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一六

岩重エダ︑二十七歳︑昨年七月十七日入院︑父ハ六十歳ニテ浸

一入ハ十六出威ニテ浸セ〃

絶一人ハ健在ス︑患者ハ生來健康ナソドモ十二歳ソ折︑天然痘二罹リ︑

シ︑母・ハ五十九此威ニテ叉死ス︑同胞三女アリ︑

病歴︑

存哀シナル一事件デア動キ

果︑他眼二交雄性眼炎ノ來ワ︑殆ふ全ク失明二頻セル極

ルハ概シテ筆ナリ︑今同ノ例ハ角膜葡萄腫ヲ手術シ其結

誘螢セラル・ヲ常トメ︑然レ圧手術後二本病ヲ見ル﹁ア

例規二三レハ他県ノ外傷︑手術等二三ヒ︑交威性眼淡ノ

今予ノ報告セント欲スル血目原因ノ中々趣昧アル者ナフ

焚見スルニ至ル

一疾病ニシテ年々二二遭遇スル毎︸︸多少異常ナ川事例ヲ

眼病中二於プ交叉性眼炎ハ實二吾人百首テ最モ三味ナ川

誌第十三憲⊥ハ一七頁︶ヲ左二紹介ス

新案ト題シテ演説供覧セラレタルヲ以ラ其全文︵日眼雑

才人集曾ノ席上二恩プ手術交戚性眼炎ノ一例及蓼藍療法

河本博士ノ所謂新療法ナ川モノハ第十三同日本眼學科學

テ他日機ヲ得テ追補セン

一〇八

欝ゆ〜

⑧外傷二因ラズ失明後︑四十五
ケ年ヲ経過シテ装生シタル交
感性眼炎ノ一例及河本博士ノ
新療法新案ノ實験二面テ
秋田縣本荘町鎌田勘之助︵三五年卒業︶
国威性眼炎一六クハ一眼ノ外傷或再手術之が因ヲナシ他
眼二疾病ヲ誘嚢スル︑モノナル三余ノ例ハ外傷二因セズ而

モ失明後端ル長年月ヲ経プ登セルト叉眼球摘出後再三再
登シ河本博士ノ新癒撚法ニョリテ凧逐二一全治セル頗ル簸ハ昧ア

セルラ以デ明泊四十一年五月十日横濱ノ二尊二頼ミ手術ノ上︐義眼テ入

右眼ノ明チ失ス︑爾後放任シ置さタソドモ︑次第二眼球突出シ醜形チ呈

〜萎縮眼ナルヲ以ニブ或淋豚絡膜ノ化骨や石萩攣性等ヲ思メ

ル︑づ下ヲ求Wメタ〃二︐︐承辮⁝セ︑〃チ以 テ其乎術ハ葡萄腫手術︶チ受ケタ勘

ル例ナルヲ⁝以プ捗⁝一報⁝告セソトス・如此長年月ヲ纒過セル

シムルモ憾ムラクハ組織標本ヲ作ルノ機會ナカリシ・ヲ以

二︑手術後経過今夏ニシテ炎症去り難ク且ソ頬部時々傑作セ〃チ以テ讐

ソバ眼球チ悪路シ腰丈ケデ未ダ病原全部チ取サ蓋シタ㍗蝦鯛︵ズ．故二

予ハ刀チ以テ眼窩深部ノ組織チ輪

全部チ除去シ後駆市部二﹁ガーゼ﹂

シ外輪断組織チ箱子三ア撮ミ舅チ

窩深部二押入シ．輪駿二切り廻ハ

去セリ但シ其方法皇細長キ刀チ眼

ノ治療チ受ケ殆ンド全ク失明スルニ翌レリ︑依テ八月十七日來回診チ受

切

4

須

切シテ観榊経︑毛檬聯纏全体チ除
右側眼球八田前部ナク︑只横二創痕アリ︑眼球結膜充血シ︑眼

0

グQ

現症︑
球チ塵スル当外痛アリ︑即チ之ハ．葡萄腫チ其根部二三テ小噺シ︑創面チ
上下二縫合シタル︑ヤ知ルベシ︑︵恐グクリチエヅト氏ノ法二依リシカ︶
左側眼．琢結膜潮紅シ︑前房︑﹂虹彩共二鮮明ナラメむ叉 腫孔ハ稽々不正二

