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第一章　緒 言

従来の創傷治療の根本方針は創の開 放的処

置 とこれに続 く新生肉芽の増殖促進 とに より

自然治癒を まつ所謂第二期癒合であつた.然

し斯 くの如 く長時 日を要 して瘢痕治癒を待つ

従来の方針が果 して最上の治療法な りや否や

と云ふ点が漸 く問題 とな り,組 織細胞を空気

に露出することや,ガ ーゼ薬剤等で細胞を障

碍することが却つて有害で さへあると云ふ事

が実験的に も臨床的に も実証せ られ るに至つ

て,創 傷治療 に関す る考へ方 も従来 とは根本

的に変遷 しつつある.即 ち化膿創に対 しても

出来る限 り閉鎖的に処置 し,止 むを得ず切開

排膿を要す る場合に於て も可及的早期に縫合

閉鎖を行ふ方が遙かに治癒 日数を短縮せ しめ

得ることが明 らか となつて来た.而 して前者

に対 しては最近の化学療法の発達,穿 剌療法

等 の研究が相踵 いで発表せ られて居 るが,後

者即ち開放性化膿創に対 しては未だ之 と云ふ

応用価値のある治療法がな く,除 々に肉 芽の

発生を待つて瘢痕 を以て治癒す る従来の方法

が用ひ られて居 る.従 つて治癒 日数は遷 延 し,

しか も永久に醜形を貽 すのを常 として居る.

之に対 して第一次世界大戦に於ける軍陣外科

の貴重なる経験は,肉 芽創を縫合 し治癒 日数

を短縮する第二期縫合法の進歩を もた らした

が,之 も其の後顕著な進歩改良は見 られず,

現在 も尚排膿が全 くな くな り肉芽が良好 とな

るを待つて初めて縫合を行ふ旧法を十年一 日

の如 く踏襲す るに過 ぎない状態にあ る.其 の

間僅かに或はBip,ズ ルファ ミン,ペ ニシ リ

ン等を局所に塗布 し,或 はC. W. Howcの 如

くウレタンペ ニシ リン混合剤を使用す る縫合

法等の発表を見 るも,そ の操作複雑.不 完全,

特に瘻孔や 残腔の存在せ る場合 には殆んど不

可能で実地医家の実用 として適当な方法 とは

云へない.

これ ら従来の第二期縫合法の失敗の原因は

表層肉芽の不良 と肉芽深部に潜入せ る細菌の

存在 と,瘻 孔や残腔の処置の不完全 とに依る

ものである と考へ られる.

ここに於て私は予め各種肉芽創の細菌侵入

深度を検討 し,併 せて肉芽の性状を確め,ま

つ第一液 として組織蛋白凝固薬液に よ り細菌

の潜 入して居る不良肉芽層迄 を完全に凝固壊

死に陥 らしめ,肉 芽内の細菌を も菌体蛋 白の

凝固に よ り同時に殺菌 し,次 で第二液 を以て

その凝固壊死層を完全に除去す ることに より,

化学的に創面を切除する方法を考へた.若 し

この着意が奏効すれば,如 何に不良肉芽が存

在する創傷 に於 て も,短 時 日の間に創面 の完

全な更新 と無菌化を もた らし,且 つ液体な る

故に瘻孔 や残腔の存在す る複雑な創面 にも完

全に作用 して,新 創面には健全肉芽を得て,

確実なる第二期縫合を行 ひ得 る と考へ,こ の

二種の 薬 液 を考究せん として 本 研 究 を企て

た.

第二章　家兎に化膿性肉芽創形成實驗

第1節　 実験 目的並に文献:本 実験に使用

す るために,実 験的に家 兎に化膿性肉芽創を

作 らん と企てた.一 般に動物は化膿菌に対 し

感受性低 く,皮 下膿瘍の形成には菌量が僅少

に過 ぎれば化膿創を作 らず,菌 量が多ければ

敗血様症状を里 して斃死す る.動 物に膿 瘍を
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作 るためには単に 化 膿 菌 を 注 入 す るのみで

は不可能でBajiwid (1888)は 糖 液 を加へ,

川島(1937)は 細小 硝 子片やガ ー ゼ 片 を 加

へ,大 久保(1934)中 村(1936)池 本 ・三浦

(1940)は 各種非化膿性雑菌を加へる方法を

発表 して居 る.私 は池本 ・三浦 の方法に做ひ

化膿菌に非化膿性雑 菌 と土壊を加へ皮下及び

筋 肉間に封入 して膿瘍を形成 した.

第2節　 実験 方 法:体 重1.5乃 至2.5kgの

健 康 家 兎12匹 を選 び, 2週 間 乃至1ヶ 月飼 育

して全 く健康であ ることを確め,両 側臀部を

剃 毛消毒 し, 2cmの 皮切 を加へ,一 側に於

ては皮下に一側 に於ては筋間に, 24時 間寒天

培地に純培養 した 〔白色 葡萄状球菌0.02mg+

枯草菌0.002mg+非 化膿性連鎖状球菌0.002

mg+滅 菌土壊5g〕 を封入 して皮膚縫合を行

ひ膿瘍竝に肉芽創の状態を観察 した.

