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輸血、血液注入、腹腔内血液穫留 (Blutrnnsfusion, Salzinfusion, und Zuriicklassen des 

Blutes in der Banchhohle bei Blutverluster】 Arch.五kl. c、hir.Ed. 161 Heft 3 S. -186.) 

少シ以前マデハ内出血ノ際、腹腔内＝流ti¥シ9血液ヲ止血後注意シテ除キ、ソノ際血摩 7高メル方

法ヲ議ジノレノガ普通デアツ夕方r、ソノ後腹腔内ニ流出シタ血液ヲ再ビ循壕系統内＝導干入レルタメ、

自家注入ガ行ハレタn 最近ユノ、内出血ノ｜努血液が腹腔内＝残存スノレコトヲ望ム新シイ傾向ガアノレ。

ポンフイク（Ponfik）等／人／研究二 d ツテ腹膜ガ非常ナ吸牧能力ガアリ腹腔内ノI血液ハ再ビ循環系

＝復錆シ24時間後＝ノ、腹腔内ヨリ血液ガ殆ド吸牧サレ Jレコトガ明カユナツタ n ごこ工土之主（Heinaz)

ガ犬ユツイテ観察シタトコµ＝ヨルト、吸~~サレ Jし血液ノ；量ノ、1延稔重品ツキ i:jc時0.5乃至2.7沌デ骨盤

高位ノ際最モ好都合デアノレ。平均吸収速度 lkg.ニツイテ毎時l.5cc.トスレバ 60kg.人デハ毎日寺aocc.ガ

最モヨタ吸牧サレタ血液ノ量デア.＇＂ o~と1土三（Ro臼ius）等ノ研宛＝ヨレバ高度ノ失血ノ｜燦最後ハ

赤血球紋乏ニヨ Jレ固ま素倹fij1(ユヨリ死亡シソノ原因トシテ呼吸)fofl療ガオコ Jレ。最近ノフイラトールス

(Fila to日）研究＝ヨレパ腹腔内＝流出シタ血液ノ、最近ノ目時間内＝ハ血液融解ヲオコサナイ。腹腔内品

涜Illシ9血液ヲ 11：理的食堕水ノ ：再注入＝ヨツテ：； ・1ュウ Z メ理論的＝可能ナル血液／；有毒性ヲ弱メ

ノレコト ガ出来ル。著者ハ犬＝ツイテ同様ノ方法ヂ犬ヲ明カナ危篤／状態＝陥ルマダ血液ヲ流出セシメ

輸rfn.、腹腔内血液注入、食臨注入ヲ行ヒソノ恢復カヲ比較シタ。犬7死＝導ク失血量ノ、各機成者＝ヨ

ツテマチマチデアノレガ全血液ガ信重パnトシテ骨量重ノ 4.6：，＂；＇.＝アタ yレ。 3霊験例ノ、失血後静脈内輸血7

行 ζ タルモノ 10例、腹腔内血液it入ヲ行ヒ )CJIレモノ 10例食堕注入例10仰j失血i圭何等／慮置ヲ施サナカ

ツタモ I；）例デアノレ。静脈内輸血10例中 2例死亡。腹腔内血滋注入lOff!J中5例宛亡、生理的食蟻静脈内注

射］｛）伊j中立例死亡、民主霞行ハザ Hシ毛ノ：1例中 2例死亡、手術選上ュテ死亡シタモノナシ。此ノ：笈験ニ依

レバ腹腔内血液注入ヲ行ツタ犬ノ、唯失血セシメテ民主遺シナカツタ犬ト問機＝平衡不夏デ食騒音~脈注入

ヲ受ケ 担犬 J、組織／；破レタ2f衡 7回復スル可能性ガアJレ。以上ノ貧験トl司時＝血液成分ノ形態袋化7

観察シ夕方＂＊－ ノ表ノ；女日夕デアル。コレ＝依Jレト lfil管内輪前l'、前1球ノ減＇.l>7高度ノ：失血／際＝モ忽ナ司

クスル腹腔内血液ii：入／場合ユノ、24時間ノ後＝則復シ、 fi;続；t入／時ノ、非常＝オソク何ラ討入7行ノ、

ナ イ犬ト匿別シユクカツタ。以上ーヨツテ次ノ；事ガエよへノレ。 I 、腹n~~内／高度ノ失血ノ危険ハー ッ ，、

循環系障害＝アリ 他ハJfil球喪失＝ヨノレ酸素機餓ユアノレ。 三、腹腔内 JfiL液残留ハヵ、ル ~l＼血ノ際最初／

1時間＝於ケノレ危険状態ヲ股シ組織＝卒後Iヲ保タシメナイ。 3、之等ノ、食殴i主入＝ヨツテ目的ヲ達ス。

4、腹腔内ユ洩留セノレ血液ハ最初 1l日ノ巾ユ全部吸牧ザレ高度ノ；失血時＝於ケル患者／前1液、形態的

成分ガ凶復スル故＝腹腔内へ／内出血ノ｜際、止Ifit後生理的食臨水ュテ 1 :'l I割合ニ薄メテ 400-500

cc I再注入ヲ行フソノ浅リノ血液ノ、腹腔内＝止メオク。酸素機餓 7除去シ循袈系側 11暗害ヲ除ク 51 ~ 

昌生理的食趨＊＇静脈士 t射ト共＝前述盆ヲ輸途サレ '51Jfit液ガ十分目的ヲ果ス。腹腔内＝竣サレ 担血液

ノ、最初ノ 1日ノ中ニ吸収サレ患者ノ血液ノ形態的成分7岡復スル。（林勝）

4ブセシス廠酔現象 (J.Foged. lpsens Narkosephiinomen Deut. Z仕.f. Chir. 229・

Banc!. 6 Heft. Dezember, 1930. S. 365.) 

諸手重ノ府l目f梁／人倍＝及ポス影響ハ、臨床上末梢I血管／血匪並＝皮脂温度ノ獲化デ説明サレテヰJレ。

三ニニーネスイプセンス氏ハ「エーテノレ」、「ヌマール」、「クロロホルム」艶＝腰椎胸囲卒中ノ温度ノ努化

ヲ、足蹴ノ皮膚温デ測定検査シテ、次ノニツ／結果ヲ得テヰル。
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1）上記薬品／麻酔ヂ、正規t理的関係＝アル患者ノ皮膚温ハ、少クトモ 2度以土上昇シ最低温度

