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第1章 緒 言

余ハ既 ニ新 産兒假死 ノ實驗的研究 ノ中胎盤血行

障碍 ニ因ル肺臟性假死及ビ腦壓亢進,腦 挫傷,頭

蓋内出血等 ニ因ル腦性假 死ニ關 スル研究 ヲ試 ミテ

新産兒假死ヲ從來 ト異 ナ リタル方面 ヨリ觀察 シ,

且カカル新 シキ見解 ニ立脚 スル新産兒假死 ニ對 シ

横隔膜神經或ハ横隔膜 ヲ電氣的 ニ刺戟 シテ蘇生セ

シメントスル療法ハ如何ナル成績 ヲ示 スカニ就 キ

檢索 シ之 ヲ發表セ リ.依 テ余 ハ更 ニ最近 八木教授

(昭和10年),堀(昭 和10年),佐 藤,今 井(昭 和

10年)等 ノ假 死新産兒 ノ剖檢所見,胎 兒心音,電

氣心働圖(Elektrokardiogramm)等 ノ臨牀上 ノ諸

檢索 ヨ リ推論 セル特種 ノ假死即チ胎 兒心臟 ノ異常

例ヘ バ心臟瓣膜障碍,心 臟瓣膜 口狹窄,大 血管異

常,心 室 ノ缺損,心 筋發育障碍等 ヲ其 ノ主因 トス

ル假 死(AsphyxiaCardialis)ニ 對 シ初 メテ其 ノ實

驗的檢索 ヲ試 ミ且カカル心臟性假死 ニ對 シ電氣刺

戟 ハ如何ナル影響 ヲ及ボ スモ ノナルカニ就 キ發表

シ新産兒假死療法 ノ發達 ニ貢獻 セン ト冀 フモ ノナ

リ.

第2章 實驗 材 料 及 ビ實 驗 方 法

實驗材料:總 テ白色雌性家兎 ヲ選 ビ體 重 ハ

1800-2200gア ラシム.

實驗方法:八 木教授,堀 等 ノ臨牀上 ノ諸檢索

ヨ リ推論セル心臟性假死ハ,前 述 ノ如 ク胎兒心臟

機能不全及 ビ解剖的異常 ニ基 ク機能不全ニヨ リテ

招來サ レ何等其 ノ他 ニ認 ムベキ所見ナ クシテ假 死

ヲ惹起スル モノヲ總稱 スル モノニシテ,コ ノ假 死

ハ3種 ノ假死中最 モ少數 ナルモ重篤 ナル事多 シト

ィ フ.カ カル状態 ヲ家兎 ニ惹起 セシメン トシテ余

ハ次 ノ實驗方 法 ヲ考按 シ人工的心機能不全 ヲ惹起

セ シ メ タ リ.即 チ家 兎 ノ左右 ノ2-6ノ 肋骨 ヲ胸

骨 ヨ リ隔 タル事約0.5cmノ 部 ニ於テ,左 右夫 々

胸腔内 ヲ損 傷セザル樣軟組織 ノ ミ ヲ殘 シテ 切斷

シ,脚 骨 モ其 ノ上下端 ヲ心臟 ノミヲ壓迫 シ得ル程

度 ニ軟組織 ノ ミ ヲ殘 シ テ 切斷 シ,宛 モ縱隔膜腔

(Mediastinum)ニ 陷 入シ,肺 臟,氣 管,氣 管枝 ヲ

壓迫セ ズ,唯 心臟 自體 ノミヲ上部 ヨリ壓迫 シ得ル

如キ,胸骨 ト左有 ノ肋骨 ノ附屬 セル約50錢 銀貨大

ノ截 片 ヲ遊離 シ,之 ヲ手指又 ハ適當 ナ壓 迫器 ヲ以

テ壓迫 シ心臟 ヲ直接 ニ上部 ヨリ壓迫 シテ其 ノ機能

ヲ障 碍スル方 法ナ リ.此 方法 ニヨル時 ハ家兎 ニ心

搏動 ハ存 スル ニ拘 ラズ呼吸 ノ停止セル状態即 チ假

死状態 ヲ惹起 セシ メ得ル モノニシテ(實 驗成績第

1圖 參照).コ ノ状態 ハ家兎 ノ胸骨 ノ一部 ヲ破碎 シ

肋膜腔 ニ空氣 ヲ入ルル事ナ ク縱隔膜 腔 ヲ開 キ心臟

ヲ手指 ニテ挿 ムカ或ハ「ビンセ ツ ト」ノ如 キモノー

テ挿 ミテ心臟機能 ヲ障碍シ タル場合 ニ起 ル假死状

態 ニ一 致 ス.即 テ家兎 ノ心臟 自體 ハ解剖的異常又

ハ機能的異常 ア リテ心臟機能 ノ障碍サ レタル時ハ

腦,神 經等 ノ中樞部 ニ障 碍 ヲ起 ス事 ナクシテモ家

兎 ニ1次 的ニ假死状態 ヲ惹起 セシ メ得ル事 ヲコノ

實驗方法ハ最 モ簡單 ニ示 シタルモ ノナ リ.若 シ,

術者 ガ本實驗方法ニテ心臟 ヲ前述 ノ如 クシテ上部

ヨ リ壓迫 スル時,心 臟 自體 ヲ正確 ニ壓 迫シテ其 ノ

機能 ヲ障 碍セザル カ,或 ハ肋膜腔 ヲ破 リテ其 ノ中

ニ室氣 ヲ入ラシムルカ,或 ハ心臟 ト共ニ氣道
,肺

臟 ヲモ壓迫 シテ肋骨,氣 道,肺 臟 ヲ障碍セシムル

時ハ,家 兎ハ完 全ナル假死状態 ヲ呈 スルニ至 ラズ

(實驗成績第2圖 參照).

尚,余 ハ カオル操作 ノ成否,家 兎 ノ死後 ノ剖檢

ニヨ リテ伺 フー,完 全ナル假 死状態 ヲ呈 セシ家兎

ノ肋膜腔,肺 臟,氣 道ハ著明ナル障 碍ナキニ拘 ラ

ズ心臟 ノミハ壓迫 ニヨ リ著シ ク障碍サレ,瓣 膜障

碍,瓣 膜 口變形,心 筋内鬱血,肥 大等 ヲ證明 シ得

タ リ.