第3節　 実験成績:前 記 の方法で家兎12匹

中10匹 に皮下及び筋間膿瘍を形成す ることが

出来た.他 の2匹 は6日 目及び10日 目に食慾

漸減 し敗血様症状 によ り死亡 した.膿 瘍を形

成 した家兎では,術 後約5日 間は食慾不良で

元気な く衰弱が著明に現れるが約1週 間後 よ

り食慾 も佳良 とな り元気を恢復 して来 て,約

15日 乃至1ヶ 月後には全 く元気恢復 し,多 少

の羸痩 は認めるが概ね常態に復帰する.

膿汁分泌についてみるに,皮 下膿瘍では4

乃至7日 目,筋 間 膿 瘍では5乃 至10日 目頃

より黒灰色泥状を呈す る少量の排膿を認め,

漸次増量 して色調稀薄 となる.約2週 間目位

か ら色調稀薄 白色乳靡様を呈 し,恰 も牛乳の

腐敗凝固せるが如き膿汁を排泄 し,約3週 間

乃至1ヶ 月後 より漸 次減量 し,約2ヶ 月後に

は瘢痕 を以て治癒する.

肉芽の性状についてみるに,黒 灰色泥状の

膿汁を排泄する時期に於ては創の表面は汚染

し黒灰色を呈 し,膿 汁を洗滌す ると比較的清

浄なる創面 を呈 しているが,未 だ完全な る肉

芽組織は認められない.次 で膿汁の性状が白

色乳靡様に変ず るに従ひ卯の花様の白色を呈

す る膿苔を附す る鮮紅色の肉 芽 組織を形成 し,

概 ね15日 乃至1ヶ 月に して後述の実験に適 当

なる肉芽創を得 る事が 出来た.

第三章　各種化膿創に於ける肉芽の性状

並に細菌侵入深度の測定

第1節　 実験目的竝に文献:緒 言に記載 し

た著想の下に化学的創面切除法を講ずるに先

立ち,何 程 の深度迄の切除を必要 とするかを

決定せん として,ま つ化膿創に於け る肉芽の

性状及び細菌侵入深度に関す る文献を渉猟 し

た.単 なる病理組織学的な肉芽の性状やその

附著細菌の種類に関 しては多 くの業績発表に

接するが,不 良肉芽の深度を測定 した もの,

或は細菌の肉芽 内へ の侵入深度 を計測 した文

献はない.僅 かに最近木本(1945)は 細菌の

組織内への侵入に関 して 「新鮮組織開放直後

に於ける細菌は創表面に附著す るのみであつ

て.こ れを第1期 と称 し,炎 症最盛期 となる

と細菌は組織内部に侵入 しこれを第2期 と称

する.第3期 即 ち炎症減弱 して肉芽形成期に

至れば細 菌は恰 も粘膜に被はれた腸管内の細

菌の如 く表層に附著するのみであつて,細 菌

それ 自身には大なる意義はない」 と述べてい

る.然 しこれは実験的 な根拠か らではな く,

漠 然 と医学的常識 に立脚 して斯 くあらん と想

像す るのみで あつて,勿 論その侵入深度の数

字的記載はない.私 は実験的及び臨床的に急

性及び慢性化膿性肉 芽創に於け る肉芽の性状

並に細 菌の侵 入深度を検討 した.

第2節　 実験方法:前 章の方法で作成 した

実験的家兎肉芽創 よ り切除 した組織片,及 び

臨 床的には皮下及び筋間膿瘍,火 傷,肋 膜周

囲 膿 瘍,骨 髄炎 等の肉 芽 創 より切除せ る組

織 片を用ひ,こ れを フォルマ リン固定,パ ラ

フィン包埋 を行ひ, 5ミ ク ロンの切片を作製

した.染 色は主 としてヘマ トキシ リン ・エオ

ヂン複染色を行ひ,其 の他Loffler氏 メチレ

ンブ ラウ染色及びWeigert氏 グラム染色法等

を以て染色 し,こ れ らを比較検鏡 した.

第3節　 実験成績:

(1) 急性炎症の最盛期に於ては不良肉芽

創 としては表層に100乃 至200ミ クロンの壊

死層を認め るに過 ぎない.細 菌の侵入度は組
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織に より多少の差位はあ るが膿瘍形成の初期

に於ては細胞浸潤 と共にかな り深部に まで侵

入し,概 ね2乃 至3mmに 至 り,時 には5mm

の侵入を認あ る事 もある.

