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ヲ以タ︑聯力鼓二報告セントス︒

二八六

︵大動脈ヲ除キ︶梅毒ヲ謹云云サリ至︑故二此ノ如ク梅毒

一四

既知ノ罪証ク紫斑病ハ︑其本態未明ヵナラザル出血素

因症ノーナリ︒然レドモ元來出血性素因ナルモノハ︑非

力只解剖上只大動脈ニノミ來ル例二悪留ハ彼ノ動脈硬
攣性ト間違ハサル捕虫酒漬意ス可キ要アルヲ信ス

常二二ク種種ノ疾病二縫登スルコトハ︑吾人ノ屡實鹸ス

ル斯ニシ・7︑斯クノ如キハ︑其疾病ノ從属的症候予見徹

十三︑余ヵ検査セシ多歎ノ動脈瘤池田〇〇％即チ全部梅
毒性ナリシヲ知レリ之レニ因リテ務賑瘤ノ原因ハ動脈

スベキモノニシテハ殊二種種ノ曙染病︑例之バ敗血症㊤潰

壊血病Go8皆暮

バルロー氏病￠づ錠ざキ．ω畠Φ図雷艮冨律

トスルヲ以テ︑紫斑病ノ病理其他二關シタハ︑成ル可ク

余ハ此塵二︑紫斑病ノ自家ノ治験例ヲ報告スルヲ圭眼

四血友病紙器鼠○嘗聾Φ

三

二

一一紫斑病蜀鶏覧蜜

レバ左ノ如シQ

出思・味二於ケ川出λ皿⁝性素因症ト総⁝スルコトヲ得○之ヲ樵胸グ

嚢的濁立的疾患ト見微シ得ベキ疾病ヲ︑吾人ハ嚴正ナ〃

出血素因が宜ハ疾病川ノ圭徴トシプ瀦町民シ︑或ル〜糧度マ碑プ療ゆ

ク出血素因が一織螢麟症候トシテ現川ルモノヲ除外シ︑

血病㊨重症黄疽㊦種種ノ志井中毒ノ場合ノ如シ︒以上ノ如

瘍性心内膜炎︒重症狸紅熟︒麻疹㊧痘瘡⑧其他悪性貧血⑫白

硬鍵性ヨリ毛更二一暦梅毒性大動脹炎二叉ス可キ毛ノ
トス
十四︑﹁スピロヒエー卿7︑︒ハリーダ﹂ハ只一全ク新シキ梅虫骨
・性病蜜賜ニノミ心理見セラル研Mキモノ︑︐珊瑚シ︵梅毒性大動

賑炎二幅リテハ︶︵官報抄録︶

出血性紫斑病ノ治験．︵漁清注
射療法︶
金爆馨學專門學校第二内科数室

近藤清吾︵四二年卒業︶
出血素因症殊二血友病ノ出血二︑人血清適ハ動物血清
ノ津一射療〃法ヲ試ミタルモノ︑欧米ノ⊥又麟一二乏カラズQム小

ハ昨年來出血性紫斑病二劉シ︑二︑三ノ治験例ヲ有スル

簡軍二記述スベシ︒

紫斑病ノ病理
紫斑病ノ病理二丁スル成書二於テハ．︑グラウヰソツ
曾箋冨︵§︸︶・チュルク臼琶・︵霞・︒︶︒ツッテ判客

其他ノ血液憂化︾シテハ︑要スルニ特異性ナル一定ノ

愛化ナキ．モ︑白血球増多症ヲ家タスハ稽一致スル肪二．シ

あ7馬イソメルマン桐三親Φ鷺b嘗⇔ご⑱ラーへ．ピ禦ピ︒ゲ①＠モッセ︑

寓○霧①⑳デコ一＝︽ごΦに置目民事ノ二二⁝スル所ナリ○叉デー

載セシ毛ノ︑四恩食余が渉獄セ・シ内外ノ難誌二散見スル

者ハ︑一般二小金板減少轟重キヲ置ケリ︒ツナール鮭駐

最高時一二小野板著ク鳴禽セリト云ヒ︑爾其他佛蘭函學

︼冒洋Φ切︵肉ηOq◎︶＄ネーゲソーO嘗○賭器σQΦ躍︵HO一bD︶氏寺ノ記
ニス氏ハ︑血中臼血球ノ破壌産物臨現二注意シ︑病症ノ

黒馬蹴モ殆大同小異ニシ．プ︑其本態二面リテハ︑未的確ナ

何等特異牲攣化ナキヲ云ヘリ︒イン．メルマン⑭ラーへ浅︐

日d畠氏ノ研索二恩レ充︑赤血球㊥臼血球⑧小血板ノ賦態二

一血管ノ鍵凡小動豚及毛細管二一種目脆性愛器ヲ

等ハ︑﹄亦血球ハ唯∴僅二減少葱ル﹂二渦酎ギズト云ヒ︑アイエ

ル見解ナキが如シ︒左二其説ノ一般ヲ概括分類セン〇

起スタメナリト唱フル者ニシク︑ハイエム國昌①臼⑫スト

ヘノソホ悶①⇔OOげ民ハ︑

ルモ︑特異ノ形態的訓化ナシト説ケリ○唯スピーチュカ

ナル獄少ヲ見︑而ヵ墨其際赤血球ハ特二速ナル再生ヲ見

ロガノフOQ霞︒σQ卸βo堵⑲コゲーレルOOσ⇔二二⑤リール山骨︸ローと亀○馬ハ︑近時赤血球二五〇1三〇〇萬ノ稽強度

等ノ主張スル駈ナリ〇
漏信管蓮動紬礼冠ノ官能症

の覧Φ冨胆魂笛氏ハ︑多〃染色性﹁プロトプラスマ﹂ヲ有スル有

一一

輕症ナルモノハ︑小血管ノ麻痺無筆張ニョ〃欝剛血︑滲漏︑

之ヲ要スルニ︑現今ノ研究ノ程度ニチハ︑血管及血液

核赤血疎ヲ見タリト云グ︒．

三 血液ノ鍵化血管愛性ノミニラバ︑紫斑病ノ全部ヲ

爾者二關係スル毛ノナリト見微スヲ穗當ナソ予ス○然⁝ラ・

血管破裂三蹄セリ︒︑

説明シ能ハザル場合アリ︒近時モラウヰソヅ蜜・冨三9

バ︑斯クノ如キ血管叉瀞血液ノ攣化ヲ誘腰ス．ベキ原因ハ
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一五

如毎︒之二甥シテモ種種ゐ説アリプ︑概括表示スζト

馬ノ研究ユ糠レバ︑多ク！出血性素因筆跡於テ血液ノ凝
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出血素厨症トノミパ云ハズ

