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第1章　 緒 言

肝は流血内細菌を摂取抑留し,破 壊および排泄し

ようとする生理的機能を有し,流 血内細菌の撲滅に

重大な役割を演ずる臓器であることは,す でに多数

の人々により認められたところであり,実 験的に急

性腹膜炎,腸 閉塞においてその予後を不良にする重

要な一因子とみられる細菌および毒素の吸収に関す

る業績も多い.ま た腹腔内細菌がいずれの経路を取

つて肝に達するかを研究 した人々も多 く,そ れらを

綜合するとその吸収経 路については, (1)血 管説,

 (2)リ ンパ管説, (3)中間説(血 管 リンパ管説)が あ

り,ま たいずれの経路をとつて吸収されても最後に

は全身血行内に移行するものであり流血内細菌の消

長こそ重大な意義があるとしてJensen1), Fromme2),

 Buaton,青 樹3),北 浦4),内 藤5)ら は腹腔内に注入

せられた細菌の血行内移行の状態について観察 して

いる.

門脈血内の細菌に関 してはLangenbuch6) (1894)

が門脈血は消化管壁より生理的に細菌を摂取 し,胃

腸管の消化作用が行われる間はたえず化学的成生物

ばかりでな く,腐 敗菌あるいはその他の細菌がある

量つねに門脈血管に吸収され,秩 序正 しく肝に摂取

されて死滅されるという説を出して以来,幾 多の学

者により研 究 がなされた. W. Haas7) (1922)に よ

り行われた人体竝びに動物実験の結果,門 脈血は正

常の状態では無菌であり,た だ消化管に炎症その他

の破壊的現象がある時,門 脈血培養によりある%に

おいて有菌である事実を報告 した. Borszeky u.

 Genersich8) (1902)は 実験的腸 閉塞症において門脈

血を検血し,腹 水がまだ無菌である時期にすでに門

脈に大腸菌を認め,本 症の死因を大腸菌々血症であ

ると報告 しているが,以 来諸家の実験結果をみるに

賛否両論に分れている.

胆汁内細菌に関しては諸家の報告をみる}こ その

主張するところはまつた く一致しないが,総 胆管の

下1/3を のぞいては普通時胆道は無菌であるという

ことに一致をみている.膳 所9)に よれば胆汁中にお

ける細菌の繁殖の状態を検査 し,大 腸菌もその棲息

する環境によつてその性質を ことにするものである

が,健 康な人の糞便中からえた大腸菌は胆汁中にお

いてもつともよく繁殖するといい,葡 萄状球菌,連

鎖状球菌はその菌種により多少は ことなるが,犬 お

よび家兎胆汁中においては繁殖が阻害せられ,つ い
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には死滅 されるのをみ,球 菌類は胆汁中においては

一般にその繁殖は不良でありついには撲滅される運

命にあるもののようであると述べている.ま たかれ

は胆嚢の感染経路について上行性および下行性感染

の2つ に区分 し,前 者は十二指腸より胆道を経て感

染 し,後 者は肝固有動脈および門脈系統を通過して

くるいわゆる循環系統よりするもののあることを述

べた.

私は第1編 の実験により小腸切除後,吻 合を行つ

た腸管が機械的面だけでな く,細 菌学的面において

も正常の腸管とまつた くことなつた病的状態にある

結果,消 化吸収の障碍が招来され二次的結果として

肝機能障碍が惹起されるであろうということに著目

し,こ れと一連の関係をもつ小腸切除吻合術後にお

ける大腸菌の上部小腸内への上昇,異 所的増殖によ

り大腸菌が如何なる状態で門脈系,胆 道系および一

般流血内へ移行していくものであるかを知 るために,

成熟家兎を用いて実験的研究を行つたので報告する.

第2章　 実 験 方 法

成熟家兎の小腸々管吻合術を行い,一 定時日の後

これを開腹 し,門 脈,胆 道より一定量の内容を採取

し,同 時に一般流血内より一定量の採血を行い,お

のおのを平板培養により大腸菌数を算定 し,時 間的

に大腸菌の増減竝びに消長の様相を推定 した.

第1節　 実験動物

荻原10)に よれびかれの 実験 で幼 若家兎において

は,投 与大腸菌が しばしば生菌のまま腸管粘膜を透

過 して腸間膜リンパ腺またはさらに深部臓器にまで

侵入することがあり,成 熟家兎においては腸管を透

過しがたいといつているので,本 実験にはすべて健

康成熟家兎を使用した.同 一動物において持続的に

長期にわたり経過を追つて実験を行うことは困難で

あつたので,や むをえず数時間内のものと日数を経

るものとは動物を異にして行つたが,各 条件をほぼ

一定にしたためその消長 もほぼ推定できると考えら

れる.飼 育方法は第1編 と同様である.

