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撃位論文要旨

経口禿疫ノ研究

京都帝園大事審皐部外科事研究室（鳥潟教授指導） 山 村 進

（昭和13年2月7日）

第1報

1) 肺炎双球菌ヲ以テセル経日発疫家兎ノ血清中＝ハ健常無前庭置家兎ノ血清中＝於ケルヨ

リモ，僅カナガラ肺炎双球菌感染防禦物質ヲヨリ多ク含有シテヰルコトガ立詮サレグ。

肺炎双球菌Lマウス寸最小致死量ノ 2傍菌量ニ針シ免疫血清1.0詫ノ揚合ハ33%ノ死亡率＝針

シ，健常無所i底置家兎ノ血清デハ前者ノ1/2ノ肺炎双球菌量＝封シ44%ノ死亡率ヲ示シタ。

同様ニ血清量0.5詫ノ揚合＝於テモ発疫血清ハ健常血清ヨリモ大ナル抗感染力ヲ輿ヘタ。

2) 経口発疫家兎腸管歴出液ハ健常無前庭置家兎腸管歴出液＝比シ顕著ニ大ナル肺ー炎双球菌

感染防禦物質ヲ含有シテ居ツタn

経口発疫家兎腸管塵出液ハ肺炎双球菌しマウス寸最小致死量ノ2俗ノ菌量＝撃すシ死亡率ハ26%,

然yレニ健常無前鹿置家兎腸管塵出液ハ前者ノ 1/2ノ肺炎菌量ノ感染＝醤1・シ死亡率ハ80%デアツ

グ。

3) 経口免疫家兎ノ腎臓＝モ健常無新i虚置家兎ノ腎臓＝比シ肺炎双球菌感染防禦物質ガ腸管

＝失デ著明＝立誰サレタn

経口免疫家兎腎臓歴出液ハ肺炎双球菌L7 ウス寸最小致死量ノ21'吾ノ菌量ニ針シ死亡率ハ26%,

健紅旗前庭置家兎腎臓歴出液ハ前者ノ1/2ノ菌量＝針シ死亡率ハ60%デアツタ。

4) 経口発疫家兎肝臓塵出液ハ肺炎双球菌致死量ノ 2倍ノ菌量ニ針シ死亡率ハ40%，無商li鹿

置健常家兎肝臓歴出液＝テハ前者ノ 1/2／菌量＝劉シ死亡率ハ40%デアツタ。自Pチ腎組織匪出

液中＝ハ肝ヨリモ多量ノ感染防止作用ガ誰明サレタ。

5) 経口免疫家兎牌臓歴出液ハ肺炎双球菌致死量／ 2倍ノ菌量＝針シ死亡率ハ40%，無商i鹿

世家兎牌臓塵出液＝テハ高Ii者ノ 1/2ノ菌量＝針シ死亡率ハ46%デアツタ。 印チ抗感染物質ノ含

量ハ牌ヨリモ肝＝多カツタ。

6) 経口免疫ユ於テハ腸管腔内ニ建シタ発疫元ガ最初腸粘膜中ノI食細胞＝ヨリテ嬬取サレ，

消化セラレテ，喰細胞内＝於テ発疫物質ノ；最大産生ヲ来スモノト理解セラレル。

7) 腸管発疫＝ヨリテ腸管壁以外デハ血清，肝，牌等ガ僅微ノ感染防止物質ヲ含有スルノニ

腎ノミガ腸管壁ト殆ンド同一程度＝強大ナル感染防止物質ヲ含有シテ居yレノハ赤土民ノ貫験結

果デモ明白＝サレタガ，コレハ如何ナYレ理山＝師スyレカ，今後ノ研究ヲ要スル賄デアyレ。

8) 経口発疫デハソレ＝引キ績キ血中ニ産生サレル感染防止物質ハ僅徴デアルガ，粧皮完疫
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＝於ケFレガ如ク，此ノ；事賞ハ必ズシモ：， h経口元疫法デ〈全身売疫ノ獲得ガ困難デアルコトヲ物

