膜下に現はれる限局性膿瘍　良性が元來の建前である。
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　V頬粘膜下に現ほれる禰蔓性膿瘍　之には種々な臨林型があるが，大腿に於て3型に分類．

するこざが出來る。鄙ち　　　　　　　　、　　　　　　．

　第1噂型　は化膿菌のみの感染に由る型であつて大膣の症候は爾他膿瘍に酷似すゐ。

　第2型一は腐敗菌ミ化膿菌さの混合感染型叉は放線状菌感染εの混合による高度の浮腫を俘

ひ疹痛の比較的輕い型である。　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　・　1

　第3型　は腐敗菌言化膿菌霊の混合感染に因る高度の硬結，禰蔓性腫脹ε浮腫ざを件ぴ覧多

くは中等度以上の疹痛を件ひ患者の苦痛激しき型である。

　以上3型は何れも種々な績叢症候を招來する可能性大なる型であるから細心の注意を携ひつ

づ診療を績けなければならぬ。第2型，第3型は特に注意し塗ければならぬ・

　VI歯性扁桃腺周園膿瘍　上顎或は下顎智歯に原因するものが大多撒であり，患者の自覧的

舗が綿に激しいの備徴である・但し切開排灘は2－3珊識く輕快し，危瞼のない

のが元來の建前である♂　　　’　　　　　．　　　　　、　　　　　　　　　　　・

　V皿下顎智歯遽心部膿瘍　之に2種類ある。（1）は大豆大位で浮腫を俘はぬ型であり，（2＞

は小指頭大位で浮腫を件ふ型である。後者は屡ヒ上行枝骨膜炎に關聯して嚢生すろので種々な一
5

重篤症候を呈し易い。　　’

　聖　口腔底蜂案織炎の膿瘍の1型所謂舌下膿瘍型が其め代表型である。眞の意味の舌下膿

瘍型は餓り心配する必要はない。蓋し適當部を口腔粘膜面から切開すれば大概はよい経過を取

るのが通例であるが故である。併し都合の悪い事は嚴格の意味に於ける舌下膿瘍型のみの場合

よ鰻ま，舌下膿瘍ざ顎下膿瘍又は舌下膿瘍ミ顎下蜂案織炎等ざの混合型の方が遙かに多いざ云

ふ事實である。從つて口腔内粘膜面から切開し，充分に排膿せしめ得牝揚合でも，爾且つ屡≧

重篤の症候群が績嚢するこ忘がある。　　　7・　　　・

，この型の膿瘍は夫れ故に，或る意味かちは却つて膿瘍豊もては論じないで，寧ろ蜂案織炎ミ

して塵置する方が臨床家ざしては得策である。．　，　　’　　　　　　　　　　．

　IX上顎又は下顎の臼歯に原因する頬部皮下膿瘍叉は頬粘膜下膿瘍　この種の膿瘍は殆汐総

て頬部騰訟雄過し期一欄離乃至終局郵して成立す膿瘍である・御て搬の

膿瘍ざは其の症候を異にし，概して猛悪であり攣化に富む爲に豫後の制定は屡為困難である。

後述第2例がこの型の1例である。　　　　　β　　　　　　　一’”　　－

　B　口腔外の皮下膿瘍

　大艦に於ては淺在性限局性型は良性であり，之に反し深在性瀬蔓性型は屡支重篤の症候群を

件ひ易い。大髄の登窺部位に從つて良否を分けて見ろざ次の如くてある♂

　1　内皆部膿瘍ジ下眼窩膿瘍，頬部皮丁膿瘍，限局性顎下膿瘍等は良性である・

皿隅角膿瘍は限局性型は良i生であるが・禰蔓性浮醗曝のは屡・頸部蜂案織炎瀬

叢する危瞼がある。　　　　、　魑　　　　　・　’　、　　・　＿
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週上頬部皮下膿瘍は原略根霊化膿謙の連絡路の叢見が容易でない爲に，再三，切闘

