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丈
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◎丹毒λ療三二就アーニノ注意

灘
墨・的二紛防査シタ〃二両症二於テ共ニロバ萄W萄増田球〜

︵南渓抄︶

︵抄鋲︶

即チ髭ハ病竈ノ小ナ川者二ご全部二沃度丁幾ヲ塗布シ其

者史﹂︑不図名二項テ次ノ療法ヲ雄シ頗ル良績ヲ得タリト

タンクジジけ塑臼同・彰豊婁馬面＋二名ノ丹毒患

︵零・駄Φ目︒毒＆勒・旦同8bD・陶勲目9こ

○丹毒二沃度丁幾

ジー結論セリ

因ル者二三ズ嚇萄歌球菌モ亦之が原因タルベキつ有ルベ

菌ヲ登見回ゾ俵テ氏が丹毒ハ必ズシモ常二連鎖状球菌二︑

容ヲ同苗

烈レジュー日寓臥①甘閤氏ハ丹毒ノ虹彩二於テ水盃ノ内

號四十二・第瀦難會奄十
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梢々大ナル者︐ニハ只其周縁ニノミ之ヲ塗布セリ但シ其塗

布ハ患蔀及健部共二各二仙迷二二過ギズ叉其度数ハ毎日

二回或ハ之ヨリ以上ニシテ塗布部の常二濃褐色ヲ呈スル

ヲ度トセリト云フ︵南漢抄︶

お6の咳炉㊤．︶

○外陰部癌痒痙ノ原因及療法

︵OΦ暮の︒冨臼巴ジMO畠Φ霧︒茸

ぜ一︐刻民団図炉oQ①Φ団σqB幽同5氏の一千入百九十一年以來

於テ淋毒菌工

外陰部痙痒症・原因二三テ同職學的一一ヲ行ヒタリシプ

氏が賓晩セル総ニノノ症二二テ形歌及外観一

酷似セル複球菌ヲ登見セリ適薬ハ直二純梓培養二於テ繁

殖シグラーム氏法二由り染色スベシト叉氏ハ本症内用ヰ

7有効ナリシ﹁グアヤコールワゾーゲン﹂ヲ十％液ト爲．シ

テ用井タルニ培養ハ五分時ノ後杢ク死滅スルヲ見惑リト
云フ︵南漢抄︶

O耳下腺炎ノ如キ痙歌チ呈シタル

急性沃度中毒

劉

犀一丁口・ 均OQげΦβロaO酎目● ド㊤O同︒

︵抄．録︶

︵宅一ΦH戸●

頃○．トα・︶

沃度服用後著シキ耳下腺炎ヲ螢シタ．川例ハ從來人ノ實験

四八

エ︑コーン犀QO巨氏ハ九十歳ノ慮女ニノ其父ハ肺結核

ノ爲糊口麗レタル者口繕テ両側下肢工限局セ川出血性紫

ノ臨後口至り不快ノ戚ト共二眼瞼ノ腫﹁脹ヲ來シタルガ⁝服藥

タル一例ヲ報告セリ即チ一構婦沃度ヲ内服セシコ数周日

ヨリ豊明テ劇甚ノ胃膓炎ヲ登シ断数日登臨狩緬⁝セシが茸ハ経禍⁝

尿及血液ニモ獲常無碍リシ然ル＝此紫斑ヲ隠見シタル日

擁飾隔日異常無ク肺臓二於テモ獲常ヲ謹明スルコ能ハズ

セル所ナ︑ルガカール︑ヒュルト存留H国辞岳氏モ亦二二似 斑ヲ見タリシヅ其雨脚ハ輕度ノ浮腫歌腫脹ヲ呈シタル屯

ヲ止メタル後腫脹ハ速口清散シタリシモ其後患者再ビ沃

中二於テ躯幹︑上肢及口粘膜ノ等々5許多ノ潅血斑ラ生

ジ殊二月前膀ニハ莫爾歌鎖注射二次デ皮膚出血ヲ來シ其

斯クテ此出血性紫斑ハ歎二日ノ毒忌ミタレ隠之二代テ直

二重症ナル出血性賢繊炎ヲ登シニ三周間ノ後叉劇性ノ肺

旧慣ヲ説明シテ日ク此症気管テ二塁濾ハ巳二潜伏シ在り

