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第1章　 緒 言

由来 日本人は入浴を好む国民でありしかも吾国は

世界に冠たる温泉国である.従 つて古来温泉が医療

に利用されて来たが温泉の医学的研究は昭和10年 日

本温泉気候学会の設立をみて温泉治療学や温泉の生

物学的作用に関する研究 もすすみ殊に戦後は活溌と

なつている.然 し外科領域に於ける温泉浴の影響に

関する研究は従来主 として創傷治癒に関するもので

ありその他は比較的稀である.即 ち柳1)その他は温

泉浴が創傷治癒を促進するといい,奥 田2)は放射能

泉入浴が実験的創傷,火 傷並に骨折の治療を促進す

る事実を三朝温泉について証明 し且つ之にはラドン

が関与すると報告 した.さ て胃切除,胆 嚢剔出術後

の温泉浴の影響に関する研究は少 く,横 田教樹)は

放射能線浴の胃液酸度に及ぼす影響を胃切除前後の

症例について報告し,又 胃切除,胆 嚢剔出術後の恢

復に及ぼす温泉浴の影響に関 しては横田教授の指導

下に河本4),岡 本5),渡 辺6),滝 川7)に よ る蛋白代

謝,肝 機能,血 液プロトロンビン,血 液非蛋白性窒

素の各方面にわたる研究があり上記大手術後の早期

離床例に温泉浴を行い格別の悪影響は認めずむ しろ

術後の経過を良好ならしめるという.私 もその一環

として疲労反応の面より胃切除,胆 嚢剔出術後の早

期離床例に温泉浴を行い尿KES量, D. O. K.反 応

値の消長を追及 した結果,一 般臨床的経過の良好な

る成績と平行して疲労反応の面からも温泉浴が術後

の恢復に対し特別の悪影響は認めずむ しろ術後の疲

労度は対照に比較して軽快する事を知 り,こ の方面

に関する文献は殆ど見 当 らないので此処に報告す

る.

第2章　 実験方法並びに実験症例

第1節　 実験方法

第1項　 尿KES量, D. O. K.反 応値の測定法

第1, 2編 に記載したので省略する.

第2項　 早期離床の実施法

第3編　に記載 したので省略する,
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第3項　 入浴方法

温泉浴は早期離床例に術後第7日 より1日1回,

 42°～43℃ 5分 間浴を連 日行つた.温 泉は吾が研究

所内のもので主成分は重炭酸及び食塩含有放射能泉

である.放 射能はラドンであつて15マ ツへ内外の含

有量である.

第2節　 実験症例

症例は胃十二指腸潰瘍,胃 癌による広汎胃切除術

例及び胆石症間歇期胆嚢剔出例である.第3編 に述

べた如 く術前後の処置,栄 養法,手 術侵襲の程度等

比較的同一条件の症例を選び何れも術前後の合併症

な く順調に経過した症例につき検討 した.

対照としての非入浴群は第3編 に記載した早期離

床群(以 下早 期群 とす)並 に第1, 2編 に記載した

対照就床群(以 下就床群とす)の 中本編の症例とほ

ぼ同一条件の潰瘍非合併例,胃 癌胃切除例,胆 石症

間歇期胆嚢剔出例である.

第1表　 術 前 後 の 尿KES量 平 均 値

第2表　 術 前 後 の 尿DOK値 平 均 値

第3章　 実 験 成 績(第1, 2表)

対照とした早期群並に就床群の詳細は既に記載し

たので本編には入浴群の成績を詳記する.

第1節　 胃十二指腸潰瘍の場合

第1項　 尿KES量 の消長(第1図)

5例 術前の平均値は0.01で正常域 術後第1～3

日は著明に上昇 し最高は第2日1.75,以 後急激に下

降 して第7日0.04と なるが第7日 入浴開始第10日 に

は0.1とやや上昇,以 後0,01～0.005と 正常域に入る,

対照たる早期群と比較すると第1表 の如 く術後第1

週は大差なく殆んど同様の曲線を描 くが第2週 に於

ては入浴群は早期群よりやや高値を示す.即 ち入浴

により尿KES量 の増加を認めたが第3週 では両群

共正常域で殆ど差は認めない.就 床群との比較でも

ほぼ同様の関係である.

第2項　 D. O. K.値 の消長(第2図)

5例 術前の平均値は1.6で 正常範囲内にあるが術後

第1, 2, 3日 は著明に上昇 し第2日5.8で 最高,以

後下降 して第7日3.1で なお術前値より高 く第10日
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2.3,第13日1.6で 術前値 に帰 り更に第16日1.5,第

20日1.5で 即ち第13日以 後正常域に入 る. D. O. K.