を反覆し，6ケ月以上3年位全治しないこミはざらにある。但し生命の危瞼はない。一度び連

絡路を叢見するか或は叉化膿原竈を嚢見し，之に封し手術を加へれば，一敷日以内に全治するこ

霊は爾他膿瘍ざ同じである。　　　”
　W前頸瓢．側頸訊側頭部の3膿琴は重篤の症候を綾畿し易い・危瞼姓の甚だ大なる膿

瘍である。　　　な　＝　　1　　・・

　V顎下正中部皮下膿瘍　は概ね良性であるが，強度の浮腫を件ふ型は悪性で危瞼である。

　丙診籍に閣する注意

・波動の謹明叉は「プンクチオーン〕に嫁らて膿汁の瀦溜して居る事を護明し得さへすれば，膿

瘍の一型ε呼び得るのであるから，臨躰経験1年以上の人ならば，『これは膿瘍だなつゴ三云ふ

事を診臨するこざは213の例外を除いては容易に出來る。併し軍に之だけでは膿瘍の存在を

立謹し得たに止まつて臨躰の観貼から無意味に近い。

　凡そ膿瘍診断の眞の目的は

　1膿瘍の存在を立謹するぴヨば勿論であるが，加ふるに

　∬膿瘍o）型の良否，急慢或は再磯型の何れなるかを種々の角度から検討し急速に決定し

　璽　化膿性炎初嚢後，膿瘍形成迄に経過し乖日撒概算を推出するこざ

　IV原病の性質の良否を判定し抜歯の時期をも併せて決定する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧　V豫後の良否を判定するこざ

等の5購を明確にするに在る。而しで

　膿瘍の良否は大髄に於て次記各項を標準εして決定すればよい。即ち

　1　部位により大約見當をつける。概述参照）

　2　『化膿性炎初畿から膿瘍形成迄あ経過日撒を腫脹型，腫脹周園の封犬況，患者疲勢程度等によ

りて概算する。今，膿瘍を新鮮乃至急性型さ慢性型ざ拉に再畿型の3型に匿別して見るざ，新

鮮型は炎症初叢後4－7日目位に，再登型は2－4ぼ目に，慢性型殊に下顎の6，7，8に因る流

注性皮下膿瘍型は10－20日目位に膿瘍を形成する場合が一番多い。故にこの日藪ミ，膿瘍に

因る局部の腫脹型ざ熱拉に疲勢程度等を参斜して制定すれば，大禮に於て良悪何れに屡する膿

瘍であるかミ云ふ事實拉に急i速に切開すべきものであるか否かミ云ふ黙をも判明し得る。

　3　原病0）種類蛇に歯牙の種類　大艦に於て骨膜炎型の膿瘍は，切開排膿後，2－7日位で著

しく輕快し，骨髄炎型に關聯する膿瘍は不定のものが多い。從つて切開排膿後著しく輕快する

場合もあり，著しく壇悪進行する場合もあり，排膿後i週内外で再び悪化する場合もある。

　歯牙の種類鷺しては下顎の6，8に關するもの，上顎7，8に關聯する膿瘍は概括的に種々重

篤な症候群を績登し易い。　　　　　　　　　　σ

　4　膿瘍の淺深，廣狭，周園の浮腫，硬結を診査する。而して概括的には深部に膿瘍を形成
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し，其の周園に幾多の小膿瘍を作り，浮腫を俘ひ叉は高度の硬結を俘ふものは悪姓型か叉ば悪

