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本症の流行病學的探索 は元在滿 日軍衛 生部

で,各 種 の方面か ら研究 されたのでほ ゞこの

全貌 を明か なら しめ得た もの と思ふ.併 し本

病の病理組織學的研究は今 なお黎明の域 を脱

して居 らず,専 門的な病理組織 學的所見の報

告 されたのは鈴江,藤 崎等 によつてな された

2例 及び佐藤 によつて記載 された4例 が ある

のみで ある.余 は佳木斯か ら送 られた剖檢記

鋒 及び組織材料 を 檢する ことが 出來たので其

の概要 を報告す る.

實 驗 例

病理解剖學的診斷

第1例　 1) 右心房壁内出血. 2) 兩側腎高

度の實 質變性 並に髓質内出血. 3) 肝高度 の

實質變性. 4) 脾實質内出血. 5) 腦下垂體前

葉 出血. 6) 兩側肺高度の鬱血. 7) 皮膚粘膜

及び漿 膜に於けろ出血.

第2例　 1) 右 心房壁内出血. 2) 兩側腎高

度の實質變 性 及び 髓 質内出血兼腎嚢胞. 3 )

兩側肺 高度鬱血. 4) 胃 高度の 粘膜下出血. 

5) 肝實質内出血及び輕度の實 質變性. 6)  腦

下 垂體前葉出血. 7) 皮膚粘膜及び漿膜に於

ける出血. 8) 硬腦膜 出血 及び蜘蛛 膜下 出血.

第3例　 1)右 心房内膜下出血 及び 心筋内

出血. 2) 左右腎實質變性 及び髓 質内出血,腎

盂粘膜出血. 3) 腦下 前體前葉 出血. 4) 硬腦

膜出血. 5) 輕度 の鬱血肺. 6) 輕度の鬱血

肝. 7) 輕度の脾腫. 8) 無力性體 質.

第4例　 1) 右心房心内膜下 出血. 2) 兩側

肺鬱血 及び肋膜下 出血. 3) 兩 側賢髓質及び

皮質内出血及び右腎盂粘膜出血 4) 軟腦膜

水腫.

第5例　 1) 前 後縦隔實 及び 後腹膜組織内

の高度出血. 2) 心 外膜下 出血. 3) 心 内膜下

出血(左 心 室,右 心房,右 心 室). 4) 心筋變性.

 5) 肝實 質變性及び實質内出血. 6) 鬱血肺及

び肋膜下 出血. 7) 體壁肋膜及び腹膜下出血.

 8) 兩側腎實質變性 及び 鬱血右腎盂脂肪組織

中出血. 9) 胃粘膜出血, 10) 黄疸.

第6例　 1) 右心房心 内膜下 及び壁内出血 .

2) 左心 室心内膜下出血. 3) 心外膜下 出血.

 4) 左右腎實 質變性 及び腎髓質内出血. 5)  左

肺肋膜下出血. 6) 鬱血肺. 7) 右纎維性 肋

膜癒着. 8 肝實質變性. 9 )輕 度の傳染脾 .

10) 出血性素質. 11) 胸腺遺殘.

第7例　 1) 心筋實質變性. 2) 兩側心房壁

内 及び 左心室壁内出血. 3) 心外膜下出血 

4) 肝褐色萎縮. 5 )腎 實質變性及び腎盂粘膜

下 出血. 6) 後腹膜組織 内出血. 7) 左纎維性

肋膜癒着. 8) 黄疸.

第8例　 1) 心筋變性 及び 心外 膜 下 出血.

 2) 兩側胸水及び腹水. 3) 肝 實質變 性竝 に鬱

血. 4) 兩側腎實質變性竝に鬱 血. 5) 右肺下
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葉肋膜下 出血. 6) 肛門周圍,右 大腿 及び左鼠

蹊部潰瘍. 7) 左肺下葉石灰化竈. 8) 松 果腺

嚢腫.

檢 査 成 績 總 括

膚の出血は常に見 られ るが,多 くは生前

の注射部位又は採血部 に起 つた ものであつて

上膊外側,大 腿内側,耳 朶 などに認 められる.