(2) 炎症々状が軽減 して亜急性肉芽創 と

なるに従ひ細菌の侵入度は漸次減少して300

乃至600ミ クロン程度 となるが,こ れに反し

て不良肉芽の層は漸次増加 して くる.即 ち最

表層に100乃 至200ミ クロンの完全壊死の層

があ り,次 で深 さ200乃 至400ミ クロンの間

に於ては,細 胞は崩壊 し,核 は殆ん ど消失し

て,エ オヂンに より均一に染色された硝子様

変性を呈する不完全壊死の層がみ られ,続 い

て100乃 至200ミ クロンの間は細胞崩壊の徴

を認め核は不鮮明染色を呈 し,新 生毛細血管

も処々に崩壊 して血球の散乱す る不良肉芽の

層を認あ る.即 ち不良 肉芽 層 は全 体 として

400乃 至700ミ ク ロンと云ふ ことにな る.こ

れか ら深部は細胞体及び核が鮮明に染色 され

新生毛細血管 も健在す る健全肉芽層に移 行す

る.

(3) 肋膜周囲膿瘍や骨髄炎等の慢性肉芽

創に於 ては,細 菌の侵入 も不良肉芽の層 も共

に浅在性 とな り,細 菌侵 入は100乃 至200ミ

クロンとな り,不 良肉 芽層の深度は肉芽の性

質によつて或は全身状態に より種 々であるが,

 200乃 至500ミ クロン程度 とな る.

第四章　 組織凝固剤の選定

第1節　 実験 目的竝に文献

緒言に述べた如 く,第 三章の実験に より確

定 した不良肉芽層及び細菌侵入深度迄の肉芽

を壊死に陥 らしめ,し か る後に壊死層を除去

し,除 去後の表層に健全肉芽層を得 ん として,

先づ第一液 として肉芽 組織を凝固壊死に陥 ら

しめる薬液を探究せ んとした.こ の 目的のた

めには次の如き諸条件を必要 とす る.即 ち

①出来 る限 り短時間で必要深度 まで侵入す る

こと. ② 薬液の侵入部 と未侵入部 との境界が

鮮明であ ること,即 ち壊死層 と健康部 とが 判

然 と区別 されて,未 侵入部 に於 ては健康部 の

細胞が薬液のため障碍 されない こと. ⑧瘻孔

の存在す る創傷や凹凸不整の複雑な創傷 に於

て も薬液が完全に創面 全体に作用す ること. 

④その間に存在する細菌を完全に殺菌 するこ

とであ る.

さて組織細胞は殆んど蛋白質 と水 とよ り構

成せ られるので,組 織凝固剤 としては蛋 白凝

固剤を先づ考へた.蛋 白凝固剤として創面に

使用するに最適の ものは 重金 属 化 合 物 で あ

る.し かして重金属塩の深達性はそ の塩 を構

成する金属及び酸基の 夫々の化学的性質によ

る他に,酸 量及びその溶媒 と蛋 白化金属その

ものの性状等 にも影響 され る.更 に試験管 内

に於 ては難溶性の もの生体組織液中に於ては

漸次溶解吸收 され るもの もあ り,又 組織破壊

の後に強度の收歛作用を呈す るもの もある.

この重金属塩の他に組織標本固定に使用す る

各種固定液並に各種殺菌剤中深達性強度な る

薬物を加へ下記の如 き15種 の薬剤を選び,そ

の各々の蛋白凝固状態を検索 した.

第2節　 卵蛋白に対する凝固実験

(Ⅰ) 実験方法:小 試験管に卵白4c.c.を

入れて第1表 の薬液を4cc.宛 静か に重畳 し,

 37℃ の孵卵器に入れ る.但 し塩 化 鉄,塩 化

亜鉛,硫 酸銅の場合は卵白に比重が高いので,

先に薬溶 を入れてか ら卵 白を重畳せ しめる.

重畳直後, 1時 間後, 2時 間後, 4時 間後に

於け る凝固状態及び侵 入度を精 査した.

(Ⅱ) 実験成績:第1表 に示す如 く,硝 酸

銀,ズ ル フォサ リチル酸曹達,ズ ル フ ォサ リ

ケル酸,昇 汞,重 クロム酸カ リ+醋 酸,硫 酸

銅では凝固侵入境界が鮮明で,凝 固速度 も比

較的迅速である.フ ォル マ リン,塩 化亜鉛,

塩化鉄,過 マンガン酸 カ リ, Zenker氏 液では

侵 入度は迅速で あるが,そ の境界が不鮮明で

瀰 漫性に侵入す る.重 クロム酸 カ リ,ピ クリ

ン酸,タ ンニン酸,逆 性石鹸では侵入度が遅

い.以 上 の うち硝酸銀は境界鮮明で,侵 入度

も亦極めて迅速であつて,第 一節に記載 した

目的に最適であ ることを認めた.

第3節　 別出組織片に対す る凝固実験

(Ⅰ) 実験方法:第2表 の薬液20c.c.中 に

剔出直後の2cm立 方大の肝臓片を投入し,
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之を37℃ 孵卵器 中に入れ, 1時 間後, 3時

間後に之を水洗 し,切 割 してその薬液の肝臓

組織 内への凝固侵入状態及び侵入度を精査 し

た.

