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馬に える =ける腺疫脳脊髄炎の生例

田島 IE実・上回 晃

(;ftif，正道大型獣E号車部比較務理準設窒，主任~It悌教授〉

THE MICROSCOPICIL OBSE豆VATiONS ON  THE FOUR 

CASES OF PURULENT ENCEPHALOMYELITIS 

IN I-IORSES AFFECTED WITH STRANGLE主

MASA~ORI T A.JDtA and AKIH.A U EDA 

(The Laboratory of Veterinary Pathology， Faculty of VeterInary 

l百edicine，Hokkaido University， Sapporo. 

Chief: Prof. Dr. S. Y"MAGfWへ)

1. (ま L~，き

民の fヒZ畏ttm~1脊髄疾患がJU羽史炎，的 (ífíi走)炎

或いはN4jfの合fji守ii;忠のかたちで、現われるさとは

州知である。

百¥JLてそのえ部分は， 1t主のf本部の化除tt:J5ミ忠

から絞愛1"1:ι イダlJえば頭蓋f?の複雑サ話，鼻陀，

MIJ鼻腔，中 lf^~>;の化膿性感染のLL.C長波及，或いは

化膿性肺炎，1.農抱，敗血症，農民l1jì~ ， i泣f主I場場場;tれf

炎， ft膿'l"t:.腕諮脹炎Y宰k"L際l/，出.行又i主ザンパj立

を介Lての¥11;手移によって愛生するとと，そ L丈そ

れ乍のうちで， !保疫連鋲球部感染に基づくものが，

とりわけ多いととも成者の教えると三ろである。

然るに，なぜかとれに闘する症例報完は立件

に少ない。わが掲でほ熊谷わが右前頭理部にさ云け

る 5Jq{;iiFu1n:えE農場及ぴ!指宗菩践と認むべきもの各

一例に就いて，臨床的所見を中心として記W!(!~j-. 

J/I手。 は!掠掠疫連j幸訣きz誤'1球琵出f及乙び2ピ盲，.j様捺色f位?宝k連鋲J球E吟球j主i南i混;昆2入の

イ不二良!線腺疫ワクチン{使主}出!柱jによる 1諒五泉~4疫支7議象F防左i詑主桟完与射、J伺j

し， 2引l例ヰ中I1{例F珂4に主烏云いてIl)~.球部イヒ農を裁案せる

事貫主報じ-Jf日 11^~>;3) は線、!支兎疫lGの一例に主主い

て， 占:1部告はた体に}~己卵 kßf引義主認め， ~i:支{子Ijの ~inlÁJ

E長持註びにm誌に就いて病王'11.・事的検索を遂げ，むに

際協がliu!Uklli泊三球に多設する原i人!に倒 Lて考察

を;加え，それをl¥1(江訂正Rund ST ACHELINの人の

lliiiH農場に話揺する説明に従い，全く血管愛生の梼諮

(1'，戸E三呉，旦!1ち心臓よりi君主主肢が分岐する場合，左

手!lJほ右側によとL心ij!長に;止さーに上るとた Lた。

諸外調に長ける報:号も， r~d氏^~.;の交献J52宅に

よれば，経かに 15詩品 28f婦が記載せられているに

過ぎ十，その後， :f!l.共の文献調布に jないでも，

1¥1じメゴrERHJELM，4)BRETT~ER ，5) FRAUCHIGElえめ

及び V()(;'1'7)の各--. f札 GLA:¥lSER吟の 4fPUをi宣言11

I / t~} 1<このみである o 1liに慌のHI織察部j礎化を詳述

せる報汗に五つては桜めて客々たるものである。

持てこれせ;のfヒH~H'I=. IJi~i'庁誌民官、が，生i4言語々

なる IJfr!1経企l"t:.'l ，'i~吹を Y.L て，臨床上抱のm~Ht蕗疾患

との鑑lJIJ該国iに公いて屡々Il¥j題となることは，政

て外持i交i誌にその例を求むるまでもなく，青瓦ーの

一人ilirうの経器禁すると三ろによって桜めてHJjかで、

島る o .L![Jちf!f品宰めは 194911ミ，北海道にま示いて

f] :{~mミ炎英E品:とさ.tLた jJJ19f苑中 32例に， かかる

化賊性III訂正鵠疾患を見同[ノたので、ある。一←a方病月1

卒!l織J望的診塁rrに会いても，従来， :jドfヒE震性脳脊鑓

炎として，あっさり H'づけられていた日本民総炎

でも，その初期決に公いて段，伎の雪験的f対立前

角炎のr'{.曲LJ;.Rmlにみるような品安の多:n:;{妥n鼠TR

の病名き悲Jjl十があって， 一位化際性lH~n正 i淀炎をう子第
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せしむるが如き1ii~例の千子二(l: ずることが， IH 品10)及