ノ、約3H度ヂアノレ。此現象7氏’ゴ三：主二三三、現象ト名付ヶ、此現象／原因ハ、 Miti酔築ヂ皮膚血管／緊張

度が弛緩シソノタメユ皮膚血管ヲ遜過スル出量ガ増加スニヨノレト説明シテヰ；i..-" ~n チ~三竺現象

トハ、生理的ノ動脈血管麻酔反ff!!¥＝外ナラヌモノデアJレ。

2) 次ユイプセンス現象ヲ曇サヌモ／郎チ

a）皮虜温ノ33度＝違セヌモノ

b）皮膚温下降スルモノ

c) 皮膚温ヵ・麻酔前ト同等ナモノ

d）皮膚混ノ上昇ガ2度以下ノモノ

e）皮！前混ガ2度以上上昇スルモ再ヒ下降スルモノ

以上Ir：ツ 7病的皮膚温トシテ、之ヲ_j__2：主三三徴候ト名付ケテ、此原因ノ、生理的動脈血管麻酔反膿

／狭除ユョルト説明シテヰノレ，允モ腎臓、骨盤内 ／：手術等デ見Pレ機＝手術中下肢＝行ク血管叉ノ、交感

市中怪 7刺~シテ＊ Iレ印チ局所的作用カラ／病的皮膚温ハユ7・竺ふ三徴i＇＊トノ、呼パナイ。

以上二ツノイプセンス現象トイプセンス徴候トヲイプセンス麻酔現象トイ 7 ノデアル。

著者ノ、417例ノ患者ヂ、種々／麻酔薬デイプセンス麻酔現象ヲ透明シ且叉イ 7・センス麻酔現象ト橡後

ノ閥係ユ就テ述ベテ局 zレ。

1) 「エ－テ Jレ」1描酔：－

皮ノ、約5度内外デアJレ『動脈硬化症患者デノ、血管ノ被大ガてbイ故＝、温ノ上昇ノ程度モ少ィ。此上昇／

原因ρ「エーテルJ麻酔デ血管取締紳経ガ麻酔シ従ツテ動脈血管ガ扱大 λJレ~ヂアル。

2）「ヌマー Jレ」麻酔目～「且ーテル」麻酔ト周ジク fプセンス麻僻現象ゲアノレ。但シ「ヌマール」ノ

紳経廊商事作用ハ徐々ヂアノレカラ従ツテ溜．ノ上昇毛除々デ約40乃主50分ヲ要ス Jレ。

3）「ク η ロホルム」麻酔：～「エーテル」ト1格同ジ。

'1）「スコポラミン、ナルコヒン」麻酔並＝「クロール、エチー Jレ」麻酔・～例症ヵ・~ナイ正確ナ結果
ノ、1'明ヂアル。

5）腰椎麻酔：～ 下肢＝！！良ツテ「エーテル」麻酔ト略同ジデアル。 此動脈血管披大ノ原因ノ、前根＝

アル交換神経索前紳経節／麻事事＝依ルモノ、fト漣ベテヰル。

。）局所麻酔--rノボカイン、アドレナリン」：～ イプセンス糊槻象ハナイ。

上主~／ Ji日夕著者ハ全身麻献及ピ腰椎麻酔デイプセンス麻酔現象ヲ見テヰ Jレ。

最後＝著者ハ.i2：主三三麻酔現象ト君主後ト／関係二就テ；！＿？＿：主ーとこ現象ヲ曇スル患者／殻後ノ、夏好

ヂアルガ、 .i2三三三徴候ヲ曇スJレモノノ、甚ダ不頁ヂアル事貧カライプセンス廊僻現象ノ、臨床上重大

ナル意義ガアルト結論シテヰJレ。（石原）

主主杢左氏J可諦節性脊髄麻酔J経験 (F. Bode. Erfahrungen mit der Kontrollierharen 

Spinalanaesthesie nach Pitkin. Bruns’Beitr. 150. Band, Heft .+ 1930) 

著者ノ、三~二Z瞥 Pitkin 氏／創成シタ Spinocain ト言 7脊鎚胸酔楽 7用ヒタ経験ヲ越ベテヰル
Spinocain一ハ経重ノニ種カ．アル。

軽イ Spinocainノ慮方ハ

Novocain 0.2、StrychininOJH.l:l（血匪降下／目的） Amylprolaminり.13（梅ノ種子ヨリ採レル蛋白質デ

麻酔集／穆透ヲ湿クシ中毒症状ヲナクスル目的） Aethylalkohol ll.:J ¥Liqt日ヨリ艇クλJレ9メ） Phy. 

NaCl-Los q. s. ad 2.0 

重 fSpinocain ／ 陛方ハ



‘予‘、・》＂・》， d f:I 本外科資曲第ヘ巻；j'l_; 二放

？〈リvocaintl.2 Slrychnin 0.1川:J Amylprolamin 0.13 Propantriol 0.1 Phy. NaCl-LoE q. '・ ad. 

0.5デアJレ

著者ノ、主トシテ ~Jlf イ方ヲ用ヒタノデアノレガ帰~常薬使用前：lO分ニ ~Iorphin II Ii] -IJ.11~ ／皮下注射ヲナ

A。j心者ノ穿刺日寺ノ穏位，、軽イ Spinocainノ、頭部ユ昇Jレタメ 7j(＇！＇側 f立デナス。穿刺部位ノ、 1トE叉，、

町ト JV ノ腰惟間ヂ穿刺前ユ前以ヅテヲ Ephedrin－~ovocainloコung 注射シナガラ皮下司リ脊髄間切帯

ユ／正ピソレユゴリ Jfil'Wi；手下7防下同時二穿刺7無l(fiユナシ得Jレ。薬波注入後ノ、手術ユヨリテ手術選ノ

続二アノレ度盛デ健位7適度ニ保チ手術後ハ2、 3時間頭 ~ri ヲ低位ニ｛呆タシメノレ。

著者ノ、コノ法ユゴル時ハ（1）鰻位聖書夏可能ナノレタメ脊髄巾ノ麻酔築ノ位置ヲ正確＝定メ得、ソノ：矯メ

ニ呼吸中植ハ害サレズ。（2)Spinocainノ、粘着性ヲ有スノレタえ i参透速度ヵ・遅クナリソノ翁メュ中毒作

用 7誠会シ（3)S trychninヲ含有ス Jレコト及ピ Ephedrinヲ前以ツテ注射スノレコトニヨリ血路降下ヲ

防ギ得。（4）高部叉ノ、低部麻酔＝従ヒ二種ノ麻酔楽／アルコト。（ユ）不快ナノレ副作用ヤ後退｛宇用ノナ

イコト。（6）特ニ腹腔内手術ノ、腹壁ノ緊張ガナクナリ腸脱出方少イタメ康イ手術絵地ヲ生ジ、叉血管

筋内＝作用セ Jレタメ出血量力・少イ。 （7）下肢デノ、脱臼、骨折ノ場合筋肉ノ緊張ガ無クナル魚メ操作容

デアノレ。 ト主］！；~テヰ Jレ。（小津）

「サルチJI-酸ナトリウム」＝ヨ ）j..静服硬化的注射 （九.Tentz=r, Genf. Di巴 phleboskleroti>-

ch号n Eiι：1sprilzungen mit Natrium salicylicum. Zbl. f. Cbir. Nr. 43, 1930, S. 2669・）