尚,手 指 ニ ヨリテ心臟 ヲ正確 ニ壓迫 スル場合,

其 ノ壓迫 ノ程度,強 度,時 間 等 ヲナルベク一定 ニ

スル樣細 心 ノ注意 ヲ拂 ヒタルモ,更 ニコ ノ目的 ノ

爲 ニ下圖 ノ如 キ木製 ノ器 ヲ使用 シ,之 ニヨ リテ心

臟 ヲ正確 ニ壓迫 シテ家兎 ニ假 死状態 ヲ惹起 セシム

ル一便法 タラシメタ リ(本 器 ハ同僚西村正治氏 ノ

考 按ニ ヨル.同 氏 ノ御厚志 ヲ深謝 ス).
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實驗 方法

本法ハ指壓 ノ代 リニ適當 ノ重量 ガ直接心機能 ヲ

壓迫 シテ之 ヲ障碍 スル樣 ニ工夫 セルモ ノナ リ.

又家兎 ノ血壓,呼 吸ハ前篇ニ述ベ タル如 ク氣管

ニハY字 型硝子製「カニユー レ」ヲ挿入シ硬製「ゴ

ム管」ニ連 ネテマ レー氏「ター ンブー ル」ニ結 ビ,

其 ノ運動 ヲ「キモグラフイオ ン煤紙」ニ畫 カシ メ,

血壓 ハ頸動脈 ニ動脈 「カニユーレ」ヲ挿入シ「硫酸

マグネシユー ム溶液」 ヲ充 タセル硝子管 ニヨリ連

絡 シ水銀壓 力計 ニ連 ネ其 ノ運動 ヲ同煤紙 ニ畫カシ

ム.更 ニ左右横隔 膜神經 ヲ上膊神經 叢 ノ内側ニ 於

テ露出遊離 シ白金電導子 ヲ以テ直チニ刺戟 シ得ル

状態 ニアラシム.電 氣刺戟 ハ前篇 ニ記述 セル モ ノ

ト同 ジク,電 源2「 ボル ト」,第1次線 抵抗0.9「オ

ーム」,第2次 線抵抗380「 オーム」ノ「感應 コイル」

ヨリ生 ズルモ ノヲ使用 セ リ.

第3章 實驗 成 績

第1節 心臟性假死 ノ實驗 的研究

余^前 記 ノ實驗方法 ヲ以テ家兎 ノ心臟機 能 ヲ直

接障碍 セシ メテ呼吸 血壓 ノ變化 ヲ觀察 スルニ次 ノ

如 シ.

第1表
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第1圖 完全ナル心臟性假死状態

第2圖 不完全ナル心臟性假死状態
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小 括

以 上10例 ノ家兔ニ就 キ,家兎 ノ心臟機能 ヲ或程

度以 上 ニ障碍 セシムレバ,家 兎 ノ血壓ハ障碍 ト殆

ド同時ニ直 チニ速 ニ下降 シ初 メ,次 デ殆 ド直線的

ニ落下シ其 ノ後モ多少 ノ不安ナル動 搖 ヲ示 シツツ

更 ニ下降 シテ遂 ニハ甚ダ微弱 ナル心搏動 ヲ呈 シ且

變動少ナ ク將 ニ零線 ニ近ヅカン トスルガ如 キ血壓

曲線 ヲ呈 スルニ至 ル.呼 吸モ心機能 ノ障 碍 ト殆 ド

同時 ニ稍不規則 トナ リ其 ノ振幅,其 ノ數 ヲ減 少 シ

極 メテ短時間 ノ中 ニ全 ク呼 吸運動 ヲ停止 シテ無呼

吸 トナ リ呼 吸曲線 ハ直線 ヲ示 スニ至ル.前 記 ノ實

驗成績 ニ於テハ,正 確 ニ心機能 ヲ障碍セ シメ得 タ

ル時 ハ,30秒 以内(平 均10-20秒)ニ 於テ呼吸 ハ

全 ク停止 シ家兎ハ假死状態 ヲ呈スル ニ至ル モノナ

リ.次ニカカル假死状態 ハ約2分以内 ニ於 テ心機能

障碍 ヲ除去セシム レバ心機能ハ再 ビ強 ク搏動 ヲ開

始 シ次第 ニ心機能 ハ正常 ニ恢復 シテ血壓 曲線 モ再

ビ上昇シ遂 ニハ正 常 ノ値 ニ歸 リ呼吸モ之 ニ伴 ヒテ

恢復 シ自然呼吸 ヲ營 ミテ漸次正常 ノ振幅 及ビ呼吸

數 ニ恢復スル ニ至ル.而 シテコ ノ場合心機能 ノ障

碍 ノ時間 ノ短時間 ナル程 心機能及 ビ呼吸 ノ恢復 モ

早 ク血壓曲線 ノ上昇 スル程 度モ甚 ダシ.次 ニ余 ノ

實驗方法 ニ於 テ約3分 以 上心機能 ヲ障碍セ シメタ

ル場合ハ,障 碍 ヲ除去 シタル後 モ心機能ハ自然 恢

復 ヲ營 マズ,從 ツテ呼吸モ正常 ニ恢復 セズ其 ノ儘

眞死 ニ移行スル モ ノノ如 シ.次 ニ心機能 ヲ障碍セ

シ メテ假死存續期間 ヲ2分 ト3分 ノ間即 チ約2分

30秒 前後 ニナ シタル時ハ心機能 ハ障碍除去 ニヨ リ

自然恢復 ヲ營 ミ多 少 ノ血壓 ノ上昇 ヲ示 シ僅 ニ自然

呼吸 ヲ營ム事アルモ再 ビ漸次血壓 曲線 ハ下降 シテ

呼吸 モ再 ビ無呼吸 トナ リ遂 ニ全 ク眞死 ニ移 行スル

傾 向アル ヲ知 リ得 タ リ.

即 チ余 ノ實驗方法 ニ於テ心機能 ヲ機械的 ニ障碍

シテ家 兎ニ假 死状態 ヲ惹起セ シムル場合,假 死存

續 期間 ノ2分 以内 ノ時 ハ心機能竝ニ呼吸運動 ハ自

然 ニ恢復 スル傾向 ヲ有 シ3分 以上存續 セシムル時

ハ遂 ニ其 ノ儘眞死 ニ移行 シ2分 ト3分 ノ間 ニ於テ

心機 能及 ビ呼吸運動 ハ障碍除去後一時恢復 スルモ

再 ビ心機能障碍 ノ影響 ニヨ リ次第 ニ其 ノ機能 ヲ減

弱シテ遂 ニ眞死ニ移行 スル傾向多キ ヲ認 メタルナ

リ.

