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26.耕様膳嚢＝就テ

緋様謄l~ ＇、三宅名春教授ノ命名セラレタ ）J., モノニシア是ハ慢性炎症ヲ起セ ）J., 陀寝中、屡

良日手llm川松大 11反

ォノ斑馳ハ相聯リテ網欣テ呈シ拭去ス Jレ事能ハん粘膜面ニ黄色叉ハ黄白色J斑知子生ジ、

ス。

Strawberry-( ;all bladder 敵米ニ於テ此種謄裳ニ開シ~主＿＿，__ －.＇.＇.：一之主主三（同氏ハ之テ

リプレイ（同氏ハ之テ Fishscale-Gallbladder グンデJレマン（同

ト命名セリ）其他516名ニヨリテ報告セラレタルモ、本邦ニ於テ

ト栴シ）ト名ズク）ジョン、

ハ九大三宮外科ヨリ村山製士ノ；業績護表アルノミナリ。

余ハ最近大lblJ’病院ニテ謄石症恨治手術トシテ切除セル除嚢中、本症ノ 5例ニ遭遇セシテ

氏ハ之テ Stippchen-blase 

以テ諮ニ光ゾ臨休例テ略；藍シ、然ル後女i臥テづ1謹シテイ，；：j＂＇：ノ成区 l及ピキ；態、臨林的徴候t立

ニ治療ニ就テ説明テ試 tタリ。

余ノ症例ハ僅ニ 5例ナ Jレモ九大二：宅外n教室ニ於ナ ）J.,1926年、 1927年ノ 2う年問、 130例

ノ！謄石症中 17.6%トメーヨ Lクリーツク寸 I500例i:ft18%ヨリ考フレパ本航ハi処シテ砂少ナ

ラザル可夕、諸者／追試テ希望シテ偲7 ず ｝J.,次第ナリ。

27.右側不謹育腎、左側膿腎ヲ併設セJI-重複腎J一手術例

!JJ TI: フTi来京都

穆

患者某、 38歳／川、呉服商。遺体特下：スペキ事ナシ。既往症、従来健康也。現病歴。主

訴、尿混濁。約2年前ヨリ左腹部ノ腎張、座迫感ト尿ノ混濁テ訴フ。現在症、左側季肋部

栗

ニ拳大ノ腫蕩アリ、境界著明、聴度ノ！璽痛、弾力性硬、呼吸ト共ニ梢々移動ス、他動的一

同定シ叉左右上下ニ移動シ得。尿検査、尿量1200、北1fUOl8、混濁ス、蛋「l陽性、2.5＇つら、糖

陰性、~核白血球勝多、赤血球及結核菌陰性、上皮細胞僅少、大腸菌多数。

腸耽鏡検査、 k側輸尿管口ハ正常位、ソノ形態周期的ニ蟹化シ旺ンニ透明尿テ排池ス 0

;{jlffiJ輸尿管口モ左側ト針象位ーアリ、形態ノ費化及尿排出テ見ズ。向内尿道口部二近キ勝

耽定ニテ殆ンドIF:中線ニ於テ 1ツJi貴蕩アリ、潰場ノ中央ヨリ数分時ノ問駄ニテBf:ンニ膿

テ噴出ス。

色素排出試険、／じ側轍尿管口ヨリハ七分ニシテ色素テ謹明ス、他ノ二孔ヨリハ 2時間テ
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経ルモ誼l明セズ。手術及所見。左側ニ於テベ、Jレゲ7 ン氏皮膚切開法ノ下ニ腎テ股日、下腎

匝ハ健全ニシテ遁常腎ノ 2傍ェ肥大シ、 2本ノ輸尿管出デ10糎ノ所ニテ合シテ 1トナリ勝耽

ニ入Jレ。上腎陪ハ嚢腫ilkニ鑓化 シ膿性内容テ貯フ、腎孟及輸尿管 トノ限界不著明、恰カモ

小腸大ニ憤大セ Jレ1本ノ輸尿管ニ移行、勝脱ニ向 7o右腎エ於テハ外観葉欣、長サ5、幅3、

厚2糎、 1,j，，：ノ索11/t輸尿管出ズ、該腎ハ所謂不護腎ナリ内在腎ニ於テ膿腎ト健全腎トノ境界

ヨリ焼灼離断シ、夏ニ棋大セル輪尿昔ニテ可及的下部ヨリ切除抽出ス。術後経過良好ニシテ

尿モ漸毛穴清滞トナリ最近ハF合ンド透明トナル。

28.肝臓皮下破裂 京都 今津九右衛門

問問某、 5歳男児、街路ーテ荷物自動車ニ乳過サレ1時間後開腹手術施行、肝臓右葉後下

商、脊柱ニ接セル個所ニ小児手掌大ノ融裂部テ稜見、歴祇「タンポン」テ施シツツ縫合テ試 i

シ モ揚所ノ深在セ Jレト創ノ大ナ Jレ鳩メ終ニ手術中出血死亡セリ。爾後演者ハ多数ノ~~兎テ

用ヒテ肝臓破裂ノ JI::血法テ賓験的ニ攻究シE先人ノ 主精子モ参｝！（~シ現今ニ於テ肝臓破裂ニ

遭遇シタ Jレ場合ニハ次ノ ：虫llク底置 λペキモノト守5-7。印チ肝臓皮下破裂ニ遭池シタ ）~場合

表tr:'l~I：ニシテ縫合符易ナルモノハ腸線ニテ鈍針テ用ヒテ縫合止血シ、深tF性ニシテ操作関

知ノ ］，；~ メ長時間ニ亘リア多量／出血テ起シ鵡メニ失血死ノ危険テ招来ス ）~恐レアル場合ニ

ハ多量ノを「ガーゼ」ニテ廊崎「タンポン」テ施シテー先ヅ操作テ中止スルカ、或ヒハ夏ラー

準 ンデ肝十二指腸靭併ノ挟把ニヨリテ一時的ニ肝臓テ無血ナラシメタ ）I-後可及的速ニJl:血

手段テ講ジ終レパ直チニ肝十二折陪靭帯ノ挟拒テ去 Jレ可シ。該靭徴挟拒中ハ特ニ脈騨及ピ

一般！／｝~態ニ劉シ テ市Ill心ノ注意テ t!Jt. ヒ危険ノ徴アラハ也チニ布j荷糠溶液ノ注射 テ行ヒテ挟拒

テー先ツ解除スペシ．斯クスレパ1－.：訟ーヨル危険ノ、充分ニi些少得ノレモノーシテ本法ア行ハ

ザル失血死ノ危険率ヨリハ 1-:flcノ危険率ハハルカニノl、ナルモノト考ーフ。大網膜テ縫着シ行

レパ後出血ノ危険予防止 シ得ペシ。一般的ニ輸血、止血剤ノ投典、食感水注入等ノ必要ナ

Jレハ言テ倹タズ。猫後療法中ii：意ス可キ事項ノ 1トシテ後H-¥.rfILテ7象防スル目的ニテ食餌ハ

可7えとテ制限シ置ク必要ア Jレモノト考会ヘラル。

追加1 松 Ill 手｜；三郎

患者ハ131日正ノ男子。自動車事故ニヨ ）＂ j事 J!.~ ナル肝臓皮下悦裂ノ患者テ受傷約6時間後エ

手術シ、腹腔内f十，血ニ針シ白米輸血法テ施シタ Jレ一治験例テ有ス。

Garibdzanjan, Ozerelijeff氏等ノ寅験ヲ・；I用シテ牛；抗ノ如キ胞院内出血ニ劉 L正規ノ自家

輸血テ施スハ危険ナル失出死テ救急スル最合理的ナ Jレ方法ナルコトテill7＇。

2り．消化管内異物＝ヨ，...穿手L性腹膜炎

快席

大阪渡謹一九
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30.銀剤「アルゲJ-Ji.」J臨床的観察 大阪 竹
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慢性肉芽創殊ニ結按創ハ概キソノ庭置ニ迷フテ常トシ、或揚合ハ不治ノ mt:孔テ形成シ、