特發性の皮下出血 と見做すべ きは比較的少 く

て前胸部,臀 部,肩 胛部等に之 を認 めた.尚

黄疸を發 した ものが8例 中4例 あ り,共 の中

2例 は稍 々著明で他は輕度であつた.眼 結膜

下に點状 出血を起 した もの6例,口 腔 粘 膜

(齒 銀,口 唇,頬)に 出血 を認 めた もの4例 あ

つた.多 くは點状出血で あるが,小 出血斑 も

認め られた.漿 液膜出血は多少に拘 らずいつ

も見 られるが,就 中心外膜下 出血は全例に現

れ,1點 状 出血が多いが,溢 血2例,血 腫1例

を見た.腹 膜の出血は8例 中6例 に認 め られ,

點状 出血 の他腸間膜附着部,腸 壁或は後腹壁

腹膜下に著 しい溢血,又 は血腫 を伴つて,一

般 に體壁葉 よ りは内臟葉に於 て 著 明 で あ っ

た.肋 膜の出血は肺の循環障碍 と直接關連 し

て起 り,8例 中4例 に現 れ,其 の内3例 は著

明な溢出或は血腫を現 して居た.

心臟の大 さに著變はな く,稍 々大 きい場 合

も當屍手拳の約1倍 半程度に止ま り,擴 張は

右房 室に輕度に之 を認む ることがある.最 も

著明 な變化は出血であつて,殊 に心内膜下出

血が著 しい.共 の分布は一般 に右房,右 室,左

室の順に著明であつて,此 の事實は爾余の出

血性素質,急 性傳染病,中 毒等に見 られ る出血

が専 ら左室中隔壁の刺戟傳導系領域の内膜下

に起 ること ゝ對蹠 をなす もので あつて,本 症

の著 しき特徴 と云つて もよい.併 し石橋氏2)

の主張するが如 き,右 心耳に限局 する著明な

出血 は吾 々の例では認め得 なかつた.筋 層内

に も出血を伴ふが,多 くは内膜に近 く現れ.内

膜下出血 と連絡することがある.心 臟の出血

は必發症状 とも云ふべきであるが,第8例 は

心外膜下のみに之 を認 めた.出 血部の心筋 は

離開 し,萎 縮 を起す こと多 く,出 血竈には炎

症 を伴 はないが少數の圓形細胞及び組織球の

遊出を見 ることが ある.第5及 び8例 には,

著 明なる實質性心筋炎 を認 め,そ の性状 「ヂ

フテ リー」 の場合の夫れ に類似 して居た.前

者で は,實 質の高度の充血 及び輕度の滲濾性

出血 を認めたが,後 者では出血 を全 く認 め得

なかつた.炎 竈 は肉芽性炎の所見が著 しくて,

最 初か ら心筋炎 と して起つた ものか,又 は心

筋變性に引 き續 いて起つた修理性炎症であ る

か,現 存の所見 丈では適確 に判斷が付 かない.

脾臟は他の 内臟に比較 して血 液循還障碍 は

輕度で あつて,著 明 な鬱血或 は出血は8例 中

僅 に夫々1例 を觀た るのみ である.組 織學的

檢査 を行 ひ得た6例 では,,多 少に拘 らず濾胞

の萎縮 を證明 し,其 の中1例 は濾胞 の殆 ど全

部が消失 して,趾 には中心動脈 と之 を圍 む萎

縮 の著 しい僅 少の網状織 を止めて居 るばか り

で あつた.斯 樣 な濾胞の著明 な萎縮 は,抑 々

何 に原因 を求むべ きで あるか.先 づ傳 染脾 に

屡 々著明に現はれ る淋巴細胞の動員に疑 ひ を

置 くべ きであるが,8例 中明に傳染脾 と稱 し

得べ きは唯1例 ばか りで ある.そ こで本 症の

病毒は,濾 胞 を選擇的 に侵襲 す るもの と考へ

て はど うで あら うか.網 状織 細胞 は通 常腫 大

増殖 を示すが,貪 喰現象は稀れであつて,鬱

血の強かつた第6例 に於て,喰 血現象 を著明

に認めたばか りである.尚,腫 一ノ(した網状織細

胞核は往 々嗜酸性 核質變性 に陷る ことがあ る

が,定 型的の 包含體 を形成 した ことはない.