タルノミナラズ亦皮膚出血ノ原因トナフシ者ニノ此出血

ハ恐ク血管壁ノ侵害二因リ叉血管壁ノ侵害セラレタ川ハ

俄然破壌シタル結核性病竈ヨリノ﹁トキシ．ーン﹂ヲ吸収シ

︵暗ゆ⇔昏．岩＆．司8冨湊Qげ二おOH・298・︶以テ血管・墾牲ヲ起シタγ者ナラム魯︵纒抄︶

O肺結核二於ケル紅血性紫斑病

症欺ヲ登來セリト云フ︵南学抄︶

ソテ清里シ其後再ピ該藥ノ服用ヲ試ミタルニ復タ同一ノ

服用ヲ休止シタル電導快セシモ腫脹一浴ク五日ノ二二至 ・結核ヲ起シ其経過急速ニノ患者ハ聞モ無ク死亡セリ著者

脹セル頸腺ノ二二上方二膣排セラレタゾ此集書ハ沃度ノ

リタル者昌ノ耳下腺ニハ異常無カラシ而シテロ腔底ハ腫

重悪ナル症歌ヲ畿來セリ但シ頸部ノ腫脹ハ顎下腺ヨリ起︐ 他心臓部及腹部ノ泳嚢ヲ貼用シタル局所ニモ出血ヲ家シ

登熟︑談話ノ困難︑上頸部ノ著シキ腫脹︑口内筆写ノ如キ

﹁度ノ服用ヲ始メタル鳶数愚闇門ノ剛後心幡二几⁝進︑頭重︑総軍心︑

號四十二笛雨天會全：十

○肛阿裂創ノ．療法
︵蓄臼霧疑b・ぎ骨§げ＝憲﹄・・即︶

來〜本頴＝就テ研究︸調査スル所ア．旦シが戎ハ翫元ヅ從家耳血

リ．シ

マハ耳盈睡脾串心髭檎ノ一ふハ％メ・左

有両耳一で來Wジシ者ナリ

ヲ厄限別セバ⁝男メ左耳︵五三％︶︑女ハ右耳︵山ハ七〃％︶口囲．カ

︵第四︶耳血腫ヲ三三シバ左二月引受数ナリシ然レ毘男女

虹男女三一一三バ男ハ麻痺狂．女ハ妄畳狂 多カリシ

︵第三︶耳盆山ハ概スルコ廉田子︵入％︶二一最多ナリシ然レ

三論家リシ

︵第二︶耳臨腫ル麻癖狂︑妄畳狂︑躁狂︑三途︑老酒狸︑績登

ノニ％川二認メタリ

︵第一︶耳血腫ハ精沸病蓉︵四千二百五十七人中九十三八︶

ル成績二基ギ左ノ結論ヲ下サレタリ

・腫＝講スζフテラッーどヲ暴ゲ自已ノ調査二出テ得タ

グヅセンバウユル．Φ鼠器口び鷲︻禽氏ハ頑固ノ肛門四丁創二．

ル者二限リ灘⁝性繍帯ヲ施ス疹痛ハ山撤酷曜後数臨吋間ニノ歌ミ

︵南渓抄︶

陪陣碍ノ転帰田木ナリト認ムルコ舶睡耕田ザリ．シ

︵第五︶耳ノ羅一漣ヲ諸多ノ方而四ヨジ軸槻露畢毛シモ外倶例叉ぞ榮養

︵神経學難誌︑第一省第二號︑明治三十五年

多量リシ

︵箪工ハ︶耳イ漁腫ヲ來セシ者ノ年心骨ハ四十晶威乃至四十四此威菖

東京帝國大學馨科大學精紳病學科助手弁村忠介氏メ数年

ｴ錐︶

四九

工十月五日瀦血行︶

○精紳病者〜耳纏腫二就テ

大便失禁ノ如キモ決シテ長ヵラズト

tVVww

後沃度乙子末ヲ撒布シ乾燥翻帯ヲ施スニ在ジ但シ痔核ア

之ヲ籏張シ次デ撮里失爾酸水ラブ肛潤内ヲ灌洗シ乾燥ノ

邊入シ過強ノカヲ加ヘズノ譜約筋ノ弛緩ス声二三ルマデ

タル先ヅ深麻辮ヲ施シタ川一両示指ヲ前後シテ肛門内二

二於テモ此療法二由リ大抵一週間ニノ治癒スベシト其法

最モ一三ヲ収メタリ麟ノ説ク所二篠レーバ本症ハ経久ノ者

レカミーエル氏ノ推奨セル譜約筋ノ暴力的籏張法ヲ行ヒ
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︵維纂︶