第2節 心臟性假 死ニ及 ボス電氣刺戟 ノ

影響

余ハ前記10例 ノ家兎 ノ實驗 ニ ヨ リ概括的 ニ心

臟性假死 ノ状態 ヲ知 リ得 タル爲 更ニ コノ事 ヲ深 ク

追 究シ正確 ヲ期 スル 爲 ニ次 ニ記述 スル30例 ノ家

兎 ニ就 キ本實驗 ヲ試行シ更ニ カカル心臟機能 ノミ

ノ障碍 ニ ヨル假死 ニ對 シ嚮 ニ肺臟性假 死,腦 性假

死ニ於 テ試 ミタル横隔膜神經 ノ電氣刺戟 ハ如何ナ

ル影響 ヲ及ボスカニ就キ檢索セ リ.尚 ホカカル假

死状態 ノ場 合其 ノ横隔膜神經 ヲ刺戟 スル時,假 死

存續期間 ノ2分 以内 ノ時ハ心機能障碍除去 ト共 ニ

多 ク自然恢復 ヲ營 ム爲,假 死存續期間 ヲ2分 以上

トシ心機能障 碍除去 後モ自然 恢復 ヲ營マザル事 ヲ

充分證明 セル後 ニ電 氣刺戟 ヲ加ヘル事 トナ シタリ

且假死存續期間 ノ約2分30秒 前後 ノ時 ハ,障碍除

去 ノ後 ニ心機能 ハ一時恢復 シ血壓 曲線 モ一時上昇

シ後漸次再 ビ下降 シテ眞死 ニ移行 スル傾 向ア リシ

爲,電 氣 刺戟 ハ之等 ノ時期 ヲ最モ多 ク利用 スル事

トナシ タリ.

第2表
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上記表中家兎 ノ體重其 ノ他 ニ就 キ比較的同樣 ナ

リト見做 サ レ得ルモ ノヲ選 ビ之 ヲ記 述スル ニ次 ノ

如 シ.

第1圖

(1) 右側横隔膜神經刺戟ノ場合

(第1圖) 家兎體 重1900g ♀(第2表,Nr. 3)

家兎 手術順調,呼 吸,血壓 ノ状態正調 トナル ヲ

待 チテ前記 ノ實驗方法 ニテ心機能 ヲ機械的 ニ障碍

スル ニ血壓 ハ急速 ニ下降 シ甚ダシク不安 ナル動搖

ヲ示 シツツ更 ニ階段的 ニ下降シ且心搏動 モ著シ ク

微弱 トナル.呼 吸モ心機能障碍 ト殆 ド同時 ニ著 シ

ク不規則 トナ リ且其 ノ振幅其 ノ數ヲ減少シ心機能

障碍 ヨリ1分10秒 ノ後 ニハ 呼吸ハ全 ク停 止シ家

兎ハ假 死状態 ニ陷ル.依 テ コノ状態 ヲ2分20秒 存

續セシメテ後 ニ心機 能障碍 ヲ除去 スル ニ甚 ダ微弱

ナル自然呼吸 ヲ1, 2囘營 ム ト共 ニ血壓 ハ次表ニ 上

昇 スル傾向 ヲ示 ス.依 テ豫 メ剥離 セル右側横隔膜

神經ヲ1箇 ノ白 金電導 子ニテ注 意深 ク刺戟 スル ニ

家兎 ハ刺戟毎 ニ著明 ニ深呼吸 ヲ營 ミ血壓 曲線 モ漸

次 上昇 シ強キ變動 ヲ示 スニ至ル.依 テ電 氣刺戟 ヲ

約5分 間 熱心 ニ繰返 スニ呼吸曲線ハ著 明ニ上下 シ

テ家兎 ハ強キ深呼吸 ヲ營ム事 ヲ示 スモ血壓 ハ更ニ

上昇 ヲ來サズ,再 ビ漸次下降 シ小サキ山形 ヲ畫キ

テ遂 ニ零線 ニ近 ヅキ電 氣刺戟開始 ヨ リ約7分 ノ後

家兎 ハ眞死 ニ移 行セ リ.死 後胸廓内 ヲ開 キテ剖檢

スル ニ心臟 ハ機 械的 ノ障碍ヲ受 ケタル形勢 ヲ認メ

肥大鬱 血 セルモ肺臟 氣管等 ニ出血,損 傷等 ノ著變

ヲ認 メズ.

第2圖

(第2圖)家 兎體 重2000g ♀(第2表,Nr. 5)

血壓,呼 吸 ノ一 定 ス ル ヲ待 チ テ心 機 能 ヲ障 碍 ス

ルニ血壓 ハ直 チニ下降 シ呼吸 モ不規則 トナ リ其 ノ

振幅及 ビ其 ノ數 ヲ減 少 シ20秒 ノ後 ニ呼 吸ハ全 ク
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停止シ血壓 曲線 モ著 シク下降セル重症 ナル假死状

態 ヲ呈 スルニ至ル.コ ノ假死状態 ヲ2分10秒 存續

セ シメテ障碍 ヲ除去スルニ血壓 ハ稍急速 ニ上昇 シ

呼吸 モ5, 6囘 自然呼吸 ヲ營 ミ心機能 ノ恢復 ヲ思 ハ

セタルモ約2分 ノ後 ニハ血壓 ハ再 ビ下降 シ初 メ呼

吸 モ亦停止 スルニ至ル.依 テ右側横隔膜神經 ヲ1

箇 ノ白金電導 子ニテ刺戟 スル ニ家 兎ハ著 明 ニ深呼

吸 ヲ營 ミ血壓 モ著明 ニ動搖 ス.約3分 間電 氣刺戟

ヲ繰返 スニ深呼 吸ハ著明 ニ刺戟毎 ニ營ムモ血壓 ハ

遂 ニ上昇セズ,家 兎 ハ電氣刺戟 ヨ リ約4分 ノ後 眞

死 ニ移行 ス.死 後 ノ剖檢 ニ於テ肺臟 氣管 ニ著變ナ

シ.