難シト錐﹁︑一試ミニ左二之︑9列舘華センカQ

一 種種ノ非衛生的生活
非衛生的生活ハ︑凡テノ疾病︑！登生二多少ノ影響ヲ及ボ
スコトハ明応ナリ︒

二細菌説多クノ場合二面テ︑無学機器ヲ想定シ得

ご八八

第百十六號

一六

ーカンナータQ壽屋繋爪ハ︑．重症結核ノ経過中︑出血性紫

化ヲ認メ︑タルモノアリ︒

斑病ヲ起シ︑結核ノ副腎二蔓延セルラ見テ︑﹁紫斑病ノ原

因的機轄ヲ副腎ユ求メントセ野Q其他各症例ヲ詳細二研

究セバ︑種種ノ原病二重リテ起レルコトヲ知ル竃トアル

輩純性紫斑病団繧℃母塑︒・首覧⑦図●

．．紫斑病ノ舜類

ベキハが齢如シOコルブ図O囮び⑰チツナニ︑一︹門凶N鵠O︼篇Oバーペ ベシ︒

な

ズ︐団夢ぴΦω9レツェリツヒ冒Φ⊥﹄①鼠Oゲ氏等ハ︑﹁バチルレ

ソ﹂ヲ血︑液中二讃明シ︑アノi国病理○庁㊤ルツェーピ自鳶鼠

ウィダール端達︸テレーズ日頴憂①民等ハ連鎖球菌ヲ︑
レブレトンビ①訂ぎβ氏ハ葡萄状球菌ヲ謹明シ︑マルファ

ン鼠建騨富ルヂヤンドルピ罐窪脅3デニース氏等ハ陰

自H家中虫母説．ア・イエロー氏ガ⁝累︷斑病一叢ノ血液ヲ一分

性成績ヲ得タ．り︒
三

串ル鏡二柳ブ槍太旦シニノ︑﹁メト・へ毛グロビソ﹂ヲ讃⁝明セルコト・

出血性紫斑病団鶏乱丁ぎσ目○凄艶σq8騨︵冨○号器

臼き巳○釜ωゴs①艶5窪︶

馬子質斯性紫斑病国忌霞艶浮野匿註︒暫・

腸性紫斑病㌘壱g蜀筈号巳影房︵国Φ峯︒畠︶

電撃性紫斑病穐謹覧蜜誌巳⇔善︒・・︑

余が以下二報告セントスルモノハ︑第二類ノ出血性紫

紫斑病ノ治療法

斑病ニシテ︑皮下及粘膜二出血ヲ來タセルモノナリ︒

ル蛋白ノ腐敗産物吸牧ノ自家中毒ナリト圭張シ︑図ユフ

一般的治療法

む

此慮二文職三表レタル治療法工關シテ︑一言セγ○

以上ムホハ紫斑病ノ病一理二就キプ概説シタルヲ⁝以テ︑︷回

其他結核及結核素質二︑或ル關係ヲ有

ス．ベシト圭張スルモノァリ︒初生見紫斑病二甲状腺ノ愛

四 其他ノ説

ー・ブω畠づ．善夢野亦︑毒素ノ作用ヲ承認セリ〇

ハ興味アルコトニシタ︑．氏ハ・之ヲ滋テ︑消化一管内二於ケ

一

五四二

厭函ヲ山躍進スベキ飲料ヲ禁ズベシ○恢復期淵瀬鐵嘉事砒素

安静孚臥ヲ命ジテ︑出血ヲ催進スベキ外因ヲ避ヶ︑血
録セン〇

藤沢ザルが如シOA﹁鼓二少シク一蹴米二於ヶル醤照臨脇例ヲ拶

而シナ倫皿清ノ〃槙⁝類豆狸旦坤軸虹机沖融四二關シテハ︑必シモ一

︵三︶腐蝕的止血

更二進．・︑テ︑血友病患者二人血清⑤馬血清或ハ家兎血清

場合二使用シテ著効ヲ得タリ︒同年刻剃薯亀民ハ︑

〃テi書票鏑雷重目︑脱繊維素性家兎血清ヲ︑同檬ナル

セザル創傷二︑局駈的二人血清ヲ使用シ︑一九〇五年網

一入九七年ピーソフルド切δ￠署ρ剴民ハ︑容易二止血

渕ノ著敷ヲ奏スルコトァリ︒峻下捌ハ腸出血ヲ起ス虞ア
〃ヲ以テ注意スベシ︒食餌ハ清新淡自ナルモノヲ選ミ︑

︵二︶血管牧縮謝

止血捌ハ大約之ヲ三部門二富盛シ得ベシ︒

其他二二般的衛生ヲ守ラシムベシ︒
止血捌
︵一︶血液凝固寸進翻
棚是ナリ︒

二〇一四〇蝿ヲ皮下二︑其孚量ヲ静豚内二注射シプ︑一．

む

血液凝固催融融

時的効果ヲ牧山タリ︒

む

血液凝固催椚潅鞠測トシテ憎遺常使用セラルルモノヲ︷墨グレ

血清ヲ局所二︑ロンメルピ§毒野壷︵一九一〇年︶ハ二連

越工・グ一九〇七年プローヵ津︒露氏ハ︑﹁ヂフプジi

イ血清ロ種種ノ臓器ハウヰぞグ氏乾燥ペブトソ

鎖球菌血清︵第一画目二〇蝿第二回目一〇垢︶ヲ皮下二︑

バ︑左ノ如シ︒

ニ﹁ゲラチΣ﹂ホ種種ノ盤類︒

ギバーO鼠ぴ三論メ︑血友病患者ノ手工二十四時聞前
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ニ二九
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一七