語ルモノデハナイ。

第2報

1) 生Lワクチン1ノ内服ヨリ芳煮Lヲクチン1ノ内服ノ方ガ試獣瞳重ノ減弱度（毒力反臆）明白

ニ1j、ナリ。

郎チ経口発疫ー於テモLワクチン1ヨリモ煮Lワクチン寸ノ方ガ毒作用小ナリ。

2) 数字的ニ之ヲ示セパ経口発疫操作ヲ開始シテヨリ 4日目乃至7日目＝於テ最大ノ膿重減

弱アリ。此ノ程度ハ生 Lワクチン1 ニテハ－2.0%ナル時，煮しワクチン1ニテハー1.3%，或ハ生

L ワクチン1ニテハ－2.8%ナル時，煮Lワクチン1ニテハ－2.0%ナリキ。

発疫操作開始後10日目或ハ16日目ニテへ瞳重ハ売疫以前ヨリモ増大ス。此ノ程度ハ生 Lワ

クチン1ニテハ＋0.4%ナル時，煮Lワクチン寸ニテハ＋0.6%ナリ。或ハ生しワクチン.，.＝テハ＋0.9

%ナル時，煮Lワクチン1ニテハ＋2.3%ナリキ。

3) 生，煮何レノLワクチン「エテモ5日発疫（菌量0.5姥）ヨリハ10日免疫（菌全量1.0iil§）ノ：方

ガ発疫妓泉大ナリキ。

此ノ際生Lワクチン aノ放果ハ煮Lワクチン1ヨリモ明白ニ小ナリキ。

4) 数字的＝之ヲ示セパ10日開発疫＝テハ生しワクチン寸ニヨル血清ノ抗感染力ハ56%ナリシ

＝煮Lワクチン寸＝テハ67%ナリキ。マグ小腸，大腸等ノ！堅出液ヲ以テノ抗感染力ハ生Lワクチ

ン寸10日免疫動物＝テハ67%ナリシニ針シ，煮Lワクチン寸ニテハ78%＝シテ煮Lワクチン寸ノ数泉

ガ顕著ニ大ナリ。

5) 故ニ結局経口免疫＝アリテモ亦タ注射発疫ノ；揚合ト同様＝生しワクチン tハ毒力大＝テア

リナガラ発疫放果ハ小，煮Lワクチン1ノ方ハ毒力小ニシテ且ツ免疫放泉大ナルモノナルコトガ

立詮セラレタリ。

6) 経口免疫操作（5日乃至10日）完了後10日ヲ経過シグルガ如キ時間ニテハ血中ニ立誰セラ

ル、感染防止作用ヨリモ，小腸，大腸等ノ如キ腸管壁（庫出液）ニ於ケル方ガ感染防止物質ノ含

量大ナルモノナリ。

7) 此際胃壁ハ小腸，大腸壁ト臭リ感染防止物質 J含量最小ナリ。思フ＝胃ニアリテハ局所

発疫ハ殆ンド成立セザルモノニシテ経口的＝投奥シタル禿疫元ハ主トシテ小腸乃至大腸壁＝於

テ嬬取セラル、モノナラン。

第5報

1) 各種組織（座出）液ノLマウス1菌感染致死防禦作用ニ立脚セル肺炎双球菌煮Lワクチン寸ヲ

以テセル経口発疫ノ放果ハ同名菌タル肺炎双球菌感染致死ノ揚合ニ於テ最モ顕著＝表明セラレ

タリ。大腸菌，連鎖Ilk球菌，黄色葡萄欣球菌等ノ感染＝際シテハ防禦作用甚ダ不著明ナリ。

2) 肺炎双球菌感染致死防禦作用＝於テハ下ノ順位及ピ値ガ示サレタリ。
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小腸座出液ノ；紋果ハ55%＞血清ノ放果ハ22%＞胃壁歴出液ノ数某ハ11%