び3>111月三11)の締約な研究によって持摘された今u

では，戸i)î-tiïlH二猿tI: JJiÃ~脊髄疾患に齢jずる徹底した組

織準的):11見の孫?立が主主主主されるのである。

そ主で今[111，私共l工過去の剖捻材料中から，

臨床， *Hi南及ぴ病迎撃的検索によって，蹴ね1腺疫

抗t患に基づくものとjどもわれる1尚子子提疾患4例を選

んで，約.frlt率的J研究を -~~J-\みた。特に!日立仔践の検宗

にあたっては，上誌の関係からへマトキシリン， • 

エオジン染色の段か， Nissl 3ft色， Spielm灯 er氏結

締染色" Sudan IIItit色，及び、エラステイカ Van

Gieson染色をfjf:i!jして精検した。口、下その概要を

報;号する Q

11.症倒報告

第 1傍 (Pr.168)牡， 2議

臨床的事項 1946'<1三9J:J 25日弘前頭部に

鶏卵よくの!毘療を生じたため某獣警部の診を乞う。

該歎饗fll長は!涼;f支或ぃ;主流産菌症とL与え， それに討

する治療を加えたところ， 10月4[-1頃よりi1f立)J減

退し， 10 n 8 Bには狂謀、設11:あり ，ifJljJ全く治夫，

科I乏症絞1Ií~欣を呈 L，食慾廃施。翌 9H箆死した。

病理撃的所見: 体腔諸内臓器一時及び前絞

踊技リンパ節に膿場形成あ争，事~度のHqi.距，各賓

ft臓器の管血，出血性諸般性腸炎，心外政下及び

目元ill先手(ill克下の出血，全身リンパ笛の軽疫の陸大守;

をみる。

知識率的には!litこ化膿性気管校時J炎，鮮の管

血とj同iス1/主主nm主の事長;支のi1毛え明君主，肝で誌ノj、実中

心性の管血，おH絹内皮細睦の事il度の語大増設と血

銭:JJi~，多形該白血球の遊走を，心では心筋唐に長

ける血栓形成と出血-， !liに北膿リンパ腺炎等の所

見を石安めた。

関一先宇頭部にJないて，左側の前頭部より{前

頭部にわたり膿場あり， との部では頭f?の穿孔を

f'fう'rl'Uf及び、ft膿ti:廿技炎をみる。 m誌で、は髄民血

管の損号l~充愛者しく，狩に討4!1三球後頭葉，小H~1 及

ぴ脳京都に会いて高度に建す。鎖骨穿孔部たる左

半球の硬膜は僅かに肥厚 L，軟肢との出jに識者I~素

一膿;v!:琴-出物を容れて癒着する。事えØ~1主一般にj凶

器 L，軟膜控，特にm語講内に接税黄色濃1l~容れ

る。 11:/1ミ球後頭葉門的{の各(IIH唱は， その外去不規

見!日替担l歌の卒U.寝泊夫在iを現わし，軟肢との1mに多長

の援11'を容れる。腕ffll両にて;主的I.;Wiやや著i切なる

ほか，特殊限弘美を扶く。

鏡下にjないては，設誌の記号化が苦しく f1 ~\:':つ脳

内 nl~的所見に一致して lrJIミ球後頭烹部に 3ないて故

高度にj主する C との誌では軟肢斡は多長のまiH艶.r!:.

註びに築液識維素性号出物によ争犠張充盈され，

場所によっては 2-:immにj主する。 細目年成分は

院外去，民主ち:教民穆ft校近該部及ぴ軟技;在L管外股

伎ではりンパ球，形買お輔ら jtF主主lII.HE'，識語t芽まls

毘等が多く，境中心部に進むに従い核の提訴i，崩

壊に陥り，原形立の染色ぞ主主夫える多形杉U'l.良球

が日立つ。ロヂJ10比較的えなる静肢に沿いて白色

或いは混合血栓を容れるものを}豆々みる。との膿

性浸潤はまiH.n'n.管を介して皮質に波及L，又皮質'表

居の所々に軟践を氏主主とする摸吠或いは乳鳴訟を

な Lてち;:?問制Ef!活が進入してliHかに股場を形成す

る。かかる場所で、は'Ii![:経;:[1.織の説注者， l/く，高度

の荒廃 rHr鼠及びノ'jI(lj主主示L，夫ずL:J升にji11fL鍔細

胞の出現を作う所がある。皮質には多形核白血球

の疎霧，苦闘蔓1ft.遊走あり*近傍の;Iir[:子主主lsD包法種

々なる:uU電柱務化に陥る。抱の夕外ト套各葉及び

に主烏テいても，総肢は同;誌の傾向の病慢を示L，m語
講は声jI支の泣i問主H1JlT!の集干fiによって接張する。 I111

~ù事漠部で、は浸i間一般に疎となる。 1之民表}青に;主多

形核白血球のま車君主，言語受11:遊走を示す所・多く，神

経車iH胞にはな'j"l:lfi主張に陥るものを散見する。 M前向

民間iの軟技でほ礎化著しく軒{投である。 rllni主に長

いても軟肢に泣， その全去に雪崩三E'rl:に膿'j-'f:浸潤あ

り，特に中!JLJJ王体溝音らでは後頭葉のそれに劣ちな

い。 j伝言及び延誌では底面軟肢に軽度D泣i問をみる

に過ぎない。{捌R瑚瑚1時目稿吊宝及び

上上.皮去蔀綿i間E暗貯除1の剥奇譜まを示すところ多く， 前~.には所々

上皮堤u~Cf'の出品L と， 多形J絞i持按否委~í什1 出

をみる。 f側R地0 .1稿!目伝民j員持i奇i2宅主吸絡叢 lば主 i託F腎腎f安主勾~H旗q畏畏剥'1"恒性'1"円J号生i主:一充 J血在主L苦 L く， 121T1ー

に多形核白血球を-:i:とするおi抱浸潤を認む。なま云

完j徐索によって， mミ軟肢!p~の膿1h lirljその也の賞

'(1:臓器から綜寝連鎖球1I4が j諮問された G

第 2伊U (Pr.236)花， 2議 (Fig.1) 