鮮ナル家兎血清ノ梢大量ヲ用ヒタ奏功セフQクラウス

一九︼○年トレンブル日冨菖ご醇馬ハ︑血友病ノニ例二新

シタル〃一蜀○自学氏等ノ聖心ハ︑鉦州効二業Wレソ0爾

注射シテ好成績ナソシト︒但シ新鮮ナル家兎血清ヲ以ラ

二︑新鮮ナル馬血清一〇一二〇蝿ヲ︑皮下叉メ静豚内二

余日此虜二業↑シテ血清治療法二就キテ︑其一般ヲ記

血清

むコ

述スベシ︒

イ

出血性素因症拉二宮他ノ出血二饗シプ︑健康血清注射

第二十巻

療法ノ良好ナル影響ラ含量スベキハ︑諸多ノ忍術的及臨
躰的研究二丁ソテ立謹セラレタリ︒
へ原著及實験︶

第九號

二九〇

第百十六號

一八

ベク︑総踊豚内注射ハ而幽霊ヲ遡スノ虚ハアリ○

第ご十春

図箋お氏メ︑帆．一入ノ血友病ノ兄．弟二︑﹁ヂフヲリー血清三

血清二尉療法ノ終ソニ臨ミ︑正常血液ノ輸逸ニョリク

︵原著及實瞼 ︶

毛六感叉ぞ一轍ヲ皮下二注射シプ止血ノ目的ヲ蓬シ︑訓

グ弓ドマンρQOO伽琶重氏ハ︑ア．ラユル止血法ヲ講ジ

ルペホ竃・下60愚①昆9氏ハ︑﹁初生見メレナ﹂二例二︑五二 止愈セルニ︑三．ノ症例ヲ學ゲン︒
ノ﹁ヂ．フテリー血清ヲ︑ボンネールじヴ︒菖巴δ氏ハ紫斑病

タ効カナカリシ血友病小兇二︑健康血液ヲ線画輸血シグ

︑効ヲ奏シ︑エンゲルレン国口負︵肖す八︸九一〇年︶氏一三三

気血連鎖球菌血清ヲ試ミテ︑良結果ヲ得タリ︒フぞブル

三巴夢2氏玉︑塵穴ゲラチン注射等二天リテ止血セザリ

二成功シ一九一一年シルジングωoげ出陣置σQ氏ハ︑アラユル

他ノ方法無効ご終りシトキ︑綾濠トシテ止マザリシ歯灘

シ鼻出血二︑五髭ノ血清ヲ用ヒテ奏功シ︑之フ煎飯セラ
レタル﹁トbンボキナーぜ﹂ノ作用二蹄セシメタ．リ︒

出血二︑脱繊維素性人血液病〇〇髭ヲこ七五〇髭ノ生理

的音盤水二混和シタルモノ︑静管内二注射シ︑四分ノ一

其他ウェルビ考Φ︸9︵一九一〇年初生児血友病︶②コッ
ホ及クライン﹂丙ooげq属無国詞診︒ブリユードルンゆ︸艶凱○目口

智歯扶斯︶及億燦麻質

時間ニシ縄プ良結果ヲ得タソ0︷脚ヂョーン頸︒ゲ目氏ハ︑同

様ナル血液三〇一五〇耗ヲ︑腸出血

︵一九﹂三年種種ノ原因ノ出血︶・ブ⁝ノセ・剴霧︒・①︵生殖器

出血︶・キュスプル目舘醇︵同︶・ラジベ及レネー︑ラバ

リト云フ︒

スチンピ窪びびΦg霧雪ピ巴σQ￠Φ竿ピρ＜勲︒︒け営①︵血友病ト紫斑病︶ 斯性出ム皿密來哲端症二︑指数・回ノ筋肉内注射ヲ儒愚シテ効ヲ山高セ

氏等ハ︑凡プ血清注射ノ効カァル事ヲ報ジ︑グローベル

種種ノ臓器

胸腺及甲状腺ノ塵搾汁ヲ用ヒテ︑功ヲ

O魯σQ膏目︒畠①7団︒島・ヲ用ヒプ著効ヲ奏スベシト︒

室ニタ︑フナ︸﹁川重○巳○民ノ考出品セル︑﹁コアグソン

奏スルコトアリト云フ○尚近時コジヘル図OQげ①同氏ノ︷敏

﹁スタグニン﹂

Q8び霞氏ハ其確効アルヲ疑ヒ︑セロフェプワ乙Q①ぎh①富奉 筒
及エム︑バウム寓・bづ碧四民等ハ︑血清ハ血友病ノ止血二
効アル事・ハ確ナル毛︑唯一時的ナジトノ結論ヲ與ヘタソ︒・