3) 郎チ此ノ揚合＝於テモ経口尭疫法＝ヨリテ最大ノ免疫ヲ獲得スルモノハ小腸墜乃至大腸

壁＝シテ，血清ノ発疫獲得ハ穎著（1/2以下）＝小，胃ノ発疫ノ獲得ハ最小ナルモノナルコトガ

立詫セラレタリ。

4) 異名菌タル他ノ菌ノ感染＝針シテモ多；J、ノ菟疫ヲ示シグfレモノハ貫一』こ堕璽血堕ナリ。

是gpチ肺炎双球菌Lワクチン1ェテハ同名菌タル肺炎双球菌ノ感染＝針シテ最大ノ発疫（特殊免

疫）ヲ護生スルノミナラズ，異名菌（本研究ニテハ大腸菌，連鎖J伏球菌及ピ黄色葡萄AA球菌）

ノ感染＝向ツテモ亦タ僅カナガラ発疫ヲ示シタルモノニシテ，免疫ノ、必ズ同時同所ニ於テ特殊

性，非特殊性二接ニ護現スルモノタ Jレヨト F発疫事上ノ一般原則ガ立詮セラレグルモノナリ。

5) 以上ノ如キ非特殊性発疫ガ費生シ居ルコトノ立詮ハ小腸歴出液ノミニ認メラレ，血清中

＝ハ痕跡ダモ認メラレザルナリ。

此ノ：事寅＝ヨリテモ亦タ経口免疫＝於テハ小腸暗ガ最初ニ最大程度ノ売疫ヲ費生ス ｝~ モノニ

シテ，全身性ノI血清克疫ハ経日発疫＝於テハ二失的ノ意味＝過ギザルヨトヲ教示スルモノナリ。

第4報

1) 絞口免疫＝於テ発疫操作完了後10日目頃ェテノj、腸壁ノ服／Hi夜ガ願寺子ノ感染防禦力ヲ有シ

テキルガ，此際ノj、腸ノ柴膜筋居デハ此ノ物質ノ作用ハ11%，粘膜居デハ44%(4傍）デアツタ。

2) 以上ノ事貰ハ免疫元ト接濁スル粘膜ノLヱピテfレ1細胞或ハ腺細胞ニ接近シテ居1レ成義ノ

喰釧胞（ソノ主要ナルモノハ組織球細胞）ガ自働的ニ免疫元（隈質微粒子）ヲ嬬取シタ結果デアツ

テ，柴膜筋居＝於ケル感染防禦物質含量ノノj、デアルノハ，発疫元ノ細胞揖取ガ主トシテ粘膜唐

＝於テ（如上ノf1i長義喰細胞ニヨリテ）行ハレルコトヲ意味スルモノデアル。

3) 以上ハ要スル＝腰質性ノ毒物（免疫元）ノ全身性吸牧ヲ阻害シテ，中市ヲ出来ルダケ局所

性：jl良局セシメント欲スル組織細胞本然ノ生理機能ノ護現ノ結果＝他ナラヌ。

4) 従テ経口発疫デハ経皮発疫ト同桟＝免疫元ヲ喰櫨スル細胞ヲ多分＝有スル局所組織（小

路粘膜）＝於テ免疫ノ護生スJレノ；ガ第一義デアツテ，血中ニ護スル克疫物質ハ従テ第二義的ノ

モノデアル。

5) 卸チ経口免疫（或ハ経皮売疫）＝於ケfレ全身発疫（血中抗開）ノ獲得ナルモノハメj、腸粘膜＝

於ケル！克義喰細胞ガ免疫元ヲ撒取シテ淋巴中へ遊走シ終ニ血中へ進入スルニ至ツタモノ＝由Fレ

カ，或ハ局所定在ノ！克義喰細胞ガ自働免疫ヲ獲得、ン，ソレカラ捌胞外へ免疫物質（抗鴨）ガ分泌

サレテ，淋巴カラ血中へ進入シグモノカ＂＇ Fllルモノデアツテ，有毒性ノ制菌性l屡質微粒子ガ直

接健常小腸粘膜ヲ通過シテ遊離ノ形デ直チニ淋巴カラ全身血行へ移行， ソレニ依リテ血清発疫

ガ護生スルニ五ツタモノデハナイ。此ノ；最後＝述ベタ政ナルI自l清J（：疫ノ費生機陣ハ組織本来ノ

生理機能ノ破壊ヲ意味スノレモノデアル。免疫元ガ遊離ノ形デ11、腸管腔カラ 1］、腸壁ヲ透過シテ血

液中へ進入スル以前ニ於テ（印チ小腸壁局所自身＝於テ）発疫元性物質＂＇§，~J·スル喰憧作用ガ行川
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レネパナラヌモノデアル。