第2節　 実験手技

小腸の切除吻合術方法は第1編 に記載 したものと

同様に行つたのでここには省略 し,追 加すべきこと

だけを記載する.

第1項　 門脈血,胆 汁および一般流血の採取

法

小腸切除吻合術後の家兎を一定時間ごとに手術台

に固定 し,厳 重に無菌的操作のもとに右側頸静脈を

露出し,同 時に腹部を正中切開で再び開腹 し,さ き

の腸吻合部の状態(内 容通過の有様,癒 着および縫

合不全の有無など)を 検 した後,胃 腸管を消毒布の

上に引出し左側に脱出させ,胃 後壁に沿い肝に走向

する門脈血管をあらわし,同 時にこれに接して走る

総胆管を露出した.総 胆管は狭窄の有無をみ,ま た

胆嚢の膨満状態をも一応検 した.内 容採取にさいし

ては両血管壁および総胆管壁をGrosaich氏 法によ

り必らず無菌的とし,あ らかじあ煮沸消毒した 「ッ

ベル ク リン」注 射器1ccで1/3mm針 を用いおの

おのを0.2㏄ あて採取 した.注 射 針を抜いた後は

ガーゼで少時軽 く圧迫するだけで充分であつた.な

お吻合術後短時間内に採取を必要 とするものでは,

閉腹せず腹膜切開縁を鉗子で軽 く合わ した後滅菌ガ

ーゼで覆い,単 位時間ごとに採取するようにした.

第2項　 菌数の算定

採取 した被検 物は,あ らかじめ45℃ 乃至50℃

の温湯内において加 温融解 した普 通寒天培地8cc

とともに消毒 したペ トリー氏 シヤーレ内に移し,す

みやかに均一に混和 し振盪培養 し,凝 固するのを待

ち顛倒し37℃ の孵卵器 中で24時 間培養 した後,

その集落数を算定 した.こ の場合1箇 の生菌より1

箇の集落を生ず るという前提であることは勿論であ

る.以 上の実験中は静かな室で窓を閉ざし,す べて

無菌的操作のもとに行つた.な おこの集落は遠藤培

地に培養し,集 落の性状,グ ラム染色等を検 し大腸

菌であることを確認 した.

第3章　 実 験 成 績

第1節　 正常家兎の門脈血,胆 汁および一

般流血内の大腸菌(対 照実験)

緒言で述べたように門脈血内および胆汁内の細菌

を検索 した先進学者は多いが,そ の論ずるところは

区々であつて,生 理的には無菌であるというもの,

あるいは有菌であるというもの,あ るいはある条件

下においては有菌であるというものがある.そ こで

私はまず対照として健康成熟家兎において門脈血,

総胆管胆汁および一般流血を採取検査 し,あ わせて

開腹だけを行つた場合の時間的推移におけるそれぞ

れの内容中の大腸菌数を検査 した.そ の方法は実験

手技の項に記載 した通りであり,結 果は第1, 2, 3表

のようである.

この実験の結果より正常状態においては総胆管胆

汁および一般流血内は無菌であるが,門 脈血は開腹

後2時 間でNo. 51に2箇 の 大腸菌 集落を見,正 常
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状態では一般に無菌であるが,あ る条件のもとでは

ある%に 菌を認める というW, Haas7)ら の唱えた

ことに一致 していることを認めた.し かしこれはき

わめて少数であると考えられる.

第1表　 正 常 家 兎 門 脈 血

第2表　 正 常 家 兎 総 胆 管 胆 汁

第3表　 正 常 家 兎 一 般 流 血

第2節　 小腸切除吻合後の門脈血,胆 汁お

よび一般流血内の大腸菌

小腸の切除吻合を既述 したような方法で行つた後,

門脈血,総 胆管胆汁および一般流血を時間的に採取

して培養 し,そ の単位量内における大腸菌の増減消

長の様相を観察 しつぎの結果をえた.