大ニシテ少許ノ滲出物アリ内部見︵ズ︑眼球ニハ少々疾痛アリ且ソ眼歴

チ入ソ包帯チ置ケ甥︵圖ハ眼球摘

ルニ其後又親力次第ト減セ〃西橘テ色々下水銀療法︑サリチル酸療法︑

リ︑若シ水晶体ノ前面二審霞物ノ沈着ナカリセバ︑恐ラグ強大二親カノ

攣眼二重テハ澗濁又去り始メ頓着次第ト同復シ︑今や一迷米迄デ辮指セ

二重レリ

此手術セル方二世テハ約二週間ニテ経過妊頁ノ爲メ繊帯チ去〃

部bSハ調肋油桝経ヂ昌小ス︶

減降ノ徴アリ︐祠力ハ眼前僅カニ手数チ便スル程二過ギズQ

灰白軟膏ノ強制塗擦︑局所アトロ智ン︑濫羅法

出﹂後・ノ眼チ示シ︑ABODハ切除

経過︑

診噺︑ 葡萄腫ノ手術二因ス〃交感性眼炎∪

治療︐

更二効ナカリシチ以テ九月十七日右眼チ摘出ス︑爾後親力︑日

獲汗療法︑アレキ▽一〃療法チ行ヒタ〃モ︑無効ナリキ︑依テ四十二年

脳髄チ見〃二至ソルナラン︑今や多少ナガラモ時下共二世力同量シソ・

々回復シ︑十二月末二三リテハ⁝親力約一⁝述三一＝ア⁝数︵ラル︑二至〃︑然

身過塾

三月廿五日右眼ノ眼窩部二重テ眼球摘出後二淺レル深部ノ組織即チ覗騨

アルチ見ルO

第四三

一〇九
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トナレバ予／考二手組其物が合理的手術ト思ヘバナジ︑