性型に轄じ易い。

次に腫囁に比較して灘亨浮歴が濃旺しいも磁鰍菌哩合感染檬つて居翻合力沸

常に多い。從ってこの型は切開の際，悪臭を放っ。蓋し硫化水素が多量に登生して居る爲であ

為。　　”．　　　　　、　　、　．一　　　　　　　・ヤ　　’　　＼

　5　膿汁が稀薄であつ弛郵黒褐色を呈し弛り或は反腫脹範園に比較して膿量が少量に過夢

るものは概して不良のものが多い。

　　　　　　‘　　飾　　　　　　三　症　例

　第1例　生來頑健，讐藥の味ひを殆さ知らない亨云ふ39・牌り男子。・

　主訴　下顎左側隅角部腫脹，鈍痛，牙開緊急～頭部を眞正面に向けた際に左側脚鎖乳頭筋部

に牽引性緊張性歴痛を感する。爲にこの数臼來は頭部を左翻に3◎度位傾斜せしめて居る。

　経過概要　3，4年前にも一度「ぎ附近に疹痛炉あつ弛が，特別の讐療を受けないで居る間に，

自然に治癒したので其の儘放任しておいた。昭和14年8月25日頃に，・突如婁して左側扁桃腺

附近に疹痛が起り，27，8日頃には嚥下時に疹痛を感する様になつたので，耳鼻咽候科の診療

を受りた。併し病勢は盆ヤ進み，左側顎下淋巴腺の腫脹を來し，一方には区g）附近にも異常感

ガ起鰯次で異常感は嬉痛に攣じ，牙閣緊急さへ現はれて來・たので某歯科馨の診療を受けた。

　併し病勢は依無ざして進みダ逡に外頬部腫脹を件ひ，顎下淋巴腺の腫大は愈滝檜大し，苦痛

亦耐へ難くなつたので，外科のY博士の診療を受け，8月31日に入院し，9月3日に「r，「ぎ部

の頬翻歯銀附近を口内から切開して貰つたざのこざである。

　手術を終つてからY博士は血膿霊思はれる液艦少量を排出せしめ得たが自分の想像して居た

量よりは遙かに少量であつたざの意味のこざを患者に説明し弛さのこSである。併し要するに

患者自身血膿を見牝課ではないので鯨り正確な話ではない6　　　’・　．

　斯ぐしてY博‡の病院に合計2週間入院を練けづヒ。手術後3，4日目には牙關緊急は餓程輕

快し開口距離大ミなり腫脹も減じて來たので隻患者はこの儘漸次開口度が良好に向ひ全治する

のであらう豊推定し，大に樂みにして居たが，6，7日後になつて再び悪化し，牙關緊急は1指

牟横径ざなつた。　一　　　　．

　そこで患者は大に驚き欄曝の使用曙博に綴凍ので灘臨そ擁快諾し使用せしめ

＃。然うに其の目の夕刻から外頬部拉に顎下部の腫脹が急激に増大し疹痛激烈ざなり，患者は

容易ならざる苦痛を感する様になつたので，家族は心痛の絵り大羽武學士の診査を受け，「ア

クチノミコーゼ」を疑ふ絵絵地あり言の紹介状を持参し，私の教室へ來られ乖（塚野馨局長及び

中村保夫助手澹任〉。　　　、　　　　　　・

　現症（9月．23日初診）。禮温37度8分’脈搏80整正。　’」，　　　　一一’　一
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　一般所見　疲勢は中等程度で全禮ざしての苦痛も鯨り劇しくはないらしい，寧ろ輕度である。

