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抄 録

角 膜 護 謨 腫 ニ 就 テ

Aus der Universitat-Augenklinik der Charite Berlin. (Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Greeff.)

 Klinisch. Monat. fur Aug. 1923. P. 620.

本症 ハ現 今多數 ニ發表 サ レ殊 ニIgersheimer氏 ル徹毒及 ビ眼 ト稱 ス ル論文 ニ於 テ然 リ.而 シテ微毒 ノ蔓延及 ビ

他 臓器 ル護誤腫形成 ノ多敏 ナ ルニモ拘 ラメ角 膜護誤 種 ハ病理 解剖 的研究ル缺 乏及 ビ記載 セラルル病像 ル著 シ キ差

異 ル存在 スル事 ノ爲 メ ニ多數 ノ學者 ニ於 テ論難 少ナカ ラメ即 チー部 ハ共成立 ヲ是認 シ他 ハ之 チ否定 セ リ. Terson

ニヨ レバ謹誤 種 ハ吾 人 ノ今 日迄 知 レル範圍 以上 ニ多發 ス ルト稱 ス,而 シテ本症 ハ一 部 ハ瀰 蔓性 ニ他 ハ限局性(眞

性角膜護謨腫)ト シテ發 來ス.前 者 ニ屬 スルモルノ8例 中5例 ハ表 面 ニ潰 瘍 ヲ有 シ固有 ルGumma Comeaeト シ

テ顯 ハ レ後 者 ノ5例 中其1例 上皮 ル缺損 ヲ示 シ而 シテ其 多數 ハ前房 ニ向 ツ テ結節 ル突出 ヲ示 シ先天性微毒 ニ來 リ

シモル2例 ヲ有 シ他 ハ後天性微毒 ニ發來 セ リ. Denariesノ1例 ニ於テ施 セル解剖的研究 ニテ限局性 白血球 ノ堆積

チ表明 シ其堆 藤 ニヨ リ角膜 ヂ セ メツ ト氏膜 が提起 セ ヲレ前房 内 ニ突 隆 スルチ證明 セ リ,而 シテ本症 ハ一種 ノ白血

球 及ビ「プ ラスマ」細 胞 ル限局性堆 積 ヨリ成 立スル事チ認 ム可 キナ リ.動 物試驗 ニ於 テ微毒 ハ之 テ移植 スル事 チ得

ルモ本結節 ハ未 ダ之 チ證明 スルヲ得 ズ,人 ニ於 ケ ル護謨腫 ニ就 デハ古 來ヨ リ竝 ニアシヨツフ氏 ニヨ リ其原因 トシ

テ小乃至 中勤脉 ノ内膜 竝ニ外膜 炎性變化 ニヨ リ該血管 ノ閉鎮 ヲ來 シ爲 メニ其 周圍組織 ヲ壌疽 ニ導 クト考 ヘ,又 皮

膚 護謨腫ノ成 立ニ對 シテハ初期 ニ於テ發來セ ル静脉 内膜炎ノ爲 メ同 ジク營養障碍 ヲ來 シ其結果發來 スルモル ト看

做 シ得.而 シテ護誤 腫 ノ發來 ガ血管 ノ疾 患ニ基 クトル假定 ガ角膜 ニ於ケ ル護謨腫 ル發來 テ不可能性 ニ考察 サルモ

Kruckmannニ ヨ レバ健全 ナル角 膜 ニハ其 ル不能性 ナ ルモ血管 ヲ有 スル角 膜 ニ於 テハ可能性 ヲ有 スル事 ヲ表明 セ

リ而 シテ護謨 腫 ノ初期 トシテ觀察 サレタ ル内及 ビ外膜動脉炎 ニ於 テ今是 レガ果 シテ其原發性 ナルヤ續發性 ナルヤ

ハ之 ヲ確認 スル事 困難 ナリ.著 者 ハ深在性 角膜疾患 ル斯 ル固有 ノ例症其 レハ恐 ラク又 所謂護護 性角膜 疾患 ニ算入

ス ル可 キモノチ觀察 セリ.