臨床的事項 1947年 11n 25日頃から掠疫
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に住民恵， その後素人療法を:1111えていたが， 12J1 V5 

日頃より歩技鈴践となり，会懲減退Lたため，訣

替の診を乞う。常時熱i反?なく，会慾!資総L，歩絞

E合E長，停止時;主沈者君主)U~ を呈する。 その後記:歌オc
5fCに元言語 L，12J:J20円起立不詑に陥り緊死す。

約.ff!l.!事 fl'1r~r・j!: 1判i/~ri1f内臓器一著笠をみな

い。 mミー軟E足立僅かにi品i問，血管銭張充主主主示す。

続出)FRえL，百悼のJrliP子化と/1i言、高の狭窄を示すG

lê.!~三球頭頂禁中央部及び右半球，後頭芳~1支頭説に

近く，それぞれ 1何の探湯あり，該部は稿;苦治夫L，

E長表面上に倖古に膨降L，波動をうミする oNii半球後

m~妻宅内{則的Îrz:江，主J格的に異常呂枠 (Druckwulst

Dexlers)の時j捺な影成をみる。

割前{に就いて見るに，左午球のIJK~湯江主主 )(ti'li

f主17jJcm，長{{i~ 4 cm に注する卯 lii!形を止し，経f~ょ

雪L頭f本の出iさに会いて，摂場氏はJli五九三放き!誌に接L

土壁は銭湯肢を以て官接，夏i11頂葉軟肢に接する。内

容は帯員L!:J(r'1色クリーム誌で，j;引キiはl'兵さ約 lmm

にj主ーする識者í~'l'!tの膿場設によって被告われる。 1iqミ

球の殿場・も f;~左京， :t5cm x 4cmの卵;il:形を 'J_L，

前後に長く， .1-.及ぴ後壁i工農場肢及て;:.:少詳のmミZT

をこ隔てて， それぞれ後頭桜及びf11拍i軟技に長ーする。

内容及び、設場伎の性信;は左ヂ球のものにFTJヒO 他

のm込書11 詰iで辻後忌1子主異常国事事官Eに多夜十tの t.fu~J(n.坊

と， ヰI Jjf却しUí:休の受 lf3にí'1~ う中!日三水道の狭窄を認

めたほかには，者:建をみない。

鏡下に会いて，H農場辻左右m語学f去に見られる

もの r~14~'共にそのi刊誌ば務しい膿球，即ち高度の

核崩壊或いは核陵結;に焔り，多くは原形民の染色

'~f:.を Jたった多形核n IlÍl.þJ(，誌び可こ I~Tlt:k毛並性に陥っ

た大罪食事i拐を， ザンノミ.f;}~I>~'; iJ 'らなる。 Jhl*3まにはえ喰

細胞の疎に泣i再現さ列する部分あり， このおlHr~の原

形質内には徴主m主控多数を容オL，一込J格子主iH恒Jiえ

を止するものがあるが，脂肪物't'U主究明されたいa

その外側には新生毛判的L管の1111に多彩核If出.球，

え日会主i時主，形民主Il，Hfi!， リンパ球，識討t茅まiHHrJの泣

i問する幼弱肉芽組織清があ 1)，更にその外JNlでほ

叡jC}謬原議官tのよ:す角的二 1~1かに認められる。際毘{議

題h狩t士・敢に車HIHí~成分に乏 l~ いが， )iJI・々にリンパ

球'I"f:，形江主íliHr~ 'I"J:.1~ìr司をみる O 腹手却炉トの 11111辛i~主lL

織に沿いても，可なり政範にわたり多;設の []'[d~;tL

来日1抱 浸i問を故見7るG との場合，浸i問主j~胞中に多

71ラ核白虫球をみることは宇ろ稀であって耳切立を

示す血管外~細胞の聞にザンパ球及び:彩EZ細胞が

疎に浸潤する。又血管の充霊験張著しく神経宇目.

識段水!毘'l'tとなり， flrr!l経卒lRH卸土担列F義務となり，

杉及もど月何本の!j杢j三， u!G:f)El容解， 核のf局f立をまする

ものが多く，鎚剖足農協:民及び、それに接するt'fs分

にゐいて崩壊，ヂ染を示す。とれに到して勝記n.1抱

ρ楚fヒは桜めて微弱であって， j己扶謬車iH胞の軽微

た増設をみるほか， q'，)'fj"eすべき礎化i主ない。膿場

寸ら遠隔せる領1!:~:，却ち前頭理，側頭烹，大mミ核，

!lEisiF各部，11、1irf;には全く炎{'Iミ礎化をこ快く。{11.し

後誠実にゐける異常呂i持基?誌に高度の出血あり，

zオルテガ長問主主立びに血管夕刊支r.iHij包の事計設な:r詐角立と

少設の穎1;"':主III時形成をf'tミう g

軟肢は中勺;度の!容・脹性充血を示L，殿場イ付1

領域を被う部分に限J"JLて，事t三;支のリンパ球'~f:まiH

1包1':之i問主交ける。

擦の直接塗状摂本に連351球荷主認め，士長長に

より践校連illj'j球誌が分離された。

第 3伊n(Pr. :522)牝， 6 t詫(Fig.2)

