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講 演

耳 性 頭 蓋 内 合 併 症 に 就 て

岡 山 醫 科 大 學敎 授

田 中 文 男

(第43囘 岡山醫學會總會特別講演　 昭和7年2月14日)

[昭和7年6月13日 受稿]

耳性腦合併症の療法は近來著 しき進歩を遂げ,こ は耳科的のみならず,一 般醫學的興味の尖

端 に立つてゐるものであると申しても過言でないと思ひ ます.私 も不敏なが ら多年之について

研究的態度 をとつてを り,少 しく信ずる處あるに至つたと考へ ますので,昨 年來敎室員諸君 と

共 に過去滿10箇 年間の之等の症例 を集め,其 のあとを囘顧 し,之 等 の成績を綜合批判 しつつ

あ りましたので,本 日はその大要を申 し上げ諸君の御參考に供 したいと思ひ ます.

元 來中耳炎に際 して屡 々危險 なる合併症を ともな

ふ 事あるは,昔 よ り人 の知 る所であ りま して,彼 の

ワイ ル ドが 「中耳化膿 の存する間は之が何處 に,如

何に終止す るかを 明言す るを得ず」 と唱へた事は今

も尚ほ學者に よつて繰返へ されてゐ る言葉 であ り,

此の危險な る病症は即ち頭蓋 内合併症であ る事 も周

知の事であ ります.

然 らば此の腦合併症 と しては如何な る種類があ る

か と申 します と,硬 腦膜炎乃至硬腦膜外膿瘍は最 も

屡 々見 る處の ものであ りますが,之 は別に危險 と見

做すべ きもので あ りませぬか ら,之 を除外すれば所

謂危險なる腦合併症は

(1)　 軟腦 膜炎

(2)　 靜脉 竇血栓

(3)　 腦膿瘍

であ ります.而 して如何 なる頻 度に之等の3つ の合

併症が現れ るか と申 します るに,之 に就いては各誌

上に報告 された る之等 の各症例を蒐集 し 之を批判

す る事は無意 義であ り,其 の價値は殆 どあ りません.

何 となれば之等 の各症例は共の報告者の便利上,利

益上か ら報告 されてゐ る事が多いのであ りま して,

從つて之等 の症例を集 めて も公正な る頻度を知 る事

が出 來な いか らであ ります.我 國に於て私の調べた

範圍に 於ては 大正2年 に和田敎 授の統計的報告があ

りますが 之も主に既に發表 された個 々の症例を集め

られた もので あ りま して,從 つて其の統計は既に和

田氏 も述べ られた如 く,其 の價値が薄弱 なる事は氏

の統 計の之等合 併症53例 中腦膿瘍26例,竇 血栓16

例,軟 腦炎11例 とな り,最 も稀な る腦膿瘍が最大多

數 を占めて ゐる事か ら して も其の 一班を知 る事が出

來ます.

即ち之に就いては一臨牀に於け る連續的觀察の結

果に俟た なければな りませぬ.之 に關 して我敎 室に

於て大 正11年1月 より昭和6年12月 に至 る滿10年
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間 の耳性頭蓋内合併症數 は症 例 數が 全 部にて63例

で あ ります.

之を細別 します と次 の第1表 の如 くで あ ります.