時トシテハ庚汎ナル混合染感創ニ陥リ粧過ノ長キハ敢年テ閲ス Jレモノ；蹄ナラズ。

コレ外科曹ノ等シク恨ム所ニシア従来幾多ノ事者ニ依リテ之ガ研究テ続行セラレツツア

ルモ未ダ的確ナル治療方針ニ達セザルガ如シ。

余等ハカカ JI,,慢性創（化膿創、結按創、痩子L)ノ治癒機輔テ良好ニ導カンガ矯ニ必要ナルペ

キ酵素化事的、物理化撃的、寒気化接的保件テ先ヅ定メ、創傷ヲシア之ニ遁合セシム JI.-事

ニ依リ治癒ノ極メテ良好ニ行ハルル事テ貫験セリ。

凡ソ結核創ーシテソノ膿性乃至衆液性分泌テ永績ス Jレモノ（持痩、腎臓結核術後ti孔等）

テ検査シタ Jレー、概ヰ肉芽ガ治癒ニ傾ク揚合ニハ著明ナ Jレ淋巴球楽集テ来スモノーシテ、

而モソノ集合献態ハ創傷ノ油性ナル事テ必要保件トシテオル。而シテ此際分泌物モ之ニ庭

ジテ油相：ニシテソノ「アルカリ」度ハ恰モ淋巴球肉脂肪分解酵素ノ至趨水素指数（Ph7.5-

8.0）ニ匹遁シテ才 Jレ。

-;{1・／如キ事賓ハ余ニーノ暗示ヲ輿へタリ n 帥チカカ ｝I,,慢性肉芽ノ油性ナルモ／ハ皐克自

然治癒へノ生惜反庭ナルペキテ想ヒ、之等ノ創傷ニ封シソノ「アルカリ」脱街テ碍害スペカ

ラず｝I,,モノナ Jレコトテ教へラレタリ。的チ今慢性創テ故調街液（Ph5.0-6.0附近）テ以テ底

ta.Aル一、肉芽ハ却ツテ浮腫ニ陥リ、淋巴球ハ寧ロj白散シ「リパーゼ」ハ破壊セラル Jレコト

テ貫誼スルニ至ツタノデアル。

右ノ如キ成績ハアプデルハルデン氏等ノ唱フ JI.-「リポ fド」療法論ト一致スル臨カホアル。

印チ氏等ガ、肝油「ヒテレステリン」、ノ如キ類脂肪テ用ヒテ結核肉芽テ庭置シ、ソノ；塗布

或ハ注射ニヨリ著明ニ淋巴球楽集テ惹起セシメ得タル事責ト密接ナ ）I.-聞係テ布ツモノデア

Jレ。

自Hチ竹林ヵー曾テ Brauer結按誌ι報告シタル如ク、結核性創傷ニ針スル、アプデルハJレ

三三氏等ノ所謂「リポ fド」療法（或ハ土之Zノ「ヵーメラン」療法）並ピーコノ療法テ問フ ｝I,,時

ニ於テノ；骨l傷組織淋巴球来集ノ効果ニ着目シ余等ハ多数ノ：外科的結核肉芽ト非結按肉芽ト

テ材料トシアソノ「リバーゼ」含量ノ定量テ試 Eタル一、前者ニ於テ多量ニ合有セラレ、ソ

ノ過淋巴球性ニシテ強後ノ良事ナ Jレモノニ於アハ遥カニ多量ニ含有セラルJレヨトテ知リ、

且ツカカ ｝I,,際ノ酵素作用至適水素指数ハ常ニ Ph7.5-8.0附近ナ Jレコトテ寅験セリ。

夏ニ臨床所見上結核内芽ガ常ニ必ズ Ph7.5附近ノ油度テ示ス勲ヨリ考察シテ凡ソカカ

ル慢性経過創（殊ニ結按創）ノ I創立ナルモノハ、自然的治癒へ／生鴨反感ナルペキテ確信ス

ルニ至レリ。
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寅際問題トシア治療上酸波テ以テ之，カ、滴卒術テ碍害スベカラスルシア等ロ楠削テ用フペキ

モノナ Jレ事テ教へラレタリ。

愛ニ於テ余ハ注射ヨリ肉芽／特効剤トシテ V-L月j セラ Jレル童:ti~奇lj ニ 1 ノ改良テ施シ、之テ以

テ組織ニ誼度ノ「アルカリ 」性テ 附輿シ、淋巴球テ害セ ズニ醇索作月jテ保存セシムル銀削子

製出センコトニ研究ヲ逝ノタリ。自11 チ結核創ノ噌好ニ合致セシメ夏ニ銀「 f オン」白煙テ i~~

ク組紘内ニ擁散セシメ件ハ＼おい吾人ノ；理想トスノレ局所療法ノ一助トモナラントテ各種銀

拘ljノ比較的球究ヨリ新銀持ljノ：創製ニ従事シタノテ アル。

カクシテ弱油性反庭、ノ下ニ使用ニ笹へ且銀「fオン」テ披散シ得Jレ銀化合物トシテ重量分

析上 2CH,.CH(OI !)l '( H >I-l ヌ.3NH~ナル一新配位化合開テ得テ外科的慢性経過創二月1 ヒテ

若効テ示セリ。

荒シ本資ljガ組織ニ針シラ；ノ ：如キ特性テ有スルテ以テナ Jレペ ι。

I. 本舜ljハ組織内ニ無芥 ニ沌入シf号、而モ深達性ナリ n

?. 組織盤素、組織蛋下iニ地フモ沈澱テ生ゼス明。

3. 組織ニ劉シ材iT泊，｜

」 組織予賦i丹セシム Jレコト 内

5. ii:膿ノ効アJレコト。

6. 銀「 f才ン」テ比較的多量ニ持続的ニ組織ニ迭ルコト内

31.「モレクラー‘マヴネシウム」ヲ以テスJI.-痔綾J注射療法z就テ

和歌山 松岡元治良ll

鳥取角倉邦彦

「壬レクラ ー、 7 ク’ヰ シクム」トハ余’苛 ノ；設 UJJ ニ係リ（特許第82559~~ ） 「 7 ク’ ネ シ クム、コ

ロfトコーモ非ス＼機械的粉砕法ニヨリア製シ タJレ金属「？ク’ ヰシ クムJiな末ニモ非ラサ＂；レ

一新型ニシテ、恰モ附者ノ中間ニ位スJレ金属「7 ク．ヰ シウム」ノ粉末ナリ。其ノ性:l!.R極メテ

反感力ニ富 i、常温ーテ7）｛ト強ク反感シテ水素瓦斯テ護生ス、次白色、無定形ノ海綿様構

造テ有スル｛制Illナル粉末ニシテ、共ノ大サ 10件以下ナリ、之テ種々ナル溶媒中ニ懸垂ス Jレ

ニ「コロ fド」ノi菌性テ現ハサス＼且ツ粘欄ナ Jレ溶媒ニ混ス・Jレ時ハ学永久懸垂液トナ Jレ、機

械的錨削、粉砕・法ニ囚リテ製シタ Jレ金属「マクネシウム」粉末卸「？ダヰシン」トハ大ニ共f

性fl.I\ テ異一人反感力著シク強大ナリ、然レ共之テ字l鉢＝盛リア乳棒テ以テ研磨ス ）~時ハ

次第ニ金団光津テ褒~ I＝. シテ反fi.！！＼力活賢次減少シ、途ニハ機織的粉砕法ニヨリテ製シタル粉末

ト大差ナキニ至Jレ、乾燥i伏態ニテハ安定ナルモ、漁気叉ハ水分テ多少有ス Jt..溶媒中ニテハ

「セメント」ノ如ク同化ス。

上記ノ新規ナ ）＼， '.lt I~~「 ？ク。ネシク ム」ノ粉末列を按ノ治療ニ加ヰテ優秀ナ Jレ殻果テ象グタ
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リ。之テ臨床上一期フルニ先ジ、家兎ノ外耳静脈ニ就キ、共カ、＇ 4%「グリセリン」乳剤テ抗