歩行は殆さ正常人ミ同じであの，治療椅子に乗る時の態度は常人ミ殆さ攣りはなかつた。言語

も明析である。

　顔貌所見頭部全艦が左側に傾斜して居るのが著しく眼につく。所謂斜頸Torticollisの1型

であり，本例が若し歯性であるざすれば歯性斜頸Torticollis　dentalisざ診陶『すべきものであ

り，比較的珍らしい症候である。

一食物は大禮に於て毎日囁取し得て居たものミ見岱，顔貌は殆さ憔埣して居なかつた。次に眼

についたのは，左側耳下から，下顎隅角部蛇に胸鎖乳頭筋附近に亙つて限局性ではあるが併し

周園ざの移行境界不明の胡桃大よりもう少し大きい不正球形の腫脹である。腫脹部皮膚は極め

て僅に登赤を呈し多少光澤を放つて居た。併し炎症性緊張感ざ云ふ程度ではなかつた。

　燭診するざ全艦ざして娃實質性の感はあつだが少し強く鰯診して見るざ輕い歴痛を訴へる。

深部鯛診法を試みて見るさ・皮膚面から概ね2「センチ」牛位の深さの部に2－3滴の液艦が瀦

溜して居る0）が鯛れる。帥ち深部に波動を鰯れた。疸し鰯診上熱感はなかつた。要するに腫脹

全髄の型ざしては決して「フレグモーネ」型ではない。所謂皮下膿瘍の1型である。

・腔内所見牙關緊急は二指灘以内の弓膿ではあるが，併し下顎を指頭で動かして見総比

較的樂に動く。少し無理に強力的gewaltsamに開口を試むるざ，2指横径弱乃至1指牛横径

位は開く・口腔粘膜の炎症は極めて輕度であり，歯齪も割合に清潔である。嚥下困難は極めで

輕く大概の食物は嚥下し得る。即ちこの事實は本病が慢性炎症の1型であるこざ，咀囎筋以外

の部位に炎症竈が成立して居り，、その結果に由る間接的の牙關緊急であるこ電を吾人に示しで

居るものである。

　匠匠匠「「区は何れも完全に出齪して居叫その周園の炎症は輕度であつて本例牙關緊急：

の成因ざして論するには不充分であろ。’、

　診断　以上の経過ざ現症ざを資料ざして考ふ為時，吾人は何病を考ふべきであらうか，而し．

て叉如何なる黙に向つて検査乃至診査の歩を進むべきであらうか？！

今・本例の経過現症中賜講上の参考資料灼得繍を摘記して見るざ，次記顯腿

げるζミが出來る。印ち　　　　　　　　　一　　　　　　　　，

　1　4年前に1回嚢作して居る。患者の陳述を其の儘信用すれば，當時の月犬況はさうやら今

同の畿作に酷似して居る。　　　　　　　　　　　．　　　　　・

　2　昭和】4年8月に再び登作し今日に及んで居る。當時外利讐が口膣内頬側粘膜を深く切

開し’たミのこざであろが，恐らくは下顎骨骨膜炎であつたのであらう。本邦外科讐の殆さ総て

は歯科轡學に關する智識皆無に近い。從つて當時口腔内から切開したこざは事實であらうが，

歯性疾患なるこさを明瞭に認識し得す，爲に原因探究は放任せられ，今日に及んだものであら

う。從つて原因は未だ其の儘残つて居るのであらう。而しては恐らくは歯性であらう。
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　3　慢性型であり再畿型であるこさは，鰹過が明示して居るのみならす，自登性痙痛極めて

輕く，艦温が比較的低きこざ，経過日撒が長い割合に患者が疲勢憔悸して居らないこミ，腫脹

部皮膚が極めて僅に登赤して居るが緊張が不充分であるひ三拉に「トルチコーリス」ε思はれる

ものが成立して居るこε等で明瞭である。　　ご　　　　　　　ヤ

　4　牙關緊急が強い割合に下顎が樂に動くこざは，牙關緊急の原因が咀囎筋以外の部に存在

して居る事實を示して居る。　　　　　　　　　　　　、、

　5　口腔内所見からは牙關緊急の原因を歯牙に求めて解論するこεは困難である。

　以上の諸事實から観て本例が比較的良性型慢性再叢型皮下膿瘍の1型であるこミふ蛇に現在

2－3滴の膿汁が既に瀦溜して居るこざは事實である。從つて皮下膿瘍の二型ミ診断しても決し

て誤診ではない6否，それで世の申は立派に通るには必す通る。併し教養ある臨休家ミしては

この程度の診断で満足すべきでは断じてない。即ち更に進んで本例膿瘍の來源を知り　性質を

究め　1指以内程度の牙關緊急でありながら何故に下顎が樂に動くか言云ふ問題を明確にな

・し，歯性か非歯性かを鑑別じ，併せて「ア〆チノミコーぜ」を全面的に否定してよいかさうかざ

云ふ黙迄をも明かにしなくてはならぬ。　　　　　　・

今，本例の如く瘍痛輕く艦温の低い牙關緊急を來し得る主なる疾患を列塞して見るミ，大艦

起於て徽毒，「アクチノミコーぜ」，慢性歯性顎炎，淋巴腺炎の四者ざ云ふこざになる。結核も

亦候補者の一員εして加へでも悪くはない。が併し

　徽毒　は第三期護誤腫に因るものであるから本例の如き再登型には適合しない。

　「アクチノ三コーゼ」　に因る牙關緊急は一種掲特の硬度を有して居り，下顎を動かす事1ま殆

國さ不可能なのが通例であるが，本例の牙關緊急は之に反し，鯛れて見た感じが軟かい．し，且つ

詣頭で下顎を動かして見るε頗る容易に動く黙から見て恐らくは「アクチノミコr「ゼ」ではない

ざ思ふ（拙著参照。歯科學報昭和14年9月號第20頁参照）6併し細菌検査をして居ないのであるか

ら全面的に「アクチノミコーぜ」を否定して診療するこざは頗る危瞼である。之は曹うしても，

豫備軍叉は所謂傳家の寳刀ざして控へに備へて置く必要がゐる。

　淋巴腺炎　も一慮は考慮の鹸地はあるが，併し淋巴腺炎は腫脹型を異にし，且つ前後に可動

牲であるのに，本例の腫脹は少しも動かない。結局，本例は

　歯性慢性顎炎に關する腫脹　ざ考へるこεが種々な黙から観て一番理論に合致する。歯性ε

考へる事がよいミ假定すれば，何を塞ぐべきであらう？。

　今，本例の腫脹型さ腫脹部位5を精査するざ，下顎智歯に關聯する流注膿瘍Senkungsab－

・szessが一番酷似して居る。其の他には一寸考へる歯牙がない。’

　老こで私は患者に次の意味を説明した。　　　　　　　・　ご

　’（a）紹介者大羽武學士の推定診断たる「アぞチノミコーぜ」を考慮に入れるこさは頗る穏當

の方針であり，注意深い診療態度である。自分も質意を表する。併し今日それを確診する方法
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は全くない。現在の所見から判定するミ，恐らくは「アクチノミコーぜ」ではなくて［習の慢性炎

