斯クノ如ク各學綾ノ比較平麦年別ノ調査ヲナシ之ヲ前々

死二封スル定義ハ一見簡軍明瞭ナルが如シ︒日ク︑死ト

所モ亦多少ノ差異アルベシ︒生理學的二之ヲ観察記メ︑

ハ生物學的二観察セヨ︒其立場ノ異ルニ從ヒラ︑其説ク

有効ナラシメンニハ︑同一ノ標準ヲ以プ毎年連載セザル

ハ生活現象ノ三絶ナリ︵蘇生スペキ二心ヲモ絶滅セラレ

々之二向プ特二奨働ヲ加フルコ↑ヲ得︒

ベカラズ︑軍一二ニケ年位ノミノ成績ニチハ眞ノ償値ハ

タ〃︶ト︒㎜然うバ生トハ何ゾヤ︒生ヲ知ラズシプ死ヲ説

クコト一難力〃ペシ︒蒲生アルモノハ何故二︑否如何二

認メラレズQ
薪クシテ身農槍査ヲ嚴ニシ此結果ヲ極メテ精確二調査

シテ死スペキカ︒之二樹シプ種々ノ虚説アリト錐︑未吾

藤

清

カーリングトン︵死ノ研施九ノ著者︻︶日ク︑

マザル死ノ現象二封シテモ︑幾多ノ興味アル問題アソ︒

遽二二二死アリヤ︒期クノ如ク︑吾人が最普通親シプ怪

更二分裂シタ四箇トナリ︑塗二其止ム所ヲ知ラズ︒而シプ

胞ハ分裂シプニ箇ノ娘細胞トナソ︑其分裂シタル各回ハ

ノ一振始トモ見川ベキ﹁アメーバ﹂ハ如何O彼ノ一箇ノ母細

生アル者ハ死スベシトハ不墾ノ原則ナリ○而カモ生物

迷宮二入リ易シ○依然死腔永遠ゐ紳士ナル？

死︸珊酌フ︑㎜答へ易キが如クシテ⁝逐二王⁝糾叉紛糾︑一容易二

人ヲシナ十分二首肯セシムルモノナキが如シQ生ト云ヒ

■

シ︑之ヲ以テ根本・トナシテ此後ノ方針ヲ定メ︑同時二毎

月頻回各學綾ノ衛生歌況ヲ比較シテ長肝油々助ケ足ラザ
堪ヘズ︑﹁

ルヲ補フテ進ムトキハ以ナ其効果ヲ得ペク︑學科ノ調査
ト丑ハニ登育衛生上ノ調L査ヲ潅櫛メタキコト希虜薫二

近

吾︵四二年卒業︶

爾此等ノ方法ニッイタ先輩諸彦ノ敷ヲ乞ハントス︒

⑧人ノ死ノ時刻二瀬テ

論

金澤一二門門三校内科敷室

第㎜層緒

策百士一號

一九

死二關スル研究書ヲ渉猟スレバ︑其如何二貧弱室乏

一四五

死ハ生活界二於ケル必然的現象ナリ︒然うバ死トハ何

第五號

ナルカヲ見出スベシ︒此重要ニシプ玄妙ナル現象二巴
第二十巻

ゾヤ︒試ミニ之ヲ宗激的二面ヨ︑乃至国樹是ヲ哲學二又
︵原著及實瞼 ︶

第二十巻

第五號

一四六

第百十二號

二〇

ト云ヒ︑夜間二多シト答フル人アリテ一決セズ︒是亦余

︵原著及實験 ︶

シ︑何等ノ興昧ヲモ戚ぜザル轟至2グハ豊驚カザルヲ

が實施的調査二多少ノ興味ヲ戚ジタル所以ナヲ︒．

第四禺 余ノ調査材料

得ンヤ○讐師ハ一年ノ間二幾多ノ死者ヲ研究スペキ⁝機

