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教授醤 皐 博 士 烏 潟隆三講述
助手醤皐士村上治朗筆記

患者： 竹O静， 37歳，女子，木櫛商（外来患者〉」

主訴： 右中指ノ感痛性腫張

現病歴： 1週間前ヨリ右中指＝疹痛ヲ感ズル様ニナリ，該部ハ漸次設赤睦張シテ今日＝至Fレ。

教授（患者＝向ツテ）『指＝怪我ヲシタ様ナ事ハ有リマセンデシタカ。』

患者『有リマセン。』

教授『誘[A;Iト思ハレルモノハ認メラレマセン。」

教授 L患者ニ向ツテ）『ズキンズキント痛ミマスカ。』

患者『ズキンズキント痛ンデ昨夜モ一昨夜モ慨レマセンデシタ。』

教授『脈博痛（Pulsationsschmerz）ガアリマス0 .脈博痛ガアルト必ズ睡眠ハ障醗サレマス。

斯yレコトガアルト何ヲ考ヘマスカ……？』

事生 r・・・H ・－－…・』

教授「服博痛ハ炎症ノ時外カラ歴ヲ加へナクテモ，心臓ノ博動デ動脈血ガ循境スル時血管ガ

横張サレ共ノ~カデ内部カラ座迫サレテ， 心臓博動ト同時性（synchron) ノ~痛ヲ感ズル鴎メ

＝起ルモノデアリマス。斯ル疹痛ノ現レル時ハ局所ハ炎症性浸潤 rnnチ (1）血中ノ白血球滋

出，（2）局所ノi会細胞増殖，（3）炎症性法出液）ノ：属メニ非常ニ座ガ、高マツテ居yレノデアリマ

ス。之ハ急性炎症ニ特有ナ些浦デアリマス。コレハ印チ末梢神経ガ炎街性浸潤デ理率的＝座迫

ヲ受ケテヰJレ所＝，更ニ機地的ノ刺戟（服博）ガ加ハyレノデ費生スルモノデアリマシテ，外部カ

ラ指鹿ヲ加ヘタ時ニ疹痛ヲ感ズル J ト同ジコトデアリマス。此際末布引irp経ヲ刺戟欣態＝陥ラシ

メテヰル事項ハ炎筒性浸潤トイフ軍ナル理接的ノ！竪迫ノミデハアリマセン。炎筒ノ原因ヲ属ス

細菌ノ種類ニヨリテハ，共ノ細菌カラ産生サレル毒素モ亦タ末梢神経ヲ刺戟-l{J¥態ニ置クモノト

考へナケレパナリマセン。之ハ印チ化事的毒物的ノ原因デアリマス。

此庭デ注意スベキコトハ如何ナル病原菌ノ感染デアツテモ共ノ局所ニ産生サレタル菌毒素ハ

局所ノ前11経ヲ刺戟シテ或ハ自殻痛，或ハ脈博痛，或ハ腰痛ノ漁備的原因ヲ嬬スカトノ疑問デア

リマスガ，コレハ細菌ノ種類ニ関係致シマス。如何ナル細菌毒カ’毒物撃的（化接的）＝末和前jr経

ヲ刺哉シテ疹痛ノ原因ヲ震スカト申シマスニ…・・？』
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事生『...・H ・・・・・・J