第1表　 各 種 蛋 白凝 固 剤 の卵 自 凝 固 状 態

第2表　 蛋白凝固剤の肝臓片凝固状態

(Ⅱ) 実験成績:第2表 に示す如 く,硝 酸

銀,重 ク ロム酸 カ リ+醋 酸 ズル フォサ リチ ル

酸 曹 達,ズ ル フォサ リチ ル酸,硫 酸銅 では 凝

固侵 入 境界 が 鮮明 で,侵 入度 も比 較的 迅速 で

あ る.フ ォル マ リン,塩 化 亜鉛,塩 化 鉄,昇

汞, Zenker氏 液 では 侵 入度 は 比較 的 迅 速 で

あ るが,そ の 境界 は不 鮮 明で瀰 漫性 に侵 入 す

る.過 マンガ ン酸 カ リ,重 ク ロム酸 カ リ,ピ

ク リン酸,タ ン ニ ン酸,逆 性 石鹸 では侵 入 が

遅い.特 に硝酸銀は侵入境界 も鮮明であ り,

侵入度 も迅速で ある.

第4節　 家兎肉芽創に対す る硝酸銀の作用,

(Ⅰ) 実験 目的:第2,第3節 の実験に よ

り硝酸銀が最適の薬液であることを知つたが,

第1節 に記載 した如 く,試 験管 内に於 て著明

な蛋 白凝固作用を示す もの も,生 体に於 ては

必ず しも同様 であるとは限 らない.よ つて硝

酸銀を生体に使用 してそめ肉芽組織凝固状態

を観察することとした.

(Ⅱ) 実験方法:第 二章の方法で作成 した

家 兎の皮下及 び筋間膿瘍肉芽創 に, 10%硝 酸

銀水溶液を湿 したガーゼ片をあて充分に硝酸

銀を作用せ しめて,そ の肉芽組織凝固状態 を

観 察 し, 1時 間後に肉芽創の一部を健康組織

を含めて切 除し,肉 眼的並に組織学的に精査
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した.

(Ⅲ) 実 験成績:

(肉 眼的所見)　 硝酸銀作用直後 より表面に

白色膜様の凝固を始め,時 間の経過 と共に凝

固は深部に侵透する. 1時 間後に健康組織 を

含あて切除摘出した ところ,硝 酸銀で凝固壊

死に陥れ る部は肉眼的に灰 白色を呈し,未 侵

入肉芽創 との境界は極めて鮮明である.

(鏡検的所見)　 次にフォルマ リン固定 を行

ひ,組 織標本を作成 して鏡検すると,第1,

第2図 に示す如 く,硝 酸銀の作用せ る壊死部

と,未 侵 入部 との境界は一線 を劃す る如 く極

めて鮮明で,侵 入部は黒褐色に濃染 して,各

細胞は原形を 止めぬ 迄に崩 壊 して壊 死に陥

り,未 侵入部は細胞浸潤等の炎症性反応を認

めず,細 胞そのものも何等の変化な く,之 を

強廓大で鏡検す ると第3図 に示す如 く一筋繊

維に於 ても一線を劃する如 く境界鮮明に侵入

しつつある像を認め ることが出来 る.更 に興

味深い ことは,第1,第2図 に比較する如 く

(第1,第2図 は一 枚の標本の うちで不良肉

芽 層の厚い部分 と薄い部分を同一廓 大にて示

した ものである.)不 良 肉 芽層の厚 い部 分ほ

ど侵入速度が迅速であることである.こ の こ

とか ら,不 良肉芽層に 於ては迅速に 侵入して

壊死に陥 らしむるが健 全肉芽層に至 ると急に

侵入速度が遅 くな ることが 考へ られ る.

第5節　 硝酸銀の濃度 及び作用時間の決定

(Ⅰ) 実験 目的:上 記諸実験 より硝酸銀を

最適の薬液 と決定 したが,こ れをいかな る濃

度で,ど れ 〓けの時間作用せ しめ るのが最適

であるかを決定せん として次の如き実験を試

みた.

(Ⅱ) 実験方法: 5%, 10%, 20%の 硝

酸銀水溶液を調製 し,こ れを第4節 の実験 と

同様の方法にて家兎膿瘍肉芽創に作用せしめ,

各1時 間, 2時 間, 3時 間, 4時 間後に試験

的切除を行ひ,組 織標本を作製 し鏡検した.

(Ⅲ) 実験成績:5%硝 酸銀水溶液は4時

間後に於 ても未だ不良肉芽層の全域に侵入 し

ない.

10%硝 酸銀水溶液は2時 間後 に概ね不良

肉芽層に侵入するが,深 い不良肉芽層にはな

ほ不充分で, 3時 間 後に至 り完全に侵入す る.

尚ほ3時 間後で も4時 間後に於 ても健全肉芽

層への侵入は極めて軽度であ る.