・々再臨セル際ニハ試行スベキ手術ト思ハル・ナソ︑如何

出後二於タ一眼ノ炎症去ラザルが或ハ一時同復旧ルモ叉

勿論予ノ手術ヲ之ヲ必ズ有効ト三口ヘズ︑然レ圧眼球摘

経︑脂肪︐毛檬瀞三等皆総括シテ之チ摘出セソコチ試ミタリ鑑シ其理由
交感性眼炎ノ病理二至リテハ色々︸説アソドモ︑三郎ノ事實凶二がサル︑

ガ如ク︑眼球摘出ノ有効ナル﹁知〃ベキナリ然ソドモ眼球ノ摘出丈デハ
未ダ以三ノ多少獲二二關係アル三三除去セラレタ羊ハ云ヒ難シ︑例︵バ親

一三︑毛檬瀞経ハ多少深部二窺留ス︑叉交感性眼炎チ費セ〃眼識チ調査

第ご十巻

セ〃ご島々血管チ措フテ細胞浸潤が眼窩組織二波及シ居ルチ見ル︑左ス
︵原著及實瞼 ︶

へ原著及實験 ︶

第二十巻
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ハ試行サレンコ

患者農佐藤某男四十七歳

少シク自賛二屡スレ圧三二角或ル場合轟
ヲ希望ス︑︵後略︶

予ノ跳動例
秋田縣由利郡西瀧澤村

一一〇
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﹃入

贈⁝格管酔養共二中等︑眼ノ外︑全均二異常ナグ展⁝二蛋白︑繕⁝分ナ

四B入院
ﾇ︑

シ

一現

ノミ

右眼ハ萎縮⁝シテ全ク失明シ厭肌痛ナ〃登赤﹇ナシロバ眼瞼結膜少シク充血セル

左眼ハ角膜瞳孔領ノ下部二小サキ騎アリ之ハ痘瘡チ患ヒシ時二生セルモ

ノサリト云︵り眼瞼結膜少シク充血セルモ角膜周擁充血ナグ前房虹彩毛

明治四十五年一月四日入院
血族關係︑

標膣二異常チ認メズ眼底ニモ異常チ卑見スッコ能ハズ霊力○・六

父ハ六十八歳︑母ハ七十四歳中風ニテ浸シ兄弟三人姉ハ六

十山ハ出入晶健数仕︑兄ハ山二十歳ニテ一撃セリ

纏過書療法．

法︑食盤水ノ結膜下注射︑淵︐羅三等チ行ヒタ〃二覗力僅力三艮︑一月下

入院以來︑沃剥︑水銀剤ノ注射︑ヒロカルほンノ登汗療

既往症︑患者ハニ歳ノ時︐天然痘二罹リテ右眼失明︑其他著患ナク三
二眼ノ外傷ハ受ケタ〃コナシト云フ

明治四十四年二月右鼠螺二大ナ〃鶏卵大ノ腫物獲生シ中等度ノ硬度ニシ

然ルニ該療法チ持績セルニ關セズ八月三遁避ヨリ士力衰︵來リ︑七日ヨ

リ右眼窩深部二持軽骨鈍痛チ登シ左眼二二微ノ角膜周擁充血︑差明︑眼

旬ニハ堅陣○・凄

ナカリシチ以テ放任セルニニ週間許リニシテ自然浩散セリ下云フ之チ以︑

花一閃獲雛︸ノ症駿⁝チ漫セ〃モ疾痛ナ〃﹂虹﹁彩ニハ例八寸ノ異常ナグ角一澤一反鷹等

テ登赤モ癖痛謁日ナクロバ強ク厭禺スソバ虚蝉テ襲シ舳晋通ノ欝欝ニ凶漁モ差支

テ患者ハ徴毒隅瓦レ〃モノ塾思ヒ居タリ

患者ハニ十歳ノ頓ヨリ年々初春二至レバ親力多少朦朧タルチ箆ユツモ四

セ〃モ斑点出血等ナシ︑静肱ハ怒脹シ覗力頗〃減弱シテ予ノ衣服ノ縞月

部チ厭胤スソバ堰劇シ顧冨捕︑﹂石山力︶モ甘置シ︑乳頭境黒男朦朧剛トγテ網膜モ一潤濁

二月久化チ呈セズ．乳頭ハ充血セルヤノ蔵脚アリ九日ニハ右眼劇痛⁝チ訴︵毛繕撚

五日位一体業スソバ自然⁝治スルが例ナリシニ四十三年十二月頃響応撚ノ﹂症チ

ハ眼前二於テモ辮ズ〃コ能ハザ〃二至サ手動一富突牛︑以上ノ症状ニヨ

全開十月三十日某讐二痔核ノ治療チ受ケ十二月四日全治資性セリト

婁シ休養セシモ睡郷ズ爲メニ四十四年三月二日通院二來り受診︐軍二結

リ交感性親瀞締綱膜炎ト診断セリ

デァ〃ト言ソテ居〃

涌響常ハ前部ノ方チ患フガ︑ドウカシテ後部ノ方チ

膜炎デハナ〃實ハ脈絡膜炎ノ一種デァル即チ親紳経ノ後部ノ方ノ疾鵡心

併シ河本博十眼科研究會雑誌二五ソバ如此症テ男α営曾氏ハ覗牌経綱

膜ノ充血セルチ認ムルノミニシテ輩純ノ加療ニヨリ一週間許一＝プ治セリ

然レニ九月一日頃再饗︑從解同リ幽艶力ノ褻へ方︑少シ強シ下患者ハ云
︵り之モーケ月足ラズ川治セリ

十一月廿日頃叉再機シ加療セ〃モ漸々盗塁戚弱セ〃チ以テ四十五年一月

患フ下親瀞纏ノ三二⁝漱衝チ趣スノハ當然デアか故二〇肱Qげ離島霞環ハ説
・七nロ⁝潮力0ゆ六

ハ七喜喜院︶

日同然

ソソヨリ叉段々山震︵テ一眼底ノ陣肌書目ハ晶副一同繕日報⁝シ〜膿慮⁝ナケ

ソ毘少シク重ク︵左方亘ソ熱感チ訴フ︑＋三日0・一︵穿孔鏡Q・二︶＋五

紳気炎デァレト云フモ男α馨二一滋ノ入刀身絡膜炎ノ一種デ閥瀞経ノ
後部ノ方チ患ソテ居〃モノデア〃下論ジテ居ルソウナリ
本患者ノ疾患ハ微毒性二弗ザルコハ髄カナリ如何トナソバ饒往症二於テ