第3圖

(II) 左側横隔膜神經 刺戟 ノ場合

(第3圖) 家 兎體重2600g ♀(第2表,Nr. 7)

血壓,呼 吸 ノ一定 スル ヲ待 チテ心機能 ヲ障碍 ス

ル ニ血壓 ハ急速 ニ直線的 ニ下降 シ約10秒 ノ後 ニ

假死状態 トナル.依 テ2分30秒 コ ノ状態 ヲ持續 セ

シメタル後 ニ心機能障碍除去 スル ニ家兎ハ2, 3囘

輕キ自然呼吸 ヲ營 ミ血壓 ヲモ漸次上昇スル傾向 ヲ

有 ス.依 テ左側横隔膜神經 ヲ1箇 ノ白金電導子ニ

テ電氣的 ニ刺戟 スルニ 家兎ハ強 キ深呼吸 ヲ營 ミ血

壓モ漸次上昇 シ其 ノ變動 ヲ強大ス.約5分 電氣刺

戟 ヲ加ヘ タルニ刺戟後2分 頃 ヨリ胸廓 ノ擴大 ハ漸

次弱 少 トナ リ血壓 曲線 モ漸次下降シ約6分 ノ後ニ

ハ遂 ニ眞死 ニ移行ス.死 後剖檢 スルニ肺臟 部 ニ多

少 ノ鬱血ア リタル外著變 ヲ認 メズ.

第4圖

(第4圖) 家兎體 重2100g ♀(第2表,Nr. 10)

血壓,呼吸 ノ一定 ヲ待 チテ心機能 ヲ障碍 スルニ

血壓 ハ急速 ニ且直線的ニ 下降 シ呼 吸モ約5秒 ノ後

ニ停 止シ家兎粛ハ速 ニ假死状態 トナル.コ ノ假 死状
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態 ヲ約2分50秒 存續 セシ メタル後 ニ障碍 ヲ除去

スル ニ家兎 ハ2, 3囘 輕 キ深呼吸 ヲ營 ミ血壓 ハ稍急

速ニ上昇 ス.依 テ心機能 ノ恢復 ヲ思 ハセタルモ家

兎 ハ更 ニ自然呼吸 ヲ營マズ血壓 モ漸次 下降セ ン ト

スル ニ至ル ヲ以テ左側横隔膜神經 ヲ1箇 ノ白金電

導子 ニテ刺戟 スル ニ家兎ハ刺戟 ト同時 ニ著明 ニ深

呼 吸ヲ營 ミ血壓 モ亦著明 ニ變動 シテ家兎 ノ眞死ニ

移 行スル ヲ妨害 スル傾向 ア リ.依 テ更ニ頑固 ニ熱

心 ニ左 側横隔膜神經 ヲ電氣的 ニ刺戟 スル ニ血壓 ハ

甚ダシキ上下 ノ變動 ヲ繰返シ ツツ漸次上昇 ノ傾向

ヲ示 シ呼 吸モ刺戟 毎 ニ著明 ニ胸廓 ヲ擴大 シ次第 ニ

強キ深呼 吸 ヲ營 ム ニ至 リ約4分30秒 ノ電氣刺戟

ノ後 ニハ家兎 ハ自然呼吸 ヲ營ム ニ至 リ血壓 モ亦略

ボ正常 ニ復シ電氣刺戟 ヨ リ約6分 ノ後 ニハ家兎 ハ

遂 ニ全 ク蘇生セ リ.

第5圖

(III) 兩 側横隔膜神經 同時刺戟 ノ場合

(第5圖) 家兎體 重1900g ♀(第2表,Nr. 20)

呼吸,血壓 ノ一定 ヲ待 チテ心機 能 ヲ障碍 スルニ

血壓 ハ直 チニ下降 シ漸次階段的ニ 更 ニ下降 シ呼吸

モ5秒 ノ後 ニ停止 シ家兎 ハ假死状態 トナル.コ ノ

状態 ヲ2分20秒 持續 セ シ メテ心機能障 碍ヲ除去

スルニ家兎 ハ1囘 深呼吸 ヲ營ムモ血壓 ハ餘 リ上昇

ヲ示サズ.依 テ直チニ兩 側 ノ横隔膜神經 ヲ同時 ニ

2箇 ノ白金電導子 ニテ刺戟 スル ニ家兎 ハ刺戟毎 ニ

強キ深呼 吸 ヲ營ム.約 電氣刺戟 ヲ4分 反覆 スルニ

血壓 ハ更 ニ上昇セ ズ刺戟毎 ノ胸廓 ノ擴大 モ次第 ニ

縮小 シテ遂ニ 電氣刺戟後5分30秒 ノ後ニ 眞 死

ニ移行 ス.死 後 ノ剖檢 ニ於 テ肺臟 氣 道ニ 著變 ナ

シ.

第6圖

(第6圖) 家 兎體 重2100g ♀(第2表,Nr. 19)

呼 吸,血壓 ノ一 定 ヲ待 チテ 心機 能 ヲ障 碍 スル ニ,

血壓 ハ直線的 ニ下降 シ呼吸 ハ10秒 ノ後 ニ停止 シ

テ假 死状態 トナ ル.コ ノ状態 ヲ2分20秒 持續 セ
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シ メテ心機能障碍 ヲ除去スルニ血壓 ハ稍急速ニ 上

昇 シ略ボ正常 ノ値ニ歸 リ稍著明 ナル心搏動 ヲ營 ミ

3, 4囘輕 キ呼吸 ヲ營ムニ至ル.依 テ心機能 ノ恢復

ヲ思 ハセ タルモ3分 後 ノ血壓 ハ再 ビ次第ニ 下降 シ

初 メ心搏 動ハ微弱 トナ リ約5分 ノ後ニ ハ再 ビ呼吸

停止 シ血壓 再 ビ下降 シテ眞死 ニ移行セ ン トスル状

態ニ ナ リタ リ.依 テ兩 側 ノ横隔膜神經ヲ2箇 ノ白

金電導 子ニ テ同時ニ 刺戟ス ルニ家兎 ハ稍輕 キ呼吸

ヲ營ミ,之 ヲ繰返 スニ血壓 ハ漸次上昇 ノ傾向 ヲ示

ス.依 テ約3分 間電氣刺戟 ヲ頑固 ニ熱心 ニ續行 ス

ル ニ血壓 ハ漸次 上昇 シ次第 ニ強 キ深呼吸 ヲ營ムニ

至 リ約8分 ノ後家兎ハ遂 ニ蘇 生スル ニ至 リタ リ.