會ヲ有スト錐︑三際此状態二關シターッモ何等三昧ア

於ケル明治四＋

年老フ大正三年目寄月二至ル病的死山し者ナジ○死冒し二病死●

余ノ調査材料ハ︑當硬附厩金澤病院

實二吾人ガ︑唯軍二人ノ死ノ刹那ユ於プスラ︑其観察

老衰病・鍵死等ノ偏物アリ︒眞ノ老衰旧著ラ自然死血霞

ル言ヲ襲セザルナリト○

スベキ事項ハ必シ毛＝一シテ足ラザルベシ︒余旧悪來二

寸感鼠︒冨日・伽トモ云フヲ得ベク︑病死ハ以テ不自然死

死トシプ暴ゲラレタルモノモ︑決シタ僅少ニアラズ︒然

二關シテ多少ノ興味ヲ戚ジタリト錐︑余ノ淺學不才︑素

宜ク賢明ナル権者ノ眞蟄・ナル研鑑二侯タザル懸人ラズ︒

レドモ置ハノ老衰死産ハ自然⁝死ハ︑爾カク多一事ナラザルベ

トモ見ルヲ得ペシ︒畑鼠ノ統計ヲ通覧ス〃二︑所謂老衰

然レドモ大洋ノ偉観毛素是細流ノ集ソナリ○⁝蓋余が今鼓

シ︒而シテ余ハ所謂老衰死等二關シプハ︑當該官房其他

ヨリ深キ研究的業績ヲ遽グタルニァラズ・斯クノ如キハ

畠人ノ死ノ時刻二恩キプ︑聯論述セソトス〃無盆ノ業ニ

二三キテ調査セント試ミシモ．斯カル官衙二於ケル材料

余ハ乱剛一報セルがL即ク︑A立澤げ病院二於ケル明治四十年ヨ

ダリ・

ハ︑決シテ精確ヲ保シ難キヲ注意セラレタ〃ヲ以テ止ミ

アラズト信ズ○
餓響陶 死ノ時一無二伽劃スル・余ノ盈ハ昧

余ハ他ノ或ル目的ヲ以タ金澤病院二於ケル死亡統計調

ハ一日二十四時間中如何ナル時刻二好ムデ死スルモノナ

ジ大正三年⊥ハ月二心ル病的死亡者一千一百八十名酒就キ

余ノ調査成績

ルカ︒余ハ此庭一二種ノ詩的戚興ヲ以グ︑人ノ死ノ時刻

タ︑之が調査ヲ試ミタソ︒今其折︼時間．二於ケル死亡数

第圏

ソ⁝調﹂査ヲ試ミントセリ○・余ノ寡聞未之が且ハ馳眠的文麟臥ヲ知

ノ総表ヲ掲グレバ︑左ノ如シ︒

査中︑人ハ元來何時死スルモノナルカニ想到セヲ︒即人

ラズ︒亦同僚知己ノ實験二瀬スルモ︑夜明二多数ナラン

第
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時

後
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㎝

士衣中例之バ午前ートァ〃ハ夜十二時ヨリ午前一時ノ間チ示ス虫衣ノトスQ

時マヂノ死亡者チ数︵タリQ以下此例二微︵り︒

但シ夜十二時ノ死亡者ハ午前二加︵ズ︑即夜十ニモ幾何分ヨリ午前正一

轟轟由リテ之ヲ観レバ︑午後二爵ヨリ三時ノ間玄人ノ死
山し雌数多ク︑之二次グルハ夜明ノムハ・時ヨリレ〜時ノ聞ニシク