教授「各種ノ；街萄朕球菌，連鎖蹴球菌，大腸菌，淋菌，肺炎菌等デアリマス。之ニ反シ結綾

菌，撒毒病原種，癒菌等ノ毒素ハ有痛性刺戟ヲhi中経ニ輿ヘマセン。

尿道淋デモ尿道ハ痛クナイノハ何故デアリマスカ……？』

率生「…………」

教授「ソレハ尿道粘膜商ノ感染デアルカラデアリマス。皐丸ヤ擁護腺デハ非常＝痛イノデア

リマスe肺炎菌ガ腹腔ユ感染シタ時ハ悲痛ヲ悲超スルノニ．肺炎ノ時ハ一向痛ミマセン。何故

デアリマスカ……？』

製生『H ・H ・－…・・J

教授「ソレハ肺貫質中＝ハ嬉痛ヲ感ズル紳経カサ照イカラデアリマス。此ノ関係ハ丁度肝貫質

中ノ化膿ト同一デアリマス。此時モ疹痛ヲ感ズル1神経ガ無イノデアリマスo 結按菌ガ有痛性刺

戟毒素ヲ出サヌト申スノ＝拘ラズ，皐丸結接ノ初期＝於テ7日位疹痛ヲ訴へIレコトガアリマス。

何故デアリマスカ……？」

撃生『...・H ・－－…』

教授『此時エハ炎症性浸潤ガ念蓮＝護生シソノ機械的歴迫＝原因スルモノト考ヘマス。癒｛デ

モ浸潤ガ念蓮ニ護生スル揚合（L.rubrn.) .：：.ハ白護痛，座痛7].アリマス。肋骨しカリエス寸等ノ；揚

合＝腰痛ノアルノハイ可故デアリマスカ……？』

筆生「…...・H ・・・J

教授「此時ハ骨膜ガ損傷サレテヰルノデ歴痛ハ共部カラ来ルト考ヘマス。徹毒性病竃デハ病

原韓カラ産生スル毒素＝原因スyレ化・撃的毒物的護痛刺戟ガ無イト言フ＝モ拘ラズ，骨ニ於ケyレ

第E矧i量毒デハ:ff名ナル Doloresost的 copinocturni （夜間性骨痛） ノアルノハ何故デアリマス

カ…・・ ？』

筆生『…H ・H ・－』

毅授「コレハ松本教授＝伺ヒマシタカコマダワカツテ居ラヌノデアリマス。徹毒，撃ハマダ共

所マデ考ヘガ眉イテ居ナイノデアリマス。第四期徽毒性蟹化ハ一面＝於テ擁痕性ニ治癒スル傾

向ノ彊イモノデアリマスカラ有痛性市rp粧ヲ有スル骨膜ガ徽毒性＝無痛性＝破壊サレ，紳粧ガ健

存シ，共所＝疲痕性萎縮ガ起yレトゾレデ・ifirl1経ガ~迫サレテ劇痛ヲ護生スルコトハ可能デ‘アリマ

ス。丁度 Metasyphilisト言ハレル Tabes（脊髄君事）＝於テ後根ノ／：H入スル後索ノ部＝最初＝襲

性（無商）. ：；欠デ疲痕性萎縮ガ起Fレト非常ナル疹痛ヲ惹超スルノト岡修ナルモノト考へテヨカロ

ウト思ハレマス。』

『診マスト右 f中指 J)jミ宵jガ踊漫性＝腫張シテ居マス。ソノ樟骨側ハ腫張ガ特ニ著シク． ソノ

中心部＝周園カラ明確ニ境サレタ暗赤色ノ部分ガアツテ，不整楠闘形ヲナシテ居マス。ソノ中

央ハ茨白貨色＝透イテ見ヱマス。炎症ノ非常ニ烈シイ時ハ白血球ノミナラズ，赤血球ガ血管壁

カラ perdiapedesinデ滋It＼シテ来Fレモノデアリマス。暗赤色ノ部分ハ俳出シタ赤血球カラデア
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リマス。コノ際i出シタ赤血球ハ多クハ破壊シテLヘモグロビンつヲ出シ静脈血性信赤色トナツ

テ居マス。中央部ノ；灰白黄色＝透イテ見エル部分ハ膿癌様（pustulOs) ＝ナツタ所デアリマス。

何底＝嬰化ガアルト斯ノ如キ所見ヲ呈シマスカ・…・・？』

感生『皮下組織』

教授「皮下組織＝ノミ槌化ガアルノデハ斯ウハナリマセン。若シ皮下組織ニ膿ガ有ル揚合＝

ハ員皮居ハ強級不透明且ツ Papillaschichtニハ血管ヤ神経移末ガ分怖サレテ居リマスカラ．ソ

レ等ノモノヲ透シテタ〈白黄色＝ハ見エマセン。斯ク膿ガ茨白黄色＝透イテ見ヱルノハ膿ガ上皮

居内或ハソノ直グ下， ~pチ民皮居ノ上ニアルコトヲ示シテ居マス。此ノ様ナ所見ノモノヲ膿癌

(Pustel）ト言ヒ 7 ス。睡張シテ居ル部分ハ明カニ局所ノ熱感ヲ説明シマス。今度ハ座痛ハ虫日何

デアリ 7 スカ…・・？」

事生（直チニ指ヲ以テ歴痛ヲ検セントス）

教授 『之 ノ様ニ指端ノ1副長中ノ~痛ノ揚所ヲ検スル目的デ其ノ指端ト同等以上ノ大キナ吾々
ノ指端ヲ使月1スルコトハ不通首ヂアリマス。コレ＝ハLぺン「軸ノ端ノ核ナ先ノ丸ク細イモノデ