著者ハ静脈宿殊＝静脈腫状漬蕩ノ治療法トシテ静脈硬化的注射ハソノ操作ト治療時間＝於テ非常ナ

努ヲ省キ得YレモノデアJレコトヲ立ji:ベ、次ノ四問題ヲ考察シテヰルJ ~r. チ

］、 注射ユヨル致命的栓塞／ーイl無。一一著者ノ、静脈腐化セノレ警議静脈ユ光線不透物質（20%Stront山m

uromicl）ヲ it入シテ血行ノ逆流ヲ詮明シ、コレユヨリテ致命的栓塞ハ；窓也セズト栴へ、爾来多数ノ「サ

リチル酸ナトリウム」注入ヲ試ミ、ソレユヨりテ起ノレ限局性焼灼痛ノ；放射ス Pレ方向ノ、血行ト逆β向ナ

ノレコトヲ観察シ、静脈血行ノ逆流ハ「サリチ，レ固まナトリウム」；1入ユヨリテ噌強サレノレコトヲ詮明シテ

ヰノレ。

2、 作用機勝。一一郎チ阜ニ静脈内膜炎ヲ起スュ止マル力、EX，、静脈炎乃至静脈周囲炎ヲ走塁スモノデ

アルカト云フ問題ニ針シテ、著者ノ、静脈痛忠者ノ著書長静脈ニ「サリチル酸ナトリウム」ニ勝状銀ヲ加へ

タルモノヲ i:I：入シ、 y／惨状銀ノ 2週間ニ瓦Jレ組織沈澱ノ模様7病理解剖的＝観察シテ静脈盛会暦ニ

亙ツテ無菌的炎症ノ j包ル事ヲ設明シ、且ソノ問＝認ムル静脈監Wr力繊維ノ破裂ノ、3-4%ノ患者ニ於テ

経験セル注射後2，日分ユシテ起yレ痘筆様焼灼痛ノj京国デア Jレト説明シテヰノレ。

:: 4；＞，；＇ノ患者二於テ経験セノレ失敗ノ原因。ー著者ノ、最初、患者／銑往症＝願ミテ徴毒性鑓化ニ

可ルモノト思ツテヰタガ、精密ナ1レ血液1疑問検査ノ結果、コレラノ失［！~ハ碩化的注射が直接血液ュ影

響セノレ !J，デハナ夕、化撃的ユ刺裁サレタ巾管壁ガ間接ユ！fit液ヲおそ問セシメ、血栓ヲ形成セシメタ結

果ユヨルモノデアノレト説明シテヰル。

4、 注射方法 J ー著者ハ先ヅ忠者ヲ椅子ユ掛ケシメ父ノ、椅子側ユ立タシメテ静脈場ヲ強度ニ努張セ

シメ（之ハ血行／逆流ヵ・〉白ソレタメ注射昔日位ノ上部7匪迫スノしノ、害アツテ盆ナキ矯デアノレ） Neosalvarsan 

／注射ト全然同様ノ；方法ト注意トヲ以テ薬液ヲ苔議静脈周囲組織ニ漏ラサヌ様＝注入シ、注入後へ

逆流セル静脈癌内ニ若返ii主7IJIJ-幣セシメ以テソノ作用時間ヲ長力ラシメンダメニ数分間忠足ヲ水平位＝

；丘クト）~ベテヰ Jレ。

以上7簡活スレパヲたノ虫日：クデアJレ。

1、 静脈痛内血行逆流ノタメ栓塞ノ危険ナキコ I・ n 

2、 治癒機鯨トシテ先ヅ静脈内膜ユ化撃的炎症ヲ起シ、 IfiL佼ヲ形成シ、とが組織化シ、ヤガテ静脈
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金屑＝互‘ソテ無菌的炎症ヲ起スコト n

::--t ；~ ＝経験セル失敗ノ原因ハ未解ノ問題デアルコト。

4、 注射技術ガ静脈痢ノ治癒機鱒＝－ ，，ナJレ関係アルコト。（長岡）

血栓性服管炎J2-H氏＝ヨJI-循環「ホルモシ」療法 (0. Nordmann. Die B巴handlung 

♂er Thr・omboangitismit dem K1叶；laufhormonnach Frey. Dtsch. Z. f. Chir. 227 Bd. Sept. 

1930 s. 1-1-5・）

此実 ＝－ ~J,.1、ェーニ主二二三竺壬並＝ここ二二ーとと土上ガ始メテ治療＝紘介シタ循環「ホルモン」ニツイテ

なノ経験ヲ漣ベ伐ト思 7。

抑々ヨノ循環「ホルモン」ノ、目撃機デ造ラレノレ。ソノ生理的活動者ノ、「インズリン」トノ、主主ツタ砕機／：分

泌物デアJレ。 yノ作用ハ末梢動脈鎖張、脈NJ.隅増大及ピlfn.匪降下ノ三デアJレ。療法ハ113l乃至2車位

筋肉内法射数週間連日療行スノレ。

~J,. ノ、此ノ薬物ヲ 41§1] ＝－用ヒタ。

例 10 45歳ノ男子。病障害凍傷ガアノレ。左足＝漸さえ増加スノレ櫨へ難イ終1商ヵ・ア1レ。見Pレト左足ハ右足

ゴリ冷ィ、足脊ノ、青赤ク着色シ、第3R比ハI責務的＝崩壊シテ繊維素性「ベラーク」ヲ以テ被ノ、レテヰル J

左側ノ膝鵬及ビ足脊動脈掠ノ、微カュ綱レ Jレ／ミ。上漣療法 7行ツタ慮ガ、 10日ヂ痔痛。冷感。及ビ青

色去 963注射ヂ退院シタ。

例 20 35長ノ男子。強度ノ喫煙者デアル。 1年以来右祉ユ冷感及ビ終痛ガアル。見ノレト右足脊部青

ク着色シ冷人第 2fiノ、t責務ヲ遁Ive 右側燦欄動脈I事月号レナイ。 lSi土射後殆 ンド無痛トナツタ。慮ヵ・

此H寺都千ト＝ヨツテ注射ヲ一時＂＇止シタ。終痛ノ、直ユ再ピ里見ノ、レテ＊ 9o再ビ注射ヲ始メ 9 ノニ其後2!1

対：射ヂ患者ノ、障害無ク立チ！：.1レ事ガ出来テ、 11』注射ヂ金、治シ退院シタ。

例 3048歳／男子。 1年以来右足＝増加スル終Jl(iLえビ冷感ガアル。見Jレト右側大E止ノ、冷夕、青ク着色

シ、尖端＝壊死ガアル。日注射デ無痛、傷口i字化、関節高官邸7、全治シタ。

以上；1例ノ、閉塞性動脈内膜炎ヂアノレ。 ~p チ我 々 ハフレイノ循環「ホルモン」ヲ以テ閉塞性動脈内膜炎

ヲ治癒シ得9。

扱テ循環「ホルモン」／末給胤管＝封スル作用ハ前＝モ注ベタ様＝末梢動脈管ノ鎖張ヂアルガ、我キ

ハコレヲ説明スル鍔メ＝血管組織 ＇ 1京懸解除＝言及セネパナラント思 7。 ~p チ血栓性動脈内膜炎z J、

ソノ前地z出管痕聖書がアツテ、コレガ「ホ Jレモン」＝ヨツテ解除サレ、~メー n1l.液／琉遜ガ可クナ Jレ。

Jfil.~主／流i匿す夏クナノレ鴛メユ育者色。冷感去リ、波書事j字化。壊死ノ医分及ピ脱落ガ起Yレ。

次＝循袈「ホノレモシ l，、濁リ若年ノ血栓性脈管炎パカ Hデナ夕、動脈硬化症性廃死ノ｜繋ユモ甚ダ有効

デアル。

例 4。 5!l歳ノ男子＇ J年以来左大医＝増加え ル痔痛カアJレ。見 Jレト左大Rtl：ハ全館青ク着色シ尖端ノ、

壊直＝陥ツテヰル。左側足脊動脈ハ持動ノ無イ硬イ統トシテ絢レノレ。血睦］（）（）及ピ］ .）0、全身性動脈傾

化症ノ、中等度＝説明スル。循環「ホルモン」療法ヲ免スノニ10日ヂ終痛ト背色ト去 P、4週デ壊死脱落

関節縦断力・起宮、叉血竪降下シテ｝~（）及ビi'O トサ ツ担。 48注射ヂ全ク無痛トナヅタ。

此例，、純粋ノ動脈硬牝症性壊死／｜燦＝モ循環「ホルモン」ノ用ヒノレベキデアノレ事ヲ示シテヰル。恐ラ

ク此際ユモ血管底堅善が大関係ヲ持、yテヰルnメヂアラウ。

最後＝此四ツノ異議無イ観察ノ上ニ立ツテカウ言 7事ガ出来悦ト思フ n ：！と土並＝土三 '7___1-.ユヨ Jレ

術環」ホルモン，，紹介ハ一大進歩ヲ意味スル。肢惚絞断術ハ特＝若年ノ胤松性脈管炎＝於テハ不要ヂ ・
アル。叉問~性被行並＝動脈硬化＂＇主性壊死初期ノ犠へ難イ柊痛ハ最モ有カ＝手常セラレルつトガ）~~来
Jレデアラウ。 ト。



