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[昭 和13年7月15日 受 稿]

第1章 緒 言

佝僂病 ノ發現時季 ニ關 シテハ,從 來見解 ノ一致

セザル所ア リ.而 シテ其 ノ見解 タルヤ,(1)佝 僂

病 ハ胎生期ニ於テ發病 スル コトア リ,而 モ稀ナ ラ

ズ トシテ胎生乃至新産兒佝僂病 ノ存在 ヲ肯定 スル

モ ノ,(2)之 ニ反 シ,胎 生期 ニ於テハ發病 スル コ

ト無 キヲ常 トシ或 ハ若シ在 リトスルモ殆 ド除外例

的 ニ稀ナ リトシテ胎生乃至新産兒佝僂病 ノ存在 ヲ

否定或ハ殆 ド否定 スルモ ノ,ト ノ2ツ ニ大略分 チ

得ベ ク,之 等見解 ニ就 テ ノ詳説,其 ノ由來,又 論

議諸家等 ニ就 テハ本表題第1報 告 ノ緒言中 ニ既 ニ

敍述セ リ.往 時胎生的佝僂病存在 ヲ肯定或ハ主張

セ シ人 々中 ニハ現 今吾 人 ノ知見 ヨ リセバ誤 レル根

據 ニ立脚 セルア リ,即 チ新産兒ニ於テ屡 々認 ムル

頭蓋骨 ノ限局的菲薄軟弱化即 チ軟頭蓋,肋 骨 ノ骨

軟骨境界部 ノ隆起 ヲ,又 稀 ニ存 スル胎生性軟骨萎

縮症及 ビ化骨不全症等 ニ於 ケル外形的形態變 化ヲ

佝僂病所見 ナ リトシテ,即 チ之等單ナル外形的乃

至觸診的所見等 ノ ミニ主 トシテ根據 ヲ置キ佝僂病

ナ リト診 シ以 テ胎生乃 至新産兒佝僂病 ノ存在 ヲ信

ゼ シモ ノア リ,吾 人今 日ニ於 ケル醫學的 知見 ヨ リ

セバ其 ノ根據 タルヤ妥當ナ ラザル所 ア リ.比 較的

近時 ニ於テハ,佝 僂病 ニ關 スル權威者 ノ多 クハ胎

生期發現 ヲ否定或 ハ殆 ド否定 シ,從 ツテ現時 ニ於

テハ胎生乃至新産兒佝僂病 ナルモ ノハ存在 セザル

カ,又 存在 スル トスルモ,夫 レハ除 外例的 ノモノ

ナ リト廣 ク信 ゼラレア リト謂 フベ ク,胎 生乃至新

産兒佝僂病存在 ヲ報 ズル文 獻近時,時 トシテ現ハ

ルル ト雖モ,夫 等文獻 ハ重視サ レザル モ ノノ如 シ.

近時Maxwell, Rector等 又最近杉山 ニヨル存在

肯定的報告例 ノ現ルル ア リテ,夫 等報告 ハ佝僂病

存在 ヲ肯定スル ニ有力ナ リト識者 ヲシテ或程度肯

定セ シムル所 アル如 シ ト雖モ發表 サレテ ヨリ時 日

未ダ少 ク,加 フルニ其 ノ發表雜誌 ノ種類 ニ由來 シ

テ原著 ノ讀マルル コト少 キ爲 カ,夫 等報告 ハ參考

トサルル コ ト少ク,又 胎生期發現 ノ可能或 ハアル

ニ非ズヤ トスル本邦 ニ於 ケル諸家,志 賀,福 井,泉

田,北 村,鹽 見,加 藤,好 本,伊 丹,赤 松等 モ其 ノ

檢索 タルヤ未 ダ充分 ナラズ,又 認 メタ リトスル變

化所見 ヲ佝僂病 ニ ヨル ト明 カニ斷定 スル ニ足ル程

ノ根據 ヲ缺 ケル ヲ以 テ,佝 僂病 ハ出産後 ノ疾患 ト

シテ ノ ミ目サルル傾 向アル ハ蓋 シ當然 ナルベシ,
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抑 モ佝僂病 初期乃至輕症 期 ノ診斷 ハ困難 ニシテ

彼 ノHessガ 所言,即 チ「本症 ハ其 ノ疑診ダモ置 カ

レズ看過サルル コ ト多 ク,斯 クモ看過サ レ易キ小

兒疾患 ハ他 ニ無 ク,縱 令,本 症 ガ多キ疾患ナル コ

ト醫家 ニ知 ラレ來 リシ ト雖モ,未 ダ尚 ホ多 クノ醫

家 ハ比較的容 易ニ認 メ得ル如 キ著明症状無キ場合

ハ佝僂病 トシテ ノ診斷 ヲ少シモ下サズ」云 々ノ如

キハ蓋 シ其 ノ實 ヲ穿 テルモ ノ ト謂 フベ ク,又 從來

ヨ リ佝僂病臨牀診斷的據點 トシテ擧 ゲラレアル モ

ノハ,早 期診 斷乃 至發現期決定上 ノ價値ナキ カ,

或 ハ少ナ ク,唯 其 ノ中最モ價値 アルモ ノハ長管状

骨 ノ骨幹端境界部ニ於 ケル レ線的變化所見 ニシテ

撮影方法等 ニ注意シ良好 ナル寫眞像 ヲ得テ精細 ニ

觀察 吟味セバ診斷的價値多 シ ト唱 ヘラルルア リ.

(尤 モ血清中 ノ無機燐,「カル シウム」量測定等 ハ診

斷 上,有 力ナル一手段 ナル モ,新 産兒 ニ就テ之 ヲ

行 フハ假令,微 量測定法 ニ依ルモ若 干血液量 ヲ要

シ實行 ニ不便少ナカラズ),余等 ノ同 人好本,伊 丹

ハ幼 若乳兒 ニ於テ他 ニ佝僂病 ヲ疑 フニ足ル可キ何

等 臨牀的所見 ヲ認 メ得ザル ニ唯 レ線的 ニ ノミ極 ク

初 期乃至僅微佝僂病樣變化所見 ヲ長管状骨殊 ニ尺

骨 々幹遠端部 ニ認 メ得ル コトアル ヲ既 ニ久 シキ以

前 ヨリ經驗 シ,新 産兒ニ就 テレ線的手技 ニ注意 シ

テ骨 像 ヲ撮 リ,骨 レ線的所見 ヲ其 ノ他所見等 ヲモ

參照 シ觀察 スル ニ,變 化 ノ程度ハ概 シテ著 シカラ

ザル モ,佝 僂病樣骨所見 ヲ呈 スルモ ノ少ナカラザ

ル ヲ認 メ,其 ノ檢 索成績 ノ大略 ヲ既 ニ報告 シ,又

之等 レ線的所見 ニ立脚シテ考察セ バ,新 産兒佝僂

病問題 ノ檢討上寄與 シ得ル所アルヤモ測 リ難 ク,

又之 ニ關 スル檢討ハ單 ニ佝僂病 ニ關シテ ノミナラ

ズ,胎 兒,新 産兒 ノ諸般 ニ關 スル知 見 ヲモ齎 ラス

コ ト少ナ カラザルベキ ヲ唱 ヘタ リ.而 シテ佝僂病

ニ關 シテハ,母 ニ於 ケル諸状態乃至條件 ノ不良,

就中,身 體虚 弱,妊 娠中 ノ健康状態 不良 及 ビ食餌

竝 ニ住居環境 ノ不適 殊ニ又 日光作用 ヲ受 クル コ ト

ノ不充分等 ガ存スル場合,其 ノ産兒ニ生後 ニ於 テ

佝僂病 ノ發現傾向著 シキ コトハ若 干諸家 ニ ヨリ既

ニ唱ヘ ラルル所 ニシテ,母 ノ諸状態乃至條件 ノ不

適 ハ兒體 佝僂病 ノ發現催進的因子乃至素因 トナル

コ トハ多 クノ人 々之 ヲ肯定 シ,胎 生佝僂病否定論

者 モ亦同樣肯定 スル モ ノノ如 シ ト雖モ,胎 生乃 至

新産兒佝僂病 問題 ニ關 スル檢討 ノ一 階梯或ハ一方

面 トシテ新産兒所見 ト母體側諸状態乃至條件 ノ間

ニ關聯 ノ存スルヤニ就 キ詳細調査セルモ ノヲ未ダ

耳 ニセズ(新 産 兒期以後 ノ月,年 齡 ニ於 ケル佝僂

病小兒 ト母 トノ關聯 ニ關 シテ ハ檢索 ノ行ハ レタル

モ ノ存 スルモ)從 ツテ此種 ノ檢索 ニヨ リ幾分ナ リ

トモ寄與 ヲ齎 シ傅 バ トノ希望 ヲ以テ,先 キ ニ余等

ノ1人 水田ハ伊丹訓 吾君 ト共 ニ,新 産兒 ニ就 キ諸

所見殊 ニ骨 レ線的所 見 ヲ精査 シ,骨 レ線的佝 僂病

樣所見 ト他方夫等新 産兒 ノ母 ニ就 キ其 ノ健康,食

餌,環 境其 ノ他諸状態乃至條件 ヲ檢 シ,彼 之比較

對照 シ,其 ノ間 ニ關聯 ノ存否等 ヲ調査 シ胎生乃 至

新産見佝僂病 ニ關スル檢討 ノ資 ニ供 セン ト檢索 ヲ

試 ミ其 ノ成債 ヲ既ニ第1報 トシテ發表セ リ.但 シ

其 ノ檢索 タルヤ最初 ノ「試 ミ」的或 ハ模索的 ノモ ノ

ニシテ檢索材料モ多 カラズ,檢 索期間 モ久 シカラ

ズ不備 少ナカラズ,更 ニ引續 キ同檢索 ヲ續 ケン ト

セ シガ,伊 丹君 ノ不幸急 死スルア リ,水 田ハ同學

ノ友 ニシテ,先 輩伊丹君 ノ遺志 ヲ繼 グ芳野 ト共 ニ

再 ビ本問題 ニ就 キ第1囘 檢 索 ニ於 ケル ヨリモ多數

ノ産兒 ト母 ヲ材料 トシテ,單 ニ一季節 ニ止 マラズ,

各季節1年 間 ニ亙 リ,殆 ド同樣 ノ檢 索 ヲ繰返 シ,

今ヤ其 ノ成績 ヲ調査取纏 メタル ヲ以 テ,茲 ニ報告

シ,併 セテ第1囘 報告 ニ追加 セン トス.