リ頭重全ク去ル︑十七αヨリ撒曹義・0チ投メ

チ施シ切除後︐﹁パケソン﹂一＝ア燵灼セリ夜ノ明方ヨ

十入日○︒四︵小鼠鏡0︒五︶

十六日再ビ手術

始メテ同復セルチ以テナリ

五月九日○︒四二減ズ

モ叉水銀測︑沃剥等諸法無効ニシテ却テ外々増悪シ而屯眼球摘出二由テ

眼球摘出二先ダチ試ミニニ月十日︑七〇％ノ﹁ア〃コホー〃﹂︵アンチ廿

十﹁七n口第三回目ノ手術

窟唱︐施行シテ○・山ハマチ出ヅ然ルニ廿一二口目ヨリ甜帆

五月七日○︒六

リソ少許チ加︵タルモノ︶牛筒チ右眼窩深部二注射セル唱二層ノ劇痛チ

力着々衰︵廿五Hニハ乳頭増々幽翠シ覗力ハ急二〇・一二減降シテ右眼

背六日○■ハ

訴︵親力モ亦大二械弱ゼリ

窩深部二鈍痛チ獲ス侠テ

廿縫0︒五

テ摘出セリ︑其夜†二三頃ヨリ今迄ノ劇痛長淵去り快心言フベヵラズト

俵テご月十二日全島魔酔ノ下二右眼球チ可成視憩維ノ後方二於テ切断シ

セッ爲︑出﹇血モ多ク頭痛モ今マデノ手術馬丁リハ甚シカリシ

廿五日第四回目ノ手術 チ行フA・同ハ意テ庚シテ出來ル丈ケ多ク切除

五月三口同∩︶︒扁二

止ロゲリ︑翌日ヨリハ㎜単二﹁アヌビ ン﹂ノミチ単玉リ

夫ヨリ努力段々㍗同復シテご月二十入旧出置○︒八︑角膜周擁充血去瞬

三四日○・入二蓬シ手術後ヨリ既二四遍間以上無事二士過セルチ以テ今

十二﹁口uO︒山ハ 十山ハロ回0︒七

乳頭モ釧然ト見エ骨膜ノ三筆モ殆ト浦失セリ

度ハ多分再獲セザ々モノト信ジテ⁝退院セシメタリ

一﹁＝
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一同ノ時ハ手術トシテハ甚ダ拙ニシテ軍二出血ト一小組