午前九時ヨフ十晦ノ間︑午後三時ヨリ四時ノ聞一揖三位

第二十巻

第五號

ノ差アリト錐︑之が科學的説明ヲ乱那ヘソトスル場合ニハ

慣南至ツテ少シ○如何トナレバ︑午前ノ三時ト云ヒ四時

ト云フモ︑外界ノ影響回読鵠三二其他工於テ大ナル鍵化

ナキが故ナソ︒故二余ハ一日二十四時間ヲ大朧書ト夜ト

％

ニ匠別シ︑此爾者ヲ翼二舜ツタ︑其間昌於ケル死亡数ヲ

敷

同

死

亡

唖
亥

自午後六時至夜十ご時

血
日ず

比⁝較セリ0之ヲ五一不セバ次ノ左シ︒

第

二三・九％

二一︒九％

二山ハ︒二％

二八二

二八・○％

二五九

三〇九

人ノ死ハ最多ク正午ヨリ午後六

二入O

三三〇

自夜十二時至午晶剛山ハ時

二自午並剛ムハ時廿主正午

表書正午至午後六時
計
表ノ画不ス所二糠レバ︑

時ノ⁝間二趨り︑午此上⊥ハ時ヨリ正午ノ間之二次黛ギ︑夜ノ十二

時ヨリ午前六時一段三位ニシプ︑午後六時ヨリ夜十二時

ノ問最小ナソ○是吾人ノ想像セザリシ露ナヲ．キ○然レド

モ其差ハ比感的僅少ニシプ︑差ノ最大ナルモノヲ比較ス

ルモ六％ノ差二二ギズ︒即約一千人中六十人ノ差ナリ︒

爾之ヲ書︵自午前六時至午後⊥ハ時︶ト夜︵自午後六時至

第百十二號

二一

午払剛ムハ時︶トニ博直別セバ︑書一問ノ死亡数ハ五四亀二％︑田干

一四七

ナフ○然レドモ期クノ如キ短時間下馴∵7︑南山し歎昌多少
︵原著及實瞼︶

第五號

一四八

第百十二號

自午後五時至午後入時

第二十餐

自午後九時駒之十二時

︵原著及實瞼 ︶

間ノ死亡選一四五＄八％ニシテ︑導爆ハ約一〇％ナジ︒而

自午前四蒔至午前七時

着夜十二時至午前三時

一五四

一七四

一五〇

シO

第

四

表
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ノ間二最多ク死シ︑之二次ゲルハ午前四時ヨリ七時ノ間

此表二塁レバ余ノ統計二於プ︑入江午後二時ヨリ五時

11
︐0

右表ヲ見易カラシメソガタメ︑ 弧線ヲ以テ心匠バ次ノ如

シテ之が七箇年孚二於ケル各年ノ死亡者統計ヲ造〃モ︑

総表二審ケルが如ク︑依然書二死亡者ノ多キハ異ルコト
ナク︑之ヲ男女ノミニ就キ︑又ハ之ヲ四季二匪別シテ比
較スルモ︑常二死亡者ハ書二尊シ︒是亦上等ノ想像セザ
ル駈ナリキ︒但シ之ヲ各疾病二三別シ︑統計ヲ試ミタル
ニ︑回数ノ少キタメカ︑種々ノ結果ヲ生ジタリキ︒．術三
兄・甲D村欣一郎氏ノ餓ハヘラレタル金⁝澤市櫻木病院︵傳皿染病

