
岡山醫學會雜誌 第44年 第4號(第507號)
昭 和7年4月30日 發 行

OKAYAMA-IGAKKAI-ZASSHI

Jg. 44. Nr. 4. April 1932.

39.
617. 88

内 耳 結 核 ニ就 キ テ ノ實 驗 的 研 究

(田中敎授在職20年 記念祝賀論文)

岡山醫科大學耳鼻咽喉科敎室(主任田中敎授)

副手　醫學士　松 森 明

[昭和6年9月28日 受稿]

Experimentelle Studien uber die Labyrinthtuberkulose.

Von

Dr. Akira Matsumori.

Aus der Ohren-, Nasen-, und Halsklinik der Medizinischen Universitat Okayama.

(Vorstand: Prof. Dr. F. Tanaka.)
Eingegangen am 28. September 1931.

Der Verfasser hat experimentell an Kaninchen, indem er ihnen in den Subarachnoi

dealraum bovine Tuberkelbazillen injizierte, tuberkulose Meningitis erzeugt, ihr Gehor

organ histologisch untersucht und dabei bei einigen Versuchstieren am Labyrinth 

interessante histologisch Tatsachen festgestellt, woruber im folgenden einige kurze 

Mitteilungen gemacht werden.

Es werden namlich von den Kaninchen, denen durch suboccipitale Punktion in den 

Subarachnoidealraum eine bestimmte Menge Bovintuberkelbazillenlosung eingespritzt 

wird, die meisten nach ca. 2-3 Wochen klinisch von meningitischen Symptomen befallen 

und gehen nach mehreren Tagen an Allgemeinen Storungen zugrunde. Deshalb wurde 

meistens ante mortem Vitalfixierung an ihnen ausgefuhrt, dann wurden aus ihren 

Gehororganen Serienschnitte angerfertigt und mikroskopisch untersucht.
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708　 松 森 明

Bei nicht vorbehandelten Kaninchen fallt das Labyrinth im Versuch nur bei einer 
kleinen Zahl von solchen, bei denen die Meningitis hervorgerufen wird, pathologischen 
Veranderungen anheim.

Bei Tieren nut solchen intralabyrintharen Veranderungen entsteht im Aquaeductus 

cochleae tuberkulose Entzundung, was an den Verlauf der intralabyrintharen Infektion 

denken lasst.

Deshalb hat der Verfasser von dem Gedanken an die Tatsache ausgehend, dass wie 

Dr. Masaji Tanaka schon bestatigte, die Gewebe im Aquaeductus cochleae zum Reti

kularendothelzellensystem gehoren und diese durch Milzexstirpation funktionell gestort 

werden, an den vorher splenektomierten Kaninchen in den Subarachnoidealraum auf 

gleiche. Weise Tuberkelbazillen injiziert und dadurch bei ihnen Meningitis erzeugt. 
Dabei fand er zum Unterschied von fruheren Versuchen bei vielen Tieren eine tuber

kulose Labyrinthitis. Auf Grund dieser Experimente ist er zu folgenden Schlussen 

gekommen:
1) Wenn die tuberkulose Meningitis nach der Einfuhrung der Tuberkelbazillen in 

den Subarachnoidealraum des Kaninchens stattfindet, verbreitet sich die Entzundung 

im inneren Ohr bei nicht vorbehandelten Kaninchen im Versuch nur in geringer 

Anzahl, den bei splenektomierten dagegen in relativ grosser Anzahl, und zwar bei den 

meisten Tieren beiderseits.

2) Die Veranderung im Labyrinth, welche zunachst stattfindet, ist hauptsachlich 

eine serose Entzundung, die bei einigen Tieren mit fibrinoser oder hamorrhagischer 

Entzundung kompliziert wird, wahrend bei Tieren mit fortgeschrittener Entzundung 

in der Wand der lymphatischen Raume kleinzellige Tuberkel oder Epitheloidzellen

 tuberkel gebildet werden. In weiter fortgeschrittenen Fallen sind die peri-und 

endolymphatischen Raume mit solchen Tuberkeln an gefullt.

3) Die Tuberkel im inneren Ohr sind als solche charakterisiert durch Armut an 

Blutgefassen und typische kasige Degeneration.

4) Solche intralabyrinthare tuberkulose Entzundungen finden sich im begrenzten 

Umfange, und zwar sind auch bei Tieren im fortgeschrittenen Stadium die pathologi

schen Veranderungen meistens auf die oberen Schneckenwindungen beschrankt.

5) Ferner zeigt auch die tuberkulose Labyrinthitis, wenn sie ziemlich lange wahrt, 

keine Heilungs-oder Wucherungsprozesse, wie Bindegewebewucherung oder Knochen 

neubildung etc.

6) Die splenektomierten Kaninchen zeigen eine fortgeschrittenere tuberkulose 

Entzundung, als die nicht vorbehandelten Kaninchen.

7) Die Entzundung der Menigen wird hauptsachlich durch den Aquaeductus 

cochleae in das innere Ohr ubermittelt. Wenn wir durch Splenektomie die Phagozytare 

Fahigkeit der Retikularendothelzellen im Aquaeductus cochleae herabsetzen, wird der 

Entzundungsprozess leichter in das innere Ohr ubermittelt. (Autoreferat.)
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第1章　 緒 言 及 ビ文 獻

聽 器結核 ハ吾 人 專 門領 域 ニ於 テ,臨 牀 上 大 ニ注 意 ス可 キ疾 患 ノー タ リ.サ レバ其 病 理 ニ就 テ

モ從來 多數 ノ學 者 ニ ヨ リテ攻 究 セ ラ レ,殊 ニ中耳 結 核 ニ關 シテ ノ智 識 ハ可 ナ リ豐 富 ナ レ ドモ,

唯,内 耳結 核 ニ關 スル其 報 告未 ダ多 カ ラズ.其 病 理 ノ不 明 ナ ル點 尠 シ トセズ.

抑,迷 路 結 核 ハ其 傳 染徑 路 ヨ リ分 チ テ,(1) 中耳 ヨ リ來 タル皷 室性,(2) 腦 膜 ヨ リ傳 染 スル

腦膜 性,(3) 血 行 ニ ヨル轉 移 性 ノ3型 トナ シ得 ベ シ.而 シテ此 中皷 室性 迷 路 結 核 ニ就 テ ハ,其

病 理 組織 的 報 告 モ比 較 的 多 ク, Habermann11), Barnick2), Katz17), Alt1), Siebenmann26),

 Wittmaack30), Pollak25), Kuemmel19), Lange21), Gradenigo10), Goerk8),小 室18), Deutech6),

 Fritz Marx7)等 ノ臨牀 病 理 學 的 報 告 ア リ.實 驗 的 ニハHaymann13), Blau3),中 村23),細 谷14),

小室18)諸 氏 ノ業 績 アル モ,第2ノ 腦 膜 性 ノ モ ノ及 ビ第3ノ 血 行性 ノモ ノ ニ關 シテ ハ其 報 告 甚 ダ

尠 シ.

今,結 核 性 腦 膜 炎 ニ由 ル 内耳 病 理 ニ關 シ,從 來 ノ研 究 ヲ擧 グ レバ, Lucae22)ハ 結 核 性 腦膜 炎

ニテ死 亡 セル小 兒 ヲ剖檢 シ
,結 核 性 炎 症 ハ硬 腦 膜 ノ血管 ニ沿 ヒテ,内 聽 道 ヨ リ迷 路 内 ニ 傳 染 シ,

出血 性 内 耳炎 ヲ起 セ シ1例 ヲ報 告 シ, Habermann11)ハ 聾 ヲ伴 フ結 核 性 腦 膜 炎患 者 ノ聽 器 ヲ組

織 的 ニ檢 索 シ,迷 路 皷 室 道 内 ニ漿 液 ヲ充 タ シ,内 聽 道壁 ニ圓形 細 胞 滲 潤,聽神 經 間 ニ炎 症 性 滲

出液 存在 シ,壷 腹 及 ビ聽 櫛 ニ粟 粒 結節 ヲ形 成 セル ヲ認 メ,腦 脊 髓 液 中 ノ結 核 菌 ハ淋 巴 又 ハ血 行

ヲ介 シ,迷 路 内 ニ傳 染 セ シモ ノ ナ ラ ン トナ シ.小 室 氏 モ 亦結 核 性 腦膜 炎 ヨ リ内聽 道 内蝸 牛 殻 神

經外鞘 血管 周 圍 ニ孤 在 性結 節 ヲ形 成 シ,迷 路 内 ニ輕 度 ノ誘 導 性 炎 ヲ惹 起 セ シ1例 ヲ報 告 セ リ.

而 シテ氏 ハ迷 路 内 傳 染 ハ,主 トシテ内聽 道殊 ニ神 經 幹 外 鞘 及 ビ血 管 ノ周 圍 淋 巴 間隙 ニ沿 フ テ侵

入 スル モ,尚 ホ蝸 牛殻 導水 管 或 ハ 該 管 靜脉 ノ周 圍 淋 巴 間隙 又 ハ前 庭 導 水 管 或 ハ硬 腦 膜 血 管 ニ沿

フテ迷 路 内 傳染 ヲ來 タ ス ト言 ヘ リ.

而 シテ之 ガ實 驗 的 研究 ニ關 シテ ハ,只 我 國 ニ於 テ大 正10年 小 室 氏18)ノ 海 〓 ヲ以 テ セル 研 究

報告ヲ見ルノミナリ.即 チ氏ハ視神經 ニ沿 ヒ針 ヲ刺入シ,頭 蓋腔内ニ結核菌 ヲ注入スル方法ヲ

以テ,海 〓 ニ結核性腦膜炎ヲ惹起セシメ,夫 レヨリ續發セル聽器病變ヲ組織的ニ檢索 セリ.其

3
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實驗成績ヲ抄記 センニ,蝸 牛ニ於テハ皷室道内ニ先ヅ漿液性滲出物ヲ充満 シ,直 チニ各廻轉ニ

離散 シ,其 間壁 ニ小結節ヲ形成 シ,好 ンデ骨螺旋板ノ尖端 ニ近ク下面ニ生ジ,進 ンデ前庭道内

ニ傳染 スル事 アリ.又 外淋巴腔内ノ毒素ハ基礎膜及 ビライスネル氏膜 ヲ滲透 シ,遂 ニ蝸牛道ニ

入 リ雲絮状物又ハ顆粒状物 ヲ析出セシムルモ,「 コルチ」器 ノ變化 ハ輕度 ナリ.又神 經幹外鞘又

ハ血管 ノ周圍淋巴間隙ニ沿フテ内聽道ニ來タリ骨軸内ニ傳染 シ,此 部ニ肉芽組織 ヲ形成 シ,中

央ハ乾酪樣變性ニ陷ル.而 シテ迷路内傳染 ノ主ナル徑路ハ蝸牛殻導水管ナルモ,内 聽道モ亦傳

染徑路タリ得ル ト論ゼ リ.

敍 上ノ如ク結核性腦膜炎ニ因ル内耳病理 ニ關 シテハ,其 臨牀的竝ニ組織的檢索 ノ報告ハ寔ニ

尠ク,猶 ホ本疾患 ノ病理 ニ幾多ノ疑問ヲ殘 セリ.殊 ニ腦膜 ヨリ傳染 セル迷路 ノ結核性炎症ノ蔓

延状態及 ビ其轉歸等 ニ關 シテ明確ナル解説ヲ見ズ.此 處 ニ於テ予ハ更ニ進 ミテ之ヲ實驗的ニ研

究 セントシ,昭 和3年 以來田中敎授指導ノモ トニ本研究ニ着手 シ,漸 ク多少興味アル實驗成績

ヲ得タ リ.

但,上 記 ノ如ク本問題 ノ實驗的研究ニ就 テハ既 ニ小室氏 ノ報告アルモ,氏 ハ試驗動物 トシテ

海〓ヲ選 ビタルモ,余 ハ家兎ヲ使用 セル ト,且 又其起炎方法等 ニ差異アリテ,研 究成績ニ於テ

モ自ラ異ナルモノアリト雖,又 重複 スルモノモア リ,以 テ其異同ヲ正 シ得ル ト信ズルノミナラ

ズ,余 ハ更ニ試驗動物 ヲシテ長時日生存 セシメ,迷 路 ニ進行セル結核性炎症 ヲ追及 シ得テ,該

疾患病理上ニ新タナル知見ヲ得タリト信ズルモノニシテ,之 等成績 ノ一部ハ既 ニ中國耳鼻咽喉

科集談會,岡 山醫學會總會,大 日本耳鼻咽喉科總會ニ於テ發表セシ所ナルモ,其 後略ボ研究ノ

完了ヲ見タルガ故 ニ,之 等ヲ綜合 シテ此處ニ之ヲ報告スル所以ナ リ.

第2章　 實驗材料及ビ其方法

試獣 トシテ健康成 熟家兎 ヲ用 ヒタ リ.即 チ家兎ハ

笠原氏15)ノ方 法ニテ容易 ニ腦膜 炎 ヲ惹起セ シメ得 ル

ト,結 核 ニ對 シ比較的抵抗強 ク,試 獣 ヲ長時 日生存

セシメ,以 テ 内耳結 核性 病理 ヲ究 メン ト欲 スル予 ノ

目的 ニ添 ハ シメンガ爲メナ リ.家 兎 ハ使 用前 耳鏡檢

査及 ビ機能檢査 ニヨ リ聽器 ノ健全 ナル コトヲ知 リ,

鼻蹊腺腋窩腺等 ノ觸診 ニ依 リ,非 結核性ナル コ トヲ

豫 知セ シメ得 ルモ ノヲ使 用セ リ.

起炎菌ハ岡山醫科大學細菌學敎 室 ヨリ分譲 ヲ受 ケ

シ牛型結核菌 ヲペ トロフ氏培養基 ニ數囘移植培養 シ

テ盛 ニ發育 セルモ ノヲ使用 セ リ.

起炎方法ハ之等菌株 ヨ リ3乃 至4白 金耳 ノ菌 苔 ヲ

2乃 至3ccノ 滅菌生理的食鹽水 ニ出來 ル丈ケ微細ニ

溶 カシ,此 乳劑0.25ccヲ 家兎 ノ後頭骨 ト第1頸 椎 ト

ノ間隙 ヨ リ蜘蛛膜下腔内 ニ注入セ リ.此 注入 方法ハ

笠 原氏ガ曇 ニ提唱 シ,我 々ノ敎室 ニ於テ,笠 井氏16)

ガ腦膜性迷路炎 ノ實驗的研究 ニ於テ其方法 ヲ用ヒ,

詳細 ナル發表 ア レバコ レガ詳記ハ省略ス.

斯 ク ノ如 ク結核菌液 ヲ注入 セル動物ハ,其 多數ハ

約2-3週 間後著明 ナル腦膜炎症状 ヲ現 シ,數日後終

ニ斃死 ス.其 死前 ニ型 ノ如 ク生體固定 ヲ施 シ,兩 側

聽器 ヲ順次 ニ處置 シテ「チエロイヂ ソ」ニ包埋 シ, 15

乃至25μ ノ連續切片 ヲ製作 シ檢査 ニ供 シタリ.生體

固定法及 ビ後處置 ニ就 テモ,既 ニ笠井氏 ノ詳細ニ記
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載セシ所 ナ レバ〓 ニハ略 ス.斯 クシテ製作 セシ連 續

切片ヲ「エォジ ン.ヘ マトキ シ リン」複 染色 ノ後系統

的ニ檢鏡セ リ.

斯ク實驗ニ使用セ シ動物 ハ數10頭 ニ及 ビシモ,迷

路 ニ多少 ノ病變 ヲ認 メシモ ノハ甚 ダ少數ニ過 ギズ.

而モ腦膜 ニハ著 シキ結核性炎症 ヲ示スモ ノニ於テモ

迷路ニハ初期 ノ病變 ヲ示ス ノ ミニシテ,動 物ハ結 核

性腦膜炎 ノ爲 メ早 ク斃死 シ,進 行 セル迷 路結核 ヲ得

ルハ甚ダ至難 ナルヲ覺 エ シメタリ.然 ルニ予 ノ研究

中,我 々ノ敎室 ニ於テ,田 中(政)氏27,28)ハ蝸牛殼導

水管ノ官 能ニ就テ研究 シ,家 兎 ノ蝸牛殼導 水管腔 内

ノ鬆粗ナル組織 ハ,固 定 性網 状織 内皮細胞系統 ニ屬

スベキモ ノニシテ,此 組織 ハ菌 ニ對 シ旺盛 ナル貧喰

作用 ヲ現 シ,而 モ脾臓剔出 ニ依 リ,其 機能 ニ障碍 ヲ

來 タス事 ヲ實驗實證 セ リ.而 シテ予 ノ正常家兎 ニ於

ケル實驗成績 ヨリシテ又,笠 井氏等 ノ腦膜性迷路炎

ノ賓驗成績 ニ見 ル如 ク,頭 葢腔 内炎症 ノ迷路 ニ傳染

スル徑路ハ,主 トシテ蝸 牛殼導水 管ナル コ ト明 カナ

リ.即 チ予ハ之等蝸 牛殼導水管 ノ機能 ニ根據 シ,剔

脾 ニヨ リ家兎 ノ蝸牛殻導水管腔内組織 ノ貪喰 機能 ヲ

減弱セ シム レバ,蜘 蛛膜下腔 ニ注入 セ ラレタル結核

菌ハ容易 ニ迷路内 ニ進入 シ,腦 膜 ニ於 ケル炎症 ガ甚

ダシク進行セザル前 ニ,迷 路 ニ亦結核性炎 症 ヲ惹起

セシメ得ル ナラ ント想 到 シ,剔 脾 セ シ家 兎 ニ剔 脾

1-2日 後曩 ニ正常家兎 ニ行 ヘル ト同樣 ナル方法 ヲ以

テ,結 核性腦膜炎 ヲ惹起セ シメ シニ,其 大部分 ノ動

物 ニ於テ迷路 内ニ結 核性炎症 ヲ傳染セ シヲ認 メ タル

ノ ミナ ラズ,而 モ其中ニハ腦膜 炎症状輕度 ニ經過 シ,

長時日生存 セルモノ ノ内耳 ニ進行 セル結核 性病變 ヲ

認 メ タルモ ノア リテ 殆 ド予 ノ目的 ヲ達 シ得 タ リ.

第3章　 實 驗 成 績

實驗動物總數ハ數10頭 ニ及 ビ,其 中10數 頭 ハ剔

脾後使用セルモ ノナ リ.其 中途 ニテ斃死 シ又ハ生體

固定 ヲ行 ヒ得ザ リシモ ノハ之 ヲ除 キ,生 體固定法 ヲ

施セルモ ノノ中,内 耳 ニ多少 ノ病變 ヲ認 メタルモノ

ハ,正 常家兎 ニ於テ ハ9頭 ニシテ實驗 ニ供 シタル動

物 ノ總數 ニ比 シ少數 ナルニ反 シ,剔 脾 家兎 ニ於テ多

少 ノ内耳病變 ヲ認 メタルモ ノハ8頭 ヲ數 ヘ,實 驗動

物 ノ比較的多數 ニ上 ル.

今,前 記17頭 ヨ リ得 タル所見 ヲ個 々 ノ動物 ニ就キ

記載セ ン トス.

第1　 臨 牀 的 所 見

上記 ノ如 ク蜘蛛膜下腔 ニ結核菌液 ヲ注入セ シ動物

ノ大部分ハ腦膜炎症状 ヲ現 ス.而 シテ其各動物ハ臨

牀的所見 上ニモ自ラ輕重 ノ度及 ビ罹患 ノ状 態 ニ差 異

アリ.故 ニ〓ニハ總括 的 ニ述 ベ,共 特有ナル點 ニ就

キテハ,各 絛下 ニ於テ記載 スベシ.