に因る燥性骨膜炎の結果・流注して來た膿汁が瀦溜したものであらう。即ち皮下膿瘍の1型で

あつて推定2ケ月内外前より漸次膿汁が流下瀦溜して來たものであるざ信じ得る。

　（b》　即時「レ」線検査を行ひ，区の根の状況，周園の骨の病攣を知鱗併せて抜歯の難易拉

．に可否を決定したい。　　　　　　　　　1　　”
　（c）而して若し区の條件が良好であ偽，’即時抜歯訂能であるか叉は鄙時抜去を得策さする條

件を具へて居た揚合には本日抜歯を断行したい。

　（d）顎下部の皮下膿瘍は膿汁が極めて深部に存在し且つ少量であ転鋭痛を俘はす貴下自

身の苦痛大ならす，熱は僅に37．8℃であつて高熱でなく，全艦の症候群から見て1，2日中

に危瞼來襲ミ云ふ様なこさは考へ得られないから，外皮切開排膿手衛は3，4日後に延期し弛

い。それ迄は入院安静を綾けられたい。　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　（e）’抜歯後若し牙關緊急が却つて増悪する場合には，「アクチノミコーぜ」ざ諦める外にか

洗はあるまい。霊云つて事前ヒ随止すゐ方法毛ない。　　　　　　　　’

《f）　「アクチノミゴーぜ」ざ確定しても，今日では趨腔「レントゲン「管療法ざ云ふ一新療法

も登見せられて居り，本校には其の装置もあるかち4－6ケ月位で必す全治する。

　（9）　「アクチノミゴーぜ」の死亡牽は本校巧ケ年間の統計では・大艦100人中2名位慶Pち

2％内外であるから全治するものミ信じて大艦間違ひはない。

　（h’）患者さしての苦痛は4－6ケ月の長い間，醤者ざの關係が切れないざ云ふ黒占に在る0）み

　　　　集　’1画’・　で，自Eの職業に從事するこ灘殆漣期間樋じて可

、能である云々ざ説明した。

　　　キ
　　斯くして患者も快諾したので，騨寺「レ」線検査を行つ

　た。其の結果第1圖Aに示す如く区の根端に推定13年

　乃至15年を経過して居る小指頭大0）歯根嚢腫乃至根端

　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
　膿瘍さ診漸すべき透像が明かに現はれナニので歯性ε決定
A
　するこざにした。而して圖の如く抜歯は容易である0）で

　塚野讐局長が初診の日に抜去した。

　其の後⑱纒過と外皮切開排膿　抜歯後の経過は非常に良好であつて，熱も特別に上昇しないし

後疹痛は全く起らなかつ弛。嚥下障碍も全く叢生しない。牙閣緊急も櫓悪しない。我田引水感

かは判らぬが，多少は牙關緊念が輕くなつた様にも思へた。

　併し不愉快なこεには隅角下部の腫脹は少しも縮小しない。そこで「レ」線放射療法3同さ，

晃線療法其の他種々行つたが毫も数果が現はれない。のみならす6日目には却つて症候が悪化

し，腫脹1ま増大し，波動も著明に燭れる様になの，痺痛も激しくなつたので，已むを得す外皮

を切開するこ霊にしたら　　　　　　　n　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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第 2 圖 　併し波動は皮膚面から約2「センチ」位の深さ

の部に鰯れるので，先づ「プローベプンクチ

ォン」を行つてみた。其の結果濃厚膿汁が多量

に瀦濯して居るこεが明かさなつたので∴9月

29日に第2圖A部に長さ約2「センチ」の小切開

を加へ，㌦鈍的に剥離しつ夕深部に進携膿竈に

津し・逡に極めて濃厚帯青色の膿汁約10cc鯨

、を排膿せしめ得たので緋膿管を播入して手術を

終り，鎭痛藥’「ゴスペg一ル」一→包を投與し

、ナニ。

　手術後は極めて良好の経過を取り，10月2日

に退院した。第2圖は憩月5日の症候を示す

寡眞である。10月6日には牙關緊急は既に脅指

横径程度に迄輕快して居た。

¢

　　　　　　　　　　　　　　　　　四　解　読．

　1歯性の膿瘍は周知の如く學問上からは種々に分けられる。而して其の圭なる型に關して

は既に上に略述し弛ので5弦では方面を少しく換へで讐業の観黙から歯性の皮下膿瘍を2型に

分けて解論して見る。　　　　　　　　　　　　一　．

　第1型　は原病竈S膿瘍ミの組織的連絡路を臨林上明瞭に追究立謹し得る型である。多くは

急性型であち。即ち口膣内には原病たる’歯牙拉に其の周園し炎症症候が現はれて居り，それに

連接して顎骨の炎症症候も現はれて居り膿瘍も形成せられて居るざ云ふ型である。この型の揚
炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀

合には患者も歯科欝師も原因歯の早期抜去に關する必要牲に關しで不審を懐かないし，原因欝’

抜去後症候が悪化し，結局外皮切開を行ふこざになつても絵り文句は起らない。然るに第2型

ば之に反し，ちよいちよい論畢の種ざなる。印ち

　第2型　は本例の如く原病竈ざ膿瘍ざの因果蓮絡關係を科學的に立謹するこミ甚だ困難な型

である・購゜腔内には急鮫勲認め得廓皮下鵬瀬恥の關係を立讃る蕊も困難

であり，原因歯ざ信ぜられろ歯牙は殆さ゜痺くないし，其の周園に炎症は殆さない型である。斯か

る型に封して抜歯を断行した後に外頬部，顎下部等の腫脹が俄然ざして増悪し，途に外皮切開

を績行するごδの巳むを得ざるに至る事はちよいちよいある。そして患者側から種々な文句を

持込んで來るこミになる。併し抜歯した爲でないこざは本例の如く抜歯をしないで放任して置

いた爲に1ケ月以上も全治せす，ざさのつまりは抜歯，外皮籾開，全治ざ云ふ経過を取る症例
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あるに見ても明かであち。　　　　　　　　　　　、　　　　、

　私の経験では第2型に在りては原因歯の推定が出來次第，可及的迅速に抜歯する事が外皮切

開を避ける唯一の方法である様に思はれる。本例でも8月の際に区を検査して抜去して置いた

ち或は今同の症候は現はれすに濟んずこのゼ歓訟いかこ私かに信ぜられる。’

　化膿竈の手術所見或は淋巴腺の組織所見から推定するに，第2型は概ね1ケ月以上1グ年内
　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　へ

外を費して徐々に旋立せられるものざ考民得る冠即ち斯方る長い間を通じて原病竈牝る根端叉

・は歯冠周團炎から極めて徐々に毒素が吸攻せられて化膿性炎を成立するもの書考へ得る。從つ
　り　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　ボ

て原函歯を鼓歯をしても外皮切開を加尺るごさになるこSが通例であるミ思はねばならぬ。讐

業ミしては非常に大切な貼である。　　”
　本例右籾めめ歯蒋讐が再に封してもテ少し注意を彿つ弛ラ，もう少し輕く漕んだのではない

か3思はれる。

　ガ牙關緊急の診査1二際しては唯軍1漠の綴を知雛けに止めてはならぬ．必轍立麟

を攻究すべきである。本例の如きも，1一寸診るざ1指横脛あ牙關緊急で，「レ」線検査なんかは

思ひもよらぬ檬に考へられるが・併し精査して見るミ比較的充勇に開Pし得るのである。

　今，炎症性牙關緊急の爲に口が開かない揚合の内容を検討して見るミ，概ね次記の因子に分

解するこミが出來る。即ち　’　　　　　　　　　　　　、　　　、

　1　咀囑筋の炎症浸潤乃至其の周園の炎症浸潤に因る

　2　本例の如く間接的原因を主ミするもの

　3　疹痛を避ける目的で下顎を動かさないこミに因る

郷なる蜘に細る麟細る
5氷群の過騨却に鴎脚蝋に因る．

　6　癒痕形成に因る

　從つて最も代表的の場合を考へてみるミ，是等の6項全部が關與する症例もあり得るのであ

ゐ。・故に炎症性牙蘭緊急を診査した揚合には，悔常以上各項に關し検討し2，3，4，5に封し

ては適當の方法を講すれば開口は絵程充分ミなるのである。

　皿’経過日歎の長い割合に全身疲勢のないこε嫁，吸牧症候が成立して居ない唯一の謹嫁で

ある。從つて危瞼性はない。　　　　　）　　T　　　　　　　　’

、IV歯性斜傾には，本例の如く疹痛を避ける目的で成立する一過性型ざ，’嶽痕形成に因る永

久姓型の2型ある6

　隼ゾ本例の如く下顎智歯根端に第1圖に示す如き大なる歯根嚢腫の成立するこざは比較的珍

らしい。この程度の歯根嚢腫は30歳i乃至45歳内外の人に規はれる迄には，推定概ね10年乃

至15年位の年撒を経て居るものである。

　版　第1佃程度の大きざさ形の歯根嚢腫は，・下顎第一大臼歯拉に第二大臼歯には屡ぞ成立し
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且つ猛烈なる激痛を嚢するこミが屡｛ある。而も斯かる揚合の多くは〔殉線像以外には殆曹症．