ハ大約十五乃至二十個ノ碗豆大乃至榛實大／波動ヲ呈ズ

働ヨリ成り且ハ内容昌ハ著明ナル﹁アクチノミコーぜ﹂

穎粒ヲ存シタリ而シテ該部二薦スル琳巴腺ハ腫脹セズ∵口

ル結

ヲ有セシ書欄ナリ

＊

＊

治蒲糊セリト云フ ︵南漢抄︶
契

勢

勢

契

入シタリゴ殆ンド疹痛ヲ起スコ無クニ十五回ノ注射ニテ

腔ニモ異歌ヲ認メズ依テ野塩膿瘍ヲ切開ツ純沃度液ヲ注

︵第十︶耳南鋤腫の仙糖論肌病二罹リシヨリニ箇月ニシ

者多シ

︵第十一︶耳血腫ハ入院後二箇月ニシテ生ぜシ者多シ

・下手南画

ロ翻閏画矯國図閥国口囮q閃開剛隅國西口四昌四国悶ロ駆剛嗣陶屑庸祀闘罎慨幽国囲覇国闘四層回口閏悶㎜口閏四嘱国嗣囚国国回魁圃網襯國潮繭聞剛閲開姻認ロヨ

︵其こ

纂

ツルコヲ得ム是レ余が敢テ本編チ草シテ學生諸子三不ス所以ナリ

常二之チ肇録シ積ンデ研チ成スニ至レバ亦以テ他日謬考ノ一資料二充

キ者二非ズ然レ毘裟々タル小回忌︑零々タル小引瞼モ紬大漏スコ無ク

記一載シタル者ヨリ畏二濾出セル者ニソ‡票ヨリ←︿方君乎ノ醐萱チ値ス可

雌編ハ從來余が實瞼二係り多少自ラ興睦アリ下信ッタル者チ備忘鎌二

煙ｱ裟談

雑

︵第＋二︶耳血︑腫患者ニノ其紅痛ヲ訴ヘシハ至テ二三リシ

︵第十三︶耳血腫ハ五日乃至七日ニソ成立セシ者多淫リシ

︵第十四︶耳壷井ノ過孚数目吸収忙忙シ腐敗膿潰セシ四極

メテ稀︑ナヲシ

︵南漢抄︶

︵第十五︶耳血腫ヲ呈セシ精紳病者ノ豫後ハ病症ヲ論ぜズ

不良ナリシ者多シ

○後頭部ノ原無性皮膚放線歌菌病

後頭ノ一全

︵跨器ぽ諏●d霞筐暮90σQ一Φq●ζQ恩ぽ滞．＄畠●ピ目図・︶
イグナーツバ同σ蔓冨麟国︶氏二二．十山ハ⁝蕨ノ導者︻轟於テ

（）
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ブ生ぜシ

︵寸寸︶耳撫腫患翼ノ三分ノニハ精紳襟芯の紳纒︑病ノ遺傳

昌多カリシ

︵第七︶耳血腫患者ノ君国ノ執りタル職業ハ農︑大工︑車夫 部二﹁アクチノミゴージス﹂ヲ登生セル者ヲ暮露セリ該症

五
〇

︵第・兀し耳ナ皿腫の冬二李白馬鳳生セシ血腰細タシ

vwvv一．N

號四十ご第講難會杢十
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亦獲常ヲ見ザリキ

．著ク川モ他日毫メ︑異常ヲ認ムζ卜無ク其他ノ皮膚ニモ

年齢十又九︑石川郡二村ノ産︑言フ十一歳ノ頃

盈︶殆ンー・．杢頭髪ヲ侵シ早川結節性裂毛症
一農夫．．

所謂結節性裂毛症︵早凶︒ぎ崔げ①図富ぎ蜘易製︶ニシテ令嗣ノ落

頭部二登疹アリ爾來毛髪漸ク光澤ヲ失ヒ勤硬ト．爲リ重事以上肉眼的ノ所見二黒ルモ此毛髪ノ病凝劣ポジー氏ノ
ツキ角屑ヲ生ジ且多少ノ管理アリ以テ治ヲ乞ブト○之ヲ

鮒蔽砂蟹藤㌫野晦塚糧製麺隔蝋螺饗鰯鱗酵弊紐鍵餓穀
ハ是レ悉ク毛幹ノ怪々二存スル結節駄ノ小隆起ナラムト

會孜細筆ヲ婁ルニ何ゾ料ラン其無数ノ沓色ノ小難ノ水筆ヲ毛蝋部署一編連署シメタ労如キ特異ノ状
聯

あ︑・・而ツテ此結節ハ一董ノ毛幹中少ナキモ駆歩ラ下ラズ

井ルク刎氏今一千入百五十七年︶ノ始メテ詳二記述セル疾

ヲ呈セリ蓋シ本症ババイゲル氏︵一千入百五十五年︶及ウ

誌

鎚多キハ五．六︑七轟へ且丁番在ノ部二撃ハ毛叢累差心二三劉翼以奎般二日昏財・霞げ段昆σ筆稻

ク ハ﹁く﹂字鰍ヲ呈スルアリ或ハ既ご全ク漸裂シァ其尖端

捻転スル洋の道念無二於テ窮易二破折ス〃ヲ見ル而シテ

λ皮震ヲ税ル︑葺茶面二7婆︐凋許多ノ灰冷色ソ鱗屑ヲ椀玄．ムカ
︵雑纂︶

二顕髪ヲ侵ズコ有ルモ眉毛悩︑腋毛等

︑畢

之ヲ鰯ル・二鐡硬ナルモ風卵・附着スルヲ見ズ写生鐘蔀景患者ヲ場プ脚立トス本症・如キハ蓋シ亦稀有ノ一症

毛髪ハ患者訴フルザ如ク驚漕無クノ乾燥シ茶褐色ヲ帯露盤ナク殊ユ輪西ンド全頭髪ヲ侵シタル者ヲ實験セ川ハ實

見タル﹃鐸寡黙ラザレ毘頭髪二毅シタル者ヲ見タルハ甚ダ

分裂セル者アジ又誤配ダ破折セザル者︑トイ竃之ヲ牽引ノ侵サぞハ絶ダ翠ナジ．余髪︸誉本症ヲ登ジ痴ル者ヲ

侵シ婦八亭於タハ殊

ﾝ破折セブよ藷アリ或参山鼻糞哲テ﹁へ﹂字歌若セラ基盤韓ヲ侵ス造畢ナ・ζ亦問頭髪陰毛ヲ