菌液 ヲ蜘蛛膜 下腔 ニ圓滑 ニ注入 シ得 タル時ハ,動

物ハ暫 クノ間動作稍々不活〓 トナルモ,以 後全 ク普

通 ノ状態ニ歸ス.而 シテ注入後 早キハ約2週 間後,

大多數 ノ動物ハ約3週 間後腦 膜炎症状 ヲ現 ス.即 チ

輕度 ノ體温 上昇食慾不振 ヲ來 タシ,動 作著 シク不活

〓 トナ リ動物箱内 ノ一隅 ニ蹲踞 スルニ至 ル.次 デ強

キ項強直 ヲ來 タシ,歩 行ハ蹣跚 シ,全 體 ヲ振顫 シ,

尿失禁 下痢 ヲ起 シ,腰 部以下 ハ左又 ハ右側 ニ偏 スル

側位 ヲ トリ,四 肢 ヲ弛緩伸張 シ,終 ニ立 ツ能ハザル

ニ至ル.然 ル後追々呼吸 ハ促迫 シ,約4-5日 後 ニ至

リテ斃 死ス.剔 脾家兎 ニ於テ モ正常家兎 ニ於ケル ト

同樣ナル臨 牀所 見 ヲ現 シ,剔 脾 ニ由ル障碍 ハ臨 牀的

ニ之 ヲ認 メザ リキ.

第2　 組 織 的 所 見

A. 腦膜 ニ於ケル所見

5
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臨 牀的ニ腦 膜炎症状 ヲ現セ ル各動物 ノ腦膜 ハ,組

織 的 ニ結核性炎症所見 ヲ現 ス.之 ヲ總括 シテ述 ブレ

バ,軟 腦膜 ニ於 ケル血管ハ擴張 シ,其 周圍 ニ圓形細

胞滲潤著明 ニシテ腦底 ニ癒着 セルモ ノ多 シ.硬 腦膜

モ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ肥厚 セル部 ア リ.蜘 蛛膜 下腔

ニハ結節多 數形 成 シ,中 ニハ既 ニ乾酪樣變 性 ニ陷 リ,

少 量 ノ膿球瀦溜 スルヲ認 メ タルモノア リ,而 シテ全

例 ニ於テ結核性腦膜 炎 ヲ起セルヲ證明 シタ リ(第1

圖,第2圖).

B. 聽器ニ於ケル所見

(記 載 ノ便宜上 内耳 ニ於 ケル變化 ノ輕 キモ ノヨ リ|番 號順 ニ各動物 ヲ擧 ゲ タリ.)

其1.　 正常家兎ヲ使用 セシ場合

第 Ι號家兎　 菌 注入後19日 目生體 固定.

左耳
◎◎

蝸牛　 皷室道基礎廻轉部 ニ於テ周壁 ニ僅少 ノ雲絮

状物 ヲ薄 ク帯状 ニ附着スルヲ見 ル.腔 内ハ内方過半

部ハ漿液性 滲出物 ヲ以テ充 タサ レ,骨 軸 側内骨膜 ハ

少 シク浮腫 状ヲ呈 ス.第 Ⅱ 廻轉移行 部ニ於テモ腔

内 ノ一部 ニ漿液 ヲ充 タシ,基 礎 廻轉 ト殆 ド同樣 ナル

變化 ヲ認 ム.第2廻 轉以 上 ノ尖端 廻轉 ニハ著變 ヲ認

メズ.

前庭道基礎廻轉 ニ於テハ腔 内漿液 ヲ充 タス.第 Ⅱ

廻轉腔 内モ同樣 ニ漿液 ヲ充満 ス.周 壁 内骨膜下 ノ小

血管 ハ空虚 ナ リ.第 Ⅱ 廻轉以上 ノ尖端廻轉 ニ於テ

モ腔内 ニ漿液 ヲ充満 シ,周 壁 ニハ著變 ヲ認 メズ.

蝸牛道基礎廻轉 ヨリ尖端廻轉 ニ至 ル各 廻轉腔 内ハ

空虚 ニシテ漿液等 ヲ認 メズ.螺 旋靱帯及 ビ脉絡帯ハ

殆 ド變化 ヲ蒙 ラズ.「 コルチ」器 ハ各細胞 正常 ナル像

ヲ呈 シ,各 境界ハ明 カナルモ,基 礎膜ハ少 シク彎曲

シ,皷室 道側被 覆層バ一部消失 セル部 ア リ.被葢 膜ハ

少 シク萎縮 沈降 シ「コル チJ器 ニ密着 ス.ラ イ スネル

氏膜 ハ尋常 ニ緊張 ス.脉絡帯 ノ一部ハ第 Ⅱ 廻轉以上

ニ於 テ一部腫脹 セル部ア リテ,此 部 ニ少數 ノ赤血球

游出 ス(第3圖).

前庭 及 ビ半規 管　 前庭 外淋巴腔 内ノ一部 ニ雲絮状

物 ノ少量存在 スル ヲ認ム.圓 形細胞滲潤等 ハ認 メズ.

内淋巴腔 内空虚 ニシテ聽斑聽櫛等 ニ異状無 ク,三 半

規管外淋 巴腔 内ニ少量 ノ雲絮状物 ノ存 スルヲ見 ルモ

内淋巴腔 内室虚ナ リ.

内聽道　 道壁血管周 圍 ニ少 數 ノ圓形細胞 滲潤 ヲ認

ム.又 淋巴間隙 ニハ少 量 ノ膿球 ヲ證明 ス.道 壁表面

ノ一部 ニハ多量 ノ淋 巴球赤血球相集簇 シ,中 ニハ膿

球 ノ少 數,類 上皮細胞 ノ多數 ヲ混ズ.内 聽道壁内骨

膜ハ少 シク浮腫 状 トナ リ,圓 形細胞滲潤 ヲ受 ケ,聽

神 經纎維 聞ニハ圓形細胞滲潤甚 ダシキ モ,神 經纎維

ニハ著變 ヲ認 メズ.骨 軸 中ニ於テハ細胞滲潤無 ク,

神 經纎維尋 常ナ リ.螺 旋神 經節細胞 ニ異常無 シ.前

庭神 經纎維 竝ニ節細胞 ニ異常無 シ.

蝸牛殼導 水管　 皷室道開 口部 ニ於テ多數 ノ圓形細

胞,大 貪喰 細胞,數 箇 ノ淋巴球 ノ存在 ヲ認 ム.腔 内

ニハ漿液性 滲出物 ノ存在 ヲ認 ムルモ,網 状組織ハ略

ボ尋常 ナ リ.内 骨膜 ハ輕 度ニ圓形細胞滲潤 ヲ受ケ肥

厚 ス.前 庭 導水管 ニ異 状無 シ.

中耳　腔 内空 虚ニ シテ,第 Ⅱ 皷膜ハ多少肥厚 シ

圓形細胞滲潤 ヲ蒙 ル.

右 耳◎◎

右 耳モ左耳 ニ於 ケル ト同樣 ノ變化 ヲ認 ム.即 チ蝸

牛外淋巴腔 ニ於テ ハ少量 ノ漿液性滲出物ヲ認メ,内

淋 巴腔 ニハ變化 ヲ見 ズ.

摘録　本 例 ノ蝸牛前庭 ニ於 ケル變化ハ,主 ニ外淋

巴腔内 ニ於ケル漿液性炎 ニシテ,内 淋巴腔 内ニハ未

ダ炎症機轉 ヲ見 ルニ至 ラズ.内 聽道 ニハ著 明ナル結

核 性炎症 ヲ認ムルモ骨軸 内ニハ變化無 ク,蝸 牛殼導

水 管皷室道 開口部及 ビ腔 内ニハ炎症機轉 ヲ認 メ,頭
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葢腔内ノ炎症ハ兩側共蝸 牛殻導水管 ヲ經テ,内 耳外

淋巴腔ニ漿液性炎ヲ傳染 セル所見 ヲ示 ス.

第 Ⅱ 號家兎　菌 注入後21日 目生體固定.

第 Ⅲ 號家兎　 菌注入後22日 目生體 固定.

第 Ⅳ 號家兎　菌注入後25日 目生 體固定.

以上3頭 ハ内耳所見殆 ド同樣 ニシテ,而 モ左右共

同程度ナ レバ,總 括 シテ記載 スル事 卜ス.

蝸牛　皷室道基礎廻轉腔内ハ漿液性滲出物 ヲ充満

シ,周 壁下壁 ニ數箇 ノ大貪喰細胞,淋 巴球 ノ游出 ヲ

見ル.骨 軸側内骨膜 ハ輕度 ニ浮腫状 トナ リ,一 部剥

離セラル.基 礎膜皷室道側被覆層 ニ於テ,少 數 ノ淋

巴球 ノ游出ヲ見,纎 維素 ノ析出 ヲ認 ム.皷 室道第 Ⅱ

廻轉移行部腔内ハ基礎廻轉 ト同樣漿液性滲出液 ヲ充

タシ,下 壁 ノ内骨膜 ハ多少鬆粗 トナ リ,少 量 ノ纎維

素ヲ析出ス.骨 軸側内骨膜 ハ殆 ド剥離 セラ レ,其 間

隙ニ赤血球 ノ少數 ヲ容 ル.骨 螺旋板下面及 ビ基礎膜

皷室道側被 覆層 ニハ,少 許 ノ圓形細胞 滲潤及ビ纎維

素 ノ析出ア リテ基礎廻轉 ヨリ強 シ.第 Ⅱ 廻轉以上 ノ

廻轉腔内ニモ漿液性滲出物 ヲ充 タシ,周 壁 ニハ多數

ノ圓形細胞附着 ス.

前庭道ニ於テハ基礎廻轉腔 内ハ漿液性 滲出物 ニテ

充満 シ,上 壁 内骨膜ハ稍 々鬆 粗 トナ リ,圓 形細胞 多

數附着 ス.骨 軸側 内骨膜 ハ尋常 ナル モ纎維 素 ヲ少 量

析出ス.第 Ⅱ 廻轉腔内 ニモ同樣漿液 性滲出物 ヲ充 タ

シ,壁 上 ニハ圓形細胞 附着ス.第 Ⅱ 廻轉以 上 ノ廻轉

ニ於テモ同樣 ナ リ.

蝸牛道 ハ各廻轉 ヲ通 ジ腔 内空虚 ニ シテ,前 庭膜 ハ

稍々上方ニ擧上 スルモ蝸牛道側面 ニハ何物 ヲモ附着

セズ.螺 旋靱帯ハ正常 ニ シテ,靱 帯 ノ結締織細胞 モ

明カニ認ム.脉 絡帯 ノ上皮細胞 ノ排列 ニモ變化無 シ.

「コルチJ器 ニ於 ケル各細胞 モ尋常 ニ シテ ヨク其形 ヲ

持 シ,葢膜 モ尋常ナ リ.第 Ⅱ 廻轉以上 ノ廻轉 ニ於 テ

モ同樣ナ リ(第4圖).

前庭及ビ半規管　外淋巴腔ニ僅ニ漿液性滲出物存

在 スル ヲ認 ムモ,蝸 牛 ニ於 ケル ガ如 ク纎維素 ノ析出

等 ヲ認 メズ.内 淋巴腔ハ全 ク變化無 ク神經上 皮 モ正

常 ナ リ.

内聽道　 道壁 ハ内骨膜甚 ダシク鬆組 トナル.又 浮

腫状 ヲ呈 スル部ア リ.道 内 ニハ出 血及 ビ圓形 細胞 滲

潤多ク,神 經纎維間 ニモ圓形細胞 滲潤 シ,少 數 ノ神

經纎維 ハ膨 大シ紡錘状 ヲ呈 スルモ ノ多 シ.骨 軸 内神

經纎維 ハ正常 ニ走行 シ,細 胞滲潤 ヲ認 メズ.前 庭神

經 ニモ異状無 ク,神 經節細胞 ニモ著變 ヲ詔 メズ.

蝸 牛殻導水管　 腔 内ノ網 状織ハ殆 ド正常 ナルモ,

少數 ノ圓形細胞滲潤 ヲ見,腔 内ニ漿液 性滲出物 ヲ充

タスヲ認 ム.皷 室道開 口部 ニ於テ ハ圓形 細胞 滲潤多

ク,第 Ⅱ 號家兎 ニ於テハ 其中央 ニ小細胞 性結節 ヲ

形成 ス.第 Ⅱ 皷膜 ハ圓形細胞 滲潤 ヲ受 ケ一 般 ニ肥

厚 ス(第5圖).

前庭導水 管 ニハ炎 症變 化 ノ見 ル ベキモノナ シ.

中耳　 腔 内ニ著 シキ變化 ヲ認 メズ.正 圓〓窩粘膜

ニハ 圓形細胞 滲潤 ヲ蒙 リ稍 々肥厚 ス.

摘録　 上記3例 ハ其變化 ハ略 ボ同樣 ニシテ,迷 路

内淋 巴腔 ニハ變 化 ヲ認 メザ ルモ,外 淋巴腔 ニハ漿液

ヲ充 満 シ,且 蝸牛外淋巴腔周壁 ニハ 圓形 細胞 滲潤 ノ

外,多 少 ノ纎維素 ヲ析出 スル部 ア リ.

蝸牛殻導水 管腔 内ニハ 圓形細胞 滲潤 ア リ.第Ⅱ 號

家兎 ノ蝸牛殻導水 管皷室道 開口部 ニ於テハ小細 胞性

結節 ヲ形成 ス ルヲ認 ム.而 シテ以上3例 共又頭葢腔

内炎症ハ蝸 牛殻導水 管 ヲ經 テ迷路 ニ傳染 スル ヲ示 ス

モ ノナ リ.

第 Ⅴ號家 兎　菌 注入後22日 目生體 固定.

左耳
◎◎

蝸牛　 基礎廻轉皷室道腔 内ニハ僅少 ノ漿液 性滲出

物 ヲ認 メ,下 壁竝 ニ骨螺旋 板,基 礎膜下面 ニ圓形細

胞及 ビ大貪喰 細胞 點々 ト附着ス.猶 ホ極 ク少 量 ノ纎

維素 ヲ析出ス.此 圓形細胞滲潤 ハ,蝸 牛殼導 水管皷

室道開 口部附近 ニ於 テ稍 々著明 ナ リ.第 Ⅱ 廻 轉 ニ於

7
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テハ下壁 ニ小圓形細胞 ノ滲潤著 シク一部 ニ於 テ堆積

ナス部 ア リ.骨 螺旋板下面 ニハ第 Ι廻轉 ノ夫 レヨ リ

モ著 シ.第 Ⅱ 廻轉以上 ノ廻轉 ニ於テ モ周壁 ニ圓形

細 胞滲潤 ヲ認 ムモ腔 内何 レモ空虚 ナ リ.

前庭道ハ各廻轉腔 内ニ於 テ,僅 ノ漿液性 滲出物ヲ

認 メ,周 壁 ニ少數 ノ圓形細胞滲潤 ア リ.第 Ⅲ 廻轉

移行部 ニ於テ上壁 ニ孤在性小細胞性結節 ヲ形成 セル

ヲ認 ム(第6圖).

蝸牛道 ニ於テハ腔内空 虚ニシテ,脉 絡帯,螺 旋靱

帯,「 コル チ」器等 ニ變化 ヲ認 メズ.ラ イスネル氏膜

ハ僅 ニ沈下ス.第 Ⅱ 廻轉 及ビ上部廻轉 ニ於テ モ同

樣ニ著變 ヲ認 メズ(第7圖).

前庭竝 ニ半規 管　 外淋巴腔 内ニ漿液性滲出物 ヲ認

ムル モ,内 淋巴腔内 ハ室虚 ナ リ.而 シテ神 經上皮 モ

正常ナ リ.

内聽道　 壁 内骨膜ハ強 ク圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ,甚

ダ シク鬆粗 トナ リ,上 皮ハ全 ク破壞 セラル.神 經纎

維間 ニモ圓形細胞 滲潤甚ダ シク.一 部 ニ纎維 素 ヲ析

出 シ神經纎維 變性ス.内 聽道内血管周 圍 ニハ強キ圓

形細胞 滲潤 ヲ認メ,道 内ニ出血多 シ.又 道 内所 々ニ,

殊 ニ神經外 鞘 ニ類上皮細胞性結節小細胞 性結節 ヲ形

成 ス(第8圖).斯 カル炎症ハ内聽道内 ニ於テ聽神 經

ヲ強 ク犯 スモ,骨 軸 内及 ビ骨管内 ニ入 リテハ炎症所

見 ヲ認 メズ.神 經纎維 ハ正常 ニ走行 ス.

蝸 牛殼導水 管　腔 内 ニハ圓形細胞 滲潤 ヲ認 メ,尚

ホ纎維素 ノ析出 ヲ見 ルモ組織化 ヲ認 メズ.管 壁 ハ圓

形細胞滲潤 ヲ受 ケ稍 々肥厚 ス.皷 室道開 口部 ニハ圓

形 細胞 滲潤甚 ダシク,第 Ⅱ 皷膜 ニ沿 ヒテ圓形細胞

點 々 ト散在 シ,所 々少量 ノ纎維素 ヲ析出 ス.

中耳　 正圓〓窩 ニ僅 ニ大貪喰細 胞小圓形細胞等 ヲ

堆 積スル ヲ認ム.中 耳腔粘膜 ハ極 ク輕度 ニ腫脹 スル

モ,固 有 中耳腔 内 ニハ變化 ヲ認 メズ.第 Ⅱ 皷膜ハ小

圓形細胞 滲潤 ヲ蒙 リ僅 ニ肥厚 セ リ.

右耳◎◎

蝸牛　 皷室道基 礎廻轉 部 ニ於テ,腔 内 ニ少量 ノ漿

液 性滲出物ヲ見 ル.骨 軸 側及 ビ下部周壁上 ニハ少數

ノ小 圓形細胞及 ビ大貪喰細胞 ノ附着 スルヲ認 メ,該

部 ノ内骨膜 ハ一般 ニ浮腫状 ヲ呈 ス.壁 上ニハ尚ホ少

量 ノ纎維素 ヲ析出 シ,第 Ⅱ 廻轉移行部骨軸側壁 ニ

小 圓形細胞相 集 マ リ,中 ニ類上皮細胞少數混 ジ,孤

在性小結節隆起 スルヲ見 ル.外 側壁内骨膜 ノ一部ハ

剥離 セラ レ,其 間隙 ニハ炎症産物等 ノ存在 ヲ見 ズ.

骨螺旋板下面 ニモ小圓形細胞及 ビ大淋 巴球等點 々ト

附着 シ,基 礎膜 下面 ニモ著 シ.第 Ⅱ 廻轉腔内ニ於テ

ハ少量 ノ滲出物 ヲ容 レ,下 壁及 ビ骨軸側壁 ニハ圓形

細胞 ヲ多數帯状 ニ附着 シ,此 部 ノ内骨膜ハ剥離セラ

レ,骨 軸 側壁 ニ於テハ圓形細胞 滲潤 ノ外ニ少量 ノ纎

維素 ヲ析出 シ,内 骨膜剥離セル間隙 内ニ少數 ノ圓形

細胞 ノ存在 スルヲ認ム.骨 螺旋板下面,基 礎膜下面

ニモ小圓形細胞 及 ビ大貪 喰細胞游出多 シ.第 Ⅱ 廻

轉以 上ニ於テハ腔 内空虚 ニシテ,周 壁 ニ小圓形細胞

少數附着 スル ノミ.

前庭道基礎廻轉 ニ於 テハ腔内 ニ僅 ノ漿液 ヲ容ル.

上壁 ニハ少數 ノ圓形細胞點 々 ト附着 シ,該 部 ノ内骨

膜ハ稍々肥厚 シ鬆粗 トナル.又 外側壁 ニモ小圓形細

胞 輕度 ニ滲潤 シ,外 側壁 上ニ稍 々大ナル孤在性小細

胞 性結節 ヲ形成 ス.第 Ⅱ 廻轉以上 ノ廻轉 ニ於テハ

壁上 ニ少 數 ノ圓形細胞存在 スルヲ認ムルノ ミ.

蝸牛道基礎廻轉 及 ビ上部 ノ各廻轉腔 内ハ殆 ド空虚

ニシテ,ラ イスネル氏膜,脉 絡帯等異常 ヲ認 メズ.

ヘソゼ ン氏細胞,ク ラウデウス氏細胞少 シク膨隆ス

ルモ,「 コルチ」器 各細胞 ハ略 ボ其形 ヲ持 シ,被 葢膜

螺旋靱帯等 ニ變化無 シ(第6圖).

前庭及 ビ半規管　 外淋巴腔 ニハ漿液性滲出物 ヲ充

タスモ,圓 形細胞 滲潤等 ハ認 メズ.内 淋巴腔 内ハ全

ク空 虚ニ シテ,神 經上皮層 モ全 ク正常 ナ リ.