:n-t 日本外科賓嗣第八巻第二’~it

l併記．以上4例ノ、何レ毛本年1月以来ノ；事デ僅カ数ヶ月ノ観察＝過Fナイカラコレヲ以テ持績治癒力・

何時マデ約束スルカ 7言 フ事ハ出来ナイトノ、叉著者ノ言デアノレ。（天野）

直鴻注入法＝ヨ JI-「ピエログラフ.f-_I Staus Kohler. Die rectale A usscheidungspyelo-

graphie. fi.ir ヌbl.f. Chir. :¥" r. 37・l<)3r;, S. 2306 

静脈注射法ユヨノレしピエログラ 7 イ＿，ガ絶封＝無害ナ毛ノトノ、•J;2, メレラナイノデ、著者ノ、腸管ヨ日

／（汲牧ユヨノレLピエログラフイー寸ノ方法 7考案シタJレ。最初経目的方法ユヨ PLピエログラアイ－, 7 

試ミ夕方、結果，、夏クナカツ JJ0 ヲたヂ著者ノ、 il~：腸注入法ヲ考へタ。

LabrodiPハ非常：.7］（：.溶解シ易イタメ、腸管カラノ！汲牧モ困難ナ夕、；fl,~~ ェ行ノ、レ得様ト思ツ JJ. 0 

着：者ノ：賓験デノ、、沃度趨ハ大部分ガ大腸ノ下部ガ夏ク吸牧サレ、胃、〆j、腸デノ、全ク吸Wrサレナイ力、

或ハ怪少量デアJレ。

経口がJ＝・薬剤ヲ輿へ FH寺ハ、主部長剣ヵ・充満シテルノ卜腸ガ腎臓7隠スタバニ、用ヒル＝足ノレペキ Lピ

エログラフイー寸ヲ得ノレ事力・出来ナカツグノデアル。

経直腸的Lピエログラフイーリヤリ方ヘ

注入2時間前ニ腸ヲ洗7、第1向撮影ノ 30分前、直腸＝腸.g:Lカテーテル 1ヲ挿入シ、 Lahrodil，ノ溶液

ヲ毘ヲ加ヘル~Jr ナシ＝注入 ·＇－）レ。溶液ノ、 Lahrodil「630瓦ヲ，3りcc. ／＊＝溶解シ、10ー15滴 IL オピウム， 7

入レタモノデ、 it：入直前＝作Jレ。注入力・終レパ患者ヲ坐ラスノガ最モ頁ィ。 ；；け分後 Bnckyノ；肇／上

デ歴迫装置ヲ施ス。直腸波入法／日寺モ静脈注射法ノ時ト同様ニ輸尿管ノ！藍illガ必要ヂアル。左側位ヲ

トラスト座迫装置ユヨリ液ハ高ク上手ナイモノデアノレカ＼タトへ液ガ左結腸湾曲マデ上ツテ毛、潟民

ノ邪魔ユハナラ叉。 II国ノ撒影デ不十分ナ時ハ、 1.・，分後ニ2同目ヲトノレ。南方／腎孟｛象7必要ト A Jレ時

＝ハ~迫装置ヲ置キ換へテ夏＝撮影スノレ。 ffi 々一側ノ！霊ill ヂ雨方ノ輸尿管 7)優キ得ルモノヂアノレガ、

定マツテノ、ヰナイ。斯タシテ得タ腎革、輸尿管ノ像ノ、ソノ J充盈度ニ於テ、続税脱法ニヨル Lピエログ

ラ7イーτ ト同ジデ、づレユヨリ正シイ診断ヲ下シ得Jレ。｛象ノ鮮明度ノ、静脈註射法ノ時ト問機デ、成

功率モ略々鑓リナイ。腎臓機能Ii成，Eシテノレ尚一ノ、関法トモ同結果ヂアノレ。注入；液ハ腸粘膜＝何等／ j和j

裁反際ヲ起サナイ。

静脈注射法デハ LAlnodil，ノ、15乃至2月瓦シカ要ラ又ガ、本法デノ、30京以下＝ナノレト頁クナイ。本法

＝於テコノ注入量ヂノ、経ク:'.btit 1l IBt法ユ吸l枚サレルノミヂアノレカラ、 f也／静脈法、絞口法＝比シ影響

スノレ所ノ、遁＝少ヂアJレ。 Yジテ後＝袋ツタ部分ノ、取リ去Jレマjfガtl＼オミJレ。ヨノ動ユ於テモ本法ノ、静脈注

射法＝箆：ツテヰ Jレ。何トナレパ、大量ノ沃度ノ主l：射ハ雨側ノ腎疾：也、及ピ甲状線肥大＝草寺シテタ？ク無

害トハ云へナイカラデアル。

腎臓／作用惑夕、 1時間ヂ何等ノ像ヲ得ル事ガ出会十iナイ時ノ、、腸ヲ洗ヒ、液／大部分ヲ洗ヒ去Jレ事力・

出来Jレ。

著者ハコノ貨験ヲLUroselectau，デモ試ミ JH.'dl~ ヲ得タ。静脈法＝比シ議像／鮮明度ハ劣ツテヰナカ
ツタ。併シコノ場合ユノ＇， Hiil]¥ I 7](= LUroselectau寸40叉ヲ入レダモノヲ必要トシ担。溶解シ難イヨ

トガコノーツノ紋勤ヂアノレ。

著者ノ、以上ノ貧験カラ、 i紅腸；1入it＝ヨ JレLピエログラフイ＿，ガ無害ヂ且ツ確資ナル事ユヨりi皇試
ヲオス、メスノレ事力出来ノレ。本法／枝本的ノ；要約トシテ、輸尿管ノ際治ヲ t手＝正シクヤラネパナラ

ヌ＇］f.7附言スル。（岡）

寺防的光鵠療法 ( F. T. ¥¥'ooclbury. Prophylactic phototherapy. ¥Icdic:tl Journal and 

Record. ¥'1 ii. CXX>: l l, ~o. 6. p 26 r.) 