第1表

A 症例總數　 63例

1) 腦 靜脉竇 血栓　 25〃

2) 化膿性腦膜炎　 26〃

3) 腦膿瘍　 2〃

4) 竇血栓+化 膿性腦膜炎　 5〃

5) 化膿性腦膜炎+腦 膿瘍3〃

6) 竇 血栓+腦 膿瘍　 2〃

Ⅰ　竇 血栓　 32例

Ⅱ　化膿性腦膜炎　 34(29)〃

Ⅲ　腦膿瘍　 7〃

B　 10箇 間 の中耳炎總數4033例 に對す る耳性

腦 合併症63例 の比………1.6%

C　 10箇 年間 の乳嘴突起炎總數967例 に對 して

は………6.5%

但 し同 一人に して2つ 以上 の合併症を持 つてゐる

ものが あ りますみ ら,之 を共の病症のみに より數へ

ます と竇 血栓32,化 膿 性腦膜 炎34,腦 膿瘍7と な り

ます.之 よ りすれ ば化膿性腦膜炎が合併症 として最

多 數の樣に思はれ ますが,更 に之を考へますに,此

の化膽性腦膜炎34例 中5例 は竇 血 栓の進 行によ り

て併發 した もので あ りますか ら,之 を純粹の腦膜 炎

と認む る事が出來な いので,之 を除外 します と其の

數29と な り,此の結果實 際に 於て この3合 併症中最

も多 いのは竇 血栓で あることが明かであ り ます.而

もこの事實 は信賴 し得 る泰西諸 家の統計 と 一致 して

ゐ る處で あ ります.從 來一般に 中耳炎の危險な る合

併 症 と して化膿性腦 膜炎が熟 知され竇 血栓について

は 餘 り注意 を拂はれなかつた 傾向があ りますが,之

は 從來竇血栓を早 く診 斷する事が困難 な爲で診斷 不

明 の中,或 は單に膿毒症 なる診斷の下に空 しく經過

し,之 が進行 して 化膿性腦膜 炎とな るに至つて初 め

て單に化膿性腦膜 炎と して診 斷 されるに至つた 爲で

あ りませ う.次 に之等 の合併 症が中耳炎及 び乳嘴 突

起 炎に 對する頻度を調 査 しまするに我敎 室 に於 ける

過去10箇 年 間の中耳炎(加 答 兒を 除 く)の 總 數が

4033例 で,こ の比1.6%に 相 當 し乳嘴突起 炎總數967

例に對 し6.5%に 當 ります.然 るに昭和6年 中に於

ける中耳炎は 日本各地 に於て一般 に腦合併症を起 し

易い傾向あ りと認められた ので之 を調査 します るに

次の第2表 に示す如 く症例總數15例 につ き例 年よ

り頗 る多 く昭和6年 度中の中耳炎(加 答 兒を 除 く)

480例 に對 し3.1%,乳 嘴突起 炎136例 に對 し11.0%

を示 し,過去10箇 年間の平均 比率 の約2倍 に當 る事

は興味あ る事實で あ ります.

第2表

昭和6年 中の耳性頭 蓋内合併症

A 症例總數　 15例

1) 竇血栓　 5〃

2) 化膿 性腦膜 炎　 6〃

3) 竇血栓+化 膿性腦膜炎　 3〃

4) 竇血栓+腦 膿瘍　 1〃

Ⅰ　竇血栓　 9例

Ⅱ　化膿性腦膜炎　 9(6)〃

Ⅲ　 腦膿 瘍1〃

B 昭和6年 中の中耳炎總 數480例 に對する腦

合併症15例 の比………3.1%(1.6%)

C 昭和6年 中の乳嘴突起炎總數136例 に對 し

ては………11%(6.5%)

次に之等 の各 合併症に 就いて順次注意す べき點 を

講述 します.

Ⅰ　腦 靜 脉竇 血栓

腦靜脉竇中中耳 と密接 なる關係 あるは御 存じの如

く橫竇,特 に其のS字 状部で あ ります.之 は解剖上

深 く乳嘴 蜂窩中に突出 し,其 の骨壁が非常に薄い爲

に乳嘴 突起 炎に際 し容易 に竇周圍膿瘍の形成を見,

更に進んで 血栓を作るに至 る もので あ ります.此 の
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際の症 状については之を茲に列擧致 しませ んが,之

等の症 状の 中最 も注意すべ きは發 熱と轉移性 炎症で

あ ります.此 の轉 移は血 栓中の細 菌,或 は血栓 の一

部が血栓から遊離 して循 環系 内に入 り,而 して 身體

の遠隔部位に傳染 を來すに よ り生 ずるので あ りま し

て竇血栓の際の特有な る徴候 と認め られる處の もの

で あ りますが,我 々は此の轉移を俟たず其の前に其

の診斷 を明かにせねばな りませ ん.之 に就いて最 も

肝 要なのは發 熱で あ ります.而 も之が屡 々唯一 の徴

候であ る事があ り,之 等の際に殊 に中耳 の分 泌物,

耳漏が少量な場合には屡 々耳疾 患が看過 され,之 を

結核,或 は肺炎,「 チフス」等 と誤診 され徒 らに治療

の 時機を失 して,遂 に 不幸の轉歸を とるに至 る事は

少 くないので あ りま して,之 に就いては切に一般醫

家 の注意 を乞はねばな らない と共に我 々專 門家 も亦

大 いに反省せねば ならない處で あ ります.現 に昨年

中私 が取扱 ひま した 靜脉竇 血栓9例 中3例 は一つは

「チ フス」と,一 つは 肺炎 と,一 つは鼠咬症 と疑はれ

危 く一命 を空 しくす る處で あ りま した.