第7圖

(IV) 兩 働横隔膜神經 ヲ皮膚表面上 ヨリ

同時ニ刺戟 シタル場 合

(第7圖) 家兎體 重2100g ♀(第2表,Nr. 26)

呼吸,血壓 ノ一定 スル ヲ待チテ心機能 ヲ障 碍ス

ルニ約20秒 ノ後 ニ家兎 ハ假死状態 トナ ル.コノ

状態 ヲ2分20秒 持續 セ シ メテ心機能障碍 ヲ除去

スルニ家兎 ハ3, 4囘 輕 キ呼吸 ヲ營 ミ血壓 ハ家第ニ

上昇 ス ル 傾向 ヲ示 スモ約20秒 ノ後再 ビ血壓 ハ下

降 シ初ム.依 テ皮膚表面上 ヨリ2箇 ノ白金電導子

ヲ以テ横 隔膜神經 走行 ノ部 ヲ約4分 間 刺戟 スルニ

家兎ハ刺戟毎 ニ深呼吸 ヲ營 ミ血壓 モ著 シク變動 シ

テ一時上昇 スル傾向 ヲ示セルモ次第 ニ呼吸 ハ減弱

シ血壓 モ下降 シテ刺戟後約6分 ノ後ニ眞 死 ニ移 行

セリ.死 後 ノ剖檢 所見ニ於 テ肺臟 氣管 ヲ壓迫傷害

セ シ形勢 ヲ認 メズ.

小 括

以 上30例 ノ家 兎 ノ實驗 成績 ヲ總括 シ テ觀 察 ス

ルニ 家兎ニ於 テ心臟 機能 ヲ或程度以上 ニ障碍セ シ

ムレバ家兎 ノ呼吸 ハ全 ク停止 シ血壓 モ著明 ニ下降

シ微弱 ナル心搏動 ノ ミヲ有 スル假 死状態 ヲ惹起 セ

シ メ得ル モノニ シテ而 モカカル假 死状態 ハ心臟 機

能 ノ障碍 ト共 ニ著 シク迅速 ニ惹起サレ得ル モ ノニ

シテ血壓 ハ急速 ニ殆 ド直線的 ニ下降 シ血壓 曲線 ノ

變動モ尠 ク心搏動 モ甚 ダ微弱ナル重症 ナル假 死状

態ナ リ.

カカル心臟性假死 ヲ前述 ノ肺臟性假 死,腦 性假

死 ト呼吸,血壓 方面 ヨ リ比較 シテ觀 察スルニ下圖

ニ示セル如 ク甚ダ其 ノ趣 ヲ異ニ シテ興味 アル成績

ヲ示セ リ.

即チ肺臟 性假死 ニ於 テハ窒息 ト同時 ニ呼吸 ハ著

明 ニ其 ノ振幅 ヲ増大 シ其 ノ數ヲ増 シ呼 吸中樞 ハ著

シタ刺戟サレタル状態 ヲ示 シ後稍急速ニ呼吸數 ハ

減少 シ不規則 トナ リ其ノ振幅 ヲ減少 シテ呼吸 中樞

ハ麻痺状態 ヲ示 シ遂ニ 全 ク無呼吸 ノ状態 トナ リ,

血壓 モ窒息 ト同時ニ 著 シキ變動 ヲ示 シ心搏 動モ強

大 トナ リ漸次上昇 シテ心機能 ノ刺戟状 態 ヲ示 スモ

一定時間 ノ後漸次 下降 シ初 メ
,呼 吸 ノ停止 スル頃

ヨリ急速 ニ落下 シ テ 零線ニ 近 ヅ キ假 死状態 トナ

ル.腦 性假死 ニ於 テハ腦壓亢 進 ト同時ニ 呼吸頻數

トナリ,其 ノ振幅 ヲ場大 シ血壓 モ其ノ變 動 ハ強 大
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1) 肺臟 性 假 死

2) 腦 性 假 死

3) 心臟 性 假 死

トナ リ漸次上昇 シ呼 吸心機能共 ニ刺戟状態 トナル

モ其 ノ程度肺臟 性假死 ノ場合 ノ如 ク著 シカラズ.

且腦壓亢進 ノ急劇過大ナラザル場合ハ其 ノ刺戟 状

態 ノ期間 モ相當長 ク持續 シ,然 ル後 ニ漸次麻痺状

態 ニ移行 シテ遂 ニ假死状態 トナルモ ノニシテ更 ニ

コノ場合呼吸 ハ停止セル ニ拘 ラズ血壓 ノ下降餘 リ

著 シカラズ極 メテ徐 々ニ零線 ニ近 ヅキ多 クノ場合

急速 ニ假死状態 トナル事 ハ稀 ナル モ ノナ リ.

以上 ニ反 シ本篇 ニ述ベ タル心臟 性假死ハ前2者

ノ假死状態 ニ比較 シテ血壓 ノ下降 モ急速ニ シテ鋭
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ク短時間内 ニ無呼吸 トナル.甚 ダ重症 ニシテ且定

型的ナノ假死状態ナ リト稱 シ得ベク且前2者 ガ何

レモ呼吸心機能 ノ刺戟状態 ヨ リ麻痺状態 ニ徐々ニ

移 行セルニ反 シコノ種 ノ假死ハ直 チニ,而 モ急速

ニ麻庫状態 ニ移行 シテ假死 トナルモ ノニシテ其 ノ

趣 ヲ甚 ダ異 ニセルモ ノナ リ.