値ではKES量 と異り入浴開始後 の上昇は認めなか

つた.早 期群と比較すると第2表 の如 く第1週 は殆

んど同様の曲線を描 くが第2週 に於ける入浴群は入

浴開始後D. O. K.値 は低下 し第3週 に於ても同様で

あつた.

第1図　 温泉浴潰瘍例(5例 平均)

第2図　 温泉浴潰瘍例(5例 平均)

第3項　 小 括

潰瘍入浴群ではKES量 は第2週 入浴開始後早期

群に比べて軽度に増量するが第3週 では低下 し両群

共正常域内にある. D. O. K.値 では入浴による増加

は認めず早期群に比べ入浴 群は第2, 3週 の疲労恢

復は良好である.従 つて就床群と比較すると入浴群

第2, 3週 の疲労恢復は更に明らかとなる.

第2節　 胃癌の場合

第1項　 KES量 の消長(第3図)

5例 術前の平均値は0.36の 高値,更 に術後第1,

 2, 3日 と著明に上昇 し第2日1.81で 最高,以 後下

降して第7日0.25で 術前値以下となるが第7日 入浴

開始後第10日0.026と なり第13日0.12,第16日0.08,

第20日0.03と 漸次下降するがなお正常域に入らない.

早期群との比較では第1表 の如 く第1週 ではほぼ同

様の曲線を描 くが第7日 入浴開始後入浴群は第2,

 3週 共に早期群よりも高値を示す.就 床群との比較

では入浴群は第1週 では就床群に比べてやや速かな

疲労度の低下を示すが第2, 3週 では両群共殆ど同

様の経過を示す.

第3図　 温泉浴胃癌例(5例 平均)

第4図　 温泉浴胃癌例(5例 平均)

第2項D. O. K.値 の消長(第4図)

5例 術前の平均値は3.2で 中等度の疲労を示 し術

後著明に上昇 し第1, 2, 3日 殊に第3日5.8で 最高,

以後下降 して第7日3.3で ほぼ術 前値に等しく,第

7日 入浴開始後も著明な上昇 も示さず更に下降して

第10日2.6,第13日2.3,第16日2.1,第20日1.8と な

り正常域に入る.早 期群 と比較すると第2表 の如 く

第1週 は同様の曲線を描き第2週 に於ては入浴群の

D. O. K.値 はやや低値となり第3週 ではほぼ同様と

なる.就 床群と比較すると第2表 の如 く第1週 に於

ては殆 ど同 様の経過であるが第2週 では入浴群の

D. O. K.値 は低値を示す.し か し第3週 ではほぼ同

様の値となる.

第3項　 小 括

胃癌胃切除例入浴群では早期群に くらべて第2週,

第3週 のKES量 の減量はややお くれる. D. O.K.

値では入浴群は他の2群 に比べて第2週 の低下がや

や著明であるが第3週 ではほぼ同様となる.

第3節　 胆石症の場合

第1項　 尿KIES量 の消長(第5図)

4例 の術前平均値は0.3で 高値,術 後第1～4日

著明に上昇 し第2日1.78で 最高,以 後急峻に下降し

て第7日0.15で 術前値より低下する.第7日 入浴開
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始後第10日0.16,第13日0.02と 更に下降 し以後0.01

以下の正常域に入 る.之 を早期群と比較すると第1

表 の如 く第7日 入浴開 始後第10日 の値が早期群

0.019に 対し入浴群の0.16で 高いが第13日 以降は両

者間に殆んど差な く第3週 に於ては両者共正常域に

入る.就 床群と比較す ると第1表 の如 く第1週 は著

差な く第2週 で第10日就床群0.13,入 浴群0.16で あ

るが第13日以降は入浴群がやや低 く第3週 では両群

共正常域に入 る.

第5図　 温泉浴胆石症例(4例 平均)

第6図　 温泉浴胆石症(5例 平均)

第2項　 D. O. K.値 の消長(第6図)

4例 術前の平均値は3.0で 中等度の疲労を示 し第

1～4日 著明に上昇 して第3日5.7で 最高,以 後は

下降 して第7日2.5で 術前 値以 下となり,第7日 入

浴開始後第10日1.7,第13日1.0と 正常域に入 り以後

1.2, 1.0である.之 を早期群と比較すれば第2表 の

如 く第1週 はほぼ同様の経過を示 し入浴群では第2

週に於て早期群に比べD. O. K.値 は低下 し第3週

で も同様である.就 床群と比べると第2表 の如 く第

1週 後期 に於て 入浴群 は既 に就 床 群 に比 べて

D, O. K.値 の低下が認められ更に第2, 3週に於ては

明らかに低値を示 し就床群が第20日 に漸 く正常域上

界に達するに対し入浴群では第10日 より正常域に入

る.

