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雑 纂

Anton von Eiselsberg 
1860-1939 

r、

Zu dem schmerzlichen Verlust, dem Hinscheiden von 

HofねtProf. Dr. Anton F reiherrn von Eiselsberg 

er!auben wir uns, hiermit unsere tiefste Kondolenz zu bezeigen. 

INOKO-ITO-VEREIN 

Kaiserliche Chirurgische Universit込tsklinik

Kyoto Japan 
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Zurn Gedachtnisse von Prof. Dr. A. v. Eiselsberg. 
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A. v. Eiselsberg数授ノ死チ悼ゐ

数年filj,30徐年ニ亙ツタ Wien 大原外科事第一誹座主任ノ Jfi員ヲ停年ニヨ ツ テ僻シ， 1~ 々自適

ノ：生活ニアツタ Antonvon Eiselsberg数段ハ1939年10月25日鋭道事故ノ嬬ニ念逝シタ。 ソノ

如何ナル程度 ノ事政デアツタカハ知fレrl1モ無イガ，彼ガ現代外科取ノ醸成期ニアツテ．克ク

Billrothヲ扶ケテ，外科取ノ ；設展＝多大ノ貢献ヲ館シタコトハ1’fメ讃へテ然Jレ有Jキデ，既＝第一

線デ活躍ハシテ居ナカツタトシテモ，共ノ；急逝ガ全－11t界ノ外科人ニー沫ノj鼠翠ヲ感ゼシメタコ

トハ否 ミ得ナイノデアル。

此ノ意味デ我々ハ此底ニ彼ノ.n毘 トIll告歴ヲ掲ゲ＼今ハ亡キ〆ノ人ノ震ニ敬意ヲ表シタイ ト.＇J!.
フノデアル。

彼ハ1860年 7月31日上填太利地方 J Weis郊外 Steinl鳩山ノ名門＝生レ， Wien,Wiirzburg, 

Zurich及ピ Parisノ大串デソノ車生生前ヲ迭ツタ。

1884年 Billrothニ師事シ， ソノ後18931ドニ王ル迄ソノ膝下ニヂ1＇ツテ 助手ヲヤ リ乍ラ例鍛ヨク

努メ，初メハ中Ill蕗j._f$＼的ノ仕事ニ興味ヲ持チ，ヨ久’イデEfl｝伏腺，刑叩j伏l腺， Lテタニ戸寸エ闘スル論

文ヲ多ク護表シタ。又 Billrothガソノ常時ヤ リY-f；メタ円切除ニ刷スJレ論文或ハ Urnnopl制 ikニ

開スルモノト論文ノ数ハil1=グ多イノデア1レガ， 1893/,j-'..＝－ハ Utrecht大事ニ喚パレテ正教授トナ

リ1896/,I'－迄作任，次イデ 189G年ヨリ 1901年起 KiJnigsberg大f'7-(=-:LJ：リ， 最後＝－1901年カラ’嘗
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ツテ Billroth ノ；在住シテ居タ Wien大勝＝時ジグ Jデアル。斯クシテソノ後30年ニ飴yレ在職中