人頓ノ、他ノ ~，，二物｜司徴用悶ノモノカラ Energy ヲトツテ＇i . t｛ ス Jレ。コノ Ene1gy 7 ]' .. t叩 lialenergy



タ十 同 文 献

＝聖書エテ貯ェ、必要ニ際、ジテ他 IJI'~ I Energyユナシ憶ノ動力トスル。

Enregyノ、食物力ラク Jレジ放射Lエナージ＿，トシテ大！湯カラモタ Jレ。

－・ 1・6．，．，．， 

太陽光線ガ地上＝達スルnsノ波長ノ、2,890A.u. (IO Augst山 nunits or Augstroms, symbol ,¥. u. equal 

I micrcin）ト200.00(1人 u.トノ問ヂア P塵芥、煤煙、霧等＝ヨツテi慮過セラレノレo:!tJrクシテ太陽 lエ

ナージー寸ハ色々ノモノ＝吸牧セラレ熱5lハ化率的Lエナージー 1ュ鑓へラレ Jレ事ノ、竜太ナ意味ガアリ

従ツテ太陽 Energyノ、気候＝関係深イ事＝ナノレ。

j主！荷ノ、放~~ Energy f選律的受’作者 トシテfドリ物理的、化事的性質＝｛｛（ツテ細胞／内デ巳＝遁常ナ

波長ノモノヲ吸i紋シ化事的及物理感的 Energy＝著書へノレ。

日3川 L u.ヵラ 2.円（）l)A.U I間デノ、潟if,(乾板ュ作用 ν他物ノ Chlorophyll ＝化撃的ニ作用スル。

問機ニ皮膚＝化率的事霊化ヲ輿へJレ故健康及ピ成長＝大ナル償1直ヲモツテヰJレ。：uso. .¥. u.ョ日以下ノ、

スベテノ表皮ユ吸牧セラレル。

28Gmu. (1.001) Millimicrons, symbol mμ, equal 1 micr叩） ト：11:;mμ. I間／波長デハコレニ照ラサ

レルト VitaminD ＝鑓ノレ Ergosterolヲ作リ出ス。コノ物質ノ、税＝吸牧サレ Jレ日寺ユノ、石灰ャ燐／利用

＝重要ナ影響7モグラ A 。石灰ャ燐／不足ノ：矯＝起Jレ多クノ病気ノ、コノ；放射 Energie＝ヨリ救済セ

ラレル。~~チ Rachitisガ好例デアノレ。 然シカケ過ギJレト粘膜＝炎症ヲ起ス。

;),21）＇’l.¥.lJ. ト：l.XOllA.U トノ問ヂハ結核／治療ト濠防ユ司イ。普通ノ血色素ャ酸化血色素J'4.000 

A.ll，以下ノモノト共＝、他I／匪々／波長ノモノヲ吸i枚スJレ。

植物ガ土地カヲ根＝依ツテ生／化祭物質ヲ探Jレト同僚ニ人々モ tj:_I化撃物質ヲ吸l枚シ腸ノi省、化カニ

ヨリイクラカ善幸ヘラレル。是等／物質ノ、開！内ヂ Vitamin ノ影響＝依リ構成シ5l貯戚セラル。 太陽光

線ガ裸IHセル皮膚＝及ポス作用トシテ次ノ知キモノガ拳ゲラレパ。

］）病気惇染ト中毒ノ1象防 2）生活不i機鵠／；：ト；温7保持ス Jレタメノ balancer :i）放射 Energyヲ物E型

的、化撃的 Energy品鑓ヘノレモノ 4）寒浪、粗f骨、鋭鈍ノ*1.f.Sリヲ知覧スル務官 5） ~i干＝ヨル損失ヲ自主

7外分泌器官。

~·ifil突疫ト忠ノ、レテ守 Jl.有色人ノ癌、結核、念性呼吸器病ガ白人ノ衣服ヲ着ケ人工的ノ熱ヲト H 遁風

ワルキ人家ヲ採用スル時、夫等ノj疾病ガ起 Pレト云 7事賞，、何ヲ意味スルノヂアラウカ。

以上ノ事責ニヨツテ最モ簡単ナ治療法ノ、人工太陽燈装置ニヨル:J:Jf.デアル。太陽燈 I Spectrnmガ太

陽／；夫ト質及1温度共＝近値ナル司王ハ物理的、生理的及ピ臨床資験＝ヨリ確定νテヰJレ。

化祭光線Lラム 7・u、曽遁＼Vlra¥"ioletlamp トヨバレ熟光線しラム 7・1ノ、Rndiantheatlamp トヨパレ

ル。イヅレ＝シテモコレラ特ュ治療用 I lamp P 留家／命令ト指定＝［失タネパナラヌ。特定ノ glass

ヤ石英窓ガラスノ、化事光線ヲ透スト思ノ、レテヰルカ・スグ汚レテ普通ノ glass岡松＝用ヲナサナイ。其

上勝隆ノタメ叉ハ冬ノ日ノ：靭ヤ午後＝モ効ガナイ。且叉機テ／窓ノ、終日陽＝商シテヰル事ノ、／I¥来ナイ

夕、ー犬陽燈ノミ此欽沼ヲ補ツテヰJレノデアル。（富永）

草乳性i貴蕩姑息的療法J結末 (K. Neller. Dauerergebnisse ties palliativ opeiierten 

Ulcus perforatum. Arch. f. Kl. Chir. 161. B江nd. ru. 2 Heft Iリ3つ.:-:-. 2+4.) 

胃及十二指腸／穿孔性滋蕩ノ切｜徐ノ、英永線的効果カラ見ル時ノ、最頁ノ方法ヂアノレガ、年齢、一般状

態、穿干し後／経過時間、手術／難易等ヲ充分考慮ス ノレナラパ殆ンド例外（I ~） ：：. ，とヲ行 ヒ得Jレエスギナイ

其~.デ著者等ハ殆ンド常＝穿孔ヲ縫令シ、胃腸吻合〔主＝後結腸胃腸後吻合）ヲシテ其後デ腹腔内ヲ洗

機シ、叉必要ナ場合＝ハ Neumann及 Braun ノ￥）；＝従ツテ排膿管ヲ入レテほクコトユシテヰJレ。

カクシテ著者等ノ約 7年間ニ行ツタso仰I]（男 6fl人、女11人）／穿干し性波書~I 手術／内デ死ンダ者J、

(Prirniir~ Mortalitat）僅＝32%ニ過ギナイノデアツテ、ソノ生キ永ラヘタ者ノ内 121人ユツイテ術後2
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ー－.~品1：目／状態ヲ検査スルコトガチキタノデ、リノ結果7 云フト

l肘］附 Ifr )H¥I 日間／仰！古川明｜侠 温

; i 有

三 1！匝m … K 

主lE'Jl' , 
~£ 11 

：｜無
” 

H 

｜尋
1使

d常

秘、

｜下痢！

｝ ！手術杭後下痢、後 i'I然
j J：尋常トナリシモノ

丁・W1l圭i 手術前ノ状態 ｜ 手術

胃液ノ酸］if，、臨問者ノ強度ノ順＝列記スルト、

D 20 D rn D!l I l I I J」い；：
日・一円（胃腸吻合ヲ行ハザリシモ／）一一・ ・－

18 J:l ；；リゴ！）

内｝II

;1~ :l1i 

Iii 

-[II 

後

］｛｝ 

，｝ 

，｝ 

I~ 

，；，、

J:l J:l H :!O :2S ：：け ;:n 』II .j;l 
::1 －・ ・[II－・ :::l • ,)! ・；；2 . ,'jj • .jli －τ日一・川一 （分子ノ、 i持離~.＠酸、 分母ノ、申書、目立度、 D

ノ、E糧自費狭乏1支払lzsaurede日χit)

Lレントゲン寸倣査ノ結果，、ljoれ＝於テノ、食1ャ、／！＇：ク十二十日腸ヲ遁過セズ、リノ他ノモノデモ吻令部

可日ノり!'ti¥ガ主ヂ、胸門ヨリ λ ルi走ノ、普通司リズツトタJナイノヲ常トスノレ。＂＇ ,・' 1例幽門 hラ治ザカ

ツ 9 所ニ穿干L ノアツ夕、メ夕、＇~.（f- 合担ケヲシテ紅イタモノグアノレガ、此ノモノデハ降l門部／高度／遁

過臨時／タメ宵ノ扱張ト下:jfi:7 来シテ；，，~· 9 0 デアルカラ＇r'I腸吻合ノ、／［＼タK1レ限リ之ヲ行ツ夕方ガ頁イト

どーへラレル。

シカシ著者手ノ胃腸吻合ヲシタ20例／内ノ 2仰lノ、術後 1年以 tダツテカラ強イ ii'liil・ I tL'r血ヲシテヲ

リ、 4分ノい、ナホ柊柿ヲ訴へテ居リ、ソシテ半数ノ人ハ全クドンナ物ヲ食ツテモ差ツカへガナイトハ

云へナイ様ナ状態ユアノレ等ノコトノ、胃腸吻合ハ獄事Eノ全治＝針シテハ大シテ憤11在／ナイコトヲ l，を肢F

テ、ヰルヤウデハアノレカ＼苦痛ヲ訴ヘル者ノ内＝ノ、Lレントゲン吋デモ叉t)j除シテ検シテミテモ何等波

疹ラシイモノカ、無ケ、癒者ヤ恨・it：円：炎、精紳的影秤等＝ヨツテ苦痛ヲ訴へテ},iiiレモノモアノレ。（浅井）

螺旋平続縫合Ji新法 山L’J'icgel,('lier eine neue :¥ f Cl Jir山 derPlattennaht-Scbraubpl-

attennaht. Die Chin時 ie()kt, I 930) 