次ニ心臟性假 死ニ對 スル電氣刺戟 ノ影響 ノ成績

ヲ總括 スル ニ實驗家兎30例 中5例 僅 ニ蘇生セシ

メ得 タルノミニシテ,25例 ハ電氣刺戟毎 ニ著明 ニ

胸廓 ヲ擴大 シ強 キ深呼吸 ヲ營ム ニ拘 ラズ遂 ニ血壓

ハ上昇 シテ正常 ニ復スル事能ハズ其 ノ儘眞死ニ移

行 セルモ ノニシテ,且 蘇生セル5例 ニ就キ觀察 ス

ル モ心機能障碍除去後 血壓 ノ上昇 ノ度 ノ稍急速 ナ

ル モ ノニシテ家兎 ノ抵抗,實 驗時 ノ條件ニ ヨリ心

機能 ノ障碍 ノ程度 ノ輕度ナ リシモ ノヲ極 メテ熱心

ニ頑固ニ刺戟セルモ ノニシテ著 明ニ心機能 ノ障碍

サ レテ惹起サ レタル假死状態 ニ横隔膜神經 ヲ如何

ナル方法 ニヨ リテ刺戟 スルモ蘇生 セシメ得ル事能

ハザ リシモノナ リ.コ ノ點 ニ關 シテモ肺臟性假死,

腦性假死 ノ場合 ニ比 シ甚ダ趣 ヲ異 ニセル所 ナ リ.

第4章 總 括竝 ニ考 按

吾人 日常臨牀 ノ經驗 上ニ於テ胎兒,産 道,娩 出

力,分 娩經過等 ヨリ推測 スルモ胎兒心音 ノ異常動

搖 ヲ來 ス筈 ナク,從 ツテ新産兒ニ假死状態 ノ生 ズ

ベキ理由ナ シ ト豫期サ レタル分娩 ニ於テモ意外ナ

ル心音 ノ動 搖 ヲ示 シテ新 産兒ハ假死状態 ニテ生 レ

ル事モア リ,又 時 ニ殊 ニ娩 出期 ニ不整 心音 ヲ聽取

シテ薪産兒 ニ假死状態 ノ起ル事 モ吾人臨牀産科醫

ノ經驗 シ得ル所ナ リ.

又最近堀,佐 藤,今 井(昭 和10年)ハ160例 ノ

新産兒及 ビ19例 ノ假 死兒 ニ就テ精密 ナ ル 電氣心

働圖(Elektrokardiogramm)ヲ 得 タル結 果假死兒

ニ於 テハ健康兒 ニ比 シ心働圖 ニ於テ異常像 ヲ比較

的多數ニ認 メ其 ノ結 果假 死 ト胎兒心臟障 碍 トノ間

ニハ一定 ノ密接ナル關係 ノ存 スルモ ノナラン ト推

論 シ,更 ニ亦堀(昭 和10年)ノ 胎兒心音 ノ研究 ニ

ヨル モ實驗 妊産婦439例 中不整心音 ヲ認 メタル モ

ノ13例,中 假 死6例 ア リテ,コ ノ中異常動 搖 ヲ示

サズ心臟 ノ先 天的障 碍ニ假死 ノ原因 ヲ求ムベ キモ

ノ2例,異 常動搖 ヲ示 シ從 ツテ心臟 ニノミ其 ノ原

因 ヲ求ムベカラザル モ ノ4例 ア リタリ ト稱 ス.更

ニ亦假 死死産 兒 ノ剖檢 ニヨ リ病理解 剖的 ニ胎兒心

臟 ノ異常例 ヲモ證明 シ得ルモ ノニシテ,最 近吾國

ニ於 テモ松尾(昭 和9年),山 村,堀(昭 和10年),

平本(昭 和11年)ハ 胎兒心房,心 室 ニ興味 アル先

天的 ノ異常 ヲ伴 ヒ重症 ノ假 死状態 ニテ分娩サ レタ

ル例 ヲ經驗 シタル ヲ報 告セ リ.又 外國 ニ於テモ最

近Morris Leff (1936)ハ 剖檢所見 ヨ リ新 産兒氣管

及 ビ氣管枝中 ノ粘液及 ビ羊水ハ既 ニ胎兒産道 通過

時 ニ常 ニ存在 シ假死新産兒ニ屡 々見 ラル ル 肺鬱

血,肺 浮腫ハ窒 息ニ ヨリテ來ルモ ノニ非 ザル事 ヲ

主張 シ.新 産 兒假死ハ決 シテ單一 ナル窒息 ノミヲ

其 ノ成因 トスル ニ非 ズ,必 ズ腦,心 臟等 ノ生命中

樞部 ノ傷害 ニ續發 シテ來 ルモ ノナ ラン ト稱 セ リ.

從 ツテ最近 ニ於 ケル諸家 ノ臨牀上 ノ經驗及 ビ研究

ヨ リスレバ胎兒心臟 ニ機能的,病 理解剖的異常 ノ

存在 シ,他 ニ何等認 ムベキ所見ナ クシテモ新 産兒

假死ハ惹起サ レ得ルモ ノナ ラン トハ想像サ レ得ル

所 ニシテ,コ ノ事ハ既 ニ八木教授(昭 和10年)モ

發表 サレタル所ナ リ.コ ノ心臟性假 死ハ3種 ノ假

死中最 モ少數ナ リ.依 テ余ハ初 メテ カカル假 死状

態 ヲ動物 ヲ用 ヒテ實驗的 ニ其 ノ存在 ヲ證明 シ,且

コノ實驗的研究 ヲ行ハ ン ト企 テタルナ リ.