蝸 牛殼導水管　 腔 内ハ圓形細胞滲潤 ヲ蒙 リ内骨膜

ハ稍 々肥厚 ス.皷 室道開 口部 ニハ圓形細胞滲潤及ビ

小細胞性結 節ヲ形成 ス.

中耳　 第 Ⅱ皷膜 ハ 圓形細胞滲潤ヲ受 ケ稍々肥厚

8
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ス.固 有中耳腔内ハ清澄ニ シテ壁粘膜 ニ異 状ヲ認 メ

ズ.

摘録　本症例 ニ於テハ兩側共蝸 牛殼導水管 ヲ經テ

迷路内外淋巴腔 ニ漿液性炎 ヲ傳染 シ,周 壁 ニハ圓形

細胞滲潤 ヲ來 タシ,左 側 ニ於テハ前庭道第 Ⅲ 廻轉

移行部上壁 ニ,右側 ハ第 Ⅱ 廻轉移行部骨軸側壁及 ビ

前庭道基礎廻轉 上壁 ニ,孰 レモ孤在性 ノ小細胞性結

節 ヲ形成 ス.兩 側内聽道 内ハ強 キ結 核性炎症 ヲ示 ス

ニ拘ラズ,此 炎症ハ骨軸及 ビ骨管 内ニハ傳染 セル所

見 ヲ毫モ認 メズ.他 方蝸 牛殼導水管 ニ於 ケル所見ハ

明カニ頭葢腔内炎症 ノ此部 ヲ通 リ,迷 路 ニ傳染 セル

ヲ示ス.

第 Ⅵ 號家兎　菌 注入後18日 目斷頭固定.

本 例ハ菌注入後14日 目 ヨリ腦膜炎症状 ヲ現 シ,激

烈ナル下痢 ヲ來 タシ,身 體甚 ダ衰弱 セシガ, 18日 目

ノ朝既 ニ斃死セル ヲ發見,直 チニ斷頭 シ聽器 ヲ型 ノ

如 ク後固定 セルモ ノナ リ.

左耳
◎◎

蝸牛　基礎廻轉 皷室道 ニ於 テハ腔 内ニ漿液性滲出

物ヲ充 タシ,中 ニ少許 ノ纎維素存在 スルヲ認 ム.骨

軸側内骨膜 ハ浮腫状 ヲ呈 シ血 管ハ充 盈ス.骨 螺旋 板

下面 ノ内骨膜ハ殊 ニ鬆粗 トナ リ圓形細胞 滲潤 ス.纎

維素析出モ詔 ム.第 Ⅱ 廻轉 以上 ノ廻轉 ニ於テハ周

壁内骨膜 ノ血管 ハ甚ダ シク擴大 充盈 シ内骨膜 ハ少 シ

ク肥厚 ス.腔 内 ニハ第 Ⅰ廻轉 ト同樣漿 液性 滲出物 ヲ

充タシ,其 中ニ纎維素 ノ析出多 シ.

前庭道基礎廻轉 ニ於テハ外壁 竝ニ骨軸側 側壁 内骨

膜ハ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ甚 ダ シク腫 脹ス.腔 内 ハ漿

液性滲出物 ニテ充 滿シ,中 ニ纎維素 ヲ析出スルモ輕

度ナ リ.第 Ⅱ廻轉以上 ニ於テモ第 Ⅰ廻轉 同樣 ノ變

化ヲ認メ内骨膜血管ハ血液 ニテ充盈 ス.

蝸牛道 ニ於テハ基礎廻轉 起始 部ニ於テ,腔 内ニハ

僅 ニ纎維 素 ノ析出 ヲ認 ムル外 殆 ド正常 ナ リ.ラ イス

ネル氏膜 ハ表面 ニ僅 ニ纎維 素 ヲ附着 シ,前 庭道 側 ニ

弧 状 ヲ描キ著 シク膨隆ス.螺 旋靱帯ハ殆 ド正常 ニ シ

テ結締織 細胞 異常無キモ,脉 絡帯 ノ上皮細胞ハ其排

列 ヲ稍 々亂 シ,上 皮 中ノ血管擴 大 シ出血 スルヲ認 ム.

「コルチ 器 ノ基礎膜 ハ浮腫 状 ヲ呈 シ,内 外 柱状細胞

ハ其形態及 ビ位置 ハ正常 ナルモ核 ヲ消失 ス.内 毛細

胞,内 支柱細胞 ハ破壞融合 シ,形 態判然セズ.外 毛

細胞,ヘ ンゼ ン氏細胞 ハ略 ボ其形態 ヲ持 スル モ稍 々

萎縮 ス.ク ラウデユース氏細 胞ハ各 々 ノ核 下降 シ細

胞互 ニ融 合ス.腔 内ニハ少許 ノ漿液性 滲出 物 ヲ認 ム.

第 Ⅱ 廻轉 以上 ノ廻轉 ニ於テ モ同樣 ノ變化 ヲ呈 スル

モ,脉 絡帯 ノ上 皮細胞 ハ互 ニ融 合 シ核 ヲ失 フモ ノ多

シ.中 ニ出 血多 ク殊 ニ下部 ノ一 部ニ螺旋 靱帯 ヨ リノ

小 圓形細胞 ノ滲潤 ノ タメ壓迫 セラ レ,腔 内ニ少 シク

膨隆 ス.ヘ ンゼ ン氏細胞,ク ラウデュース氏細胞 ハ

融合 シ其形態 ヲ失 ヒ,核 ハ點 々 ト散在 シ基礎廻轉 ヨ

リハ變化著 シ.ラ イスネル氏膜 ノ一 部ハ螺旋縁 ニ附

着 スルモ他 ハ弧状 ヲ描 キ前庭道側 ニ膨隆 ス.上 蓋膜

ハ擧上 シライスネル氏膜 ニ密着 ス.

前庭及 ビ半規管　 外淋 巴腔 ニ漿液 性滲出物 ヲ充満

シ,中 ニ少 量 ノ血球 ヲ混 ジ,纎 維素 ヲ析 出 シ輕度 ノ

出 血性炎 ヲ認 ム.内 淋 巴腔 ハ全 ク變 化無 ク神經上皮

モ正常 ナ リ(第9圖).

内聽道　 道壁 内骨膜 ハ頗 ル肥厚 シ,小 血管 ハ擴大

充盈 シ出血 ヲ認 ム.壁 上ニハ小細胞 及 ビ血液 ヲ多量

ニ附着 ス.神 經 幹外鞘 ニハ圓形細胞結節 ヲ所 々ニ形

成 シ,神 經纎維 モ小圓形細胞 滲潤 ノ タメ輕度 ニ犯 サ

レ連 珠状 トナルモ ノア リ.螺 旋神 經節細胞及 ビ前庭

神經節細胞 ハ稍 々不透 明ニ シテ,核 ハ存在 スルモ其

形 ハ判然 ト認 メ難 シ.骨 軸 内 ノ血管 ハ血液充盈 シ所

所 出血スル ヲ認ム.

蝸牛殼 導水 管　 腔内 ニ漿液性滲出物 ヲ容 レ,壁 内

骨膜 ニハ圓形細 胞滲潤 ア リテ稍 々肥厚 スルヲ認 ム.

皷 室 道 開 口部 ニハ 圓形細胞滲潤纎維素 ノ析出 ヲ認

ム.前 庭導水管 ニ異状無 シ.

中耳　 腔 内空虚 ニシテ異状 ヲ認 メズ.壁 ノ血管ハ

9
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血 液 ヲ多量 ニ充盈 ス.

右耳
◎◎

右耳 ニ於 ケル 所見 モ 略 ボ 左 耳ニ於 ケル ト同樣 ナ

リ.即 チ蝸牛前庭 ノ外淋巴腔 ニ漿液性滲出物 ヲ充滿

シ,蝸 牛道 内「コルチ」器 ノ各 細胞融 合 シ形 態判 然 タ

ラズ.尚 ホ内骨膜 ニ於 ケル血 管擴 大充盈 シ所 々出血

ヲ認 ム・

摘録　 本例 ハ 菌 注入後18日 目ニ 斃死 セルモ ノニ

斷頭固定 ヲ施 セルモ ノナ リ.而 シテ聽器 ニハ左右 共

略ボ同樣 ナル所見 ヲ示 セ リ.即 チ腦膜 ノ炎 症ハ蝸牛

殼 導水管 ヲ經 テ蝸牛基 礎廻轉皷室道 ニ漿 液纎維 素性

炎症 ヲ來 タシ,漸 次廻 轉 ヲ昇 リ,「 ヘ リコ トレーマ」

ヲ經 テ前庭道 ニ及 ビ,更 ニ下 リテ基礎廻轉 ニ至ル.

漿 液性 滲出物及 ビ纎維 素析出ハ皷室道 ニ於テ最 モ多

量 ニシテ,前 庭道基礎廻轉 ニ於テ最 モ少量ナ リ.外

淋 巴腔 壁ハ圓形細胞滲潤 ヲ輕度 ニ受 ク.蝸 牛道 ニ於

テハ腔 内殆 ド正常ナルモ基礎膜ハ浮腫状 ヲ呈 シ,「コ

ルチ」器 ノ各細胞ハ膨脹 又ハ萎縮 ス.此 「コル チ」器

ノ破壞ハ病的變化 ニ非ズ シテ,斷 頭固定 ニ因 ル死後

變化 ニ因ルモ ノ ト思惟セ ラ レ,骨 軸 内其他 ニ於 ケル

血管内 ニ血液充盈 スル モ,生 體固定 ヲ施 シ得ザ リシ

爲 メ血液 ヲ洗滌 シ能ハザ リシニ因ルモ ノナ ラン.前

庭外 淋巴腔内 ニハ漿液纎維素性炎 ニ輕度 ノ出血性炎

ヲ合併 セル所見 ヲ示 セ リ.

第 Ⅶ 號家兎　 菌 注入後19日 目生 體固定.

左耳
◎◎

蝸牛　 皷室道 基礎廻轉始部 ニ於テハ,腔 内 ニ漿液

性 滲出物 ヲ充 タシ,滲 出液中 ニ淋巴球游出スル ヲ認

ム.骨 螺旋 板下面内骨膜ハ鬆粗 トナ リ肥厚 シ,壁 表

面 ニ圓形細胞 竝ニ大 貪喰細胞游 出附着スル ヲ認 メ,

少許 ノ纎維 素 ヲ析出ス.下 壁 ノ内骨膜ハ最モ肥 厚 シ

一部全 ク剥 離セル部 ア リ.剥 離 セル間際 ニハ少數 ノ

小 圓形細胞 ヲ容 レ,其 表面 ニハ圓形細胞 點 々 ト附着

ス.第 Ⅱ 廻轉 ニ移行ス ル部分 ニ於テハ,腔 内 ニハ同

ジク漿液性滲出物 ヲ充 タスモ,壁 ニ於 ケル小圓形細

胞 滲潤増加 シ,殊 ニ骨螺旋 板下面竝ニ基礎膜下面ニ

多 シ.第 Ⅱ 廻轉 以上 ニ於テ此圓形細胞滲潤多 ク,殊

ニ骨軸 側壁 ニ於テ内骨膜 ノ剥離 ヲ伴 ヒ,小 ナル孤在

性小細胞性結節 ヲ形 成セル部 ア リ.附 近 ノ血管ハ空

虚ナルモ其周 圍 ニ圓形細胞 滲潤多 シ.尚 ホ纎維素析

出 ヲ伴 フ.尖 端廻轉上壁 ニ於テ ハ圓形細胞滲潤殊ニ

著 シク,所 々ニ小細胞性結節 ヲ形成ス(第10圖).

前庭道 ニ於テハ全階段 ヲ通 ジテ腔内ハ漿液性滲出

物 ニテ充滿 シ,壁 ノ内骨膜僅 ニ肥厚 シ,表 面ニ圓形

細胞滲潤 ヲ見 ルモ皷室道 ニ比 シテ輕 シ.其 變化モ廻

轉 ヲ重 ヌル ニ從 ヒテ微弱 トナル.

螺牛道 ニ於テハ腔内空虚ニ シテ漿液等 ヲ見ズ.脉

絡帯 ノ上皮細 胞ハ稍 々其配列 ヲ亂 シ,核 ノ構造不明

ニシテ點 々 卜散在 ス.所々 ニ細胞 ノ脱失ア リ.上部上

皮細胞 ノ表面 ノ一部ニ少量 ノ纎維素 ノ析出ヲ見ル.

ライスネル氏膜ハ前庭道側 ニ弧状 ヲ描キテ膨隆 シ,

一部 ニ圓形細胞滲潤 ヲ認 メタ リ.螺 旋靱帯内ノ血管

ノ周圍 ニ圓形細胞 滲潤 ヲ認 ム.脉 絡帯上皮層 ノ細胞

ハ多 ク脱失 シ空胞 ヲ生ズ.「 コルチ」器 ノ内毛細胞

ハ破壞 セラ レ,隧 道内 ニ少許 ノ纎維素析出ヲ認ム.

クラウデユース氏細胞及 ビヘンゼ ン氏細胞其他 ノ細

胞 ハ萎縮 シ,核 ノ脱失 スルモ ノ多 シ.被 葢膜ハ擧上

セズ.第 Ⅱ 廻轉以上 ニ於テモ同樣 ノ變化 ヲ示ス.

前庭及 ビ半規管　 外淋巴腔内 ニハ漿液性滲出物ヲ

充滿 シ膜樣部竝 ニ内骨膜 ハ稍々肥厚 シ,圓 形細胞ノ

滲潤 ヲ蒙 リ表面 ニハ少量 ノ纎維素 ヲ析出 ス.尚 ホ内

骨膜 ノ一部剥離 シ,其 間隙中 ニ圓形細胞存在 ス,内

淋 巴腔 ハ全 ク空虚 ニシテ,神 經終末器 ハ其基質内ニ

於 ケル結締組織及 ビ神經上皮等,其 構造明瞭ニシテ

變化 ヲ認 メズ.「ク ブラ」モ尋常 ニ認ム.三 半規管ニ

於テ モ其外淋巴腔 内ニ漿液性滲出物ヲ容 ルルモ前庭

ニ於 ケル ヨ リ輕度 ナ リ.

内聽道　 道内 ニ於テハ圓形細胞滲潤多 ク,神 經幹

外鞘 ニ所 々小細胞性結節 ヲ形成 ス.神 經纎維間ニハ

10
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少數ノ圓形細胞滲潤 アルモ神經纎維 ニハ著 シキ變化

ヲ認メズ.血 管周 圍ニ於テ 圓形細胞 ノ滲潤著 シ.骨

軸 ニ入 リテハ蝸牛殼神經 ハ滲潤 ヲ蒙 ラズ.骨 軸 内 ノ

血管ハ空虚 ニシテ周圍 ニ細胞 滲潤 ヲ認 メズ.前 庭神

經モ骨管内ニ入 リテハ變 化 ヲ見ズ.節 細胞 ニモ著 シ

キ變化無 シ.

蝸牛殼導水管　其皷室道開 口部 ニ於テ著 シク圓形

細胞滲潤ヲ蒙 リ,此 部 ニ圓形細胞 ヨリナル結節 ヲ形

成ス.管 腔 内ニ於テモ強 キ圓形細胞滲潤 ヲ蒙 リ,内

骨膜ハ肥厚 シ鬆粗 トナ リ所 々ニ圓形細胞 ヨ リナル結

節 ヲ形成ス.

前庭導水管ハ變 化無 ク,内 淋 巴嚢 内ニハ炎症産物

ヲ見ズ.

中耳　第 Ⅱ 皷膜 ハ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ,一般 ニ稍

稍肥厚 ス.其 中央部 ニ於テ皷室道側 ニ可成 リ大ナル

小細胞性結節 ヲ形成 シ,中 ニ數箇 ノ類 上皮細 胞 ヲ含

ム.正 圓〓窩 ニハ圓形細胞滲潤 ヲ蒙 リ,附 近 ノ中耳

粘膜ニ沿 ヒ進 ミ,一 部 ノ粘膜 ヲ鬆粗 ナラシム.其 他

ノ固有中耳粘膜 ニ異状無 ク腔 内空虚ナ リ.

右耳
● ●

左耳 ニ於ケルガ如 ク主 トシテ外淋 巴腔 ニ於テ漿液

性炎ナルモ,皷 室道基礎廻轉骨軸 側壁及 ビ前庭外淋

巴腔膜樣部ニ孤在性小細 胞性結節形成 スルヲ認 ム.

其他ハ左耳 ト同樣ナ リ.

摘録　 本例 ハ兩側共蝸牛殼 導水管 ヲ經 テ,頭 葢 内

ヨリ迷路外淋 巴腔 ニ漿液性炎症 ヲ傳染セ シモノニシ

テ,蝸 牛殼導水管皷室道開 口部及 ビ腔 内 ニハ圓形細

胞ヨリナル結 節 ヲ形成 スル モ,他 ノ徑路 ニ於テハ毫

モ變化 ヲ認 メ得ザルナ リ.蝸 牛ニ於ケル變化 ハ前例

ト同樣外淋巴腔 ニ漿液性炎 ヲ認 ムルモ,周 壁 ニ於 ケ

ル圓形細胞滲潤 ハ前例 ヨ リ著 シク,殊 ニ皷室道尖端

廻轉 ニ數箇 ノ孤在性小細 胞性結節 ヲ形成ス,蝸 牛道

内ハ變化 ヲ認 メザル モ,ラ イス ネル氏膜 ハ弧 状ヲ描

キテ前庭道側 ニ膨隆 ス.是 蝸牛殼導水管腔 内ハ結 節

ヲ形成 セル タメ,腦 脊髓液 ノ迷 路外 淋巴腔 ヘノ流 入

ヲ妨 ゲ ラレ,内 外 淋巴腔 ノ壓カ ノ不平均 ヲ來 タス タ

メナラ ソ.前 庭三半規 管ニ於テモ蝸牛同樣外淋巴腔

ニ漿 液性 炎症ヲ認 メ,内 聽道 内ニハ強キ結核性炎症

ヲ認 ムルモ骨軸 内 ニハ及 バズ.中 耳腔 ニ於 テハ 正圓

〓窩 ニノ ミ圓形細 胞滲潤アル モ,之ハ第 Ⅱ 皷膜 ヲ滲

透 シ蝸牛殼導水管皷室道開 口部 ノ圓形細胞 滲潤 ノ傳

染 セシモ ノナ リ.

第 Ⅷ 號家兎　 菌注入後26日 目生體固定.

左耳
◎◎

蝸牛　 蝸 牛ニ於 テハ皷室道基礎廻轉腔 内 ニ漿 液性

滲出物 ヲ充満 ス.骨 螺旋板下 面ニハ圓形細胞 滲潤 ヲ

蒙 リ,基 礎膜 皷室道側被覆 層細胞 ハ稍々其配列 ヲ亂

シ,其 表面 ニ纎維 素 ノ析出 ア リ.外 側内骨膜ハ肥 厚

シ一部全 ク剥 離セル部 ア リ.其 剥 離 セル間隙 ニ小圓

形細胞滲潤 ヲ認 メ,内 骨膜 表面ニモ圓形 細胞點 々 ト

附着 シ纎維 素 ノ析出 ヲ見 ル.赤 血球 ノ堆 積 スル部 ア

リ.尚 ホ内骨膜下血管擴大 シ其周 圍 ニ圓形細胞滲潤

ヲ認 ムル部 ア リ.第 Ⅱ 廻轉 ニ於 テハ,腔 内基礎廻轉

ト同樣漿液 ヲ充 タ シ,骨 軸 側及 ビ下壁内骨膜ハ圓形

細胞滲潤著 シク鬆粗 トナ リ肥厚 ス.壁 上 ニ赤 血球 ヲ

附 着 シ纎維素 ヲ析出 ス.第 Ⅱ 廻轉 以上 ノ廻轉腔 内

ニハ同樣 ノ漿液性滲出物 ヲ充 タシ,周 壁 ニ於ケル圓

形細胞滲潤 ハ益 々著 シ.