第4表　 腸管吻合後門脈血内大腸菌数

第5表　 腸管吻合後門脈血内大腸菌数

第1図　 門 脈 血 内 大 腸 菌 集 落数(0.2cc中)

まず門脈血内大腸菌につ いては第4, 5表 に示す

ようである.家 兎により個体的の差異があることは

免れないが,大 腸菌の門脈血内への出現時間は30分

でNo. 4に2箇 をみ, No. 6, 9に お のおの40分で出

現 している.1時 間ではほとんどの例に1乃 至3箇

をみ,時 間とともに次第に増加し2時 間30分 では10

箇以上を算えるようになる. 8時 間でNo. 6に32箇

をみた. 1日 に到るとNo. 13, 16で みるように10余

箇を示 しやや増加の傾向をみ る. No. 11に2日50箇,

 3日250箇 をみるが,こ れ は3日 目に死の転帰をと

り死直前の菌血症を惹 起 した ものとみなされる.

 No. 12に3日 目40箇をみるが,こ れも著明に衰弱 し

腹部を床より挙上 しえなかつたもので重症な例であ

つた. 1週 間ではほとんどの例において20箇 以上の

集落数で最高を示 し,以 後次第に減少 し3週 間前後

にはほぼ正常に復するようである.こ れを各時間ご

との平均値を曲線をもつて示すと第1, 2図 のよう
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で あ る(た だ しNo. 6, 11, 12は これ を 除外 した).

第2図　 門脈血内大腸菌集落数(0.2cc中)

つぎに総胆管汁胆内への大腸菌の出現状態を観察

するに,第6, 7表 に示すように, 30分 で はいナれ

にもみられず, 1時 間でNo. 2, 4, 9に2乃 至4箇 出

現 しはじめ1時 間30分, 2時 間に同程度の集落をみ

る程 度 で,そ の 後 は増 加 の傾 向 を み ず次 第 に消 失 し

て い くもの とみ られ る. No. 6に1時 間30分 で21箇,

 8時 間 に28箇 を み た. No. 11の2日 に25箇 は3日 目

死 亡 例 で, No. 12の3日 目に12箇 は 重症 例 で あ る.

第6表　 腸管吻合後総胆管胆汁内大腸菌数

第7表　 腸管吻合後総胆管胆汁内大腸菌数

つぎに一般流血内への大腸菌の出現状態を観察す

るに,第8, 9表 に示すように,30分 ではいずれに

もみられず, 1時 間でNo. 2, 4, 7に1乃 至2箇 出現

しはじあ, 2時 間30分 まで1乃 至4箇 の集落をみる

程度で, 3時 間に到ると流血中にはほとんどみられ

な くなるものの よ うである. No. 6に8時 間9箇 を

みるがこれは既述したように門脈血に32箇,総 胆管

胆汁に28箇を示 した例で肝を通過 して菌血症を起 し

つつあつたものであり, No11に 多 数をみるのは死

直前のもので明かに菌血症を物語るものであると解

釈 される. No. 14に2週 間2箇 を み るが この例は

同日に門脈血内14箇,総 胆管胆汁内0で ある.

第8表　 腸管吻合後一般流血内大腸菌数

第9表　 腸管吻合後一般流血内大腸菌数

第4章　 総 括 竝 び に 考 按

小腸切除吻合部腸管に大腸菌が増殖 し,通 常では

大腸菌を認めえない上部腸管にその異常上昇,異 所

的繁殖がおきることはすでに立証し,こ れは健康な

腸管蠕動による機械的作用,腸 管内に分泌あるいは

産生される抗菌性物質の作用等が減弱 されたためと

考えられることは第1編 に記載したところである.

この場合さらに増殖した大腸菌が時間的経過ととも

に如何なる状態において門脈系,胆 道系に移行し,

また,一 般流血内に移行してい くかを検査すること
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は興味あることと考えられる.

門脈血内の細菌に関しては,緒 言に述べたように

Langenbuca6) (1894)に より胃腸管の消化作用が行

われる間は,た えず門脈血内に或 る量がつねに吸収

されているという説を出して以来,幾 多の業績があ

るが, W. Haas7)は 正常 で は無菌であり,た だ消

化管に炎症その他の破壊的現象がある時ある%に お

いて有菌であるとし, Ficker11)に よれ ば動物実験

により,家 兎および犬において幼時には自動的に細

菌は門脈血内に移行するが,成 長後にはこういうこ

とはおこらずただ飢えた時またははなはだしい筋肉

運動の後疲労すると,容 易に腸内の細菌または経口

的に与えた細菌もともに門脈血内に移行するといい,

胃腸管等に炎症があり破壊的現象が起ると細菌は胃

および腸管壁を通過して門脈血中に侵入しうるであ

ろうといつている.