第3項　 小 括

胆石症間歇期胆嚢剔出術4例 の入浴群では第7日

入浴開始と共に早期群に比べ尿KES量 はやや上昇

しD. O. K.値 は下降を示 すが第3週 では両群間に

著差な く両群共に正常域に入る.就 床群 と比べると

入浴群は第2週 に於てやや高いが第3週 では著明に

減量して共に正常域に入る. D. O. K.値 では就床群

に比べて入浴群は第2, 3週 共 明 らかに低値 を示

す.

第4章　 考 按 並 び に 総 括

温泉浴と疲労に関しては杉山10),高 安11),そ の他

の報告があるが板谷8)は 山中温泉に於て ドナヂオ反

応により温泉浴の疲労反応に及ぼす影響に就て研究

し遠距離歩行後の疲労恢復に温泉浴が有効なりとし,

横道9)は40° ～43℃ 5分 間の泥 炭浴の場合ドナヂ

オ値の減少を認 め るという.又 川島12)は 鳴子温泉

等において ドナヂオ反応,尿KES反 応により筋肉

作業疲労に対する温泉浴の効果を検索 し明らかな疲

労恢復の効果を認め1日1～3回15分 間歇浴(中 間

の5分 間は温泉浴槽外で休憩)が 最 も有効という.

三井13)は 伊東温泉 に於て尿KES反 応により戦傷

後の傷夷軍人に対 し42°～43℃ 1日1～3回 入浴10

日間連浴の影響を追及 し入浴開始後数日間に比べて

連浴終了前数日間ではKES量 の減少を認めている,

しかし日野14)は 池 田放 射能泉40℃ 15分連浴2人

の成績では尿KESは 浴後に増加すること多 く浴湯

反応の時期に増 加す ると述べ,岡 本等15)は 中宮温

泉44°～45℃ 5分 間浴では出浴1時 間及び3時 間後

で尿KESの 増減区々で9分 間浴では出浴1時 間後

増加傾向,3時 間後顕著に増加 したという.大 島教

授16)も 三朝温泉に於て浴後KESの 増加を認めて

いる,之 を要するに適度の温泉浴は ドナヂオ値の減

少を来 し疲労恢復的に作用 し,尿KES量 では連浴

初期に増加 しやがて減少し結局尿KES反 応でも適

度の温泉浴では減少傾向を認め疲労恢復をきたすと

考えられる.

さて比較的大きな開腹術後早期離床を行い更に温

泉浴を施行 した際の疲労反応の消長を追及 した成績

は未だ之を見ないようである.一 般に温泉浴の生物

学的作用は内外の学者によれば温熱水圧等の物理学

的影響と泉水成分特にイオンの皮膚滲透,浴 湯表面

の空気中に放散 した温泉成分の吸入等の化学的影響

の他に温泉の非特異的刺戟作用が重要視されている,

然 しながら実験に使用した吾が研究所泉は放射能泉

である故放射能の影響も考えられる.生 体に移入さ

れたラ ドンは血中に移行後主として呼気を介 して体
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外に排泄される.又 浴湯表面の空中に放散 したラド

ンが入浴中体内に吸入される量は微々たるものであ

り実験に使用した研究所泉はラドン含有量少 く放射

能の影響は極めて僅かなものと見徹されている.

所で,胃 切除又は胆嚢別出後早期離床を行い吾が

研究出泉の1日1回5分 浴連浴を術後第7日 より実

施 した症例 につ き尿KES反 応並にD. O. K.反 応

の消長を追及 した成績を総括するに,潰 瘍胃切除の

場合, KES量 では入浴群 は単なる早期群,就 床群

と比較するに第1週 はほぼ同様の経過をとり術後第

1～3日 最高値に上昇後下降 し第2週 入浴開始後他

群に比べやや上昇するが第13日 以後では他群と同様

正常域に入る. D. O. K.値 では入浴群は他群と同様

に第1週 では第1～3日 最高値に上昇後下降する.

第2週 入浴開始 後入浴 群で は他 群 よ り速 やかに

D. O. K.値 の減少を認め第3群 では明らかに他群よ

り低値を示 し疲労度の恢復が良好である.