第2章 檢査方法

第1節 檢査材料

檢査材料ハ昭和10年6月16日 ヨ リ昭和11年

6月22日 ニ至ル滿1年 間(但 シ8月 ヲ除 ク),當大

學産婦 人科教室産院及 ビ附屬第2産 院 ニ於 テ官費

入院分娩セ ラレタル生後5日 迄 ノ新 産兒188名 及

ビ其 ノ母 タル産婦188名 ナ リ.
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第2節 新産 兒骨 レ線納 所見 ノ檢査方法檢査

部位 トシテハ腕關節 ニ近 キ尺骨 々幹 遠端部邊 ヲ

選 ビ,其 ノ部 ノレ線的所見 ヲ檢 セ リ.蓋 シ該部ハ

(1) レ線的佝僂病變化所見發現 ガ早期 ニ認 メラル

ル コト,(2) 生體 ニ於テ明瞭ナル レ線 像 ヲ得ル ニ

便 利ナル コ ト(肋 骨々幹遠端部 ニ於テハ尺骨遠端

部 ニ於 ケル ヨリモ變化所見多少早期 ニ發現 スルモ

好適 ナル レ線像 ヲ得ルニハ撮影技術上困難ア リ),

(3)其 ノ形態元來簡單 ニシテ,其 ノ遠端部 ノ骨幹

端骨軟骨境界ハ凹凸屈曲殆 ド無 ク,略 ボ平面 ヲナ

シ,之 ヲ正側方位 ヨリ撮影セル レ線像 ハ正常ノ場

合規則正 シ ク殆 ド一直線 ヲ呈 シ.而 モ骨幹端 ノ限

界モ軟骨側 ニ向 ヒテ明劃 ニシテ,從 ツテ輕微變化

所見 ヲ發見 シ易キ コ ト(大 腿骨 々幹遠端部,脛 骨

骨幹端部等 ニ於テモ比較的早期 ニ變化所見現 ハル

モ骨幹端骨軟骨境界面凹凸稍著 シ ク從 ツテ輕 微變

化ヲ發見 スル ニ不利ア リ),(4) 撮影時 ニ於テ其

ノ部 ノ安定保持 ニ便利 ナル コ ト等 ノ利點 アル ヲ以

テナ リ.

余等 ハ僅微ナル變化所見 ヲ發見認識 セン爲,レ

線的所見觀察 ノ過誤 ヲ來 タスコ ト尠ナキ優秀ナル

像 ヲ得ル コトニ努力 シ,殊 ニ余等 ノ檢索 ニ於テハ

能 フ限 リ早期 ノ僅微的變化 ヲ認知 スル 要 アル タ

メ,特 ニコ ノ點 ニ注意 セ リ.即 チ撮影條件,「フヰ

ルム」現像等 ニ關 シ,又 像所見 ノ判斷 ニ關 シ,能

フ限 リノ注意 ヲ拂 ヒ,撮 影 ノ際 ノ放射線中心方位

ハ尺骨 々幹遠端部縁 ノ正則面 ノ中央部 ニ大略一致

シ,又 骨幹端 ニ於 ケル骨軟骨境界面 トノ一致並行

スル樣努 メ,掌 背方面 ヨ リ撮影 シ,コ ノ方位 ヨリ

腕關節乃至橈尺骨 ガ轉位 スルコ トヲ可及的注意 シ

テ避 ケ,新 産兒 ノ體位及 ビ腕關節保持固定 モ出來

得ル限 リ一定 ニセ リ.又 撮影時 レ線 ノ硬度,線 量,

曝射時間,及 ビ「フヰルム」現像方法及 ビ程度 ヲ可

及的一定 且適當 ニシ,像 ノ陰影濃度 ニ誤差 ノ起 リ

難 キ樣,且 像 ノ所見判斷 ヲ誤ル コト無キ樣注意シ

タ リ(レ線寫眞撮影時條件 及ビ レ線像吟味 上 ノ諸

般的檢索,注 意等 ニ關 シテハ,余 等 ノ1人 芳野ハ

別論文 ヲ以 テ發表 ノ豫定).又 佝僂病樣變化以外

ノ骨變化所見 ヲ呈 スルモ ノ(其 ノ主 タル モ ノハ黴

毒性變 化所見)ヲ 稀 ニ認 メタルモ,之 等疑 ハシキ

モ ノハ檢 査材料 ヨ リ除外セ リ.

第3節 母ノ諸状態乃至條件檢査方法

前記 ノ如 クシテ,余 等 ハ新 産兒 レ線的所見 ヲ檢

査スル ト同時 ニ,當 該新産兒 ノ母即 チ産婦 ニ就テ

其 ノ健康状態,既 往及 ビ現在 ノ著患.妊 娠中 ノ食

餌,住 地,住 屋,母 體 ノ運動 等,又 妊娠時及 ビ分

娩時 ノ所見其 ノ他 ノ諸條件 及 ビ新産 見 ノ若 干所見

ヲ別表 ノ如 キ諸項 目ニ分チ,出 來得 ル限 リ正確 ニ

且精細 ニ調査 シ,之 等調査諸項 ノ如何 ト産兒 ノ骨

所見 ヲ比較對照 シテ相互間 ニ於 ケル關聯 ノ存否,

關聯 ノ程度等 ニ就 キ觀察セ リ.尚 ホ産婦 ノ身體 ニ

就テ ノ直接檢診所見ハ産褥5-7日 目ニ於 テ之 ヲ

行 ヒ得 タルモ ノナル ガ,分 娩後 ノ經過順調 ナラズ

シテ,産褥5-7日 目ニ尚ホ發熱アル時 ハ下熱 ヲ待

チテ之 ヲ行ヒ,以 テ診定 ニ成ル可 ク誤 リ無 キヲ期

シタ リ.尚 ホ母 ノ大多數ハ岡 山市内乃至近傍在住

者 ニシテ,又 當産婦人科教室 産院官 費入院牀竝 ニ

第2産 院入院牀 ハ專 ラ中産階 級以 下 ノ妊産婦 ノ爲

ニ設 ケラレタル モノナル ヲ以テ,從 ツテ余等 ノ調

査材料ハ總 テ中産階級以下 ノ階級 層 ニ在 ル 者 ナ

リ.又,本 檢索 ニ於テハ,新 産兒 ノ骨 レ線的所見

ノ觀察調査ハ芳野 ガ擔當 シ,母 ノ諸状態乃至條件

等 ノ觀 察調査 ハ水田 ガ擔 當 シ,兩 方面 ノ夫 々ニ就

テ互 ニ獨 立シテ調査 シタル後,兩 方面 ニ就テ得 タ

ル所 ヲ,兩 人共同 シテ對照比較考察 シ,成 績 ニ誤

リ無 カラシメンコ トニ勉 メタリ.(本章 ノ前述檢査

方法ハ,水 田,伊 丹共著 ノ同表題第1報 ニ於 ケル

夫 レト殆 ド同 ジ).

母ノ諸状態乃至條件檢査項目表

(A) 母 ノ身體的状態

(1) 年齡

(2) 身長及 ビ體重

(3) 體格

(4) 顔貌及 ビ顔 色
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(5) 皮膚 ノ色澤

(6) 毛髪 ノ色澤及 ビ發 生度

(7) 皮 下組織 ノ發育程度竝 ニ軟度,浮 腫 ノ存

否

(8) 性質,智 力

(B) 母 ノ既往及 ビ現在 ノ著患

(1) 既往 ニ於 ケル著患 ノ有無

(2) 現在著患 ノ有無

(イ)黴 毒(ロ)結 核(ハ)脚 氣(ニ)其 他

(C) 母 ノ分娩季節及 ビ分娩竝 ニ産兒 ニ關 スル若

干所見

(1) 今囘分娩 ノ季節及 ビ時 日

(2) 分娩時 ノ胎位胎勢,産 兒 ノ性

(3) 分娩時 ノ子宮筋 肉 ノ状態(陣 痛微弱 ノ有

無)

(4) 新産兒 ノ體 重,身 長

(5) 既往 ノ分娩囘數

(6) 今囘妊娠 ノ妊娠性變化 ノ有無

(イ) 妊娠性嘔吐 ノ有無,程 度

(ロ) 乳房 ノ大サ竝 ニ分泌機能

(ハ) 齒牙變化 ノ有無

(ニ) 其 ノ他身體的變化 ノ有無

(D) 母 ノ食餌

(E) 母 ノ住居,環 境

(1) 住所

(2) 住地 ノ状態

(イ) 住地 ノ高低,寒 暖及 ビ氣候

(ロ) 住地附近 ノ家屋稠密度等

(3) 住屋 ノ状態

(イ) 母 ノ日光ニ浴 スル程度

(ロ) 母 ノ住居,居 室 日光被照射状態

(ハ) 建具 ノ種類及 ビ其 ノ開閉程 度

(ニ) 通風 ノ良,不 良

(ホ) 室外生活 ノ多寡

(4) 母 ノ運動

運動 ノ程度

(F) 母 ノ生 活 程 度,教 育 程 度

(1) 母及 ビ配偶者或ハ家長 ノ職業及 ビ生活程

度

(2) 母 ノ教育程度

第3章 檢査成績

第1節 新産兒骨レ線的所見

新産兒骨 レ線的所見 ニ就キ檢査 スルニ,一 見直

チ ニ明確且疑ヒナク佝僂病所見ナ リト人々ガ認 メ

得ル程度 ニ達 セルモ ノ無キモ,其 ノ多數 ニ於 テ輕

微 乃至 更ニ輕微 ナル佝 僂病樣所見 ヲ認 メ得 タル ヲ

以 テ,所 見程度 ニ依 リ便宜 上4群 ニ大 別セ リ(第1

表參照).

第1群 〔便宜上(++)符 號 ヲ以テ現 ス〕:- 輕

微的佝僂病樣變 化 ヲ呈 スルモ ノ.此 群 ニ算 ス可キ

モ ノ66名 ニシテ,全 體 ノ35%餘 ニ相當 ス.

第2群 〔便宜 上(+)符 號 ヲ以 テ現 ス〕:- 前

者 ヨ リモ變 化程 度更ニ輕微ナル佝 僂病樣變 化 ヲ呈

スル モ ノ.此 群 ニ算 ス可 キモ ノ44名.即 チ23%

餘 ニ相 當 ス.

第3群 〔便宜 上(±)符 號 ヲ以 テ現 ス〕:- 最

輕微的 ノ佝 僂病樣變化 ト推ス可キモ ノ.之 ニ算 ス

可 キモ ノ51名.即 チ27%餘 ニ相當 ス.

第4群 〔便宜 上(-)符 號 ヲ以 テ現 ス〕:-佝

僂病樣變化 ヲ認 メザル カ,或 ハ變化幾分存スル如

キモ,最 僅 微ニ シテ確 ナラザル モ ノ.之 ニ算 ス可

キ モノ27名.即 チ,全 般 ノ14%餘 ニ相當 ス.

即チ,輕 微的乃至最輕微的變 化所見 ヲ呈 スルモ

ノヲ除 クモ,佝 僂病樣所見 ヲ呈 スル モ ノハ總檢査

數 ノ35%ニ 當ル.

更 ニ夫等骨所見 ニ就 テ詳述セバ次 ノ如 シ.

第1群. 軽微的佝僂病樣變 化 ヲ呈 スル モ ル.

骨幹遠端 部陰影 ノ最端縁 ル限界ハ其 ノ全縁 ニ亙

リ明劃ナ ラズ.或 程度模湖乃至稀薄 々雲状 ヲ呈 シ,

又往 々骨幹軟骨 側ニ對 シテ多少 ノ凹状 ヲ呈 スルア

リ.但 シ佝僂病變化 ガ比較的著 シキ場合 ニ認 メ得

ル所 ノ骨幹端部網状樣構造陰影 ノ粗大乃至不規則

化傾 向及 ビ陰影端部 ヨリ少シ遠ザ カ リタル骨幹部
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ニ於ケル縱走線状陰影等 ノ所見ハ殆 ド認 メ得 ズ.

第2群. 更ニ輕微的 ノ佝僂病樣變化 ヲ呈 スル

モ ノ.