20%硝 酸銀水溶液は2時 間後に完全に不良

肉芽層に侵入す るが既に健 全肉芽層に も相 当

深度に迄侵入す る.

以上 の所見 よ り10%硝 酸銀水溶液は不良肉

芽層では迅速に侵入するが,健 全肉芽層に至

り急に侵入速度が遅 くな るのを認めた.従 つ

て不良肉芽 層の厚 さの差異によ り多少作用時

間が延長 しても大なる障碍を認めない ことが

わかつた.即 ち10%硝 酸銀水溶液を3時 間作

用す ることが最適 と認めた.

第五章　凝固壊死層除去剤の選定

第1節　 実験 日的竝に文献

第四 章の記 載した第一液に より凝固壊死に

陥れる表層の不良肉層を出来 るだけ短時間に

完全に除去 し,表 層に健全肉芽創を得 て,直

ちに第二期縫合を行ふにはいかにすべきかを

考究した.上 記の 目的を完遂す る薬液は次の

諸条 件を必要 とす る.即 ち(1)出 来 る限 り

短時間に容 易に 且つ 完 全に凝固壊死層を除 去

す ること. (2)壊 死層の除 去にのみ作用 し

て除去後の健全肉 芽 には何 ら障碍を 及ぼ さな

い こと.寧 ろ出 来得れば肉芽促進的に作用す

るものであ ること.

蛋 白溶解作用の強 い薬物 としては,強 酸 及

び強 アル カ リであ るが,こ れ らは生体の健 全

組織を も障碍す るので不適である.従 来多少

とも蛋白溶解作用に関係あ り,或 は積極的に

プ ロテオ リーゼを起 し,蛋 白を溶解 して壊死

物質を除去 し,且 つ生体に作用せ しめ得る薬

物 としては,色 素剤,フ ラヴィン系薬物,キ

ニーネ剤,尿 素,人 工 胃液,ラ バ ラッ ク氏液
,

シャヴェル氏液,ド ウフレーヌ氏液,ク ロラ

ミンT,デ ーキン氏液等がある.然 し尿素 と

人工胃液の他 は蛋白溶解作用は極めて弱 く,

これ らが創傷治療剤 として使用 され るのは蛋

白溶解作用は第 二 義 的な もので,そ の殺 菌

力 と肉 芽 促 進 作 用 を 第一義的な もの として
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居 る.

尿素の文献的考察及び私の実験成績に関 し

ては後節に一括 して記載す ることす る.

人工胃液に関 しては,初 め維納大学Prof.

 Freunde (1911)が 重症蜂窩識 炎性 感 染創に

局所療法 として使用 して卓効を收めてか ら,

 Funke (1915) E. Unger (1915)等 の賛成を得

た.我 邦に於て も,海 軍に於て荻野(1916)

は之 とは別 に他の防腐剤 と誤 りて偶然使用 し

た ことか ら,本 剤が化膿創に著 効あることを

知 り,「ペーキ水」 と命名 して使用 した ことか

ら,壁 島(1916)は3%石 炭酸に匹敵す る殺

菌力があると発 表し,鈴 木(1919)は 之に対

して,そ の主 目的は消 化作用にあ り,殺 菌作

用には認むべきものはないとした.更 にその

消化作用は深 く組織 内に侵入して健全組織に

も及び,創 面一般に出血傾向を帯び,太 き 血

管に対 しては 一度止血 した もの も再び出血せ

しめ るので 太い血管の存在する場 合には細心

の注意を要す ることを記載して居 る.

私は同様の意味 より酵素の蛋白溶解作用を

利用せん として,人 工腸液を も調製 し,尿 素,

人工胃液,人 工腸液の三者を用ひ,そ の蛋 白

溶解作用を比較検討する こととした.

第2節　 凝 固卵 蛋 白に 対す る溶解 作用

(Ⅰ) 実験 方法:50%尿 素 水溶 液,人 工 胃

液(蒸 溜 水100cc.+塩 酸5g+ペ プ シ ン0.5g),

人 工腸液(蒸 溜 水100cc.+結 晶炭 酸 曹達0.5g

+パ ン ク レアチ ン0.5g)を 調 製 し,第 四 章第

2節 に使 用 した各 種 の凝 固 卵 白 各1cc.を 上

記 の 尿 素,人 工 胃液,人 工腸 液 に投 入 して,

 37℃ 孵 卵 器に 入 れ てそ の溶解 状 態 を 時 間 的

に観察 した.