胃癌胃切除例で は尿KES量 では入浴群は第1

週は他群と同様の経過を示すが第2週 入浴開始後は

早期群に比べて疲労反応値の減少はやや遅れ第3週

の後期にほぼ同様となる.就 床群と比べると第2,

 3週 はほぼ同様の経過であり而も3群 共術後3週 に

於てもなお正常域に入り得ない.即 ち胃癌胃切除例

では早期群に比べて術後第7日 よりの連浴はやや負

担となる如 くであるが,就 床群に比べてほぼ同様の

BES量 の消長を示 し疲労恢復の著明な遅延は認め

ない.

D. O. K.値 では入浴群は他 群に比べれば第1週 は

ほぼ同様の経過をとるが入浴開始後第2週 は他群に

比べ疲労度の恢復が良好である.し かし第3週 では

3群 共ほぼ同様の疲労度で正常域に入らない.

胆石症間欺期胆嚢別出例では尿KES量 の消長よ

り考察すると,入 浴群は他群 と同様術後第1～4日

最高値に上昇後下降 し第1週 はほぼ相似な経過を示

す.第2週 入浴開始と共に早期群に比較してやや上

昇するが,第3週 では著明に低下して正常域に入る.

就床群に比べると第2週 はほぼ同様のKES量 を示

すが第3週 では入浴群の疲労恢復が対照就床群に比

べやや速かである.第3週 に於て各群共正常域に入

る, D. O. K.値 では第1週 は3群 共ほぼ相似た経過

を示すが第2週 入浴開始と共に入浴群は早期群より

もD. O. K.値 の低下 は速 かで第3週 も同様であり

就床群との比較では更にその差は著明である.

即ち潰瘍胃切除,胃 癌胃切除,胆 石症間歇期胆嚢

剔出例中,潰 瘍並に胆嚢例では明らかに術後の疲労

反応の消長よりみて疲労恢復を良好ならしめるが,

胃癌胃切除例では温泉浴が著明に疲労を恢復すると

は考えられないと同時に疲労度を増悪する傾向も認

め難い.

第5章　 結 論

胃十二指腸潰瘍及び胃癌胃切除例並びに胆石症間

歇期胆嚢剔出例の術後早期離床例につき吾が研究所

の温泉浴を術後第7日 より1日1回42° ～43℃5分

浴連浴を行い早朝尿のKES量, D. O. K.値 を追及

して温泉浴の術後疲労に及ぼす影響を検討して以下

の成績を得た.

1) 潰瘍胃切除,胆 石症胆嚢別出術後の入浴群は

単なる早期離床群よりも術後の疲労恢復が速かで且

つ又従来慣行の就床群に比べると更にその差は明 ら

かである.

2) 胃癌胃切除後の入浴群では疲労恢復が単な る.

早期群に比べると第2週 では多少遅れる傾向がある.

が第3週 末でほぼ同様となる.就 床群に比べ ると第

2週 まで相似た経過を示 し第3週 で入浴群の疲労恢

復がやや良好であるが3群 共正常域に帰 り得ず胃癌

患者では,従 つて術後7日 目より一律に温泉連浴を

実施することは適切でなく症例により適応を考慮す

べきである.

擱筆するにあたり御懇篤なる御指導,御 校閲を賜

つた恩師津田誠次名誉教授並に砂田輝武教授,御 指

導を賜つた横田浩博士に深甚の謝意を表する.

(この論文の要旨は第51回 日本外科学会総会及び

第26回 中国四国外科学会にて発表した)
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Fluctuation of Fatigue Reaction Before and After Laparotomy,

and Its Relation to Early Ambulation and Thermal-Bath

Part IV. Influence of Hot-Bath After Operation Upon

Fatigue Reaction

By

Yasuhiro NAKAHARA

From the Surgical Division of Balneological Institute, Okayama

University Medical School

Influence of hot-bath upon fatigue reaction was studied by estimation of KES and D. O. K. 

levels in matutinal urine of the operated cases, after five minutes of bathing (42•‹to 43•Ž) 

once every day from the seventh postoperative day. Those cases were ambulated early after 

gastrectomies for ulcer or cancer and cholecystectomies during intermediate stage of cholelithiasis. 

Results obtained were as follows.

1) In the group which took bath and ambulated early after gastrectomy for ulcer and 

cholecystectomy for stone, the relieve of fatigue was faster than the control group, and was 

much as compared with the group ambulated ordinarily.

2) In the group gastrectomized for cancer the recovery from fatigue was rather retarded 

in the second week in comparison with non-bathing group, and became almost equal in the 

end of third week. Comparing with ordinary group, it was nearly same in the second week 

and became slightly better in the third week, without satisfactory rehabilitation in those 

three groups. Intention should be paid on the selection of case for taking thermal-bath in 

the gastric cancer patients uniformly after seventh day of operation