第5報

1) 黄色葡萄扶球菌煮Lワクチン1ヲ以テ健常海J冥＝針シ経口発疫ヲ施行シ，同名菌ノ増容反

鹿ヲ指標トシテ抗瞳ノ血中及ピ1J、腸，大腸壁内ノi牽生程度ヲ比較セJレ＝爾他同一保件ノ下＝於

テ下ノ結果トナツグ。

I：血清B＜大腸壁中 6.7＜小腸壁中 8.0・H ・H ・－－…用量0.2括

n ：血清9く大腸壁中11.6く小腸壁中13.0・.....・H ・－－用量0.5耗

2) 卸チ血中ノ抗韓新生程度ハ最小＝シテ小腸・壁中ニテハ最大ナリキ。

3) 小腸ト大腸トノ間＝ハ壁内産生感染防禦物質＝向ツテハ差別ヲ検出シ得ザリシガ，増容

反感＝テハ大腸壁ヨリモ小腸壁ニ於テ抗韓ノj室生大ナルモノナyレコトガ立詮セラレタリ。

蓋シ増容反鹿ノ方ガ感染賓験ヨ担モL抗韓量ノ微細ノ差ヲ穎現スFレ1].＝.趨賞スルガ鵡ナラン。

4) L発疫元ガ接簡スル所＝於テ最初＝局所性発疫ガ成立シ，全身性発疫（血清売疫）ハ之＝

観護スルモノナリ 1 トノ烏掲載授ノ墜説ハ本賓験結果＝於テモ亦夕立誰セラレグリ。

5) 経口発疫ハ経皮免疫ト岡修ナルモノ＝シテ，局所組織（皮膚ニテハ真皮居，腸管ニテハ

粘膜居）ニ於ケル免疫ノ護生ヲ以テ本態的ナルモノトス。

全身発疫ノ費生ハ主トシテ局所発疫ノ獲得＝額獲スFレモノナリ。換言スレパ或ハ皮膚或ハ腸

管粘膜ニ接鯛セル発疫元ハ大部分局所細胞ヨリ揖取セラル、モノニシテ，此ノ揖取ヲ発レテ局

所組織ヲ寧＝遊離性（frei）ニ透過シテ以テ血中＝到達シ血中ニ於テ始メテ喰燈セラレ，発疫ヲ

護現スルヲ以テ正常ナリト矯スガ如キコトハ考へ得ザル所ニシテ，斯ノ如キハ畢寛組繊細胞正

常的喰憧作用ノ本然ノ：生理＝背反スルモノナリ。

X線照射治療珠防法ノ賓験的基礎

京都帝園大準密製部外科製研究室（烏潟教授指導） 塵 一 雄

（昭和13年2月21日）

1) X線ヲ皮庸面・へ｝照射スルト，局所皮庸中＝含有サレテキル先天性ノLオプソニン.， ）含量

ガ増強スル。此際ノ好適ナj照射｛廉件ハ，波長＝0.102AE，量＝5.56r(l/10HED），強度＝16.lr/Min

（全照射所要時間＝3分27秒）デアル。自Jlチ此ノ三t条件＝違背スルト放果ハ十分象ラナイ。

2) 此ノ如キ放射線錐内＝在JI.-組織中ニ於テ，射入部ノ皮膚デハ Lオプソニン寸ノ上昇ハ2.02

（健常ノ；J倍），骨髄デハ1.47，射出部皮庸デハ 1.20，線錐以外接近皮庸デハ多少ノ増強（1.06-

1.14）乃至減弱（0.99）アリ。

3) Lオフ・ソ＝ン1ノ増強ハ一切ノ病原薗＝針シテ普遍性＝護現スルモノト推定セラyレ。検査

＝供シタルハ白色葡萄欣球菌，連鎖欣球菌，淋菌，結按菌及ビ腸Lチフス1菌ノ 5種ナリシガ，
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何レノ菌ニ針スルLオプソニンつ値モ卒等＝約2倍（射入部皮腐）上昇セリ。