シナケレパナリマセン。ソレデ検スルト腫張ノ中心部噌赤色ノ所ガ最モ鋭敏デアリマス。ソレ

以外ノ所デハ指ヲ前後雨l!¥ll（手掌fffiJト背ff!ij)カラ歴シテモ痛クナイ。之ハ炎症ガ健鞘＝及ンデ居

ナイ 誇掠デアリマス。左右前側カラ座 ヲ加へテ軟部組織ヲ通シテ闘節及ピ骨ヲ匪シテモ痛クナ

A F.： テ同定

n ］？ニテ 1 ,•,-1 1と

イ。指ヲ長軸ノ方向＝腰シテモ痛

ミヲ訴へナイ（需民A参mo。若シ

モ骨＝鐙化ガアル揚合＝ハ指ヲ長

軸ノ：方向へ引イタ時＝（詔員B参

mo，疹：！高ヲ訴へナイガ，反劉＝長

軸ノ方向へ座叉ハ簡嬢ヲ加へJレト

疹痛ヲ；Ji'ヘルモノデアワマス。

帥チ，炎症ハ局所ノ軟部組織ノ

一部ニ限川シテ居ル毛ノデアリマ

ス。ソノ他ニ何ヲ診マスカ…？』

堅生 r・H ・H ・－－－』

4kF2 lrlt!rル際ニハヨク所属淋巴

日泉ニ向ツテ表皮聞＝赤色ノj線僚ガ

認 メラレタリ，所属淋巴腺ノ疹痛

’性IJJi.~.長ガアツグリスルヨトガアリ

7 スガ，此患者デハイuJウデアリマ

スカ……？J
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事生『何底＝モ赤色ノ線僚ヲ認メマセン。肘開筒淋巴腺及ピ服需淋巴腺ノ疹痛性腫張ハ認メ