私の実験においては健康成熟家兎では門脈血内は

無菌であり,少 な くとも大腸菌はこれを認められず

ただ開腹後2時 間 に僅少 の集落をみたにすぎず,

W.Haas)ら の意見に一致 した成績をえている.

 Borszeky u. Genereich8)は 実験的腸閉塞において

死因を 門脈血内大腸菌の増殖 にもとめているが,

腸吻合術後における門脈血内の大腸菌に関しては文

献をみないようである.安 原12)に よれ ば実験的腹

膜炎においてはすでに5分 で門脈血に大腸菌をみ,

 30分 乃至は1時 間で最多数となり時間の経過ととも

に1時 減少し,6時 間頃よりふたたび増加しはじめ

ついには無数となると報告 し,か れはその理由を炎

症による腹腔内白血球の遊出による喰菌作用,腹 腔

内滲出液の殺菌作用あるいは大網膜の作用等種々な

腹腔内抵抗によつて一時的吸収阻止をきたすもので

あり, 6時 間後にはこれらの抵抗作用に打ち勝つて

漸次細菌が増殖 して くるものであろうといつている.

小腸切除吻合後においては30分 乃至1時 間で門脈

血内に大腸菌をみ,次 第に増加して2時 間30分 乃至

3時 間でかなりの数値を示 し,一 時減少もしくわ竝

行に経過しふたたび7日 頃を頂点として最高値を示

した後, 3週 間に到ればほとんど正常に復帰するよ

うである.こ れは安原12)の い うよ うに吻合術創よ

りする炎症と大腸菌の腹腔内への遊出により,早 期

に門脈血内へ吸収されたものが,術 後3時 間位から

白血球,腹 腔内滲出液竝びに大網膜等の種々の腹腔

内抵抗が生 じ,門 脈血内への吸収が漸 く減少して来

たものと解 される.つ いで次第に増加 して くること

は腸管内大腸菌の増殖と,正 常腸管とことなり消化

吸収の減弱および腸管壁通過性の障碍をきたしてい

ることと相俟つて,門 脈系に多量の大腸菌が吸収さ

れてい くことを物語つている.同 時に7日 頃最高値

を示すのは第1編 に記載した吻合部大腸菌数と比較

し竝行的に増加 してい くものと考えられる.

胆汁内の細 菌 に関 して は幾多 の報 告があり,

健康胆 汁が無菌であることはNetter13), Bucher,

 Naunyn14), Gilbert15), Girode18)お よび三宅17)に

より証明され,ま たMieczkowaki18)は 人の健康 胆

嚢より穿刺によりえた胆汁について同じく無菌であ

るといつている. Ehret & Stolz19)は動物試験で胆

汁はつねに有菌であるといい,無 菌であるというの

はあまり小量の胆汁を培養するためであるというが,

かれらのえた菌種 は枯草 菌 あるいはこれに類する

菌であり,何 らの意味もないといわれている.ま た

問田20)は胆嚢に病的変化 を認めない35例 の人の胆

汁を用いて大量培養を行い,す べて無菌であること

を証明しこれに反論 した. Aechoff u. Bacmeister21)

は胆汁は無菌ではあるが死後意外にすみやかに感染

されるものであるから,総 胆管の下部にはつねに腸

管より進入して くる菌が存しひとたび胆道系に鬱滞

現象が起ると細菌の侵入をみるものであるといい,

三宅17), Ehret & Stolz19)は 動物実験で総胆管を結

紮すると迅速に胆嚢の細菌感染をきたすことを証し

ている.三 宅17),問田22)は 臨床例において胆汁中に

大腸菌の感染がもつとも多い事実に照 し,胆 汁感染

は腸管内より逆行 して くるものが多いと信じている.

これに反しBland-Sutton23)は 胆汁感染は腸よりく

る場合はいたつて僅少であり主として肝より下行 し

て来るものであるといつている.膳 所9)は胆嚢感染

の経路について,細 菌は一部門脈系統に侵入 して肝

を通過し胆嚢に到達し,そ の場合胆汁の鬱滞がある

と細菌の附着を容易にしまた他の一部は直接 リンパ

管より胆嚢に入るものがあることは想像できるとい

つている.ま た那須鋤 は組織内菌培養成績,十 二

指腸からの逆行性感染の考え難い例のあること,経

リンパ道感染の否定および肝に相当の病変のあるこ

とをあげ,主 要感染路としては菌が腸から血行を介

して肝に達 し胆道 を下つて胆汁を感細すると考え

た.