時五I{~FI'，r事項 1948 '<!三 12J:1 28 -r3頃より食慾

不振となり，笑芸次第に表う。禁 49年 1J:J i rl初

d今， f本i益:m.5G

C，股捧 50，食懲rif'受給のほか，特に認

むべき :J;'I~MJ~ Vまない。その後H":'ih~ :m.5
0

C )う主 40.8G

C

の1m乞 i二ーFL， 1):JI0nには約 :30分間にわたる

強 rli設作あり，頭間 l~ ，際肢を露fl~o /:u月13日約20

分IHIにわたり狂操設作あれ JLつnrIi炎所見を明瞭

に認むるに至る。翌日日奨死3

病よlI!.fi主:~l")戸市!: 1.刺空諸臓器一部拾にあたり

iおil性的炎，軒度。JI{!iJ主，各賓弐臓器のきき乱心

外股下出品l， ~jl q誌のカタール?を炎写を観察し，組

織事的に誌記に肝になける制調内皮細胞の軽度の

!;豆大常設と詰1.銭持主多形核自:血球の遊間，菌栓泉

を， H'~!では雪之品/.， Rl{l誌の幸iq授な羽生と}Zjj会話己 i?? 
のネフローゼと諸栓来，JliにきliJえぴリンパ話jにも

正I1令ヲJ3を五忍む。
目当仔諒一敦続出.管の績張充・盈著しく，用々に

小iii 前L斑を1'r~い軟民自己辻混濁し， i軟ll5'i控，殊に

m言j菩r̂.lに者?会工事〈fi色I畏il-をず手れる o 腕 ff;;:這i夜ほ血

紋色をご'f.L，1凶器， 1望去に主主榊す。Hi読了子誌割弱
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には血黙を散見するのみ。

組織誌にむいて，最も戸jl支の約二毛さは小1iiifirj三

球外{¥!Il両敦岐に存在する。との訴のm言語i刊には該

の崩壊，濃縮に拍れる焦款の多形;按n血討し一部

リンパ球及び幸II織成'¥"主義H胞を容れ，詩集塊を混と

廷に高度の充血と出血とを1lい，臨海l主著しく娯

駁する。とれせ;の車íH知性蓉IH物ぼ織者!~話会~t巷出物

の微細網根内に轍訟につまって去り，軟民組織の

存在は宥ろ不明瞭となる。分子f芳夫宥には多形核

内血球の正義霧散在'I"f:.の遊走あり，軟技より m言Y1，弓
へ進入する血管では麗‘々外校舎iHijfi~の:増設と軽度の

陵i屯浸潤を1'1:うQ 一向所では分子唐註び、に一部穎

1;.i:まm昨宥iこまたがって， ~lHr-ð 'l"主にï-Mi支の膿性浸i関

を 1tL ， jjifi:経組織は議解に路札口~1かに農場-を形

成する。

廷髄及び

i内苛に多?景量言主;の膿性巷H向i物を容れて撰t張日反~ l<， 軟技恥官二

の{換張充盈とt-HIIÍlを1'1~ う。、血管内に注多設の多形

核r'iJ良球を容れ，腕主主主5動薫に沿いて， r斗技ードに

多形技白;古工球，幸H.織球及び Fンパ球浸潤 L，，苛皮

細担は疎開，一部釘j誰 L，化陵1:'主動張内膜炎と認

むべきものを稀ならす=みる。前橋にでも礎化はE両

氏高記著Lく， mミ底部蜘摺波間よち概ね品業領域

に至る軟技睦内には芸展蔓性に多形骸白血球， リン

パ球及び組織球性まil1較を容れる。とれに討して前

日高凸面の敦1貯知的主軽く，所・々に少数-のリンパ球

及て;:.多形絞白血球の設i閏をみるに過ぎない。

脊髄麓肢の礎化もその耗度にjないて脳幹部の

それに劣らない。各部軟践ij2tは共に，犠ねその全

日iにわたり漏斐性に陵I~主季出物を容れ，高!支の充

血と出前Lを1竿い，脊ij毒i夏校内にも軒!支の多形核白

血球悲走をみる。

{側n埼l詰1叩I脳;詰詰宝及び
しR陪開;耳i琵に多形;核該f白1盈血血L

‘
A対球ミし， リ1).ンバ球， 彩:江t京記制制JI吋i日i抱及び

幸誕組組i自立1.織織占王球珠ま是a性車記綿i間号閉1胞望がi浸受i潤問する。1ft組員宅， 第 31H毛主主及て)ご

中総水道に去いては，上HほiH担。経性科濯を lztす

るところ多く，戸斤々にリンパ球，紺織成及び多ー形

核白血球の小集族、が11琴着する。

mミf't内の楚{ヒはlfIj記小脳分子持のそれを除

けば，桜めて軽微で、あって高度の痛礎を示す敦践

に接する酪脊髄表居にjないて，稀に軽疫の血管性

まiH胞i受精泣び、に神経記Hijit!の二什生時談話i換を散見す

るに過ぎない。

Î;;. 身長H諸事的!会索によむ m言及び体粍J~臓器か

らi容的L性連illj'iJ::長菌が設明さました。

第 4例 (Pr.2801)花， 2-j，友(Figs.3，4) 

臨床的事)J{: '] 949 11三7n 4司頃より陵陀鼻

おあり，同月 8n 浜完了ち食空~~riff ， 40.0"C 内外の

持皆熱を示す。践校と三多額され，その治療を受く C

7 n 14日入院。常時f本格実養中λ弘元気たいに沈

哀し，歩打;蛤E良i頭部を下需LてZE然行立し項

部損l主主主す。 活力なく，限結肢は本潔帯黄色に

して左誌や-'¥-.>充、吊t，rlH肢を{討す。右鼻手足、有iA克江不

潔にして血JjEあち，左部上哲-:，~~，~兵長色鼻n少許を

H'，すo Pll輯機総痔，咽咲頭部-r1ミ，心f季やや完走，

7%5 1首分裂，主主i勤苦す{やや克進，[L腸i弓に治化不

良なる1?1糞多量主こ容る。その浅!;I)J'J 17 n奨死に王

るまで，概ね !;1) 誌の:!討1ミを 'f.l~ .fぶ自主治.0--40.W'