Billroth ノ衣鉢ヲ克ク繕イデ教室ノ 1~ .＝.努力ヲ情シマナカツタ。
〆 ，

1910年 Wienerklinische Wochenschrift紙kニUnilateralePylorusausschaltungノ論文ヲ書イテ

居ルガ，続イテ脊髄及ピ脳外科エ乎ヲツケテモ居1レノデ、アル。

マタ世界大時二ハおlmiral-Stabsa・・ztトシテ前線＝活躍シ，動員外科曹群ノ組織化ニiJ:Eカシグ。

1卯8年＝ハ調海外科製合身長ヲツトメ， 1925年＝ハ同合 J名替合員 I、ナリ，叉1935年 JKairo 

＝於ル商圏外科事合ノ合長デモアツタ。

彼ノ恩師 Billrothハ猫逸人デアリ乍ラ，調逸外科墜舎ニ徐リ好意ヲ示サズ，度々ノ招靭ニモ

僻ヲ構ベテ出席シナカツグガ，填太利生レノi彼ハ克ク／Hテ来テ演説ヲヤツタn 現ニ昨年ノ同外

来l接合エモIH席内合長 Nordmann ノj程敷郡Jn：ナ僻ヲ受ケテ如何＝モ合場〉空気ヲ和グツツ，

Frommeノ『手術不可能ナル十二指腸潰蕩ニ針シテハ胃腸吻合術カ保存的切除術ヵ』ナル演説ニ

追加シテ，自分ノ行ツグ UnilateralePylorusausョchaltung へ ~!Jf Iレ際£ハ消化性潰蕩ヲ屡々来ス

カラ不適官；デアルト~ベ，満場ノ拍手ヲ受ケテ居 fレノデアル。

Wl ノ「＇J下生 r［~ .=. Clairmont （知山h),v. Haberer (Koh】）等ノ名ヲ事ヂルコトガ出来Fレガ，此等

／人々ノ活躍ヲ見デハ，彼モ亦安ラカ＝｜既日シテ宜イモノト｝J!，ハレル。（青物P安誠）

京都外科集談曾1月例曾

昭和15年1月20日（土）午後6時三ドヨリ京大柴友舎館ニ於テ開催，

牌臓服務ト謀ラレタル腎臓漢腫

下記ノ臨床例報告ガアツタ。

生後13円ノ乳児Lヘルニア＇·i~内品機礎超炎ノ 1治験例

晶様突起炎ノ臨床症欣ヲ呈セ、ン卵巣主主)J重破裂

」パラフインプロンベ寸ヲ以テスル！股胸遺残腔ノ縮小化ニ就テ

気管枝疲ヲ有スlt'膿胸遺残n？.；治験例追加

特設性脱痘肢ニ針スyレLヴィグミン「Bト」アセチールヒヨリ’ン寸ノ

.ir!i 同十、郎

森下哲也

杉野良

新美陸也

話リ ι色~， 謙

相乗作用ニ就テ 山同議吾

胃腸吻合術ノ一考案 石 野 琢 二 郎

1即座寝診断上ニ於ケル多護性縮糊移 荒本千里

京都外科集談曾2月例曾

昭和15年2月21日（水）午後6時半ヨリ京大紫友合官！？ニ於テ開催．下記ノ臨床例報告ガアツタ。

下顎部Lアクチノミコーゼ寸ノ1例 新美睦也

Lグラヌラチトーゼ寸ヲ呈シグル」サルフアミン『中毒ノ1例 辻 井 敏
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アルベ｛ル・シエーンベノレグ氏病ノ血液接的知見楠遣 、 金 将 星

精系捻怖症ノ1例 日赤長商病院横山正夫

晶様突起炎粘液質臨＝依ル廻！腸終末部一ノj絞把i,ELイレウス1症ト

共ノ費生機持ニ闘スル考案 長務病院 長 岡 法

部分的肥大症ノ2例コ就テ 二吉武敏

戦傷ニ依yレ瓦斯壊臨ニ就テ 杉野良一

急性陣臓壊死 房間隆一

曾 員 動静

韓 居

京都市点王子、I曜浮土寺市UIJ・76 ~II rn 

佐世保市古里川町1 金 r 誠

mヶl崎市湖if.今井病院外科 Jjj~ 徹

米子市博愛病院 四 1毛 1長 ；主ミ

大阪市住古磁波口町40!l 森 ー 岡 ヨミ 錨

茨城！隊員．壁郡上妻村大字江 平時 ftjj 敬 之

耐井市ll本赤「字枇病院外科 浅 チ1: 東

千葉勝木更nrn1r武ill病院 榎 イ＝ 武 /4f. 

央市東二何通央海軍共済組合病院 塀s 日I f茸 之

鳥取l際倉吉町厚生病院外科 型子 Ii日 勇

和歌山l獄中本町立診療所 F話 /4E 

函f前市本町九二 大 策

松江市中原町二五都谷外科病院 者15谷校高次郎

大主主市西l劫街大l司務院内 イ専 面且 t恵
京都市左京砥北白Ill小倉町50詐地！）4披 津 ヲ｜： 嬬