前述第1群 ノ變化程度迄 ニハ達 セザルモ,既 ニ

或ル程度佝僂病樣變化 ヲ示ス所見 ヲ呈 スルモ ノニ

シテ,骨幹端縁 ニ沿ヒ,其 ノ全幅或ハ大部分 ニ亙 リ

テ多少模糊乃 至稀簿 々雲状 ヲ呈シ,骨 幹端縁陰影

ハ輕 度 ノ波状 ヲ呈シ,或 ハ其 ノ半部以上 ガ缺損 セ

ル如キ像 ヲ呈 スル ア リ.

第3群. 最輕微的 ノ佝僂病樣變 化ヲ呈 スルモ

ノ.

第2群 ノモ ノ ヨ リモ 尚 ホ輕 微 ナル變 化 ニ シテ,

骨幹端縁陰影 ノ小部分 ガ模 糊乃至稀薄 々雲状 ヲ呈

シ,骨 端部 陰影 ノ一小部 ガ限界 ノ明劃度均整度 ヲ

多 少減 ジタルモ ノニシテ,即 チ吾 人ガ認知 シ得ル

最 早期乃至最僅微變化所見 ト覺ボ シキモ ノナ リ.

上記3群 ニ分 チタ リト雖 モ,此 區別 ハ幾分便宜

的 ノモ ノニ シテ骨 所 見 ニハ其 ノ間 ニ移 行 ア リ,明

確 ニ區 別 シ難 キ モ ノア ル ハ勿 論 ニ シテ,此 場合 區

別 ニ或程 度 ノ不 確 サ ア リ シ ハ 已 ム ヲ得 ザ ル所 ナ

リ.

第4群. 佝僂病樣變 化ヲ全 ク認 メザルモ ノ.

骨幹最端部陰影ハ其 ノ限界明劃 ニシテ,而 モ此

限界ハ骨 ノ全幅 ニ亙 リ,即 チ縁 ノ最端 ヨリ他最端

迄略ボ規則正 シク殆 ド一直線,或 ハ極 ク僅 ニ骨幹

側 ニ凹 ミ,又 其 ノ陰影濃度ハ特有 ノ均整サ ヲ保チ,

所謂「ムラ」乃至模糊 タル所ナ ク,網 状樣構造陰影

正 常ニシテ何等變化 ヲ認 メ得 ズ.但 シ斯 クノ如 キ

所見ヲ呈 スルモ ノハ其 ノ數比較的 少ナ ク,之 ヨリ

モ更ニ幾分變化ア リト覺ボシキモ,第3群 ニ於テ

記載 セル程度ニハ達 セズ.變 化 ア リトスルニハ更

ニ確 サ ヲ缺 ク所見 ヲ呈 スルモ ノ多 ク,之 等 ヲモ此

第4群 中 ニ併 セタ リ.

以 上 ノ4群 ヲ表別 スレバ,第1表 ノ如 ク,新 産

兒中ニ所謂佝僂病樣骨變化 ヲ呈 スルモ ノ意外ニ多

數 ニシテ,即 チ第1群,第2群 ヲ合併 セバ檢査新

産兒188名 中110名,即 チ,58.5%ニ 達 シ,又 第2

群,即 チ,更 ニ輕微佝僂 病樣變 化ヲ呈 スルモ ノヲ

除 クモ尚 ホ35%ハ 佝僂病樣骨變 化 ヲ認 メタ リ.

第2節 母ノ諸状態乃至條件 ト新産兒骨レ線

的所見 トノ關聯

本節 ニ於テ,關 聯存在如何等 ニ關スル考察 ニ向

ツテハ,若 シ各状態乃至條件 ノ夫々 ニ於 テ其 ノ状

態乃條件 ノ差異區別下 ニ於 ケル骨所見 ノ100分 比

ガ互 ニ差異僅カナル場 合竝 ニ檢査材料數少ナキ場

合等 ニ於 ケル成績 ハ,誤 リヲ招來 ス恐 レアル ヲ以

テ之 ヲ避 ケン爲,其 ノ成績 ヲ度 外シ,或 ハ關聯無

キモ ノ ト看做セ リ.

(A) 母 ノ身體的状態 トノ關聯:

1) 母 ノ年齡 トノ關聯(第2表 參照): 母

ノ年齡 ハ19歳 ヨ リ46歳 迄ニ シテ,21歳 ヨ リ30歳

ガ其 ノ過 半數 ヲ占ム.其 ノ年齡 區分竝 ニ人員 別等

ハ表 ニ示 セル如 シ.表 ニ記セル 母 ノ各 年齡群 ニ就

テ,其 ノ産兒 ノ骨變化(レ 線 的佝僂病樣骨變 化ト

記 ス可キ ヲ用字省略 ニ便ズル爲,以 後 ノ記述 ハ單

ニ「骨變化」或ハ「變化」ナル語 ヲ以テス)ノ 各 程度

ノ頻度 ヲ見ルニ,母 ノ年齡 ト産兒骨 所見 トノ間ニ

ハ,殆 ド關聯ナキガ如 シ.唯36歳 以上 ニ於テ(++)

程度 ノモ ノ多キ傾向 ヲ見ル ノ ミ.

2) 母 ノ身長,體 重 トノ關聯(第3表 參照):

身長,體 重共 ニ中等 ナル母 ガ元來余等 ノ檢査材料

ノ半數以 上ナ リシガ,母 體 ノ身長,體 重大 ナル モ

ノ ノ産 兒ニ骨變化 ノ程度竝 ニ發現頻度小 ニシテ,

又身長,體 重小 ナルモ ノノ産兒 ニ骨變化 ノ程度及

ビ發現頻度大 ナル傾向 アル ヲ示 ス.

3) 母 ノ體 格 トノ關聯(第4表 參照): 繊

弱體型 ヲ有 スル母 ノ産 兒ニ變化 ノ程度及 ビ發現頻

度大 ニシテ,強 健體型 ヲ有 スル母 ノ産兒 ニ於テハ

夫 レニ正 シク反ス.

4) 母 ノ顏貌及 ビ顔色 ト ノ關聯(第4表 參

照): 顏貌及 ビ顏色良ナル母 ノ産 兒ニ骨變化 ノ程

度及 ビ發現頻度可成 リ小,不 良ナル母 ノ産兒 ニ夫

等大 ニシテ而 モ皆何 レカノ程度 ノ骨變 化所見 ヲ示

シ,即 チ骨變 化 ヲ呈 セザルモ ルヲ認 メズ.
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5) 皮膚 ノ色澤 トノ關聯(第5表 參照): 色

澤 ノ不良 ナルモ ノ即チ蒼白 ナルモ ノ,又 日灼 ケ等

ヲ認 メ難 キ母 ノ産 兒ニ(++)程 度 ノ發現頻度可成 リ

大,變 化 ヲ呈セザル骨所見發見頻 度可成 リ小 ニシ

テ,色 澤良好 ナル母 ノ兒ニ於テハ夫レニ正 ニ反 ス.

6) 毛髪 ノ色澤及ビ發生度 トノ關聯(第5表

參照): 其 ノ良好ナル母 ノ産 兒ニ(++)程 度 ノ骨

變 化 ヲ呈 スル モノ稍少ナ ク,變 化ヲ呈セザル骨所

見 ノモ ノ多 ク,不 良ナル母 ノ産兒 ニ於テハ夫 レニ

反 スル傾 向ア リ.

7) 皮 下組織 ノ發育度及ビ軟度 トノ關聯(第

5表 參照): 母 ノ皮下組織ニ就 キ其 ノ發育充實 ノ

充 分ナ リヤ否ヤ,又 軟度彈力 ノ適當ナ リヤ否ヤ等

ニ就 キ診 シ之等状態 トノ關聯 ヲ檢 スル ニ,夫 等所

見 ノ不良ナル母 ノ産兒 ニ骨變化 ノ程度及 ビ發現頻

度 大 ニシテ,良 好 ナル母 ノ産兒ニ於テハ夫 レニ反

スル傾向 ア リ.又 浮腫 ノ存否 ト骨變 化 トノ間 ニ關

聯 存 スルヤ ニ就 キ調査セル ニ關聯 ナキガ如 シ.

8) 母 ノ性質,智 力等 トノ關聯(第6表 參照):

母 ノ顏貌,表 情,應 答態度乃至擧動等 ヲ觀察シテ

余等 ガ推測 シ得 タル母 ノ性質,就 中,所 謂膽汁質

ト所謂神經質 ト,賢 明 ラシキモ ノト,愚 鈍 ラシキ

モ ノ トノ差等 ト夫等産兒 ノ骨變 化 トヲ對照 スル ニ

殆 ド關聯 ヲ認 メザル ガ如 シ.

(B) 母 ノ既往 及ビ現在 ニ於 ケル著患 トノ關聯

(第7表 參照):

黴 毒,結 核,脚 氣,其 ノ他急性或ハ慢性傳染病

(局所的 ノモ ノヲ除 ク),或 ハ ソレニ準 ズ可キ著患,

寄 生蟲症,血 液病,内 分泌器疾患等 ニ就 キ既往竝

ニ現在罹患 ノ有無 ヲ糺 シ(斯 ニ黴毒アル 母 トハ問

診 ニ於テ確 カニ黴毒罹患 ノ歴史 ア リ,或 ハ容易 ニ

且確 カニ該疾患 ノ存在 ヲ知 リ得 シモ ノノミヲ意味

シ,結 核 アル母 トハコレ亦前記黴毒 ニ於 ケル ト同

樣 容易 ニ且確カニ結核症 ノ存在 ヲ知 リ得 シモ ノノ

ミヲ意味 ス.又 其 ノ他 ノ諸疾患 アル母 トハ コレ亦

容 易 ニ且確 カニ夫等疾患 ノ存否 ヲ知 リ得ルモ ノノ

ミヲ意味 ス.又 寄 生蟲症 トハ コノ場合蛔蟲,十 二

指腸蟲,肝 臟 ヂス トマ寄 生 ア リ,容 易 ニ夫 レヲ發

見 シ得 タルモ ノヲ意味 ス.而 シテ其 ノ他疾患 トシ

テハ「腸チ フス」,「ヂ フテ リー」,赤 痢,妊 娠腎,

腎炎,喘 息,「關節 ロイマチス」,肺 炎等 ナ リシガ

檢索時ハ罹患中 ナ ラズ,喘 息,十 二指腸蟲症等モ

著 シカラズ,又 既往 ニ於 テ罹 患ア リシモ檢 索當時

ハ其 ノ影響 ノ殘遺セ ル ヲ推 シ得ザル状態 ナ リ).

夫 レ ノ有無 ト産兒 ノ骨 變化 トノ關聯 ヲ檢 スルニ,

黴毒,結 核 ニ罹患セル母 ノ産 兒 ニ(++)程 度 ノ骨

變化 ヲ呈 スル モ ノ多 ク,骨 變化 ヲ呈 セ ザ ル モ ノ

少ナク,夫 等罹患ナキ母 ノ産 兒 ニ於テハ夫レニ反

ス.又 脚氣罹患 ノ母 ノ産兒 ニ(++)及 ビ(+)程

度 ノ變化 ヲ呈 スルモ ノ稍 々多 ク,變 化ナキ骨所見

ヲ呈 スルモ ノ稍少ナ キ傾向アルモ ノノ如 ク,其 ノ

他 ノ著患罹患 ノ母 ノ産兒 ノ骨所見 トハ何等關聯ナ

シ.