Cを上下し，眠時的--72を穿:ぅ O

病JA:事均所見: 掠??主主臓器 -jjlijに.iJ-ij-る殿

場形成と綴若!~自JJH~~九 E回顧問肢の膿性カグ~}l

ï~毛皮の議権者性心外股炎，各\翼民織器の菅血と時:

大，IJ、拐の軽度のカクールt主張炎を認め，車n.殺事

的には以上の他，稗の諸胞と，終結の増生，警警品工，

肝毛主IH良管の幸三変。銭張とri司管内及び、グ Fソン氏

祐i亡命ける多形該白血球及びリンパ成。軒度の1S(

i爵，化投}宝章IA支え管校炎，心及て玉、背のIi甘えに公ける

軽度のまm_~部支持，慢性リンパ線九イヒ濃性子宮内

膜炎守;の所・誌を隊めた。

日誌脊J這一指*-H芳C600 g IHミ{f譲渡江白湯し，告か

に士官長ずる G 左後頭二男都硬m詩Iì~~r斗に米N:え膿場-あ

り軟技血管;主古前lr~~J度にして所・々に里l~d訳出血を

みる。軟肢腔には全般に長色謬浅遠出物を容れ左

後頭烹外側に沿いて約鶏卵亘ikの部にi主長lfl色 糠

誌の滋准奈袈片やや多量を附す。雨半球後頭葉内

{明治iにそれぞれ小指頭えの異常国!博 (Druckwulst)

あり，酪脊，主観両には民L弘iiやや11ft壕たるiます，特

殊政局来をこ認めない。

経l識準的にも号室肢の病替が日立つ。大府左半

球後頭葉部設肢に辻，内H足的所-E4に一致して明瞭

なる農場の形成あり，多形杉tr'1血球は&!fL硬技組

織内に言語受性に遊走する。その部の硬技下腔註び



田島，上沼一一馬における線疫騎背髄炎 04例 45 

十乙軟続格ば， 多形核白血球， リ ンパ王球jまミ， 大i喰食去釘細組i目乱司司部-月除1怜fJ.

車詣紺H識王球j去会幻幻i十辻汁汗t性!"
容れて抜t張;民長 L~しJλ~，内 H民主以て l l) jf涼に指指し作る l'長い

ま111]包括をJI李成する。 小Hiii， 中!山H山;品当及びび、1百i詰詰前1持一言釘出白卸iJ品昆i底部のヰ軟史

白挟克がとtれLに才弐くいでで、戸尚j1史;去主〈E巴のJ1畏昔a

を主乙み}前j諸な1干ミ， 支fHミ底部及び庁i主全長にわたって病建

治jのるが，その松長立前各部に土として著しく劣

り. i~え民の;KUーをj生疎開と多形絞白血球を主とする

1~7!号車[11 胞が散在住;或いは小集荻~'l''tに見られるに過

ぎない。

病後l主一般に主1r鮮で、あって，遊走多形核白血'