そ れで診 斷に際 して注意すべ きは,第 一に 中耳炎

が あつ て弛張 熱が加はつた場合 には 先づ竇 血栓を疑

はね ばな りませ ん.之 に加ふ るに轉移性炎症 が來た

な らば竇 血栓の診斷が殆 ど確實で あ ります が,前 述

せ る如 く我 々は轉 移の生 ずる前に之を診斷す る事が

必要で あ りますか ら,何 れに して も慢牲中耳化膿 症

の經過 中に突然 發熟す るか,或 は急性中耳 化膿症で

あつ て一般 無熱期に至 り更に發 熱 し,而 も此の熱は

惡感,或 は惡 感戰慄 を以て發 來 し,且 之が弛張 し,尚

ほ他 に重要な る熱源を除外 し得 る場 合には 竇血栓の

疑 を一層深 くせねばな らないので あ りま して,之 等

の際には更に進んで其 の原病竈た る乳嘴蜂窩を開放

する と共に,竇 壁を露出 して之 を直接 に檢 査 して 血

栓の有無を確實にせねば な りません.但 し近 來キ ン

ドレルは クエ ツケンステ ツ トが脊髓腫瘍の診 斷に應

用 せ る方法 を利用 し,其 の有要 なるを稱揚 してゐる

事は注意 すべき事であ りまず.即 ち腰椎穿刺 を行ひ

液壓の一定せ る後,外 頸部 よ り左又は右 の内頸 靜脉

を壓迫 します と,一 方が閉鎖 して居 ない以上は 單に

一 側のみの壓迫に よ りては液壓は 餘 り昂進 しないの

で あ りますが,若 し他側 の橫 竇に閉塞性 の血栓 のあ

る場合には健側の頸靜脉 を壓迫す るのみに よつて直

ち に液 壓の念劇 なる昂進 をみ る ものであ りま して,

この方法はまだ少數であ りますが私が經驗 した竇血

栓 の多數に於て陽性であつて,診 斷上に有力な るを

知つた ので あ りま して,之 に よつて手術前に他の症

状 を併せて一層竇 血栓 の診斷を 略々確實にす る事が

出來 ると考へます.斯 く して早 く之 を確實 に診斷す

るに至 り從來 其の豫後全 く絶望で あ りま した本症 の

療 法が過去約20箇 年來著 しく進 歩 し,其の多數 を救

ひ得 るに至つた 事は 吾人の誠 に喜びに堪へ ざる事で

あ ります.

之 に關 し我敎 室に於ける過 去滿10箇 年間の32例

につ き主な る統計的調査は次の第3表 に示せる如 く

であ ります.

第3表

腦靜脉竇血栓　 32例

單獨の もの　 25〃

化膿性腦膜炎を合併せ るもの　 5〃

腦膿瘍 を合併せ るもの　 2〃

Ⅰ　中耳炎に對す る比

4035:32… … …0.79%

乳 嘴 突起 炎 に 對 す る 比

967:32… … …3.30%

Ⅱ　 性別

男　 20例

女　 12〃

Ⅲ　 罹患側

左　 13例

右　 19〃

Ⅳ　 中耳炎の性質 と罹患側
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1) 急性中耳炎に續 發せ るもの …22例

{左　 6〃　

右　 16〃

2) 慢性 中耳 炎に續發せ る もの …10例

{
左　 7〃　

右　 3〃

Ⅴ　 轉歸

全 治　 21例　 (65.6%)

死 亡　 11例　 (34.4%)

Ⅵ　 内頸 靜脉 の結紮

結紮せ ざ りしもの　 19例

全 治　 12例　 (63.2%)

死 亡　 7例

結紮せ しもの　 12例

全 治　 8例　 (67%)

死 亡　 4例

之に就 き尚ほ一言 した きは第一に罹患側であ りま

す.元 來S字 状竇は左側 よりも右側に於て よ く發達

し,且 深 く乳嘴蜂窩内に突隆 して居 ります.此 の根

據 よりしま して ケルネルは耳性竇血栓 は左側よ り右

側 に多い と稱 へてゐ るのであ り,我32例 に於て も右

側 が19例 に して 左側 より少 しく多數で あ りますが,

之を急性竝慢性中耳炎に從つて區別す るに,急 性症

に續發せ るもの22例 中右側16例 に して左側を遙 に

凌駕す るも,慢 性症に續發せ るもの10例 中右側は3

例の少數に止まつて居 ります.此 の事實 よりしま し

て私はやは りヘゲネルガ其の統 計的研究の上 より主

張 す る如 く,耳 性竇血栓は左側 より右 側に 多い と言

ふ事は急性症に續 發せ るものに 正 しい と言ふ説に賛

成せん とす るもので あ ります.尚 ほ 之等32例 中其の

21例(65.6%)に 全治を見るに至 りました 事は之を

以前の成績 と參 照 して誠に隔世の感を覺えるので あ

ります.