候を現はさぬので誤診率が高い。　一’　　　　　　『旧、　．　　　。

　第2例　32歳　生來牡健の婦人　　　、　　「

　主訴　左側彌蔓姓頬部腫脹兼浮腫，激痛，’牙關緊急，頬部緊張感

韓麗綴昭稗4年9肚舷倶纐面に騨槻へ旧磯るに從ひ囎鎚傾向があ
　　　　第　　．3　　圖　　　つたので9月耳日歯科署Aの診査を受け乳傷其

の結果匿化膿性炎に因うものであるかち蔀時抜去

する方が得策であるSの説明を受け駕ので，その

日に匿を抜歯して貰つ弛。、

　併し疹痛は清失せす却づで増悪する模様があり

加ふるに顛部に腫脹が現はれ開口も困難ざなつて

來弛。そこでA歯科欝は区も原因の一部であるら

・しいか獄去遡方鞍全ずお云ふ爾明をなし

9月14日に区、を抜去し牝さの二電である。但し

匿拉に区の當時の模様は胃切不明である。從つて

雨歯牙を抜去し牝こざが果して適法であつたか否

か拉に抜歯當時に既に蜂案織炎が併叢して居弛か

否かも不明である。　　　　　　t・

　兎ζ角；区抜歯後1週間以上経過しても諸般の

　症候は壇悪するのみで輕快の徴候は少しも見へないので，患者は轄じてB歯科讐の診査を受け

　た。Bは蜂案織炎らしいざの診脚の下に私の教室へ紹介せられた。　　　、

　　親診時現症擬要　昭和14年9月24日夜9時初診時の主症候は，1指横径の牙關緊急，第3圖

　に示す部位，範園，程度の禰蔓性腫脹ざ浮腫，中等度の全身衰弱・禮温38・4℃であつ弛ゴロ

齢は芽關鵯の爲硫分に髄し得なか？蘭非常に不即あ噸粘膜は高度噸脹し波動

　を鰯知し得弛。暦綾歯創から少量の排膿を認め得魁匿附近は充分に覗診し得ない。

　　診断並に虚置　澹當の申村保夫，杉蒲光信爾助手はr匿「翫抜歯に關聯する膿瘍型頬部nフレグ

奨一袖溝ふ講の下に鋤の碑二入墜輪じ，舳か獺粘嘩切開硬等皐雄騨し

　め得牝ので，其の液は多少睡れ弛電のこさであろ。　　　・㌧

　　其め後の醐と硫化水素瓦斯灘の翻成敷’26日には牙關緊急も1指牟横径程度に輕快し口

齢備醗相當1ご行び得る様になつ切でヂロ腔離初診の蟄日に比較すれば非常に清潔

　になつ旗。悪臭もなくなつ弛。27日に大井博士が珍らしく癖氣で鋏勤し弛ので私が病室を廻診

　し幅私は廻診の際に本例患者の左側頬部を皮膚面から一寸鯛診してみ弛。其の瞬間に腫脹部に

於て硬軟種渇の感じが鰯れ牝ので，普通の「フレグモーネ」ではない霊思ひ・精査を進め弛・其
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の結果，第3圖に示す如く左側頬部全面に亙る高度の彌蔓性浮睡ミ腫脹の成立して居るこ笥泣