球には絞の浪者f:• 崩壊に陥るものみるも，た会そ

のk部は正常核形を保持し，議詩t芽まm胞の活動;工

殆ど認められない。軟E15血管432に競肢は出II乏の充

血を示 L，設.r主1~1間著しき部では!豆々出血を作う。

後頭葉部のJIIl管には前t栓形成をみ，中目呉氏部の 2，

:1動振に於ては内定患BH主一部加工悲し， I寺院， 中目見

及び外肢は共に豆長惑とな与，そのIfHに多形絞白夜

球及び一部組織法民主ill胞の以i悶あち，化段位trL劫

坂長f象を止する。 U~ 4 JJf主主吸宗寺主にはliiitt結合識

に軒守支の争111qp~1ぅ~ ~[!~~jがるる。

これに刃して;呉氏i11Jの様化試極めて車'iq設であ

る。}訣民病生きの戸i吏7:d受51ntt~ ， Iト!日~1 ， ~! I Hi言及び前

日i~i底部では所々に血管を介 Lて 1尚武夫!升に炎柱建

化の波設をみ， 又多静十五t(11血球<DJs長是主主露三五位近走

がある。新る部N:で;Ij: Jït~U~謬まIHij包坑び一部オノレテ

ガおH自の軒度。清i教と活ifiiイヒが込られ， Ilflll経細胞

の急性!珪阪に箔るものを故日するG 大fH~í脚に辻敦

Ei:病後に1:主Lて，染色標本上，内fl誌を以て辛じて

指指し?っる限度の~filnlJlあ.故街な多砂杉t (I J血球泣

if司巣あ丸 II¥I!I経卒iI.様の語底解を;'p¥.(' I明かに'1、殺場の

告を止するが， Ihl!N:iにはな会反感涯の防成をz認め

ない。

記n菌事的ぬ来同よってはBI¥j，その他1m内1悔f浮

上。i容泊l'!:'t連6ifi球菌を， ljii土り辻ゴドi容mLt主連GJ'i球
菌が分識されたG

1[1.考察

主主f抑IJ'Ht古iこが三いてみれば時jかなように，主31

例を除き，抱の :31持Ut主臨床rll~ に!捺疫と診断され，

或いは多分にそれを疑われたものでるる。

細菌製予]検宋によっても弟 1 及び守~ 2 {弼はE品

約栄元、ら，主Iiに前三?ではJlili病染，その地の翼民臓

器からも綜疫迷宮ミ球菌が分離された。 uc;) ，{yljの約，

!tUイ対立立ぴに弟 4fyljの胸，腹控臓器からは，ま1IIかい

Ild，'.LはデiPl号されたが，それぞれ溶血tむ主主1球誌が

詮Il)jされている。但し主iC4 {yl]の限定、ら分譲された

ものは，なぜか非i容血'l~主連室長;球菌で、あった。

病 思1fJ手告Ij註びK病#J{組議事的検索によっては

中極神経系統には全例に化陵住炎症を認めき体腔

諸内臓器にJないても，第 2拐を除き， {nJれも諸感

染を一j守:ιするに足るJW込を主}まげた。 4キに Hi\iに~い

て各例共通(I"Jに，イヒ能性試管校肺炎jう主張場形成

を観察し得たことはj主flに摂する。

組長j事的にみればZ53及び、第 4例で誌な会議

論の徐地が多分にあるが，一[釘除去に:~L室、せるも

のとして扱ってた十大過なきものと与えられる。

1.}1桓jj1r!1経系統の病辺、i土， 111Jれもイヒ提注炎症に

屈するものずあるが，第 1第 3及び弟 4例では諸

民的唆主主体と L，更に殺して軽微ではあるが，

日誕百内へも炎住宅三イヒの波及が観察されたから，化

股'l'tJ制定一路(1fIWi炎と診路せらるべきものであ

り，み(~ 2fý~にては，イ乙諜廷は ìJi込買いH乞拠品し，槌

肢の礎化;主治んど取り :f乙てて主主七十べき科度に淫し

ていない。従って化1岳民脳炎(!J副長湯jとさるべき

ものである G

さてこれ写の訂正{ylJに会いて， U;( t五!菌迂如何な

る主主~惑を経て，副主主格内へ佼入したものであろ

うか。

ヨí~ 1 {ダIjでは頑fi-穿孔をf'!~う廿H(及び化膿'tl:廿

肢長ìJ~I l) iかに指摘されてなれそのlÙ~下の誌肢に

故r~ill支の病替がノ(J三 {I~L，その部より遠隔するに従

い柁支を減とている ~}i より見て， これを感染!っと

することには論議の徐地がないようでるる G 諸内

臓器の病鑓設び、に臨床所込に照して，先マ何台頭部

に持移住撲場主形成 L，三えいで、イヒ膿'!?ir545:炎，う

1山i江Lを引:き!-j去忌と[ししJぺ， 百頭i兵:1t~廿l'穿孔に設反L ， この部から

)誌は!妄舗によって. f民~~-=J，くいで軟肢と連続的に斐

廷せるものと解されるc

私共;主腺疫性脳f長話交に手ないてーかかる主主延

形式に関する桜台あるを)21lらない。頭蓋'fi'の複雑:

'~j'fJ可その他の頭部外傷の後続感染に際Lて， 1妥
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々類似の蔓延形式を取るととはある。架Lとのよ