4) 此ノ際軟線（波長o.102AE）ト硬線（波長0ρ78AE）トノ間エハ骨髄中ノLオプソ＝ン寸増強

ニ向ツテハ大差無キモ，射入部皮膚＝向ツテハ軟線2.02ナル＝針シ硬線1.38，射出部皮居＝針シ

テハ軟腺1.20ナyレニ針シ硬線1.16：＝.シテ硬線ノ放果ハ軟線ヨリモ小ナリ。

5) j照射局所皮内しオプソニン寸ノ増強ハ照射直後既＝明白 ：＝.(1.42）立詮セヲル、モ， 6時間目

ニ最大値（2.27)＝建シ，衣ノ 6時間迄持長シ， j照射後.24時間目ニテモ猶ホ且ツ1.77ノ増強アリ。

J照射後48時間目ニテモ1.14ノ増強アリ。

6) X線再j照射ハ高1i同j照射後48時間以内ニ行フ可カラズ。何トナレパ此ノ時間以内＝行フ時

ハ上昇セルLオプソ＝ン寸値ハ6時間目ニ正常以下；礎落スルノミニ止ラズ，次ノ 6時間目＝増

強スル程度ハ却テ小ナルヲ以テナリ。故ニ再j照射ハ72時間以後ニ行フベシ。此時期ニ於テハj照

射後6時間日ノ局所皮内最大Lオプソニン市立ハ他ノ如何ナル間隔（24時間， 7日， 14日）ヲ以テ

ノ：再照射ノ結果ヨリモ一頭地ヲ抜キテ最大ナリ。

7) 照射・皮膚局所ニ於ケルLオプソエン1 ノ；増強ハ， 48時間以後殆ンド，正常値＝復師ス。此

ノ時＝於テ血中ノしオプソ＝ン lハ漸次正常値ヨリモ増強シ来ル。共値ハ満4日ヲ経テ最大トナ

Jレ（此ノ最大値ハ1.79：：.シテ局所皮膚ノ最大値2.27ヨリモ小ナリ）。マタ7日目ニハ殆ンド正常値

(1.0) ：＝.復師スレドモ，猶ホJlツ明白＝昂進シ， 1.45ノ値ヲ示ス。

8) 一定局所 JX線！照射後4日目＝至レパ全身性＝抵抗力増強シ，血清しオプソ＝ン寸ガ普遍

性＝大トナ1レ。故ニ全身皮膚局所ノ規則正シキX線！照射ニヨリテ，全身性ノ抵抗力ヲ一切ノ細

菌感染ニ針シテ普遍a性ニ増強セシメ得ベキノ理ナリ。肺，心，肝，腎等ノ如キ諸内臓ノ一部＝病

餐アル際＝ X線｝照射療法ヲ直接此等ノ臓器ニ向ツテ議行スル事ヲ忌ム揚合ハ，健常皮庸局所ニ

j照射ヲ加フル時ハ上記ノ；事賓＝基キテ治放ヲ護揮シ得ベシn マタ上遁ノ如キX線照射方法ヲ日

光療法＝代用セシメ得可シ（京大外科教室ニテハ現ニ賀行シツ、アリ。併シソノ放果ハ未ダ漣

カ＝云々スベカラズ）。

9) 前記X線ノ局所皮膚照射＝ヨリテ全身性ニ血中ニ費生スルLオプソニン寸作用ノ；増強ハ，

ソノLオプソ＝ン寸ノ供給ヲL照射セラレグル皮膚局所1ョリ受クル＝原因スルモノナリ。ソレハ

照射局所皮庸ヲ照射直後＝於テ切除スル時へ 4日後＝於ケyレ血中Lオプソニンーlノ上昇ハ大墜

落ヲ来スニヨリテ詩明セラレグリ。

10) 照射皮膚ュアリテハLオプソエン寸ノ上昇ハ L真皮屠1ニノミ立詮セラレL表皮居1ェハ立

詮セラレザルモノナリ。郎チX線照射＝ヨリテ組織中ノ中匹葉性細胞（多分主トシテ組織球性

細胞）；ガ最初自家原形質中：＝.Lオプソニン寸ヲ生産増強シ， 24時間以後ニハソレヲ細胞外へ分悩

シ，ソレガ4日後＝ハ最大値＝於テ流血r[-1＝集中スルニ至ルモノト推考セラ1レ。

11) 以上ノ照射ハ島津製 Polest疋rA披， H型クーリツヂ管球（TED.Nr. 0257），二弐電歴

l.21K.V.，二弐電流20mA，櫨過板30mmAI，皮庸焦貼問30cm，照射野4.0cmX 4.0cm, 1分間ノ一

次線量16.lr，単純性1間金量照射法＝鵠リシモノナリ。
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連鎖股球菌性賓験的家兎ノ結膜炎ニ封スノレ同名菌