院︶ノ死亡者ノ約三百名ノ統計モ︑右記ノ表ト梢一致セ
ル成績ヲ得タリ︒但シ前記一千一百八十名中ニハ中村氏
ノ輿ヘラレタル三百名ヲ含マズG

若夫レ一旦噌十四時ヲ三時間二二高分シ︑其最死亡者
ノ多キ時刻ヲ求ムレバ︑次表ノ如クニシテ︑之ヲ欧米ノ

自午前八時至午前十一時

一三三

死亡数

自門前十一時至午後二時

一九四

刻

自画後二時至午後五時

時︐

文献二甥比セバ多少ノ興昧アラン︒

第
三

表

ルモノハ午前入時ヨリ十一時ノ聞ニシテ︑第三位ヨリ・少

ナリ︒前者ハ後者ヨリ死亡数二十名多シQ第三位二位ス

直接二大ナル影響ナキヲ知レリ︒然うバ如何一一シテ之が

於ケル死亡数ノ上二︑聖画ノ歌況︑例之パ寒暑等が特二

斯クノ如クシテ吾人ハ一日二十四時間中ノ一定時刻昌

ノ文献二就キタ略述セン︒

説明ヲ試ミントスベキカ︑余ハ之ヲ説ク前回少シク欧米

キコトニ十名ナリ○最多ナルモノト最少ナル夜九時ヨジ
十二時ノ間ノ寒山﹄数トヲ比一戦セバ︑六十五名ノ差アリ︒

余ノ得タル結果ノ大略ハ以上ノ如シ︒然うバ之二丁ス

我が血書館二於プ︑死工封スル交献ノ豊富ナラザルタ

第二死ノ時刻隠里スル交書

同五時ノ間二死画数最多ナル．ハ︑夏季ユ於テ殊二其％儲数

メ︑死ノ︑時刻二二シプ廣ク文麟ヲ渉猟シ能ハザリシバ余

ル説明アヲヤ︒正午ヨリ午後六時ノ問平繍午後二時ヨリ

ノ増加ヲ來タセル結果ニァラザ〃ナキカ︒何トナレバ夏

ノ甚遺憾トスル所

ナソ︒余ハ先ヅ死ノ時刻二⁝封スル文献﹁

季ノ同時刻削炎暑最甚シク︑吾人ノ斎忌二影響スレバナ

ヲ馨書・翠玉雑誌二歯噛テ得ズ︑種々ノ百科全書甲骨リプ

第百十二脇

ご三

．バ︑時刻ノ四這即精紳的生理的活動ノ満干ハ人々各自
ノ勢働及睡眠ノ習慣ト共二千差萬屋ナリ︒而シグ文明

シトハ︑統⁝計學者ノ屡言フ駈ナリ◎此種類ノ研究ニテ
︐紐育ノ博士工昌︑デ⁝︑マーシュ氏ノ最近ノ論文二慷レ

一日二十四時西中特二︑或時刻晶於プ死スルモノ多

同書二型レバ︑

中ニァル死ノ時刻ノ一項ヲ略ス〃二止メン○

寓①＆霞共著︑死ノ研究ヲ得タリ︒故二余ハ此慮二心同書

但付

Y0漸力ーソングトン鵠・○塑吋ロロσ⇔けO⇔及ミーダー日．奔

リ︒又熟達殊二肺結核ノ如キハ︑午後錐嚢テ螢熱︑全身
違和等アルヲ以プ︑斯クノ如キ状態二二何等カノ關係ヲ
有スルモノニァラズヤ︒之が事實ノ有無ヲ知ランガタメ
ニ︑夏期及肺結核ノミニ就キプ調査シ比較スルニ︑総表
二封シ・7大差ナシ○肺結核ノ死亡数ノ如キハ却ツプ午前