(C) 母 ノ分娩季節及 ビ分娩竝 ニ産兒ニ關 スル

若 干所見 トノ關聯:

1) 分娩季節 トノ關聯: 節 ヲ改 メテ第3節

トシテ後述 ス.

2) 分娩時 ノ胎位,胎 勢,新 産兒 ノ性 トノ關

聯(第8表 竝 ニ第9表 參照): 之等諸 状態 ト産

兒 ノ骨所見 トノ間 ニハ何レモ何等關聯 ヲ認 メザル

ガ如 シ.

3) 既往 ノ分娩 囘數,分 娩時 ノ子宮筋肉 ノ状

態 トノ關聯(第8表 參照): 初産婦,經 産婦,

又分娩囘數 ノ多寡,陣 痛 力 ノ正常 ナ リシヤ,微 弱

ナ リシヤ等 ヲ檢 シ,之 等諸條件乃至状態 ト産兒 ニ

於 ケル骨所見 トノ關聯 ヲ調 査スル ニ,其 ノ間殆 ド

關聯 ナキガ如 シ.

4) 新産 兒ノ分娩時體重,身 長 トノ關聯(第

9表 參照): 體重大ナルモ ノニ於テ,骨 變化 ノ程

度及 ビ發現頻度大 ナル傾向 ア リ.體 重 小ナル モノ

ニ於 テハ,夫 レニ反 スル傾向アル ヲ認 ム.身 長 ニ

關 シテハ45cm以 上 ノ産兒 ニ於テハ然 ラザル モ,

45cm以 下 ノ産 兒ニ於 テハ發現 ノ頻度,變 化程度

小ナル傾向 ヲ認 メタ リ.成 熟度 ニ關 シテハ未成熟
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兒,過 成熟兒孰レモ極 少數 ニシテ關聯 ノ有無 ヲ檢

スル ニハ其 ノ數餘 リ小 ナ リシヲ以 テ調査 ヲ行 ハザ

リキ.

5) 今囘妊娠 ノ妊娠性變化 トノ關聯(第10表

參照): 妊娠性嘔吐頻繁ニ存セシ母,乳 房 ノ大サ

竝 ニ分泌機能 ノ劣レル母 ノ産兒 ニ骨變化 ノ程度及

ビ發現頻度多キ傾向ア リ.又 然 ラザル母 ノ産兒 ニ

於テ ソレニ反スル傾向アルモ ノノ如 シ.

妊娠ニ依 リ齒牙 ノ不良 ヲ招來セシ ト推 シ得ル母

ノ産兒ニ於 テハ(++)程 度 ノ骨變化 ノ頻度多少大 ナ

ル傾向アル ヲ認 メタ リ.

(D) 母 ノ食餌 トノ關聯(第11表 參照):

(1) 母 ノ食慾 ノ良,不 良,(2) 平素 ノ食量,

(3) 偏食 ノ有無及ビ平素主 トシテ攝 ル食 品,(4)

嗜好品 ノ有無及 ビ其 ノ種類竝 ニ量等 ニ關 シテ母 ニ

就 キ出來得ルダケ精細 ニ聞糺シ,夫 等諸條件 ト骨

變 化 トノ關聯如何ニ關 シテ知 ラン トセ リ.然 レ ド

モ母 ノ大多數 ノ常主食 ハ精白米 ニシテ,胚 芽米,

半 搗米,麥 ヲ攝ルモ ノ極少數ニシテ,而 モ精白米

トヲ交互 ニ不規則ニ攝 レルア リ,又 麥主食ニア リ

テモ之ニ混 ズル白米,胚 芽米等割合區 々ニシテ關

聯 ヲ檢査スル ニ困難ヲ來セ リ.又 平常 ノ食量 ニ就

テ モ各食時 ニ可成 リノ變動アル ア リ,食 慾 ニ就テ

モ食慾不振 ヲ永 ク持續 セルヤ否ヤ,時 々食慾不振

ヲ訴 フルヤ,又其 ノ程度モ區々ニシテ一定 セズ(又

嗜好品殊 ニ酒,煙 草ヲ嗜好 スル母 ハ其 ノ數甚 ダ少

數ナ リシヲ以テ夫等 ノ嗜好 ト産兒 ノ骨變 化 トノ關

聯調 査ハ之 ヲ省キ タリ),偏食 ノ有無又偏食アラバ

如何 ナル程度ナルヤ,又 偏食品 ノ種類等 ヲ知 リ,

更 ニ又主食 レ副食物,嗜 好品 トノ攝取 ノ割 合等 ヲ

明 カニスル ニハ余等 ノ聞糺 シモ複雜 トナ リ更 ニ又

母 ノ夫 レニ對 スル應答陳 述モ複雜且屡 々明瞭 ヲ缺

ク所多 ク,從 ツテ之等ニ關 シ知 リ得 タル諸條件ハ

餘 リ複雜 ニシテ簡單 ニ分類 シ難 ク,母 ノ食餌 ニ關

スル諸條件 ト産兒骨所見 トノ關聯檢査 ニハ困難 ニ

遭遇 セ リ.依 テ上記(1) (2) (3) (4)ノ 諸條件 ノ

夫 々ト産兒骨變化 トノ關聯調査 ヲ中止 シ,諸 條件

ニ關 シ可及的 ニ聞糺シテ明 カニ知 リ得 タル所又之

ニ加 フル ニ母 ノ家庭,環 境,習 慣,智 識程度殊 ニ

食品調理,食 品,榮 養等 ニ就 テ ノ智識乃至關心 ノ

如何等 ヲモ調査考慮シテ夫 々參考 斟酌 シテ,母 ガ

果 シテ主食竝 ニ副食物等 食品 ノ攝取,又 從 ツテ各

榮養素 ノ攝取 ガ適當ナルヤニ關 シ,4段 階即 チ甚

ダ良好,稍 良好,稍 不良,甚 ダ不良 ニ區別 シ,之 等

條件 ト産兒骨變化 トノ關聯 ニ就 テ比較檢索 セ リ.

而シテ其 ノ關聯 ヲ見ル ニ,食 餌 ノ良好 ナ リト推セ

ラルル母 ノ産兒 ニ骨變 化 ノ程度,發 現頻度小 ニシ

テ,母 ノ食餌甚 ダ不良 ナ リト推 セラルル場 合,其

ノ産兒 ノ骨變化 ノ程度及 ビ發現頻度大 トナル傾向

ヲ認 メ,又 食餌稍良好ナ リト推 セラルル母 ト,食

餌稍不良ナ リト推 セラルル母 ノ産 兒ニ就 キ,夫 々

比較 スル ニ後者 ノ母 ノ産兒 ニ於 テ(++)程 度 ノ骨變

化 ヲ呈 スルモ ノ稍多 キ傾 向ア リ.

(E) 母 ノ住居,環 境及 ビ母 ノ運 動 トノ關與(第

12表 參照):

檢査例 ノ大多數 ハ,既 ニ記セル如 ク岡山市内在

住,或 ハ市近郊 在住 ノ中産階級乃至夫 レ以 下 ノ階

級層 ノ者 ニシテ,從 ツテ住地 ノ状況 ニ就テハ略 ボ

同樣 ニシテ,前 記檢査項 目表 中 ノE,第2預 中 ノ

亞項 トシテ掲 ゲタル(イ)(ロ)(ハ)等 ノ状況ハ

大略同一 ニシテ,夫 等 ノ母 ヲ區分 シ難 ク,僅 少數

ノ母 ノミ住 地状況 ヲ多 少異ニセル ニ過 ギズ,今 囘

ノ檢査ニ於 テハ住地 ニ關 シテ ノ影響 ヲ窺 フヲ得ザ

リキ.

母 ノ住居,環 境 ニ就 テハ檢査項 目中 ノE,第3

項 ニ於 テ(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)等 ノ項 目 トシ

テ擧 ゲタル諸條件 ニ就テ調査シ關聯 ヲ檢索 セ リ.

蓋 シ之等項 目ハ母 ガ日光 ニ浴 スル コ ト充分ナ リヤ

否ヤ,換 言セ バ浴 日光程度 ヲ知 ランガ爲 ニシテ,

之 ニ依 リテ母 ノ浴 日光程度 ト其 ノ産兒 ニ於 ケル所

見 トノ關聯 ヲ知 ラン トセル モ ノナ リ.各 項 目ニ就

キ聞糺 シ,之 等 ヲ判斷材料 トシテ浴 日光程度 ニ關

シ4段 階,即 チ甚ダ良好,稍 良好,稍 不良,甚 ダ

不良 ニ區 別シ,母 ノ之等條件 ト産 見 ハ骨變 化 トノ
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關 聯 ニ就 キ檢セ リ.其 ノ成績ハ浴 日光甚 ダ充分ナ

リト推セ ラルル母 ノ産 兒ニ於テ,骨 變 化 ノ程度及

ビ發現頻度可成 リ少ナ ク,母 ニ於テ浴 日光程度不

充分 ナ リト推 スル度加 ハル ニ從 ツテ其 ノ産 兒ニ於

ケル骨變化 ノ頻度及 ビ程度 大ナル傾向アル ヲ明 カ

ニ認 ム.母 ノ身體 的運動 ノ程度 トノ關聯 ハ,母 ニ

就 キ其 ノ平生 ニ於 ケル生活,起 居等 ニ關 シ聞 糺シ,

之 ヲ判斷材料 トシテ,母 ノ身體 的運動 ノ程度 ヲ4

段 階即チ甚 ダ充分,稍 充分,稍 不充分,甚 ダ不充

分 ニ區分 シ母 ノ之等條件 ト産兒 ノ骨變 化 トノ關聯

ニ就 キ檢 セ リ.其 ノ成績 トシテハ,運 動稍不充分

ナル母 ノ産 兒ニ(++)程 度 ノモ ノ多 ク,運 動甚 ダ充

分 ナル母,又 運動甚ダ不充分ナル母 ノ何 レモ其 ノ

産 兒 ニ於 テ,骨 變化 ノ存 セザルモ ノ多キ傾向 ヲ示

シタ リ.

(F) 母 及ビ其 ノ配偶者或ハ家長 ノ生活程度及

ビ母 ノ教育程度 トノ關聯

1) 母 ノ生活程度 トノ關聯(第13表 參照):

余 等 ノ檢 索材料 トナ リシ母ハ專 ラ中産階級以下 ノ

階 級層 ニアル者ナル ヲ以 テ,生 活程度モ亦 中流以

下 ノ生活 ヲ營 メルモ ノナルガ,之 等生活 ヲ管 メル

母 ヲ更 ニ3階 級段即チ稍上,中,下 ニ區分 シ,母 ノ

之等條件 ト産兒 ノ骨變化 トノ關聯 ニ就 キ檢セ リ.

其 ノ成績 トシテハ,比 較的下 ノ生活 ヲ營 メル母 ノ

産 兒ニ於テ骨變化(++)程 度 ノモ ノ稍多 ク,稍 上 ノ

生活 ヲ管 メル母 ノ産兒 ニ於テハ之 ニ反 スル傾向ア

ル モ ノノ如 シ.