(Ⅱ) 実験成績: (1) 尿 素に於ては,は

じめ乳 白色不透明の凝固卵 白は投入直後か ら

表面 より深部に向ひ無色半透明の寒天様物質

とな る.こ の寒天様物質は脆弱で摂氏 にて容

易に細挫 され,時 間の経過 と共に益々脆弱化

され,翌 日に至れば振盪す るのみで粉砕 され

る様にな る.詳 細に検すれば或は一部は溶解

され るのか も知れないが,木 本,角 田,高 藤

の云ふ如 く短時間の内に目に見ゆ る程の溶解

作用は認め られなかつた. (2) 人工 胃液,

人工腸液は数時間を経過 して も殆ん ど肉眼的

な変化な く,徐 々に表面 より溶解 しては行 く

が,数 日後に漸 く溶解を認め る程 度に過 ぎな

い.従 つて本実験の目的である短 時間の壊死

物質 除去には これ らは尿素には るかに及ばな

い.

第3節　 凝固組織片に対する溶解作用

(Ⅰ) 実験方法:第2節 の実験 と同様 に尿

素,人 工胃液,人 工腸液 各5cc.中 に,第4

章第3節 の実験に使 用 した1cm立 方大の凝

固肝 臓片を投入 し,種 々な る時間に これを取

り出し,表 面に附着せ る凝固壊死層の溶解状

態を比較検討 した.

(Ⅱ) 実験成績: (1) 尿素に於 ては,第

2節 に於け る卵 白の場合 と殆ん ど同様に数分

でそ の表面 よ り半透明飴 色に変化 し,脆 弱 と

な り, 2時 間後には全般に半透明 の寒天様物

質 とな り,掻 爬に より容易に挫滅 し得 る状態

とな る.こ の時 も肉眼的には膨化す るが,溶

解す る状態は認め得なかつた. (2) 人工胃

液,人 工腸液 に於ては共に溶解作用は極めて

弱 く数時間後 に於て も認むべき変化な く,数

日後に漸 く肉眼的に溶解を認め得 る程度に過

ぎない.

第4節　 家兎肉 芽創に対す る尿素の作用

(Ⅰ) 実験 目的:第2,第3節 の実験成績

よ り,凝 固壊死 層除去剤 としては尿素が最適

の薬物で あることを知つた.然 しこの実験は

試験管内の成績であつて,生 体に於ては或は

不適 当な こともあ り得 る.故 に尿素を生体に

作用せ しめて,そ の壊死組織除去作用を観察

することとした.

(Ⅱ) 実験方法:第 三章の実験 に使用 した

硝酸銀にて表面を凝固壊死に陥 らしめた る家

兎肉芽創に, 50%尿 素を作用せ しめ,そ の壊

死層除去の状態を分間的に観察 した.即 ち2

時間後, 4時 間後の未だ壊死層が完全に剥離

除去 されない状態に於 て注意深 く肉芽創の一

部 を底部の健 全肉芽層を含めて切除 して,肉

眼的竝に組織学的に精査 した.

(Ⅲ) 実験 或績:
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(肉 眼的所見)　50%尿 素作用直後数分にし

て第2,第3節 の実験に認めた と同様に表面

より半透明 とな り,飴 色に変化して行 き,漸

次深部に及び5時 間乃至8時 間後に至 ると尿

素に浸 して貼布 したガーゼを除去す る際に壊

死層は黒褐 色飴 色の厚 さ1乃 至2mmの 一枚

の膜様物 とな り自然に剥離 してガーゼに附着

して除去せ られ,そ の後の肉芽創の表面は硝

酸銀に全 く侵 されない健全な肉芽面 とな る.

(鏡 検所見)　 尿素を作用せ しめて後2時 間

後, 4時 間後に注意深 く肉芽創を切除し,組

織標本を作製 して鏡検す ると, 2時 間後に於

ては第4図 に示す如 く壊死層は漸次膨化 し粗

鬆化せ られて居 る.之 を強廓大で見ると第5

図の如 く健全肉芽層 との境界部は所々に裂隙

を生 じ,剥 離の前段階にあるのを認める. 4

時間後には第6図 の如 く,裂 隙は漸次延長 し,

殆んど全境界線 に間隙を生 じ,剥 離 の状態な

るのを認める. 8時 間後に於ては前述の如 く

健全肉芽層 とは自然に剥離 して除去 さる.剥

離後の表面に小壊 死 片 が 遺 残 する事がある

が,ガ ーゼにて清拭す るば全 く除去されて健

全肉芽創を得 る.こ の健全肉芽創を鏡検する

と,軽 度 の細胞浸潤,特 に組織 球の遊出する

のを認め る他は病的変化は認めない.即 ち50

%尿 素を8時 間作用せ しめるのが最適である

ことを知つた.