血清ヲ反復注射スル場合二︑注意スペキハ血清病ナリ︒

故二争力〃場合二軸プの︑相異レル動物ノ血清ヲ使用ス

O O O ︵︶ O

σ

0

0

︽ ウヰッラ一氏ペプトーン

0

σ

五％ウヰッテ氏ペプトン液︵ウヰジテ民ペプトン五〇
〇︑食璽○・五︑蒸趨水一〇〇・○混和︑濾過︑殺菌︶ヲ︑

一日五i一〇一二〇粍ヲ皮下二注射シプ︑効アジト云フ
︵プルミールーリュッチソヒ國卜囹罫諺電屠iピ暮鐘︒ぽ︒ペルー

ゲラチンゴ

む

シア℃①桑海臨窪氏等︶Q

昌

一〇％溶液一〇f四〇耗ヲ皮下二注射ス︒﹁ゲラチン注
射二饗シテスツヂンスキーω貯鳥N巨・︒け図民ノ與ヘタル注意

ハ︑考慮二値スルモノナルベシ︒丸池腎臓疾患ノ際二於

第瑠鰐
境

乙○

町住居

初診大正三年五月五霞

下下的關係記述ス詑キモノナシ︒

十七歳

貴生

︵既往病歴︶幼時健全︑著患ナカリシモ︑五︑六歳頃冒

り伽㎝血シ易ク︑四肢ノ皮下二少麟ハノ小出 皿黙ヲ生ジ︑一消

長アリシモ甚シカラザリキ○

ノ皮下︑

︵現病歴︶大正二年四月二日︑何等ノ誘因ヲ認メズシタ

突鉄⁝多旦里ノ畠野出血アリ︑周⁝時二歯悶一八出血及四肢

殊二伸農側二多数ノ小出血温出没セリ︒鼻出血凸凹寒毎

日持三民シガ︑同年九月讐治二依リテ十爲一回位二鐡ぜ

シモ︑皮下出血馬歯餓出血ハ一日モ停止スルコトナク︑﹂

ケル﹁ゲラチン﹂・皮下B注射⁝ノ影⁝響二就キプ一研究シテ日ク︑

實質性腎臓出血ノ際二二テハ︑﹁ゲラチン﹂ノ皮下注射瀞

多少ノ清長ヲ呈スルノミ○新⁝鮮⁝ナル野犬食ハ︑多少出血

二甥シテ好M果アルガL獺シト総⁝セリ︒

出血ヲ充進セシメタワシト︒此實験ニシタ確謹セラルル
ニ至ラバ︑蜘胃購騨出血轟崩劃シテ﹁ゲラチン鴇在射ハ愼ムベキ

第九號

二九一

卿可生蟻

第百十六號

一九

殿蟹治ヲ受ケタル際⁝︑綱留鹸卯︑燃榊鍛扇田アリト注

一尿剥董職工︑ふハ圓夜尿︸回○

食慾正常︑通常二臼一行︑稽硬便〇

時・時〜盗汗アフ○霞鵬癒〃芸一カラザルモ倦怠一甚シ○

其他ノ自畳症トシテハ︑機病以來頭重⑧頭痛⑦下肢蕨冷⑤

種種ノ盤類

つ

コトトナルベシ○

象

種種ノ臨軋類一殊二食購⁝及﹁カルチウム﹂測鰹貝用便ラル○

第二十巻

噛血管牧縮謝及腐蝕的止血捌二就キーグ口鼓二重ぜズ︒

實験鯉
︵原著及貿瞼 ㌧

︵原著及實瞼 ︶

第ご十巻

第九號

二九二

第百⊥T山ハ號

二︵︶

ウム﹂ノ皮下注射ヲ試ミタ〃モ︑著効ナク︑五月山ハ日蝿

騒出血少許アジ○爾來二多少ノ出∵皿アソ○去月上腿ノ出血

ZラレタジO

嗜将品ナシ

標準減少セル毛︑下腿二新出血戦ヲ増加ス︒同九日鼻出
血少許Q

ビルケ反慮陰性．其他ノ庭置同前︒

出血部 下肢殊二大腿ノ伸展側二︑帽針頭大乃至ソレ

血球⁝増加アルノ外︑血球ニ一難化ナク︑﹁エオジノヒジi﹂

図二五％︑凝固時間︵ヒールオルト民法︶正常︑輕度ノ臼

血液槍査︵十︸日︶血色素ゴーウェル一二〇％︑フヲイシェ

以上ノ大小不同ノ小出血瓢︑三十数箇以上散在シテ︑暗

ヲ認メ冒ズ︒細菌栽培陰性︑同十一日夕暮ヨフ綿馬越幾斯◎

肝臓至言︵肋骨弓下二横指︶ノ他所見ナシ○

褐⁝色ヲ呈シ︑左右前脾●上山催臨肥薩前面ニモ少一数ノ小出血

テ便中巌卵ヲモ讃明スルコトヲ得ザヲキ︒其間歯齪出血︑

同月二十一日二第二回ノ騙鐘法ヲ行ヘルモ︑陰性ニシ

タヲ○便通稽秘結ノ傾アツシヲ以グ︑緩下謝ヲ試ム︒

﹁カマラ﹂ヲ以プ縣鐙駆除ヲ試ミ︑廣節裂頭蠣鐘一條ヲ得

インヂカン反鷹陽性︵輕度︶其他ノ所見ナシ○

皮下溢血一弛一張シテ止マズ︑鼻出血ナク︑食後叉ハ室

贋節裂頭町録卵多数ヲ讃明ス︒

糞便槍査

五月三十一Hヨジ六月二日マデ前記藥渕ノ他二︑規那

減少ト美二︑前胸部ノ繊血黙培加セリQ

五月二十二日一三十日マデハ大差ナク︑四肢ノ出血黙

鐙法二回ヲ施シタル外︑藥渕ハ同前〇

腹時二上腹部三鍾痛アリシ外大差ナシ○便通ノ調正︑騙

五月五日ヨリ十臼二至ルマデ︑一％﹁ク智一〃ヵルチ

類ヲ多ク撮⁝取セシム〇

シム︒食餌ハ米二合︵粥︶︑副食トシナ殊二清新ナル野楽

命ジ︑藥測トシテ砒凶刃渕ヲ投ジ︑明六〃水ノ含噺ヲナず

︵縄過及治療︶大正三年五月五日入院︒先ヅ安静季臥ヲ

尿槍査

膝蓋腱反射 充進︒

ルヲ見ル︒

瓢ヲ散見スル毛︑共二新鮮ナラズ︑上下歯離僅二出血ス

腹部所見

胸部所見ハ︑心悸高進ノ外著礎ナシ︒

稽浮腫状︑帯黄自色○

︵現症︶円心輪帯長︑榮養稽不良︑皮下脂肪正常︑皮層

出身

山ハ月四日一志ヨリ出血駄細漸次減 少セソO

ハ之が囁取ヲ嫌ヒタルヲ以プ理訴セリ・

増加シ︑十数箇トナリ︑七月十一日及七月十六日目鼻出

チウム捌ヲ︑投與セリ○齢然ルニ︑七月仙ご日來﹁上肢昌出血黙

ーレル﹂水ノミヲ投藥ジ︑同月二十九日ヨリ次亜燐酸力〃

︵外寸経過及治療︶山湖月二十六日退腕ス︒退院時申訳﹁ホ

⊥二月五日1ふハ月回十七日二黒ルマデノ間ハ︑血液論塀査︵山日

血約二勺許アリタル外大差ナカリシガ︑七月十入日氷水＠

前翌稀硫酸剣ヲ與ヘタル壬︑出血培加ノ傾向アフプ︑患者

日︶前回ト大差ナク︑漸次皮下出血輕快シ︑鼻出血及歯