2) 母 ノ教育程度 トノ關聯(第13表 參照):

余 等 ノ檢索材料 トナ リシ母 小中ニハ女學校 ヲ卒業

セルモ ノ少ナカ リシガ,夫 等學歴 アル母 ノ産兒 ニ

骨 變化 ノ程度及 ビ發現頻度稍少ナキ傾向 アル ヲ示

ス如 シ.但 シ尋常小學卒業程度 ノ母及 ビ高等小學

卒 業程度 ノ母,兩 者何 レ ノ産兒 ニ於テ モ骨變 化 ノ

程 度ニ於テ注意 スル ニ足ル關聯 ヲ認 メ得ザルガ如

シ.

附記:伊 丹及 ビ水田ニ ヨリテ行ハ レタル第

1囘 檢索 ニ於テハ配偶者即チ父 ノ状態 ト産兒骨

所見 トノ關聯如何 ニ關 シ少 シ ク調査 スル所ア

リ.其 ノ成績 ニ就 テハ既 ニ發表 セル同標題,第

1報 告中 ニ記 述セシガ今囘 ノ第2檢 索 ニ於テ ハ

夫 レニ關スル調査 ヲ遺憾 ナガラ省略セ リ.是 レ

配偶者 タル 父ニ就 テ ノ状態 ノ聞 糺シバ母 ヲ介シ

テ間 接的ニ行 ハザル可 カラザル コ ト實 ニ多 ク,

其 ノ聞糺シ ニ非常 ニ困難 ア リ,又 斯 クシテ知 リ

得 タルモ ノニ就テ ノ信憑度充分 ナラザル憾 ミ多

カ リシヲ以 テナ リ.

第3節 新産兒骨 レ線的變化所見 ノ程度竝 ニ

發現頻度 ノ季節的差異

分娩 ノ季節相違 ニ依 リテ,新 産兒骨 レ線 的所見

ニ於テモ差異ア リヤ ニ關 シ知 ラン爲,新 産兒 レ線

的變化所見 ノ程 度及 ビ發現頻度 ヲ1年 間 ニ亙 ル各

月別 ニ區分 シ比 較調査 ヲ行 ヒ檢 セ リ.(第14表 參

照).但 シ8月 ニ於 テハ檢索 ヲ休止 シタル ヲ以 テ

其 ノ月 ニ於 ケル成績 ヲ知 リ得 ズ,又4及 ビ5月 ニ

於テハ被檢査 兒數甚 ダ少數ナ リシ爲,此 兩月 ニ於

ケル成績ハ從 ツテ信憑度小 トナ リ,コ レ余等 ノ遺

憾 トスル所ナ リ.檢 査成績 トシテハ,(++)程 度 ノ

變化所見 ハ12月 ヨ リ3月 ニ至ル間及 ビ5月 ニ於

テ多 ク,殊 ニ2, 3兩 月ニ於テ最モ多 ク,7月 ニ於

テハ最 モ少ナ シ.(+)程 度變化所見 ハ10, 11兩 月

ニ於 テ稍多 ク,3, 4, 5月 及 ビ12月 ニ於テ少ナシ.

(±)程 度變化所見ハ1, 2, 3月 ニ於テ 少ナク,4月

ニ於 テ多 シ.變 化 ヲ呈セザル骨 所見 ハ6, 7兩 月及

ビ12, 1兩 月ニ於テ多 ク,2月 及ビ4, 5兩 月ニハ

之 ヲ認 メズ.但 シ斯 クノ如 ク檢査 材料 ヲ各 月ニ區

分セバ,各 月毎 ニ於 ケル檢査材料總數ハ餘 リ多 カ

ラズ從 ツテ成績判斷 ニ誤 リヲ來シ易キ恐 レア リト

雖モ,骨 變 化所見 ノ季節的差異 ノ傾向 ヲ窺 ヒ得 ル

モ ノ ノ如シ.尤 モ4, 6兩 月 ニ於テハ檢査材料數甚

ダ少ナ ク,此 兩月ニ於 ケル成績 ニ信憑 ヲ置 クハ成

ハ誤 ヲ招來 スルヤモ測 リ難 キ ヲ以 テ夫 レ ヲ成績 中

ヨ リ除外シ タル方可ナルベ シ.今 之等各 月 ニ於 ケ

ル 骨 ノ各程度所見 ノ發現 頻度 ノ各 月ニ於 ケル檢査

材料總數 ニ對 スル100分 比 ヲ求 メ表 と記 セバ第15
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表 ニ示 ス如 ク,4, 5兩 月ニ於テハ骨 ノ各程度所見

發現頻度ハ何 レモ著 シキ變動 ア リ,頻 度 ノ消長線

ハ甚ダ複雜異ナ リタル線 ヲ示スモ,既 述 ノ如 クコ

ノ兩 月ニ於 ケル檢査材料數ハ甚ダ少ナ ク,爲 ニ此

兩 月ニ於 ケル成績ハ信憑度著シク少ナキ ヲ以テ除

外セバ,(++)程 度變化 ノ發現頻度 ハ3月 ニ於テ最

高率 ヲ示 シ,ソ レ ヨリ比較的急ニ漸減 シ,7月 ニ

於 テ最低率 ヲ示 シ,再 ビ漸次増加 ノ傾向 ヲ示シ,

1月 ヨ リ増加 ノ傾向更ニ加ハ リ3月 ニ於テ 最高率

ニ達 ス.(+)程 度變化 ノ發現頻度ハ3月 ニ於テ稍

低 ク,10, 11兩 月ニ於テ稍高 ク,12月 ニ於テ低 キ

ヲ示セル外ハ大略各月同頻度ヲ示 ス,(±)程 度變

化 ノ發現頻度ハ1月 ヲ最低 トシ,ソ レ ヨリ甚ダ僅

ニ増 シツツ9月 ヲ最高 トシテ又再 ビ低 下 ノ傾向 ヲ

示 シ,(-)程 度即チ變化 ヲ呈セザル骨所見 ハ7月

ニ於テ最モ高 ク9, 10, 11月 ニ於テ稍低 ク及 ビ12,

1兩 月ニ再 ビ高 ク2月 ニ於 テ最モ低 ク,即 チ夏又

冬 ノ約前半 ニ於 テ最高,晩 冬 ニ於 テ最低 ヲ示 シ,

秋季ニ於テハ稍低 シ.要 之,各 月ニ於 ケル檢査材

料 數多 カラザル爲,明 カニ夫 レ ト斷 ジ難キモ,輕

微骨變化(++)程 度發現頻度ハ2, 3月 ノ候 ニ於テハ

大 ニシテ,夏 ニ向ヒテ減少シ,6, 7月 ノ候 ニ於テ

最 少 トナ リ,又 變 化ヲ呈セザル骨所見 ノ發現頻度

ハ2, 3月 ニ最モ小ニシテ,7月 ニ於テ最 モ大,12,

1兩 月ニ於テ之 ニ次 ギ大ナル傾向 アル コ トヲ推測

シ得ベシ.

更ニ要之,骨 變化 ノ程度及ビ發現頻度ハ大略2,

3月 ノ候 ニ最モ大.6, 7月 ノ候 ニ最モ小 ニシテ,

秋期ハ其 ノ度中間 ニア リ,而 シテ秋期 ノ進 ムニ從

ヒ増加傾向ア リ,又 變化 ヲ呈 セザル骨所見 ノ發現

頻 度ハ前者 ト大略正反 スル傾向 アル ヲ示 スモ ノノ

如 シ.

既 ニ余等 ハ第3章 第1節 ニ於 テ,新 産兒骨 レ線

的所見 ヲ第1表 トシテ掲 ゲ説述 スル所ア リシモ,

更 ニ改 メテ骨變化程度及 ビ發現頻度 ノ稍少ナキ傾

向アル4月 ヨリ9月 ニ至ル間(以 後「前期」ト記述

ス)ト,程 度及 ビ發現頻度 ノ稍 多キ10月 ヨ リ3月

ニ至ル間(以 後 「後期」 ト記述 ス)ト ノ2期 ニ分

チ,此 兩期 ニ於 ケル骨變化 ノ程度及 ビ發現頻度 ニ

關シ,第1節 ニ於 ケル ト同樣,骨 所見個 々 ノ實數

及 ビ檢 査數 ニ對 スル100分 比 ヲ求 メテ比 較セ バ第

16表 ニ示ス如 シ.但 シ前期 ニ於 ケル産兒數ハ67

名,後 期 ニ於 テハ121名 ニシテ檢査材料數 ニ於テ

兩者間 ノ相違 可成 リ著 シカ リシハ遺 憾 トスル所ナ

リ.成 績 トシテハ(++)程 度變化所見ハ前期 ニ少ナ

ク後期 ニ多 ク,而 モ其 ノ間 ノ差ハ 最大,(+)程 度

變 化所見 ハ前期,後 期何レニ於テモ發現頻度同樣

ニシテ差 ナク,(±)程 度所見 ハ前期 ニ多 ク,後 期

ニ少ナク,而 モ其 ノ間 ノ差稍大,變 化ナ キ所見ハ

前期 ニ多 ク,後 期ニ少ナク,而 モ其 ノ間 ノ差稍小

ナ リ.即 チ之等所見 ニヨ リテモ,骨 所見 ノ程度及

ビ發現頻 度ニハ季節的差異 アル ヲ推 シ得ル モ ノニ

シテ,更 ニ第16表 成績 ヲ第10節 ニ於テ説述セル

成績(第1表 參照)ト 比較 スル ニ,骨變化發現頻度

ハ前期 ニ於 テハ(++)程 度骨所見 ハ小,(+)程 度

骨所見 ハ大略同樣 ニシテ,其 ノ間 ニ差 ナ ク,(±)

程度骨所見 ハ稍大,變 化ナキ骨所見 ハ幾分大 ニシ

テ,後 期 ニ於 テハ(++)程 度骨 所見 ハ大,(+)程 度

骨所見ハ大略同樣 ニシテ其 ノ間 ニ差 ナ ク,(±)骨

所見及 ビ(-)骨 所見ハ幾分 小ナル傾 向ア リ,之 等

比較 ニヨリテ亦骨所見ハ季 節的差 異アル ヲ窺 ヒ得

ベシ.

第4節 母 ノ諸状態乃至條件 ト,季 節的 ニ大

別 シ タル新産兒骨 レ線 的所見 トノ關

聯

前節 ニ述ベ シ如 ク,骨 所見 ニ於 テハ,其 ノ程度

及 ビ發現頻度 ニ關 シ季節的 ニ差異 アル ヲ以 テ,余

等ハ更 ニ母 ノ諸 状態乃至條件 ト,前 期及 ビ後期 ニ

於 ケル夫 新々 産兒 ノ骨所見 トノ關聯如何 ニ關シ,

第2節 ニ於 ケル如 ク檢索 セルガ,期 ヲ異 ニスル ロ

トニ依 リ,其 ノ間 ニ關聯 ニ就 テモ亦 多少差異 ノ存

スル傾 向アル ヲ推 知 シ得 タ リ.