ご

十
四M

號
嚇

︵雑纂︶

バイだクル畏二．從・ヘバ本症ノ始メ感受ルエスルや毛℃騰爬小刀ヅ紡錘

五二

ルニ其原因﹁二至テ融資鼻繋者ノ所見一致セザルマ上來述

ペタル所ノ如クナルモ器械餉潮載︑榮養障碍等ハ蓋シ亦

空罐頭部脂漏庇ヲ合併スル井目恐ク毛ノ尊堂障碍福因ル

ルゼン及ヤーリシュ践ハ弓本︐

獲の先ッ皮質

者ナラムトセツ余ノ此岸ノ如キモ著明ナル脂漏症ヲ合併

7置ハ病⁝ 豊ハ一因タル可キ者ニノペ〜テ

五二膨大シテ皮質ヲ外方二言排シ途二之ヲ舜裂スルニェ
．ラシムル者すりか一云フモライモンー3長 ハ之二反シ

斯ノ如キ病獲ヲ登ス川ノ原因二至テの今日諸家ノ発ク所

スル者ニノ之が爲メ患者屡や石瞼ヲ用ヰテ頭髪ヲ洗ヒタ

︑及ボス者トセリ然レ挺

爾総々ニノ明瞭ナラザル者ノ如シ即チバイゲル氏ハ毛髄

ルフ有りト云ヘリ即チ該患者ノ毛髪光澤ヲ．失政勤硬ト曜爲

一始マリ次デ髄質

ノ分解二由テ琵斯ヲ登生シ以プ毛幹ノ膨大ヲ來スト爲シ

y裂毛症ヲ登シタルが如キハ或ハ之ヲ頭部脂漏症︑ノ合併

本症ノ療法ニハ有効ナル者無キ者ノ如シ余ハ﹂串心者三其⁝難

毛ノ螢養障得昌盛ル者ト爲シウォルブベルグ民ハ二二・之

ヲ器械的刺戟二由テ起ル者武平ゾ然ルニ近時ホダラ︑困

一90

各導O
箆三子油．

八？O

右混和爲頭髪部塗布料

亜爾個保爾

安息香丁幾

・レゾ〃チソ

治ノ症タルベキヲ諭シ先ヅ脂漏症ヲ治セントノ目的二7

ダ一般二學者ノ是認スア所トナラザア者ノ如シ之ヲ要ス

︑︵二︶

汎登牲輩皮病ノ一例

ツ以テ亭々寄生物論ヲ確固ナラシメントセシモ此説ハ未 ・ヲ組ハヘタルニ串心者7去テ復再三我院子※ラズ

ハ髭剃刷子叉嚢鰯毛二於ζ本症ヲ磯生スζヲ謹明

箒コ︑州﹁民ルブ訓﹂川﹂H亀嗣ダ訓ーソ酬︑バルロウ仲等ノ諸畿四

ヲ跨兄鴻シ得タリト総胴シ且ハ原因ヲ寄仕山物一二蹄セリ又ブラシ

二毛ノ結節内二於テ騰菌ヲ爽見セシノミナラズ亦能ク之

ビーグレル︑エッセン︑マルクスフェルド竺寸ノ諸員ハ占冨

ム因ル毛髪ノ冷酒障碍二露ス可キ者ナル鰍非耶︑

ニーン民ハナ〃ヲ騰雷管ハノ萎縮轟幽踊シシウ謙ムメル氏一ハ之ヲ

wwwwwwwwwwNV−L

號四十二二第：講繭曾、三十

本病轟稀有ノ一症ニノ從來余ノ實験二流ル者ハ止ダ僅︑屯． 頃膝關節二僅二縷翫質斯榛ノ三際アリ叉五年前平テ眩量

卒倒シ次デ本・年三月二十日又俄然眩胤冤登作ヲ來〜セシモ・卒

及志度ノ失神ヲ登シタルコ有りシが咋年十二月再ビ眩量

リキ︒左二選近時實験セル後者一例ヲ基ゲム前者ハ今詳

倒スルニ至ラザリキ︑︑又昨年†二月中旬ヨリ飲食物嚥下

ﾇ例︑アルノミ即チーハ強⁝肚ノ男︑一中強健ナリシ女ナ

細ノ記録ヲ逸シタレバチフ

一一

ニ十二歳ノ女︑石川郡御手洗村ノ産︑三二金澤市二住ス︑

昌ハ何等ノ障碍無ク斯ノ如キ症歎ハ本年三月上旬二﹁至以

コ際シ偶︑食道部二閉塞ノ戚ヲ猛へ胃部停滞セシモ嚥下

實父ハ四十五歳ニノ健存シ實母ハ四十歳ニノ頗ル強健︑

鰯ル・二硬グ同時二左右上眼瞼二同様ノ戚ヲ畳へ日ヲ追

デ同月＋日頃ヨリ前頸部二陣り牽引様緊邉ノ戚アリ之．箭

迄持屋シ此頃ヨソ叉咽喉部二疹痛︵殊二嚥下時︶アリ︑・次

同胞総テ六人︑内一名ハ生後直二不明ノ疾患二整レ︑一

テ漸突項背部︑胸部︑顔面︑上肢等二至ルマデ皮膚﹁般

スルモ喜劇岨父ノ死照し年齢不明︑

名ハ死産シ︑一弟二妹健存ス︒患者五歳ノ頃胃疾二罹り︑

ｽ々浮腫様ノ踵脹ヲ呈シ且著シク硬結ヲ來シ殊識寒冷

心蕨︑後者畠山ハ十七入穿閉︶

種痘数回︑麻疹ハ幼時経過シ叉十歳ノ頃咽暖病識罹リタ

VStw・一X！VVsfivJv一一N．tVS−Vmu

某吏ノ妻︑父方及母方ノ輯母ハ共二健存︵前者ハ入十鯨

號囚ヰご笛議軸會傘十
Vvvv，
行停滞ノ窪モ亦庶事アリキト云フ︑斜子二人︑ニハ十九

菖一握身諸所二赤色ノ登疹ヲ來スヲ常トセソ本年二月越

誤りタル■無キモ時ユ停滞一箇月一難ブ可有リタ︑斯ル際

ル■有り︑月華ハ十六歳昌ソ開キ爾來多クハ整然雨期ヲ

加沸リタ川ヲ以テ愴鑑出直衣服ヲ著ケタゾ但シ皮虐緊硬

サマフシが十日前一息ヲ試ミシニ叉俄二皮膚／腫脹大華