再螢ヲ制止シ得ベカリシナラント信ズ何トナレバ殊二第

若シ第一同ノ際←一分切一軒セシナラバ恐クハ︐著効ヲ奏〃プ

ノ組織ヲ切除シタル一二省再三再登ヲ免レザジシト錐圧

予ノ罫書於プハ前述ノ如ク眼球摘出後二残レル眼窩深部

翫兀RHO・五

然ルニ三月一日多少ノ頭痛︑二日劇痛︑硯力衰へ乳頭ノ境界朦朧タ〃モ

第四號

六口目09四

摘出前ヨリメ甚シカラズ

依テ三月七日河本博士ノ新案二從b眼窩深部二野ソ〃諸組織ノ切除チ企

叉疾痛拭フが

テシ屯甘〃行カズシテ軍二少シ許リノ組織片チ取りタル外ハ只徒ラニ多
クノ出血チ見シノミニシテ手術チ終ヘタリ然レ毘三夜ヨ

如〃去り恰カモ頭ノ織チ脱セルが如ク感セリト云ヘサ加之ナラズ親力モ
亦漸次同復シテ廿六日ニハ○・八二蓮シ眼底モ攣化チ認メザルニ至ソリ︑

第二十巻

廿七日事故︵予ハ眼科長囲畠席中休診ノ爲︶退院︑四月六日再ビ入院︵予
︵原著及實験 ︶

︵原著及實瞼 ︶

第ご十巻

第四號

織片ヲ甥リ取りタルニ過キサルモ術劇痛頓二去リ親カモ
次第二同復シタ○・八二至り一時的ナジトハ云へ．奏効頗︐

一＝一
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ご○

・禾タ一定セズ今・二三ノ圭ナル説ノ梗概ヲ左二記スレバ

一︑毛様紳経説○自鎚器づ・窪夢Φ︒覧Φ国．寓自霧民︶此説ハ

カニ奉〃青身ルト叉第＝回一ノ

儂値アルモント認ム殊野臥ノ最モ面白ク威ズルハ輩二三

カ或ハ一時同郷セルモ再登セル際ニハ進ず二施行スペキ

士ノ言ハレシ如ク眼底摘出後出於ラ他眼ノ炎症去ラザル

福二傳へ之ヨリ反射的二更二愛眼ノ毛檬紳維ヲ刺戟シ

連絡ナキが故二第一眼ニテ毛様紳経刺戟セラレ之ヲ中

リ起ヲタルモノニシプ毛檬紳経ハ視紳経ノ如ク直接ノ

経樹健在シ或ハ炎症肥大ヲ起ンタル揚合ヲ予輩タルヨ

摘出セル砂山父威⁝細川二於愛撫椥紬性経巳二萎縮セル屯毛様軸僻

ド出血セシメシノミ一＝7モ流

テ炎症ヲ登スルナリト云フニァル毛之二由テ交戚性刺

ル顯⁝著タリシヲ以プナリ故工臨＝例ナルモ矢張り河本博

新療法後ヨリ再機マデノ期間ハ比較的長カリシ毛第二同

惹起スル炎症ヲ登生セシメ認識ズトハ諸家ノ一致スル

戟症ハ説明シ得．ベキモ軍二刺戟二止マリ組織的攣化ヲ

今予ノ例二塁プ一・眼ヨリ他眼二炎症ヲ睡蓮セシ病理二二

トコロナリ此故ニ

⁝以後ヨリハ．漸次其期間ノ短縮セル点ナリ

ナ一考ス〃 ニバ三毛或ハーノ想像二過キザルベケレ圧︶近

雨脚郷⁝説冒○貸臨O無糖￠○悪霊H旨①Hく①じびプΦ○翫Φヲ士山斗シテ日ク

時名高キ飼9昌窪氏ノ血行轄移説ニテ説明シ難クビΦび2 ニ︑Co︒げ巳象−濁ぎ論義氏ハ一種ノ折衷説即チ修正毛様
氏一派ノ淋巴穫路二因ル轄移説二依レバ比較的説明シ易
キヲ畳エタレハ徒ラニ貴重ナル本誌ヲ汚スニ過ギザラン