Lコクチゲン寸ノ橡防治療放果ノ研究

彦根市立病院外科部長（烏潟敬授指導） 西島藤治郎

（昭和13年3月7日）

本論文ハ連鎖欣球菌＝依リテ賞験的＝家兎＝結膜炎ガ費生スル＝際シ同名菌しコクチグン1ノ

橡防治療放果ヲ研究シグモノデアリマス。従来ノ研究ハ淋毒性結膜炎デ行ハレ共際軍＝臨床的

ノ所見ノミヲ視察シテ感染＝ヨル炎筒ノ程度ヲ比較シタモノデアリマスガ，西島ノ研究デハ臨

｝求上ノ所a見／ミナラズ，結膜裳内ノi奉出i孜中＝千了

トシテ計＇.ffシ，菌敢／：式Cノj、ヲモ考，I葱シ， ソレデ以テ感染＝ヨル炎簡機N,iノ消長ヲ数字的＝研究

シタコトガ此ノ論亥；ノ特色テ，アリマス。

第 1報

患者ヨリ著者自ラ分灘シタルi容血性連鎖欣球菌ヲttl投材料ト錦シ共ノ種々ナル量ヲ以テ健常

家兎ノ結膜ニ感染ヲ来サシメタ 1レ＝次ノ所見ヲ作マシタ。

1) 炎筒ノ程度ト結膜袋内最HI菌数トハnr告ボ並行スルケレドモ，治癒経過ヲ取ル時期ニ向ヘパ

最初先ヅ＊llH菌数ノ減少ガ起リ，或ハキmirガ消失シ， ソレカラ約3日ヲ粧過シテ始メテ炎筒症候

ガi成樹lう五日＇i失スルモノデアルコトガ，，，，］明シマシタ。

2) 同一的量ヲ以テノ感染デハ左；｛j雨fU~共ニ細菌数ノ曲線ハ殆ンド相!Ti：ナリテ従テ炎衝程度

ハ略ボ同一ナルコトヲ示シテ居リマス。

3) 炎筒ガ消退スル時期ニナyレト雑菌ノ混入スルコトアル毛共ノ；数ハ甚ダ小＝シテ顧慮スル

必要無九

4) 左右劉栴性ナル健常ノ政務（例ヘパ眼球ノ如キモノ）ノ感染脱皮モ， ソレニヨ yレ炎筒ノi官

j込スル程度モ，略ボ同一ニシテ凡テノ機帥ハ左右針稿性デアFレ。

務者ハ更＝炎筒ヲ細菌数＝立脚シテ数量的ニ研究スル鳩＝稜kナ1レ注意事項ヲ詳細＝記載シ

且ツ共ノ細菌数ハ 100i萄近クニモ逮スルガ故ニ之ヲ曲線刷＝示ス揚合＝ハ10進法＝｛kラズシテ

針数1l1!4'J~ ＝依Fレペキコトヲ主張シ，同－u条件ノ感染＝テハ左右前Ill~ ノ細菌曲線ハ殆ンド完全エ

霊リ合フコトヲ誼明シテI，~ IJマス。

著符ハ吏ニ細菌ガ結膜袈内＝感染スJI.-中 IρrdKelvinノ；複利ノ法則ニ従テ増殖スルモノデア

ルコトヲ立詮シ，質際上細菌曲線ノ上行位相ハ略々此ノ法ft!J＝一致スルモノデアルト説明シテ

居リマス。 Lコクチヂン寸＝ヨル免疫殺~全ク無キカ或ハ放果未登現ノ期11目ハ普通ハ 5 日デアツ

テ第5日目＝建スfレ］－，今迄一定ノ；t,1］合（自Pチ LordKelvin ノ被利ノ法則）ニテ増殖シラ~ツタ細

菌ハ増殖ヲ停止シマス。此ノ；揚合ニ著者ハ之ヲL局所免疫ノ護現1デアルト理解シテ居リマス。

ソレデ更＝下ノ結論ヲ追加シテ居リマス。
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5) 細菌数曲線ハ宇謝数度標ヲ以テ表シ 'Ilレニ， ソノ上行位相＝在J｛；部ハ直線ヲ鼠シグリ。

之ハ LordKelvinノL自然界ニ於ケル桂利ノ方WP－＝－従フヲ示セルモノ＝シテ， ソノ式ハ次ノ如

シ。 y=aeb"

6) 以上ノ認識ヲ基トシテ健常ノ；場合ノ局所発疫殻呆護生ノ時期ガ大略5日（24時間x5）ナリ

ト推定スルヲ得タリ。

第2報

1) 家兎ニ賞験的－＝－ i容血性遠鏡、Ilk球菌性結膜炎ヲ趨サシメ，－Hf~ ニハしコクチグン寸ヲ，他限

＝ハ0.85%食盤水ヲ期限スル事＝ヨリ治療妓果ヲ検シグリ。 12例ノ中 7例ノ：有放例， 5例ノ無数

例アリ。治癒ハ58%ナリ。

2) 有数例＝アリテハしコクチグン「里~i眼側卒均治癒日数10.8R ，針！日｛例（L コクチグン「ノ代リ

=0.85%食盟水賠ftl~側）18.5日以上ヲ要シタリ。帥チLコクチダンプ鞘HR療法ニヨリテ治癒回数ハ

42%ダケ短縮セラレタリ。

3) 細菌曲線ハ炎筒ノ程度ェー致連行シテ消長シ，従テLコクチグン1側ト食賠lk例トハ明瞭

＝分離れ且ツ曲線型ノ餐化スJ｛；事ヲ示セリ。

4) 曲線ヲ分折スyレコトニヨリテ Lコクチグン1 ノ局所作用ノ護現スyレ日ガ鮪限治療開始後

3日目ナyレコトヲ明瞭ニシ得タリ。

第3報

1) 同一試蹴ノ一日1~ ；＝.ハ Lコクチグン1 他限ニハLコクチグン「基液タル 0.85%食盤水ヲ各2

滴宛朝夕2岡8日間黙限シグル後， i容血性連鎖!lk球菌ヲ以テ同一線件ノ下ェ結膜ヲ感染セシメ

タル＝， 81?1）中 5例（63%)＝於テ種々ナル程度ノ橡防放来ヲ認メタリ。此中 2例（25~話）ニアリ

テハ怒防放果殆ンド理想＝近キモノナリキ。

2) 漁防放巣ヲ詮シ得グ Jレ5頭ノ試獣中Lコクチヂン寸賠眼側ハ平均8.4日，食堕水黙眼f!!IJハ14

日以上ヲ要シテ臨床的ニ全治セリ。 11!Pチ平均＝テハ7象防放巣ハ感染ヨリ全治迄ノ経過ヲ（14: 

8.4=100 : 60)40%ダケ短縮セリ。

3) Lコクチグン寸後防側ハ炎筒著シクI限度ニシテ合併症モ亦タ艇微ナリキ。

4) 綿一薗曲線モ炎筒ノ程度ト一致シテ消長シ，従テLコクチグン「側ハ念速＝菌数ノ減少ヲ惹

超セル＝．食堕水側ノ菌数下降ハ甚ダ緩慢ニシテ，雨者ノ曲線ノ差ハ顕著ナリキ。

第4報

1) 黙眼議防放巣ニ闘シテハ連鎖欣球菌しコクチグン1モ，同煮Lワクチン1モ同様ニシテ結膜

炎ハ卒均何レモ5.8日ニテ治セリ。

2) 之＝針シ煮しワクチン寸ノ代リ－＝－0.85%食盟水（しワクチン寸ノ基液）ノ勤眼ヲ受ケタリシ限

＝アリテハ5: 9=55.5 : 100ノ比＝於テ治癒経過ガ大ナリキ。換言スレパLコクチがン寸叉ハ煮

Lワクチン1ノ強防黙HR＝ヨリテ治癒マデノ経過ガ約44%ダケ短縮セラレタリ。
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3) 細菌曲線ハ本寅験＝於テハ1乃至3日ニシテ Oトナリ， Lコクチグン寸側モ煮Lワクチン1側