加ス故内感病三具ハ病症ノ増悪センコヲ恐レテ入浴ヲ爲

λ塞氣二軍ル︑ヵ或ハ入浴ノ際ニハ一層其早起硬結ヲ増

五三

爾來毎月停滞セシコ無キモ從來二塁シテの其量少ナク且

ノ度ハ．一臼中トへ氾多少増賊アリ此他本年二脊経行無ク

︵雑築

乳汁分泌亦異常無ク常二自ラ保育セリ︑其他昨年十一月

歳ノ時︑一管昨年入撰ノ分娩ニノ共二女兜ナリ皆健全︑

二、

vVtw」S一．

茜

メズ其他顔面黒部ノ皮膚色凶二異常ヲ見ズ患者元來白色

へ雑纂︶

其際条腹部二豊里アルモ自帯下ヲ見ズ○而ノ自畳症下ノ

分喜怒愛弟ノ情ヲ顯ハス﹁能ハザルが如シ︑粘膜メ眼瞼

ナルが如シ︑叉皮膚艘〜繍双ノ撃高一州櫨特塁ハノ容貌ヲ呈シ十

碍及詩々黒作スル必悸充進山ノ精界磁二於テハ皮膚緊迫

結膜︵纏昌見ルコトヲ得タリ︶鼻腔︑口唇︑口腔︑咽頭等

訴フ賢所 只管度ノ嚥下及呼吸困難湘論及上肢︐／蓮動障

感ノ地盛﹂一毫モ不快苦痛ノ戚無ク食慾亦常ノ如ク便通ハ

毛⁝髪及皮膚ノ牽・引伸展二基ク者ナラン︶皮膚ニハ縁外懐ヲ

ク見ル所そノ且通常二部ノ皮膚弛緩ス蓋シ其結髪二由ル

登生尋常ナルモ劇頂■ノ中央群口禿シ︵是ソ成年婦人二二

身ヲ裸出セシメ︹頭部︺ヲ槍スルニ頭髪部ハ毛髪黒色ニノ

之ヲ初診スル謀構造強腰︑半煮佳良ノ一女子︑先ッ上書

患者ソ訴フル所略ボ上記ノ如シ本年︵三十五年前三月某日

近來下剃服用ノ爲メ日

ノ皮膚著シク緊硬シ強ク厭

グ甲撃発等ニモ攣常ヲ見ズ○︹胸部︺二巴テハ殊二胸骨部

ヲ螢ムコ能ハズ但シ肌色ニ孤雲僅二光澤アルノ他異骨無

ル﹁無ク且其屈伸露里轄蓮繋船皮膚緊硬ノ爲メ十分二之

殆ンド全ク清失シ試二頭首ヲ前屈セシムルモ搬襲ヲ生ズ

ズ︒︹頸部︺ハ覗診上皮膚帯張シ前頸部二横走スル踏襲ハ

腺ハ空冷著シク肥大セリ︑叉耳翼ニハ腫脹︑硬獲ヲ認メ

異常無ク舌ニモ言動其他ノ異常ヲ見ザルモ唯左右ノ扁桃

シ殊二眼瞼部二著ツク患者自在一眼ヲ開閉スルコ能ハズ︑

頸﹃爾頬部︑顧部等一般二僅一碧腫様腫脹ヲ呈シ且緊硬﹂

殆ンド覚ひ全面一汎二〜梢を腫脹稲以轍凱ヲ呈シ之ヲ⁝騰脚ル︑苧翻脳

テ患者現

著明ナル硬墾ヲ認メズ︵乳腺ノ襲育佳良分泌亦尋常ニシ

二二三行アリト

認メデζ鰯ぞ二硬クノ移動シ難ク廣ク爾指闇主ヲ

ヲ移動若クハ撮暴スルコ能ハズ然レ隠乳房部ノ皮膚昌ハ︐

爲聖子瞼裂熟常二牢欄ノ状態二在ツロ園ノ皮膚モ緊硬ノ

キ﹁宛モ板ノ如ク麗痕ヲ生セズ叉毫モ之ヲ野壷スル能．ハ﹁

識見二哺乳セシメッ・アリ︶︒︹背部︺ノ皮暦ハ

嬬メ廣ク開ロスアコ単声ザルモ鼻部ノ皮膚ニハ異常ヲ認

スルモ塵痕ヲ生セズ叉毫モ之

螺縮スル畠僅一二部二横隆趙ヲ呈スルノミゆ︹顔面︺天工

號四十ご笛・誌舗會＝全一ト
tYVmuWVLN一．vvAX）一ハハハ
いハ（バー〜へ〆W

欲シ先ヅ報㎜位晶騨ヲ検⁝査セツ即チ艦羅脚規ヲ用ヰテ左ノ各議部

箔就キ患者ノ其雨尖端ヲ戚知シ得可キ最小距離ヲ測定七

ずζ其色 ニハ異常無シ．鷲腹部︺右ハ上塗部面左右季首
部二僅一︸黒馬硬攣ヲ認ムルノミ義目異常無シ︒︹上肢︺ハ

三㎜

下腿︵左右︶

前臆︵左右︶

至ク

三ク

ゴ

頬部

一五ク

シニ次ノ成績ヲ得タリ︑

磁
染⊥Oク

ロ

前頭寵
胸部

三ク
一七ク

背部

涜右ノ肩脚部ヨづ爾上脾忌寸縛二︑至ルマデ皮膚著シク緊
硬ヲ呈シ殊二上縛二於プ著シ﹁︑試︑︑︑・乏澱ノ基上セシムル

上汐︵一む
大腿︵左右︶

此他．ノ愉陣馬料︑次・日．ヲ俊プ之ヲ施スコヲ約シ一旦患者ヲ一蹄﹂

ナル槍査ヲ逐グルコ能ハザリシト錐モ其現煮凝由テ見ル

畳ユルコ無ーク呼吸妖あ診査時二十六至︑賑搏百十至ナリ

此他皮層温︐力．計ルコ能のザリシが患者厳テ患部ノ厭冷ヲ

ト錐モ只愛二ニノ注意ヲ要ス可キ写の本患者︵於ヶル

プハ成士レ説ク所詳悉ナルヲ以テ・今之ヲ恕註説ス川︐ヲ須ヰズ

目瞭然タリー蒲シテ之が一般ノ症歌経過原因及病理飴守二至

片の覚ハ汎瀦倣牲輩・皮病︵ω犀一①胃○飾ΦH巳夢象陵90口b﹈しタルや一︑

シ箪此他心肺三ハ麗學的槍査上異常．ヲ認メス腹部ヲ按診

本病蒲生ノ状態及其原因ナリトス蓋シ本症ノ原因ヲ説ク