ラレマセン。』

教授「赤色ノ線僚ハ表在性ノ淋巴管炎デアリマス。

本例ハ右中指末f市ノ軟部組織＝起ツタ『化膿ノ傾向 Y犬ナFレ炎症JE1!flチLフレグモーネ「デアリ

マシタガ指，祉ノ；揚合ニハ特別＝『震直』ト云フ名桶ヲ用ヒマス。本似lデハ皮下結締織＝病轡ガ

アルノデ皮下療痘（P机 aritiumsubcutaneum）デアリマス。

療痘ハ本例ノ如ク認ムベキ誘因ナシエモ起リマスガ，粧微ノ外傷（例へパ針ノ刺創）ヲ局所ニ

受ケテソレカラ始マyレ揚合モ有リマス。

摸直ガ爪ノ下＝来タ時ハ爪下療痘（P.subunguale），爪ノ舟園＝来タ時ハ爪溝炎（P.parun-

guale）ト云ヒマス。始メカラ骨ヲ犯ス（骨髄炎）カ叉ハソノ経過中＝骨ヲ犯シタモノヲ骨療症

(P. o瑚 leod. ossョum），骨膜ヲ ~l~ スモノヲ骨膜擦痕（P. periostale），闘筒（腔）ヲ犯シタ毛ノヲ関

節原症（P.articular<!), Lフレグモーネ可ガ建鞘＝滑ヒテ進ムモノヲ腿療症（P.t~nてiinosum）ト

云ヒマス。

栂指トノj、指トノ膿鞘ハ手掌ニ於ケル膿鞘ト互＝交通シテ居Iレノデ，何レカ一方ノ指カラノ

P. tendinosumハ容易ニソコ迄デ波及的更＝逆＝他ノ指＝モ進行シマス。然シソノ他ノ 3ツ

ノ指デハ鍵鞘ガソノ指ダケデ中絶サレテ居リマスカラ炎症ハソノ指ノミデ格リ他ノ指へ波及ス

I~· コトハアリマセン。

療1瓦ノ炎症ガ稀＝手腕閥節叉ハ足関節ヲ越ヱテ更＝中心部へ進ムコトガアリマスガ，之ヲ峰

寵織炎性療誼（P.phlegmonosum）ト云ヒマス。

何故.： Panaritiumハ斯様＝痛イデアリマスカ・…・・？』

感生 r..・H ・H ・・・J

教陵町旨端ニハ紳経格末ガ非常＝密＝輯湊シテヰルカラデアリマス。

一般＝身館組織中ニテ非常＝痛イ所ハソノ他＝顔面I，頭部，喉頭，皐丸.m1:端等デ‘アリマス。

之＝反シテ背部，幹部， Lineaanocutanea以上ノ旺門周囲（粘諜面）等ハ痛費紳経絡末＝乏シ

イカ或ハ皆無ナノデ錨或ハ全然無痛デアリマス。痛売制i経終末ノ：多イ所＝刺戟ヲ加ヘルト時＝

Lショック寸ヲ起スコトガアリマス。しショック1ハ主ニ循韓中瓶ノ臨海デアツテ，之＝呼吸中恒

ノ麻捧ノ徴候ガ加ハYレト Syncope（脱脱）ト云フノデアリマス。 Lショック寸ノ徴候ハ結局脳貧血

デアリマス。 IWチ脈博慨弱，失市111デアルガ，之＝呼吸中橿ノ麻樽カ’加ハルト呼吸ガ非常＝湾表

トナリ文ハ Cheyne-Stokes氏呼吸型ヲ皐シテ来マス。

内臓デ痛イ底ハ…・・・？』

皐生『…・H ・H ・－－』

教授『脊髄神経ヲ持ツタ強l組ナ結締織デ包マレタ臓器デアルガ……？』

畢生 r・・・・・・・・H ・－』
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孝士長『腎臓ガソ ｝ 1ツヂアリマス。ソノ他＝ハ……？」