ルコトニ回二型ブ︒往診シテ之．ヲ槍スルニ︑患者ハ驚愕

刺身ノ飲食後嘔吐二回︑下痢下腹痛アリ︑績イヲ下血ス

日頃ヨリ︑再左胸前面皮下二新出血黙増加セシモ︑以前

ト悲観卜顔面ノ貧血増加トノ外︑著憂ナク︑下血ハ暗赤

蝕出血モ︑約一週間一回位二減少セリ︒然ルニ六月十一

程購読ラズ︑同＋七日頃ヨリ再漸次輕快セリ︒

防テ安静ヲ命ジ︑氷嚢ヲ貼シ︑内服トシテ﹁セテル水﹂︒

黒色流動性ニシテ糞便ヲ混ジ︑約一立位ナリキ︒

減少シ︑胸膜蔽各層出血鮎僅二数箇ヲ獲スニ至り︑全

穆酸セリウム及﹁パントポーソ﹂○・〇三︵三分服︶ヲ與へ︑

六月十入日一六月二十五日間二塁テハ︑漸次皮下出血

治スζ至ラザζ梢輕快シ︑患養ノ全身的自誓症及神

食餌ハ流動物極少量ヲ許可シテ経遇ヲ傍観セリ︒

二十日︑二十一臼便通ナク︑．二十二日二始メ

第百十六號

二一

省食餌ル流動食ヲ掻取セシム︒其間皮下出血以前ノ如ク

テ︑﹁パ．ントボーン﹂ヲ停止シ︑﹁セルテ〃﹂水ノミトナシ︑

テ排便アリ︒黒色ニシテ有形軟便梢多量︑化學堅剛ハ血
．液反鷹著明ナリシモ︑大量ノ出血ナキヲ豫想シタルヲ以

再入院

ヲ以テ︑再病院二黒容セリQ

同月二十日下血ノ模様壬ナク︑全身症・一著愛ナカ︐シ

縫症モ亦大二輕快セシヲ以ク︑六月二十六日一ト先退院
シ通院スルコトトナセリ︒

経過中時時微塾三七三度i三〇︒二度︶アリ︑一般二
輕熟ヲ俘ヘルが如シ︒

之ヲ要ス川二︑入院治療ニョリテ著効ナカウシハ蔽フ

第九號

二九三

可カラズ︒然レドモ︑一般衛生的富麗嚇騙轟τ砒素．鐵翻

第二︐十巻

等日並リプ︑入院當時ヨリハ多少ノ奥手ヲナシタルモノ
トス︒・

︵原著及實瞼︶

︐︵原著及實瞼︶

第二十巻

第九號

第百十山ハ號

一ご一

血清注射 鼻畿血◎皮下出血未停止スルユ至ラズ︑便中

其出血性素因ヲ高メタルが如キ観アリ︒而シプ其血液堺

コトハ︑申畢實ナリ○而⁝シテ偶鯛愚⑱螺鍛等ノ寄生ニョリ︑

ヲ以テ観レバ︑該患者が幼時ヨリ出血性素質ヲ有シタル

型關係ナキが如キモ︑幼蒔ヨリ鼻出血︑皮下出血アリシ

二依リテ︑慢性幽血性紫斑病タルコト明カニシタ︑逡二

概槻之ヲ按ズルニ︑該患巻ハ︑既往症・現計及縄脱

二十九日退院醤國セリ︒

二九四

一蘭兄ナ颯液ーヲ認

出没シ︑少量ノ鼻出血アリシガ︑二十七日ニ周忌多量ノ
畠π出∵皿アリ︒二十レ〜日糞ハ便前芸只色轟シプ︑

メザルモ︑化學・的ニハ爾誰明シ得タソ〇

七月二十八日−入月七日︑二十八日粥食消化副食二四
メタリ︒

ニ相宿血液ヲ讃評セルラ以プ︑七月二十八月患者ノ舞ヨ

見ハ輕度ノ自血球増多症ト盆色素ノ賊塞トヲ示シ︑血液

む

リ血液ヲ採取ツ︑其血清五玉ヲ患者ノ大腿皮下二注射セ

凝固性ニハ異常ナキが如ク︑・皿液ノ細菌培藩晒ハ陰性二終

初診大正三年五月二十一日

父母⑫租父母・同胞七人⑱畢子一入共二出

五・す入歳

ヤハ豫期シ難ク︑且再登ノ有無モ亦窺知シ難シ︒

フ︒但シ今後二於テ如何ナル程度マデ奏功ヲ持病シ得ル

血皮下出血︶ヲ防逼シ得テ︑良好ノ結果ヲ示セルラ見タ

ニ反シ︑母騰血清五蝿ノ一回寸毫；り︑其出血︵鼻出

索︒避難・規那煎・稀硫酸⑪カルチウム謝︶ノ奏功ナカリシ

レリ︒治療二於7ハ︑從留用ヒラレタル種種ノ聖血︵砒

リ︒

血清注射川ノ翌日ヨジ︑畠π出血大二哺鍬少シ︑四日目ニシ

ラ極タ少量トナソ︑皮下二於プ壬新出血痂漸次減少シ︑
九日目ニシテ鼻出血全ク停止シテ︑︐皮下出血黙ノ極テ少

歎ヲ獲シ︑＋百目㌻テ全ク皮下二出血鮎ヲ認メザル
ニ至ル︒心中ノ血液ハ︑注射後三日員ノ糞便検査ニョソ
テ陰性トナレリ︒

第農鯛

醸○米○

入月七日︑出血黙滑失後新出血ナク︑倦怠・頭痛等ヲ獲
セル外著愛ナク︑藥翻の前記セルラル水こノ外︑入月十七

商人

遺傳酌關係

市住居

日ヨリ更砒鐵丸彌ヲ試ミタリ︒此纒過二十二日間出血ナ
ク︑全身症亦著愛ナカゾシヲ以テ︑患者ハ欣算シプ八月

血性素因ナク︑其他潰⁝傳蘭疾患ナシ○

︵既往病歴︶生來健全︑十年前﹁マラリヤ﹂二罹〃叉︒若

年蒔獅疾二百レ9︒雄蕊不明︒

糞便検査

巌卵陰性︒

五月二十八爾初診以家入月十四日マデ．遽

診断慢性紫斑病
経過及治療

畠汀二多シト云フ︶O大正二年春以來

治療威ル可ク安静ヲ命ジ︑食餌及便蓮ノ調整︑内服

シ遺憾トス︒

院セリ︒﹁但シ岩頭ナリシヲ⁝以プ︑詳細∵⁝検査▽得ザソヲ

黙四肢二識没シ︑本年三月頃ヨリ四目鼻出面アリテ︑約

トシタハ︑主トシテ砒・素㊤戸山捌㊥カルチウム謝ヲ山父島⁝試用

︵現病歴︶三年前ヨリ毎月一︑二回位少量ノ靭出アリ︵右

二筒月間耳鼻科專門馨ノ治ニョリ輕快清士スルニ至リシ

セソ○其間自鼻出血ハ一回モナク︑全身ノ自警症ハ殆潰失

︑大小三岡ノ小赤心色斑

毛︑皮下ノ赤色斑黙潰失スルニ至ラズ︒乃愚筆師ノ紹介

シタ〃モ︑皮下ノ出血ニハ滑長アリ︒初診疇ヨジハ漸次

第九號

二九五

落住居︒

遽傳的關係

第百十六號

二三

物︵化膿セズ︶ヲ生ジ︑之ガタメニ死セリト云フ︒租父母

父ハ春︑侮健全︑舞ハ四十八歳︑大腿二腫

．澤○伊○初診大正四年一月八二四十三歳農村

纂罵鯛

スルコトトセジO