射シテ血栓成生ノ有無テ険スルー、術後2日・ニシテ充填性赤色血栓テ成生セ Jレテ見、 5日」

シテ己ニ血栓機化ノ初期テ認メ、 14日ニシテ血栓中毛市JU管ノ新生セルテ認メ、 21日－ ；：.，テ

血栓／肉芽様組織ト成レJレテ認メ、 29日ーシテ己ニ血栓ノ；機化シテJoli！園組織トノ匝別ノ lりj

ナラずJレテ認メタリ。諮ニ於アカ確信テ以テ該乱剤テ各種持按ニ注射ス Jレニ‘痔接ハ術後

数分ニシテ柏腫脹シ、且ツ輩ニ鰯レ、之テ掩へノレ皮膚一並＝粘膜ハH昔赤色トナリ、一雨日間

ハ緊張’l生感魔乃至疹痛テ護スルモ、数日ーシテ結節牧縮シ始メ、色モ尋常トナリ、上記／

症欣去に 結1',liノ大小ニヨリテ遅蓮アルモ、約1週間乃至3週間ニシテ全ク散髪トナリテ治

癒ス、而シア恰モ共ノ欣態痔核ノ自然治癒卸「7 リスカ」ト何等選プ底無シ。注射量ハ出品目

ノ大小一ヨリア異ナルモ、大約銀杏大乃至雀卵大ノ結節ニハ0.3乃至0.5糎テ以ア適首トス。

注射器ハ「ツペJレクリン」注射用ノモ／テ用牛、注射針ハ 1/2粍ノ ）＼.サテ有スルモノテ選プo

j主身r後数日間ハ安静テ命ジ、 3日間阿片丁幾テ内服セシメテ便秘セシムルテ可トス。 4日目

ニ精査シ、結節ノ残留セルモノアラパ再注射テ行フ。食事ハ尋常ーシ可ナ Jレモ刺戟物ノ揖

取ハ不可ナリ。斯クシア余等ハ各種時綾テ根治シ得タリ。

討論？質問？＝劃ス＇＂筈 松岡元治郎

溶媒ニ無水「クーリセリン」テ月j7レパ共ノ慮ヒナシ、且ツrnニ臨 tテ雨者 7iftf日スルモノ

トヘ。向「モレクヨ一、 7 クネシクム」ハ水ニ曾ヒテ酸化「？クrヰシクム」ト化スルモノナ

リ。

32.非聾血的療法zヨル高度ナ＇＂蓮痔麗 J治験例 三重 畑 嘉 聞

余ハ本年4月大阪ニ開カレタル日本皮膚科皐－曾ニ於テ痔盛治療ノ一新法ノ演題ノ下ニ「コー

ムバンド」／結紫ニ粂ヌ Jレニ禁抑喰布ニヨツテ痔痩ノ：如何ナルモノニ於テモ之テ施シ完全

ニ治癒セシム JI〆方法テ提唱シ夕、此ノ方法ハ己ニ各種皆事雑誌ニモ掲載セラレテ吾ガ醤墜

枇曾一般ェ紹介セラレタ筈デアノレ。

政ニ報告セントス Jレ1例ハ共ノ方法テ以テ持痩ノ内ニ於テモ最モ高度ニ陥ツテ居 JI,モノ

テ所謂蓮痔痩或ハ峰官時痩トモ稽スペキモノテ非！出血的ニ見事ニ全治セシメタ最モ興味ア

JI,治験例デアJレ。

本患者ハ昨年4月ー余ガ門テ川11タノデアツ夕、余ハ之テ診シテ徐リ高度ニ達シテ居 JI,

ニ驚fテ治療テ断ハツタモノデアノレ、共レハ首時ニ於テハ只ダ薬物ノ塗布ノミニテ治療テ

行ツテ居ツタ時代デアツタカラ如斯康大ナル部分ガ、犯サレ且ツ非常ニ共ノ J患部ガ膨隆シテ

居ツタ震＝i士テモ薬物ダターニアハ此ノ大工事テ企テア見JI,ト云フ勇気ト自信ヲ以ツテ居ナ

カツタ故デアル。而シテ患者ハ71歳ノ高齢デアツタカラ高ーテ顧慮シア夫々ト慰安テ興ヘ

テ師岡セシメタノデアル。然Jレニヌド外科事曾が4,;:Ij:J ；保京都ニ問カレタ JI,際余ハ高度ナノレ
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脱II［粂直腸一脱ノ薬物ニヨ Jレ治験例テ報；t；－シ夕、 fd~ レカホ叉タ各雑誌ニ資；1＆セラレタノテ、之

レテ聞キックテ夏ニ本年 8月ニ事f・ピ余ノ門テ1111イタノデアJレ。共レf、77歳ノ高齢者Ir高度

ナJレ脱IITヵー治ツタ以上ハ自分ハ？ダ72／；立デアJレカラ必ス・治ホシテ貰へルト云フ確信ノ下ニ

再ピ訪レタトノ事デアツタ。

余ハ薬物療法ニ此ノ「コムバン ド」ノ結数法テ粂ヰテ行；U｝キ ーナツテヵ ヨ相首成大ナ ）~病

竃テ有セ ）~持庫ト雌モ宥易ニ治癒セ シ メタ貫験テ積 ンデ府ノレノ テ今回本患者テー診シタ常

H寺ニ於テ直チニ全治テ目前－謹シ其ノ治療テ引キ受クタ事デアノレ。

患者ノ、兵庫！際灘ノ人デ杉谷某、年72歳ノ男子グア J＂共ノ凱往ヲ開グニ今ヨリ 8年前ニ）ff.門

／左側ニノj、サナ持痩ガ出テ兆ノ首時醤ニ就イタガ、手11Jrjテ受ク Jレノガ厭サニ治療テ君、ツアツ

1共レガ段々ト大キク Tツテ説ij｝（テ呈ス Jレニ至ツタトノ 事デア Jレ、共ノ間新聞ナドニ現ハ

レタ枕！テノ薬品テ買ヒ求メテ附クア見タリ、或ハ光線療法テ受タタリ、或ハゴド聾者ノ電気

療法ナ ドニモ附サレ テ60日閉そ遁ツテ見タカイ吋ノ効果モ見ス＼ モウ斯フ ナツテハドウ シテ

モ Tfilli テ 交ナヰ パナラ ヌ ト決心テ シテ各~＇－門大家ニ就 1 f意見テ聞 1f見ルト此レハ大手

術テ行ハキバナヨヌガ完全ニ治癒スルト云フ事ハ保護ハWi＊ヌ叉タ一方手11JtrI ；妓痕ガ旺門

ラ崎形 ニ陥ラシメテ火祭出テ起サナイ ーモl筏ラヌト云ハ レ、 1fタ或ル専門家ニ診テ貰ツタ

ラ手術ハスルガ之ハ1回デハ fクナイ、 3回ニ分クテ手術テ スJし・Fニ・ス Jレト 1回ノ手術ハifi

療朋間テ約3ク月テ要スノレ率三ナ Jレカヨ3回79ク月間ノ日；数テ要ス Jレ諜ニナル、而シテ完

全 ニ治ス Jレト云フ11..：ハ保護ガ出来ナイカラ、 7 ア高年ムモ達 シテ居Jレ事デアリ、其レノ鵡

ニ直接 ニ生命テ年ハJレJレトバフ事デモナ fカラ共ノ岱ニ シテ美味イモノグモ食ベテ徐生テ

主宰ツタラ ドクカトノ・l~ デ、殆ンド自分デハ絶望ト諦ノテ一生此ノ佳デ終ヨク トハ思フ 2 壬

ノノ一度ハ奇麗ナ尻 ι ナツア死ニタ fトノ自白デアツタ。而シテ本人ニ取ツアハ云フニ云

ハレヌ苦痛テ以ツテ居Jレノデ共レハ臭イ分拠物ガ絶間ナク出テ結 Jレ、第一ニ衣顛ノ始末ナ

ドニ、嫁ニ気ノ毒デ一々気粂テセヰパナラ又、亦タ町内ノ集曾ナドニモ共ノ臭イノガ；主！邑

デ人中ニ「H テ行カレス＼亦タ第一二好物デアル湯屋ナドへ行クニモ公i：~«·心テ重ンジア者11合

ノヨ イ時ニ行レヌ、共他種々ナ Jレ述懐テ聞カサレテ、曾テ；：チ痩J痔 妓ノ所有者デアツタ余ハ

共ノ胸裏テ想像シア同情－1~~ ノ涙テ禁シ i ＇.｝－ ナカツタ事デア Jレ。

現症－先ゾ之テ診シテ iルト第1闘ニ示スカ、、如ク旧：門左側ノ瞥副｛大，｜土カ‘、病竃トナツテ居Jレ、

共／｛炎方 I£4（分ノ、著シク1彰隆シ テ房々ト霊下シテ居 Jレ／ガ丁度大キナ松主主／「カサ」テ クツ

ツクタ様ニ見へテ居Jレ

分カ直径16仙デ、狭イ部分カ事10仙ξド共If.艮元ガ少シク凶レテ居.）レ、共ノ！蹟ノ周リガ29f~t迷テ

アJレ、 共ノ著：シク膨隆 シテ居Jレ部分ノ jjlj内方・ハ丁度「アワピ」貝デモ クツツナタ様ニ共ノ皮

！局面ヨリハ除程隆起シテ居 Jレガ之ノ叫u1rニハナツテ居ナイ、而 ンテ共ノ全開ノ表面ュハ無
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教ノノl、孔カ’ γ ツテ共ノ孔カフ膿ri · ガ出テ居 Jレ、之ニ it!1~~自テ加l へ Jレト教へ切レヌ程 J 1J、孔カ