傳染二起因ス〃モノニシテ第︸眼一二毎常固有ノ葡萄膜

現時︑一般二交母性眼炎ハ一種ノ︵某︶徽菌︵或ハ原虫︶性︑

多クシプ身体内ノ或部ヨリ浸入シテ血中二風聴スル登

與フル刺戟愈々持績スレバ第二眼ノ属国性素因ハ愈々

易キ素因ヲ有セシメ負傷眼ノ存在愈々長ク其第二眼二

．榮養二障五目ヲ與へ終二第二眼ヲシテ山箏曲性眼炎ヲ戚シ

負傷眼智歯ケル毛様紳経ノ刺戟ハ第こ眼ノ血液循環及

炎ヲ起シ第二眼二六一眼ト同様ノ葡萄膜炎ヲ薮スル毛ノ

炎牲障害物︵細菌若クハ化學的物質即チ﹁トキシネ﹂︶ノ

ヲ恐ル︑モ聯一力左二心ブルトコロアラントス

ト信ゼラル︑屯覧ハ傳⁝達ノ穫路二念ジクハ諸種⁝ノ鼠説アリプ

読振甚ダ薄弱タルヲ免レズ︵保利博士著．﹂交潮性眼炎︶

川ト又臨床上ノ数多ノ實験ト衝契ス〃点アルニョリ其

シト然レ圧他ノ遥々ノ種々ナル動物試験ノ結果陰性ナ

素因ア〃眼モ障害物來ラザレバ亦嚢炎ヲ免ル・ワ得ペ

ヲ浸害シテ危瞼ナル交戚性眼炎ヲ螢セシムルト同時二

害ヲ與ヘザレ圧二二素因ヲ有スル眼二重レバ直チニ之

実害地ヲ作〃二二ル此登炎障害物ハ健康眼点ハ毫毛損

経炎ヲ登聴講シムぞ量ル而シテ此親藩経炎ハ亜門性

間隔リノ輸逡一廓モ迅速ナルペキヲ以テ鼓二丁ツ覗紳

リテ第二艦内二輸途セラレ就中最モ捷路武川覗紳経鞘

悪闘腔等ノ各淋巴穫路ヲ経テ他側ノ同名淋巴載量ニョ

ハ湘鞠一巡経六七帖腔︑各一血管鞘及ヌノン民嚢臨胚︑上卿腕論質経

ヲ得ルニ至ラズ其所説ハ第一二二繁殖セル細菌ノ毒素

名ヲ以プ一時天下ヲ風靡セシメタ〃モ未タ一般ノ信認

ノ障害デ起ス■ナク而モ多クハ清滅スレ圧偶然二只第

遽三全身ノ血中テ侵入シプ循環スレ死他ノ部ニハ何等

道スル所ニシタ漏斗ハ先ヅ負傷眼 一徽菌占居繁殖シタ

団冒叶ぴ巴日初メ団Φ旨営民之ヲ唱へ近畿︸陶α日①門氏ノ唱

前方若クハ後方ヨリ該膜貫穿血管鞘ヲ経過シグ第二眼

二侵入スルニ先ダチテ却2フノン氏嚢腔ヲ経ク輩膜ノ

偶然ノ機論旨由リ其捷路タル産神纒鞘間腔ヨリ第二眼

バ繋止固有ノ葡萄膜炎ヲ呈出スルニ至ルモノナソ或ハ

レバ即チ毒素︵後ニハ細菌モ︶浸入筒縫綾シテ止マザレ

眼炎最初期ノ徴候ニシテ之ヲ放置シプ其進行一二任ス

二眼ノ葡萄膜二環流シ家ル芹ハ気血葡萄膜ハ徽菌ノ繁

二侵入スルコア〃片ハ遊二軍濁ノ虹彩炎︑虹彩毛襟膿

試客置器窪芭曾bσQ曾周昏

殖セシ場所ニシテ彼ニハ最好適地ナルが故二露国宿着

炎若クハ豚絡⁝膜炎等〜ヲ特協俊恥右クハ先登セシムルつアリ

三︑血行漏路二八ル縛移説

繁殖シプ腐食テ炎症ヲ登スルニ至ルナソト云フニ在ジ

Aコ上記ノ諸説中三於ナ現谷⊥最雪無業ァル牌弟一二︑第四二就

ト︵保利博士︑交戚性眼炎︶
冒簿霧夢沼β警報毒㏄幽蝦壇魯

近年大二勢カァル説ナソ
四︑淋巴穫路二因ル轄移説
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二一

テ考フルラ先ヅ第一ニノ脚α菖φ円民ノ真説轟依ソテ陰言⁝足ス
ωOげ誤電β旨

一＝二

ピ︶轟昌℃げび巴回国ニシテピΦぴΦ用氏之ヲ圭旧旧シ﹈︶Φ自
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ベキ身開ハ︑ナシ難シ