砒素剣㊤黒縁︒カルチウム捌ノ奏功ナキ一例トシテ︑附記

此一例ハ︑血清淫射療法ヲ試ミザルヲ逡憾トスレドモ︑

シガ︑心月十四日來患者來院セザルニ至ル︒

減退セル傾キァルモ︑全ク潰失スルニ至ラズシプ出没セ

ニョリテ當院二來タルQ登病來四肢厭冷︑時時頭部索引
一盛疏鼠㊨耳鳴の倦怠等アリ○

食慾正常 便通二日一行︑尿毒一日四︑五回︒嗜好品︑
筆順煙草ヲ好ム︒．食餌混食︑寄生巌ナシ○

︵現症︶一般状態稽騰馬︑榮養梢不良︒皮膚黄褐色︑胸

部心悸冗進︑腸部ハ輕度ノ鼓腸ノ外所見ナグ︑下肢二輕
度ノ俘腫︑膝蓋腱反射正常︑
溢血部︑全身四二繭胸部㊥上腰魯上腿二野二十箇ノ帳針

第二十懸

頭大赤色叉ハ曙青紫色ノ斑黙アリ︑指塵一；ソテ消退セ
ズ︒

尿検査 蛋自及糖反鷹陰性︒
︵原著及實験︶

︵原著及實瞼 ︶

第二十巻

第九號

ズ○

︵現品︶一般状態

第百十六號

二四

背部及大腿前面ノ皮下二︑帽針頭大乃至麻實

腫脹スルがL即キモ︑炎症︒錯痛ナク︑導管等；脚何等ノ直路磯

大ノ数箇ノ出血黙アリ︒爾閣下所所暗紫青色ヲ呈シ︑．梢

出血部

ノ状態甚シ︒

著明ノ貧血︑皮膚ノ色恰屍禮ノ虹キ観ヲ呈シ︑患者衰弱

膿格良︑榮養不良︑皮膚強度ノ蒼黄︑

民ト異ナラズ︒但シ富有者ナラズトスルモ︑貧困者ナラ

二九六

出

ハ老衰死︑兄弟五人皆健全︑出血素囚其他ノ遺傳的疾病
ナシ○

︵既往病歴︶原素健全︑著患ナカリシガ︑三年前二畠

血⑨爾齪出血︵現今ホド甚シカラズ︶アリ︒約一箇月ニシ

タ治癒セシモ︑其後蒔時小出血アジシが如シゆ花柳病ナ
シ○

︵現病歴︶二箇月前ヨリ血糊出血アグ︒ク止マズ︑漸次増︐

悪ノ傾向アリ○留男ヨジ︑背部皮下二十数箇ノ小温血瓢

ナシ︒暗赤色ノ凝血多量ヲ附著スQ

胸腹部心悸充進︑心臓各論膜貧血性雑音ヲ聴取シ︑

アジシヲ注立忍セラレタソト一調フ︒昨叙笹暮羽某内科⁝醤ノ治療

ヲ受ケ︑十二指腸騒ノ騙最ヲ試ミラレタル俗画︑出血釜

鍛卵ナシ○血液反懸陰性︒

心窩輕度ノ臨監アル外著愛ナク︑肝・署腎ヲ鯛知セズ︒
糞便照査

増加セルが如ク︑五日前左眼球結膜外皆福二出血斑ヲ生
ぜソ︒咋日ヨリ悪心・嘔吐︵多少混血︶アソテ︑服講堂食

尿槍査

該患者の某知入ノ開業讐ヨリ紹介︑入院セシメ

タルモノニシテ︑隅氏ノ許二於プ種種ノ内服藥︵砒多謝︒

附記

野轟歎箇︑赤血球二︑三箇アリ︑圓柱上皮等ナシ︒

蛋自反懸陽性︵一％︶︑顯微鏡的二︑膿球一視

物擁⁝取殆不能トナレジ︒出血ト殆同時二時時呑酸噌雛ア
ソ︒其他ノ胃症ナシ○登病以奈頭痛㊦頭重了心悸寛進⑨眩
忍事興国冷・聴罪鈍麻㊤倦怠︒衰溺アリρ

食慾 不振︑便通 四︑五日一行︵登病訴︶︒尿利一二

ヲ試ミラレタルモ効ナク︑出血益増加シテ少時モ止マズ︑

規那煎・クロール鐵捌⑨カ〃チウム渕等︶及局所ノ止血渕

嗜好品酒ヲ嗜マズ︑茶・煙草ヲ好ム︒

叉姻鍛卵及十二指腸戴卵アリシヲ以テ駆鐙セシト云フ︒

三︑四回目夜尿一︑二回○

生活法農業二從事シ︑食物及其他ノ生活法一般ノ農

︵入院後ノ経過及治療︶

一月八日

嘔吐・悪心アツグ食

少シ︑夕暮ヨヲ箸明二減少ス〃ノ結果ヲ得タヲ︒患者及

家族下愚奏功紳ノ如シト云ヘソ︒

一月十三日︑午前九時牢之ヲ診スルニ︑前夜來出血大

物搬⁝取殆不能ナリシヲ⁝汐井︑﹁セルプ川水且修酸セリウム

捌及姿角器︵○︒五︶ヲ投與シ︑二％明馨水／三毛ヲ試・︑︑

二減少シプ約十分ノ一位トナソ︑眼球結膜ノ出血全ク吸

牧セラレ︑歯麻睡二出血スルノミ︒午後二至り出血全ク

局所ニ主群殺菌ガ■ゼ﹂ノ﹁タンポン﹂ヲナスニ止メ︑経
過ヲ観察セントス︒之二依ソテ悪心︒嘔吐ハ停止セル毛︑

停止セリ︒

一月十四目︑出血全ク停止シ︑﹁タンポン﹂スルモ殆血

歯齪出血ハ輕域スルニ至ラズ︑﹁ガーゼタンポン﹂一落赤
⁝璽セラレタ︑停止スベクモアラズ〇

液ヲ附著セザルニ至レソ○

一月十五日︑血清注射後四日目二至ルモ出血殆弥カリ

一月九日ヨリ十一日二至ルマデ︑歯蝕出血多少ノ弛張
アソシモ︑停止ノ傾キナク︑一雫クロール鐵9沃度丁幾ノ

シヲ以タ︑患者ハ自起立シ多少ノ衡量アリ︒但シ食慾不

一般状態必シモ善良ナラズ〇

・翌十七日二至ルモ鼻出血止マズ︑傍ッテ午後三時孚血

固ク﹁ガーゼタンポン﹂ヲナスモ停止セズ○

セルモ極名篇度ナリシガ︑次デ稽大量ノ鼻出血．ヲ起シ︑

一月十六目︑注射後五日目ノ晩二至リ︑歯齪出血再開

振︑

塗布及タンポン等何等ノ奏功ナク︑十日姿角九ヲ停止ス︒
血液検査︵十一日︶血色素入％︵フライシェル︶凝固時
間正常︵ヒー〃オ〃︸罠法︶︑中等度ノ臼血球増多症アリ︒

﹁エオヂノヒリー﹂ナキモ︑移行型細胞比軟的多歎ナソ︒

赤血球ニハ多少大小不同アリ︒血液ノ細菌培養ハ陰性二
三リ︑ピルケ民反鷹亦陰性〇

清三の五蝿八二ノ︶ヲ右上膓ノ皮下二注射セリ︒然ルニ幸
ぬ

一月十二日前記ノ庭置何等ノ奏功ナク為歯齪出血霜解
ゐ

ナル哉︑其夕暮ヨヅ漸⁝次止ナ皿シ︑夜しマ時一唄﹁タソボン﹂ヲ
へ

渡トシテ止マザ川ノ惨状ヲ呈ス︒傍リテ同目午後三蒔患
も
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二五