ラ膿汁ガ吹キ／.Hシテ来ル、而jシ疹痛ハ吉1］合ニ無・ 1、ソシテ共ノ全貯jノHJ；況テ見ルト恰カモ

上皮癌ノ様ユモ疑ハレル外視テ呈シテ居；r,。

周ノモノハ此ノ ~k態テ見テ顔テソムタ夕、余ハ之テー診シ治療 J 作戟ア回ラシテ心中私方

ニ愉快テ感ジ夕、共レハ此ノ ；維症テ全治セシム Jレト云フ確信テ持ツタカラデア Jレ、而シテJ忠

者＝向ツテ全治セシム JI,事テ保護シ治療日数ハ約4ク月テ要ス Jレ旨テ予象庁シタ事テアJレ。

如斯例症テ非槻血的ニ如何ニ シア治療テ施スカト云フニ先ツa第一ニ共ノ膨隆シテ居 Ji.-部

分テ除ク方法ヲ誹ゼヰ パナラヌ、之レニハ余ハ卸チ「コ”ムバンドJ：ア以ツア其ノ膨隆部ノ頭

ニ回ラシタノデアル、とハ頭トナツテ居Jレ所ガ・・29仙迷モアツタカラ 2個ノ「プムJ輪〔此頃

流行ノ小包物テ縛Jしノj、サナ「プム」輪ナリコテ連結シテ用イ夕、而 Lテ其ノ回ラシタ「プム」

／雨端テ集メテ之ア趨度ニ宣伝引スル、而シテ其ノ延ピタ「プム」ノ集7 ツタ根元テ甜子デ挟

ンデ置 4テ共ノ内方テ縫合糸デ外科結ピニ縛ツテ置ク Jグア Jレ、ソクス Jレト丁度虞綿デ首

テ締メ ル如ク徐々ニ組紘内ニ「ゴム」ガ食ィ込ンデ行ク、其ノ翌日ユ於テ之テ診テ iJレI・ 著

シク離断セラレテ居Jレ。此ノ場合余ノ心配シタ事ハ痔痩ノ綿テハ「プム」ノ結紫ニヨツアー

滴ノ出血モナク切断シテ居ルガ如斯頚耽ニナツテ居Jレモノテ結毅シテ離断ス Jレ事ア計ツタ

ノハ最初ノ試 Eデアツタカフデア Jレ、此ノ種ノ溜欣物ハ非常ニ血管ニ富ンデ居；r,モノテア

ツテ「メス」ノ尖テ一寸デモ燭レタナラパ甚シキ出血テ起スモノデア Jレ、況ンヤ29仙迷ノ顕

部テ横断切除スルノデア Jレカラ理屈カラ云フタナラハ出血ハ尭レナイ事ダアル隊ニ思ハレ

ルノデアル、故ニ深甚／注意テ排フテ其ノ経過テ観察シタ事デア Jレガ共ノ離断セラレア居

Jレ部分カラハ一滴／出血テモ認メナ f、ソコデ二、三日ニシテ其ノ大学ガ切断セラレ夕、

ソウスルト其ノ頭ガ細クナ Jレカラ離断セヨレタ膨陸部ハ前後左右ニ移動ス Jレヤクニナツア

其ノ闘定ニ寅ニ苦ンダ事デアJレ、ソコデキlj創背ノ長キ綱僚テ以ツテ前後左右ニ引張リテシ

テ見タガ共ノ切断セラレタ間隙カラ出 Ji.-分泌物ノ嬬メニ宇I］創膏ガ直キニ外レテシ 7 ウ、丁

~r帯ーテ堅ク間定テ計ツテモ直キニ分泌物ノ嬬ニ操潤シテ交換ニ逗ノナ 4 位イデア JL- 、此

ノ揚合切断セラレタ部分カラ徐々ニ壊痘ニ陥ヅテ来Jレカラ共ノ臭気ト云フタラ一通リデナ

4、4日目ニハ切断セラルルニ従ツア［ゴム」ガ梢々弛緩ノ傾ガアツタカラ夏ニ「ヨ‘ムJテヲl

張ツテ共ノ根元テ縛リ換ヘテ置 4夕、然Jレニ 6日目ニハ其ノ膨隆部ガコロリト落チ夕、共

I ，有様ハ第2岡ニ示ス遁リテアJレ。

llU陥蒋テ見タ時ニ．ハ本人ノ喜ビハ如何計リ テアツタデアラウ、之ハ諸君ノ御推察ニ飴リ

有Jし事ト信スソレ／デアJレ、余モ亦タ多年醤業ニ従事シテ治療ノ効果ニ於テ愉快テ感ジタ事

ρ屡々アツタ事デア Jレガ而カモ自己ノ考案ニヨリ之テ寛際ニ膳肘シテ手術テ以ツテ及 Jtザ

ル’仕事ニ成功テ見タ事ニ就テハ賀ニ曾心ノ事テアツ夕、共レハ本例ノミニ限ラズ斯クノ ！
， 
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キ腫ifli ノ If~ ノモノテ「プノ、」デ切断ヵ1封＊）レ事ニナレパ外科治療界ノ上ニ今後如何ナ Jレ機車rh

テ興へ Jレモノデア Jレカニ想到シテ愉快テ禁ジ得ナカツタノプア Jレ。亦タ同病ニテ入院シテ

居 Jレ患者建ノ、アレハ如何ナ Jレ結果子粛スデアラウカト興味テ以、ツ T迎へテ居ツタモ／デア

Jl-ガ

タlレ老司人／鴻ニ耐若；テ友ンテクレタノデアJレ、共レハ刃物ャ注射器ャ版j［酔法等ノ力テ借ラ

ス、ニ一滴ノ !:l-1血ダニ見 Jl- 事ナク安楽ニ此／』｜主物テ身開ヨリ出I~「苛セシ j タ事ハ一般ノ感興ト

不i台トゼラレタ此ノ不遇ノ老人ニ日lツテ多大ノ同↑1!Jーテ持チ同病相憐ムノ感念ヨリイJtニ共ニ

幸l隔テ相頑ツ自然ニ起ツ夕立ピデアツ夕、此ノ経過中ニ於テ患者ニ苦痛がアツタカト云フー

ニ卒礼デ治療所へ身テ運ンデJL；礼二他ノ；定＼tfト話シ合ツテ居ノレノガ常デアツ夕、只タ図ツ

タノハ共ノ分泌物ノ嬬ニ病室ガ臭イノト治療所ヵーたノ患者ノ這入ツタ首分ノ間ハ悪臭ニ充

タサレタト云フ司王ノ、本人ヌ背持デモアリ、イI＇タ皆ナ他ノ患者テ迷惑サセタト云フ位 4ニ過

ギナカツタ。

共ノ脱落シタ陪癌物ハ130目ノ目方カ、．アツテ一夜「ホ Jo－，.リン」水ェ浸シテ置イテ共ノ翌

日患部ノ反到m11ニ之テ支ヘテ一緒ニ諸民ニ撮ツ合モノ 1ゲ第3闘ニ示スモノデアJレ。

而シテ共ノ脱落シタ疫ノ創函ハ三五極奇麗デ一滴ノ失血モ見ナ 4、而シテ痩口ナドモ認j

ナ f、向ホ共ノ前内方ニ首）l-膨隆副iハ第1闘ニ示ス初診首時ニ上ヒシテ徐程ノ費化テ認メ Jレ

デアラウ。之ハgp チールiJ';r'i 数ス’L ト同H手ニ叫；t1H/Jj;/~ ヲ ifi'： 千ff シア置 f タカラ共ノ表面ハ著シ

ク薬物ニ犯サレテ病的組織カ1;:i；去セラレテ居 Jレノテアル。然シ共ノ部分ハオミダ皮下ニ於テ

路市jガアツテ庭々ニ無数ノノj、子Lガ‘存在シア居JレノデアJレ、よりfニiNシテハ縦横ニ孔カラ孔

ニカうテ消口、子ニ糸テ通ジタモノテ介シテ「プムバンド」テ貫通セシ ,,i'T縛ツア置クノグ

アJレガ二、三日テ経過ス Jレト全部ガ切断セラレテシ 7 ワ、其レト同時ニ薬物テや布シア置

ナバ漸次ニ共ノ病的部分ガ脱落スル、前iシテ治療開始後30日目ニ首ツテ撮ツタ詰買ハ第 4

怖い示ス遁リデアノレ。

~｛：ノ後ハ珊酸較官或ハ「プチノー Jレ」等ノ i('c イIi ーヨツテ .l二l主カe形成シテ来ル、而シテ共ノ

蓮~！；.控ノ棋幹トモ認ムペキ煙管ハ必ス‘旺門ニ向ツア自国シ子居 Jレモノデア Jレカラ之レハ全

持痩ノ場合ト同一ノ方法ニヨツテ「プムバンドJノ結紫テ行ヒ括約筋テ切断シテ置クノデア

ル、此ノ患者ハ相官ノ内：1＼：料テモ作フテ f<1：ツタモノデア Jレガ之モ同時ニ薬物ノヂ布ーヨツ

テ何時ノ間ニカ治ホツテ居Jレ。

而シア治療開始ヨリ丁広州日目ニ撮ツタ諸民ハ初 5 同ニ ~J；ス通リデア Jレ、之ハ薬物ニヨ

リテ病的組織力iぷカレ健康組織 J tガ姥サレテ居 Jl-カラ多少ノ痕痕ニ醜クキ勅ハア Jレガ月r
「『］ナドニ崎形テ残サス晶叉タ糞使失禁症ナドモ胎サナ 1.余ハ 7 グ忽想的ユヤツテ見タィ；事

モアツタカ本人ハ此レデ結構、一日モ早ク此ノ釘版テ家族ノ者ニ見セテ真バシ会イ尻ガ来日
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クナツタト大群ピテ／（； J：像EIシタ4ヲ月／学教ノ治療日数ニテ殆ンド全治テ見テ蹄｜剖 シタ