私の実験においても健康成熟家兎では総胆管汁は

いずれも無菌で これは諸家の唱えたところと一致 し

ている.小 腸切除吻合後においては30分ではいずれ

にもみられず, 1時 間から2時 間の間少数同程度の

大腸菌をみるにすぎず,そ の壕はほとんどの例に証
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明されない.こ れを門脈血内の大腸菌出現と比較す

ると,総 胆管内への出現初発はやや遅れ,門 脈血内

の大腸菌数は次第に増加するのに対 し総胆管胆汁の

それは1時 間乃至2時 間でほとんど消失している.

これは明らかに大腸菌が門脈を経て肝を通過 し一時

胆汁に出現するが,そ の後は肝の菌摂取作用により

抑留せられたためと考えられ, Bland-Sutton23),那

須24)ら のいう下行性感染に賛意 を表 したい.た だ

胆嚢膨満 し胆道に胆汁鬱滞をみる時は上行性感染も

ありうると考えられる.ま た胆汁内の大腸菌は繁殖

を阻害 され漸 く自滅 しあるいはもはや培養基上に発

育する機能を失つたものもあろうと推察される.

腹腔内細菌 の血 行内移 行状態に関する研究は,

 Wegener(1877)以 来 はな はだ 多 くJensen1),

 Fromme2), Burton,青 樹3)は 腹腔内へ細菌を注入

し,流 血内への出現までの所要時間をみ,い ずれも

数分以内であるといつている.青 樹3)は5分 で証明

し, 30分で最多数に達し5時 間で消失するといい,

これに対し北浦4)は1～2時 間で最多数に達したと

いつている.内 藤5)は15分 以内で多数の細菌を証明

し2～3時 間で最高に達しその後次第に減少 し, 6

時間後にふたたび増加 したといい,ほ とんどの例が

24時間以内で死亡 しその原因を全身感染症 と衰弱に

よるものである といつている.安 原12)は 実験的急

性腹膜炎において門脈血および一般流血内の大腸菌

の吸収状態を比較検討 し,両 者とも5分 以内に出現

するが門脈血は30分 乃至1時 間で,一 般流血は1時

間乃至2時 間で最多数に達し,以 後両者ともに一時

減少 し6時 間前後よりふたたび増加するといい,早

期には一般に門脈血内の大腸菌は一般流血のそれよ

り多数であり,か つ時間的に出現の時期がやや早期

にずれているとい つている.高 津25)は 大腸菌を門

脈内に注入し心血より菌の検索を行い,死 亡例には

いずれも菌血症を証明しているが,菌 血症と注入量
'との間には一定の関係をえておらず,腸 管から吸収

され門脈を経て肝に達した菌は多量の場合はかなら

ず,少 量でも流血内に入る場合があり,死 亡例はす

べて菌血症を伴うということから考えて,肝 内の細

菌の増殖が死亡の一義的原因となりうるとは簡単に

いえないといつている.

私の実験においては健康成熟家兎では流血内はす

べて無菌で,小 腸切除吻合後においては30分では大

腸菌はいずれにもみられず, 1時 間で僅少出現し2

時間30分 でほぼ正常に復している.こ れを門脈血の

それに比較すると,門 脈血内へは30分前後で出現し

はじめるのに対 し流血のそれは30分遅れて出現 し,

前者は漸次増加し1週 間で最多数を示し3週 間でほ

ぼ正常に近 く復しているが,後 者のそれは2時 間30

分前後でほとんど消失 している.こ れは腸管内大腸

菌の次第に増加することと,腸 管粘膜または全身に

変調をきたしたため門脈系統より大腸菌が旺盛に吸

収されている ことを物語 り,高 津25)の 論ずるよう

に門脈に吸収された菌は少量でも流血に入る場合が

あることがうなずけ,ま た大腸菌は門脈を介して肝

に達 し肝は何らかの機転でこれら細菌を濾過してい

るものであろうと思われる.