一月十入日︑鼻出血全ク停止シ︑唯極出テ輕度ノ歯齪

交換スルモ殆出血セザルニ至レソ︒

へ

第九號

二九七

者㎝ノ妻ヨリ血液ヲ探取シ︑血清約借命ヲ右大腿ノ皮下二

第二十巻

注射セリ︒然ル昌注射後一．二時闇ユシク︑出血漸次減
︵原著及實瞼 ︶

第二十巻

第九號

二九八
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ご山ハ

時宇ヂフテリ治療血清三號︵大正三年十月二十二日雷干

︵厘著及實瞼 ︶

出血ヲ急ぎグ全ク止血セリめ然レドモ貧血盆増悪ノ傾向

病研究所試瞼濟︶ノ皮下注射ヲナスニ︑約三・す舜後

出血

アリ︑食慾釜振ハズ．．食物掻⁝取後嘔吐アソ︑午後一時豫

大二減﹁少ノ傾向アヲO次イデ露払剛・す一整合嵩臨温水ヲ欝⁝豚内

二注入セン二二︑右上義脚ヲ﹁ゴム管ヲ⁝以テ緊擁スレー3モ︑

翻蹴師陣ノ怒張僅ニシク穿刺スル3ト困饒騨︑却ツプ肘窩ノ翻⁝

防的二血清︵叔父ノ︶四二ヲ右大腿皮下工注射セリ︒
︒一月十九日午前中出血全ク停止セルニ︑午後三時頃二

至ヲ再鼻出血ヲ來タシ︑凶孚グ・ール鐵唐綿タンポンL

豚ノ周園轟︑数十箇ノ小出血黙ヲ現出セヲ︒此庭二至ッ

プ︑止ムナク大腿皮下二生理的食臨皿水四〇〇蝿ヲ注入ス

ヲナスモ︑血液浸潤寒流スル昌至り︑臨⁝化アドレナリン
一意ヲ注射シ︑可ナリ巌密二﹁タンポン﹂ヲナスモ止血ス

レバ︑患者稽入事ヲ意識シ︑多少ノ癒答ヲナスニ至り︑

ルニ至レリ︒

ル轟至ラズQ
一月三十日︑昨夜來ノ畠π出血停止ス川二至ラズ︒午前
へ
九時孚之ヲ診スルニ︑患者ハ殆人事ヲ辮ゼズ︒豚定温ノ

午後三時頃再診スルニ︑出血全クナキモ︑全身朕態再

豚捕売亦漸次充實シ馬正午二至ソテハ鼻出血全ク停止ス

如ク︑時時毒忌シ︑百十至ヲ算シ︑左眼球下部二麻實大

瞼悪ヲ呈シ︑玉詠細小殆鯛一知セザルが如シ︒伍一ソタ再ヂ

⁝以上記甑迦シタル駈ヲ以クスレバ︑該患者が慢⁝性

グ十二指腸

曲⁝寄生が出血素因ヲ山几潅一尺シ晶晶ルノ〜観アルコト融弟一例

︷出血嘗性紫斑病一タルコトハ﹂疑ヒヲ一編レズ○而シ

概論陽

テ一驚セバ下野ノ如シ0

以上ノ維過ヲ一覧スルニ易カラシメンタメ︑弧線ヲ以

揖一般歌金運増悪シ︑午後五時血塗二鬼籍二面レリ○

ガレーン⑧アドレナリン一筒ヅヅヲ皮下注射スレドモ︑豚

ノ出血瓢ヲ生ジ︑患者ハ深大ナル呼吸ヲナシ︑呼吸筋ノ
努力甚シ︒

鼻出血ハ須與モ停止セズ︑﹁タンポン﹂ヲ通ジテ流出シ︑

患者呼吸不自震ノタメカ︑自一方ノ﹁タンポン﹂一部ヲ除
ケバ︑呼吸ρト訟ハニ面⁝液鼻腔ヨリ⁝透撫スルノ惨鼎肋ヲ呈シ︑

慧知刻刻二迫ル．ノ状態ニァリ○家族ハ既二救フ可カラザ
ルヲ自畳シ︑吾人亦絶望セントセリ︒
鼓二於プ︑先ヅ膚幽二﹁カンフル一二筒ヲ面一射シ︑午前十
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昌同ジ︑而⁝シプ