モ同ーノ所見ヲ示シタリ。

4) 発疫元ヲ健一常ナル結膜商＝黙限ι ヨリテ外用スル時ハ共ノ中＝混入セラレタFレ煮沸浸出

遺雄菌棺ハ何等ノ障害ヲモ結膜面＝興ヘザルモノ＝シテ，結膜中或ハ結膜下ノ成義喰細胞ハ自

Ff~ ：能働的ニ自家ニ油賞ナル充疫元ヲ趨首量ダケ揖取ス Fレモノナルガ故ニ• Lコクチグン1 ト煮

Lワクチン－，ト．雨者ノ：免疫元トシテノ作THノ間＝著シキ差異ヲ示サずリシモノト考察セラル。

第5報
1) 感染菌：M:＜病原性）過大ナリシガ鴻ニ結膜炎＝針スル治放ヲ現ハス＝至ラザル早期ニ於テ

試猷ガ死亡セル揚合＝アリテモー側HRz煮しワクチン寸，他側限＝生理的食盟7.f¥.賄眼ノ揚合ヨリ

ハ， 一側m~＝煮 Lワクチン1 他側限ZLコクチゲン寸賠f!Rノ揚合ノ方ガLf＂均生存日数 3.7:6.4= 

100 : 173ノ比ニ於テ延長セラレタリ．

2) 感染菌社（病原性）好適ナリ シガ鵡＝治療経過ヲ観察シ得タル寅験群＝アリテハ結膜嚢内

細菌数ノ減少午及ボス放果ハ，共ノ線、数＝於テハ Lコクチグン1限（／五） 3421 （斜4）ナJレニ針シ同

一家兎ノ煮Lワクチン寸限（右）ニテハ5308(100) J 共ノ24時間毎ニWJ失シ行キタ Jレ卒均菌数ハLコ

クチグン「llRニテハ621(125.4），煮Lワクチン寸限ニテハ495(100），共ノ全治迄＝要シタFレ日数ハ

しコクチグン寸llR＝テハ8.3日，煮Lワクチン，RRニテハ12.0ll。卸チ此ノ；数ヲ基礎トスル治療数果

ハ Lコクチグンつ針煮しワクチン「＝100:69。結膜感染ヨリ結膜商菌消失迄ノ日数ハLコクチグ

ン「 m~ ェテハ6 f] ，煮 Lワクチン「 ar~ ＝テハ9日。自flチコノ；蚊ヲ基礎トスル治療放＇＊ハ Lコクチグ

ン寸針煮Lワクチン，＝100:62.6トシテ示サレタリ。

3) 煮しワクチン，（合菌Lコクチゲン，）トLコクチゲン1 トノ間＝ハ貼限強防上ノ放果ニ於テハ

差異ナキモノナレドモ（第4報），炎筒乃至感染＝針スル治棟放巣＝至リテハ顕著ノ差別アルモ

ノ＝シテ，煮Lワクチン＇（含菌 Lコクチグン寸）ノ放よlミハ無菌値性ナル純正Lコクチグン1ノ放果ヨ

リモ30-40%ニ於テ小ナルモノナfレコトガ立誰セラレタリ。

4) 是レ蓋シ結膜面へノ!1.1占flR＝依Fレ強防ニ首リテハ結膜ヲ形成スル細胞ハLコクチダン寸中＝

混在スル煮沸残盗菌間ノ；有無ト何等ノl胡i系無・クシテLコクチゲン「rドヨリ発疫元ノミヲ自｛動的エ

揖耳元シテ以テ局所性白働発疫ヲ達成シ得レドモ，治療ヲ要スル揚合＝於テハ病原菌＝針スfレ旺

盛ナル喰燈作用コソ治癒機榔ノ；第－~J7ナルヲ以テ， しコクチゲン可｜』ニ菌惜ガ合布セラレ居ル時

ハ病lボ菌ノミナラズ，此ノ合菌棺モ亦タ喰：瞳セラJレ、モノナ yレガ放＝．本来ノ病原菌ニ劉スyレ

喰燈作月JH一定度マデ阻害セラ fレ、モノナリ。是レ印チ含菌鴨Lコクチグン，（煮しワクチン寸）ノ

治放ガ無菌鴨Lコクチグン寸（純iELコクチヂン寸）ノ治妓ヨリモ明白＝小ナルノ理rhナリ。本研究

＝於テ現論ト質験結巣トiE=:ffl一致セ，~ハ首然ナリ。

5) 経皮免疫，粧口免疫，経III免疫，貼fl民免疫等ノ如ク免疫元ガ皐ニ組織ト接縄シ，組織ヲ

シテ自由ニ免疫元ヲ揃取（吸牧＝非ズ）セシムルニ委スルガ如キ揚合＝アリテハ発疫元中＝於ケ
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1レ煮沸浸／：H建誼菌韓ノ混在ハ何等ノ悪影響ヲ来スモノニ非ズ，之＝反シテ以上ノ如キ揚合， 或