先 ヅカカル假 死状態ハ果 シテ動物 ヲ用 ヒテ其 ノ

存在 ヲ證明シ得 ルモ ノナルヤ否ヤ,若 シ證 明 シ得

ル トセバ之 ヲ如何 ニシテ惹起セ シムベキ カニ就 キ

余 ノ苦心 シタル所 ニシテ心臟機能 ヲ障碍 スル ノ ミ

ナ ラバ或ハDizitalis劑 ノ連用又ハ過量 ノ投與,又

ハ心臟 ニ對 スル劇 毒,例 ヘ バVeratrin
, Aconitin

等 ヲ注射 スル方法 アルモ何 レモ心臟 ノミニ作 用セ

ズ腦,神 經 中樞及 ビ末梢神經 ニ作用 シテ2次 的 ニ

心機能 ヲ障碍 セシ メ,家 兎 ニ假死状態 ヲ起 スモ ノ

ニシテ,之 等ハ臨牀 上 ノ諸檢索 ヨ リ推論セル所謂

169



346 水 田 隆 之

心臟性假 死 ト稍異ナルモ ノナ リ.即 チ腦,神 經等

ノ中樞性 ノ障碍 ヲ起 ス事ナク心臟 自體 ニ解剖的異

常又ハ機能障碍 ヲ起サ シメテ假死状態 ヲ惹起 セシ

メン トセバ唯心臟 ヲ機械的 ニ障碍 スル方法 ヲ選 バ

ザルベカラズ.コ ノ點 ニ就 キ文獻 ヲ渉獵 スル ニ充

分 ナル方法 ヲ發見 スル事能 ハズ.唯 矢倉徹(日 本

内科學雜誌13卷)ノ 家兎 ニ實驗的 ニ心臟瓣膜障碍

ヲ惹起セ シムル方 法ア リ.即 チ家兎 ノ頸動脈 ヨ リ

金屬性「ゾンデ」ヲ入レ大動脈瓣 ニ達 シ タル時,之

ヲ突 キ破ル方法ナ リ.然 レ共 コノ方法ハ瓣膜障碍

ノミヲ惹起セ シムル方法 ニシテ且其 ノ裝作複雜ナ

ル爲余ハ前述 ノ如 キ簡單 ナル實驗方法 ヲ考按 シ之

ヲ選 ビタルナ リ.

余 ノ方法 ニ依 ル時 ハ家兔 ニ中樞性 ノ障碍 ヲ起 ス

事 ナ ク心臟 自體 ノ解剖的異常又ハ機能障碍 ノミー

ヨリ心搏動 ノ存在 シ血壓 ノ零線 ニ迄降下セザルニ

拘 ラズ呼吸ハ全 ク停止 スル假 死状態 ヲ惹起セ シメ

得 タルモ ノニシテ臨牀上 ニ遭 遇 スル心臟性假死ハ

コ ノ状態 ニ近接 セル モ ノナル事 ハ容易 ニ理解シ得

ル所 ナ リ.

コノ假死状態 ヲ呼吸,血 壓 方面 ヨリ 「キモ グラ

フイオン」 ニ畫 カシメテ觀 察スル ニ心機能 ヲ或程

度以 上ニ障碍 スレバ家兔 ハ30秒 以内平均15秒 ノ

後 ニ直 チニ假死状態 ニ移 行スル モ ノニシテ,呼 吸

ハ全 ク停止 シ血壓 ハ著明 ニ且急速 ニ殆 ド直線的 ニ

下降 シ心搏動 モ甚ダ微弱 ニシテ血壓曲線 ノ變動 モ

尠 ク,前 述 ノ肺臟性假死,腦 性假死 ノ状態 ニ比較

シ甚ダ重症 ニシテ定 型的 ナル假死状態 ヲ呈 スル ニ

至ルモ ノナ リ.且 前2者 ガ何 レモ呼 吸,心 機能 ノ

刺戟状態 ヨ リ麻痺状態 ニ徐 々ニ移行セルニ反 シ,

コノ種 ノ假 死状態ハ直 チニ,而 モ急 速 ニ麻痺 状態

ニ移 行 シテ 重症 ナル假死 トナルモ ノニシテ其 ノ趣

ヲ異 ニセル事 ヲ知 リ得ベ シ.

余ハ コ ノ種 ノ假死状態 ヲ前述 ノ如 ク家兎30例

ニ就 キ惹起 セシメテ其 ノ横隔 膜神經 ヲ(1)右 側 ノ

ミ,(2)左 測 ノミ,(3)右 測 ヲ行 ヒ次 ニ左側,(4)

兩側同時ニ,(5)皮 膚表面 上ヨ リ兩 側同時 ニ,ト

種 々電 氣的 ニ刺戟 シテ其 ノ蘇生 スル状態 ヲ觀察 セ

ル ニ實驗 家兎30例 中僅 ニ5例 蘇生シ得 タル ノ ミ

ニテ25例 ハ電氣刺戟毎 ニ著明 ナル 深呼吸 ヲ營 ム

ニ拘 ラズ遂 ニ血壓 ハ漸次上昇 シテ正 常ニ復 スル事

能ハズ其 ノ儘眞死 ニ移行セシモ ノニシテ蘇生 セル

5例 ニ就 キ觀察 スルモ,心 機能障 碍除去後血壓 ノ

上昇 ノ度 ノ稍急速ナルモ ノニシテ,即 チ動物 ノ抵

抗實驗時 ノ條件 ニヨ リ心機能障碍 ノ程度 ノ稍輕度

ナ リシモ ノヲ極 メテ熱 心ニ頑固 ニ刺戟セル モノニ

シテ著明 ニ心機能 ノ障 碍サレテ惹起 サレタル假死

状態 ハ横隔膜神經 ヲ如 何ナル方法 ニヨ リテ刺戟ス

ル モ蘇生 スル事能ハザ リシモ ノナ リ.

之 ヲ肺臟性假 死,腦 性假 死 ノ電氣刺戟 ノ影響ニ

比較 シテ觀察 スルニ肺臟性假 死ニ於 テハ,多 クノ

場合唯1囘 ノ横隔膜神經 ノ刺戟 ニヨ リ直チ ニ深呼

吸ヲ營 ミ著明 ニ血壓 ノ上昇 ヲ示 シテ極 メテ確實 ニ

且迅速 ニ蘇生 シ得ル ニ反 シ,亦 腦性假死 ノ場合 モ

其 ノ腦壓 亢進 ノ急劇過大 ナラザル場 合ハ數囘 ノ刺

戟 ニヨ リ漸次血壓 ノ上昇 ヲ示 シ自然呼 吸 ヲ開始 シ

テ蘇生 シ得ルニ反 シ,心 臟假死 ノ場 合ハ横隔膜神

經 ノ電氣刺戟 ノ影響 ハ之 ヲ刺戟 スルモ蘇生困難 ナ

ル事有 リ,サ レド決 シテ有害 ニ作用 スルモ ノニ非

ズ.寧 ロ多少 ノ效果 ヲ及 ボスモ ノナ ラン ト結論 セ

ザル ヲ得ザルナ リ.