掘．球増︹多症鮎ア旦○細菌培養ハ陰性二終

陥⁝液縣曳化トシ︸プハ︑ナ皿色素ノ著隔脱刀ナル一獄︹

り︑血液凝固外寸ハ著憂ナキヲ示シ︑十寸蒔︵指頭︶比鞍

的容易二血液凝固セル事ト︑上脾塵迫ノ際二皮下二多数

速ナル功ヲ奏シ

ノ溢血．黙ヲ來タセル事トハ︑以プ血管壁ノ墾化ヲ想遇セ

シムルモノニァラズヤ0

治療壬就キテハ︑血清注射療法初︑沸

タルモ︑出血頻頻一一シプ︑一二患者ノ生命ヲ救フコト

能ハザフンニ至ヲプハ︑丁丁ラズ其光彩ヲ失ヒタルが如

キ毛︑之ヲ以タ血清注射ノ効カヲ全然疑フコト能ハザル

ベシ○且其血清ノ効力期聞ハ︑僅二一日乃至三︑四日ナ

リシト錐︑止血二向ッ・7著効アソシコトハ︑前述ン経過

二依ヲテ承認シ得ベシ○加之該患者ハ甚重症ナリシコト

ト︑治療前甚シク失血シプ強度ノ貧血ヲ呈シ︑強度ノ貧血

ト共工盆其寸恩性素因ヲ充進セシムペシ︒故二血清注射

ニョリプ︑毬患者ノ生命ヲ救フコ︑トヲ得ザヲシト錐︑

第百十六號

二七

而シテ踊一時的轟於7約三箇月ヲ経タル﹁ヂフテワ治

ハ︑血清治療ノ有効ヲ謹ス〃ノコトト信ズQ

少クトモ一時的ニプモ︑止血二饗シ著効ヲ奏シタ〃コト

二九九

︵原著及實瞼 ︶

第二十巻

第九號

第百十六號

ご八

白血球増多症ト血液凝固トノ問題・二就キプハ︑幾多ノ

ーナーゼ﹂ノ作用ナルや否や明カナラズ○

三〇〇

療血清ハ︑新鮮ナル人血清ト定温ナル効カヲ與ヘタルヲ
示スモノナフ○

研究アルモ︑未一定ノ見解ヲ有畑ズ︒トレムブ〃氏ハ︑

二物即セリ︒ホルダレン氏ハ︑喀ナ皿患者胴二﹁グラチン注射

血清作用ノ原理二就キテ

何︒血清凝固ノ機轄ハ︑圭トシプ引引ウヰッツ民及其他

ヲ試ミ︑其例二百二及ビ︑﹁ゲラチソ注射後白血球ノ増多

血清注射二依リテ血液凝固性ノ充進ス彩ヲ︑自血球増多

諸家ノ研究轟慷2ア明カトナレリ︒而シテ劉珂・劃

ヲ認メ︑﹁ゲラチン注射後ノ血液凝固性充進ノ原因ハ︑自

然うバ斯クノ如ク著効ヲ奏スル血清作用ノ眞因ハ如

ウヰソツ︒・少︑セン︒ザーリ諸民ハ︑血友病ノ血液凝固ノ

ノ端緒ハ開カレタフ︒然リト潅流作用ノ眞因ハ︑未十分

聞ヲ定メタン︒氏ハ中等度ノ自血球増多症ニョリテ︑實

ミ︑動物二人工的白血球増多症ヲ趨ケシメ︑血液凝固時

血球増多殊二審性自血球ノ増加ニアリト結論セソσシュ

昌解決セラレザルモノト云フベシ︒吾人が先ヅ第＝髄考

験的二凝固時間二著明ノ影響ナキ結果ヲ得タリ︒キュス

六六ヲ﹁ト・ンボキナーぜ日︸き馨︒皇軍ノ郵書一理シ︑

フベキ醗酵素ノ直接輸入ガ︑比較的問題外ナル一事タル

チル図諺笛団氏ハ之ヲ評シテ日ク︑吾人ノ推量スル所ニ

ルツ宅・望︸全乳氏ハ︑此問題ヲ海若的二精査セント試

コトハ疑ナキが如シ○如何トナレパ︑血清ノ蓄題言ラル

ヨレバ︑血液凝固二直接關係ナクトモ︑血球ノ多キ所︑

斯クノ如キ見解二基キ︑血友病ノ療法トシヲ︑血清治療

ル場合二於グハ︑醗酵素ハ数日ニシブ消失スレバナリ○

トロンビン形成二二暦斗酒値アル小血板ヲ含有スルコトヲ
も

ノ實験二基キ︑血清姓館下血液凝固ノ外爾血管壁二丁ル

叉セロフェクフω①同O㎞鬼O首ρ氏ハ︑ナ皿友勘無二甥シ︑多﹄数

ト0

理燧川シ得ベク︑η︿崩以プ一理稗ノ柵慣値アル考案タルヲ失ハズ

故二﹁ヂフタリー治療血清︑叉ハ抗連鎖球菌血清二丁・7
ハ︑醗酵素作用ヲ談ズルノ底地ナシ＾︶余が一例二於プモ︑

約三箇月間蓄藏シタル﹁ヂグテリー治療血清ガ︑ヨク新
鮮ナル入読皿清ト効カヲ同ジクシタルヲ以プモ知ルペシ︒

︐ワぞ7ルぞ巴謡講等ノ主張スルが如ク︑﹁ト・ンボキ

一種ノ愛化ヲ與へ︑血液ヲ蓮過シ難キ性質ヲ得ル﹃至川

五

出血二封スル血清作用ノ原理ハ︑未確定シ能ハザ

キが如カリシニ︑血清注射ノ奏功シタルヲ思ヘバ︑血清

アモ︑余ノ症例二於タハ︑血液凝固性二．ハ著明ノ攣化ナ．
﹂モノナリ
ぬト考ヘタリ︒ヅ②スタルラd①oQ8に9氏ノ如．キハ

紫．斑病ニシラ血管壁ノ愛化二由グプ出血スルモノニハ︑

注射ハ血液凝固ノ外︑血管壁二・何等カノ好影響ヲ及ボス
モノニァラザルナキカ︒

総プ無効ナリト総⁝スルモ︑必シモ然うザルが如シ○余ノ

症例二三テ︑血液凝固．時間其他二就キテ忍術二二反復精
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其の關係に今日の曾侶醤信者の夫れに層しカろ親密の度な有し其問に於て

聰⁝するに誠心誠意心よリ感謝を表示し阿罎物の如何に付きてに念頭に無く

中私利艦齢の擬念なく一意患者な慰籍し治療葎天職ミ珍し患家亦れ讐的な

樒緯書尊嚴ごな保持し︐圓満なる効果を奏し讐學の気慰ぜさりし時代に於

皇胤懇翻

て惇朴なる徳義の標徴越して天下百世に其美風な誇るに足るものありき︑
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酬讐翻昨⁝

の無きにしも係らす︑赴會より斯くも崇敬ぜられれ・るに其人椿識見共に凡

勿論當時にありてに今日の如く學術其他に於てば進蓮の度何等見るへきも

然六る一個の商人一個の管業者ミして碍ぜられ昔時吾人の同業の受け賜る

るに今や學者士分ぜして相當なる敬意を携ばれ六る吾人砒會上の地位に純

く殆んご常間御殿坊圭ピ即急ぜられ祉會より遭足冠られし少徽のものあり
しも其多くに世人より景抑ぜられ弾碁より重親ぜられれるや明かなり︒然

俗を抜きれるものあ醒しや疑ひなし︑申にに入格賎劣にして何等の識見な
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此の認むへき油柵呪に．潅噌み顔行かん暫し
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る責任ば更に重大なり即ち一方に於ては個人の天壽秘全うぜしめんか慰め

會に鍛する任務ば斯く重く術の一墨一動の影響する甚だ大なり．其由て來

直接に入命を保護し天川認な全うぜしむろに努力ぜさる可からす︑讐師の砒

うか終に幽開境秘別にぜざる葎得す︑斯の如く二念の重職を有する讐師ば

生し死亡し所謂死活の構を握らろ﹄ものにして若し讐師にして其枝不熟な

他の如何なる勢位徳力金力も虫封に浸害する羽州ざろ生命ば讐師によリ蘇

生の巷に出入ずるに常り最も深く其心理存支配するものは讐師なり︑此際

吾入が多耕な待れずして明か毎り︑入の此の世に生れ一度病み︑病んで死

元來駿師の職貴なろものば赴襟上よリ最も樺威ある地位にして重要なうに
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の襲蓮ご向上に一って努めさる可からざろ天職な有す入ってに個人の生命
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師ほ赴呈上より士分以上な以て遇せられ︑競會の上流に位し讐ば仁術なり
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