第五號

一四九

二最大％ヲ示セジ○次ギニ午前四時ヨΨ七時ノ二二死亡
者多キハ︑多季三於タ殊二其％歎ノ増加シタル七二ナラ
ズヤ○何トナレバ多ノ夜明ハ吾人二最寒冷が影響スルヲ

第二十巻

以プナリ○故二之が調査ヲナシタルモ︑死亡数二特二大
ナル影響ナキヲ登見セヲ︒
︵原著及實瞼︶

第五號

一五〇

第百十二號

二四

ハ五萬七千ナフ弘︑○

第二十巻

人ノ就曾ニアリタハ︑最大能率ノ時刻ハ凡ソ午後五時

べーレンス氏ハフイラデルブイァニ於ヶル一千ノ死

︵原著及實瞼 ︶

頃ナ川が如シ○

起スコトニァリ︒叉明自ナ〃矛盾ノ事︷貫ナレバ︑我が

最多ク活動シツ︑アル時ナリ○ずレバ入ノ注意ヲ呼ビ

示セリ︒午後五時ト云フハ︑蓮例ノ人ガニ十四時間中

三千四百三十九件ノ病死中︑其多数ノ起りシ時ナ川ヲ

管市二於ケル死み︺ノ記録ヲ口薬究シプ︑午必彼ギ血時潮ニ萬

博士ノ特種ノ研究ヨリ來タル結論ナルガ︑博士ハ叉三

日︶二︑之二關スルー論交ヲ掲ゲプ日ク︑是マーシユ

ト狭キ時間中二限ラレザルが如キ毛︑多数ハ早朝二起

サレバ人ノ多ク死スルハ︑必シモ何時ヨリ何時マデ

ノ問ナリキQ

レ〜時ノ間︑里丑田浦十・四百﹇二十四掌中夕夕耐数ハ午直別五時0山ハ時

ブ死ノ時刻二差異アリ︒女一千藤壷︑多数ハ午後六時

研究シテ其結果ヲ登臨セリ︒之四駅レバ︑男女二糠リ

引︑エフ︑ビロドルス博士ハ︑某養成育院ノ統計ヲ

間最死亡多シトノ説二近キ結論ヲ得タリ︒

亡二就キテ研究シ︑同市醤學時報轟午前尊意・七時ノ

誌ノ古本ヲ繕キタ︑死ノ時刻ト樗スベキ問題二等スル

〃ガ如シ○

倫敦ノ英國讐學雑誌ハ︑一九一〇年ノ一月號︵十八

諸研究ヲ見ルニ︑未俄二漸案ヲ下シ難ク︑更ユ多クノ

而シテ英國讐學難誌ハ︑普遽病者 午前二時頃絶命

テ日韓︑

諸説ハ此信仰ノ援助トナルモノナシト注意シ︑結論シ

スルモノナソトハ︑世人ノ信ズ〃斯ナレドモ︑以上ノ

研．究ヲ要スベキヲ見出セソ○
フインレーソン氏ガグラスゴーノ︷醤事難⁝一班二︑同市

一入ムハ五年ノ一神禺一二千人ノ死亡記録・甲ニテ︑

官房長ニョリーグ集メラレタル統謙ヲ用ヒテ記スル廣二
︷篠⁝レバ︑

一見シタル所︑或ル特種ノ時刻が特ユ死亡二面係ア

ワトハ確定シ難シ︒正確二死亡ノ時刻ヲ記録ス〃コト

蜻ｽ口数ハ午晶剛五時山ハ時ノ闇那覇ァリO

シュナイダー氏ハ︑伯林二半ヶル死亡二就キテ記シ︑

難シ︒加之︑病症ノ性質︑其織蔭紋聞︑患潜ノ年齢及

註ハ

午前四時ヨリ七時マデヲ最死む多キ蒔トセリ◎其材料

プハ︑人ハ生レタル時一刻毒死スプフ㎞俗

男女並等モ亦考慮セザル可カラズト︒
鱒久A嶺澤地方四望

分セバ︑同民ノ︸叢叢景数二

同民ノ調査数ハ五七五人︑余ノ調査歎ハ一一入○名ナル︑

ヲ以テ︑余ノ読捨ル死亡一数ヲニ

歯

五

第

註Mズルモノアツ0之二就キテ甘木民一二陶リプ日ク︑四 梢一致スル数トナリ︑弧線ヲ醤照スルニ便宜ナルヲ以プ︑

一説

書弓7夜間親戚ナル瀕死ノ照脳膜炎野営ヲ診シ︑死ノ直前昌

迫レル・ヲ告グルヤ︑傍ニアリシ老婦ハ日ク︑此見ハ午後
二時牢頃生レタルヲ以プ註ハ時刻マデ死セザルベシト○果
セルカナ︑患見一夜明二至ルモ死．セズ︑午後二時頃昌至

フテ死セリト云フQ是素ヨリ何等ノ根糠ナキ俗説四過ギ
ザラソ毛︑屡偶然二期クノ如ク生ト死ノ時刻ノ相符合ス
ルコトァルハ︑俗説ヲ信ズル者二多少ノ援助ヲ與フル所
以ナルベシ︒．