離宮來優々定ラズ或ハ之ヲ血．管紳二品クハ安養紳経ノ機︒
ヲ得ザリキ︵患者異常ヲ訴ヘズ︶︑

未が之ヲ詳φスル

五五

能障碍番基クトシ或ハ懐疑障碍二基因ストシ或ハ之ヲ自
︵雑纂︶

是皮下グ商用諸種ノ皮膚知畳機及其他ノ語語ヲ行ハント

メγ・モ牽モ異常ヲ婆見ス〆隠猛ハズ︒生殖器病ノ有無

壬亦尋霊ナリ

硬獲ヲ閾掬シ其他下腿隅足部ノ皮膚二議院無ク三論蓮動．

︹下肢︺ハ大腿7皮膚ニノミ僅三俘腫状腫脹ヲ爾今タルモ 前述ノ如ク本患者二就タハ一回ノ診査二一止マリ未ダ十分．

ハ毫モ礎虚無ク該閣詳言手指諸紫藍ノ蓮動亦自在ナリO 宅セシメタルニ其後患者再ビ我診察所二葉ラズ

︐皆

動︑十分三︑之ヲ瞥ム﹁能ハズ然レ能面關．廊以下ノ皮膚二︑

コ能﹀ズ射關櫛モ左右共二二動障碍．セラΨ殊二其屈伸運

三屑三三節附近昌昌硬ノ戚アづ之ヲ永年線以上二心グル

號四十轟．第誌難・會糞油＿

︵維纂︶

家中毒︵殊二甲状腺ノ病礎二因ル︶二八シ其他寒冷作用︑
外傷︑神主震旦︑既往ノ鼻筋病︑僕擁質斯等隔工数へ來レバ

殆ド僕指スル口器アラズト錐モ要スルニ之が本因二至テ

︵㎜品︶

毒傭疹性紫斑

一學生皿．皿．齢二十五︑五日前來左右ノ下腿二不整ナ〆﹁賠⁝

赤．色ノ斑ヲ生ジ煩痒アリ之ヲ掻爬スレバ患部僅ψ一扁浮二

愚ル 隆起ス数デ此磯疹ハ漸次大腿二向テ蔓延シ三日前來両足

症ヲ伴ハズノ偶然下生スルマ有ル 背︑両上肢殊員共．向側︑手掌耐︑頸部︑腋窩部︑腰部︑下腹部

ハ未ダ明晰ナラザル者ノ如シ而ノ從來諸家ノ實験

i山
iノ、

麻幹斯楼疹痛其他多少ノ皮膚旛痒︑熱冷︑知畳異常︑紅斑

如キハ旛痒殊二劇甚ヲ極ムルモ足腰ニハ異常無ク其飽頭

ノ頃之レ有りタリ叉患者経行二障碍ア川幅赤色ノ登疹ヲ

経的障碍ご蹄ス可キカ︑縷言質量榛ノ瓦書ハ昨年十一月

年前來眩髭虚語棘襲作ノ有りタルマ爾三次︑以テ或ル神

ル者有ソ否や︑之ヲ患者ノ既往歴﹂徴スルニ該患者ハ五

数多ノ不整ナル縮赤色斑アジ其下々懸黒ナルハ二三ナル

及足腰ヲダノ外の全身︵四肢二塁テハ殊二伸側ご大小

養佳良ナラズ衣服ヲ脱セシ山廊身ノ皮膚ヲ槍スルニ頭部

之ヲ診スル躯幹長大ノ一鮭年︑顔面肉極々落チ下身亦榮

豪雪ス川■ヲ得タソト

脚氣二鱗惟り帯巾二袖幅セシモムーハ凱畝・症大コ輕快ン向ヒ歩行

來スヲ常トセリ且本年二月並行一時閉止シ爾來今日二至

可ク稽感激斑ナルハ新疹ナル可シ︑新奮湿疹互一一交錯シ

態及原因前記スル所ノ者二適合ス

〃マデ経血前日二比シテ少量二加フルユ経行時下腹二疹

シテ闘士ノ境界劃然タ9︑試・二之ヲ塵迫スルニ斑色一斑﹀

疹ハ毫モ健常ノ皮膚面ヨリ隆起ス〆コ無ク純然タ惣斑と

ス﹁ヲ得可キカ︑余の唯襲二之ヲ特筆スμ−二北メンノミ

痛ヲ豊ユルニ．至レソト是等ハ亦皆本症遺志ノ層一因ト愚筆

例二於プハ其襲生ノ歌

髪部︑顔面ニモ異常ヲ量ヘザリキト叉患者ハ五十日前來

モ亦登生前数月ヨリ数年二旦リ諸所ノ紳経痛様疹痛︑縷 等二至ルマデ同機ノ登疹ヲ來シ療痒甚ダシク就中細面ノ

昌本病一毫モ他ノ前主

…五

等ノ如キ種々ナル前驕症ヲ俘フ可有りト云ブ︑余が面一︐

＿旗章〃士濾ん鳴音麓．窺ゑ止＾

僅二清鑑スル毛全斑雪散ゼズノ依然鮨赤色ヲ留メ陳書竈

紫野病︵僕癩質斯性紫斑︶印篭セシムルが如シ

セシム︶ヲ投ジ痛痒二醤シテハ○・五︐％﹁チモールアルコ

ハ黄褐色ヲ呈ス是レ明力︑二皮膚盗血ノ徴エノ軍純ノ紅斑 余駄本患者ユ亜篤橋工混融︵○・○〇一ヲ朝ダご圓﹄二分服

トあ之ヲ識別スルコ容易ナリ而シテi其診断如何！余ハ
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二重マリ其歌全ク毒麻疹性同憂二言ナルコ無キモ其旛痒

ムル者ナリ此他盟・純紫斑若クハ鱒麻定性紫斑ハ多ク下腿

週ノ上口於テ褐赤色或ハ黒色ノ岩礁攣ジ永グ此曙色．ヲ留

内ム登生スル始メ轟麻疹標ノ赤色疹ニシテ数日ヨリ一二

別．セザル可カラズ養シ後者ハ既二三娩疇若クハ生後一年
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先生鷺時驕玄幾箇次漫々錐歎行今復卒爾鷹需縦横筆短黒白難親瓦礫混