M. L.ナ ル41歳 ノ妻女 生來強健1902年 以來嫁婚18歳 ナ ル健康男 兒ヲ有 スル他分娩 セズ,流 産 早産 ノ既往 ナシ

又微毒 ノ既往 ハ絶 對 ニ否認 ス,然 レ ドモ1918年 其夫 ガ戦場 ニ於 デ微毒 ニ罹 リ現今 ニ至 ル迄2「 クー ル」ヲ施 セ,

 7月 初旬初 メテ左眼 多量 ノ分泌 物 テ有 スル強 度ル炎症 テ病 メリ共他全頼 ニ亙 ル「ア トロ ピン」點眼 ニ因スル濕疹 ヲ

有 セリ當時ノ診斷 ハ急性結 膜炎,陳 舊性角膜 翳,一 部 深在性 血管遺殘症 ナ リ,而 シテ治療8日 間 ニシテー時治癒

セ リ. 8月 初旬輕度 ノ虹彩炎 ナル病 名 ル下ニ受診加 療14日 ニシテー時治癒 セリ. 10月 中旬左眼更 ニ炎症 ル再發

テ來 シ下旬三 タビ受診 ス.當 時 ノ症 状 ハ角膜上外部 ニ於 テ可 ナ リ著 シキ一般炎性症 状 ヲ以 テ縁 ル近部 ニ限局性深

在性溷濁 ア リ,而 シテ溷濁部 上皮輕度 ル浮腫 チ示 ス本潤濁及 ビ緑 間 ニ細 小血管 ヲ有 スル軟性實質性潤 濁 ノ橋 が張

リ爲 メニ硬 化性角膜 炎ノ感 ヲ與 ヘタ リ,虹 彩 ハ軽 ク充血 シ,結 節及 ビ癒着 等 ヲ見ズ,前 房内個立細 胞ナシ.内 科

的檢診 上結核症状 ノ認 ム可 キナシ. 8日 後 ニ至 リ強度 ル差明刺戟症 状ル下 ニ瞳 孔領 ニ達 セル潤 濁 ル下縁 ニ於テ黄

赤色 ニ シテ前房 ニ向 ツテ著 シク肥 厚 セ ル角膜 ヲ見 ル,而 シテ其縁 ヨリ淺 キ血管 ガ透明 ナル角 膜部 ニ於 テ増殖 ス.

又 前記軟性橋状 ヲ呈 ス ル溷濁 部 ル上外 方 ヨ リ小 ニ シテ中等度 ル深 サヲ有 ス ル血管 が急速 ニ生成 シ浸 潤帶 ニ於テー
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ツノ厚 キ蹄 形状及 ビ網 状 ヲ形成 ス深部 ノ状況 ハ之 ヲ檢 ス ルヲ得 ズ.表 層實質 ニ於 ケル漿 間腔 ノ紋理 が強 ク明瞭 ト

ナ レリ(浸潤)深 層 ニ於 テ只均等性黄色不透明 ノ物 質ヲ見 ル.上 皮 ガ只 中央黄 色部 ニ於 テ濕 潤シ上皮缺損 ヲ見 ズ.

ワ氏反應(+++).

療 法 トシテ強 力 ナル駆 鰍療法 ヲ行 ヒ(先 ヅ0.3次 デ0.45終 リニ0.6ノ 「ネオサ ルバ ルサン」靜脉内注射)局 所療

法 トシテ「ア トロ ピン」點眼,頭 部 光線浴 ヲ施 セ シニ既 ニ1囘 注 射後 自覺症可 ナ リ輕減 シ浸 潤 ノ進行停 止 シ第2囘

注 射ノ後 前角膜 部透明度 ノ著 シク發來スルヲ認 メ 上皮浮腫 ハ殆 ド完全 ニ消失 シ深 部角膜亦暗室檢査 ヲ行 ヒ得 ルニ

至 リ無數 ノ「デセメツ ト」膜放線 状肥草 ヲ認 メタ リ,黄 赤色帶 ノ内部 ニ多數 ノ深黄 色大小 不同 ノ結節状構 造 ヲ呈 シ

限局牲乾酪 變性竃 ナ ル事 ヲ假想 スルヲ得,第4囘 注 射ノ後炎症 々状既 ニ完 全 ニ消失 シ既 存ノ黄赤 色限局性病 竈 ハ

灰黄色 ヲ帯プ ルニ至 リ第10囘 注 射ノ後「サ ルバ ルサ ン」寮法 ハ中止 サ レ,沃 剥 ノ内服 ヲ與 ヘタ リ.

現今ノ所見左 ノ如 シ.

原病竈 ハ灰 白色溷濁 トシデ顕 ハレ角膜 ハ全層 ヲ通ジ テ浸潤 シ深 部特 ニ濃 厚 ニシテ猶 ホ微 黄色調 ヲ呈 セ リ多數 ノ

結膜血管ノ分岐 状 ヲ呈 スル中 等大血管上外方 ヨ リ來 リツツ溷濁 ヲ貫通 シ僅 カノ深在血管 ガ又,他方向 ヨ リ放線 状 ニ

溷濁内 ニ侵入 セ リ,暗 室檢査 上溷濁領域 ニ於 テ常 ニ猶 ホ著明 ノ前房内肥厚 ヲ示 ス,固 有病竈 近圍 ニ於 ケル間腔紋

理 ハ常 ニ甚 ダ著明 ナリ擴大 セル瞳孔 ニ於 テ眼底 ヲ明瞭 ニ檢 スル事 ヲ得周邊 ニ至 リ迄變 化 ナキヲ知 レリ.虹 彩 ノ特

記 ス可 キナク前房内遊離細胞 及ビ沈着物 ナシ.

本患者 ハ輕度 ノ既 ニ痕跡 ナク治癒 セル虹彩炎 ヲ經過 ヒシ原 鼓性角膜 疾患 ト看倣 スヲ得.如 何 トナ レバ5年 前,

夫 ガ微毒性疾患 ヲ脛過 シワ氏反 應(+++)ヲ 呈 シ結核 ニ對 スル檢索全 ク陰性 ヲ示 シ殊 ニ駆徹 療法 ニヨ リ迅速 ニ

治癒 セルニヨ リ推定 スルヲ得,而 シテ本症 ハ角 膜實質炎 トハ初期 ニ於テ ハ鑑別容 易ナ ヲザ ル事 ア リ,(片 山雄抄)
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