腸 間膜淋巴腺は輕度に 腫張 す る場 合 が 多

く,割 面髓 樣を呈 し,時 に實質内に小 出血 を

示す ことが ある.組 織學的變化 と して は,實

質内の單 核 球並に組織球の增 加,〓 内皮の剰

脱 などが見 られ る.尚1例 では,皮 質小結節

の中心壞死 を著明に認めた.

肺臟は肉眼 的に割面暗赤色 を呈 し,鏡 檢 す

ると,胞 隔細血管の著明 な充盈 を主 とす る例

と肺胞 内出血 を主 とする例 と相 半 ば して 居

る.肉 眼的に出血 を疑は しめた もので も,鏡

檢 して細血管が極度 に充盈 して出血 を殆 ど伴

は ない ことが ある.出 血竈では,肺 胞 内に少

數の組織球,單 核 球,多 型核 白血球,脱 落肺
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62　 岸 本 正 義

胞 上皮細胞 を見 ることが あるが,出 血に よる

刺 戟のた めに現 れた二次 的の組織變 化 と認む

べ きもので ある.但,石 橋及び佐藤 は加答兒

性 炎症 を記 載 して居 るが,恐 らく偶發性の も

ので あらう.出 血竝 に充血が甚だ強 い場合 に

は,胞 隔 組織 の萎縮,崩 壞或は部分的の壞 死

を伴ふ ことが ある.其 の他充盈 した胞隔血管

内には,度 々.多數の骨髓 巨態細胞 を認 める.要

之,肺 の變 化は 著明 なる充血及び出血 であつ

て,「 ビールス」性疾患に屡 々認 められる胞隔

性肺 炎は明瞭に現れない.

胃粘膜は往々著明 な出血 を伴ひ,殊 に皺壁

の頂點に強 く,粘 膜は緋鹿 の子状 を呈 する こ

とか ある.其 の他多少に拘 らず,粘 膜 の點状

出血 を認 める.第8例 では,亞 急性 胃炎の像

を認 めた.

腸 は開檢 しなかつた例が多 く,詳 細 な こと

に不明であるが,出 血 は胃に於け るよ りは一

般 に輕 い樣であ る.第8例 では,加 答兒性濾

胞性大腸炎を伴つて居た.

肝臟は全臟器中腎臟 と共 に最 も重大な病變

を示す ところであ る.肝 に變性や壞 死の強 い

例では,其 の程度 に應 じて實質 は軟 化 し,時

に軟〓状に近 い こと(第7例)も ある.割 面 は

溷濁腫脹 著しく充血,脂 肪 化,實 質壞死,黄 疸

等の組 合せ によつて暗赤褐色,灰 黄色,緑 褐

色等 を呈す る.出 血は 全例に認 め られ ろが,

一般 に 幅度であつ て不規則 に散 在 す る 小 出

血,壞 死竈周邊 又は内部 の小 出血,細 葉 中心

部の出血,被 膜下の點状出血等が認め られた.

實 質細 胞の變性,及 び壞死は甚 だ著明であろ.

變性 のみ に止まる場 合は溷濁腫脹,脂 肪變性

小空 泡性分離 などが現れ,特 に注 目すべ き所

見 は認め られない.壞 死は第1,2,6,7,及 ひ

第8例 に認め られ,散 在性 に細葉 中間 帯の壞

死 を起 して居 る ものか ら殆 ど健康 な實質 を殘

さず,更 に グ リソン氏鞘の一部迄 も壞死 に引

き入れ(第7,8例)た ものが見 られた.肝 毛細

血 管 も壞死 に陷 り,管 壁 は膨化 した類 纎維素

樣 物質 と して散見す る(第7例)こ とが あ る.

壞死竈内の肝細胞は壞 死の 輕度の場合(第1,

6例)で は猶細胞索 を形成 して居 ろが,壞 死の

強 い場合(第7,8例)に は類圓形の細胞 となっ

て散在 して,全 く肝特有 な組織構造 を失つて

居 る.