余其 ノ原因 ニ就 キ考按 スル ニ,心 臟性假 死 ノ場

合ハ前2者 ノ假 死ニ比 シ血壓 ノ 下降著 シク降下 シ

心搏動 モ著 シク減弱 シ,心 機能 ノ障碍モ著 シク且

急速 ニ起 リシ爲横隔膜神經 ノ電氣刺戟 ニヨ リ横隔

膜 ヲ運動 セ シメ呼吸運動 ヲ人工的 ニ起サ シムル ト

モ,唯 ソレノ ミニテハ呼吸中樞 ヲ興奮セ シメ心機

能 ヲ亢進 セ シムル事能 ハザル モノナ ラン.詳 言セ

バ一時横隔膜運動 ニ ヨリ血中 ノ酸素量増量スルモ

コノ種 ノ假死 ニ於テハ心機能 ガ之 ニ伴 ヒテ亢進ス

ルニ至 ラザル爲血中酸素量ハ次第 ニ蓄積 シテ増量

スルニ至 ラズ,從 ツテ遂 ニ呼吸中樞 ヲ興奮セシ メ

テ 自然呼 吸 ヲ營 マシムル事能 ハズ シテ其 ノ儘眞死

ニ移行 スルモ ノナラン.
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以 上ノ余 ノ實驗成績 竝ニ考按 ヨ リスレバHufe-

land, Israel等 ノ新産兒假 死ニ對 シ電氣刺戟 ハ其

ノ效果甚ダ優秀ナ リト稱 セシハ,總 テノ假 死ニ對

シテハ吟味 ヲ要スル所ニシテ,新 産兒假死 ノ成因

ト同 ジク其 ノ成績 モ單純 ニ非 ズ,新 産見假死 ノ依

テ起 ル成因 ニ從 ヒ其 ノ電氣刺戟 ノ效果モ異 ナルモ

ノニシテ,殊 ニ心臟性假死 ニ對シテハ電氣刺戟ハ

肺臟性假死 ニ對スル 如 ク有效適 切ナル モ ノニ非

ズ,コ ノ場合ハ寧 ロ他 ノ強心劑,其 ノ他 ノ藥物療

法,或 ハ心臟部「マ ッサ ージ」等 ノ心臟機能亢進法

トガ有效 ニシテ電氣的刺戟 ハ之等 ト相俟チテ採用

スベキモ ノナラン ト思惟 スルモ ノナ リ.

第5章 結 論

1) 八木教授等 ノ臨牀上 ノ諸檢索 ヨリ唱ヘ ラレ

タル所謂心臟性假 死(Asphyxia cardialis)ハ 動

物實驗 ニ ヨリテモ其 ノ存在 ヲ證明 スル事 ヲ得.即

チ家兎ニ於 テ腦,神 輕等 ノ中樞部 ニ障碍 ヲ起 ス事

ナ ク,心 臟 自體 ニ機能障碍 ヲ起 サシメテ假死状態

ヲ惹起セシムル事 ヲ得.

2) 家 兎ニ於テ實驗的 ニ證明 サレタル心臟性假

死ハ,心 臟 自體 ノ機能障碍 ト同時 ニ急 速ニ惹起サ

レ,且 血壓 ハ著明 ニ急速 ニ下降 シ血壓 曲線 ノ變動

少ナ ク心搏動 ノ甚 ダ微弱ナル重 症 ニシテ定型的 ナ

ル假死状態 ヲ示 スモ ノニシテ,肺 臟性假 死,腦 性

假死 ノ状態 ニ比 シ甚 ダ其 ノ趣 ヲ異 ニ セ ル モ ノナ

リ.

3) 家 兎 ノ心臟 自體 ニ機能障碍 ヲ起 サシ メテ惹

起 セシメタル假 死 ニ對 シ家兎 ノ横隔膜神經 ヲ電氣

的 ニ刺戟 シテ其 ノ蘇生状態 ヲ觀察 スル ニ,コ ノ場

合電氣刺戟ハ肺臟 性假死 ニ對 スル如 ク有效適 切ナ

ルモ ノニ非 ズシテ家兎 ハ横隔膜神輕 ヲ如何ナル方

法 ニヨリ刺戟 スルモ刺戟 ニヨ リ深呼吸 ヲ營 ムニ拘

ラズ遂ニ 血壓 ノ上昇 ヲ見 ズ眞死 ニ移 行シテ蘇 生セ

ザ ル場合多シ.

稿 ヲ終ル ニ臨 ミ,恩 師八木教授 ノ不斷 ノ御

懇切ナル御指導 ト御校閲 ニ對 シ滿腔 ノ謝 意 ヲ

表ス.

(本篇 ノ大要 ハ昭和12年3月29日,大 阪帝

國大學 ニ於 ケル 第35囘 産 科婦人科醫學會總

會 ニ於 テ報告 セ リ.)

文獻ハ第4篇 「新産兒假死 ニ對 スル電 氣刺

戟療法 ノ臨牀的觀 察」 ノ最終 ニ一括併記 ス.

Aus der Frauenklinik der Medizinischen Fakultat Okayama.

(Vorstand: Prof. Dr. H. Yagi)

Untersuchungen uber den Einfluss der elektrischen Reizung

auf die asphyktischen Neugeborenen.

(3. Mitteilung)

Uber den Einfluss der elektrischen Reizung auf die Asphyxia  n eonatorum,

insbesondere die Asphyxia cardialis und ihre 

experimentelle Untersuchungen.

Von

Dr. Takayuki Mizuta.

Eingegangen am 21. Juni 1938.
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Verfasser ausfuhrte zuerst die experimentellen Untersuchungeu uber die Asphyxia 

cardialis, die von Herrn Prof. Yagi aus Sektionsbefund, Kindesherztone und Elektro-

kardiogramm der Neugeborenen etc. klinisch festgestellt wurde und untersuchte den

Einfluss der elektrischen Reizung auf die Asphyxia cardialis. 

Er bekam aus den Untersuchungeu die folgenden Schluss; 

1) Asphyxia cardialis nach Prof. Yagi wurde mit Tierversuche sicher bewiesen. 

Bei Kaninchen wurde diese Asphyxie durch die Funktionsstorung des Herzens ohne 

Zerebralstorung einfach und sicher zum Vorschein gebracht. 

2) Bei Tierversuchen wurde Asphyxia cardialis plotzlich durch die Funktions-

storung des Herzens verursacht, der Blutdruck sank deutlich, plotzlich, eine Verande-

rung der Blutdruckskurve wurde wenig, und Herzschlag wurde sehr schwach. Bei 

schwerem Fall geschah ein typischer asphyktischer Zustand. 

3) Bei Asphyxia cardialis kam Kaninchen mit elektrischer Reizung des N. Phre-

nicus meist nicht wieder zum Leben. (Antoreferat)
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