4~ デア Jレ。

結論

以上ノ如ク朗ル／高度ニ建シテ居ル重症持主主ニ於テモカiタ如何ニ老境エア Jレモノト雛モ

京極簡易 ι且γ安全ニ而カモ非槻血的ュ行ハ Jレル治療法デアル、最早持4~ ノ ·bn何ナル揚合

ニ於テモ凧t附2ノ要ナク「メスJヤ注射器ナドハ無用ノ長物トナツ夕、殊ニ此ノ「ゴムハンドJ

／結数法ハ持痩；／揚合ニ限ラズ臆蕩共ノ他之ニ類スル一般ノ外科領域ニ於テ之テ臆）jjシタ

ナラパ非観血的ニ而カモ簡軍ニ諸病テ取リ掠フ ：·1·~ ヵー、出来 ；i デアラウト信ス‘Jレモノデアル。

元来観血的行揺ナルモノハ人道ヨリ観テ以ツテ惨忍、ナル事柄テア jレ、 Mf:iflハ？？慣的ニ血テ

流ガサシム ；i事ハ卒呆テ、アリ、亦タ法律モ之テ答メナ f、亦タ世人モ之テ許シテ居Jレ、而

シ吾ヵ瞥療J11-モ共ノ進運ニツレテ止ムテ （＇.｝.ザノレド；gリハ此ノ穆忍ナ Jレ方法ハi控クネ パ ナラ

ヌ、之等ハ一般世人ノ要求デアリ、亦タ吾等仁術ノ殻揚＝於テ飴程ノ研究テ要セヰ、パナラ

ヌ事デアル。余ハ此等ノ志向，／（ヨリ時疾療法ニ隈ラズ本方法テ諸病ニ臨月jシテ治病ノ一新機

軸テ立テト、ナラヌ事テ提唱スル、夫レ「コロンプス」ノ卵ハ偶然ノ事デモナカラウ。

〔附附ハ訓告〕

33.交感神経切除J血清沃度酸値及血糖量二及ボス影響

並＝副腎J組識畢的蜜化＝就テ 京郡 佐々木猛次

最近ニ近野氏ハ所謂「アドレナリン」物質ノ定量法テ提出セリ、此法テ血清ニ劉シテ膳用

ス；i揚合ニ共結封値ハ只軍ニ「アドレナリン」物質ノ Lテ表ハスモノニ非Jレコトハ氏ニ依テ

既ニ認メラレシ所ナリ。具：後古武、杉田雨氏ハ此場合ニハ「アドレナリン」テ基準トシテ表

ハスヨリモ血清ノ一定量ニ針ス ；i沃度酸ノ消費量テ以テ反感物質ノ全値テ表ハス可キモノ

ナリト栴へ、民等ハ之テ沃度酸｛直ト云フ内

此沃度酸法ハ繭来種々ナ Jレ方面ニ路用 tラレツ、アリ。反感物質ノ性AAヨリ推シテ、此

沃度酸値ニ針 シテハ肝、材、副腎、共他ガ閥係スルコトハ本易ニ想像セラレ、或臓器ニ於

テハ臨床的ニ該法ハ共機能検査上ニ庫、用セラ Jレyレニ至レリト云 7o

従テ此等末稿、器官ノ機能テ調節的ニ支配スルトコロノ植物性紳経系統ニ針ス；i;或種ノ影

響ハ忽チ此血清 J沃度駿値ユモ反映スペキハ想像ニ難カラズ。余ハ此瓢ニ大ナル興味テ費

エ次ノ貰験テ行へリ。

先ツ家兎ニ就キ

1. 雨側内臓榊経ノ切断

2. 太陽叢射出

3. 雨fHi）内臓神経切断及太陽叢易Jj出
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ノ三権ノ T術テ施シ、 80日間ニ亘リテ一定ノ間隔テ白キ共血清ノ沃皮肉安値テ検査セリ。

寅験結果ノ；梗概テ述レノじ大ノ：虫「lシ。

自fl、手術直後ニ於ナル血病沃度酸値ハ手術ノ種別ニヨ Jレ差異テ示スコトナク、略全例テ

miジテ術前ニ比シテ一時梢著明二該値／：昇騰テ見Jレモノナリ。

此i夫度般！直ノ昇－騰ハ長時間ノ同定’又ハ手術操作テワ動物個骨~ニ岱j ス ；q｝県ニ基囚シテ起

レ ｝~ 個悌蛋l’ l ノ分解I曾準 ） $，＇，果ト 交感榊経系ノ切除ノタメニ起レJi../，成弱セ JI-酸化作用ニ因

Jレ不完全ナ JI-燃焼ノタメニ蛋白新陳代謝ノ中間乃ヨミ終末産物カ助1清内ニ管積シテ起レJレモ

ノト思考セラル。或ハ叉 Biedl等ノ ：ぷへJレガ如ク交感雨rj1経系ニ及ボ ス直接機械的ノ刺戟が

「アドレナリン」ノ分泌テ増強セシメシ結果ナリトモ解樺シf守ラ Jレ、ナリ。夏ニ手術後10日

目以後ニ於ク Jレ沃度酸値テ見ルニ此ハ悉ク一定ノ傾向（遁増叉ハ5!!c＼減、！テ来スコトナク推移

スJレモノナリ n

抑々動物ニアリテハ内臓神経ノ切断テ行ハパ共結果副腎ノ萎縮テ招＊ス Jレモノナリトハ

Pen de，森田氏等j ・IHゼシトコ円ナリ 0 ＊シテ氏等ノ言へルガ如ク副腎ハ萎縮ノ結』~t形

態重量 ノ縮小テ現ハスモノナリヤ否ヤ／問題テ病理組織・墜的ニ ~r索シ、 B、高lj腎ノ組織的

機能的／鑓化ニ件 7T1Tキ該動物ノ血糖曲線／推移HJ¥態テi矢度酸値検査ト同一ノ家兎ニ就テ

視察セリ。

余カ。1食資ノ結論ヲ約；五セパタ：／ ：如シ。

1. 施術直後ノ血糖昇騰ハ縄縛手術操作等ノ感費制i粧ノ刺戟ニヨルモノニシテ殆、全例ニ

於テ認、メラ JレJレトスル、就中交感榊経系ノ直接機械的ノ刺戟モ大 1.＝.開興スルモノナ Jレ

百Iシ。

2. 手術後10日日以後ノ血糖量ハ悉ク特定ノ傾向テ表ハスコトナク略健常家兎ニ於クル生

J~l l川市H荒；Ii~闇テ川デス‘シテ経過スルモノナリ。

ヌ． f1J：常次兎副腎重量ノ韓JFニ草，；］－ス Jレ比ハ平均Ji:側0.00り（，o，；、右側0.0089%ニ相’日ス扇fP,lj内

臓iirj1経切吋7え太陽叢刻IP，手間昨ニ行フモノニアリテハ左右共ニ上記ノ｛直ノヨ倍以上ニ相

詰シ、太陽叢易IJi'-H例之ニ弐ギ、内臓刷1粧テノ i切削セル例ニ於テモ共平均値ハ相首績大

スノレモ fナリ n

↓ 「タローム」反感ノ成績ハ同一間開ニアリテモ／じ右ノ話lj腎ニ差異アルノ tナラズ手術／

積類別ニ見Jレモ、共成nハ全ク隈々ー シア或Jレ一貫セ JI-結果テ鷲見スルヲ得ザリキn

:=. 制作ニハ一般ニ共髄質店Ill胞ノ退行犯l:M化或ハ間質ノ増殖等ノ所見ヲ認、メ難キモキj質的1

？’；：／充鋭セ Jレモノ多シ。

ι 手術動｜勿ノ話lj腎ハ共容：~j) ノ減少テ米スコトナク、却テ，とテ増加l ス Jレ／傾向ア h 殊ニ

太陽叢易1JH~1 及雨{Rrj 内臓神経切断テ同時ニ行へノレモノニ於テ英シ。ヨハ郎、交感紳経系／
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脱落症状ナル動脈性充血エヨ Jレモ／ト解梓スベキモノナラ ン。

34.胸部交感神経節献索切張術z就テ 京都 大 i撃 法

比：者・ハj胸部交感iJflil粧ノ分布テ受クル部位叉ノ、臓器ノ抗J忠例へパ」：肢ニ於ク ｝L-諸疾；也、肺

結援、肺壊痘、肘i膿場、膿胸或ハ胃、十二指腸潰蕩ニ~·J・シテ各共部位ニ}.lit\ フ~· }1'交感；11i1/1れ筒

形t索予切除シ配下ノ流血長ヲJ曾加セシメ以テ是’t：ノ諸政；忠テ治癒セ シノンコ I・ テ企｜而！シタ

リ。

手術ハ屑脚間部ノ何ッーレカノ｛則ニ於テ上方ハ「アクロ i 才ン」ノ尚サヨリ，，~中線外約三横

指ノ位置エア下方ハ肩脚下角ノ下部ニ終ル弓形ノ皮切ニヨリ皮脂’筋排テ外方ニ開キ第二乃

至第四肋骨各約4糎テ法ノ如ク切除ス、肋骨ノ内方切断端ハ脊椎鵠ニ近付カシム、斯クシ

テ肋間筋テ切離シ肋間紳経及ピ血管ア分離シ、コレテ切断スルコトナク徐々ニ肋膜テ前方

ニ鹿シ下グ、脊椎肋骨閥節ニ近付ク時ハ議 ニ肋間神経トノ ti¥］ニ交通枝テ有セル胸部交感神

経節及ピ献索テ求ム可シ、胃及十二指腸潰蕩ノ揚合ニハ皮切テ下方ニ施シ下部（六乃至九〉

ffi1/1経節j伏索テ切除ス JL-モノトス、肺五占按等ノJ揚合ハ上部第二乃王第四、上肢疾患ノ場合ハ

第一乃至第二テ切除ス。

著者ハ動物（犬）ーア此目的テ達シ得タルテ以テ臨床とニ見HHセリ、臨床上筋護育強度ナ

JL-時ハ梢々困難アルモ必ズ目的物テ切除スルコト可能ナリ、肋膜テ損傷スルコトアルモ恐

Jレ、一足ラス＼術後吸引装置ーテ徹底的ニ胸腔内ニ入レル空気テ吸う｜ス可シ。

今日？ アニ行ヒタ JL-症例ハ肺結桜2例、 Raynaud 氏病1例、外傷’l~t壊惰1例ナリ、肺結桜

ニ於テハ術後白質的術側胸腔内及。上越ニ温感アリ、咳l敬及出音ノ消失テ見症欣ノ軽快テ示

ス、土肢疾患ノ治癒ス ルコトハ恰モ下肢ーテ腰薦交感市Ji控訴i切除ノ施サレタ Jレニ似、頭部

ヨリ頭胸交感前11経節テ切除シタル揚合ヨリモ遁カニ効力確質ナ Jレコトテ明カニセリ、肺結

4亥＝針スル本手術ノ効果ハ哩論上碓賞ニ シテ他ノ：外科的治療法タル肺萎縮法ー比シ夏エ理

論上（憂越セルモ／ト信スソレモ之レガ謹明ハ多数症例ニヨリ長期ノ観察ノ k二決セラル可キ

モ／ナリ。

著者ハ多数症例ノ観察ト寅験的研究トノ車古川テ他日報告ス JI.-所アラントス。

35.卒塵開胸術例追加

阿・t肋骨々折ノ治療法ニ就テ 高槻行間忠雄

J. 近時間術ハ卒歴ノ下ニ行ヒテ充分ニ其ノ目的テ達シ得ペ シト我ガ園ノ外科家ニハ信

ゼラ Jレ、ェ至レリ。コレ胸腔外科ニ針ス Jレ日本外科ノ大ナ Jレ貢献ナリトス。

余等ハ最近外傷性肋骨々折ニ合併セ Jレ「へそトラックス」:'i!:：者テヰi腔ノ下ニ開胸スルコト

30分、瀦溜血液ノ排除、肺損傷部縫合、韓壁肋膜ノ i縫合等テ行ヒテヨク治療ノ目的テ達成

シ得タリ n
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2. 肋間・々折ニアリテハ呼吸運動ニヨリテ不断ニ骨折端モ11＇タ運動シコノ部テ安静ニ保