第二十巻

氏之二三シ絡二轄移性眼炎○℃︸廷致上げ目お蟹蜜門ぎノ
︵原著及實瞼︶

二四

第百＋↓號

ご二

芝露ナルが如シ︶ガ二二眼球外即チ眼窩内ノ諸組織中晶

第四號

畏ノ説ノ如ク徽菌が全身ノ・皿中門入ジテ已ユ第二審二野

浸入シ居ルト面心ラル︑故二眼球摘出二藍ラ其病原翼下

第ご十巻

着繁殖シテ炎症ヲ起セルモノトスレバ例倉一眼ヲ摘出ス

二毒素ノ大部秀︑取り去ラレタルが受血例倉徽菌が街︑

︵原著及實瞼 ︶

ル壬他眼ノ炎症ニハ左程効ナキ筈ナル流從摩ノ諸人ノ歎

眼窩深部ノ組織中二遺残シァルモ彼等ノ繁殖二最好適地

ノ本城タル葡萄膜奪回レタルニ因ソ一時ハ繁殖シ能ハザ

多ノ例ト同ジク著効ヲ奏シ三二況ンや河本博士ノ新療法
ヲ行ハントシプ初メハ殆ンド只出血セシメシノ・・︑ニシプ

ル状態二部リタルカ畠田繁殖シタリトスルモ︑少数ノ徽

国α軍気氏ノ説明ナ〃モ﹄到底解シ得ラレザルトロ●ロナソ

眼窩組織ノ﹂切除ニモ同檬二説明シ得ラ川・繹ナリ︶トハ

り彼戯守ガ︷到底⁝眼ノ樋撚抗力二打克チ鮎脳ハザルニ因り一揃二二

彫心ク絶ヘタル玉無の少量宛出途セラル・運命二立チ到

テ民青毒素が盛二輸逸セラレプ炎症趨ヲタルモ今や其輸

コレマーア士⊥トシテ謂瞬断脚緯二等ノ穫路ヲ経

第四ノ學び霞氏一涙ノ説ノ如ク親紳維鞘等ノ諸淋巴腔ヲ

快セルモノナラン然レ圧彼等ハ全ク死滅セズシク獲量二

㎝於プハ︑

菌ニシプ且ツ其繁殖カモ綱時甚ダ微弱トナリタルが無二

而毛迅速ナル確効ヲ奏スル理由等二至リテハ﹃一眼ヲ摘
出スレバ徽菌ノ繁殖地︑無クナルニ因り輕快或ハ全治ス

癈

経プ登スル毛ノト考フレバ鯉頗ル艦説明シ易キが如シ︵尤モ

儲り長ク固守シプ居ル間二八テ現母地二期鷹⁝スル檬ナ状

傭脚

予ハ病理解剖セシニ非ザレバ果シナ覗窓維鞘等垣下無二

態ヲ呈シ漸次繁殖シテ再ゼ其勢カヲ逞フスルニ至レルカ

ルナリ︵從テ此説明ヲ廣義二解繹スレバ摘出後二於ヶル

セル謹跡アルや否や胴着ヨリ不明ナルモ︶予ノ例二選プ

．或ハ否ラザルモ初メヨリ徐々ト繁殖シ途肥前ト同一裡路

ヲ辿りプ又々登織豊シ蕊取ル網羅サルカ

ハ第二眼二親紳経炎ノ症状ヲ五泊シヲ以テ無論徽菌及其
毒素︵予ノ例ハ失明後四十五ケ年モ経過シタル後．ナレバ

マデノ期間ハ約四週間ニシプ佳ナジノ長時日ヲ要シ且ッ

又事理ニョソ︑第一同ノ新療法施行時ヨソ第二回ノ再畿

ルヤh疑ハレザルニアラザ〃モ眼球摘出後ニモ倫μ颪旦二恩登

第一同ノ手術ノ時♪殆ト只出血セシノミナ〃二﹁第二回ノ

果シテ長年月ノ間徽菌が全ク無害二潜伏シ居ジシモノナ

ルモノト解川スル方

セルノ占⁝ヨリ見レハ矢︸張り青翠野性二因

手備ヨリハ第一同ノ時二比シ組織ノ切除モ出血モ頗ル多
カリシニ關セズ再三マデノ期間が漸次短縮︑シテ第三同目
ノ︸再励般期間ハ一二週F間蝕皿︵但シ第二同門ハ加脚瞭帥後﹁︒バクレン﹂