先生

子壷三日聞前方ノ九謝ヲ持長セシメタリ．︵此段邑

︑痒亦大二輕快シ殆ンド局所瘡加法ヲ要セザルニ至リタレ毘

ホーπ﹂ヲ慮シタル5二日ヲ経テ新疹ノ登生全ク激︸・ミ瘤一

む

溢美ラク是レ恐クウ井ラン氏必所謂尋麻疹性紫斑︵雪ア
む

隠塗自転留ω均︐臼醤︶ニシテ又出血性奪賑疹︵d長窮門罫
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先生私カニ晋子が句ヲ掠

グ云ク

學人以斯心爲・39︑勿言俗界糾紛不堪煩

早乙女や泣く子の方へ植てゆく

敢 ブ穫ノ近眼者流︑妄噺者流ヲ戒ム

けふると無しは櫻なケけウ

、

火非火︑含雪將軍嘗誠云

隔山見畑早知是・火
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何ヤ．ラノ文句︑螂聲ト錐賠赤島！東西今古情是一

⁝⁝口で笑ふて心で泣て⁝⁝⁝⁝
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詩魂︑幅飛四天︑魚躍手淵

少ノ典ナクムバァラズ

彼ト此︑横ト継︑硬ト軟︑理屈卜様様︑比シ來レバ亦多

臼菊や色あるものはきめやすし

亦旦陶マず崩明が十・七中品識シ晶ノ可ナーフムカ
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○叙任及影乾

禽
警ナ轡．金塗臥粥一川縣︶

︵六月十二隠．陸軍省︶

戸田伊代治

深美貞之助

砥直

歩兵第二＋回附陸軍三軍盤野口詮太郎

︵ふハ月十ロμ︑宣一内ρ響︶

鱒ｳ入位

黛叙正入髪
土

@

叙正入位

叙正八位
︵山ハロ刀十一し︑口恥︑宮内省︶

︵會

吉川

瀕三三三三篶兵回附舞鶴蔑病院長

胆

ご轡

駒井定哉

㏄
篠懸轟浦上村立小學壌澤賢吉
魚荒懸森塗 尋 常 雀 馨 ヲ 囑 託 ．

土

換

へ

月俸金戴拾五圓給與

内務技師

野田

忠廣

石川縣金澤病院跨．貝深美貞之助

︵⊥ハ月乱丁三月︑石川縣︶

長崎縣厩岡犠へ出張ヲ命ス

︵⊥ハ月率一九目︑内務小焦︶

海軍草臥下愚兼筑波師m褒莫海軍大軍盤鈴木寛之助

免兼職鎭北乗組被仰付

︵山ハ月二十八口目︑海姻単小宿︶

特別會員力る同氏は先般石川縣監獄警を

○會員動欝
血高松岩古民

僻し越前國三國汐見町に於て開業せらる

血榊原久氏特別愈員たる同氏は先般來東京馨術開業試

験回附鵬病院助手として永樂病院へ奉職せらる

A太旙精一浅特別會員宏る同薦は三井縣遠敷郡小濱町

特別會員たる同書記は勤務演習の爲め

神田五十入番地へ韓居の旨通知あ今た今
盒高柳鎌教郎氏

去る六月一日よゆ召集盆鷹じ歩兵第七聯隊へ入隊の庭同

莞

︵會報︶

十五日解隊の上十六日よう出動せらる
塩大塚正一氏 特別會員力る同民は醤科大學衛生學産室

に於て久しく研究の庭先般郷里備中三三日郡玉島町大字

特別＾曾員力る同氏は久しく富由市立病院

玉島に穿て開業せられカ・9
三三米次郎糞

○心骨部大眉

︽小倉加一郎民特剛會員だる同氏は先般金澤市＋三間

は海陸無事去る四月十七日濁逸國伯林府へ

町七＋番地に於て開業せらる

︽山碕敷授

特別詰論たる同氏は越中戸出町に捨

到着せられたる旨通知あ6・たり委しくは通信欄に就て見

られよ

血樫田仙次郎逝婁

六〇

本門に於ける同部大會は去置月＋日本校濟々堂に於て開

かれたるが職員︑師範︑三生等滲回せるもの無慮百五十飴

o

て久しく開業の塵去五月六日死去せられカリ宴に痛悼の

△學生勝負

︵編佐蕪

︵齢鱗
︵瓢歎編
池林
野清
︵
夏政
吉

︵穆宮雑
へ齊藤賢徳
捨雄
二脳岡

︒︒︵難平

OoO論豆男妊職

︒︒︒︵灘難

︒︒︒︵離謙

須田嘉三郊
笹田 順ご

・○○高古
︵果藤原難

○○師︵
井水
上上食鳥

小原徳太郎

師︑北川九＋郎
OO
〆豊岡 喜洋
ロ
○〇二︵
三筒井 爾徳

鶉

︒︒外︵縣

友一

二申河南
○0 ︵谷澤議
︒︒ご中︵太田

○○二中亥原 準蝋
石鋤 壽人

8警︵結観客辮

河南孝充

︵墨画輪

︒︒︒︵里国

名︑甚だ盛會なわし︑術當日の勝負附は左の如し

開業の筈
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登丁目四十二番地へ移轄せらる

︽蓮村外男氏特別會員たる同氏はム︐般日本橋廣亀島町

oo

に勤務の庭七月一日よゐ富山市南新町入十⊥ハ番地に於て
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核性濃瘍に就て読鴫せられ且之と墨形潰瘍及死後の潰瘍