々シムルコト難ク且ツ治癒後ニモ fft~l粧痛様些痛テ梢々長期ニE リ訴フ Jレモノナ Jレテ以ツテ

等ロ初メヨリ骨折部ニ於テ肋骨切除テ行フニ若カスA ト考へ 3名ノ；患者ニコレア遂行シテ好

成績テ得タリ。

コノ方法ハ手術ノ簡軍ナルコト、疹痛ノ消失スルコト蓮カナ Jレコト安静ラ要スル期間ノ

短キコト、切除後殆ドイ11J等ノ苦痛ナキ寸ト等ーヨリテ推奨シ得Jレモノナヨント思推ス。

追加 京 都 吊 ， ， 部 信 雄

29歳 ノ男子、背部テ電車ニ鰯レテヨリ呼吸困難及皮下気臆テ訴フ、「レントグンJn民所

見ハ右肩牌骨下ニ於テ第二ヨリ 第六肋骨迄骨折アリ。苦痛加ハル鵠コノ iニ向ツテ手術テ

ナス品、第二肋骨々折部ハ後方・ェ向ツテ膨隆シ第三、第四肋．首．々 J庁－部ノ、背

Jl旬1宰内ニ向ヒテ突IHス。コレ等ノ部分ニ肋骨切除術テ行ヒタ Jレニ、第三、第四肋骨々折部

下ニ作一銭銅貨大ノ肋膜損傷アリ。コノ雨孔テ連ヰテ聞大シ肋膜1室内ノ出血テ清拭セル後

ニ肋膜腔テ閉 ジ、 胸腔内残宙空気テ排出七九

1. 4；例ノ如ク骨折片ノ胸腔内突出、 ij)J膜損傷ア起セ Jレモノハ前演者モ主張セラル、が

主「iク此ノ部ノ肋骨切除術ア11フベシ。

2. 此ノ；揚合ハ首然卒座開胸争jljテ行フコト、ナ Jレモ何等顧慮ノ要ナシ。郎本例ノ如キハ

局所麻酔ノモトエ何等ノ困難危険ナク卒座間胸術テ行ヒ得タリ、。

36.卒塵開胸術J下＝行へJI-限局性肺気腫J切除例 京都 大 津 遼

背柳安誠

患者ハ42放ノ男子、右側肺結核ノ鵡ニ入院、 ｝•；占々 f 手術テ受クタ。自H チ子（々ハ肺結核ノ

治療ノ目的デ、卒時間！胸f~rj テ行ツタ。初メ VIII 及ピ IX ノ肋骨テ切除シア卒座ノ下ニ＂；｛i 

側ノ開胸テ行ヒ肺ノ Af（態ア親タノデアルカ＼阿j尖ノ近クテ郎！表面ニ約7糎卒方位／可成リ

ニ胸壁ト’i盟国ニ癒清シテ、共ノ部ノ肺組織が特ニ軟ク、宛毛麗腫テ形成シテ居Jレ如ク ι 忠

ハレノレ部分カザ鰯レタ。ソレグ先グ、吾々ハ此ノ癒着部テ注意シナガラ、鈍的ニ古Ii胸壁カラ

剥離シタノデアルガ、ソレト同時ニ全右嗣jハ肺門ニ向ツテ牧柿シテ行ツタ。共ノ後吾んハ

夏ニ横隔膜神経テ横隔膜へノ附着部近クデ挫減シテ胸膜並ピニ残徐ノ JI旬壁テ閉鎖、シ‘人嬬

気胸ハソノ佳放置シテ手術テ終ツタノ テアJレ。

斯クシテ吾々ハ此ノ手術ノl際、肺上薬ニ首ツテ貰ハ7象期モシナカツタ防Ii麓腫様ノ腫物ノ

存在テ知ツタノデア；i’o カ＼引キ続キ腫窮ノ別出テ行フーハJ患者ノ柴養対j；態ハ徐リニモ表

ヘテ居ノレノデ、之テモ欠J11］ニWlシタノデアツタ。

ソノ後2週間目ニJ最ツタ「レ」氏窮民ニハ肺ノ萎縮ノ嬬ニ、術前ノ務員ニハ徐リ判然トシ

ナカツ夕、開場ノ f象カ町jニ認メラレタ。此ノ「レ」氏像ト前手術時ノ 1；：；~ノ fifi見トカラ－i'｛々ハ
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肺袈腫ノ：疑テ持ツニ至ツタ n

ソコデ、第1回ノ手術後50日目一再ピ卒座開胸術ノドテ此ノ腫蕩ノ射出テ企テタ。 gpチ

此／度ノ皮切ハ以前ヨリモ上方ニ加へテ、 VI及ピ VIIノ肋骨テ切除シ開胸シタノデア Jレ

ガ、腫蕩ハ大入手祭大ノモノテ、ソノ周固＝鳩卵大／同様ノ腫壌が三ツパ守カリ在在シテ居

タ。腫虜ハ他ノ lfrp組織カヨ明ニ限界セラレア居タノデ、周園組織カラ除去ス Jレ目的ノ下ニ

操作テツ Jクテ行クウチニ、破レテ終フタノデア Jレガ、内カラハ空気ダク山テ、波ノh少シ

モ出ナカツタ。帥チ箆腫デハナクテ気腫デアツタ。三大；イデ、ソノ；気腫壁テ全部j司閏組織カ

ラ除去シ、ソノ後二ハ肺臓縫合テ行フテ、 JJ旬壁ヲ閉デタノ テアJレ。ソノ開胸時間約50分間

術中患者ニハ何等異費予 Eナカツタ。

此ノ臨尿例カラ吾々ノ認識シ得タ事貰ハ

第 1. 可成リニ衰弱シタ患者ニ同－fNI）ノ 2凹ニ亘ル平時間胸術テ行フ テ何’t；愛フペキ現

象テ見ナカツタ事。

第 2. 限局性ノ肺気腫テ手術的ニ除去シタ事。デアル。

平鹿開胸術ガ絶劃完全デア Jレ事ハ従来カラ設カレア居Jレ所テ、アツテ、此ノ例ノ：釦lキハ可

成リニ衰弱ノアルニ開ラズ、：fij.度モ同一側ニ同一手術ヲ受クテ何’t；長フペキ現象テ超サナ

カツタノダアJレ。

次ニfi良局性肺渠腫ハ本！.！：・.者 f椋ニ防Ii結核、叉ハ肺梅毒或ハ共ノ他何等カノ ；rn.由デ空気通

路ノ閉鎖サレタ揚合ニ生スソレモノテ‘アル事ノ、成書ニ記載ノ；如クデアルガ、而モ特ニ苦情テ

輿ヘヌモ f故ニ特別ニ加11,－； スル＆、要ハ型！リ様ニ附記シテアル。サリナカnラ、又一面、コレ

ヵー彼裂シテ膿胸テ起ス可能性テ有ス JI.- トノ記載モアルノデア Jレ。

ソコデ吾々ハ‘斯Jレ何時破レJレカ解ラナイ 様 ナ危険ナモノテ胸ニ抱イテ店Jレヨリハ、限

局性肺気臆ハ、何時制廃玄主安企~ •• ＂！.行 ~. N:Jt-:.' ..杢座開胸r~tノー下子除去2男友／L'3... 1 ..、否

除去スnfキモノデアルト提唱シ、ソノ賀行第 1例テ此底ニ報告シタ究第デアル。 （寓真供

覧）

37.外科的慢性便掛症及其手術成績 大阪岩 :1k 仁雄

慢性便秘症ノ種々ノ原因中外科的ニ治療ス可キモノハ内科的ノ治療法奏効セズ、然カモ

高度ノ困難府松テ呈シ或ハ反復性ノ腹痛設作、腸捻輔テ起セル揚合テアルトナシ、其手術

例19例ノ原因ト手術成績テ述べ、共手術方法ハ原因明瞭ナルモノハ共原図的療法テ施ス百I

キモノナレドモ原因不明ナル揚合ニハ切除術テ施行ス可キモ／ナリトセリ。結腸左宇部一

於ナル偏側暁置及吻合術ハ多クノ揚合共成績不良ニシテ膨満腹痛等テ姥ス。

追加 靖肱大雅

先年常習使秘ノ忠者テ「レシトグン」的ニ検斉放シ 7 シタ事カ＇－r:J:il座居 7 スノデーす迫力nサ
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セテ］買キマス。