前庭道基礎廻轉 ニ於 テモ腔 内ハ漿 液性 滲出物 ニテ

充滿 シ,上 壁 及ビ骨軸 側内骨膜 ハ肥厚 シ剥離セル部

ア リテ,其 間隙 ニ圓形細胞 ノ少 數 ヲ容ル.壁 上 ニ圓

形細胞 滲潤多 ク,上 壁 及 ビライス ネル氏膜 ノ上部附

着 部ニ孤在性 ノ小細胞性結 節ヲ形成 ス.第 Ⅱ 廻轉

以 上 ノ廻轉 ニ於テモ略ボ同樣ナル變 化 ヲ呈 シ,周 壁

ニ圓形 細胞 滲潤ア リ,第 Ⅲ 廻轉移行部 ニ於 テ ライ

スネル氏膜外 側附着部 ニ於テ稍 々大ナ ル孤在性小細

胞性結節 ヲ形 成ス.

蝸牛道 基礎廻轉 ニ於テハ腔内空虚 ナ リ.脉 絡帯 ノ

上皮細 胞ハ所 々脱落 シ空胞 ヲ形成 ス,「 コルチ」器ハ

11
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各細胞 全ク脱落消失 ス.基 礎膜 ハ輕度 ニ浮腫 状 ヲ呈

シ螺旋縁 ハ正常 ナ リ.被 葢 膜ハ沈降ス.ラ イ スネル

氏膜 ハ肥厚 シ前庭道側 ニ弧 状 ヲ描 キテ膨隆セル タメ

腔 内廣 シ.第 Ⅲ 廻 轉腔 内ニ於 テ「コルチ」器 ノ上部

ニ小 細胞性結節 ヲ形成 シ,「 コルチ」器 ハ壓縮破壞セ

ラ レ被葢 膜ハ切斷 ス.基 礎膜ハ「トンネル」腔 下ニ於

テ破 レ.皷 室道基礎膜 下圓形細胞滲潤 ハ此部 ヲ破壞

シ,「 トンネル」腔 内ニ浸淫 セル所見 ヲ呈 ス.脉 絡帯

ハ略 ボ正常 ナ リ.ラ イスネル氏膜 ハ圓形細胞 滲潤 ヲ

受 ケ僅 ニ肥厚 ス.尖 端廻轉 ニ於テハ「コルチ」器 破壞

シ圓形 細胞滲潤著 シ(第11圖).

前庭 及 ビ半規 管　外淋 巴腔 ニハ漿液性 滲出物 ヲ充

タ シ,内 淋 巴腔 トノ間膜 ノ一部 ハ圓形細 胞滲潤ヲ受

ケ肥厚 シ,少 量 ノ纎維 素 ノ析出 ヲ認ム.内 淋 巴腔 内

空 虚 ニシテ神經 上皮 ニモ異 状無 シ.

内聽道　 血管周 圍ニ圓形細胞 滲潤 ヲ見,道 壁内骨

膜 ハ甚 ダ シク肥厚 シ鬆粗 トナ リ纎維 状 ニ斷裂 セル部

ア リ.神 經幹外鞘 ニ圓形 細胞滲潤著 シク,所 々ニ小

細胞性結節 及ビ類 上皮細胞 性結節 ヲ形成ス.神 經纎

維間 ニモ圓形細胞 浸潤 シ結節 ヲ形成セル部 ア リ．

蝸牛殼導水 管　腔 内ニハ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ,内

骨膜 ハ甚 ダ シク肥厚 シ其表面 ニ所々結節 ヲ形成 ス.

皷室道 開 口部 ニ於テハ著 シキ圓形細胞 滲潤 ヲ詔 メ,

稍 々大ナル結節 ヲ形成 シ開 ロ部 ヲ殆 ド充盈 シ,其 中

央 部ハ既 ニ乾酪樣變性 ニ陷 リ,其 周圍 ニ類 上皮細胞

滲潤 ヲ認ム.

前庭導水管 ニ著變無 シ.

中耳　腔 内ニハ變化 ヲ認 メザ ルモ,正 圓〓窩粘膜

ハ圓形細胞 滲潤 ヲ受 ケ僅 ニ肥厚 シ,之 ニ續 ク中耳腔

粘膜 ノ一部ハ圓形細胞 滲潤 ヲ受 ケ肥厚 シ輕度 ニ剥離

セ ラル.

右耳◎◎

右耳 モ蝸 牛前庭 共ニ外淋 巴腔 ニ漿 液性炎 ヲ認ムル

モ,内 淋巴腔 ニハ變化 ヲ見 ズ.蝸 牛殻 導水 管皷室道

開 口部 ニ於テ圓形細胞 ヨリ成 ル結節 ヲ形成 シ,其 他

ハ左耳 ニ於 ケル ト同樣ナ リ.

摘録　 本例 ニ於テ興味 ヲ惹 クハ,蝸牛道第 Ⅱ 廻轉

腔 内 ニ於テ,「 コル チ」器 上 ニ小細胞 性結節 ヲ形成 シ

「コル チ」器 ヲ破壞 スルニア リ.此 際此内淋巴腔 内ノ

炎症 ハ皷 室 道 ヨ リ基礎膜 ヲ破 リ傳 染 セル所 見ヲ示

ス.此 他蝸 牛外淋巴腔 ニハ漿液性炎ヲ認メ,周 壁ニ

強度 ノ圓形 細胞 滲潤 ヲ見,之 等 ノ炎症ハ蝸牛殻導水

管 ヲ經テ頭葢内 ヨ リ傳染 セシニ拘 ラズ,比 較的上部

廻轉 ニ著 シキ所見 ヲ認 ム.

第 Ⅸ 號家兎　 菌注入後59日 目斷頭固定.

本例 ハ他 ノ動物 ト異 ナ リ早期 ニハ著 明ナル腦膜炎

症 状 ヲ現サズ.菌 注入後約40日 目頃 ヨリ時 々下痢ヲ

來 タシ,漸 次身體衰 弱シ,頭 部ヲ左側後方 ニ屈曲ス

ル時 ア リシガ,59日 目 ノ朝斃死 セル ヲ發見 シ,直 チ

ニ斷頭固定 ヲ施 セルモ ノニ シテ,内 耳 ニ稍 々進行セ

ル病變 ヲ認 メ タレバ〓ニ記載 セン トス.

左耳
◎◎

蝸牛　 皷室道基礎廻轉 部 ニ於テハ腔 内ニ漿液性滲

出物 ヲ充満 シ,周 壁 ノ内骨膜 ハ稍 々肥厚 シ其表面ニ

少數 ノ圓形細胞 附着 ス.殊 ニ骨螺旋板及 ビ基礎膜下

面 ニ著 シ.第 Ⅱ 廻轉 ニ於テハ腔 内ニ漿液性滲出物

ヲ充 タ シ,腔 内外側過半部ハ圓形細胞 ニテ充 タサ レ,

周壁 内骨膜上 ニハ帯状 ヲナ シ圓形細胞堆積ス.殊 ニ

基 礎膜 下面ニ多 ク皷室道側被 覆層 ヲ全 ク破壞 ス.尖

端廻轉 ニ於テモ周壁 ニ於 ケル圓形細胞 滲潤 著シク基

礎膜 ヲモ滲潤 ス.

前庭 道 ニ於 テハ,基 礎廻轉腔 内ニハ漿液性滲出物

ヲ充 タシ,圓 形細胞 ヲ多數浮游 ス.ラ イスネル氏膜

ハ弧 状 ヲ描キテ前庭道 側 ニ膨隆 セルタメ腔 内著 シク

狭小 トナル.周 壁内骨膜及 ビラ氏膜面上 ニ多數 ノ圓

形細胞 ヲ附着 ス.上 壁内骨膜 ハ圓形細胞滲潤 ヲ受ケ

少 シク肥 厚 ス.其 變化 モ廻轉 ヲ重 ヌルニ從ヒテ著シ.

蝸牛道基礎廻轉 ニ於テハ,腔 内ハ漿液性滲出液 ニ

充満 セラレ,脉 絡 帯ハ 圓形 細胞 滲潤 ヲ受 ケ,各 細胞

12
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ノ排列 ヲ亂 シ上過半 部 ノ上皮層 上ニハ圓形細胞 ヨリ

ナル帯状 ノ結節 ヲ附着 ス.此 結節ハ上部ニ於テ ラ氏

膜 ノ附着部 ヲ犯 ス.「 コルチ」器 ハ内外 柱状細胞 殆 ド

正常ナルモ,他 ノ細胞 ハ萎縮融合ス.被 葢 膜ハ殆 ド

正常ナ リ.第 Ⅱ 廻轉 ニ於テ,脉 絡帯 ノ表面 ニ殆 ド腔

内 ノ1/3ヲ占ムル小細胞性結節 ヲ形成 シ中央一小部分

ハ乾酪樣變性 ニ陷 ル.ラ 氏膜 ハ圓形細胞滲潤 ヲ強 ク

蒙 リ,浮 腫状 ニ肥厚 シ,強 ク弓状 ニ皷室道側 ニ膨隆

ス.其 上部附着部 ニ於テ皷室道 ノ圓形 細胞 滲潤 ハラ

氏膜ヲ通 ジテ蝸牛道内 ニ移行 スル所見 ヲ認ム.脉 絡

帯下部 ノ上皮層ハ,圓 形細胞 滲潤 ヲ受 ケ其形 態判然

タラズ.其 表面 ニ圓形細胞竝 ニ赤血球 ノ多 數 ヲ附着

ス.「 コルチ」器 ノ内外毛細胞 ハ膨脹 シ,ヘ ンゼ ン氏

細胞萎縮 シ融合 スルモ,内 外 柱状細胞 ハ稍 々正常 ナ

ル形態 ヲ持 シ,「 トンネル」 内ニ圓形細胞 滲潤 ス.

クラウデュース氏細胞 モ亦萎縮 ス.被 葢膜 ハ切斷 シ

消失ス.第 Ⅱ 廻轉以上 ノ尖端廻轉 ニ於テハ同樣 ナ

ル變化ヲ呈ス(第12圖).

前庭及 ビ半規管　 前庭外淋巴腔 ニハ漿液性滲出物

ヲ充滿 シ,膜 樣部ニハ圓形細胞 滲潤 ヲ輕度 ニ蒙 リ,

表面 ニ圓形細胞 ヲ點 々ト附着 シ,膜 樣部 ノ一部 ノ血

管ハ腔内ニ血液 ヲ充 タシ,附 近ニ圓形 細胞 滲潤 ア リ

テ小ナル孤在性小細胞性結 節 ヲ形 成セル部 ア リ.内

淋巴腔 ニハ漿液性滲出物ヲ充 タスモ外淋 巴腔 ニ於 ケ

ルヨリ輕度ナ リ.聽 斑 ニ於 ケル神經終 末器 ハ殆 ド正

常ナルモ,神 經 上皮 ハ其構造少 シク不明瞭 トナル.

尚ホ膜樣部 ノ一 部ニ於テ膜樣部 ヲ滲透 シ,外 淋巴腔

ヨ リ正圓嚢内 ニ圓形細胞移行 シ,膜 樣部内淋巴側面

ニ圓形細胞數箇附着ス.三 半規管 ニ於テ モ前庭 ト同

樣ニ外淋巴腔 内ニ漿液 性炎 ヲ認 ムルモ前庭 ニ於 ケル

ヨリ輕度ナ リ.聽 櫛 ニ異常 無 シ.

内聽道　道 内ニ於テハ強 ク圓形 細胞 滲潤 ヲ受 ケ,

道壁内骨膜 ハ肥厚 シ鬆粗 トナル.表 面 ノ所々 ニ圓形

細胞 ヨ リナル結節 ヲ形成 ス.神 經纎維幹外鞘 ニモ圓

形細胞 滲潤多 ク,所 々結節 ヲ形成 ス.骨 軸 及 ビ骨 管

内 ニハ細胞 滲潤 無 ク,蝸 牛殼神 經前庭神 經尋常 ニ走

行 ス・

蝸牛殼導水管　 腔 内ニハ圓形細胞 滲潤 甚ダ シク,

所 々ニ結節 ヲ形成 ス.管 壁 内骨膜ハ 圓形細胞 滲潤 ヲ

受 ケ甚 ダシク鬆粗 トナル.皷 室 道開 口部 ニ於テハ 圓

形 細胞滲潤 ヲ受 ケ,圓 形細胞 ヨリナル結節 ヲ形 成 ス.

第 Ⅱ 皷膜 モ圓形 細胞滲潤 ヲ受 ケ少 シク肥厚 ス.前庭

導 水管 及 ビ内淋 巴嚢 内 ニ變化 ヲ認 メズ.

中耳　 正圓〓窩 ニハ圓形細胞及 ビ赤血球 ノ堆 積 ス

ル ヲ認 メ,附 近粘膜 ノ一部 ハ圓形 細胞 滲潤 ヲ蒙 リ僅

ニ肥厚 ス.

右耳◎ ◎

蝸 牛及 ビ前庭三半規管 ノ外淋巴腔 ニハ漿液性炎 ヲ

認 ムルモ,内 淋 巴腔 内ニハ殆 ド異常無 シ.

摘録　本例 ハ菌 注 入後59日 ノ長時 日後 ニ斷頭 固

定 ヲ施 シタルモ ノナルガ,蝸 牛ニ於 テハ外淋 巴腔 ハ

漿液性炎 ヲ認 ムル ノ ミナラズ.内 淋巴腔 内 ニモ傳染

シ,蝸 牛道上部廻轉 腔内 ニ圓形細胞 ヨ リナル結節 ヲ

形成 シ,其 中央ハ乾酪 樣變性 ニ陷 ル.此 蝸牛道 内 ノ

炎症 ハ前庭道 ヨ リラ氏膜 ノ破壞 セ シ部 ヲ經 テ傳染 セ

シ二次的 ノモ ノニシテ,「 コルチ」器ヲ全 ク破壊 ス.

而 シテ斯 カル蝸牛 ニ於 ケル炎症 ハ蝸牛殼 導水 管 ヲ經

テ傳染 セルモ ノニ拘 ラズ,基 礎廻轉 ヨ リハ却 テ上部

廻轉 ニ進行 セ ル炎症 ヲ來 タスハ注意 ヲ要 スベ シ.又

菌注入後比較的長 時 日ヲ經 過 シ,蝸 牛 ニ斯 カル進行

シツツアル増殖性炎症 ヲ來 タセ ルニ拘 ラズ,他 ノ化

膿性迷路炎 ノ際 ニ於 ケルガ如 キ結締織又 ハ骨 新生 等

ノ治癒機轉等 ハ毫 モ之 ヲ認 メザ リキ.而 シテ尚ホ此

症 例 ニ於 テハ,左 耳 ニハ高度 ノ迷路炎 ノ所見 ヲ認 ム

ルニ.右 耳 ニ於テハ單ニ迷 路外淋巴腔 ニ漿液性炎 ヲ

認 ムル ニ過 ギズ.
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其2.　 剔脾家兎ヲ使用 セシ場 合

第 Ⅹ 號家兎　菌 注入後20日 目生體固定.

第 Ⅸ 號家兎　 菌注入後22日 目生體固定.

之等兩頭ハ其所見殆 ド相似ス レバ此處 ニ之 ヲ纒 メ

テ記 載 ス.

蝸牛　皷 室道基礎廻轉 ニ於テ ハ腔 内ハ漿液性滲出

物 ヲ充満 シ,周 壁 内骨膜ハ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ輕度

ニ鬆粗 トナ リ,表 面ニ圓形 細胞 附着 ス.此 變化 ハ外

側壁 ノ一 部ニ殊 ニ著 シ.基 礎膜 及ビ骨螺旋板 下面 ニ

ハ 圓形 細胞 滲潤著 シク纎維 素ヲ輕 度 ニ析出ス.第 Ⅱ

廻轉 以上 ノ腔 内 ノ之等 ノ變化 ハ基 礎廻轉 ニ於ケル ヨ

リ強 シ.外 側壁表面 ニモ圓形細 胞附着 シ,赤 血球 ヲ

少量混 ジ,纎 維 素 ヲ少 シク析出ス.第 Ⅱ廻轉 ニ於テ

骨螺旋板下面ニ孤 在性 ノ小細胞 性結節 ヲ形成 ス.

左耳◎◎

前庭道 ニ於テハ各廻轉 ヲ通 ジテ,腔 内ニ少 量 ノ漿

液性滲 出物 ヲ充 タス,周 壁内骨膜ハ殆 ド正常ナルモ

第Ⅱ 廻轉以上 ノ廻轉 周壁 ニ少數 ノ圓形細胞 附着 ス.

蝸牛道モ各廻轉 ヲ通 ジテ腔 内ハ空虚ナ リ.基 礎廻

轉 ニ於テ螺旋靱帯ハ輕度 ニ浮腫状 ヲ呈 スル モ,其 結

締織細胞 ハ正常 ニ排列 シ核 モ明 カナ リ.脉 絡帯 ニ異

常無 シ.「コルチ」器 ニモ異常 ヲ認 メズ.第 Ⅱ 廻轉 以

上 ニ於テ モ同樣 ナ リ(第13圖).

前庭 及 ビ半規 管　 前庭 ニ於テモ蝸牛 ト同樣主ナル

變化 ハ外 淋巴腔 ニア リテ,外 淋 巴腔 内 ニハ漿 液性滲

出物 ヲ充 タス.内 淋 巴腔 内ハ空虚 ナルモ,第 ⅩⅠ號

家兎 ノ正圓嚢聽斑迷路 側 ノ一 部 ニ小 細胞 性結節 ヲ形

成 ス.之 ハ内聽 道 ノ炎 症ハ前庭神 經 ニ沿ヒ骨 管内 ニ

侵入 シ,聽 斑基質 結締織中 ニ圓形細胞滲潤 ヲ來 タシ,

ソレヨリ傳染 セル所見 ヲ示ス.聽 斑神 經上皮表面ニ

モ小 圓形 細胞 ヲ數箇附着 ス.膜 樣部ハ輕度 ニ圓形 細

胞滲潤 ヲ受 ク.三 半規 管 ニ於テ モ外 淋巴腔 ニ輕度 ノ

漿液 性炎 ヲ認ム(第14圖).

内聽道　道内ニ於テハ著シキ圓形細胞及ビ類上皮

細胞 滲潤 ヲ受 ケ,道 壁 内骨膜 ハ強 ク肥厚 シ,神 經纎

維間 ニモ圓形細胞 滲潤 ヲ認 メ,神 經幹外鞘 ニハ類上

皮細胞性結節 ヲ形成 ス.骨 軸内 ニハ變化 ヲ見 ズ.第

ⅩⅠ號家兎 ニ於テ ノ ミ前庭神 經 ニ沿 ヒ,骨 管内ニ圓形

細胞滲潤 ノ傳 ハル ヲ見 ル.

蝸 牛殼導水管　 腔内ハ圓形細胞滲潤 ヲ蒙 リ,管 壁

内骨膜 ハ肥厚鬆粗 トナ リ,壁 上所 々ニ小細胞性結節

ヲ形成 ス.皷 室道開 口部 ニ於テハ圓形 細胞滲潤殊ニ

著 シク,小 ナル結節 ヲ形成 ス.

中耳　第 Ⅱ 皷膜 ハ殆 ド正常 ニシテ,正 圓〓窩ニ

ハ少數 ノ圓形細胞 存在 スルニ過 ギズ.固 有中耳粘膜

ハ異状無 シ.

右耳
◎◎

右耳 ニ於テハ兩頭共左耳 ニ於ケル ト同樣ナル變 化

ヲ呈 スル モ,内 淋巴腔 ニハ異状 ヲ認 メザ リキ.

摘録　 本2例 ハ孰 レモ剔脾後結核菌 ヲ注入セルモ

ノニシテ,頭 蓋内 ノ炎症 ハ蝸牛殼導水管 ヲ經テ,蝸

牛皷室道 ニ漿 液性炎症 ヲ來 タシ,尚 ホ進 ンデ皷室道

周壁 ニ圓形細胞 滲潤 ヲ來 タシ,殊 ニ骨螺旋 板下面ニ

著 シク,鼓室道第 Ⅱ廻轉 ニ於テ孤在性 小細胞性結節

ヲ形 成セ リ.前 庭 ニ於テハ外淋巴腔 ハ漿液性炎ヲ認

ム.内 淋巴腔 ニハ第 Ⅹ號家兎 ニ於テハ異状無キ モ

第 ⅩⅠ號家 兎ニ於テハ 内聽道 ノ炎症ハ 前庭神 經ニ沿

ヒ骨管内 ニ傳ハ リ,正 圓嚢聽 櫛神經上皮表面 ノ一部

ニ小細胞 性結節 ヲ形成セ リ.螺 旋神 經 ハ骨軸内ニア

リテハ炎症等 ヲ伴ハズ.神 經節細胞 等モ殆 ド正常ナ

リ.