次に治療法 としての内頸靜脉の結紮 に關 して意 見

が あ りますが,之 は 餘 り專 門的とな ります ので別 に

又詳 述す る機會を待ち ませ う.

Ⅱ　 化 膿性 腦膜 炎

之が 中耳炎の最 も恐 るべ き合併症た る事は,昔 か

ら人の普 く知 る處で あ ります.而 して其 の豫後は從

來全 く絶 望視 され ベルグマ ンの 「腦疾 患の外科的療

法」 の中に記 してある 「中耳化膿後 に來れ る化膿性

腦膜炎は手術 に適應せ ず,須 く其 の儘に して手 を下

さざるを可とす」 と言 ふ言葉は我 々の耳には餘 り古

くは響かぬ 事で あ ります.然 るに此 の療法に就いて

は,過 去10箇 年間長足 の進 歩を遂 げ,今 尚ほ其 の道

程にあるので あ りますが,略 々共 の歸す る處に到着

しつつ あ る樣で あ ります.之 に就いて本 日私は其 の

症状竝診斷に關 し,之 を逐 次的に述べんとす る もの

ではあ りませんが,此 の中診斷に就いて申 し上 げた

きは,從 來化膿 性腦膜 炎の診 斷は 殆 ど總て 其の病勢

が進行 し,定 型的の症状を現 し,而 も腰椎穿 刺に よ

つて腦脊髓液の溷濁を見た る際に,初 めて 之を確定

す るを常 と してゐた 樣で あ りますが,我 々は此 の如

き診斷的態度は,之 を改變せねば ならない事を 切言

したいのであ りま して,之 を早期 に,諸 症 末だ備 は

らざる以前に確診せねばな りませぬ.之 に對 して は

腦脊髓液の精 査が必要で あ り,而 も之が たとへ透 明

で あつて も,尚 ほ進んで其の液壓を計 り,殊 に共 の

中 の細胞 の數 と,共 の種類を檢出 し,進 んで 「グ ロ

ブ リン」反應竝總蛋白量を計 り,か くして以て 出來

るだけ早期に腦膜炎の發生を認むるに務むべきで あ

りま して,之 に據つて我々は從來 よりも多數に,且

早期に 本症を診斷す る事が出來,從 つ て其の療法 の

効 果 も亦見 るべ きものあ るに至つたので あ ります.

而 して本症の療法 と しては,之 を系統的に御 話す

れば種 々の方面 から論 議せねばな らないのであ りま

す が,之 は 省略致 しま して,今 日實際的の效果を上

げ,此 の療 法の一 大進歩を遂 げたと思はれる方法は,

第 一に原病た る耳疾 患に對 し徹底的に之を治療 する

外 に,主 と して腦脊髓液の排出を計 る方 法で あ りま

して,即 ち腰椎穿刺,後 頭 下穿刺,腦 槽穿 刺,腦 室
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穿 刺等に依 りて腦 脊膸液を排除す るのであ ります.

私 の敎室 に於 きま して 過 去10箇 年間に 遭 遇 しま し

た 耳性化膿 性腦膜 炎の數 は第4表 の如 く,全 部で34

例で あ ります.

第4表

化膿 性腦 膜炎　 34例

單獨の もの　 26〃

竇血栓 を合併せ るもの　 5〃

腦膿瘍を合併せ るもの　 3〃

1) 性別

男　 23例

女　 11〃

2) 急性中耳 炎に續發せ るもの………2 〃

慢性中耳炎に續發せ るもの………14〃

3) 轉歸………22〃

(主 と して腦 脊髓液排出療法を 行 ひ し

大正15年 以 來の もの)

全 治　 9例(41%)

死 亡　 13例(59%)

此の34例 中 前 述 の方針に從つて治療を行 ひ しも

のは,過 去6箇 年間に22例 で あ り,此の 中9例(41%)