星芒細胞は 輕度 に 腫大する ことが多 いが,

増殖は第1及 び弟3例 に輕度 に認 められ,第

5例 は寧 ろ消耗 を來 して居た.第7及 び8例

の樣に,實 質 の壞 死が甚だ強 い時は,殆 ど全

部が類 圓形 に腫 大 した遊 走細胞 と化 して,然

も共 の大部 は變性壞 死に陷つ て居た.明 かな

炎症 を伴つた例は ないが,第1例 ではエツピ

ンゲルの所謂漿 液性炎症 に相當す る所見 を觀

たが,之 は單 なる刺戟症状 に過 ぎない樣であ

る.共 の他壞死竈の周邊部 や廣汎 な壞死 を起

した時,グ リソン氏鞘中に圓形細胞 の浸潤 を

見た.核 の特異 な變性 と して,稀 れに核包含

體樣の形成物 を見 る ことが あ る.多 くは腫大

した星芒細胞の核中に限 局性の染 色素 の消耗

を起 して,餘 り著 明で ないが所謂核空隙 を形

成 して,共 の内に嗜酸性 の小體 を容れ る.小

體 は通常2-3μ 類圓形或は塊 状をな して,境

界は比較的 明瞭 で 染色素殼 を有せ ない(第1

及び第3例).肝 細胞 核に於て も往 々核空隙 を

形成 して 嗜酸性小體 を 容 れることが あるが,

星芒細胞の もの よりは一般に不明瞭で,小 體

内に小空泡 の見 らる ゝことが あ る(第2例 及

び 〓3例).流 行性 出血熱 が 「ビール ス」性疾

患 である ことは,廣 く一般 に是認 された とこ

ろではあ るが,茲 に述べ た嗜酸性 小體が,果

して「ビール ス」に特 殊 な包含體であるか 否か

は,將 來の研 究,殊 に濱崎が流行性腦炎に就

て行へ るが如 き,精 細 なる動物實驗 を行はね

ば ならない3)4).併 し「ビールス」と一脉 の關

係 を示唆 する所見 と して,吾 々は星芒細 胞が

時 々多核性亘態細胞 を形成 して(第1及 び第

2例),稀 れに其の核内に小體が形成せられて

居 た ことを指 摘 したい.

腎臟 は肝臟 と共に,最 も變 化の強い臟器 で

あつて,肉 眼的に最 も特異 な像 を現 すことは.

昨今は既 に廣 く知れ て居 る.即 ち,定 型的な

もの は皮質の溷濁腫脹が甚 だ著明で,友 白黄

色顆粒状に現 れ,髓 質は強 く暗赤色 を呈 して,

皮 質 と甚 だ明瞭 に境 されて,一 度見れば忘れ
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られ ない 頗 る印象的 な 所見 を示すのである.

併 し皮質に も鬱血 を伴つて雜色に現れ, 又髓

質の赤色調著 しくない例 もあつて(第4, 第5

及び 第8例),兩 質の境の分明度 に も變動 が

ある.絲 毬體 の變化は輕度であつて, 第1 例

に急性滲出性絲毬體被嚢炎があつた他,ボ ー

マン氏嚢腔 内の輕度の出血(第5例),絲 毬體

蹄係血 管内皮の腫脹(第3例).全 充血(第 6,

 7及 び8例)を 認 めたに過ぎない.細 尿管上 皮

の變性は,蛋 白様變性が主 な變 化で,稀 れに

變性脂肪化,小 空胞性分離等が認め られ好 ん

で主部上皮が侵 され る.尚 ズダーン Ⅲ 染色

で見 ると,多 少に拘 らず主部 上皮の脂肪變性

が認められ るが,第7例 では可成多量 に脂肪

が證明せ られた.其 の他比較的 多いのは硝子

滴状變性で あつて,こ れはへ氏蹄係宏管部 に

好發 する.細 尿管上 皮の壞死は明に認 め得 な

かつたが,第3例 では變性 上皮細胞が脱落 し

て壞死 に陷 り,管 内 を流下 して集合管 中に堆

積 して居 るの を見た.出 血 は專 ら髓質に起 る

が,案 外出血 は 輕度で充血の強いことが 多い.