第 ⅩⅢ 號家兎　 菌 注入後19日 目生體固定.

左耳
◎ ◎

左耳 ニハ殆 ド變 化 ヲ認 メズ.

右耳
◎ ◎

蝸牛　皷室道 基礎廻轉 ニ於 テハ腔 内ニ漿 液性滲出

物ヲ少 量充満 ス.周 壁 ノ内骨膜 ハ輕度 ニ肥厚 シ鬆粗

トナ リ,骨 軸 側壁 ハ殊 ニ強 ク肥厚 シ圓形細胞滲潤 ヲ
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受ケ,此 部 ニ於 ケル血管ハ擴大 シ管腔 内空虚 ナル モ

周圍ニ圓形細胞滲潤 ヲ認 ム.周 壁表面 ニハ圓形細胞

及ビ大貪喰細胞點 々 ト附着 スルヲ認 ム.壁 上所 々ニ

纎維秦ヲ析出ス.基 礎膜下面 ニ殊 ニ著 シ.第 Ⅱ 廻轉

腔内ニハ同樣ニ漿 液性滲出物 ヲ容 レ,周 壁 内骨膜 ハ

僅 ニ肥厚 シ外側壁 上ニ圓形細胞赤血球堆積 スルヲ認

ム.上 壁 上ニハ稍 々大 ナル孤在性 ノ小細胞性結節 ヲ

形成ス.第 Ⅱ廻 轉以上 ノ廻轉 ニ於 テハ,結 節 ハ認 メ

ザルモ周壁表面ニ於ケル圓形細胞 ノ數 ハ著 シク增加

シ,腔 内ハ漿液性滲出物 ヲ充 タス.

前庭道基礎廻轉 ニ於テモ同樣 ニ腔 内 ニ漿 液性滲出

物ヲ充滿 シ,周 壁 内骨膜 ハ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ輕度

ニ肥厚ス.外 側壁 ラ氏膜 ノ附着部 ニ於テハ圓形細胞

赤血球 ノ堆債 スル部 ア リテ.少 量 ノ纎維素 ヲ析出ス.

ライスネル氏膜 ハ弓状 ニ前庭道側 ニ輕度 ニ膨 隆 シ,

前庭道側膜表面ニ大淋巴球 ヲ點 々 ト附着 シ,所 々纎

維素ヲ析出ス.第 Ⅱ廻轉 以上 ニ於テ モ腔 内ハ漿液性

滲出物 ヲ充滿 シ,内 骨膜 ハ輕度 ニ圓形細胞滲潤 ヲ受

ケ,基 礎廻轉 ニ於ケル ト略 ボ同樣ナ ル變化 ヲ示 ス.

蝸牛道ハ各廻轉 ヲ通 ジテ殆 ド著變 ヲ認 メズ.ラ 氏

膜ハ輕度 ニ皷室道 側ニ弓状 ニ膨隆 シ,圓 形 細胞滲潤

ヲ受 ケ稍々肥厚 ス.脉 絡帯上皮 層細胞 ハ輕度 ニ膨脹

スルモ殆 ド正常 ノ像 ヲ呈 シ尋 常ニ排列 ス.「 コルチ」

器ノ各細胞 ハ殆 ド正常 ノ像 ヲ呈 ス.被 葢膜 ハ沈降 シ

「コルチ」器 ニ密着ス.螺 旋縁 ニ著變 ヲ認 メズ.

前庭及 ビ半規 管　外淋 巴腔ハ共 ニ漿液性滲出物 ヲ

充 タシ,膜 樣部 ノ一部 ニ輕度 ノ圓形細胞滲潤 ヲ認ム

ルモ他 ニ著變無 シ.内 淋巴腔 内ハ空盧 ニシテ炎症機

轉 ヲ認 メズ.サ レ ド正圓嚢聽斑 ノ神經上皮 ノ中央 表

面 ニ孤在性 ノ小細胞性結節形成 セル ヲ認 ム.其 部以

外 ノ神經上皮 ニハ變 リ無 シ.聽 斑基質結締織中ニ モ

異状無 シ(第15圖).

内聽道 道壁 内骨膜 ハ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ,神 經

纎維間ニモ滲潤甚 ダシク圓形細胞類上皮細胞 ヨリナ

ル結節ヲ形成シ,道 壁 上ニモ所 々大ナル類上皮細胞

性結節 ヲ形成 ス.骨 軸内ハ殆 ド變 化無 ク,螺 旋神 經

前庭神經 モ骨軸 骨管内 ニテ ハ全 ク變 化無 ク走行 ス.

蝸牛殼導水 管　 管腔 ハ殆 ド圓形細 胞 ヨ リナル結節

ニテ充盈%,一 部 ニハ類 上皮細胞 ノ滲潤 ヲ蒙 ル.内

骨膜ハ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ甚 ダシク鬆粗 トナル.皷

室 道開 口部 ニ於テ ハ圓形細胞 滲潤 強 ク結節 ヲ形成 ス

(第16圖).

中耳　 第 Ⅱ 皷膜ハ 圓形 細胞滲潤 ヲ受 ケ 著 シク肥

厚 ス.蝸 牛殻 導水管側附着部ハ著 シク圓形 細胞 滲潤

ヲ受 ケ,結 節 ヲ形 成 シ固有層 ヲ失 ヒ,正 圓〓窩 ノ粘

膜 ニ炎 症 ヲ傳 染セ シム.蝸 牛殼導水 管開 口部側正圓

憲窩 ユハ尚ホ漿 液 ノ瀦溜 ヲ認 ム.

摘録　本例モ前例同樣蝸牛殼導水管ヨリ傳染セル

炎症ハ,蝸 牛外淋 巴腔 ニ漿 液性炎 症竝 ニ周 壁 ニ圓形

細胞滲潤 ヲ來 タスモ前例 ヨ リ稍 々強 シ.而 モ此 圓形

細胞滲潤 ハ皷室道 上部廻轉 ニ最 モ強 ク,第 Ⅱ廻轉周

壁 ニ稍々大 ナル孤在性結節 ヲ形成ス.前 庭三半規 管

外 淋巴腔 ニモ輕度 ノ漿 液性炎 ヲ認 ム.正 圓嚢聽斑神

經上皮表面ニ孤 在性小細胞性結節 ヲ形成 ス.而 シテ

此結節ハ内聽道 ヨリ傳染 セシ所見.又 ハ外淋巴腔 ヨ

リ傳染 セ シ所見又 ハ他 ニ 傳染 徑 路 タル所見 ヲ認 メ

ズ.又 本例 ニ於 テハ1側 耳ハ全 ク變 化 ヲ認 メズ.他

ノ症例 ト其趣 ヲ異 ニスルハ多少 ノ注意 ヲ要 ス.

第 ⅩⅣ 號家兎　 菌 注入後20日 目生體固定.

左耳
◎ ◎

蝸牛　皷室道基礎廻轉腔内ニハ漿液性滲出物ヲ充

タス.周 壁 内骨膜 ハ圓形細胞 滲潤 ヲ受 ケ著 シク肥 厚

シ鬆粗 トナル.内 骨膜 面上ニハ點 々 ト圓形細胞附着

シ,所 々少 量 ノ赤血球 ヲ混ズ.蝸 牛殻導水管開 口部

附近 ニ於テ結節 ヲ形成セル部 ア リ.第 Ⅱ 廻轉移行

部 ニ於テ モ基礎廻轉同樣腔内 ニ漿液 ヲ充 タシ,周 壁

ノ内骨膜ハ輕度ニ肥厚 ス.所 々内骨膜 ノ剥離 セル部

ア リテ,其 間隙 ニ數箇 ノ圓形細胞存在 スルヲ認 ム.

内骨膜下 ノ血管 ノ周圍 ニ圓形細胞滲潤 甚ダ シ.骨 螺
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旋板及 ビ基 礎膜下面 ニハ殊 ニ著 シキ圓形 細胞 滲潤 ヲ

認 メ,周 壁面 上ニハ圓形細胞點 々 ト附着 シ,外 側壁

ノ一 部 ニ孤 在性小細 胞性結節 ヲ形成 ス.第 Ⅱ廻轉 以

上 ニ於テ モ腔 内ニハ漿液性滲出物 ヲ充 タシ,「トンネ

ル」腔 ノ下部 ニ多數 ノ赤血球 ヲ出現 シ,尖 端廻轉 ニ

於テ ハ腔 内殆 ド赤血球 ニテ充滿 セラレ,圓 形細胞 ノ

游出 モ增加 ス.

前庭道 基礎廻 轉 ニ於テハ腔 内漿 液性滲出物 ニテ充

滿 シ,内 骨膜 ハ輕度 ニ肥厚 ス.第 Ⅱ 廻 轉 ニ移 行 スル

部 ニ於テモ,基 礎廻 轉 ト同 樣腔 内ハ漿 液性滲出物 ニ

テ充滿 シ,骨 軸 側内骨膜 ハ肥厚 シ壁上少 數 ノ圓形 細

胞 附着 スル ヲ認 ム.ラ イスネル氏膜 ハ正常 ニ緊張ス

ル モ其表面 ニ帯状 ニ赤血球堆積 ス.中 ニ數箇 ノ圓形

細胞 ヲ混ズ.第 Ⅱ 廻轉 ニ於テ モ同樣腔 内 ニ漿液 ヲ

充 タシ,外 側腔内 ニ赤血球多數 ヲ瀦溜 ス.骨 軸側内

骨膜ハ肥厚 シ其表面 ニ大淋巴球 點 々 ト出現 シ,孤 在

性小細胞 性結節 ヲ形成 ス.第 Ⅱ 廻 轉以上 ニ於テハ

腔 内 ノ赤血球 ハ益 々增加 シ,腔 内漿液性滲出物 ヲ充

滿 ス.

蝸 牛道 ニ於テハ各廻轉 ヲ通 ジテ腔 内ニハ全 ク炎症

産物 ヲ認 メズ.螺 旋靱帯 正常 ニシテ脉絡帯上皮層 ハ

所 々細胞脱出 シ空胞 ヲ作 ル.基礎膜 ハ正常 ニシテ「コ

ルチ」器 ノ各細胞 モ殆 ド異常 ヲ認 メズ正常 ナル形態

ヲ持 ス.被 葢膜ハ沈降 ス.ラ イスネル氏膜ハ波状 ヲ

呈 スル モノアル モ概 ネ正常 ニ緊張 ス(第17圖).

前庭及ビ半規管　共ニ外淋巴腔内ハ漿液性滲出物

ヲ充滿ス.前 庭膜樣部 ノ表面 ニハ所 々圓形細胞附着

ス.内 淋巴腔 内全 ク空虚 ニ シテ,聽 櫛聽斑神 經上 皮

ハ正常 ニ明視 シ得.

内聽道　道壁内骨膜ハ著シキ圓形細胞滲潤ヲ受ケ

鬆粗 トナル.神 經纎維間 ニハ輕度 ニ圓形細胞滲潤 ア

リ.神 經幹外鞘 ニハ類上皮細胞性結節 ヲ形成 ス.骨

軸 内血管周圍 ニ僅 ニ圓形細胞滲潤 ヲ認 ムルモ神經纎

維神 經 節細胞 ニ著變 ヲ誌 メズ.骨 管 内ニハ炎症機轉

ヲ見 ズ.

蝸 牛殼導水管　 腔 内ハ著 シキ圓形 細胞滲潤 ヲ受 ケ

管壁内骨膜ハ著 シク肥 厚 シ,腔 内 ノ中央部 ニ圓形細

胞 ヨ リナル大 ナル結節 ヲ形 成 シ,中 央 ハ乾酪樣變性

ニ陷 ラン トス.皷 室道 開口部 ニ於テ モ圓形細胞類上

皮細胞滲潤 甚ダ シク,類 上皮細胞性結節 ヲ形成 シ,

第 Ⅱ 皷膜 ヲ通 ジ正圓〓窩 ニ滲 淫 ス.前 庭導水管ニ

變化無 シ.

中耳　 第Ⅱ 皷膜ハ圓形 細胞滲潤 強ク肥厚 セリ.正

圓〓窩粘膜 ハ蝸 牛殻導水管開 口部 ノ炎症 ノ第 Ⅱ 皷

膜 ヲ通 ジ滲淫 シ著 シク肥厚 シ,窩 内粘膜 上ニ圓形細

胞 ヨ リナル結節 ヲ形成 シ,漿 液性滲出物 ヲ充 タス.

固有中耳腔 ニハ炎 症産 物ヲ見 ズ.

右耳　 右耳ハ左耳 ト殆 ド同樣 ナル所見ヲ呈 ス.

摘録　 本例 モ亦剔脾家兎 ニ結核性腦膜炎 ヲ惹起セ

シメ タルモノニシテ,蝸 牛ニ於テハ外淋巴腔内ニ漿

液性炎症,周 壁 ニ圓形細胞滲潤 ヲ來 タシ,基 礎膜下

面 ニ小細胞性結節 ヲ形 成ス.上 部廻轉 ニ上ルニ從 ヒ

圓形細胞滲潤 ハ增加 シ壁 上ニ小 細 胞 性 結 節 ヲ形成

ス.前 庭 三半規 管外淋巴腔 ニモ漿液性炎 ヲ認ムルモ

内淋巴腔 ハ迷路共 ニ著變無 シ.内 聽道 ニハ著 シキ結

核 性炎 症 ヲ認 ムルモ,骨 軸内 ニハ輕度 ニ圓形細胞滲

潤 ヲ認 ムル ノミニシテ,蝸 牛内外淋 巴腔 ニハ炎症傳

染 セズ.蝸 牛殼導水管腔 内及 ビ皷室道開 口部ニ定型

的 ノ結核 性結節 ヲ形成 シ,迷 路内 ノ炎症 ハ蝸牛殻導

水 管 ヲ經 テ傳染 セルモノナ リト斷定 セシム.

第 ⅩⅤ號家兎　 菌注入後17日 目生體固定.

左耳
◎◎

蝸牛　 皷室道 基礎廻轉 ニ於テハ腔内ハ漿液性滲出

物 ヲ充滿 シ,周 壁 ノ内骨膜 ノ所 々ニ圓形細胞滲潤ヲ

蒙 リテ少 シク肥厚 ス.内 骨膜 上ニハ點々 ト圓形細胞

點 在 シ,所 々ニ雲絮状物 ヲ析出 スル部ア リ.骨 螺旋

板及ビ基 礎膜 下面ニハ圓形細胞滲潤 多ク多量ニ纎維

素 ヲ析 出ス.内 骨膜下 ノ血管腔 内ハ空虚 ナルモ周圍

ニ圓形 細胞滲潤 多 シ.第 Ⅱ 廻轉 移行部腔内ハ同樣
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ニ漿液ニテ充 タサ レ,周 壁上 ニハ圓形細胞 附着 シ,

雲絮状物 ノ析出ハ基礎廻轉 ニ於 ケルヨ リ著 シ.骨 螺

旋板下面 ニ小ナル孤在性 小細胞 性結節 ヲ形成 ス.第

Ⅱ 廻轉以上ニ於テハ腔 内全 ク雲絮状物 ニテ充滿 シ,

外方 過 半部 ハ赤血 球 及 ビ種々 ノ白血球 ニテ充 タサ

ル.周 壁内骨膜ハ基礎廻轉 ニ於 ケル ト同樣肥 厚 シ,

内骨膜 下ノ血管周圍 ニ圓形細胞 滲潤 著シ 尖 端廻轉

ニ移行 セントセル部 ニ於テ下壁上ニ稍 々大ナル小細

胞性結節 ヲ形成ス.尚 ホ尖端廻轉 ニ於テ皷室道及 ビ

前庭道 ノ相通ズル部ニハ雲絮状物 ヲ充滿 ス.

前庭道基礎廻轉 ニ於テハ腔内雲絮状物 ニテ充 タサ

レ,周 壁内骨膜 ハ少 シク肥厚 ス.壁 上ニハ圓形細胞

ヲ認 メズ.第 Ⅱ 廻轉 ニ移行 スル部 ニ於テハ,殆 ド全

腔赤血球 ヲ充滿ス.第 Ⅱ 廻轉 以上 ニ於テモ腔 内ニ

赤血球 ヲ充滿 シ,廻 轉 ヲ上ルニ從ヒ上壁 ニ圓形細胞

滲潤 ヲ增加 シ,小 ナル孤 在性 小細胞 性結節 ヲ形成 セ

ル部ア リ.尖 端廻轉 ニ於テ ハ前記 ノ如 ク皷室道 ヨリ

「ヘリコトレーセ」ヲ通 ジテ,上 下 ノ外淋巴腔 ハ雲絮

状物ヲ以テ充滿セ リ.

蝸牛 道 ハ各 廻 轉 ヲ通 ジテ 腔 内ニ炎症産物 ヲ認 メ

ズ.脉 絡帯上皮層 ハ細胞 ノ脱失 セル部 ア リ.各 細胞

ノ形態ハ稍々鮮明 ヲ缺 クモ略ボ尋常 ナ リ.「コルチ」

器ノ各細胞 ハ正常 ナル形態 ヲ持 シ,螺 旋縁基 礎膜等

尋常ナリ.ラ 氏膜ハ少 シク肥厚 スルモ正常 ニ緊張 ス.

第Ⅱ 廻轉以上ニ於テ ハ腔 内空虚 ナルモ,「コルチ」器

ハ各細胞輕度ニ膨 脹 スルヲ認 ムルノ ミ.被 葢膜 ハ沈

降 シ「コルチ」器 ニ密着 ス.ラ 氏膜 ハ上 部廻轉 ニ上 ル

ニ從ヒ細胞滲潤 ヲ受 ケ肥厚 ス(第18圖) .

前庭及ビ半規管　共 ニ外淋 巴腔 ニ漿 液性滲出物 ヲ

充滿ス.前 庭膜樣部ニ ハ炎症機轉 ヲ認 メズ.外 淋巴

腔内ノ所々ニ雲絮状物存在 スルヲ認 ム.内 淋巴腔内

ハ空虚 ニシテ炎症機轉 ヲ見 ズ.聽 斑聽 櫛ノ神經上皮

ハ殆 ド異状 ヲ認 メズ.

内聽道　道壁内骨膜 ハ圓形細 胞滲潤 ヲ受 ケ甚ダ シ

ク肥厚 シ鬆粗 トナル.神 經幹外 鞘 ニ於テハ圓形細胞

類上皮細 胞 ヨ リナル結節 ニテ充填 セラル.神 經纎 維

間 ニモ圓形細胞滲潤 ア リテ神 經纎維 ノ變性 セル部 モ

認 メラル.前 庭神 經節細 胞附近 ニ於テ類上皮細胞 性

結節 ヲ形成 スル モ節細胞 ハ殆 ド正常 ナ リ.蝸 牛殻神

經ハ骨軸 ニ入 リテハ殆 ド變 化無 ク走行 シ節細胞 モ殆

ド正常 ナ リ.

蝸牛殼導水管　管腔 内 ニ於テハ圓形細胞滲潤 アリ.

内骨膜 ハ肥厚 シ一 部 ニ圓形 細胞 ヨ リ成ル結節 ヲ形成

ス.皷 室道開 口部ニ於テハ圓形細胞 滲潤 ヲ著 シク蒙

リ,第Ⅱ 皷膜 ニ近ク類 上皮細胞性結 節 ヲ形 成ス.前

庭 導水管 ニ變化 ヲ認 メズ.

中耳　 第 Ⅱ 皷膜 ハ著 シキ 圓形 細胞滲潤 ヲ蒙 リ甚

ダ シク肥厚 ス.正 圓〓窩 ニモ圓形細胞滲潤 著 シク,

第 Ⅱ 皷膜 側 ニ類上皮細胞性結節 ヲ形成 ス.其他 ノ中

耳腔 ニハ異状無 シ.