弦二於テカ三一︑目本人ノ出産ノ時刻ヲ求メテ︑死ノ
時謝ト甥比セント試ミタリ○亦多少ノ興趣ナシトセズ︑

而シタ余ハ蛙二近藤正信氏ノ日本婦人ノ舜娩時間二就ラ
ノ統計ノ一論交︵岡山三層曾雑誌︑二八八號十六頁︶ヲ得

冠三時間ノ死亡数ヲ假二二分シテ表スコト・セリ︒

タリ︒氏ノ調査二．慷レバ︑人ノ生ル・ハ午前二時−午前
九時最少シト云フ︒爾少シク詳細︐二詞氏ノ掲ゲラレタル

第百十二號

二五

一日二＋四七聞ヲ四勢シテ観察セバ︑出産ハ最多ク夜ノ

国樹同民ノ墾ゲラレタル数字・；ジ︑之ヲ概観スルニ︑

第五號

一五一

各一時問ノ出産数ヨリ算出シプ︑余ノ各三時間二面ケル

第二十巻

死ノ調査成績トヲ弧線ヲ以テ比鞍セバ︑上ノ如シ︒但シ
︵原著及實瞼 ︶

第百十二號

二六

決定シ︑若クハ説明スルコト難シト云フヲ以ク︑穏當ナ

一五二

十二時ヨジ朝ノ六時ノ問二起り︵エハ○︶︑︑之二次ギ午前

ル解鐸ト云フヲ得ベキカ︒然レドモ諸家ノ研究ヲ一瞥ス

第五號

六時一正午︵一四五︶︑正午−午後六時︵＝二九︶午後⊥ハ時

ルニ︑人ノ死ハ午後五時頃拠点夜朋ノ四時乃至七時置闘

第二十巻

−夜十二時︵＝一＝︶ノ順序ナリ︒而シテ夜ハ書二比シテ

二最多ク起ルテフ事藩儒梢一致スルノ観アソ︒加之︑余

︵原著及實瞼 ︶

出産多シ︒但シ其差扇凡テ甚僅少ナリ︒斯クシテ死亡ノ

云フベシ︒余ハ廣ク文面ヲ徴スル能ハザリシヲ以・ブ︑此

ノ試ミタル調査成績ノ︑亦二二符合スルガ︐如キハ一睡ト

所ナキニアラザル毛︑〃総ジテ却ッグ其反スル所多キヲ観⁝

盧︻二諸家が如何二霊殿明ヲ加ヘタルカヲ詳細二知ルコトヲ

時刻ト出産ノ時刻トハ︑二部分品一致スルが如キ観アル
ル︒此比較結果ニョリプ︑前述ノ俗説二何等ノ要望ヲモ

外界ノ影響例之バ寒暑等ガ︑死ノ時刻二封シプ特二直

得ザル毛︑試二之二封シプ多少ノ私見ヲ記述セン○

尚俗間潮ノ満干ニョリプ人ノ生死ヲトシ得ベシト唱フ

接二影響殆ナカソシコトハ前述ノ如シ︒然うバ内的ノ憂

與ヘザルヲ知ルベシ︒

ルモノアジ︒︑半人ハ満潮二生レ︑干潮二死スベシト︒然

旧例之バ新陳代謝ノ状況ハ︑死ノ時刻ノ上二多少ノ影響

多ク身禮内新陳代謝ノ極度二叉進セル時刻︑叉ハ最沈滞

ヲ及ボスモノニハァラザ膨ナキやQ換言スレバ︑死ハ最

レドモ繁雑ナ〃ヲ以テ赫仏二記録セズ︒

第六 死ノ時刻二封スル私見
余ノ調査成績二篠レバ︑人ノ死闘午後二時ヨリ五時ノ

其差ハ比較的僅小ナルヲ以テ︑之が科學的説明ヲ試ミン

示ノ如ク︑各時刻ニョリテ其死亡数二多少ノ差アリト錐︑

吾人ハ之二樹シテ如何ナル説明ヲ與フ可キカ︑以上表

ル禮温二就プ之ヲ見ルモ︑正午ヨリ午後六時頃マデハ新

ノ間二曲ソタレバナリ︒種々ノ風湿及吾人が日常熟知ス