との厘別及帯歌潰瘍なる小脇に於る稀なる縦形潰蕩︵長

oOo．警︵欝綾賜

○○高︵縫畿講

き約十五センチメ﹂ドル︶︑圓形潰瘍馬結核性潰瘍等の標

○○外︵舳即一両

︒︒︒踏紺覇王

本＋数種に就て詳細に詫明の勢を取られ街終ウに同敷授

・乱戦︵髄離
QOO高︵離喜競
○○〇一喪騰鵡

部長例によムて黒黒の辞を戴べられ次て
△︐△幽 △△△△△ ooO

ム

ム

ム

む

三男

Ooo

特熱を蓮べ大に之を推奨せられたウ

第一一一席︑讐語に就て︑河端清隆君っ肚會の進歩仁從

ひ事

物の複難となるは讐學．海に竜波及し期學研究上大に害あ

△

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

4

△

△

△

O．O．OO

る・とを論e命名法︑筆記法︑護法の改良よう繹語の一致

△

を希望すと演ぜらる

第四席︑憐療上に於ける電氣の鷹用に就て︑眞柄佐一郎

君︒各電︑の作用を蓮べ且つヒルシユマン践の停留電池

及其調装置の構造を詳細よ説崩せらる

第五履繰機激鎗薫掛︑謬麹Q嘗ては厭

ふべき遺傅症と考へられし結核の近來細菌學研究の結県

ム

性湿⁝疹とに就て各原因︑症欺︑経渦⁝等を述べ且つ其逼⁝別

ム

全く属音病に他ならずとなし遺傳は胎盤の結核性礎化を
ム

を朋航し且其登生に就て良馬を説明せらる
ム

受けカる蕩合に顯はる＼者にして如此き胎免は母膿内に

ム

︵會

穴

第二席︑デモンストラチオン︑村上極言︒胃に襲すみ結

第・一席︑灘疹と脂漏論叢疹↓・竹多乙三郎君︒漁疹と脂漏

はカイゼルリング氏法によって貯塾せる標本の有盆なる

︒o高︵欝富蔀
○○○高︵雌馬難．

孝貞

○×師ズ小島

○ 師︑國下太作

○○○鱒︵鮪願彌一戸

鵜澱山鵜ご懸糀騨磯鱈諜訓戒鐸二中︶

C中一7山本

O第廿六囲講話會

︒⑩一一離

On︶師︑︑桑原 四二

△師範家勝負

（

五月三＋冒午援七時よゆ内科講堂に於て開會す佐々木
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︵會報︶

於て早晩死亡す勤気傳の如く認知せらる︑は略擁の不始
末の爲め不知不識家族に傳染するによる竜のなうと述べ

併てクリユッゲ氏及コル糖葉蚤茂の實鹸に就て傳染の方
法を讃明せられカリ︵附記す素因に就ての説は蒔間切追
の爲め遺憾ながら次回に譲ることせられ尤ウ︶

諸子の出演を嘱望せらる斯くて閉會は午後十時十五分豊

子︑村上︑上田︑石川︑湯目の各回授︑金澤病院暦員十数

め強烈に寄嘱せられカる竜のなう

山岨

後 藤幾 太郎

に寄耕したる七並金に饗し先般第二師隊長よう左の謝状

承知被成下度先は不取敢御挨拶混々重て鼓に表敬意候

五惚薬長津川謙光より決算報告入御覧可︑三嘆間右檬御

柵被下正に拝受三三就ては不日夫々侃輿の上は歩兵第

懇裏せらで爲あ金蒲馨前町蹴難費為寄

拝啓今回當團下歩兵第五聯隊第二大隊遭難者に卜し御

曾て久しく雪中に埋没せられたうし本領特別會員故永井

聯隊附⁝に費せちれ麦る特別會員佐伯亮齊氏よう紀念の爲

云ふ本誌雀首に挿入せる故永井君の即談は過般歩兵第五

カムしが延引ながら今其通知書の全文を左に掲ぐ︒因に

三等軍警正後藤幾太郎氏より平曲先般本縫へ遜知せられ

を逸られたう

曾て本冠鶴員及生徒諸子よウ青・森歩兵第五聯隊の遭難者

○立見第八師璽長の空馬

金澤讐學三門三校御中

青森衛戊地衛生部総代

明治三十五年三月十九日

中二於プ屍腱三見候二赫此段御通知申上通

行衛不明ノ腱本日三所附近入甲田山麓馬立瘍西南方雪

二十三日歩兵第五聯隊第二大隊諺随行青森懸束津輕郡
高道村田代温泉論向テ雪中行軍ノ際風雪ノ凝災二遭七

貴様出身昭昭得業士陸軍三等書眉永井源吾君門ル一丹

j

源吾君の屍膿は去月二十三日登見せられたる由にて陸軍

○故永井源吾君の屍禮装見

名︑開業︑學生等無量二百籐名にして盛會なうき

tv

v

．vv．一一

凶者は高安特長︑木村︑小川︑大西︑下季︑佐々木︑金

1VVve

是に於て佐右木部長再び立もて閉會の僻を述べ併ズ童生

號四』キ・二第誌舗會幽・十
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定々敬具
明治三十五年三月十九日

第入師團長

男爵

金澤驚動專門學校御中

立

見

爾

文

追而寄瞼用者御銘々へ肱御禮鼎等円差・上ぬ厩多忙の営め引締要撃⁝

任せす候に付宜しく御取計置被二度此段牢添一州

同會は五月廿四月午後二時より本

Q學隼試験警學科及藥學科學年試験ぼ去る二十日より

施行し全三十日結了したム本年受験生に昇進すべき人員

本年の入學志願者は縛計二百十七名にし

は讐學科四十六七名︑藥実科五六名なう
﹂◎入學志願者

て内醤學科百九＋二名︑藥予科ご＋四月な動﹂募集人員

明豊二十四年三月第四高等學校讐學

⁝に超過すること離塁科九十三名何れ竜七月一．一肩よム選抜

試験を施行せう

．○得業士辮號認可

地士族小森三郎氏は本年六月二十日本校よう醤學高士の
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明沿三十年三月法律第三十六解写染鼠賊防法第二條一一依リ赤痢病ノ疑似症

村
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