右耳
◎ ◎

蝸牛 ニ於テハ外淋巴腔内 ニ漿 液性炎 ヲ認 メ,周 壁

内骨膜 ニ圓形細胞 輕度 ニ認ム ルモ左耳 ニ比 シ甚 ダ輕

度 ナ リ.其 他内聽道 ハ左耳 ト同樣ナ ル變化 ヲ來 タシ,

蝸 牛殼導水管腔内ハ輕度 ニ圓形細胞滲潤 ヲ受 ク.其

他著變 ヲ認 メズ.

鏑録　 本例 ニ於テ モ蝸牛殼導焔 ヨ リ傳染 セル炎

症ハ迷路外淋巴腔 ニ漿 液性炎症 ヲ傳搬 シ,蝸 牛外淋

巴腔 ニハ尚 ホ出血性炎 ヲ合併 シ,周 壁ニハ圓形 細胞

滲潤 ヲ來 タシ,上 部廻 轉 ニ從 ヒ著 シク,殊 ニ基 礎膜

下面 ニ強 ク,所 々ニ圓形 細胞 ヨ リナル結節 ヲ形 成 ス.

蝸 牛道内 ニハ炎 症進 マズ,「 コルチ」器 モ犯 サ レズ.

内聽道ハ著 シキ結核性炎癒 ヲ認 ムルモ骨軸 内ニハ 及

バズ,蝸 牛殻導水管 ノ所見ハ頭蓋 内 ヨ リ迷路 ニ炎 症

ヲ傳染セル徑路 タル ヲ示 ス.

第 ⅩⅥ 號家兎　 菌 注入 後17日 目生體固定.

左耳
◎ ◎

蝸牛　 鼓室道 基礎廻轉 腔内ハ漿 液性滲出物 ニテ充

満 ス.周壁 内骨膜 ハ圓形細胞 滲潤 ヲ蒙 リ肥厚 シ,所 々
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ニ小細胞性結 節 ヲ形 成ス.骨 螺旋板及 ビ基礎 膜下 面

ニ圓形細胞滲潤 著 シ.第 Ⅱ 廻 轉 ニ移行 スル部分 ニ於

テ モ腔 内ニ漿 液性滲出物 ヲ充滿 シ,周 壁 内骨膜 ハ圓

形細胞 滲潤 ヲ受 ケ下側壁 ノ一部 ニ孤在性小細胞性結

節 ヲ形 成ス.又 骨 螺旋板下面ニモ圓形細胞滲潤著 シ

ク帯状 ノ小 細胞 性結 節 ヲ形 成ス.骨 軸 側腔 内ハ赤血

球 ヲ充 タシ纎維素 ヲ析出 ス.内 骨膜 下 ノ血 管ハ擴 大

スルモ腔 内空虚 ニシテ,周 壁 ニハ 圓形細胞 滲潤 著シ.

第 Ⅱ 廻轉 ニ於テ モ腔 内ハ漿 液性滲 出物 ヲ充 タシ,纎

維素 ヲ析出 ス.腔 内外側 ニハ赤血球 及 ビ圓形細胞 ノ

多數 ノ出現 ヲ認 ム.周 壁 ノ内骨膜 ハ著 シク圓形細胞

滲潤 ヲ受 ケ強 ク肥厚 ス.骨 螺旋 板 下面 基礎膜 下面ニ

ハ圓形 細胞 滲潤 著 シク,皷 室道 側被覆層 ハ全ク破壞

セラル.圓 形細胞 滲潤 ハ尚ホ進 ミテ基磯膜 ノ一 部 ヲ

破壞 シ蝸牛道 内 ニ滲淫ス.第 Ⅱ 廻轉 以上ニ於テハ

基礎膜 下面 ニ於 ケル圓形細胞滲潤 著 シカラザ レド,

下壁 内骨膜 ニハ著 シク厚 キ帯状 ヲナセル小細胞性結

節 ヲ形成 ス.腔 内ニハ雲絮状物 ヲ充滿 ス.

前庭基礎廻轉 ニ於テ ハ腔 内ニ雲絮状物 ヲ容 レ,周

壁内骨膜ハ輕度 ノ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ肥厚 ス.上 壁

内骨膜 ノ一 部 ニ小細 胞性結節 ヲ形成ス.ラ イスネル

氏膜 ノ一部 ニ小細胞性結節 ヲ形成 ス.ラ イスネル氏

膜 ハ正常 ニ緊張 シ圓形細胞 滲潤 ヲ蒙 リ前庭道側面 ニ

圓形 細胞 數箇附着 ス.第 Ⅱ 廻轉 ニ於テ ハ腔 内ハ雲

絮状 物 ヲ充滿 シ,内 骨膜 ハ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ肥厚

ス.骨 軸 側壁上 ニ孤 在性小細胞 性結節 ヲ形成 ス.尖

端廻轉 ニ於 テ モ同樣 ニシテ「ヘ リコ トレーマ」ヲ通 ジ

テ雲絮 状物 ヲ充 タシ,壁 在性 ニ所 々小細胞 性結節 ヲ

形成 ス.

蝸牛道 ニ於 テハ基礎廻轉 腔内ニハ僅 ニ雲 絮状物 ヲ

容 ル.螺 旋靱 帯ハ殆 ド正常ナ リ.脉 絡 帯上皮層 ハ所

所空胞 ヲ形成 シ表面 不平 トナ リ,所 々圓形細胞 滲潤

ヲ輕度 ニ受 ケ細胞 ノ形態判 然 タラザル モノ多 シ.螺

旋縁 ハ殆 ド異状無 シ.「 コルチ」器 ハ内外毛細胞 ハ少

シク膨 脹 シ形態判然 タラズ.桂 状細胞 ハ正常 ニ シテ

「トンネル」腔 ハ硝子樣物質 ヲ充滿 ス.ヘ ンゼ ン氏細

胞 及 ビクラウデユース氏細胞 ハ其形態殆 ド正常ナル

モ大部分 ノ核 ハ消失 ス.被 葢膜 ハ異状無 シ.基 礎膜

ハ 僅ニ膨 脹 ス.第 Ⅱ 廻轉 ニ於 テハ基礎廻轉 ト殆 ド同

樣 ナル變化 ヲ認 ム.第 Ⅲ 廻轉 ニ移行スル部ニ於テ

ハ,螺 旋靱帯ハ圓形細胞 滲潤 ヲ蒙 リ,其 結締織細胞

ハ纎維状 トナ リ核 ヲ認 メ得ザルモ ノ多 シ.脉 絡帯上

皮層ハ圓形細胞 滲潤 ヲ受 ケ下 部ハ全 ク圓形細胞 ヨリ

ナル結節 ト化 シ腔 内 ノ結 節ニ融合 ス.腔 内ハ殆 ド圓

形細胞 ヨ リナル結節 ヲ以テ充填 セラ レ,此 結節中ニ

ハ小淋巴球 種 々ノ白血球及 ビ其破壞産物ヲ混合ス.

ライスネル氏膜 ノ外方附着部 ノ一部圓形細胞滲潤 ヲ

蒙 リ,少 數 ノ圓形細胞 ヲ前庭道 内ニ游 出セル像 ヲ呈

ス.ラ 氏膜 ノ螺旋靱 帯附着部 ニハ圓形細胞滲潤甚ダ

シク,皷 室道 ノ内骨膜 ノ圓形細胞 滲潤 ニ續ク.「コル

チ」器ハ破壞 セラルルモ基礎廻 轉ニ於 ケル ト殆 ド同

程度 ナ リ.尖 端廻轉腔内 ニハ斯 クノ如 キ變化 ヲ認 メ

ザ ルモ,纎 維素 ヲ充滿 シ上壁 ニ圓形細胞 ヨ リナル結

節 ヲ形成 シ,螺 旋靱帯ハ圓形細胞 滲潤 ヲ蒙ル(第19

圖).

前庭及 ビ半規 管　外 淋巴腔 ハ纎維素 ヲ充滿 ス.前

庭膜樣部ハ輕度 ニ肥厚 ス.内 淋巴腔 ハ全 ク空虚ニシ

テ,聽 斑聽 櫛ノ神經上皮ハ全 ク異状 ヲ認 メズ(第19

圖).

蝸牛殼導水管　 腔内 ニハ圓形細胞類上皮細胞 ヲ以

テ結節 ヲ形成 シ腔 内ヲ充填 ス.其 中央ハ將ニ乾酪樣

變性 ニ陷 ラソ トスル像 ヲ呈 ス.内 骨膜モ強 ク圓形細

泡滲潤 ヲ蒙 ル.皷 室道 開 口部ニ於テ モ類上皮細胞 性

結節 ヲ形 成 シ,全 ク開 口部 ヲ充填 シ中央全 ク乾酪樣

壁性 ニ陷 ル(第20圖).前 庭導水管 ニ變化無 シ(第

20圖).

内聽道　 道 内ニハ圓形細胞滲潤 ヲ認 メ,道 壁内骨

庚ニモ圓形細胞 滲潤 ヲ受 ケ甚 ダ シク肥厚 ス.神 經纎

雀間 ニハ殆 ド炎 症機轉 ヲ認 メザ ルモ,神 經幹外鞘ニ

ハ圓形細胞 ヨ リナル結 節 ヲ形成 ス.骨 軸骨管内ニ入
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リテハ炎症 ヲ見 ズ.

中耳　第 Ⅱ 皷膜ハ 圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ 彊 ク肥厚

ス.正 圓〓窩 ニハ圓形細胞 ヨ リナル結節 ヲ形成 シ滲

田液 ヲ瀦溜ス.又 第 Ⅱ 皷膜中耳腔側面 ニ帯状 ニ圓

形細胞 ヨリナル結節ヲ形成 ス.

右耳◎◎

右耳 ニ於テハ左耳 ヨリモ炎症機轉著 シク輕 ク,蝸

牛外淋巴腔内ニ漿液性滲 出物ヲ充 タシ,周 壁 ニ圓形

細胞滲潤 アルニ止 マ リ内淋 巴腔 ニハ變化 ヲ認 メズ.

此炎症ハ蝸牛殼導水管 ヲ經テ頭葢 内 ヨ リ傳染 セル所

見ヲ示ス.

摘録　左側蝸牛外淋 巴腔 ニハ漿 液性炎 ヲ認 メ,輕

度 ノ纎維素性炎出血性炎 ヲ合併 ス.周 壁 ニハ圓形細

胞滲潤強 ク所々ニ小細胞性結節 ヲ形成 ス.斯 カル變

化ハ比較的上部廻轉 ニ強 シ.皷 室道基礎廻轉 ニ於テ

基礎膜 ノ一部 ノ破壞 ヨ リ蝸牛 道内ニ圓形細胞滲潤 ス

ル所見ヲ認 メ,蝸 牛道基礎 廻轉 ニ於テハ雲 絮状物 ヲ

容ルルノミナルモ,第 Ⅲ 廻轉 移行 部腔 内ハ圓形細

胞 ヨリナル結節 ニテ充滿 シ,「コルチ」器等 ヲ破壞 シ,

膜樣部 ノ破壞 セル部 ヨ リ却 テ前庭道 内ニ圓形細胞 ヲ

放出スル像 ヲ認 ム.而 シテ斯 カル變化 ハ上部廻轉 ニ

著シク,又 一方ニ破壊進行スル像 ヲ認 ムルニ拘 ラズ,

結締織新生又ハ骨新生等 ノ機轉 ヲ認 メザルハ注意 ヲ

要スベシ.尚 ホ此例 ニ於テモ其傳染徑路ハ兩側共蝸

牛殼導水管 ニ由ル所見 ヲ呈 スルモ,左 耳ハ内 外淋巴

腔ニ高度 ノ炎症所見 ヲ示ス ニ拘 ラズ,右 耳 ニハ輕度

ノ漿液性炎 ノ所見 ヲ示スニ止 ル.

第 ⅩⅦ 號家兎　菌注入後60日 目生體固定.

本例ハ臨牀竝 ニ組織的所見 ニ於テ輿味多 ケレバ,

少 シク詳 シク記述セ ン.

臨牀的所見　 本例ハ剔脾後2日 目ニ結核菌 ノ白金

耳ヲ4㏄ 位 ノ食鹽水 ニ溶解 セルモ ノ,即 チ他 ノ例 ニ

於ケルヨ リモ菌液ヲ稀釋 シテ其0.25㏄ ヲ注入セ リ.

注入後特別 ノ症状 ヲ現 サザ リシモ, 50日 後 ニ至 リ食

慾不振 ヲ來 タシ漸 次身體衰弱 スルニ至 ル.同 時 ニ運

動甚 ダ不活〓 トナ リ注意 シテ観 察 スル テ.時 々左 側

ニ向 ヒテ圓周 ヲ描 キテ一定 位置 ヲ數 囘連續 匍行 スル

モ,左 廻 リ匍 行ハ行 フ能 ハザ ル ヲ認 メタ リ.斯 クテ

頭 位 モ左後方 ニ屈 シ,下 痢 ヲ來 タシ衰 弱甚 ダシケ レ

バ60日 目ニ生 體固定 ヲ施 シタ リ.

組織 的 所 見

左耳
◎ ◎

蝸牛　 皷室道起始部 ニ於テハ,腔 内ニ漿液 性滲 出

物 ヲ少 量充 タシ,上 壁面 上ニ圓形細胞 多數 ニ堆積 ス.

第 Ⅱ 皷膜 面上 ニモ大小多數 ノ圓形細胞出現 シ,上壁

ニ近ク數 箇 ノ大貪喰細胞存在 ス.上 壁 内骨膜 ハ圓形

細胞滲潤 ヲ受 ケ,輕 度 ニ肥厚 シ鬆粗 トナ リ所 々剥 離

消失 ス.

基礎廻轉 ニ於テハ腔 内僅 ニ漿 液性滲 出物 ヲ容レ,

纎維素 ヲ析出 シ纎 維素網 ヲ形 成 ス.骨 螺旋板下面 ノ

内骨膜ハ圓形細胞滲潤 ヲ蒙 リ殆 ド剥離 シ,腔 内ニ多

量 ノ圓形 細胞 ヲ放出 シ,其 中ニ多數 ノ大淋巴球 ヲ混

ズ.周 壁 内骨膜ハ著 シキ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケザルニ

肥 厚 ス.内 骨膜 下 ノ血管周圍 ニ圓形細胞 輕度 ニ滲潤

スルヲ認 ム.第 Ⅱ 廻轉移行 部 ニ於 テハ腔 内ハ游 出セ

ル圓形細胞 ニテ充滿 シ,下 半 部 ノ腔 内ニハ纎維 素 ヲ

析出 シ,纎 維 素網 ヲ形 成 ス.基 礎 膜 ハ下垂 シ皷室道

側被 覆層 ハ圓形細胞 滲潤 ヲ受 ケ某存在不明 ニシテ此

部 ニハ圓形細胞 ノ外 ニ類上皮細胞 滲潤 ヲ僅 ニ認 ム.

其他周壁 内骨膜 ハ僅 ニ肥厚 ス.第 Ⅱ 廻轉 ニ於 テハ腔

内ノ圓形細胞 ハ盆 々其數 ヲ増加 シ,腔 内殆 ド圓形 細

胞 ヲ以テ充滿 シ,骨 軸側 ノ一部 ニハ纎維素 ヲ析 出 シ

纎維網 ヲ形成 シ,其 中 ニ大淋巴球大貪喰 細胞 存在 ス.

周壁 内骨膜 ハ圓形 細胞滲潤 ヲ受 ケ肥厚 シ剥 離 ス.基

礎膜皷室道 側被 覆層 モ亦全 ク圓形細胞 滲潤 ヲ受 ケ消

失 シ,只 一 條 ノ薄 キ基礎 膜 ヲ以テ蝸牛道 ト境 スルモ,

一 部ニ於テハ圓形細胞 ハ又基礎膜 ヲ破 リテ蝸牛道 内

ニ滲淫 スルヲ認ム.上 部廻轉 ニ於テ モ略ボ同樣 ノ變

化 ヲ認 メ,腔 内全 ク圓形細胞 ニテ充滿 ス,基 礎 膜皷
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室道 側被 覆層ハ全 ク破壞 セ ラ レ,僅 ニ殘 ル薄 キ基礎

膜 ニヨ リ蝸牛道 ト境 シ,腔 内所 々ニ纎維素 ヲ析出 シ

大淋巴球 ノ游 出 ヲ纎維 素網中 ニ認 ム・

前庭道基礎廻轉腔 内ハ全 ク圓形細胞 ニテ充滿 シ,

ライスネル氏膜ハ弧状 ヲ描 キテ前庭道 側ニ甚 ダシ ク

膨隆 セル タメ腔内甚 ダ シク狹小 トナル.周 壁 内骨膜

ハ甚 ダシク鬆粗 トナ リ,腔 内ニ少 量 ノ纎維素 ヲ析出

ス.第 Ⅱ 廻轉 移行部 ニ於テハ腔 内全 ク結節 ニテ充

盈 シ,中 央乾酪 樣變性 ニ陷 リ,帯 赤褐色 ノ雲 絮状物

ト化 シ,ラ イスネ ル氏膜 ハ消失 シ蝸牛道 トノ境 界判

然 セズ.蝸 牛 道内 ノ肉芽組織 ト相 合ス.乾 酪 樣變性

ニ陷 レル部ハ破壞 セラレ タル白血球 及 ビ小淋 巴球 ヲ

多量認 メ,其 周圍 ニハ類 上皮細胞滲潤 セル ヲ認 ム.

周 壁内骨膜 ハ著 シク圓形 細胞滲潤 ヲ受 ケ鬆粗 トナ リ

所 々剥 離ス.螺 旋靭 帯 ノ一 部ハ腔 内 ノ結 節ニ壓迫 セ

ラレ圓形細胞 滲潤 ヲ蒙 ル.第 Ⅱ廻轉 以上 ノ廻轉 ニ

於テ モ,類 上皮細胞 圓形 細胞 ヨ リナル結節 ニテ充盈

シ,中 央 ハ乾酪樣變 性 ニ陷ル.ラ 氏膜 ハ消失 シ周壁

内骨膜 ハ著 シク鬆 粗 トナ リ肥厚 ス.尖 端廻轉腔 内 ニ

ハ尚 ホ此變 化 ノ外 ニ赤血球 多 ク瀦 溜ス.

蝸牛道 ニ於 テハ基礎廻轉腔 内ハ漿 液性滲 出物 ヲ充

滿 ス.中 ニ少 數 ノ圓形 細胞 浮游 スル ヲ認 ム.ラ 氏膜

ハ圓形 細胞 滲潤 ヲ受 ケ輕度ニ肥厚 ス.膜 内面 ニハ炎

症産 物等 ヲ附着セズ.而 シテ弧状 ヲ描 キテ甚 ダシク

前庭道 側 ニ膨 出セルタ メ腔 内著 シク廣 シ.膜 ノ中央

ニ於 テ皷室道腔 内結節 ノ壓迫 ニ ヨリ一部 蝸牛 道腔内

二彎入 ス.螺 旋靱 帯ハ輕少 ノ圓形細胞滲潤 アリテ,

結締織 ハ粗 トナル,脉 絡 帯上皮層 モ輕 キ圓形細胞 ノ

滲潤 ヲ受 ケ,細 胞 ハ殆 ド正常 ノ像 ヲ呈 スルモ,核 ハ

膨隆 シ不 正形 ヲア ラハ ス.螺 旋縁ハ靱 帯 ト同樣 ノ所

見 ヲ呈 セ リ.基 礎膜 ハ殆 ド正常 ニシテ,皷 室道 側被

覆層 ハ圓形細胞滲 潤 ヲ受 ケ消失 ス.「 コルチ」器 ニ於

ケル内外毛細胞 ヘソゼ ン氏細胞 ハ浮腫 状 ヲ呈 シ核 ノ

消失 スルモ ノア リ.「 トンネル 腔 内ハ空虚 ナ リ.螺

旋縁 内ノ核 ハ不正形 ヲナス.被 葢膜 ハ消失 ス.第 Ⅱ

廻轉移行 部ニ於テハ殆 ド基礎廻 轉 ニ於ケル ト同樣ナ

ル變化 ヲ示 ス,第 Ⅱ 廻轉 ニ於テ腔 内ハ圓形 細胞 ヨ

リナル結節 ニテ充滿 シ,中 央 ハ乾酪 樣變性 ニ陷 リ
,

ラ 氏膜 ハ消失 シ,此 腔 内 ノ結節 ト皷室道内 ノ結節 ト

連 ナル.螺 旋靱帯 ハ圓形細胞 滲潤 ヲ受 ケ,其 結締織

細胞 ハ纎維状 トナ リ核 ヲ認 メ得ザルモ ノ多 シ.脉 絡

帯上 皮層 ハ著 シキ圓形細胞 滲潤 ヲ受 ケ,細 胞 ハ全 ク

破壞 シ其存在 ヲ認 メズ.腔 内結節 ト上皮層 トノ境界

ヲ明カ ニ識 ル事能 ハズ.上 皮層上 ノ結節中 ニハ類上

皮細胞「ブ ラスマ」球 ノ滲潤 ヲ認 ム.骨 螺旋板ハ圓形

細胞滲潤 ヲ受 ケ,靱 帯 ト同樣其結締織細胞 ハ纎維状

トナ リ核 ハ消失 ス.結 締織中 ノ血管ハ擴 大充盈 ス.