ハ病竃ガ深部祖織中ニ在Jレガ嬬＝免疫元（治療剤）ヲ深部局所へ注射セント欲スルガ如キ揚合＝

アリテハLコクチグン守中＝於ケyレ残笹菌韓ノ混在ハ共ノ治療妓果ヲ減弱セシムルモノナリ。是

レ尭疫率的強防治療上ノ一般原則トシテ認メラFレベキ重要事項ナリ。

第S報

病原性劇烈ニシテ全身感染死ヲ来シ易キカ1投ニl司名Lコクチグン1ノ静脈内橡防注射ニヨリテ

全身売疫ヲ護生セシメ置キグfレ家兎＝就テ連鎖欣球菌性結膜感染ヲ起サシメ，以テ同名しコク

チゲン1 ト同名菌煮沸浸出菌暢トノ勲眼治擦放果ヲ比較シ，且ツ煮沸浸出菌間ソレ自身ノ治放

ヲ生理的食盤水黙眼ノ揚合ト比較セル＝下ノ結果ヲ得タリ。但シ比較ハ何レモ同一試獣ノ左布

南限＝就テ行ハレタル結果ヲ綿括セルモノナルカ故ニ各試獣ノ個性的差異ヨリ来ル誤差ハ絶針

＝除外セラレタル毎ノナリ。

1) 感染エヨリ治療ニ要シタyレ日数ハ Lコクチゲン1 ニテハ6.0-9.6Hナリシニ針シ，煮菌穂

＝テハ 9.6-12.0A，感染菌ノ結膜建内消失ニ要シタル日数ハLコクチグンI＝－テハ 1.6-3.3日ナ

リシ＝針シ煮菌鯉ニテハ2.3-5.3日ナリキ。

2) 此際結膜感染ヨリ治癒＝至ル全経過ヲ遇ジ結膜’琵内感染菌数ヲ一定標準ニテ比較シタル

""'L コクチヂン寸眼＝テハ平均 666.0，煮浸出菌韓日1~ ＝テハ卒均 264.6ナリシモ， 24時間＝割リ嘗

テタル病竃ヨリ消失セル菌数ハ Lコクチグン• nr~237.1ナルニ封シ煮浸出菌開眼126.2 ＝過ギズシ

テLコクチグン1ノ治放顕著ニ大ナルヲ示セリ。

3) 結膜盤感染ニ針スル生理的食聾7kト煮浸出菌鴨トノ治療放泉ヲ比較セルニ感染ヨリ治癒

迄ノ結膜建内感染菌数ハ生理的食盤水ェテハ卒均；）9.5-30.0 ナリシエ針シ，煮浸出菌鴨Ill~ ニテ

ハ284.5-453.0＝ テ顕著ノ ；走ヲ以テ煮浸出菌樟RI~ ノ感染菌数ハ大ナリキ。

4) 此際治療ニ要シタル日数ハ生理的食盤水限ニテハ 10.0-10.5日ナリシニ封シ煮浸：111菌鴨

ノ~限ニテハ 11.0-11.5日ヲ要シタリ。更ニ結膜商ヨリ感染菌消失＝王ル迄ノ日数ハ生理的食

堕水眼＝テハ2.0-3.5日ナリシニ劃シ煮浸出菌開眼ニテハ2.0-4.0日ナリキ。印チ煮浸出菌韓ノ

知限ハ自然治療経過ヲ却テ阻害セリ。

5) 賭限7象防ノ目的ニ向ツテハ純正無菌惜しコクチゲン 1モ，含菌」コクチグン Vモ同一ノ放果

ヲ示スモノナリ。之ニ反シ治療ノ目的＝向ツテ，菌鴨含有しコクチヂン寸ヲ使用スル時ハ却テ純

1ELコクチグン1ニヨル治療経過ヲ阻害スルモノナリ。煮－浸出菌慌自身ノt¥1}i!I艮ニ至リテハ生理的

食堕水ノ黙限＝ヨル自然治癒経過＝向ツテサヘモ却テ，阻止的＝作mスルモノニシテ，全然治

癒妓果無キノミニ止ラズ却テ治癒機榔ヲ妨害スルモノナリ。

6) 感染病竃ガ治癒＝向フ鵡ノ最初ノ機時ハ病原菌ガ喰憧セラルベキコトニアリ。此際治療

剤トシテt菌輯1ヲ病竃＝（注射或八黙限エヨリテ）興フルコトハ此ノ喰憧作用ヲ妨害スル以外M

等ノ数果ヲ号現ハシ得ザル号ノニシテ全然無紋ナYレノミナラズ却テ有害ナル治療方法ナリ。