間質の細血管は,赤 血球 を以 て極度に充滿 さ

れては居 るが,破 綻性 出血は認 め られず, 輕

度乃至 中等度の滲濾性出血が起つて居 る.斯

樣 な間質の充血及び出血のために,髓 質の細

尿管は強 く壓迫されて内腔 を失つ て居 るもの

が多い.間 質内の赤血球は,往 々細尿管上皮

と其の固有膜の間に進 出 して,上 皮の一部 を

擧上剥 離せ しめ,又 更に上 皮細胞 を離開せ し

めて管の内腔に出るもの もあるが,寧 ろ稀れ

な所見である.却 つて赤血球融解が起 り, 血

色素 にとむ蛋 白塊が管内に流入 して,血 色素

圓桂を形成する ものや,又 變性 上皮細胞内に

淫浸 して硝子滴状變性 に關與 して居 る ことが

多い.硝 子滴状變性 が出血部に位置 するへ氏

蹄係宏管部や,集 合管上に主 と して出現する

のは之れがため であらう.髓 質の出血は, 本
症 に必 發の如 く考へ られて居 るが,第7及 び

第8例 の如 く充血が強 くて出血の殆 どない も

の もある.出 血 は尚腎盂粘膜 には殆 ど必發 し
,

脂肪嚢に も稀れに現 れる.

腦 では時々輕 い腦膜の浮腫竝に小 出血 を認

め,稀 れ に硬 腦膜 に も出血 を起す ことが ある.

腦實 質には著變 を認 めない ことがあるが, 時

に梢々著明な錐體細胞の變性脱落及び其の喰

神經現象 を觀 ることが ある.神 經細胞が崩壞

した後 には,共 の場所に數 ケの膠細胞が 集つ

て居 て,所 謂膠細胞芝生(Gliarasen)と 云つ

た形 も取 り得 る.然 し,膠 質細胞の主な所見

と しては,瀰 漫性 の增 殖であるが,流 行性腦

炎 の樣 に,「 オルテガ」細胞 の增 殖は著明で な

く,結 節 も認め られ ない.其 他實質細血管の

充盈,ウ ヒル ヒョー ロバ ン氏腔の擴 張は度 々

認 め られ ろ.

腦下垂體 を剖檢 し得 た例 は6例 あ るが, 第

1, 2及 び第7例 のみ組織檢査 をな し得た.そ

の内3例 には前 〓の出血が見 られたが,殘 り

の3例 には輕度の充血が あ つ た ば か りで あ

る.第1例 及び第2例 は,共 に前 葉實質の出

血 及び壞死が竈状 に現 れ,嗜 酸性細胞は種脹

して,「 エオ ジン」嗜好性顆粒 の融解 を起 し,

又嗜塩墓性 細胞 も腫脹 して胞體 の境 界が不明

瞭 に な り,主 細胞 は一般 に減少 して居 ろ樣で

あ る.但,「 フオルマ リン」材料ばか りであ る

か ら,詳 細は不明で あつた.

副腎では,皮 質類脂體の減少が あろが,一

〓に變 化は輕 くて,小 出血 の他に第8例 には

皮質の一部 に壞死が認め られた.

胸腺實質の遺殘す る もの4例 あ り,多 くは

實質 〓は間質内の出血が 起つて居た.胸 腺細

胞 は少 くて,皮 質は一般 に萎縮 性て ある.尚

各種 の組織 に就て,「 ベル リン」靑反應 を行っ

て見たが,血 鉄素 の形形成は極 く輕微であつた.

之は出血 後,餘 り時 間 を經過 して居 ないため

と考へ られろ.尚 又腎臟 では, Lepehneの 血

色素反 應を行つ て,尿 圓柱の一部及び細 尿管

上皮の硝子様滴の一 部に呈色の陽性な もの を

認 めた.