基礎 膜ハ薄 ク殘 ルモ,「 トンネ ル,腔 ノ一部ハ皷室道

内結節 ニ犯サ レ存 在不明 トナル.皷 室道側被覆層ハ

圓形細胞 滲潤 ニテ全 ク破壞 消失 ス.「 コルチJ器ハ腔

内結節 ノタメ壓迫 破壞 セラ レ各細胞 ハ全 ク消失ス.

第 Ⅱ 廻轉以上 ニ於テモ腔 内ハ圓 形 細 胞 ヨリナル結

節 ニテ充滿 セラ レ,其 中央 ハ乾酪 樣變性 ニ陷 ル.「コ

ルチ」器 ハ全 ク破壞セラ レ,其 部ハ中央乾酪 樣變性

ニ陷レル圓形細胞 ヨリナル結節 ニテ充滿 ス.尖 端廻

轉 ニ於 テハ前庭道蝸牛道 皷室道 ハ其壁 ヲ消失 シ,各

道壁 バ一樣ニ結 節 ニテ充盈 セラル.此 結節 ノ中央ハ

乾酪樣變性 ニ陷 リ,其周圍 ニ類 上皮細胞滲潤及ビ「ブ

ラスマ」細胞少數滲潤 スルヲ認 ム.内 骨膜バ一般 ニ

圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ甚 ダ シク鬆粗 トナル.骨 ニハ異

状無 シ(第21圖,第22圖).

前庭及 ビ半規管　 前庭外淋 巴腔 内ニハ漿液ヲ充 タ

シ,迷 路側 ニ多量 ノ纎 維素 ヲ析出ス.腔 内大半ハ圓

形 細胞 ヨリナル結節 ニテ充盈 シ,所 々乾酪 樣變性ニ

陷 ル.膜 樣部 ハ一部圓形細胞 滲潤 ヲ受 ケ肥厚 シ,一

部 ハ全 ク破 レテ正圓嚢 内ニ圓形細胞 多量 ニ游出ス.

正圓嚢 内ハ全 ク血液性滲出物 ヲ充滿 シ,聽 斑神經上

皮竝 ニ基質結 締織 ハ著 シク圓形細胞 滲潤 ヲ受 ク.橢

圓嚢 内及 ビ其周圍 ノ外淋巴腔 ニハ著變 ヲ認 メズ.外

淋 巴腔周壁 ノ内骨膜ハ肥厚 ス.馬 鐙 骨板ニハ異状無
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シ.三 半規管 ノ外淋 巴腔 ハ漿 液性滲出物 ヲ充滿 スル

モ,内 淋巴腔内ハ著變 ヲ認 メズ.聽 櫛 ニモ著變ヲ認

メズ(第23圖).

内聽道　道壁 内骨膜 ハ輕度 ニ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ

僅ニ肥厚 ス.神 經纎維間 ニハ細胞滲潤少 キモ,神

經幹外鞘ニハ輕度 ノ圓形細胞滲潤 ア リ.骨 軸入 口部

ニ輕度 ノ圓形細胞滲潤 ヲ認 ムルモ,骨 軸 内ニ於テハ

炎症機轉ヲ見ズ．蝸牛殼神 經纎維 モ正常 ニ走 行ス ル

モ,螺 旋靱 帯ニ入 リテ後 ハ迷路腔 内 ノ結節 ニヨ リ犯

サレ,神 經纎維 ヲ全 ク消失 ス.螺 旋神 經節 細胞 モ多

少萎縮 ス.前 庭神經 ハ骨管 内ニ入 リテ ヨ リ輕度 ノ圓

形細胞滲潤 ヲ受 ケ,神 經纎維 モ多少犯サ ルル部 アル

モ前庭内淋巴腔 ニハ傳染 スルニ至 ラズ.

蝸牛殼導水管　管腔 内ハ稍 々多量 ノ圓形 細胞滲潤

ヲ受ケ,内 骨膜 ハ肥厚 シ所 々ニ圓形細胞 ヨ リナル結

節 ヲ形成ス.皷 室道開 口部 ニ於テ モ圓形細胞滲潤 ヲ

受 ケ,赤 血球纎維 素 ヲ析出 ス.

中耳　第 Ⅱ 皷膜 ハ 圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ稍 々肥 厚

ス.正 圓〓窩「ニツセ」ハ圓形細胞滲潤 ヲ受 ケ肥厚 シ

纎維素 ヲ少量析出ス.尚 ホ此附近 ノ中耳腔内 ニ少 量

ノ漿液 ヲ瀦溜 スルモ,其 他 ノ中耳腔及 ビ壁粘膜 ニ著

變 ヲ認 メズ.

右耳
◎◎

左耳 ニ斯 カル進行 セル病變 ノ存在 スル ニ拘 ラズ,

右耳ニ於テハ蝸牛殼導水管 ヲ經テ迷路外淋 巴腔 内 ニ

漿液性炎 ヲ傳染セ ル所見 ヲ認 ムル ノ ミニ シテ,前 庭

中耳 ニ於テ モ著變 ヲ認 メズ.

摘録　 左耳蝸牛 ニ於テ一見注 意 ヲ惹 クハ著 明ナル

進行 セル結節 ヲ認 ムルニア リ.即 チ蝸牛外淋 巴腔基

礎 廻轉 ニ於テ ハ,漿 液性炎 及ビ圓形細胞滲潤 等 ヲ認

ムル ノ ミナル モ,第 Ⅱ 廻 轉以上 ノ廻轉 ニ於テハ,外

淋巴腔 内ハ結節 ヲ充滿 シ,結 節 ノ中央 ハ乾酪 樣變性

ニ陷 ル.而 シテ外淋巴腔内 ノ結節 ハ,膜 樣部 ヲ破壞

シ,蝸 牛道内 ヲ襲 ヒ,蝸 牛道 上部廻轉 ニ於テ結笛 ニ

テ充盈 セラレ,中 央 ハ乾酪 樣變性 ニ陷 ル.「 コルチ」

器 ハ全 ク破壞 ス.此 際吾人 ノ興味 ヲ惹 クハ,蝸 牛基

礎 廻轉腔 内 ノ一部 ニハ纎維素網 ヲ形 成 シ,永 ク迷 路

炎ガ存 在 シ,而 モ上 部廻轉 ニハ内外淋 巴腔 ヲ充盈 ス

ル結節 ヲ形成 シ,膜 樣迷路 ヲ破壞 シ盆々進 行スル像

ヲ呈 スニ拘 ラズ,結 締織新 生又ハ骨 新生 等ノ増殖性

又ハ治癒 機轉 ハ毫 モ認 メラ レズ.而 シテ 又此炎 症ハ

蝸牛殼導水管 ヨリ傳染 セ シニ拘 ラズ,進 行 セル病變

ハ却テ上部廻轉 ニ著 シ7,而 モ又限 局性 二止ル所 見

ヲ認ムルニァ リ-

 前庭 二於テモ外淋 巴腔 内 ノ結核性炎 症ハ,破 壞 セ

ル膜樣部 ヲ經テ内淋巴腔内 二傳染 シ,腔 内 二小細胞

性結節 ヲ形成 スルニ至 ル・而 シテ此内耳 ノ組織 的所

見 ハ,本 動物ガ左方 ニノ ミ廻轉運 動 ヲナ シ タル ガ如

キ臨牀上 ノ均 衡陣碍rヲ 比較 對照 シテ某 間 ノ消息 ヲ

明カ ニシ得 ルモ ノナ リ・

第4章  賓驗成績總括竝呂考按

 以上記述 セル17頭 ノ實驗成績チ綜合 シ之を考按xル ニ,家兎 ノ蜘蛛膜下腔 二牛型結核菌を注

入スル時ハ・其菌量竝二個々ノ動物ニヨリテ差異アルモ,動 物 ノ大多數 ハ注入後2-3週 間テ經

テ,臨 牀的二腦膜炎症,Yicヲ現 シ數囘後斃死 ス.而 シテ其腦膜 ニ於ケル炎症ハ正常家兎ニ於テハ

腦膜炎症状ヲ惹起セル動物 ノ少數 ニ於テノミ内耳ヲ襲 ヒ,脾 臓 ヲ剔出セシ家兎ニ於 テハ腦膜炎

ヲ惹起セル動物 ノ比較的多數ニ於テ内耳 ニモ亦變化 ヲ見 ル.而 シテ正常家兎ニ於ケル9例 全部

ハ兩側内耳ヲ犯 シ,剔脾家兎ニ於ケル8例 中7例 ハ兩側 ヲ犯スモ,只 ⅩⅢ 號家兎1例 ノミハ偏

側ノミヲ犯セリ.之 等兩側 ヲ犯スモノニ於テモ,第 Ⅸ 號,第 ⅩⅤ號,第 ⅩⅥ 號,第 ⅩⅦ 號
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家兎ニ於ケル如ク,1側 内耳ハ高度 ノ炎症所見ヲ示 スニ反 シ,他 側内耳 ニハ比較的輕度ノ炎症

機轉ヲ 認 ムルニ過 ギザル例モア リ.之 ヲ要 スルニ結核性腦膜炎 ニ因 リ内耳ニ變化ヲ來タセシ家

兎ハ,多 數ハ兩側 ニ於テ其病變 ヲ認 ムルモノナ リ.

以下尚ホ進 ンデ之等迷路内炎症 ノ病理 ニ就 キ綜合的観察ヲナ シ,且 從來發表セラレタル實驗

成績 ト對照 シ之 ガ批判考察ヲ加 ヘントス.

蝸牛内ニ於テ最 モ早期ニ來 タル病變 ハ,外 淋巴腔ニ於ケル漿液性炎症 ニシテ,皷 室道基礎廻

轉腔内ニ於ケル漿液性炎ハ,漸 次皷室道ヲ昇 リテ尖端廻轉 ニ達 シ,「ヘリコ トレーマ」ヲ經テ前

庭道ニ波及 シ,外 淋巴腔 ハ漿液性滲出物 ニテ充満 セラルルニ至 ル.而 シテ炎症漸次進行スルヤ,

外淋巴腔周壁内骨膜 ハ圓形細胞滲潤ヲ受ケ肥厚 シ,圓 形細胞遊走漸次著 シクナル.又 周壁内骨

膜 ヨリ纎維素ヲ析出 シ,内 皮細胞粗 〓 トナ リ腫脹剥離 シ,腔 内ニ雲絮状物ヲ增量 ス.基 礎膜及

ビ骨螺旋板下面ニハ殊 ニ圓形細胞滲潤多シ(第 Ι號,第 Ⅱ 號,第 Ⅲ 號,第 Ⅳ 號家兎).

更 ニ炎症進行スルニ從 ヒ,外 淋巴腔周壁 上ノ 所 々ニ幼弱ナル孤在性 ノ小細胞性結節ヲ形成ス

ルニ至ル(第 Ⅴ號,第 Ⅶ 號,第 Ⅷ 號,第 Ⅹ 號,第 ⅩⅠ號,第 ⅩⅢ 號,第 ⅩⅤ號,第 ⅩⅥ

號家兎).而 シテ炎症輕度ナル際ハ,炎 症 ハ外淋巴腔 ノミニ限局スルモ,迷 路内炎症ノ高度 ト

ナル際ハ,外 淋巴腔内ノ炎症 ハライスネル氏膜(第 Ⅸ 號,第 ⅩⅦ 號家兎)又 ハ基礎膜(第

Ⅷ 號,第 ⅩⅥ 號家兎)ノ 破壞 セシ部 ヨリ蝸牛道内 ニ傳染 シ,初 メハ蝸牛道内ニ單ニ漿液性

滲出物ヲ充タスニ過 ギザルモ,炎 症進行スルニ從 ヒ圓形細胞滲潤竝ニ小細胞性結節又ハ類上皮

細胞性結節ヲ形成 スルニ至ル(第 Ⅸ 號,第 ⅩⅥ 號,第 ⅩⅦ 號家兎).之 等結節ハ漸次增大

シ,遂 ニハ内外淋巴腔 ヲ充盈スルニ至 リ,中央ハ結核 ニ定型的ナル乾酪樣變性 ニ陥ル(第 Ⅸ 號,

第 ⅩⅦ 號家兎).斯 クノ如ク内淋巴腔内ノ變化ハ外淋巴腔ノ炎症 ガ膜樣部又ハ基礎膜ノ破壞

ヨリ傳染 セル二次的ノモノナルガ如 シ.

「コルチ」器 ハ進行セル炎症 ニ於テハ勿論,蝸 牛道内 ノ漿液性炎症 ニ於テモ容易ニ破壞セラル.

先ヅ有毛細胞ハ最モ早ク變化ヲ來タシ,次ニダイテル氏細胞,ヘ ンゼ ン氏細胞,ク ラウデユース

氏細胞ハ膨大又ハ萎縮 シ,核 ハ不明 トナルモノ多 シ.又 互ノ結合粗〓 トナリ互ニ融合シ團塊ヲ

形成 セルモノア リ.比較的抵抗強キハ内外柱状細胞ニシテ,「 トンネル」腔内ニ炎症産物潴溜 シ,

神經纎維消失スルニ至ルモ略ボ其形態ヲ持ス.蝸 牛道内ニ結節 ヲ形成スルニ至 レバ,「 コルチ」

器ハ全ク破壞 セラル(第 Ⅶ 號,第 Ⅷ 號,第 Ⅸ 號,第 ⅩⅥ 號,第 ⅩⅦ 號家兎).葢 膜ハ

容易ニ其位置ヲ變 ジ易 シ.螺 旋靱帯ハ殆 ド變化ヲ認メズ.脉 絡帯 ハ蝸牛道内ニ炎症存在セザル

モノニ於テモ,上 皮細胞脱落 シ空胞 ヲ形成 セルモノアリ.腔 内ニ輕度 ノ炎症現ルレバ,其 上皮

層ノ各細胞ハ破壞 シ構造不明 トナルモノ多 シ.螺 旋縁ハ比較的抵抗強キモ浮腫状ヲ呈シ上皮層

ヲ失ヘルモノアリ.

ライスネル氏膜 モ亦抵抗強キモノノ如キモ,圓 形細胞滲潤 ヲ受ケ肥厚セルモノ多 シ.又 外淋

巴腔内ニ炎症 アル際弧状ヲ畫キテ前庭道側 ニ膨隆 セルモノァ リ(第 Ⅴ號,第 Ⅵ 號,第 Ⅶ 號,
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第Ⅷ 號,第 Ⅸ號,第 ⅩⅢ 號,第 ⅩⅦ 號家兎).

前庭器ニ於ケル變化ハ蝸牛ヨリ輕 ク,蝸 牛ニ炎症機轉存在スルニ,前 庭ニ全ク變化 ヲ認メザ

ルモノァリ(第 Ⅵ號,第 ⅩⅡ 號,第 ⅩⅤ號家兎).前庭 ニ來 タル變化ハ蝸 牛 卜同樣ニシテ,先 ヅ

外淋巴腔ニ漿液性炎ヲ來タシ,次 デ周壁膜樣部ニ輕度ノ圓形細胞滲潤 ヲ來タシ,纎 維素ヲ析出

シ,膜樣部ノ一部 ニ小細胞性結節ヲ形成スルニ至ル(第 Ⅸ 號家兎).前 庭内淋巴腔 ニ於ケル主

ナル變化ハ漿液性炎 ニシテ全ク誘 導性ナルモ,第 ⅩⅦ 號家兎ニ於ケルガ如ク外淋巴腔 ノ炎症

ハ膜樣部ノ破壞 セル部 ヨリ傳染 シ,正 圓嚢内ハ全ク血液性滲出物 ヲ充滿 スルモノアリ.又第 ⅩΙ

號家兎ニ於テ認ムル如ク,炎 症 ハ内聽道ヨリ前庭神經ニ沿 ヒ骨管内ニ侵入 シ,聽 斑神經上皮上

ノ一部ニ小細胞性結節 ヲ形成 セルモノアリ.又 第 ⅩⅢ 號家兎ニ於テ見ル如ク,其 傳染徑路ハ

不明ナルモ聽斑神經上皮上ニ小細胞性結節 ヲ形成セルモノア リ.

三半規管 ニ於テハ前庭 ト同樣ナル變化ヲ來タスモ,其 變化バ一層微弱 ニシテ,外 淋巴腔内ニ

漿液性滲出液ヲ充タスヲ認 メタルニ過 ギズ.聽 櫛等總テ正常ナ リ.

蝸牛殼導水管腔内ハ正常家兎及 ビ剔脾家兎同樣ニ,腔 内壁内骨膜ハ圓形細胞滲潤 ヲ蒙 リ肥厚

シ,壁 上又ハ腔内ニ圓形細胞又ハ類上皮細胞 ヨリナル結節 ヲ形成 シ,中 央部ハ乾酪樣變性 ニ陥

ルモノアリ.又 皷室道開口部 ニ於テモ腔内 ト同樣圓形細胞滲潤 ヲ來タシ,小 細胞性結節類上皮

細胞性結節ヲ形成 シ開口部 ヲ全ク充填 スルモノアリ.又 之等 ノ結節ニハ定型的 ノ乾酪樣變性 ニ

陥ルモノアリ.斯 カル蝸牛殼導水管腔内及 ビ皷室道開口部ニ於ケル進行 セル結核性炎症ハ,剔

脾家兎ニ於テハ正常家兎ニ於ケルヨリ多數 ノモノニ於テ進行 セル所見 ヲ認ム.之 等蝸牛殼導水

管ノレ何ノ部分ニ於テモ結締織又ハ骨新生等ノ再成機轉 ハ認 メラレザ リキ.

内聽道内ニ於テモ全例 ニ於テ著 シキ結核性炎症ヲ蒙ル.道 壁内骨膜 ハ著 シキ圓形細胞滲潤 ヲ

受ケ,神 經幹外鞘ニ小細胞性結節類上皮細胞性結節ヲ形成 シ,中 央 ハ乾酪樣變性ニ陥ルモノア

リ.神 經纎維間ニモ圓形細胞滲潤 シ,神 經纎維 ノ變性ニ陥ルモノァルモ比較的少 シ.

骨軸ニ於テハ第 ⅩⅣ 號 家兎骨軸血管周圍ニ僅少 ノ圓形細胞滲潤 ヲ認 ムル外,他 ノ動物 ニ於

テハ炎症機轉ヲ認メズ.蝸 牛殼神經ハ正常ニ走行 シ,節 細胞 ニモ殆 ド異状 ヲ見ル能ハズ.骨 管

内ニ於テハ第 ⅩⅠ號家兎ニ於テノ ミ内聽道ノ圓形細胞滲潤ハ,前 庭神經ニ沿 ヒ骨管内ニ侵入ス

ルヲ認ムル外,他 ノ動物ニ於テハ殆 ド著變ヲ認 メズ.前 庭神經纎維及 ビ節細胞 ニ著 シキ變化 ヲ

認ムルヲ得ザリキ.

中耳ニ於テハ全例ニ於 テ腔内空虚 ニシテ粘膜 ニ著變無キモ,蝸 牛殼導水管皷室道開口部ニ於

ケル炎症ハ,第 Ⅱ 皷膜 ヲ犯 シ正圓〓窩粘膜 ニ傅染 シ,此 部ニ圓形細胞滲潤ヲ來タ シ,又 ハ小細

胞性結節ヲ形成スルモノアリ.第 Ⅱ 皷膜モ亦圓形細胞滲潤 ヲ蒙 リ肥厚 セルモノ多 シ.