今其 ノ成績 ヲ述ブルニ當 リテ,母 ノ諸状態乃至

條件 ノ各項 ト骨所見 トノ對 照比較 ハ,第2節 ニ於
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ケル如 ク,再 ビ個 々ニ記述スル繁 ヲ避 ケ,別 表 ニ

讓 リ(第17表 乃至第28表 參照),唯 骨所見 ノ期

ヲ區別セズシテ關聯如何 ヲ檢 セル成績(第2節 記

述 ノ)ト,骨 所見 ヲ前,後 期 ニ區別 シテ關聯如何

ヲ檢セル 成績 トヲ比較 シタル概略 ヲ擧 グル コトト

セ リ(第2-第13表 ヲモ參照).

母 ノ諸状態乃至條件(又 産 兒 ノ若干状態乃至條

件 ヲモ含ム)ト 前期 ニ於 ケル産兒骨所見 ト對照 シ

テ推シ得 タル關聯(以 後,此 場合 ヲ「前期的關聯」,

又後期 ニ於ケル夫 レヲ「後期的關聯」ナル語 ヲ以テ

ス)存 在程度 ハ,母 ノ諸状態乃至條件等 ト期 ヲ區

別セズシテ産兒骨所見 ト對照 シテ推シ得 タル關聯

(以後,此 場合 ヲ「全括的關聯」ナル語 ヲ以テ ス)存

在 程度ニ比 シ,概 シテ多 少,或 ハ可成 リニ小ナル

〔即チ(++)程 度,(+)程 度 ノ所見減ジ,(-)程 度,

(±)程 度 ノ所見増加〕傾向 ア リ,後 期的關聯 ノ程

度 ハ夫レニ反シ,全 括的關聯 ノ程 度ニ比 シ,概 シ

テ多少或 ハ可成 リニ大 ナル 〔即チ(++)程 度,(+)

程 度所見増 シ,(-)程 度,(±)程 度 ノ所見滅少〕

傾 向ア リ,而 シテ斯 クノ如キ前期 ト後期 ニ於テ差

異 ヲ來 ス傾向ハ,(++)程 度 ノ骨 所見ニ於 テ大 ニシ

テ(但 シ母 ノ食餌甚ダ良 ナル場合,住 居 ノ状態殊

ニ浴 日光状態甚ダ不良 ノ場合等 ニ於テハ,其 ノ傾

向 ヲ示サ ズ,又 母 ノ體格纎弱,運 動甚 ダ充分ナル

場 合ニ於テハ前期 ニ於テ却 ツテ大ナル ヲ示 ス如 キ

除 外例 ア リシモ),(+)程 度 ノ骨 所見ニ於 テハ傾向

前者 ニ比 シテ少ナ ク,換 言セバ,骨 變化所見 ガ比

較的著シキ方 ガ前期,後 期ニ於 ケル差著 シクナル

傾 向 アルモ ノノ如 シ.

第4章 總括竝ニ考察

余等 今囘 ノ檢索 ハ,先 キニ余等 ノ1人 水田 ガ伊

丹 ト共 ニ行 ヒシ第1囘 檢索ニ比 セバ其 ノ檢索材料

多 ク又檢索期 モ長 ク.1年 ニ亙 リ,又 其 ノ他 ニ就

テ モ若干 ノ改訂 ヲ行 ヒ得 タル ヲ以 テ,第1囘 檢索

ノ不備 ヲ或程度補 ヒ得 タルモ ノト信 ズル モ,尚 ホ

檢 索材料 ノ數,檢 索期間等充分 ナラズ,計 數的調

査 トシテハ不備ア リ,完 壁 ニハ未 ダ遠 シ ト雖モ,

事實 ノ大略或ハ傾向 ヲ窺 ヒ得 タル モノノ如 シ.今

得 タル成績 ヲ總括 スルニ,調 査新産兒 ノ多數 ニ於

テ,明 カニ佝僂病變 化 ト人 々ガ確認 シ得 ル程度 ニ

非 ラザルモ,レ 線的 ニ輕微乃至更 ニ輕微ナル佝僂

病樣骨變 化所見 ヲ認 メ,此 骨所見 ト母體諸状態乃

至條件 トノ關 聯如何 ヲ調査 セル ニ,其 ノ間ニ或 ル

程度 ノ關聯存 スル ヲ推 シ得 タ リ.

即チ母 ニ於 テ 〔I〕(1)顏 貌乃至顏色 ノ不良,皮

膚色澤 ノ不良,皮 下組織 ノ發育竝 ニ軟 度 ノ不充分,

毛髪 ノ色澤竝 ニ發生度不良等,ノ 榮養 相不良,(2)

體格纎弱,(3)平 素主 トシテ攝 取セル食品 ノ不適,

(4)住 居 ノ不適,殊 ニ日光 ニ浴スル事 ノ不充分等

ノ状態乃至條件 アル場合,其 ノ新 産兒ニ於 テ骨變

化 ノ程度及 ビ發現頻度大ニ シテ,之 ニ反 シ,母 ニ

於テ前記諸状態乃至條件ガ然 ラザル程骨變化 ノ程

度及 ビ發現頻度小ナル カ或 ハ骨變 化 ヲ認 メザル傾

向ア リ.

〔II〕 母 ノ(1)身 長,體 重 ノ小(2)現 在結核,

黴毒ニ罹患 中,(3)妊 娠性嘔吐 ノ繁多,(4)乳 房

小 ニシテ,乳 汁分泌機能不充分 ナル,(5)妊 娠中

齒牙變 化 ノ強 キ,(6)運 動 ノ不充分,(7)生 活程

度 ノ低 キ,等 ノ状態乃至條 件アル場合,其 ノ新産兒

ニ於 ケル骨變化 ノ程度及 ビ發現頻 度ハ稍(前 記〔I〕

記述群 ノ場合 ヨリ其 ノ度ハ比較的,或 ハ可或 リ小

ナルモ)大 ニシテ,之 ニ反 シ,母 ニ於 テ前記諸状

態乃至條件 ガ然 ラザル程,骨 變化 ノ程度 及ビ發現

頻度等稍 小ナルレ傾向 ア リ.

〔III〕 (1)體 重,身 長 ノ小 ナル新産兒ニ於テハ,

程度弱キ骨變 化所見 ノ發現頻度多少大 ナル傾向ア

リ,(2)母 ノ運動 ガ不充分 ナル時亦變化無キ骨 所

見稍多キ傾向ア リ.

〔IV〕 母 體 ノ(1)年 齡,(2)性 質,智 力,(3)

結核,黴 毒以外 ノ署患罹患,(4)分 娩囘數,(5)

分娩時 ノ陣痛 力,(6)教 育程度,(7)新 産兒胎位

胎勢,性 別,等 ノ諸状 態乃至條件 ト骨變化 トノ間 ニ

ハ關聯 ノ存 スル ヲ認 メ難 シ.但 シ脚氣罹患,陣 痛

248



新産兒佝僂病問題ニ就テノ檢討(第2報) 425

力微弱,分 娩囘數5囘 以上等 ノ状態乃至條件 ガ母

ニ存 スル場合其 ノ産 兒ニ於 テ骨變化 ノ程度及 ビ發

現頻度幾分多 ク,又 母 ノ前記諸状態乃至條件 ガ然

ラザル場合,夫 レニ反スル傾向存 スルニ非 ズヤ ト

推 セシムル所無キ ニ非 ズ.

〔V〕 分娩季節 ト骨變化 ノ程度及 ビ發現頻度 ト

ハ其 ノ間 ニ關聯的消長 ア リ,2, 3兩 月 ノ候 ニ骨變

化 ノ程度及 ビ發現頻度最 モ大,次 デ夏 ニ向 ヒ減 少

シ,6, 7兩 月頃最 モ小,次 デ秋 ニ於テ漸次 ニ僅 カ

ヅツ増加 スル傾向ア リ.而 シテ1年 ヲ4月 ヨリ9

月迄 ト10月 ヨリ3月 迄 ノ2期 ニ分 チ,兩期 ニ於 ケ

ル關聯程度 ヲ比較 スル ニ,前 者 ニ於 テハ,骨 變 化

ト母 ノ諸状態乃至條件 トノ關聯 ノ程度多少或ハ可

成 リ小ニシテ比較的 目立 タズ,期 ヲ2ツ ニ區別 セ

ズ シテ得 タル關聯程度 ヨ リモ其 ノ程度小 ニシテ或

ハ關聯存在 ヲ推 シ難キモ ノア リ,又 後者,即 チ10

月 ヨ リ3月 ノ期 ニ於テハ,夫 レニ反 シ關聯程度多

少或ハ可成 リ大 ニシテ比較的 目立 チ,期 ヲ2ツ ニ

區別セズシテ得 タル關聯程度 ヨリモ其 ノ程度大 ニ

シテ關聯存在 ヲヨ リ著 シク推 セシムル傾向ア リ.

上述總括的成績 ヲ,彼 ノ,多 クノ人 々殊 ニ佝僂

病 ニ關スル權威者等 ニヨ リ,主 トシテ生後發現 ス

ル ト考ヘラレアル佝僂病 ノ發現的因子 ノ若干 トシ

テ既 ニ知 ラレ,又 唱ヘラルル母子間 ノ關聯事項,

即 チ母 ニ於 ケル諸状態乃至條件 ノ不適,不 良,就

中,身 體虚弱,榮 養相 不良,食 餌竝 ニ住居環境 ノ

不良,殊 ニ日光作用 ヲ受 クル コ トノ不充分,妊 娠

中 ノ健康状態不良等アル場合,其 ノ産兒 ニ於テ後

ニ佝僂病 ノ發現傾向著 シキコ ト,換 言セバ,母 ノ

諸 状態乃至條件 ノ不適 ハ生後發生 スル佝僂病 ノ發

現催進的因子乃至素因 トナル トノ知見 ト對比 スル

ニ,其 ノ間一致スル如 キ所多 ク,即 チ余等ガ認 メ

得 シ佝僂病樣骨所見 ノ存在 スル新産兒 ニ於テモ,

母子間 ニ同樣 ノ關聯存 スル ヲ大略窺知 シ得ルモ ノ

ノ如シ.

更 ニ余等 ガ得 タル成績 ニ就キ考察 スル ニ,母 ノ

榮養相不良,體 格 ノ纎弱,平 常 ノ食餌 ノ不適,日

光ニ浴スル コ トノ不充分,結 核,黴 毒等 ニ罹患 セル

コ ト,妊 娠中母體 ニ起 リシ妊娠性嘔吐 ノ繁 多,齒

牙 ノ變化 ノ強 キ,等 ノ状態乃至條 件存 スル場 合 ニ

關 シテハ,茲 ニ更 ニ考察 スル要ナ カルベ シ.身 長,

體重等 ノ小ナル コト.妊 娠時乳房 ノ大サ小 ニシテ

乳汁分泌機能不充 分ナル コトハ,其 ノ如キ状態乃

至條件 ガ存 スル母ハ,其 ノ體力乃至機能 ガ其 ノ然

ラザル母 ノ體力乃至機能 ヨリモ不充分ナル コ ト有

リ易キ ヲ推 シ得 ベ ク,此 體力乃至機能不充分 ガ骨

變化發現 ノ因子 タ リ得 ル ニ非ザルヤ ヲ推 シ得ル所

ア リ.生 活程度 ノ低キ母 ノ新産 兒ニ骨變化 ノ程度

及 ビ發現頻度稍大 ナル傾向アル ハ,生 活程度低キ

母 ハ食餌,住 居其 ノ他 諸般 ニ於 テ不利不適 ナル コ

ト多 キニ由來スルモ ノナルベシ.運 動 ノ充分 ナル

母 ノ場合骨變化程度及 ビ發現頻 度少ナキハ,充 分

ナル運動 ニ依 リ,身 體的状態 ノ佳良,又 戸 外ニ出

ヅル コ トモ多 ク,日 光 ニ浴 スル コ トモ亦充分 ナル

ニ歸 スベ キモ ノノ如 シ.