考 按

流行性 出血熱の病 原體 は,目 下各方面で研

究 されて居 るが,元 加茂部隊の研究 に よれば,

「オロヤ」熱病原體類似の「バル トネラ」の一種

で あら うと想像 した.笠 原,北 野,菊 地等5)
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は之 を濾過性 不可視病毒である と斷 定 して,

本病毒 はChamberland L2, L3, L5, L9及 び

Seitz EKを 通過 し,血 液有形 成分,血 漿 及び

血淸 中に存在 し,所 謂臟 器親和性病毒 であつ

て,「 デ ング」熱或は黄熱 の夫 れに近 き もので

あ らうと發表 した.そ こで吾 々は鏡檢に際 し

で 「ビールス」性疾患 に特 有 な包含體が何處

かに形成 され ましないか と思つて,細 胞核病

理學的見地に立つて精 査 した ところ,腫 大 し

た肝星芒細胞核及び肝實質細胞核に於て, 稀

れに嗜酸性小體 を認め 得た.但,其 の發現數

は少 く,且 小體 は境界左程鏡利で な く,核 空

隙 も狭 くて明瞭 でたいので,之 を以 て特殊核

包含體 と云ふ ことは 出來 ないが,本 病 毒に敏

感 なろ動物 を用ひ,累 代接 腫を行へば,或 は

特 殊包含體 を檢 出 し得 るので ないか と考へ ら

れ ろ.即 に濱崎 が報 告 した樣 に,流 行性腦 炎

で も人體6)に 在つ ては 包含體 を檢出する こと

は困 難 で あ るが,接 種「マ ウス」に於 て は, 甚

だ 著明に 之 を證 明 し得 るものであ る.鈴 江,

藤崎氏等7)8)は,腦 脊髓神 經細胞の 變 性 脱 落

及び喰神 經細胞現 象を觀て居るが,吾 々の例

で も2例 に於て同様の變 化及び神 經膠細胞の

増殖 を認めた.從 つて本症 の 「ビール ス」が,

中樞神 經系 をも侵す ことは疑 ひを容 れ な い,

即 ち,向 臟器性 であると同時 に,向神 經性 を

持つて居 るのであ るか ら,本 病 毒は向汎性 と

見做すべ きであ る.鈴 江,藤 崎等 は,本 症の

出血性素 質を血 管壁の變 化(内 皮の脱落)を 以

て説明せ んと試みた.又,所9)は 高度 の 血管

擴張,血 液過充滿(汎 發性麻痺性充血)を 本症

の第一義的組織學的變 化 と見做 した.其 の他

池田.波 田,納 賀等10は,本 症 の約70%に 腦

下垂體竝 に 共 の附近 に急激 に 發生 した出血,

及び之 に續發 す る壞死 を認 め,又 配下諸内分

泌腺に も,夫 々相關的に機能低下或 は亢進に

相 當す る組織像 を認 めるところか ら,之 等 に

依 つて本症症候 の解明 され る こと尠 くないと

した.吾 々の經驗 した8例 に於 ては,鈴 江等

の報告 に一致 し,大 腦 に變化 を認 め 得 た が,

血管内皮の變化 は特 記す るに足 る もの を認 め

得 なかつた.石 橋氏は,本 症 の出血 を毛細管

中毒 に因る もの とな して, Schonlein-Henoch

氏病(出 血性 毛細管 中毒症)と の類似點 を比較

して,本 症が單 純 なる出血素質で なく,出 血

傾 向を伴ふ滲出性 炎症 を現 はす ことを特記 し

て居 る.併 し吾 々の所見では,本 症の出血は

炎症 を伴は ない ことを特徴 とする ものであっ

て,部 分的に僅 少の圓形細胞 の浸潤 を見 るこ

とはあ るが,之 は出血 に因つ て二次的に惹起

された剌戟状態に他 か な らな い もの と考 へ

る.更 に石橋氏 は,本 症 に見 られ る諸臟器 の

實 質變性 及び壞死 を,末 梢血 管の循環 障碍に

因 る二次的變化 と考へて居 るが,そ れでは循