敍上ノ如ク結核性腦膜炎ヲ惹起セル動物 ノ内耳 ニ於ケル病變 ヲ見ルニ,其 多クハ初期ニ漿液

性炎ヲ來タシ,少 數 ノモノニ於テ之ニ纎維素性炎,出 血性炎 ヲ合併スルモノアルヲ認メタ リ.

而シテ之等漿液性炎及 ビ纎維素炎出血性炎等ハ,非 結核性化膿性迷路炎等 ニ於テモ亦見ラルル
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組織的所見ノ一ナランモ,之 等 ノ炎症機轉ハ 又結核性腦膜炎ヲ惹起 セルモノノ内耳ニ比較的初

期ニ現ルル病變ナルモノノ如 シ.

而 シテ尚ホ炎症進行スルニ從 ヒ,内 耳 ノ内外淋巴腔周壁 上ニ小細胞性結節類上皮細胞性結節

ヲ形成スルニ至 リ,之 等 ノ結節ハ初期ハ壁在性ノ幼弱ナル限局性結節ナルモ,追 々增大 シ遂ニ

ハ迷路内外淋巴腔ヲ充盈 スルニ至ル.而 シテ之等蝸牛内外淋巴腔ニ於ケル結節及 ビ内聽道蝸牛

殼導水管ニ於 ケル結節ハ血管存在セズ,又 進行 セルモノハ乾酪樣變性ニ陥ル等,定 型的結核タ

ル特性 ヲ現 ス所見ヲ示 ス.

而 シテ之等ノ組織的所見ヨリ吾人ハ更ニ内耳結核 トシテ次 ノ如キ特異性 ヲ擧ゲ得ラルルベ

シ.

即チ斯クノ如ク迷路内外淋巴腔周壁 上ニ形成 セシ結節ハ,初 期ニ於ケル幼弱ナル孤在性小細

胞性結節 ヨリ漸次增大 シ,進 行ノ像著 シキニ拘 ラズ限局性 ヲ有スル點 ニシテ,斯 クノ如キ性質

ハ,非 結核性内耳炎ニ於 テ見ルガ如キ瀰蔓性ナル ト大 ニ其趣 ヲ異ニスル所ナリ.

此際更ニ吾人ノ興味ヲ惹 クハ,之 等進行セル結節ハ,迷 路内ノ比較的上部廻轉 ニ限局スル點

ナ リ.之 等腦膜 ニ於 ケル炎症 ノ内耳ヘノ主ナル傳染徑路ハ蝸牛殼導水管ナル所見テ示スニ拘ラ

ズ,迷 路上部廻轉 ニ進行セル結核性炎症 ヲ限局 スルヲ見,基 礎廻轉ニ於テ最 モ炎症機轉ノ輕度

ナルハ如何ナル理由ニヨルカ.斯 クノ如キ所見ニ關 シテハ非結核性腦膜性迷路炎 ノ實驗ニ於テ

モ,笠 井氏ハ迷路尖端廻轉 ニ最 モ強キ化膿性炎機轉 ノ存在 セル症例ヲ擧ゲ,其 理由ヲ尖端廻轉

ニ於テハ管腔ハ狹小 トナ リ,又 組織モ纎弱ナルガ故ニ炎症ノ此部ニ限局 シ易キニ因ルモノ トナ

セリ.結 核性迷路炎 ニ於ケル同樣ナル所見モ,蓋 シ同樣ナル理由ニ由ルモノナラント考フルモ,

主 トシテ上部廻轉 ニ結節 ヲ形成 シ,而 モ之 ガ限局性 ニ止 マルハ又迷路結核ニ特異ナル所見ノ一

ナラ ント思考 ス.

次 ニ又,斯 クノ如ク腦膜 ヨリ傳染 セル迷路内ノ結核性炎症ハ,外 淋巴腔 ヨリ膜樣部 ノ破壞セ

シ部 ヨリ内淋巴腔内ニ進行シ,膜 樣迷路 ヲ著 シク破壞 シ尚ホ進行スル像ヲ認ムルニ拘 ラズ,結

締織增殖,骨 新生等 ノ治癒機轉等ノ所見ハ内耳内ノ何處 ニ於テモ毫モ認 メラレズ.非 結核性腦

膜性迷路炎 ニ於テ,既 ニ早ク之等治癒機轉 ヲ認 ムル所見 トハ大ニ其趣ヲ異ニス,又 皷室性迷路

結核ニ於 テハ, Siebenmann26), Deutsch6), Barnick2), Lange21), Cohnstadt5), Goerk9),小

室18)ノ諸氏ハ結締織又ハ骨新生ノ治癒機轉存在スル ヲ認 メシモ, Kuemmel20), Politzer24)ハ之

ニ反 シ治癒機轉無 シト稱 シ,皷 室性内耳結核ニ於テ治癒機轉 ノ有無ニ關 シテハ,未 ダ定説無キ

モノノ如 シ.然 ルニ此皷室性迷路結核ニハ必然的 ニ混合傳染ヲ伴フ事ハ,既 ニBrieger4), Uffe

nord29)等 ノ警告 セシ所 ニシテ,又 重大ナル意義 ヲ有 シ,皷 室性迷路結核ニ於ケル治癒機轉 ノ原

因ハ,結 核性炎症 自ラニ因ルモノカ,將 又混合傳染ニ依ル他種炎症ノ共同作用 ニ因ルモノカハ,

蓋 シ今日尚ホ斷定 シ能ハザル問題ナラン.然 ルニ予 ガ本實驗ニ於テ施 セル起炎方法ハ,他 種起

炎菌 ノ混合傳染 ヲ殆 ド避 ケ得 ラルルベク,從 テ之ガ實驗成績 ニ於 テ,蝸 牛,内 聽道,蝸 牛殼導
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水管其他ニ進行シ且長時 日ヲ經過 セル結核性病變 ヲ認 ムルモ,之 等ノ何 レノ部分ニ於テモ毫 モ

治癒機轉ノ所見ヲ見ザ リシハ,又 内耳結核 ノ一特異性 ヲ現 セルモノ ト考ヘラルベク,此 事實ハ

又實ニ内耳結核 ノ病理ニ一新知見ヲ加へ得 タルモノ ト信ズ.

次ニ結核性腦膜炎ニ因ル聽器ニ關スル唯一ノ實驗的研究タル,小 室氏 ノ海〓ニ於ケル實驗成

績 ト比較スルニ,氏 ノ實驗成績 ニ於 テモ,蝸 牛外淋巴腔 ノ變化ハ初期ニハ漿液性炎,纎 維素性

炎,出 血性炎等 ニシテ,炎 症進行スルニ從 ヒ,迷 略外淋巴腔周壁 ニ孤在性 ノ幼弱 ナル小細胞性

結節又ハ類上皮細胞性結節 ヲ形成 スルニ至 リ,蝸 牛道ニモ膜樣迷路壁ヲ滲透 シテ二次的ニ漿液

性炎ヲ來タス所見ヲ認 メタリト.之 等ノ内耳ニ於ケル炎症所見竝ニ内聽道蝸牛殼導水管 ニ於ケ

ル組織的所見ハ,予 ノ實驗成績 ノ一部 卜略ボ一致ス.然 リト雖氏ノ實驗ニ於テハ試驗動物ハ比

較的短時日生存 セシメタルニ過ギザル故,聽 器ニ於ケル所見モ從テ比較的初期 ノ病變ヲ示 スニ

過ギズ.進 行セル内耳結核ニ關スル病理ノ檢索ハ無ク,内 耳炎症 ノ限局性ナル事,又 ハ治癒機

轉ノ有無ニ關 シテハ記載無カ リキ.

次ニ之等内耳病變 ガ如何ナル徑路 ヲ經テ,腦 膜 ヨリ傳染セルヤニ關 シテハ重要ナル意義ヲ有

シ且興味アル點 ナリ.人 體ニ於 テハ, Lucae22)ノ1例 ハ硬腦膜 ノ血管 ニ沿 ヒ内聽道 ヲ經テ迷路

ニ, Habermann11)ハ 淋巴又ハ血行ヲ介 シ傳染 セル1例 ヲ,小 室氏ハ内聽道蝸牛〓導水管共ニ

傳染徑路 トナ レル1例 ヲ報告セリ.予 ノ實驗成績 ヲ通覽スルニ,之 等人體ニ於ケル所見 ト異ナ

リ,正 常家兎剔脾家兎孰 レノ動物ニ於 テモ,迷 路ヘノ傳染徑路 ハ主ニ蝸牛殼導水管ニ據ル所見

ヲ示ス.只 第ⅩⅠ號家兎ニ於テハ内聽道内炎症ハ,前 庭神經ニ沿 ヒ骨管内ニ侵入シ,正 圓嚢聽斑

上ニ傳染シ,第 ⅩⅢ 號家兎ニ於テ同 ジク聽斑上ニ傳染徑路不明ノ結節形成 ヲ見タルモ,之 等

ノ症例ニ於テモ迷路蝸牛部ヘノ傳染徑路ハ蝸 牛殼導水管ニヨル所 見ヲ示 ス.即 チ家兎 ノ結核性

腦膜炎ノ際内耳ニ傳染 スル主要徑路 ハ蝸 牛殼導水管ニシテ,コ レ以外ノ他ノ傳染徑路ハ比較的

稀ナルモノ ト考ヘテ誤無カラン.此 傳染徑路 ニ關 シテハ,内 聽道蝸牛殼導水管共ニ徑路タ リ得

ルモ,主 ニ内聽道ニヨル トナセル小室氏ノ實驗成績ハ,予 ノ成績 トハ稍々異ニセリ.

抑,蝸 牛殼導水管腔内軟部組織 ハ,網 状織内皮細胞系統ニ屬 シ,剔 脾ニヨリ其喰菌機能ヲ減

弱セシメ得ルハ,既 ニ我々ノ敎室ニ於テ田中(政)氏 ガ實驗立證セシ所 ニシテ,予 ガ本實驗ニ剔

脾家兎ヲ使用 セシハ,剔 脾 ニヨリ蝸牛殼導水管腔内組織ノ喰菌作用ヲ減弱 セシメ,據 テ以テ迷

路内ニ結核菌ノ傳搬 シ易カラシメントスル理由ニ外 ナラザルハ,第2章 實驗方法 ノ項ニ於テ既

ニ記述セシ所ナ リ.今 ,其 實驗成績ヲ観テ之ヲ按 ズルニ,剔 脾家兎ニ於 ケル蝸牛殼導水管腔 ノ

所見ハ,正 常家兎ニ於ケルヨリ進行セル結核性炎症 ヲ現 シ,從 テ迷路内ニ於テモ,剔 脾家兎 ニ

於テ進行セル炎症所見ヲ比較的多數動物 ニ於テ認 メタルハ,剔 脾ニ因 リ蝸牛殼導水管腔内組織

ノ喰菌機能 ガ減弱セシタ メ,主 要傳染徑路タル蝸 牛殼導水管 ガ容易ニ結核菌ニ犯サ レシニ因ル

ト思惟ス.
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第5章　 結 論

敍上ノ實驗ニヨリ次 ノ結論 ヲ下 シ得タ リ.

1. 蜘蛛膜下腔 ニ牛型結核菌ヲ注入 シ,家 兎ニ結核性腦膜炎 ヲ惹起 セシムル時ハ,其 炎症ハ

正常家兎ニ於テハ其少數ニ於 テ内耳ヲ襲 ヒ,剔 脾家兎ニ於テハ比較的多數 ノモノニ於テ内耳ヲ

襲 ヒ,孰 レモ兩側 ヲ起スモノ多 シ.

2. 之等迷路内ノ變化ハ,初 期ハ主ニ漿液性炎ニシテ稀ニ纎維素性炎出血性炎ヲ合併スルモ,

炎症進行スルニ從 ヒ,周 壁上ニ小細胞性結節又ハ類 上皮細胞性結節ヲ形成 シ,漸 次增大進行シ

遂ニハ内外淋巴腔ヲ充盈スルニ至ル.

3. 内耳ニ於ケル結節ハ,血 管 ノ存在セザル點,定 型的ノ乾酪樣變性ニ陷ル點等結核ノ特性

ヲ 示 ス.

4. 斯 カ ル蝸 牛 内 ノ結 核 性 炎 症 ハ限 局 性 ニ シテ,而 モ進 行 セル モ ノ ニ於 テモ比 較 的 上部廻轉

ニ止 マ ル モ ノ多 シ.

5. 内耳 ニ於 ケ ル結 核 性 炎 症 ハ長 時 日經 過 シ,且 進行 性 ナル ニ拘 ラズ,結 締 織 新生 又 ハ骨新

生 等 ノ治 癒 機 轉 ヲ件 ハザ ル モ ノ ノ如 シ.

6. 剔 脾 家 兎 ニ於 テ ハ迷 路 及 ビ蝸 牛殼 導 水 管 ニ於 ケル 結 核 性 炎症 ハ,正 常 家兎 ニ於 ケル ヨ リ

モ比 較 的 進 行 セル所 見 ヲ認 ム ル モ ノ多 シ.

7. 腦 膜 ニ於 ケル 炎 症 ノ内 耳 ニ傳 染 スル 徑 路 ハ,主 トシテ蝸 牛殻 導水 管 ニ シテ,剔 脾 ニ ヨ リ

同 管 内 ノ網 状 織 内 皮細 胞 ノ機 能 ヲ減 弱 セ シ ムル時 ハ,炎 症 ヲ比 較 的 容 易 ニ内耳 ニ傳 染 スル モノ

ノ如 シ.

擱筆 スルニ當 リ御 懇篤ナル御指 導 ト御校閲 ノ勞 ヲ賜ハ リタル恩師田中敎 授 ニ満腔 ノ謝意 ヲ表 ス.
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附 圖 説 明

第1圖　 第 Ι號家兎(菌 注入後19日 目)

腦膜 ニ於 ケル結核性炎症,圓 形細胞滲潤著 シ.

第2圖　 第 Ⅴ號家兎(菌 注入後22日 目)

蜘蛛膜下腔 ニ小細胞性結節 ヲ形成 シ,中 央ハ乾

酪樣變性ニ陷 ル.

第3圖　 第 Ι號家兎(菌 注入後19日 目)

右側蝸牛,外 淋巴腔 内ニ漿 液性滲出液.

第4圖　 第 Ⅱ 號家兎(菌 注入後21日 目)

左側 蝸牛,外 淋巴腔 内ニ漿液性炎,上 部廻轉外

淋巴腔周壁ニ輕度 ノ細胞滲潤.

第5圖　 第 Ⅱ號家兎(菌 注入後21日 目)

左側 蝸牛殼導水管,皷 室道開 口部 ニ小細胞性 結

節 ヲ形成 ス.正 圓〓窩粘膜 モ圓形細胞滲潤 ヲ蒙 ル

第 Ⅱ 皷膜肥厚 ス.

第6圖　 第 Ⅴ號家兎(菌 注入後22日 目)

左 側蝸牛第 Ⅲ 廻轉,皷 室道 上部壁 上ニ孤在 性

小細胞性結節形成.

第7圖　 第 Ⅴ號 家兎(菌 注入後22日 目)

左側蝸牛,外 淋巴腔 内ニ輕度 ノ漿 液性炎,皷 室

道基礎廻轉骨軸側壁 及 ビ前庭 道第 Ⅱ 廻轉 移行部

外側壁 ニ孤在性 ノ小細胞性結節 ヲ形成 ス.

第8圖　 第 Ⅴ號家兎(菌 注入後22日 目)
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左 側内聽道,聽神 經幹外鞘 ニ圓形細胞類上皮細

胞 ヨリナル結節 ヲ形 成ス.神 經纎維 間 ニモ細胞滲

潤 ヲ認 ム.

第9圖　 第 ⅩΙ號家兎(菌 注入後18日 目)

左側前庭,外 淋 巴腔 内 ニ漿 液性滲出 物ヲ充 タシ

輕度 ノ出血性炎 ヲ合併 ス.

第10圖　 第 Ⅶ 號家兎(菌 注入後19日 目)

左 側蝸牛,尖 端廻轉周 壁 ニ孤在性 ノ小細細性結

節 ヲ形成 ス.

第11圖　 第 Ⅷ 號家兎(菌 注入後29日 目)

左 側蝸牛,外 淋巴腔周 壁 ニ孤在性小細胞性結節

ヲ形成 シ,第 Ⅱ 廻轉 蝸牛道腔 内 ニ小細 胞性結節形

成,各 廻轉「コル チ」器 ハ破壞 ス.

第12圍　 第 Ⅸ 號家兎(菌 注入後59日 目)

左側蝸牛,上 部廻轉蝸 牛道 内脉絡帯表面 ニ小細

胞 性結節 ヲ形成 シ,中 央 乾酪樣變性 ニ陥 ル.「コル

チ」器 ハ破壞 シ,ラ 氏膜外側附着部 ハ圓形細胞滲

潤 ヲ受 ク.

第13圖　 第 Ⅹ 號剔脾家兎(菌 注入後20日 目)

左側蝸牛,外 淋巴腔 内ハ漿液 ヲ充満 ス.皷 室道

第 Ⅱ 廻轉骨螺旋板下面 ニ,孤在性小細胞性結節形

成 ヲ認 ム.

第14圖　 第 ⅩⅠ號剔脾家兎(菌 注入後22日 目)

左 側前庭,内 聽道 内炎症 ハ前庭神 經 ニ沿 ヒ骨管

内 ニ侵入 シ,聽 斑 ノ一部 ニ小細胞 性結節 ヲ形成 ス.

第15圖　 第 ⅩⅢ 號 剔脾家兎(菌 注入後19日 目)

右側前庭,聽 斑神 經 上皮上ニ孤在性 小細胞 性結

節 ヲ形成 ス.

第16圖　 第 ⅩⅢ 號剔 脾家兎(菌 注入後19日 目)

左側 蝸牛殻導水 管,管 腔 内ハ小細胞 性結 節ニテ

充盈 ス.皷 室道開 口部 ニ圓形細胞 滲潤 著シ.第 Ⅱ

皷膜附着部 ニ小細胞 性結節形成 ス.

第17圖　 第 ⅩⅣ 號剔脾家兎(菌 注入後20日 目)

左 側蝸牛,外 淋巴腔 内ニ漿液性滲出物 ヲ充 タシ,

上 部廻轉周壁 ニ小細胞 性結節 ヲ形成 ス.

第18圖　 第 ⅩⅤ號剔脾家兎(菌 注入後17日 目)

右側 蝸牛,外 淋巴腔内ハ赤血球 其他 ノ雲絮状物

ニテ充満 ス.上 部廻轉壁 ニ小細胞 性結節 ヲ形成ス.

蝸牛道 内ニ變化無 シ.

第19圖　 第 ⅩⅥ 號剔脾家兎(菌 注入後17日 目)

左側蝸牛,外 淋巴腔 周壁 ニ圓形細胞滲潤,第 Ⅱ

廻轉蝸牛道内 ニ小細胞 性結節形成 ス.「コルチ」器

ハ破壞 ス.

第20圖　 第 ⅩⅥ 號剔脾家兎(菌 注入後17日 目)

左側蝸 牛殼導水管,皷 室道 開口部ハ中央乾酪樣

變性 ニ陷 レル結節 ニテ充盈ス.

第21圖　 第 ⅩⅦ 號剔脾家兎(菌 注入後60日

目)

左側 蝸牛,基 礎廻轉始部腔 内ニハ著 シキ變化ヲ

認 メズ,周 壁 及ビ蝸 牛殼導水管開 口部ニ圓形細胞

滲潤 ヲ認 ム.

第22圖　 第 ⅩⅦ 號剔脾家兎(菌 注入後60日

目)

左側蝸牛,上 部廻轉内外 淋巴腔 ハ中央乾酪樣變

性 ニ陷 レル結節 ヲ充盈 ス.骨 新生 又ハ結締織新生

等 ノ治癒 機轉 等ハ認 メズ.

第23圖　 第 ⅩⅦ 號剔 脾家兎(菌 注入後60日

目)

左側前庭,内 外淋巴腔 ハ小細胞性結節,雲 絮状

物其他 ヲ充満ス.
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