此ノ方法二用 71レ務具ト材料 I）針＇.［：：－上ヲ移動可能／滑車之＝螺旋ヲ附シテ任意ノ位置＝図定シ i'.f

-p~：法＝箆Yレ励。 2）金属製怖図／［~，ド板、’，， j~ ＝針金ヲ mi ス孔アリ。：：）縫合用針金ノ、無＆tli'l"I：：鋼鎖線0

・I）縫合計ハ1.＼＝此目的ノパメニ作ラレタノL把llH'キ大曲針、針＝i合ヒテ針金ヲ遁ス孔アリ。 5）縫合／

同定ハl）ノ螺旋ニヨノレ。縫合方法ノ、成可夕涼ク遺クfir］傷線ヲ R§：テテカケタノレ針金ノ一端＝平板ヲ貫キ、

JI~ ノ上エテ針金ノ螺旋IIえヲ作 P 止メトナス。 f也端＝同政干ti！－ヲ貫キ Jt ノ上＝滑・車ヲ差込ミ術者ハ針金

／此／端ト r骨 1jI ヲ以テ｝！－会ヲ任tI二以＇il ＇ζ 乙助手ヲシテ滑車ノ螺旋ユヨリ ~ii定セシム。故ユ此／法’＇ 1~可

者1"1ラノ感ジヲ以テ縫合ノ緊張度ヲ調節川定シi尋ヌIヰピ分解可能ナル三重ノH貼ヲイlス。卸チ無前官lj

f処＝階、用シテノ、時＝螺旋7綬メ平板下／持制ヲ検シf号、！謀s1Hド1m=1態用シテノ、分泌物ノ滞留ヲ検νi号

、ナリ。 l!f!用車E園トシテノ、各.f1li併l版術後ノ車l]Wi縫合ヲ『佐賀ユんノし時、府汎ナ Fし除j芽自lj傷ノ二突出］縫合

勝脱痩、小腸1褒等著者ハ以上各種ノ臨床的資験例多数＝虫子成績ヲ得シヲ事ゲテ以テ更＝頑間ナノレ胸管
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接、腹部感染自I］傷ユモ~m シ得Y ト云フ。倫此法ノ、患者瞥家病院経皆者各自／方面ヨリ非常＝経済的ナ

Jレ新夏法ナリト云 70 （庄Jlt)

渦腹膜腎刷出 (Transperitoneale Nephrektornie. Zbl. f. Chir. Nr. ,33. 1930. S. 205J.) 

伯休ノ Rathke 博士ガ Zentrnlblatt ノ第'.l~皮ユ於テヵ、 Jレ夫題＝就テノ御報告ノ、干／、ヲシテ次ノ k日午

三ヅノ例ヲ報告スル緒ヲツケテ下サイマシタ。

ソレラ／人々＝於テハ腹膜内出血及ソノ損傷ト云 7診断ノ下ニfif］腹ヵ・行ノ、レソシテ首尾ヨク祢］腹膜

的＝片方ノ腎臓ヲトルコトガ出来タノデアJレ。

ソノ第I例ノ、自縛車ガ給水栓ニ衝突シソノ｜療腹部ヲ Lハンド、Jレ1デ強ク打チ入院シタl療ノ、骨豊艦コトユ

左＝ツヨイ痛ヲ訴へマシタソシテ顔貌ハ蒼白ヂ血尿がアリ 7 シタ。

腎臓ノt良傷ノ、多分左ュアノレト思ノ、レマシタガ循他ノ腹腔内臓器ノ；損傷モ除外デヰナカツタノデ湖腹

膜的ユヤツ夕、ソシテ後想通リ左ノ1Jll]腹ヲ占領スノレ大キナ後腹膜ノ血臆ガアリ之ノ、明＝左腎カラノモ

ノト思ハレマシタ。 1曾右腎及腹腔内臓器ノ、何トモアリマセンデシタ。後方ノ腹膜ノ切開ハ上行結腸ノ

内側I]I血路ガ一番ガ一番ツヨカツ 9所デ行ヒツシテ左腎／易l]tli7容易＝ヤリマシタ。

第2例＝就テノ、"flカ・ Urologie20披デ報告シマシタ。コノ人ノ、今迄＝Ji!々 腎臓柊痛カアリ（ソノチ冬痛

ノ、手術後明＝ナツタ事．ヂアJレガ血液ト砂粒状結石／排l'1!!:ノ；矯起ツタ）ソシテ今度ノ、念＝絶版＝ツヨイ

揃7訴へ血尿がアツタ。

其慮デ腹腔内出血叉ノ、同時＝起yレベキ胃穿子Lト云 7不確ナ診断ノ下ニ湘腹膜的＝手術ヲヤ Hマシタ。

ソシテ大キナ主＝右／方＝ヨツタ後腹膜／血腫ガアリ腹膜ヲキ Jレコトユヨ P務イ血液ノ色ヲ帯タ液

憶が津山ヂタ。ソシテ一番底＝多クノ細片ユ壊レタ資質性ノ臓器ヲフレタ。

第：1 例ノ、前夜穂躯ニ突然激シイ痛ヲ箆へ~＝虚脱状態＝陥リ貧血ッヨク顔貌蒼白nu事頻少デ腹腔内

出血或ハ同時二起ルベキ喋l]l)i¥；営破裂ト云 7診断デ開腹ヲヤツタ。

腹膜ヲアケノレト後腹膜＝アノレ大キオ充チアアレル腿蕩ガアツタソレノ、左腎＝ゾクスルモノデアリ下

縫血腫力ラ成立ツテヲ Jレラシカツタ。後ノ腹膜 7アケ Jレト一見悪性ノ！撞疹＝見ヘノレ組織カラ成リタツ

細bク壊レタ左腎ト副腎ヨリナル臆蕩ヵ・ヂ、キタ。

以上皆洞腹膜的＝腎摘出ヲヤリヱタノデアノレガ腎別Uiノ前ユ他方ノ腎が一見傷ケラレテアアヌコト

ヲ舷メテ手術7ヤリエノレノハ治］腹膜腎易lj出ノ利動デア Jレ。

力、ル経験＝ヨリTi、ハ腎／損傷ト共＝腹腔内損傷ノ疑問ガアルトキj同腹膜的ユ行クコトガヨイト云

7コトノ、全ク正シイ議論デアル様＝感ジマ λ。（奥付）

大動1まJi披壁形成縫合 ＼＼’.Sじbaa！・《.Faltnaht cler A仁>rta.χbl.f. Chir. 

1930 '.'¥r. 18) 

著者ハ先本法ヲ後明セシ動機トシテ、一般ニ血管縫合法多種アルモ、外科的臨床上数多ノ要求7漏

ス＝足Jレ尺度7紋！祭シ、資際上I血管外科＝携ノ、Jレ外科関デスラ、、遠座＝新シク手術的ニ解決ヲ要スノレ

f問題＝際曾スルコトアルモノユシテ、偶斯カノレ問題ユ遭遇シ、コレガ解決ガ本法7X語セリト説キ、

次デ手術的症例7摘録ス。

症例

33歳ノ女工、主訴、腹腔内腫物及ピ背痛。現症左側腹部季肋昔日ヨリ四横指径下部ニ図形硬因。×14

糎大 ！／廃物巧恋人僅カユ移動性ユシテ膜壁トノ、癒着セズ。血色素量~:J s.~，＇.＂~、赤血球 41~1)1)(}1)、白
血球5800、胃腸Lレントゲン寸検査、 Lピエログラフイ－', Lプノイモベリトネウム寸共＝診断ヲ明力ユ

シ｛喜ズ。只脊佳品一定ノ鑓形アロ。 l!l28年 2月腹膜昔日後腫場ナル診断ノ下＝開腹術ヲ行 7o 腹腔ヲ開

クー下jf結腸ノ下側ニ硬図ノ脊柱ト密着セノし一半手拳大ノ腫物ヲ認ム。腹膜ヲ切Jレニ腫蕩ノ一昔r;露出
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f也ノ部ハ腹部大動脈及ビ様、腸骨動脈ト密＝綴ffス。 JI重修ヲ最I）出ttセント操作7進ムルコト＝ヨリ突然動