第5節　 尿 素に 対 す る考察 竝 に文献

尿素 は古 くか ら創傷 治療 剤 と して用 ひ られ

て居た.即 ちRimbourg (1887), (1889), Spiro

 (1900), Ramsden (1902)等 の尿 の蛋 白溶 解

作用 の 研究 発 表が あ り, W. S. Bear (1931)は

第一 次 世界 大戦 従 軍時 の経 験 よ り蛆 虫療 法 な

る もの を発 表 した.続 い てLivigston (1932)

は その 本態 は 摂食 の ため の清 浄作 用 と殺 菌作

用 に よ る もめ とな し, Robinson (1933), (1935),

 (1936)は 蛆 虫 体 及 び 排 泄 物 中 に 存 在 す る

Allantoinが 加水 分 解 に よ り尿素 とな り,之

が有効 物 質 な りと発表 した.こ のRobinsonの

発 表 以 来尿 素療 法 は急 速 の発 展 を遂 げ て外 科

領 域 のみ な らず, Millar (1933), Mertin (1937)

は耳 鼻 科 領 域 に, Redny (1938)は 産 婦人 科

領 域に於 て殺 菌除 臭 剤 と して推奨 し,其 の 他

Hellcr (1937), Muldavin & Holzman (1938),

 Holder & Mac. Kay (1937), (1939)等 々 の

多 数 の報告 に 接す る.又 我が 邦 に於 て 中山,

真 野(1939),岸 岡(1939),大 浦(1940)諸 氏

の化膿 創及 び を傷 に対 す る使 用 例及 び 中道 氏

等(1940)の 獣 医学 方 面へ の 使用 例 の発 表 が

あ り,最 近 に 至 つ て は 木 本(1945),角 田

(1945),高 藤(1949)諸 氏 の尿 素 を利 用 した

膿 瘍 の非 切開穿 剌療 法 に関す る一 連 の 研究 発

表 が あ る.

その本 態 に関 して もSymmcrs & Kirk等

の提 唱す る殺 菌作 用を主 とす るもの,或 は

Spiro, Ramsden等 の提唱す る蛋 白溶 解 作用

を主 とす るもの,或 はRobinson等 の云ふ如

く肉 芽組織を剌戟 して創を清浄なら しめて肉

芽の発育を促進す ると称す る者等 々あ りて,

その作用機序についての定説はない.又 そ の

使用濃度 も1乃 至10%を 使用す るもの, 50%

乃至飽和水溶液或は結晶体をその ま 使ゝ用す

るもの等があ る.木 本は尿素の詳細な る基礎

実験を行ひ,尿 素には殺菌,溶 解両作用を認

めるが,前 者は寧ろ第二義的な もので蛋 白溶

解作用が第一義的な ものであると断定 して居

る.但 し木本 も試験管 内或は開放性化膿創 に

於ては閉鎖性膿瘍に見る如き著明なる蛋 白溶

解作用を認めず,そ の閉鎖性膿瘍にのみ強力

な る溶解作用を認める理由に関 しては不明で

あ ると報告 して居 る.又50%尿 素は実際上 中

毒作用を考慮す る必要はな く,組 織に対 して

は軽度の充血を起 させ,新 鮮 白血 球の游 出を

促進 して有力な治効作用があ ると報告 してい

る.

本実験に応用せ る尿素の作用機転は 勿論そ

の殺菌作用,蛋 白溶解作用及び肉芽促進作用

も必要であるが,そ の主 目的は第2・ 第3・

第4節 の実験に見る如 く,そ の迅速な る膨化

粗鬆化の作用であつて,生 体組織に対 しては

膨化粗鬆化は認め られず,壊 死層にのみ著明

且つ迅速に作用す る故に,両 層間に早期剥離

の役割を果 し,壊 死層の早期除去の 目的を達

成す るので ある.且 つ剥離後の表面に作用す
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る尿素の蛋白溶解作用に より一層確実な る壊

死層の除去が行はれ,更 に肉芽面には殺菌作

用,良 好肉芽形成促進,毛 細血管新生等創傷

治癒機転を促進す るもの と思はれ る.

以上の結果 より第 二 液 と しては50%尿 素

を8時 間以上作用せ しめることが最適である

と決定 した.尚 尿素は上記の如 く8時 間を超

過 して も何 ら障碍なきものである.

第六章　総 括並に 結論

最近の化学療法の著 しい発達 に伴ひ,化 膿

巣の閉鎖的処置に関 しては長足の進歩を遂げ

つつあ るが,開 放創の早期縫合即ち第二期縫

合 に関 しては遅々 として進 まず,今 日尚ほ排

膿が止み,肉 芽が良好 となるのを待つ て初め

て行はれ,従 つてその治療には長時 日を要 し,

しか も往々失敗に終つて居る.そ の失敗の原

因は表層肉芽の不良 と,肉 芽深部に潜入せ る

細菌の存在 と瘻孔 残腔の処置の不完全 とに よ

るもの と考へ られ る.

私は瘻孔が存在 しても,肉 芽が不良の時で

も,早 期に第二期縫合を行ひ,そ の治癒 日数

を短縮せん として本研究を企てた.

抑々肉 芽治療薬物 としては一 方に於て組織

内への深達性強 く,細 菌に 対しては特 異に作

用 してこれを殺菌す るが,他 方に於て生体組

織 に対 しては何等障碍す ることな く,寧 ろ肉

芽 促進的 に作用せ る薬物を理想 とす る.然 し

現 在に存在する治療薬に してこの両者を 兼備

す る完 全な薬物はない.