環障碍の比較的輕 い腎皮質や,肝 臟實質に起

る著明 な變性及び壞死 の説明がつか ない.時

に壞死竈内に出血 を見 ることはあるが,出 血

は比較的輕 くて,壞 死に引 き續 いて起つた出

血で,壞 死の原 因 となつた出血ではない.本

症に淋巴濾胞の中心壞死が觀 られ ることか ら

考へ て も,共 の病毒が強い臟器實質毒である

ことは疑 ひを容れ ない.次 に腎臟 は從來報告

された様 に,著 明 な實質性變性の他髓質に限

局する甚だ著明 なる出血 がある.之 は鏡檢的

に,間 質内の廣汎 な充血及び滲濾性 出血であ

つ て,吾 々の例で は細尿管 内出血は甚だ輕微

で,所 々細 尿管上皮の離開 又は剥脱 した所か

ら,管 内に赤血球の少數が流 入 して居 るに過

ぎない.其 の他溶血 に よつて遊離 した血色素

は,所 在細 尿管上皮 を淫潤 して,更 に管内に

於 て血色素尿圓擣 を形成 して居 り,又 細 尿管

上皮の硝子滴 状變性 と一定の關係 を示 して居

る.肝 臟には,實 質の溷濁腫脹の他壞死 を伴

ふ ことが特有で ある.壞 死は小さ くて細 葉内

に限局 することが 多 く,肝 細胞は類圓形 に腫

大 して,互 に離解 す る様 子は「デン グ」熱の變

化 に よく似 て居 る.第7及 び第8例 の肝臟で

は,實 質の廣汎 な壞死及び崩壞が認 められた.

尚 第5及 び第8例 では,心 臟に「ヂ フテ リー」

に見 られ る樣 な,然 し夫れ よりは肉芽形 成の

強い實 質性心筋炎 を見た.次 に腦下 垂.で は,

0例 中4例 に於 て出血竝 に壞死 を觀た.池 田,

波田,納 賀等の云ふ が如 く,之等 が本症症状に

對 して重要 な役割 を有 するであ らうことは想
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像 に難 くない.

結 論

本症が獨立的疾患 であ ることは,今 日最早

疑ひを容れ ないと ころであ る.然 らば病理解

剖學的に,如 何なる疾病的特徴 を有 するか明

確に して置 く必要が ある.

1) 最 も著明な ものは,末 梢血管系に於け

る宏汎 なる充血及び滲濾性 出血であつ て, そ

れには炎症 を伴はない ことを原則 とする.

2) 腎臟 は腫大 し,皮 質 は著 しい實質變性

のために灰 黄白色顆粒状であるのに對 し, 髓

質は出血のた めに暗赤色に現れ兩質は明瞭 に

界され,殆 ど常に腎盂粘膜に出血 を認 める.

3) 右心房及び心室の内膜下に出血が著明

であつて,左 室には却て微弱である.

4) 肝臟,腦 下垂體前葉,副 腎皮質等の實

質の變性乃至壞死,殊 に散在す る小壞死竈が

特 異で あるが,肝 臟では時 に廣汎性に現 れ る

ことが ある.

5) 肺 には強度の鬱 血が認 め られ るが, 出

血 は個體的に著 しい相 違がある.之 にこ炎症 を

伴は ないことを原則 とするので あるが,時 に

加答兒性 炎症 を併發 す る場合が ある.

6) 輕度の脾腫は稀れ に現はれ るが,定 型

的の傳染脾 は認め られ ない.濾 胞の淋巴性細

胞が著減 し,稀 れに濾胞の消失 を起す こと も

ある,

7) 少數例ではあるが,大 腦 皮質神 經 細胞

の變性,脱 落,喰神 經細胞現象,膠 質細胞の

増 殖 を認める ことが あ る.即,本 症の「ビール

ス」は向臟器性で あるのみ な らず,向神 經性

をも有 して居 る.從 つて此の 「ビール ス」は,

向汎性 と見 るが至當で あろ う.

擱筆するに臨み終始御懇篤なる御指導と御校閲
の勞を賜 りたる恩師濱崎敎授に滿腔の謝意 を表す.
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