體重,身 長等小ナル新産兒 ニ於テ骨變 化 ノ程度

強キモ ノ多少少キ傾 向アル コトハ一 見矛盾 セル如

キモ,彼 ノ佝僂病ニ就 テ ノ事實 ヲ參照 スルニ,佝

僂病 ハ個體成長發育傾向著 シキ場合 ニ於テ骨變化

ノ發現著 シク,成 長發育傾向少ナキ場合骨變化 ノ

表現著 シカラザル傾向アルガ,余 等 ノ認 メシ新産

兒 ニ於 ケル佝僂病樣骨變化 ノ發現 モ亦此佝僂病骨

變化 ノ發現傾向 ト同樣 ノ傾向 アルガ如 シ.運 動不

充分ナル母 ノ産 兒ニ骨變化 ヲ認 メザ ルモ ノ多 キハ

考察 ニ苦 シム所 ニシテ,運 動充分ナル母 ノ産 兒ニ

モ亦骨變化 ヲ認 ムル コト少 ナク,又 運動不充 分ナ

ル母 ノ産兒 ニ骨變化稍強 キ モ ノ モ多 キ ヨ リ推セ

バ,或 ハ檢索上 ノ偶 然的誤差 ニ由來 セルヤモ測 リ

難 ク,之 ニ關 シ將來 ノ檢索 ヲ俟 ツ.

母 ノ年齡,性 質,智 力,結 核,黴 毒以 外 ノ著患

罹 患,分 娩囘數,分 娩時 ノ陣痛力,教 育程度,新

産兒 ノ胎 位胎勢及 ビ性別等 ノ諸状態乃至條件 ト骨

變化 トノ間 ニハ殆 ド關聯 ノ存スル ヲ推 シ得 ザ リシ

ハ,之 ニ關 シ餘 リ考察 ノ要無 カルベ シ.唯 母 ガ脚
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氣罹患,陣 痛微弱等 ノ場合,産 兒 ニ骨變化 ノ程度,

發現頻度等 ガ幾分多キ傾向存スル ニ非ザルヤ ヲ推

セ シムル所ナキニ非ザル ハ,抑 々脚氣,陣 痛力微

弱等何レモ「ヴイタミンB」不足ガ其 ノ因 トシテ意

義 アルコ ト既 ニ知 ラルル所 ニシテ,兩 者何 レモ榮

養不適 ノ1表 現 トモ推 シ得ベ ク,從 ツテ産兒 ノ骨

變 化モ亦幾分起 リ易キニ非ザルヤ.母 ノ分娩5囘

以上 ノ場合,産 兒ニ骨變化 ノ程度,發 現頻度等ガ

幾分多 キ傾向存スルニ非ザルヤ ヲ推 セシムル所ナ

キニ非ザルハ,母 ガ分娩 ヲ重 ヌル事 ニヨ リ,或 ハ

年齡 ノ加 ハル事ニ ヨリ,體 力或ハ榮養 ノ減退傾向

ヲ招來 シ,從 ツテ産兒 ノ骨變化モ亦幾分發現 シ易

キニ非ザルヤ.母 ガ結核,黴 毒以 外 ノ著患 ニ既往

乃至現在罹患 ト産 兒骨所見 トノ間 ニハ何等關聯 ノ

存 スル ヲ推 シ得ザ リシガ,余 等 ノ檢索材料 タ リシ

母 ハ何 レモ當時著 患罹患中ナ ラズ,又 既往 ニ於テ

著 患 ニ罹患セ シ事 ア リシ者モ檢索當時 ハ其 ノ影響

ノ残遺セル ヲ推 シ得ザ リシ状態 ニア リシヲ以テ,

關聯 ノ存否如何 ヲ推斷 スル ニ向 ツテハ余等 ノ此 成

績 ニハ信 ヲ置キ難 ク,今 後 ノ檢索 ヲ俟 チテ知ル可

キナ リ.

分娩季節 ヲ異 ニスル事 ニヨ リ新 産兒骨變化 ノ程

度 及 ビ發現頻度 ニ消長 ア リ,2, 3月 ノ候 ニ骨變化

及 ビ發現頻度最モ大,次 デ夏 ニ向ヒ減 少 シ,6, 7

月 ノ頃最モ小,次 デ秋 ニ於 テ漸次幾分増加 スル等

ノ傾向 アルハ,彼 ノ佝僂病所見 ガ概 シテ冬 ノ進ム

ニ ツレテ初春 ニ至 ル迄病勢進行 シ,夏 乃至初秋 ニ

向 ツテ輕減 シ,次 デ漸次加ハル傾向アル コトニ甚

ダ類 似シ,且 大略初春 ヲ中心 トセル半年期 ニ於テ

ハ,大 略夏 ヲ中心 トセル半年期 ニ於 ケル ヨリモ,

母 ノ諸状態竝 ニ條件 ト産兒骨所見 トノ間 ノ關聯程

度加ハル事 モ亦克 ク佝僂病 ノ傾向 ニ類 似スル所ア

リ.但シ余等檢索成績 ニ於テ12月 又 ビ1月 ニ變化

ヲ殆 ド認 メ得 ザル或 ハ認 メザル骨 所見 ヲ呈 スルモ

ノ意外ニ多キハ,佝 僂病 ニ於 ケル傾向 ト異ル所 ニ

シテ,更 ニ檢索 ノ要 ア リト謂 フベ シ.

先 キニ,余 等 ノ1人 水田 ハ故伊丹訓 吾 ト共 ニ,

昭和9年10月 ヨリ12月 ニ亙 リ産婦69名 ト其 ノ

新産兒70名 ニ就 テ「試 ミ」的 ニ今囘 ノ檢査 ト略 ボ

同樣 ノ檢査 ヲ行 ヒ,之 ヲ同表題 ノ下 ニ第1報 告 ト

シテ發表セ リ.夫 レ等兩報告 ノ成績 ヲ比較 對照 ス

ルニ,第1囘 檢索 タルヤ第1囘 ニ於テ既 ニ述 ベシ

如 ク,檢索 期間竝 ニ材料不充分 ニシテ,從 ツテ不備

少ナ カラズ,只 謂ハバ最初 ノ「試 ミ」的檢索ナ リシ

ニ拘 ラズ,其 ノ成績大略今囘 ノ檢索成績 ニ近 ク,

即チ兩囘 ニ於 ケル成績近似 スル ヲ認 ム.只 前囘檢

索 ニ於 テハ母 ノ性質,智 力,教 育程 度,分 娩囘數,

分 娩時 ノ陣痛力等 ト骨變化 トノ間 ニハ或 ル程度 ノ

關聯アル ヲ推 シ得ル如 キ成績 ヲ得 タルモ,今 囘 ノ

檢索 ニ於 テハ上述 ノ如 ク殆 ド關聯 ヲ認 メ得 ズ.又

新産兒 ノ體重,身 長,又 母體 ノ身體的運動 トノ關

聯 ニ關 シテハ,其 ノ程度 ニ多少 ノ相 異 ヲ認 メ,又

母 ノ乳房 ノ大サ及 ビ分泌機 能 トノ關聯 ニ關 シテハ

全 ク反對 ノ成績 ヲ得 タ リ.期 クノ如 ク若 干 ノ點 ニ

於 テハ,第1囘,第2囘 檢索成績 ノ間 ニ差異 ア リ

ト雖モ,兩 囘 ニ於 ケル成績ハ何レモ諸状態乃至條

件 ト産兒 ノ骨所見 トノ間 ニ關聯存 スル ヲ推 シ得ル

點 ニ於 テハ大略一致 シ,而 モ兩囘 ノ檢索 ニ於テ推

シ得 タル關聯 ハ彼 ノ,生 後發現ス ト考ヘ ラレアル

佝僂病 ニ關 シテ若干諸家 ニヨ リ既 ニ知ラレ,又 唱

ヘ ラルル母子間 ノ關聯事項 ト大略一致 スル事 モ略

ボ同 ジ.

余等 ノ得タル成績及 ビ夫 レニ關 シ考察 スル所,

上述 ノ如 ク,次 デ之等 ニ立脚 シテ新産兒 ノレ線的

佝僂病樣骨所見 ニ就 キ更 ニ考察 スル ニ,本 所見ハ

佝僂病 ニ近似 スル,或 ハ佝僂病 ト密接ナル關係ア

ル,或 ハ佝僂病 ノ前期的 ナル,或 ハ又Gyorgyノ

唱 フルRachitis sine Rachitideニ 算 シテ可ナル

状態 ノ1表 現 所見ニ非ザルヤ トノ考ヘ ヲ余等 ニ惹

起セ シムル所ア リ,之 ニ關 シ今後 ノ檢索 ヲ俟 ツ.

又若 シ果 シテ然 リトセバ,本 所見 ヲ證 スル事 ニヨ

リ新産兒 ガ其 ノ如キ状態ニアル ヲ診 シ得 ベ ク,更

ニ又余等 ノ得 タル成績 ハ其 ノ如 キ状態 ニ在 ル新産

兒 ノ數少ナ カヲザル コト,又 先 天的因手(此 際遺
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傳的因子 ヲ特 ニ指スニハ非ズ)ガ 其 ノ状態惹起 ニ

關聯 アル コ トヲ吾人ニ示 スモ ノト謂 フベシ.

第5章 結 辭

余等 ノ本報告ハ新産兒ニ就 キ諸所 見殊 ニ骨 レ線

的所見 ヲ精査 シ,發 見 シタル骨 ル 線的佝僂病樣

所見及 ビ正常所見 ト,他 方夫 レ等新産兒 ノ母 タル

産婦 ニ就 キ,其 ノ健康,食 餌,環 境,其 ノ他諸状

態乃至條件 ヲ檢 シ,彼 之比較對照 シ,其 ノ間 ニ關

聯 ノ存 否等 ヲ調 査シ,其 ノ成績 ヲ彼 ノ生後 主 トシ

テ發現 スト強 ク信ゼ ラレアル佝僂病 ニ就 テ既 ニ若

干諸家 ニヨ リ知 ラレ又唱ヘラル母 子間 ノ關聯事項

ト比較 シ,レ 線 的佝僂病樣骨所見 ガ如 何ナル意義

ヲ有スルヤ,何 ヲ示 スヤ,又 果 シテ佝僂病存在 ヲ

示 スモ ノナ リヤ等ニ關 シ幾分ナ リトモ知見 ヲ得 ン

コトヲ試 ミ,以 テ胎兒乃至新産兒佝僂病 ニ關 スル

檢討 ノ資ニ供セ ン トセ リ.先 キニ本問題 ニ就 キ行

ヒタル第1囘 檢索 ノ成績 ハ同表題第1報 トシテ,

既ニ發表セルガ,其 ノ成績 タルヤ今囘 ノ檢索 ニ就

テ得 タル成績 ニ大略 一致セ リ.而 シテ檢索材料 タ

リシ新産兒 ノ數 ハ今囘188名,前 囘70名,又 母 ノ

數 ハ今囘188名,前 囘69名(産 兒中ニ双生兒1組

ア リシ爲)ニ シテ兩囘檢索ニ於 ケル總 數 ハ新産兒

258名,母257名 トナル.檢 索成績 トシテハ,

〔1〕 明 カニ佝僂病變 化ナ リト人 々ガ確認 シ得

ル程度 ニ非ザルモ,輕 微 乃至更 ニ輕微 ナルレ線的

佝僂病樣骨 變化所見 ヲ新産兒 ノ多數 ニ於テ認 メ,

此骨變化 ト母 ノ諸 状態乃至條件 トノ關聯如 何 ヲ調

査セルニ,其 ノ間 ニ或ル程度 ノ關聯存 スル ヲ推 シ

得 タ リ.