に 於て 全治を見 るに至つたので あ ります.尚 ほ之等

の治療 の跡 を囘顧 します ると,其 の豫後に 年齡 の關

係 も大な る影響 を もつ てゐ る樣で あ ります.即 ち全

治 した9例 の中最 も多いのは20歳 迄の4例 で あ り,

死 亡 した13例 中最 も多いのは50歳 以上 の6例 であ

る と言ふ 事は,又 多少 注意 を要す る事か と思はれま

す.尚 ほ之 等の豫後は 早期に診斷せ るもの程可良 で

あ りますが,既 に進行 し意識 を失つ てゐる もの,或

は腦脊髓液の著 しき溷濁を起 して ゐるもの等に於て

も,之 を絶 望視する事は出來ません,案 外に も之を

救ひ得 る事が あると言ふ 事は私 の經驗 した處であ り

ますが,此 の治療に當つ ては醫師は非常の忍耐を要

します.然 し患者自身は 其の堪へ難 き頭 痛が腦 脊髓

液 の排 出によ り直ち に消失す るよ りして,本 療法を

切望す る もので あ りますが,主 治醫は共の爲に1日

2乃 至3囘 の腰椎穿刺を餘儀な くされ,而 も腦脊髓

液は極 めて之を徐 々に排出す る要あ る爲に,1囘 の

排出に も長時間 を要 し,爲 に 主治醫は他に餘暇を失

ふ如 き状態に立ち至 る事あ るか らで あ ります.例 へ

ば 昨年救 ひ得た ものの中,藤 井某男の如 きは8月13

日か ら9月26日 に至 る40餘 日間1日2乃 至3囘 の

腰椎穿刺 を必要 と し,其 の間腦脊髓液 中の細胞4800

の多數 に達 し,既 に全 く絶望視 された るものであ り

ますが,10月15日 腰椎穿刺 を中止 し,全 治を來す

に至 る迄腰椎穿 刺,後 頭下穿刺,腦 槽穿刺及び腦室

穿 刺を施す事合計百數十 囘に及び,漸 く之を救 ひ得

た るは,之 は 全く主治醫の熱誠に よつた もので,又

尊 き一經驗で あ ります.尚 ほ之等 の症 例に就いての

詳細 につ いては 小田助敎 授に よ り,改 めて報告 さる

筈で あ ります.尚 ほ予等は 目下腰椎或は後 頭下穿刺

法 による持續 的の腦 脊 髓 液 排 出 法 を考案 しつつあ

り,之 に就いては尚ほ將來に期待 してゐ るものがあ

る もので あ ります.之 を要す るに此 の恐 るべ き耳性

化膿性腦膜炎 も此の如 き療法 によ り,其 の半數近 く

を救ひ得ると言ふ自信 を得 るに至 りました事は私等

の喜びに堪へ ない處で あ ります.以 上に よ り私は既

に耳 性頭蓋 内合併症 中最 も多 く現れ,且 最 も重要な

る兩者に就 き述べま した.

Ⅲ　 腦 膿 瘍

之は この合併症 中で も比較 的稀 なもので あ りまし

て,私 の過 去滿10箇 年間の經驗 の7例 に就いての統

計的要點は第5表 に御覽の通 りであ ります.

第5表

腦膿瘍　 7例

單 獨のもの　 2〃

化膿性腦膜炎を合併せる もの　 3〃

竇血栓を合併せ るもの　 2〃
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1) 性別

男　 5例

女　 2〃

2) 顳 〓葉膿瘍　 5〃

左　 2〃

右　 3〃

小腦膿瘍　 2〃

左　 2〃

右　 な し

3) 急性中耳炎に續 發せ るもの………3例

慢性中耳炎に續發せるもの………4例

4) 轉歸

全 治　 3例(42.8%)

死 亡　 4例(57.2%)

但 し本症に於 きま して も既に症状か進行 し,昏 睡

状態に陷 る場合に も,之 を絶 望視す る事は出來ませ

ん.昭 和4年 に私が經驗 しま した右顳〓葉膿 瘍患者

片山某の如き,昏 睡状態にある事3日 間 の後,膿 瘍

切開に より,後 に官 能障碍を殘す 事な く全 治 した の

を見て も明かで あ ります.

以上によ り私 は本 日御話 申 し上げたいと考へて 居

ま した點を終 りま した.之 を要す るに,從 來其の豫

後の全 く絶望視 されてゐた之等の耳性頭蓋 内合併症

が,其 の診斷竝治療 上の進 歩よ りして,此 の如 き光

明を見 るに至 りま した 事は,實 に近 世耳科手術上 の

誇とす る處で あ ります.但 し私は本 日之に就いて講

演致 しま した のは敢て 自ら此 の誇に居 らんが爲 では

ござゐ ません.即 ち之に よ りて單に我 々耳鼻咽喉科

醫ばか りでな く,一 般 醫家諸君の御注意 と御助力を

乞ひ,か くして以て 不幸な る症 例を更に少 く し,以

て相 ともに臨牀醫家 として の使命に進みたい と考ふ

るか らであ ります.　 (終)
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