脈側~~ ョリ大出前t7 来シ鮮 int線状ヲナシ奔V ＼ ，、。鴛メ＝全手術：ff' 出 1n1. ヲ以テ被ハレ危険ノ位置＝立チ

シモ大動脈ノ上＝加ヘラレタ Jレ手匪及ピ煩1~皆目ノ！壁沿＝ヨリ止血.－＇＇。コノ際大動脈ノ；最I]離露出僅少 z

uテ血管I霊峰・子ノ装Illハ問題ニナラズ捻禅釧子7以テ法 ｝J：.大動脈損傷口／犯握＝成功シ一時的止Int

7 ｛号タ H。永久的止rntハ側音［I~吉鼓ノ容易＝ r骨l·車シ創口閉鎖 f；可能エシテ血管縫合＝依ラザJレベカラザ

ノレヤ明カナリ。依テ捻椋鮒子ヲ袋用シタルマ、動破損傷部ノ上及ピ下＝各二個 I；品目キ絹糸縫合ヲ施シ

タリ。而シテ各個ノ絹糸縫合ハ小サキ腸管総合主十ヲ以テifi)J脈~7 二箇所＝於テ把握シ結パズユソ／マ

、ニナ見。新ク凶倒ノ絹糸縫合装用ノ後、 fll子ョ日遠ザカリダ Jレ糸 7結プコトユヨ 9&IJ脈壁ニニ倒／

成渓形成セラレ、鮒子二接近セ Jレ糸及ビ鈴子ノ；尖端7包ミ込ム。攻デ釧子ュ接近セ Jレ糸ヲ結ピ主lt子ヲ除

去ス。然 Jレ日十、動脈壁ノ二級車運J、互＝密着損傷口ヲ閉鎖シ永久的＝止前1セリ 0 ::rノ際縫合計制日ヨリ

／僅カ I/1'1 Jfilノ、短時ノ栓2喜子腫辿＝ョ日止血セ H。手術7中絶シ、只額微鏡的検査ノ目的＝II直傍／小

片ヲ切除シ腹腔ヲ閉ヅ。切除片鏡除上交法紳経 IJ神経細胞性市中経臆ナノレヲ知Jレ。術後経過頁好、第1期

癒合、爾後Lレントゲン守治療。；；ヶ月後無痛元職＝就事ス。

本例ノ、手術中腹部大動脈tit似／適例ユシテ窃特ノ血管縫合ι ヨリ治癒セシメタルモノナリ 種々ナ

ル大動脈t員傷 I F~＂外科白’j救助ハ破絡（｛J ＝主主シ得ラルトハ云へ何レノ昔IIt立＝於テモ可能ナ h 凡ソ血管

縫合究施ノ｜深ノ、.lfll流ヲ杜絶セシメ Jレヨト必要＝シテ、種キナノレ血管歴J智子及ピ惜！霊ガコレユ際用セラ

レ、一時的lfll流杜絶／：大動脈＝於テモ可能ナJレノ、勿論＝シテ＿trr；、動脈＝アリテハ1分間、腹部大動脈

＝於テノ、Fi分間ヲ超ユJレハ危険ナリ。コレ等危険7防グ＝、侵サレダルI血管／側部ヲ血管鮒子ι テ侠

ムカ連次縫合ユテ縫ヒ綴Jレカノ；方法及ビ令然大動脈おi傷部ヲ、前l流ヲ他方へノ誘導エヨり畷世スル方

法／二途アルモ、後者ノ、才、ダ寅｜佼上／際、月~＝至ラズ。而カモ本症'WJJ ニアリテノ、 Jfil.管ノ純務ト密＝癒着シ

コレガ革｜］離困難ナノレノミナラズ、操作ヲifilムJレコトユヨリ再ピ血管民俗／惚レアリタレパ、血管ノJJUI

昔日懸迫法ヨリ他＝問題ヲ土産サ J リキ。

本法ノ、血管墜損傷口／餓リ大ナラザノレ場合(h阪 上大ナJレ場合ハ殆ンド考慮＝来ラズ）＝先初メ歴倖

子戎ノ、J念事事鈴子ユテ t~鎧シ、きたテ・血管損傷音r；ノ雨側＝品目キ絹糸縫合ヲ施シ血管M ＝－ 扱聖書 7形成人各

縫合糸7結ピタル後陸搾子或ハ＆It子ヲ除去スノレ＝アリ。然Jレ日十、二E踏襲／密着＝ヨリテ血管壁fJ-l傷口
ヲ術閉止血ス。コノ｜奴縫合創ヨリノ僅力ノ /1＼血ノ、Lタンポ y「鹿迫ユヨリプ手易＝止Intシ｛尋Jしモノチリ。

最後＝本法ノ、小ナノレ大動脈tr＼似ノ li 'i ＇（勿論大mr：~ハ＼＞；＇； y ド致死的）ユハ簡単賀川的而カモ確貨ナル7

高調シ、術本例ノ、榊経細胞性市中t：＼腫ノi稀有ナノレ手術症例ナルヲモ附力日セリ。〈林女）

酸性及ビ「アルカリ」性醤養ノ骨再生Z及ホス影響z就テ （λrch. f. kl. Chir. August. 

1930.) 

著者等ノ、家兎ヲmヒテ、酸性替養及ピLアノレ力リ叶生後養が骨再生ユ如何ナノL影響17有スノレカヲ質験

的＝研:Jl:セリ。酸性営養トシテノ、Lカラス委主1ヲLアJレカド性替養トシテハ、背禁ヲ撰ビ、コレヲ輿フ

ルコト＝依テ、各々経度／しアチドーヂ λ＇， ＇－アルカローヂス可ヲ起サシムルコト＝成功セリ。貨験 Ji

法ハ各賞験動物ノ i康件7IL'i米Jレダケ与シカラシム JL・桜細心／：注意7排ヒ、先ヅ家兎ノ、同腹ノモ／ヲ集

メテ之7各．；↓：1ι分チ、第 1群ノモノユノ、、酸性経養 7輿へ、第2群ノモノ＝ノ、ιアルカド性／替養

ヲ輿へ、第3群／モノ＝ノ、、最初3週間ノ、酸性後主主ヲ奥へ、後／.；週間ノ＼アルカリ 1性倍養ヲ以テ飼養

シタリコ然シテ、 ti験ノ最初＝於テ手術的＝同様ユ骨llH徐ヲ行ヒ、 Jlツ1'｛験／最初ヨり各1週間毎＝

』レントゲン＇；＼諸民 7撤リテ細心＝其／経過ヲ観察シタリ。者：者等ノ、此ノTi験＝ヨリテ、酸性／ l笹iヲ

奥へタノレモノユ於テ円前n品、骨再生ノ頁好ナノレコトヲ認メタリ。著者等ノ、、時々尿中ノ水素Lイオン吋濃

度nm量シテ、Lアチドーヂス寸Lアルカローヂス寸＝閲スノレLコントロー Jレ川、ナシタリ 0 !.!!: ＝.著者等ノ、
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同様／賞験7~ シテ、各官過中／家兎 7殺シテ、其／局部／組織的所見ヲ調ベタ H 。著者等ノ、何カ骨

再生＝頁好ナル影響ヲ奥 7Jレコトヲ是認シ得Jレ所見、仰jヘノヘ」アナドーヂス寸 7起セ Jレモノ＝於テノ、

特＝血管／新生ガ著名ヂアノレガ知キ所見ヲ期待シタ Jレモ、主主＝ヵ、 Jレモノノ、設明シ得ザリキ。著者等

ノ、結論ユ於テ、上湛ノ資験ノ、草食動物デアル家兎＝於テ行ヒタノレモノナJレガ故＝、此ノ賞験ノ成績ヲ

以テ直＝人間＝該営セシムノレコトハ困難ナルモ、是＝依テ、食物ノ種類ノ；如何＝依リテ骨再生＝重要

ナル影響ヲ奥 7）レモノデアルコトヲ設明シ得タ Pト言フペシト論述セリ。（三付）

股関節手術ノ侵入経路 (R. P. Osborne. The approach to the hip-joint. A critical review 

and a suggested new route. Brit. J. of S. July. 1930. p. 49.) 