l. 共結県ハ教科書類ニ記載セラレタ Jレ僚件ー全ク適合セザル例ニ遭遇ス Jレコトガ屡々ナ

アリ 7 ス。

2. 療法ト致シ 7 シテ常習便秘叉ハ外科的手術ノ後デアツテモ

第一ニ本天テ乾燥シテJ’；｝－－－kトシテ毎食2瓦宛服用セシムルカ

第二ニ寒天1本テチギリ＊ーツクテ絞リ、約6001Lノ水一入レヰ1：｝（ーカク溶ケ ｝！.－迄煮ア砂

糖ト香料テ入レテ「プヂンク’JIU（ニシタモノテ1回普通ノ鰻頭ノ大キサノモノ 1個食スルト

充分デアリマス、併シ飴リ甘4モノハ、効ガ少 f様デアリマス。

第一、第二共最初ハ排便シークイ事ガアリ 7 スカラ共場合ニハ「才レーフ」油 1回20立方糎

テ酷温ニ媛メ注腸ス Jレト腸ノ臨動モ激シクナクテ、イ f具合ニ排便数シ 7 ス、共後ハ自然

ニ癖ニナツテ排使致シ 7 ス。

此方法ハ如何ニ永ク糠ナテモ習慣テ残サス＼ヤメレパ直ク‘止リ 7 ス。

追加 来須正男

私ハE大結腸ノ 10例テ皐グテ昨年三月強行ノ京都府立曹科大墜雑誌ニ記載報告シテテリ

マスカぉソレ等ノモノ並ニ共後経験シタ例ニ於キ 7 シテ此等テ観察シテ見7 スニ頑固ナ Jレ使

秘テイjスJレモノモアリ？スシ、或ハ｛垣部症ti}：ァflittイデテ JレモノモアリマスY.<iシ勃レモ屡々

捻陣テ起シ易イノテアリマス、？タ 1週間両1iニ経験シ 7 シタ s・二y：；伏部結腸遁長ノ患者ニ於

テモ甚ダ頑f~i］ナル便秘ニ加フルニ甚ダ屡々捻特テ反復シ苦ンデヰ Jレノデアリ 7 ス、此J等ノ

モノニ就テ治療法ト致；：＿，，シテ結腸相互間ノ吻合、廻腸下部ト S字結腸間ノ I吻合、或ハ結

腸回定術テ行ツテ見7 スーソレテイ足秘症欣ノ軽快ス Jレコトモアリ 7 スガ長イ遠隔成績ニ就

テ見マス ι ドクモソノ後デ依然捻陣テ反復シテ困Jレノデアリ 7 ス、従ツア此ガ底置トシテ

ハgp子便秘テ除クコトカラ云ツテモ亦タ捻陣テ妨ク月コトカラ云ツテモ切｜徐術ニ依Jレテ至＇i'i;

ト致シ 7 ス、濁リ切除術テ施シタ場合ニ於テノ E佳良ナ成績テ得Jレコトガ出来？シ夕、存在

カシド字えた結腸7tJ)r；たシ 7 シテモ航行結問ニ糞使蓄積テ来シア再ピ便秘ニ傾クヤウナコト

モアリマシテ再ピ横行結腸ノ切除テ要シ一位丈クノ切除手術デハ不充分ノコトモア Jレモ欠第

デアリ 7 ス。

38.腸結按患者J白血球像 大阪荒木啓治

腸結額患者中、比較的他臓器ニ進行性結核性病野ナキモノニシア、急性虫様突起炎急性

腹膜炎）股蕩形成等テ除外シタ Jレ57例ニ就キ、ソレテ 2群二分チ、ーハ大ナ Jレ叉ハ康汎ナ Jレ

段場面テイjスJレモノ、ーハ腫癌擁痕形成等．テ主トシ周囲ノ炎症瞬j主ナ Jレモノトニ分チ、白

血球像テ観察セシー、卒均白血球数ハ正常範園テ IHデずルモ、高Ii者ハ9260！高位、後者ハ

7220 ノ比較的下位ニ、淋巴球ハ、後者多ク 37.8?0 。 ~r:i性



4‘一‘同

λ三・’舎!3~ 

ナJレ他ハ正常：；ニ近シυ 向重症5例ニ於テハ淋巴球ハ、 24.0%ニシテ、中村多核白血球ハI曾多

シ74.1%トナリ、他ハ一般ニ減少 J傾アリ n

印チ、軍純ナ ）！，結援性疾患巾停止性叉ハ疲痕化f頃向アJレモノハ、巾血球数減少ト淋巴球

／増加予示 シ、準行性ニシテ衰弱甚シクレパ、内血球ノ減少谷々甚 シク 淋巴球ノ増加著シ

;bラ7：。

債務ニ混合感染テ超シ、或ハ大ナル債務面ヨリノ分解産物ノ吸牧甚シナレノ＼白血球並

ピエ中・M：多按白血球ノ J曾多テキタス。

良R四

此等ノ開係ハ手術ノ可否、及ピ議後テ推定スル参考トナ Jレモノト信ス.0

j9. 腸結綾＝於ケ Jl-赤血球沈降速度｝~璽化＝就テ

快席

ノ、
大阪

主唱
』

11
 

、l大阪40.急性腺臓炎J臨床的理察

念、』l!rn革臓炎ハ1672年二初メテ JohanGeorg Greisel氏ニヨリテ記jJ長セラレ、脂肪壊死ニ

1846年 Claessen氏ハ鮪微鏡的所見ト共ニ！除Balser 氏ーヨツテナサノレ。

臓壊死ニツ f テ~表ス。念性出凪1性！隊臓壊死ノ報告ハ

ス。繭＊数多ノ撃者ニヨリ報導セラレ比較的稀ニシテ強後絶針ニ不良トセラレタルモノモ

Korte氏ニ至リ急性！陪臓炎ハ手術的ユ治癒シ得ペキモノナリト公表セラレ以後臨床家ニ依

氏テ以ツテ暗矢トLechio・’fhoma

ツ4テノ記載ハ

リ良好ナル成績テ護表セラレルト共ユ他ノ手術r［~ ＝モ比較的屡々降臓疾患テ設見サル。

我等モ此鹿ニ61YIJノ臨床例テイ1スJレモノニシテ柳カ僻見テ述ペントス。

｜合併症｜鱒

I ii：~躍 ｜ 全
｜膿嚢炎｜全

宮出会

名｜姓｜年齢｜銑往症｜焚病｜

弁 10 -1:! I ~~rn腸糊 ！食後一時間！
｜平 I~， I ナシ｜昨刊｜

ー測！o I 48 ／朕石痛 j件十分l

什0I 4; .－ナ シ一戸一｜

念性降臓炎／臨床例

姓 蹄見

脂肪壊死、腹＊i図濁、
勝臓腫大

F兵術手

l台.iJ"S. 

f台

F台

脂肪壊死、腹水i図濁、
勝臓路大

脂肪壊死、腹水i図濁、
勝臓＝出血竃アリ

森

JI] 

亡

・--c 脂肪撲死、腹水i図濁、
勝臓脈大

勝目方捷死、腹＊；臨調、
勝臓腫大

図

奥

抗

経過不良ト言ハレシ念•ji[：：陣臓炎モ手術ニヨリ良好ナ Jレ成績テ得Jレト共ニ勝臓／疾患ハ我

t身、
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政野

等ノ：考へ Jレ！＇J,J二ニ町長及ピ謄道ト密接ナノレ因果聞係ノアノし事テ知レリ。

貧民神戸41.謄瞭俄性嚢腫Jニ例＝就テ

原稿未着

レシトゲシ線照射時間ト「4ムベヂシ」破却トエ開スJj,賓験的研究

共 l. 「チフス」菌沈i殿反感ニ就テ

42. 
九 k.街門石 ？？鳥取

釘E抄

「チフス」菌120時間ノ肉汁培養カラ充分ニ遠心沈削スルコトニヨリ テ肉眼的透明ナ Jレト

t登i夜テ得タリ。

此ノ上j菅波テJ欠ノ僚件ーテ1時間、 3時間、 6時間、 10時間、 15時間及ピ20時間ノ X線j沼

l九）管球

(B）二次電歴

(C)二次電流

(D）管球焦鞘沈澱元間距離

烏潟氏ノ i：仁澱計中ニt定l岐J乙0.5及ピ北里研究所ノ IJ暴「チフスJ血清 0.57 i.見和シテ37！主ノ

射テナ シタリ。

「クーリツ ヂ」UW!