うな場合に立原凶菌は必宇、しも腺:1支遠鏡球菌に ~l~

るものではない。 BI氏ミET口打r、1メミ江ER及むびび¥.、 VOGσJグ丸v

卒報託青 FI<.AむCHIGEIZの弟 9タlJ， fIJお宅の第 81Y~

l土， との;jt出場に屈するものでるる。

1tJ1の 3例中 j;(5:3及びj;(c4例で誌それぞれ壊

屯t主忙援性肺炎或いJ主化陵住宅iH支え管校炎乃至間j膿

場形成がるり，更に肝，静その他の臓器に軽微で

はあるが，敗血性的主主選が観察されている c それ故

恐らく地誌の化陵t色感染より特移せるものでるろ

う。

第 2{ダIJに烏いて注，体腔諸内臓器江肉眼的に

著をきを訣いたため精扮されなかったが，鋒死言iJ25

日頃編床的に腺疫指:志、が踏められている事費から

すれば， mミへ持移形成後，多分軽微な諸内臓器の

!長交病をきは泊返せるものと忠われる。腕病礎に去

いても新f.~t子主主炎'住礎化辻も IjL見られ宇，脳農場-は，

eJ-tに明瞭な織育t'j竺包裏を受けているととはこの擢

?を表づ‘けている。本棋j類担の症例を私 共i主

GL:\l\lSElえの2f~ 2例主主むごに摂谷の報吉例にみる。

付れ~'C:しでも私共はとれ守;の症例に会いて，

!豆々弱詮寒，仕掛?主動張内膜炎ノう至汎強張炎を親

祭 Lたととをtli:jji詰LたいG

詑技手i毛きを.t1-本とする弟 1553及び;rc4例に

hいては，イヒ膿t主感染のl主援i皮及と弊移とをIHjわ

すて部fhtj日J1L: ~1当礎のi/f(在宅はあるにしても fjfi1'仔諒

1"i・領哉の議院に，多かれ少なかれ禰華住に炎ぞ工場

イヒ:32分子ijL， 1liに張総事n繊及びjJi号室上!之唐にも逗

々その波及を吃るととはi主日を要する。かかる事

責ば;教民陸に到建:せる~jは雨後 Jji~j奇話演逗によ

っても蔓延することを物詰る。炎牲者き化のI誕百内

への波及は，府内外夫前iより， :~X:中軟院より騎廷

内へ進入する血管に沿って逐次行われる。然し乍

ら，多砂該円;古1.球の知識選走riかかる血管住宅き化

と潟立して，皮質の長}葺に揖斐 j~主に穀察されるこ

と法興味深い。なJ;:;<夜卒;が人i亡命いて記載Lたる

が如き， !IH涼な化綾tt'j元常J-.1之炎を 11iiせるもの法

なカった07

一方ii321珂では， {ヒ践住炎症は訴えJJ員竿球の

それぞれ;1 ff;i所に限討して限界全子I!)L 肢に識者主位

包裏を受けた換場を形成し，遠踊領訪:註びに鑓1Eミ

i主極めて千静で、あった。

腺疫'í~tíV.事移住苦言膿場が多〈の場合，合かる頬

[むを示すこと江，わが闘にゐける荒谷， 'lfjJllの報

青&11.諸外因における MiNDER，lわ， R rrz ENT HAL-

ER，u) FREUDE，H) GLAM':;ERその也多くの症例

報常によって UJjかである。 との黙 GAIGER and 

DAVJl己主支は HUTYRA，lVlAREl<三unまM:¥NNINGER

がそれぞれの著書に去いて，出議波及による場合

設通常草俊民のん践場を形成し，持移住のときは

多言受注で'Jlつ小型の膿場を愛生せしむると記載す

るところとは著しく趣を異にする。少なくとも腺

疫性r1L~1膿場の場合にはかかる設辻みたらないよう

に忠われる。

GLA1VおERはボ、ルナ病におする!接疫ii民炎の病

理組織事均判定標準i主，血管性浸il望者!l聴の主i/1ij包分

析・によって輿えられるとなし，弐の雲I1・を挙げ、てい

る。.l!!lち!主主疫の場合は， リンパ球，多くのえ喰車is

臨，多裁の多彩核仁1也球，援母し議設芽細見遠鏡

球菌からなり，それ故白血球主佳一化酸性脳炎であ

り， これに釘してポルナ病で;ヱ，多数のりンパ球

大i立主ìH.:J~J"少款の良く慌たれた白血球からなり，

践球，連鎖球菌;土なく， mt古議紘芽主m砲も存在し

左い。従ってリンパ球注!j昆炎でるると。

この茂平辻多形杉tn血球に闘する限り，その

謎わが時の丹本M説話炎には吉詰まらないO なぜ左

らば8Hこまえがきでも織れたように， 日本l込書ii炎

の初期H象i亡命いては，ポルナ病と異なり，むしろ

KISSL1NG and 1之江BIN，LARSELL) HARINGand 

吾lEYER及び、 HUlぷ rが設やるアメザカi品目白;汗:造

炎，或は宣験的子子持iHJ}I令炎の白面L球思iによとせらる

べき松!支に，高度。多:形核白血球のi01場参加を見

るからである 0

23からば r~4-K-の主呉辻{J1Jおに求めるべきかG

ここに記載せる 4例のように，約機が進行し誌に

肉 i民的に諾肢にむける援性1~1詩，或は脂質内の膿

揚をlりj壕に指摘し作るftE到にあってはその鑑別は

容易で‘ある。1liに組織設に長いて注けすべきは，

!涼夜1尚子子諸炎に~られる多形核円血球の遊走は，

踏む5或は樹立内の一定都域に限'1'ljする場合多く，

悲IHは説して縫析であって同時にIlff!l経組銭。駿性

融併をW.い，明瞭なるZ農場-形成に導く。その際，
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IlfJll経簿記H胞の動日立徴税であり，神経卒isijf:!の唆化

も約束以外で!主一般に李主役である G これに主Jして

日本民民灸にあっては，それが7JLfii~1 庁述炎といわ

れる如く，先住建化は!ii三f子J這各領主主ーに多かれ少な

かれi時療に存在し，多形核r'1鼠球。組織遊走はm
収主主すると共に長範にわたり言語斐位遊走をな

す場合多く，その~(手先ぽ一過性で、あって iljrll経組

織〈引IH'~tなる膿f主議鮮に導くが如きととはなく，

次いで'~fE盛なる謬郭l~告の築棋によって泣き代えら

れる O 更に Ilfr[1去をまm担。鑓 I~t，血管往:及び血管皆4 J/i] 