股調節ノ：外科的手術／；方式ノ、従来多クノ手術者＝守ツテ種々／方法力v考察セラレテヰル。併シ股関

節ノ位置／解剖的関係カラ手術目的トスル線テノ傑件7一時＝満足セシム Jレコトハ困難デアlレ。 1§11へ

パ股関節 leドレネーヂ守ニ理想的ナ術式ノ、関節成形手術叉ノ、関節固定術＝ノ、不適営デアル。

著者ノ、以下越プノレガ虫日夕、従来ノ各種ノ股関節侵入術式7屍憾＝付テ試ミ、ソノ各々／利害得失ヲ

指摘シテヰノレ卸チ之ヲ次ノ4種＝大,81）スル。

1) Anteriorgroup （パーカー。リーι ツケ。ホーアア、ローレンツ。アルピ｛。ネラトン。 ヒユータ

ー）。コノJりレー 7・寸ュ腐スノレ侵入経路ノ、上述各術者ユヨリ多少ノ相違アルモ、要スJレユ前面ニ於テ、

腸骨前上線状突起ヨ P下方＝縦切開ヲ行ヒ、ツノ下ノ筋肉群ノ関ヲ分ケテ関節率ニ到達スル方法デア

ル。 J F；方法＝ヨレパ出血少夕、損傷7極少＝スルコトヲ i?tJレモ、併シ露出セシムペヰ関節面ハ限局セ

ラレテ居リ、関節／全露出ノ、甚ダ困難デアル。膿ノ排出ノミナラパ充分ナノレモ、 L ドレネーヂ＇＝ノ、不

充分デアJレ、叉念性骨端骨炎ノ虫nFモノ、擢患部ノ全露出ユノ、確＝不満足デアノレ。

2) Antero-lateragroup （スミ λ 、パタ｛ソン。ラノレギ）

コノ；式ユ aJレ侵入方法ノ＼啓筋7ソノ！湯骨ノF付着鈷ノ｜付近＝テ離シ、関節ニ入Jレ方法デアル。関節

／露 I~ ハ充分＝出来、宣I］傷甚ーダ大ナルモ止血ニ容易デアノレ。之，、整形手術関節悶定術＝遁シテヰノレ様

デアJレ0

3) Lateralgroup. (""" -7イ－ n ロパート・ジョンス、ォリエル）

術者ユゴリ皮！背切関＝相違ア／レモ、ソノ原理ハミ者同ーヂアノレ。大腿骨ヲソノ基底附近＝於テ大嘘

骨ヨ P離シ、之＝｜附着セル筋肉 7ツケタマ、上方＝礁鱒スノレ。手術容易、シカ毛露出モヨロシイ。糾．臼

ノ如何ナノレ部分＝モ、叉大腿骨ノ上端部エモ容易＝主主シ得Yレ。大韓子ヲアマリ下方マデ分離シナケレ

パ出血モ儲＇Pf務ム。大鱒子ノ：再固定ハ一寸困難デアJレ。大腿骨ノ位置ヲ愛夏スJレ必要アレノぐ臆切断

術モ合セ行ノ、ネパナラヌ。之ハ明＝化膿性ノ疾患ユノ、不通笛デア1レ。

4) Posterior group. （コツヘノレ。ランゲンベツク）

L コッヘル•1 方式ノ、大鱒子ノ基底ノ後方境界ヨリ上方＝向ヒ大穂子ノ後上方／；角＝至Jレ皮膚切開ヲ

施シ、之ヲ腸骨後上疎状突起マデ延長スJレ。大啓筋ヲソノ繊維／方向＝分ヶ、左右＝牽引スル。中啓

liJiハ大穂子附着部＝於テ切断シ上方ニ械11事スノレ。梨子状筋、内閉鎖筋、上下芥筋ノ、大純子附着音［i＝於

テ切断シ、内方＝引張ノレ。失デ関節嚢ヲ切開シ、大綿子／上半分ヲ鋸ι テ大腿骨ヨリ離シ、之ヲソノ

附着セル筋肉ト共＝上方＝牽引ス Jレ。擢怠側ノ下肢ヲ健例lj＝交叉セシメ JレJmクユ内鱒スレパ、大腿骨

頭ノ、後方二股臼ス1レ。之ノ、優秀ナJレ方法デアJレ。大腿骨頭、頚関節；寓ノ露出ハ非常＝ヨロシイ O Lド

レネーヂ寸＝モヨシ。併シ大純子ヲ離スュトハ化膿性ノ疾患ノ場合ユハ不通常ナコトデアノレ。

Lランゲンベツタ1ノ方法ハ皮切 7腸骨後上線状突起ヨリ大純子／後上方｜偶マデ行ヒ、同ジク大行方U

7 'Iノ繊維ノ：方向＝分チ、左右＝牽引スlレ。カクスレパ中軍事筋ノ後線及ピ、梨子状筋／上縁ガ現ノ、レ

之等ヲ牽引スJレ。モシ必要アラパ梨子以筋ヲソ I1q・i者部ヨリ離ス。之ノ、閥節＝接近スJレユ時間少クア手
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易ナル方法＝シテ、シカモ組織＝損傷7輿 7）レコトガ少ィ。併シ露出 λ ベキ閥節面ノ、少シク侠ク、Lド

レネーヂ寸モ亦困難トサレテヰル。

以上ガ従来／股関節手術／際ノ侵入経路ノ概略デアノレ。著者ノ、」ランゲンベツク寸／方法方、Lコッヘ

ノレ寸ヨリモ損傷ハ少キモ、関節ノ露出ガ幾分制限サレテヰJレト云 njl:資＝鑑ミテ、雨者7併用セル新

術式ヲ考案シタノデアノレ。コノ新法ノ、梨子｝伏筋ノj麓が大iii!!骨頚ノ後上界ニi丹ツテ走ツテヰJレコトト、

.ff筋力・針ニ!l.l'iヲ横切ツテヰJレト云 7!j¥:資ニ基イテヰノレ。 ＼ 

ヰ亙~，，濯患側ノ下肢ヲ内鯨シ、 臆側ノ下肢ト交叉セシメ、腸骨後上紙状突起ノ下Ul/4吋／ l鈷

ヨり大事事子ノ後上角マデ皮切ヲ施シ、之ヲ大穂子ノ後縁＝至ノレマデ2吋延長Alレ。ヲたニ、

］） 大啓｝J)jヲソノ繊維ノ方向＝分ケ、雨縁ヲ左右＝牽ヲlスJレ。

2) 皮切ノ：最初ノ部分ノ＼梨子Jf;k~Jj ノ下線ノ長上＝存スノレ。

：；） 下肢ヲ内方＝廻鱒シ、梨子朕筋ト芥筋群ノl陵ヲソノ附着部＝近ク切断「シ、之ヲ内方ユヲ｜キ助手

ニ持タセノレ。

」） 関節袈ハ之ユヨツテ露出ス。依テ之ヲ切開スノレ。

日 之以上ノ露出ノ、、必要＝際ジテ、股方形筋ヲ下方ュ、巾特筋7上方＝牽引スルコトユヨリ可能デ

アノレ。

コノ侵入方法／利勤ト〈ノレ所ノ＼

1) 股関節ノ後面ト、大腿骨頚ノ大部分ヲ露出セシメ得ノレ。

2) 大綿子＝ハ、抗骨量7典へナイ。

；：） 組織ノ損傷少夕、出血モ僅少デ潰ム0

4) Lドレ宇一ヂ守＝モ都合ヨシ。

コノ研究／結果著者ノ、次ノ主日夕考ヘル、卸チ鴻テノ（ ~uiヒ t ／手術二ノ＇， L ；，ミス、パターソン1ノ方

法ヲ選ムベキデアリ、総テ関節大腿骨頭頚＝直接ノ慮置ヲ要シ、引ツ U キ、 Lドレネーヂ守ヲ要ス yレガ

k日午化膿性疾患ノ場合ユノ、、著者ノ考案セル後 ｝jヨリ入 Pレ方法ヲ保用スノレ方便宜多カラント思ノ、レル

（様ilr)