ニグ嶢灼セフ︶第悶同目ノハ急二短縮シタ山ハ日位トナジ

ヲ一見甚ダ奇異ノ槻ヲ呈スト錐圧必覚第二同目ヨリハ已
二徽菌が現住地工適慮シタルノ後ナルカ﹂或ハ然ラズトス
リ

ルモ巳昌他眼脚二再南進シムル程繁穂セシ後ナルが壁面ロハ

組織ノ一部秀ヲ切除シタル位ニプハ徽菌及毒素ノ量ノ關
係ヨリ見レバ恰毛眼球内容除去法ヲ行ヒ而モ樹風懐膜ノ
大﹂ 部 冨 分 ヲ 〜 収 ソ 二 選 シ タ ル が 如 キ ニ 比 シ 得 一 ベ ケ ン

最後二思ヒ切ツプ十分其巣窟ヲ取り去ヲタルが爲メ僅カ
ニ残リタル徽菌モ遊二漸次其勢カヲ失ヒプ二二死滅シ去
りタルモノナラント考フルハ強チ牽強附會ノ臆説ノミユ
非ザラン
該患者昨秋來院ノ勝即颪Uヒ口回スル⁝機金日ヲ得タリ眼底ニハ何

・全治︻シプ最早再考ノ

等ノ攣化ナク足力○⑮九︵小獣鏡一＠○︶ナ川ヲ槌カメ先年
退院後︑間モナク普通ノ親カヲ生ジ
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︵大正四年∴一月︶

第二十巻

以ナソ

憂ナキモノト思ヒ︑聯帯〜滲考二供シ⁝併セプ諸家ノ高島ヲ

信︶

仰ガント欲シテ赫仏二報告スル所
︵通

脚噺

看m

飢漂馬も一甑噺謙こ駈嚇嚇脇こ鴨貼恥鵯軸鳳幅鞍気軌幅檎噛導＝購旨鴫U賄臨岨臨再睡臨即鳳鳩喝諏詮職噂臨隔恥U臨魯し験

健

醗小林唯四郎氏通信

︵明治四十一年卒業○豪濁薪竹病院︶

中八十三四度な算し扇干片手に活動

拝啓冷寒濠だ去り難く御座絶塵貸地此頃ば定めし射出界寒氣もご層ピ存候

同じ嘉灘芝申しても南部地方ぱ昨今

細雨輝々毛の如く濁牝せる皮膚の火の氣なくては漆ぎかぬる有様なれご水

致し居る定云ふ小景氣にひきかへ當地の如き北部地方ぼ目下雨期の眞最中

⁝燗⁝る眠柳も春風川にまひ野山の早蕨売工拳肯阿く冷

みれ︑詠蒲⁝公沖央行く甫襯なさへぎ

銀柱ば最低五十四五度を降らず雨の島の輕暖にまつ梅唇の笑ひ初め池畔に

リ春色漸く萌レ2出てんご致し居候

て目出度終り加つげ醜の民草も鼓に雫定最絡の滋遺たる南部方面の討伐隊

民訴統治上の一大問題たる討蕃事業も佐久間総督が苦心の五年計書により

も目下凱旋の途中にこれあり候いまだ三囲の扉開かれざうににやくも慾の

の筍よりも評しマ㌔かやされこいまだ営て﹁ダイヤモンド﹂の一片なだに堀り

皮のつっぱれる入間の代表者れる冒瞼家事業家の箏ふて入山するもの雨後

得れうものあろを聞かす然うに今同批三昧ある蕃出な背景こして我轡學上

され學制禦に色めき渡酵幾多の專悶學者が研究に調査に空しく謄漿をしぼ

議界的償値秘有すろ肺二口虫中間宿圭の登見が母校出均者の手によりてな

㌧⁝設備如何

癖⁝喋々ぜろ鼠蕪車なして後へに謡㎎酒石六らしめカろば藁頁に■

リカろ三十年來の疑問もこ㌧に全く氷解し本病の豫防上に光明葎興へ︑研
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ご三

近來にな斗快事にして野生に．新春の壁頭に於て此一大吉報葎先生の机下に

究に．二つ

＝五