以上要するに小腸切除吻合術を行つた場合にあつ

ては,大 腸菌の上部小腸への異所的増殖により大腸

菌は直接門脈血に吸収 され,早 期よりその絶対数に

おいてつねに総胆管および流血内のそれより多数で

あり,か つ総胆管および流血内の大腸菌は少時にし

てほとんど消失してい くのをみることは,肝 の細菌

摂取抑留作用が旺盛であり流血内細菌の撲滅に重大

な役割を演じていることが明かである.ま た術後腸

管内大腸菌が増加 してい くにもかかわらず,総 胆管

内のそれが僅少でありかつ早期にみられな くなるこ

とは十二指腸よりの逆行性感染は重きをな.さず,胆

汁感染はその鬱滞のない場合は主として下行性に感

染するものであろうと推察できる.

第5章　 結 語

小腸切除後吻合を行つた腸管は機械的の面だけで

な く,大 腸菌の上部小腸への上昇および異所的増殖

により消化吸収の障碍が惹起され, 2次 的結果とし

て肝機能障碍が招来 されるであろうということに著

目し,こ れと一連の関係を もつ肝の細菌摂取抑留作

用を推測しようとして,大 腸菌の門脈,胆 道竝びに

一般流血内への移行の状態を時間的に成熟家兎を用

いて検査 しつぎの結果をえた,

1) 成熟健康家兎の門脈血,総 胆管胆汁並びに一

般流血は生理的には無菌である.

2) 門脈血内へは小腸切除吻合後30分 前後で出現

し,次 第に増加して2時 間30分 乃至3時 間でかなり

の量となり,一 時減少 もしくは同一水準位を保ちつ

つ経過 し, 1週 間前後でふたたび最高の数値を示 し

た後次第に減少 し3週 間に到ればほとんど正常に復

するようである.

3) 総胆管胆汁内へは小腸切除吻合後1時 間前後

で出現 し,そ の後は増加の傾向をみず数時間内にほ

とんど消失 してい くようである.
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4) 一般流血内へは小腸切除吻合後1時 間前後で

出現 し,そ の後は増加の傾向をみず3時 間以内で消

失 してい くもののようである.

5) 上記の結果より大腸菌は直接門脈血に吸収 さ

れ,肝 に達 し肝は何らかの機転でこれら細菌を摂取

抑留 し,流 血内細菌の撲滅に重大な役割を演 じてい

ることが推測される.

6) 小腸切除吻合術後門脈に吸収 された大腸菌は

少量でも流血に入る場合がありうる.

7) 小腸内大腸菌が増殖するにもかかわらず,総

胆管内のそれ炉僅少でありかつ早期に消失すること

より,胆 汁は主として下行性に感染するものであり

上行性感染は重きをなしていないものと考えられる.

稿を終るに臨み終始御懇篤なる御指導と御校閲を

忝 うした恩師津田名誉教授並びに砂田教授に対 し満

腔の感謝を捧げる.

なお本稿の要旨は第480回 岡山医学会通常例会に

おいて発表した。
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In the anastomosed intestine after the resection, the digestion and the resorption would 
be disturbed not only by the mechanical irritation, but also by the ascent and the ectopical 
increase of the coli bacilli. And by the detention action of the increasing bacilli in the liver, 
the function of the liver would be damaged.

On this conception investigation was made in calculating periodically the number of coli 
bacilli increasing in the portal vein, bile duct and in the systemic blood circulation of the 

grown-up rabbit.
The results obtained are as follows:
1. The portalvein, common bile duct and the systemic blood circulation of a grown-up 

rabbit are physiologically sterile.

2. In the portal vein, the coli bacilli appear in about 30 minutes after the anastomosis 
of the resected intestine and increase gradually in moderately large number from 2 hours & 
a half to 3 hours, but afterwards they temporarily decrease slightly or hold the horizontal 

line and one week later reach the peak, then gradually decrease and come back to the normal 
state in 3 weeks.

3. In the common bile duct, the coli bacilli appear in about one hour after the opera
tion, afterwards they show no tendency of increase and it is likely that they disappear 
almost in several hours.

4. The bacilli appear in the systemic circulation also in about one hour after the opera
tion, and show no tendency of increase afterwards and seem to disappear within 3 hours.

5. From the results mentioned above it is understandable that the coli bacilli are resolved 
directly into the portal vein and reach the liver, where they are seized by a certain mechanism 
and the liver plays the leading role on the eradication of the bacilli in the blood stream.

6. The coli bacilli which are resolved into the portal vein after the anastomosis of the 
resected intestine are occasionally able to enter, even though they are a very few, into the 
systemic circulation.

7. From the fact that the bacilli in the common bile duct are small in number and 
disappear early, though they increase in the intestine, it is considered that the bile is mainly 
infected with its descending route and its ascending infection is not important.