私は 先づ 各種化膿創の肉 芽の性状 と細菌侵

入深度を検討 して,化 膿創の急性 炎最盛期に

於ては細菌の侵入は細胞浸潤 と共に健全組織

中に も深 く侵 人す るが,こ れを過 ぎ亜急性炎

症期及び慢性炎症期に至れば細 菌の侵入は主

として不良肉 芽創の深浅 と平行 して存在 し,

健 全組 織 中には 殆ん ど認めない事 実 を知つ

た.

ここに於て私は表層に不良肉芽層の存在す

る限 りに於ては 「生体組織に何等障碍 を与へ

ない薬物」 と云ふ従 来の観 念より一歩脱 脚 し

て,そ の障碍が健全な る組織 に影 響しないな

らば,不 良肉芽層の存在する深度迄を完全に

壊死に陥 らしめて もい ゝと考へた.か くすれ

ばその深度迄に存在する細菌は当然菌体蛋白

の凝固壊死に陥 り殺菌 され るわけである.次

で何 らかの方法で,速 かに壊死層を除去 し得

たな らば,新 創面には健全なる肉芽創を得で,

確実なる第二期縫合を行ひ得 るもの と考へて,

この二種の薬液を探究せん と企てた.

予備実験 として,第 一に各種化膿創の一部

を試験的に切除して組織標本を作製 し,そ の

不 良 肉 芽 の 性 状 と細菌侵入深度 とを検討 し

た.即 ち炎 症 最 盛 期 に於 ては細 菌 は炎症性

細胞浸潤 と共に深部迄 侵入 して2乃 至5mm

に及び急性炎症の消退 と共に漸次その深度を

減 じて.亜 急 性 肉芽 創 に於 ては300乃 至600

ミク ロン とな り,更 に慢 性 肉芽 創で は100乃

至200ミ ロ クン とな る.不 良 肉芽 層は炎 症 最

盛 期 には100乃 至200ミ クロン の壊死 層 を存

す るに過 ぎな いが,肉 芽形 成期 に於 ては400

乃 至700ミ クロンの不 良 肉芽 創 を認め,更 に

慢 性肉 芽 創 に於 ては200乃 至500ミ ク ロン と

な る こ とを知 つ た.

この不良肉 芽創を迅速確実に壊死に陥 らし

む る薬物 として,各 種 重金属塩,組 織固定液.

創傷治療薬等 につき比較検討 した結果, 10%

硝酸銀水溶液が最適で,こ れを3時 間作用せ

しめ る ことが 最 も好都 合 であ ることを知 つ

た.即 ち10%硝 酸銀水溶液を肉芽創表面に充

分 塗布 し,更 に硝酸銀にて浸 したガーゼ片に

て被覆 し, 3時 間 放置す ると,不 良肉芽層は

深さ700乃 至1000ミ クロンを壊死に陥 らしめ

ることが出 来る.若 し不良肉芽層が この深度

よ り浅 くして,硝 酸銀が 健全肉 芽層に作用 し

て もこの作用時間では健 全肉芽層は殆んど侵

されず,而 もその侵入境界は極 めて判然 とし

て,未 侵入部の細胞は少 しも侵されない こと

を知つた.

次に この壊死 層を除去す るには50%尿 素が

最適であると決定 した.即 ち50%尿 素を同様

に作用せ しめると, 5時 間乃至8時 間後には

壊死層 と健 全肉芽層との間に離開線を作 り,

壊死層は 自然に剥離除去せ られて,新 創面に
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は健全肉芽を得 る.こ れは尿素の作用によ り

壊死組織は膨化粗鬆化 され るが,健 全肉芽組

織には認むべき変化がな く,従 つてその両者

に於げる膨化度の差異によつてこの離開線が

生ず るものであ らう.ま た尿素は健全肉芽に

対 しては肉芽促進剤であつて,肉 芽の再生を

促進 し,軽 度の細胞浸潤を来 さしめ,縫 合後

の創面浄化作用 と創傷治癒機転を促進 して,

治癒を容易な らしめ るものであつて,尿 素の

作用時間は8時 間以上であれば多少の作用時

間の延長は何 ら障碍を認めない.



1550　 高 尾 義 明

高 尾 論 文 附 図

第1図
家兎肉芽創に10%硝 酸銀1時 間作用後の

組織標本(不 良肉芽浅き処)

第2図
第1図 と同 じ(不 良肉芽深き処)

第3図
之を強廓大にすれば一筋維繊にも境界

鮮明に侵入する像を見る

第4図
10%硝 酸銀作用後. 50%尿 素を2時 間作用

せしめたる組織像

壊 死 層 が 膨 化 粗 鬆 化 す

第5図
仝 じ く 強 廓 と せ る も の

第6図
更に尿素を4時 間作用せしめたる組識像

全面に亘 り剥離しつつある状態を見る