75「キロボルト」

2:-tリアンペア j

14糎

卿卵器中ニ15時間入レタル後遠心沈澱シテ沈i民；1=r量テ簡 t比較セ Jレニご欠ノ如キ結果テ得タ

綿テノ j照射i尤澱子量ハ生沈澱子量 ヨリモ多カリキ。

！！（｛射沈澱子量ハ！照射時間ト共＝増加シテIO時間ニシテ最高ニ達 シタルガ15時間及

ゾ。

( 1) 

（さ）

ピ20時間 ι ハ之ヨリモ減少セリ n

j照射沈澱子長 ノ上曾加ス Jレハ X~J＊ ι ヨリテ「イ ム ペチシ」ガ般却サル、モ苑控元性能( 3) 

｛動力ハ｜耳~Ti号セラレサ. ）レタメナリ。

15時間及ピ201時間カ・1011手間ヨリモ減少スルハ免疫元・It能働力モ侵サル、ニヨルナ

.J.3.葡萄赦球菌「コクチゲシ j二依リ度量セラレタ Jj,海狸局所皮膚J

：弔疫獲得程度＝就テ

(-+} 

JJ...，、ご シ。

事こ.IF 赤大阪

紙席

ー

I
 

－
l
 

赤1、阪

.J.4.緑腫菌「コクチゲシJ内服＝ヨ Jj,家兎腸管局所完疫

第30岡本曾席上ニ於イテ余ハfbifJ数段カ・191sr十一!'J.＊樹立提II/iセラ Jレ、局所発技謬説ニ従

ヒ腸i哲2並ニ IJ矧空局所免疫テ獲得セシムル嬬メニハ何日克技ガイr•J レ ノ 力祉工 ヨリモ最モ優秀ナ

Jレ事テ報告シタリ内他方中川博士ノ、昨年2例ノ慢｛！｜：級膿梓菌性大腸炎患者ニ夫々自家緑膿



里堅 含 ：：~7 

梓菌「コクチゲン」テ調製シ此テ内服セシムルネニ依テ何レモ 2週間以内ニ該病原菌テ惜外

ニ駆逐全治ヒシメタルミ~f,JX 許ニ J主シタリ。（外n賢曲第7'{i 、第2競悲Jlri)

政ニ於4テ余ハ米兎テ用ヒ寅験的縦膿梓菌腸炎ニ劃スル該「コクチ夕、ン」ノ効果テ判定セ

ムト欲シ次ノ貫験ヲ行ヒタリ。

第1貿験

開重2庖ノ家兎3頭ニ紘！J!Mk梓）~lf24時間寒天斜面土庁長lOOmg テ少量ノ生翌日的食臨水ニ庁：地ヒ

シメ沸騰セ Jレ重渇煎中ニ 30分間煮沸シタ Jレモ／テ空腹時先ツ♂牛謄汁粉末o.sテ投興シタ Jレ

後内服セシメタリ、該操作テ6日間連筒シ最後ノ操作ヨリ 6日後封照トシア探用シタ Jレ 1n~庖

置ノ；家兎2匹ト共ニ維膿禅菌24時間寒天斜面培養lOOmgテ3ccノ：生：.fill的食臨lJ<.ニ浮悦セシメ

直接十二指腸空腸部ニ注入シタノレニ経口売疫テ受ナタ Jレ各家兎ハ一般扶態可良一シテ使とニ．

緑膿菌テ詮明シ得ずリシモ掛照家兎2頭ハイIザレモ3日間使ニ緑膿菌テ謹明シ得且ツ高度ノ下

対日（粘液血便）テ起シテ死ノ榔蹄テ取レリ。

第2賞験

本質験ニ於イテハ緑膿菌「コク千グン」ニヨ ｝~抗日、皮下静脈免疫及ピ劉）［（＼ノ 4 群ニ分チ

京E口売疫ノ場合ユハ第I寛験ト同一操作テ行ヒ皮下及ピ静脈売f,iノ揚合ニハ24時間普通水

天培養緑膿菌「コクチグン」（f旦シlee1[1ニ2mgJ菌テ含イjス）3cc宛テ6日間反覆注射シ最後

ノ注射ヨリ6日後刻！！資ノ家兎ト共ニ第1貫験＝於クルト同様ノ方法テ以ツテ様膿菌テ感染セ

シメタルニ終日発疫虚置テ受クタル京兎群ノ、感染ニ割シテ最モ強キ抵抗テ示シタリ。

第1貫験

本質験ニ於イテハ線膿菌「コクチゲン」来日日発山大腸菌「コクチグン」経日発疫及ピ劉j照ノ

3群テ準備シ一弾ニ維膿菌アバ第1賓験ト同一方法ニテ腸管内ー感染セシメタルニ維膿菌

「コクチグンJ経口発庇底置テ受クタ Jレ家兎群ハ他ノイ11Jレノ家兎群ヨリモ尭庇獲得最モ強ケ

大腸菌「コクチゲン」経口免疫鹿置テ受ヲタル家兎昨ニJi~ 1テモやJ'1i；庭置テ施サ J リシ割問

一比シ柏軽度ノ抵抗テ示シタリ。

結
，，、

111111 

1. 緑膿菌「コクチグン」ニ依ル経口免吃ニ於テ得タ Jレ結県ハ余等ガ商i間報背シタノレ大腸

菌「コクチグ〉」ニヨリ得タ Jレ結果ト全々同様ナリ u

2. 本貫験ニ於テ r:i~川博→仕カボ慢性紘般車i大腸炎患者ニ就キ得タ Jレ結果子貫験的ニ誼明シ

タリト謂フペシ。

3. 種族テ異ースル「コウチゲン」カれ皮 F、i静脈内注射.！.＇X，寸H忠局所ニi直接作JHスル揚合

一種ハ蛋白開療法トシテ有効ナル事寛子経口免疫ノ場合ニ於アモ寅験誰明シf手タリ。

45.賓験的家兎淋毒性結膜炎エ劃スル淋菌「コクチゲシ」ノ諌防並ユ治療効果
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大阪 村 m h三，大

淋南「コクチグン」／、臨床的方面ニ感用セラレタ JL治療効果ノ優秀ナ Jレコトハ一般周知ノ

事貫ナJレモJ長「コクチゲン」ニ閥スル賓験的研究テ快ク。

偶々 Kalinin, F:ihlberg岡氏ハ家兎結膜テ先ッ1陪汁ニテ感作シタル後淋菌感染テ117時

ニハ貰！抑制拘ノ約3分ノ 1ニ於テ定期的淋毒性結膜炎テ惹起セシ j f'J.）レコトテ報許シタリ。

政ニ於テ余等モ亦上記寛験テ反覆シ同様ノ結果ニ到達シタルテ以テヵ、 Jレ貫験的家兎淋

毒性結膜炎ニ謝ス Jレ淋菌「コクチゲン」ノ 7象防治貯効果テ判定セント欲シ次ノ貫験テ行ヒタ

リ内

鰐重約2キロ瓦ノ家兎数頭ニ就テ師側眼ニ牛脂：汁感作後淋菌感染テ行ヒ定型的病症テ呈

スルモノ 3.ffii 、各ノー側fl！~エハ淋菌「コクチグン」ノ 2泊j宛、毎日 1田耕限テ行ヒ他ffti)HQハ封

！！日ノ目的ニ生理的食臨7]'(2滴ノ貼m~ テ同一｛傑件ノ下ニ反覆ス Jレニ、「コクチグン」黙眼側ハ

共病境程度著シク軒減シ来リ急速ニ治癒シタ Jレニ反シ封照fttilハ病店長ク持続シタリ。

そ欠デ同様貰験膿漏m~竹i1患家兎3頭各一側眼ニ淋菌「コクチゲン」ノ動眼テ行ヒ、他側HJH針

！！｛（）ニ葡萄欣球菌「コクチゲン」ノ 1'!li眼テ行フニ両Ii者ハ後者ニ比シ炎症々Hhf.;,1詰1ニ消退シタ

リ。

第3貫験トシテ先ヅ一群ノ：家兎各々－fHI｝ニ淋菌「コクチグン」ノ思l限1日1問、勾回2滴宛6

日間離航シ、他mリハ劉！！Hノ目的ニ葡萄欣球菌「コクチグン」テ同校黙眼シ、最後ノ駐日良ヨリ

f・日間後レテ谷家兎雨側flRニ謄汁感作後淋菌感染ヲ行フニイr1Jレノ家兎ニ於テモ淋菌「コクチ

ゲン」ノ馴111テ受ツタ Jレ{RI｝ハ針j照側ニ北シテ病費程度甚ヶ極微7リキ。

結論

1. 寅験的家兎淋毒性結膜炎ニ針シ淋菌「コクチグン」ノ局所性治療効果ハ甚ダ優秀ナ

リ。

2. 貰般的家兎淋毒性結膜炎ニ封ス Jレ淋菌「コクチろ‘ン」ノ治療効果ハ持殊性ナリ。

3. 寛験的家兎淋毒性結膜炎エ ~iJ· シ淋菌「コクチゲン」ハ治療効果テ有ス Jレノ E ナラズ夏

ニ充分ナル7象防効c!./ミアリ n

4. 本貫験ニヨリ吾人ハ淋菌「ヨクチゲン」ハ濁リ淋毒性尿道「カタール」ニ感用セラ Jレ、

ノiナラズ淋菌性膿漏眼ノ議防並ニ治療ニ雁用セラ Jレペキモノナリ。

倫淋FM「コクチゲン」黒ti眼ニヨリ T家兎眼ニ売疫テ賦興ス Jレニハ謄汁感作テ行ヒタ Jレ後ニ

スJレモ行ハズシテ'l{iニ淋菌「コクチゲンJノ知眼テ行プモイ11J等共結供ニ差異テ認、 j スー

46.連鎖燃並二葡萄蹴球菌「コタチゲシJ軟骨＝開スJJ,責験的研究

大阪井上存維

怯席
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47.痘苗「コクチゲシj.：ヨリ鹿置セラレタJI-家兎抗血清＝ヨル受働性局所完疫

大阪井上忠雄

快席
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