与さ生 『－…H ・H ・－・』

教皮「主義丸モ非常ニ痛イデアリマス。内臓中デ痛クナイモノハ……？』

事生『…....・H ・-J

教授『脳貫質，胃，腸，肝，牌，肺，子宮等デアリマス。然シ此等ノ臓器ノ病餐ガ誼壁腹膜，

胸膜，硬脳膜ニ及ブト疹痛ヲ感ズル様ニナリマス。

表皮ノ中デモ痛莞前J1粧終末ハ他ノ一切ノ前J1粧終末ト共＝ソノ乳鴫居＝在ツテ上皮細胞居ノ中

エハ無イノテ、アリマス。ソレデアリマスカラコノ患者ノ揚合デモ次白黄色＝透イテ見エル股抱

校ノ部ア覆フ皮！内｛表皮）＝ハ疹痛ハアリ マセン。イキナリ切ツテモ痛クハナイノデアリマス。

療症＝針スル治療ハ……？』

撃生『切開J

数民『／五J隊。 “Ubi pus, ibi evacua. ＂ ノ原則ガ昔カラ行ハレテ居ルガ，如何ナル臓器叉ハ組

織ノ膿蕩ニモ一様ニ此 ノ原則ガ遁用サレマス。

膿ヲ排除スルニハ2版ノ：方法ガアリマスガ…… 7』

摩，生「・・・・・・H ・・・・j

教授『無菌的（nseptisch）ト開放的（offen）トノ2ツデアリマス。無菌的排膿法ハ排膿後直チニ

切開創ヲ縫合スルモノデアツテ，之ハ結核性寒性膿蕩ノ揚合ニ隈リマス。本例ノ如キ熱性股蕩

デハ開放性＝排膿スルノデアリマス。

切開スル際ニハ切創面；：.~多聞シタ淋巴管叉ハ血管カラ病原菌ガ逆行性＝侵入シテ，轄移性感

染竃ヲ作Fレ危険ヲ防グ目的＝，電気刀スハパクラン氏焼灼署長ヲ使ヒテ切創商ヲ火傷面ト化シテ，

淋巴管叉ハ血管ニ栓塞ヲ作ラセルノガ玉虫想的デアリマス。若シ電気刀モパクランモ持チ合ハセ

ヌ時ハLメス「デ切開シテ後直チニ創商ニ沃度丁幾，又ハ Lリヴァノール「ノ様ナ蛋白質ヲ凝固サ

セル薬物ヲ使則シ化事的＝蛋白混同ヲ企テルノデアリマス。病竃ガ小サナ療症デアレパ全部；焼

灼シテ無菌創ニ明へ，第 E度乃至第目度火傷＝撃すスfレト同一＝庭理シ 1週間許、リ無菌Lガーゼ1

デ覆フテ置クコトモアリマス。

切開スルト脈博痛ノ原因デアル局所歴力 ノ昂進及ピ細民i毒ガ局所ヲ去リマスカラ疹痛ハ直チ

ニ消失シマス。指白t軟部ノ切目iハ共〉長軸＝一致シ夕方向＝行ハナケレバナリマセン。長軸ニ

直角デアルト血管， iji1J 1経，躍等ヲ損傷ス Fレ コトガ~クナリマス。

療抗ガ化股シテ居ナイ時ハ予E疫元軟背（葡萄月k並＝連鎖欣球崎混合しコク；トゲン寸•I次·r ヲ局所

病竃ノj司固俄常皮膚面へ！合擦スyレコトニヨリ切開ヲ要セズシ，テ治癒シ得マス。此際自褒痛ノ綬

解スルノカ．非常 ＝額著デアリマスガコレハ4手；・H中 J：苑疫元ヲ皮！葺ノ細胞（特＝貫皮居ノ！貰義喰

細胞）ガ吸i炊シ’ソレデLオプソニン1ガ1茎

朋ガ旺盛トナツテ炎筒ヲ殺生．スル菌物質ガ喰’撞サレテ行クコト＝師着致シマス。此際軟背ハ周
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圏健常皮膚へ塗擦スyレ方ガヨイ fデアリマス。現＝炎症弓陥ツテヰル皮！荷デハ免疫元ノ吸牧（自

家細胞内揖取）作用ガ衰弱シテキFレモノデアリマス。免疫疋軟膏使用ニヨリテ化膿ヲ全ク防止

シ得ナイマデモ，一般ノ経過ハ良好トナルノデアリマス（竹内二郎論丈参照 1))0 

爪溝炎及ピ爪下療凪ノ時ハ爪ヲ一部或ハ全部除去シナケレパ治リマセン。之ハ爪ガ感染セFレ

（帯菌性）異物トシテ肉芽中ニ存在スルコトエナルカラデアリ 7 ス。

爪ノ成長ガ担クテ爪溝ノ軟部組織ノ中へ進入シ， 損傷ヲヲiEシソコカラ感染スルト刺爪

(Unguis incarnatus）トナリ，此際モ療岨類似ノ症候ヲ呈シマスガ，矢張リ爪ヲ除去シナケレパ

治リマセン。

一般ニ血液循環ノ悪イ組織ガ化膿竃ニアルトソレガ帯菌性異物トナリ容易ニ治癒シナイモノ

デアツテ，同様ナコトハ屡々他ニモ粧験スyレ所デアリマス，例ヘパ……？』

畢生『...・H ・・・・・・J

教授『肋軟骨ノ手術ノ｜緊叉ハ鵬ノ手術ノ際等＝感染ガ起ルト血行，（従ツテ柴養）ノ不良ナYレ

軟骨叉ハ膝ガ壊死ニモ陥リキラズ，治リモセズ，長イ時日ノ間，創ハ癒合セヌモノデ（或ハ痩孔

ヲ生ズルモノデ）アリマス。

骨撰直，臆療臨等ノ際ハ病竃ヲ充分 ＝－ rt~ ク深ク切開シテ排膿シナケレパナリマセンガ，指ヲ

全長＝亙ツテ切開スルト膿ノ！耽出，指開会iiiノ露出等ガ起Jレノデ，之ヲ避ケル目的デ各指節ノー

側＝1ツグツノ切開ヲ加へFレノミデ，各切開創ハLゴム寸管デ交通セシメルノデアリマス。

非常＝重症ノ時ハ切開ニヨツテ膿ヲ出シタノミデハ不充分デアリ？スカラ，持続語注法ヲ生

理的食堕水又ハ棚酸水デ行フコトモアリマス。治癒経過ノ：長イ骨療症叉ハ腫療直デハ指祉或ハ

手，足ノi雛断叉ハ切断ガ適庭トナリマス。

手 術（同日講義協了後）

前庭置： ナシ

消毒法： 1) Lエーテル1綿紗， 2) 0.1%昇京水， 3) 60%Lアルコ｛ル寸， 4)5%沃度丁幾，

5) 2%次亜硫酸曹達Lアルコーyレ寸ノ順序デ右中指根部ヨリ上方マデ清拭

麻酔： オーベルスト氏侍建麻酔，中指ノ；根部デLヱピネフリン－，（チバ）加 0.2%Lヌベルカイ

ン寸液3耗ヲ4ケ所＝分割注射，注射後約5分＝テ手術ヲ要ス11.-r~1指末節ハ全ク無痛トナル。

手術経過及ピ所見： Bovie’s Unitヲ使用シテ約0.5糎ノ切開ヲ行フ。次白色濃厚ナル膿ヲ小

量認ム。創底ヨリハ骨面ヲ鍋レズ。直チ＝－LリヴγノーFレ1綿紗挿入。

膿培養： 白色葡萄-!lk球菌。

術後経過： もr日繍，i持交換s軟膏ヲ用フ。約2週間ニテ殆ンド全治セリ。

1) 日本外科費函，第13巻，第1披，（昭和11'¥Fl月），第161頁及ピ向上，第4競（昭和Ill－＇ド7月），第523頁。