後六時殊．二午後二時一五時ノ間及夜明ノ四︑五︑⊥ハ︑七時

家ノ研究及余ノ調査成績二於テ︑死ハ最多ク正午ヨリ午

セル時刻二起ルモノニアラザ〃ナキャ︒何トナレバ︑諸

トスルハ頗困難ニシテ︑前記遺詠青墨雑誌が論ジタルが

陳代謝ノ最充進セル時刻ニシ・7︑夜十二時ヨリ漸次下降

間二最多ク︑午前四時ヨソ七時ノ間之二次ゲリ︒

如ク︑諸種ノ條件ニョリテ左右セラルベク︑之ヲ的確二

ハ最多ク起レリト云フヲ得ベカラズヤ︒勿論新陳代謝ノ

帥新陳代謝ノ極端ヨリ極端ニナレル時刻二塁タ︑人ノ死

シク︑夜明ヨフ早朝二至リタ最沈降スベキハ登臨ナリ︒

差口僅ニシプ︑恐クハ爾者五二甲乙リ乙タルモノナラン

二早朝二最多キヤ叉ハ午後五時頃最多キヤ︑余ハ爾者ノ

余ノ調査成績二野シプ多少ノ説明ヲ試ミタジ︒然うバ死

來ノ樺戸否習慣ナリ︒然うバ新陳代謝ノ極度ノ充進壷口

ズト錐︑斯クノ如キ代謝ノ關貢納︑是等人々類ノ何千年

午後ノニ時ヨリ五時ノ間及夜明ノ四時ヨリ七時ノ間二最

於プモ守り得ルモノナリ︒然レドモ吾人ノ観察二擦レバ︑

以上論述セル所ヲ約言スレバ︑人ノ死ハ何時ノ時刻二

ト云ハント欲ス○欧米諸家ノ統計二等プ之ヲ見ル︒

沈降ハ︑如何ニシテ死ヲ起シ易キカ︑吾人亦紫藍説明ノ

多ク起り︑ソバ一部分新陳代謝ノ關係ヲ以テ説明シ得ズ

攣化か︑生活法其他個八四ョリク多少ノ差異アルヲ免レ

難関二立プリ︒然レドモ吾人ヲシテ少シク思フ所ヲ語う

ヤト云フニァリ○各時刻二於ケル死亡歎ノ差ノ比較的僅

小ナルダケ︑ソレダケ之ヲ十分二黒雨的二説明セソトス

シ感冒︒代謝ノ極論二上昇二面時叉ハ沈降セル時ハ︑其
結果艦内二何等ヵノ化學的悪化否然ラズトスルモ身禮組

ル一碧當ナラザルが如ク︑強プ之ヲ説明セントセバ︑牽

強附曾ノ弊二等リ易キヲ免レズっ余ハ唯此晶晶聯管見ヲ

織二何等カノ不調和ヲ生ズルコトナキヤ︑若假二斯クノ
如キ不調和ヲ招來スルコトァリトセバ︑衰退セル細胞組

陳述シタ︑大方諸君ノ遠敷ヲ仰ガントスルニ過ギズ︒

括

余ノ調査成績二慷レバ︑人ノ死出最多ク午後二時

第七総

織ノ死ヲ誘起シ易シト云フヲ得ベカラズヤ︒例之バ代謝
ノ最充進セル時帥甚シク過勢スルコト︑代謝ノ沈降即鯨

岡

乃至五時ノ早島起り︑早朝四時乃至七時ノ間之二次グソ︒

リ細工爲的生活ガ︑吾人身艦ノ細胞組織二良結果ヲ來タ

サズレ云フが如キ事書二多少ノ類似黙ヲ見出ス能ハズ

是欧米ノ文献

第百十二號

二七

二致スル庭ニシテ︑故二霧雨︑人ノ死ハ

ヤ︒鼓二二代謝ノ充進言ハ沈降二慷リテ起ル憂霊山僅微

最多ク営内ノ新陳代謝ノ極度二上昇スル時刻︑又ハ最沈

一五三

ナルモ︑今や死滅セントシツ・アル細胞ニハ︑相當ノ刺

第五號