に頬粘膜面にも窟じく高度め浮腫ざ腫脹ざiがあり，且つ板封犬に近い程度の硬結を燭れナこ。そこ

で腐敗菌あ混合感染型であちこ亡を椎定じ，膿汁の色，頬粘膜面の浮腫，硬結を再診しナこ。そ

φ結果愈覗合感染型なるこ遡信念鰯め鑑購に硫化水素炉朗靹にも出て居るのであ

師から・そ欄曄的に鐙鯵こざ彬浦光翻に命じ鱗轍の鵬こ封し細心の注
意を彿ふべきこさを中村緊杉浦爾君に注意し旗。”　　　、1

　要するに本例は既述の豫後の判定を誤り易い膿瘍の1例であつて，IXの1型ざVの第3型ミ

の混合型ミ養倣すべき型であろ。幅禮，化膿菌ざ腐敗菌虐の混合感染型の化膿性炎は概して悪

性であり・症候曖化が急速である・從つて灘の孚掟購鮎ては非獣困鞭あるの’α

臨沐家ミしては常に細心の注意を携はねばならぬ型の一種であり，假食膿瘍を切開し，排膿せ

し辮謙でも餌づ1日2．剛腕診査せ醐ならぬものである・

；この事實は吾入の箪敬する細菌學者ギンス教授Prof．　Ginsが夙に吾人臨林家に警告した所

嫡るし蟷麟の韓も塵ン轍拗言を蝿して協9である・
　私は昭和3年から腐敗菌の混合感染豊硫化水素充斯産生問題を研究し，「アマニン」油紙の黒

褐色攣化を標準ミして硫化水素瓦斯産生の有無ミ其の程度の張弱蛇に臨躰症候の輕重ミを診断

し得る事實を科學的に立謹し，之を以て化膿性炎の豫後判定上，重要なる一指針ざなし得るミ

云ふ學説を樹立して居る。　　　　　　、

　而して以上の事實は塚野多四郎助手が，奥村鶴吉先生ミ中井武一郎博士指導の下に一層深く

細菌學の立揚から硫究して之を立謹し，更に種々の新しき事實を嚢見確定し其の研究業績は既

に讐界，翻界にも公表せられて居り，賞をも授けられて居る事であり，又ウヰーンー流の歯科

雑誌鷺して世界的に権威あるZeits6hrift　fUr　StoInatologie（1938）誌にも塚野君o）論文（掲文）ば

其の麟載せられて居り，同誌主筆塑・ン・・ウi些S・hδnbau・f氏からは私の塵へ私信も來

て居るのである。

　私は塚野學士には圭霊して外皮切開創から出る硫化水素の謹明ミ其の圭働者たる細菌分離検

　　　　．第　　　4　　　圖、　．、、　出に關する硯究を依頼し成功し弛のであるが，私

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は本例に封しては，口腔内から登散する硫化水素

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瓦斯謹明を杉浦助手に依頼し麗のである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．杉浦助手は第4圖の如く患者の口腔に2％鉛糖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水を浸し弛濾紙を貼付し，5分，10分，15分，20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分後に，こ⑳濾紙が黒攣するか否かを検査せられ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乖。所が果せる哉私の推定の如く，5分悶後には

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，翫に濾紙申央部は立派1モ黒褐色に攣色して仕舞つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　起。蓋し鉛糖水中φ鉛虐硫化水素瓦斯さが結合し
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第 5 圖 第 6 圖

て硫化鉛さなつた爲に生じ弛攣色である。而して5日後に症候著しく輕快するを挨て再び行つ

牝検査成績は，何れも硫化水素を謹明し得なかつ江。

　封照試験εしては鉛糖水の代りに過酸化水素水（「オキシドール」），蒸鯛水∫食盤水・「リ．ヴ・

ノール」液，「トリパフラヴィン」液，瑚酸水等を浸し牝濾紙を口腔に貼付し楡査した。併し何れ

も毫も攣色を示さなかつ弛。　　　　　’

　次にこの患者の膿汁を浸し旗小綿花片（第5圖B）を「シャーレ」に入れ，「シャーレ」の蓋の内面

に鉛糖水を浸した紙片を貼付し，之を「シャーし・」の上面から被ぴ，密封し，20分間後に検査し

てみ弛酬其の成績が第5囲Aである。鄙ち硫化水素は膿汗がら登生し紙片に作用し硫化鉛を化

生し立漁こ黒攣せしめ池。第6圖は實験的に硫化水素「ガス」を嚢生せしめ，それを鉛糖水を浸

し巽濾紙に作用せしめ牝際に成立し弛黒憂である。

　以上の検査成績で　　　　　　　　　　　．

　1第2例が腐敗菌の混合感染型であるこε，　　　　　　一　　　　’　　　　　　　、

　皿硫化水素瓦斯は口腔内からも放出するものであるこ葛

　懸膿汁からも放出するこミ並に

　IV混合感染型は高度の硬結ざ浮腫ざを俘ふミ云ふこ鷺が立謹せられた次第である。而して

　V化膿菌だけの感染型に於ては硫化水素瓦斯の謹明は成功しない。　　　　　　．　　㍉

斯かる事實から観て，この検査法は臨躰の観黙から，將來重要な地歩を占むるこざになるで

あらうS思はれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　杉浦光信助手は冒下極めて廣汎な材料について種々な角度から系統的に厨究を進めて居られ

る。多分近い車に厨究が一段落εなり詳細に登表せられるこミ〉思ふ。（この項完）