f毛細抱1)(1閏の明言まなる設現を作う G

従って GLAMSERがいうように，翠に血管性

iぅ2ii号車is砲のまIIn割分析に!とまることなく， I日~1 仔詰各

椋域を系統的 11.つ精r-isに捻来L，全体!家主こ正営に

評i買するならば， I>H}f-ο鑑別は敢て国難としない

であろう G

更に!.u持i乙，I者内臓器の精設によって原愛感

染支の後見にう1-むることも，ドHJf鑑別の-lI)Jとな

ることはIjlすまでもない。

lV. 摘要

] ) 1:~~f\1ふま;11詰泣び約土!It事的に!涼;治1);志に起

11(1するものとJ言えられる化駿?fiLお奇誌灸の 4例に

id討して保再じた。

2) 忠言H主弘!ぶfl'.J にlJ~長 f~ として(ÎJ---)i)文京訟の

;まかに，沈彰， +T様車践，狂 J実袋行.，強i丘 i!i尾)J

持民主，ユJ1部~lIt l立て~;'D'lfJ!lネ\;~.!、主品~;l去を iえしたc

均約九!.1fJ計十ij註びに病理組織率的捻主によっ

て .Î汗 r:人H報誌に立 1 例主除き，軒H授な政的l'tt.，ý~{t， 

431にfヒ!民自|主主i官i之lll¥i炎或はfjjiiH農場が観察された。

4) r-Il恒 'lfrl1経系統にhいて 31婦にはイヒ践性rlí~1

1完fli這灸がI認められ，他(7)1例にでほ約毛きは1!J1夜

に的i''tr''.l ~三 ~XM し， 耐え iJi~i/1主主主にそれぞれ 111司の

設場主形成 Lた。それ故， fヒ張i包括灸(lJiえ殿場)と

ri多謹;された。

5) 1 例にむける{ヒ膿性 rJi~品目jミ f示達炎!主頑誌

のi¥i事移行:股i主・より， {ヒ陵1'1:':'1'波長， '~1'1江主経て，[Ü

J主主li~正によって引き起され， 1tl! (T) ;)例に沿いてi主

化膿}訟は也臓器οfヒ股陀抗;乏から枯~1タl主にm~jl勾に

公入せるものとjjラ奈される。

6) ぬの U4ぇmミ炎の有~WH象に jないては，逗々

主誌な多核r'f血球の組織i主主をみるが， これと線

皮脂汗持炎との!日~i組織f裂に公ける鑑別1診断は，法

il司細胞のまiUHeJ.分析のみなら宇，金約(f誌をご系統的

丘つ治主iUに捻案ずる限ちにjないて;主成て凶難とし

ない。

経むにのぞみ，経始御懇誌な拘指導と，本高

御校関の労をとられた臣、おliuJ極教授に-討し恥己、よ

り感謝の立を去する。
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Resume 

Recently， the purulen主 encephalomyelitis in horses as a cor守lpliceltionof syst吉田ic infections such as 

strangles have been not infrequently encountered in the field. Because of the occasional outbrea主s of 

the epizootic equine encephalomyelitis， a specific laboratory diagnosis may be required for confirmatIon of 

clinical diagnosis between both viral and bacterial enccphalomyelitis. There are numerous publications on 

the microきcopicalstudies of non-suppurative encephalomyelitis contrary to the purulent encephalomyelitis. 

，];he authors carried out the clinical and pathological examinations on the brain of 4 cases of purulent 

encephalomyelitis complicated with strangles comparing with the epizootic encephalomye1itis. 

The tesults are sQ.mmarized as follows ; 

1) The animals manifested clinically depression， staggering gait， excitement， tetany， vlsual distur-

bances， rigidity of the neck and other nervous symptoms in addition to common symptoms in strangles. 
2) In the gross and microscopical cxamination， viscera of the all cases studied except one (No. 2) 

showed slight sさpticch:mges， esp:=cially suppurative broncho-pneumonia. 
:)) In the cCJ;ltral nervous system， three casξs (Nos. 1， 3 and 4) showed purulent meningoencephal-

omyelitis.. In the other (No. 2)， pathological changes are restricted in the brain substance and formed an 

abscをssin both cercbrar-hemispqere respectively. Thcrefore it WaS diagnosed as purulent encepha1itis 

(ccrebral absce~s\ 

4) • In the case， No. 1， purulent meningoencephalomyelitis occurred by direct extension of a metast坑 ic

abscess in the frontal region through suppurative periostitis-and caries of the bone. 

In the othcr three cascs， it Seems to be that pyogenic organisms gained access to the brain by metastais 
from suppurati ve processes in other organs. 

5) The histologi~ 、 differential diagnosIs Is not diffucuJt in thεchanges of the central nervous system 

bεtwεen llurulent encephalomyelitis caused by strangles anl an early stage of J apanese equine encephal-

omyξlitis. In the formers severe polymorphonw.:lear Infiltrations in brain tissues are frequently observed. 

1t is also .needed n~)t only cll analysis of the infiltrates， bu~ also systematic and cxact examination of the 
central ner.vous system. 

E玄planationof plates. 

Plate 1. 

Fig. 1 Cas~ No. 2 (purulent encephalitisl. 

The portion of the l~rge chronic abs~e3S in t3e cerebrum. Around the suppurating fo，?，us 

(right)， fibrous absce3s membrane (left) is seen. Hematl)xylin and e03In. X 80. 

Fig. 2 Case No. 3 (ρurulent meningoencephalomyeIitis1• 

Plate 1I. 

Blood ve3Sel of meninge3 showing . .purulent endoarteritis. The endothelium become3 
dilated， and suffers marked infiltation of polymorphonuclears， histiocytes and lymphocytes. 
Hematoxylin and eosin. X ] 60. 

Fig. 3 Case No. 4 (purulent meningoen~ephalomye1itis). 

A vigorous suppurative infiltation in the meninges is se~n in the right of the photograph. 
The molecular layer S:10WS a sparse emigration of polymorphonuclears and some gIial 
proliferation， all in relation to the meninges. Nissl's stain. X. 160. 

Flg. 4 Cas~ No. 4 lpurulent menIII6oe'llcephalomyelitisJ. 

Small fresh abscess in the crus cerebri. The ab3ce3s arises in relation to the marked 

suppurative infiltra.tion in the meninges (left¥. Note the absence of reaction in the 

nervous tissue surrounding. Nissl's stain. X 80. 
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Fig. 1. 
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Fig. 2. 
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Fig. 3. 

Fig. 4. 