降スル時刻二超リ易シト云ハントスQ

第二十巻

戟トシテ作用シ得ルニァラズヤ︒斯クノ如クシク余風︑
︵原著及實瞼 ︶

︵通 信︶ ︵維

報︶

第二十巻

第五號

賭向 時間的二三ヘバ︑午後ノニ時・三時ノ間最多ク︑之

二次ゲルハ早朝六時9七時ノ間ナリ︒

轟 一書夜二十四時問ヲ四愚僧バ︑人ノ平芯最多ク正
午ヨリ午後六時ノ間二起ジ︑午前六時ヨリ正午ノ問之二
次ダリ︒第三位ハ夜十二時ヨツ朝六時ノ間ニシテ︑午後
六時ヨリ夜十二時ノ間最少シ〇

四人ノ死ハ夜間ヨリ書閥二多シ︵約一〇％ノ差ア
リ︶︒

売人ハ生レ・タ〃時刻二死スペシトノ俗説ハ︑余ノ調
査成績ト近藤正信氏ノ出産時刻トヲ封．比シプ︑配当二何
⁝等ノ根慷ヲモ與ヘザルヲ知レリ︒

函ρ

ρ鋼罰﹄ 餌 戸 画 儒

眞潟ρ罰儒

面暫︐昌凹縄噂創嘲■■

鱈

鱒詞卿︐●望ρ周ρ﹂冒︒■胴調緬郭簡傅銅■脚髄翼●O︐吊

絡リニ學兄中村欣一郎氏ノ好意ヲ威謝ス○︵完︶
ρ爾

遍
㊥大瀧経氏通信

︵大正二年卒業Q三人科盤局宛︶
︵前廊︶境遇の攣化εば云へ今の僕の生活じゃ舞々一週に一日しかゆつくり

落着いて飲んで浩然の氣な養ふ目ばない午後五時牛の館管時間だから絵り

一五四

第百十二號

二八

兄等は相攣らす大の元氣で専門の學科秘勉強し三々充分三々養って愉快な

呑氣に恐悦がつてみろ事も出來ない

る目秘迭って居ろ事ε羨しう思ひます

先生に肛曾ひ申しましれ然し日曜てなく無理から願つぬ休日でもあるし叉

去四月五日帝大にて病理學會総會に出席賠講し圖らすも恩師下李︑輻士両

からば自分等ほ一等卒の階級に昇進し一年志願長ピして特刷敏育な受けろ

他に用事もあっ六のて緩々話しするこビも回雪す却って失禮しましれ四月

制學︑測圖學︑銃劒術︶あり演習よりひごい

事εなつれ中々樂も出來す毎日一少くも七時間孚位學科︵陣中要務令軍

演習ば一週に二日︵坦︑金︶のみにて却て近頃1！運動不足な感ずろ位である

こ亡が三こればそれで三寸である芝思って居る夫れに在下中フソンチな勉

軍隊生活で將來規則正しく事務な執るこごが禺來叉易体な強健ならしむる

︵後碁︶

近頃でば讐學鳶頭も大分退歩しれので悲観しかし冠量目位ほ少しば頭な磐

強する積りであるドイソも丈法の極初めよリ始めろ︑︑ご㌧してゐます

士

難
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︑

東京赤坂歩兵第一聯隊第一申隊

自分ロ何時も元氣で体も至極強健です

學的方西に傾ける様努めてゐます

四月＋日

⑱輻

ぜられれり全博士に東大豊科な卒業後永く病理學霊室に止りて深く斯學を

本校病理學及法轡學敏授輻士政一晟ば去四月十五日讐學博士の學位な受領