〔2〕 母 ニ於 テ(1)顏 貌乃至顏 色 ノ不良,皮 膚

色澤 ノ不良,皮 下組織 ノ發育竝ニ軟度 ノ不充分,

毛髪 ノ色澤竝 ニ發 生度 ノ不良,等 ノ榮養相不良,

(2)體 格纎弱,(3)平 常主 トシテ 攝取セル食品 ノ

不適,(4)住 居 ノ不適,殊 ニ日光ニ浴スル コ ト不

充分等 ノ状態乃至條件 アル場合,其 ノ新産兒 ニ於

テ骨變化 ノ程度及 ビ發現頻度大 ニシテ,之 ニ反 シ,

母 ニ於 テ前記諸状態乃至條件ガ然 ラザル程,骨 變

化 ノ程度及 ビ發現頻度小ナルカ或 ハ骨變化 ヲ認 メ

ザル傾向 ア リ.

〔3〕 母 ノ(1)身 長,體 重 ノ小(2)現 在結核,

黴毒 ニ罹患中,(3)妊 娠性嘔吐 ノ繁多,(4)乳 房

小 ニシテ,乳 汁分泌機能 不充分 ナル,(5)妊 娠 中

齒牙變 化 ノ強 キ,(6)運 動 ノ不充分,(7)生 活程

度 ノ低 キ等 ノ状態乃 至條件 アル場合,其 ノ新 産兒

ニ於 ケル骨變化 ノ程度及 ビ發現頻度ハ稍 〔前記 〔2〕

記述群 ノ場 合 ヨ リ其 ノ度ハ比較的,或 ハ可成 リ小

ナルモ〕大ニ シテ,之 ニ反 シ,母 ニ於 テ,前 記諸

状態乃至條件 ガ然 ラザル程,骨 變 化 ノ程度及 ビ發

現頻度等稍 小ナル傾向ア リ.

〔4〕 (1)體 重,身 長 ノ小 ナル新産兒 ニ於テハ,

程度弱キ骨變化所見 ノ發現頻度多少大ナル傾 向ア

リ,(2)母 ノ運動ガ不充分ナル時亦 變化無 キ骨所

見稍多 キ傾向ア リ.

〔5〕 母體 ノ(1)年 齡,(2)性 質,智 力,(3)

分娩囘數,(4)分 娩時 ノ陣痛 力,(5)教 育程度,

(6)新 産 兒胎位胎勢,性 別,等 ノ諸状態乃至條 件 ト

骨變化 トノ間 ニハ關聯 ノ存 スル ヲ認 メ難 シ.但 シ

脚氣罹患,陣 痛力微弱,分 娩囘數5囘 以上等 ノ状

態乃至條件 ガ母 ニ存 スル場合其 ノ産 兒ニ於 テ骨變

化 ノ程度及 ビ發現頻度幾分多 ク,又 母 ノ前記諸状

態乃至條 件ガ然 ラザル場合,夫 レニ反 スル傾向存

スル ニ非ズヤ ト推 セシムル所無 キニ非 ズ.

〔6〕 分娩季節 ト骨變化 ノ程度及 ビ發現頻度 ト

ハ其 ノ間 ニ關聯的消長ア リ,2
, 3兩 月 ノ候 ニ骨變

化 ノ程度及 ビ發現頻度最 モ大,次 イデ夏 ニ向 ヒ減

少 シ,6, 7兩 月頃最 モ小,次 デ秋 ニ於 テ漸 次 ニ僅

カヅツ増加 スル傾向ア リ.而 シテ1年 ヲ4月 ヨ リ

9月 迄 ト,10月 ヨリ3月 迄 ノ2期 ニ分 チ
,兩 期 ニ

於 ケル關聯 程度 ヲ比較 スル ニ,前 者 ニ於 テハ,骨

變化 ト母 ノ諸 状態乃至條件 トノ關聯 ノ程度 多少或

ハ可成 リ小 ニシテ比較的 目立 タズ
,期 ヲ2ツ ニ區

別セズ シテ得 タル關聯程度 ヨ リモ其 ノ程度 小 ニシ

テ或 ハ關聯存在 ヲ推 シ難 キモ ノア リ.又 後 者
,即
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チ10月 ヨリ3月 ノ期ニ於 テハ,夫 レニ反 シ關聯程

度多少或 ハ可成 リ大ニシテ比較的目立 チ,期 ヲ2

ツニ區 別セズシテ得 タル關聯程度 ヨリモ其 ノ程度

大 ニシテ關聯存在 ヲ,ヨ リ著 シク推 セシムル傾向

ア リ.

〔7〕 上述總 括的成績 ヲ,彼 ノ,多 ク ノ權威者

等 ニヨ リ,主 トシテ生後發現 スル ト考ヘ ラレアル

佝僂病 ノ發現的因 子 ノ若干 トシテ既 ニ知 ラレ,又

唱ヘ ラルル母子間 ノ關聯事項,即 チ母 ニ於 ケル諸

状態乃至條件 ノ不適,不 良,就 中,身 體 虚弱,榮

養相不良,食 餌竝 ニ住居,環 境 ノ不良,殊 ニ日光

作用 ヲ受 クル コトノ不充分,妊 娠中 ノ健康状態不

良等アル場 合,其 ノ産兒ニ於テ後ニ佝僂病 ノ發現

傾向著シキ コト,換 言 セバ,母 ノ諸状態乃至條件

ノ不適 ハ生後發生 スル佝僂病 ノ發現催進的因子乃

至素因 トナル トノ知見 ト對比 スル ニ,其 ノ間一致

スル如キ所多 ク,即 チ余等 ガ認 メ得 シ佝僂病樣骨

所見 ノ存在 スル新 産兒ニ於テモ,母 子間 ニ同樣 ノ

關聯存 スル ヲ大略窺知シ得ルモ ノノ如 シ.

〔8〕 分娩季節 ヲ異 ニスル コトニヨ リ新産 兒骨

變化 ノ程度及 ビ發現頻度 ニ消長 ア リ,2, 3月 ノ候

ニ骨變化 及 ど發現頻度最 モ大,次 デ夏ニ向 ヒ減少

シ,6, 7月 ノ頃最 モ小,次 デ秋 ニ於テ漸次幾分増

加 スル等 ノ傾向アルハ,彼 ノ佝僂病 所見ガ概 シテ

冬 ノ進ムニ ツンテ初春 ニ至ル迄進行 シ,夏 乃至初

秋 ニ向 ツテ輕減 シ,次 デ漸次加ハル傾向アル コ ト

ニ甚 ダ類似 シ,且 大略初 春ヲ中心 トセル半年期 ニ

於 テハ,大 略夏 ヲ中心 トセル半年期ニ於 ケル ヨ リ

モ,母 ノ諸状態竝 ニ條件 ト産兒骨所 見 トノ間 ノ關

聯程度加ハル コ トモ亦克 ク佝僂病 ノ傾向 ニ類似 ス

ル所 ア リ.但 シ余等檢索成績 ニ於 テ12月 及 ビ1

月 ニ變化 ヲ殆 ド認 メ得 ザ ル或 ハ認 メザ ル 骨所見

ヲ呈 スルモ ノ意 外ニ多 カ リシハ,佝 僂病 ニ於 ケル

傾向 ト異 ル所 ニシテ,更 ニ檢索 ノ要ア リト謂 フベ

シ.

〔9〕 第1囘,第2囘 檢 索成績 ノ間 ニ若干 ノ點

ニ於 テハ差異ア リト雖モ,兩 囘ニ於 ケル成績ハ何

レモ母 ノ諸 状態乃 至條件 ト産兒 ノ骨所見 トノ間 ニ

關聯存 スル ヲ推 シ得ル點 ニ於テハ大略 一致 シ,而

モ兩囘 ノ檢 索 ニ於 テ推 シ得 タル關聯ハ彼 ノ,生 後

主 トシテ發現 ス ト信 ゼラレアル佝僂病 ニ關 シテ若

干諸家 ニヨ リ既 ニ知 ラレ,又 唱ヘ ラルル母 子間 ノ

關聯事項 ト大略一致 スル コ トモ略 ボ同 ジ.

〔10〕 余等 ノ得 タル成績,上 述 ノ如 ク,次 デ之

等 ニ立脚 シテ新産兒 ノレ線的佝僂病樣骨所見 ニ就

キ更ニ考察 スル ニ,本 所見ハ佝僂病 ニ近似 スル,

或ハ佝僂病 ト密接ナル關係 ニアル,或 ハ佝僂病 ノ

前期的 ナル,或 ハ又,Gyorgyノ 唱 フルRachitis

sine Rachitideニ 算 シテ可ナル状態 ノ1表 現所見

ニ非ザルヤ トノ考ヘ ヲ,余 等 ニ惹起 セシムル所 ア

リ,之 ニ關 シ今後 ノ檢索 ヲ俟 ツ.又 若 シ果 シテ然

リトセバ,本 所 見 ヲ證 スル コ トニヨリ新 産兒ガ其

ノ如 キ状態 ニアル ヲ診 シ得ベ ク,更 ニ又余等 ノ得

タル成績ハ其 ノ如 キ状態 ニ在ル新 産兒 ノ數少 ナカ

ラザル コト,又 先天的因子(此 際遺 傳的因 子 ヲ特

ニ指 スニハ非 ズ)ガ 其 ノ状態惹起 ニ關聯 アル コ ト

ヲ吾人 ニ示スモノ ト謂 フベシ.

擱 筆スル ニ當 リ,終 始御懇篤ナル御指導 ト

御校閲 ヲ賜 ハ リシ恩師好本,八 木兩教授 ニ深

キ謝 意ヲ表 ス.

尚 ホ又,業 績半 バニシテ急逝 セ ラレタル故

伊丹訓 吾學士 ノ靈 ニ本稿 ヲ謹 ミテ捧 グ.
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母 ノ諸状態乃至條件 ト新産兒ニ見ルレ線的佝僂病樣骨所見 トノ關聯 ニ就テ ノ諸表

第1表 新産兒レ線的所謂佝僂病樣骨所見

第2表 年 齡 ト ノ 關 聯

第3表 身 長 及 ビ 體 重 ト ノ關 聯
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第4表 體 格 竝 ニ顏 貌 顏 色 ト ノ關聯

第5表 皮膚 ノ色澤,毛 髪 ノ色澤及ビ發生度,皮 下組織 ノ發育程度

及ビ軟度 トノ關聯

第6表 性 質,智 力 程 度 ト ノ 關 聯
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第7表 既 往 及 ビ現 在 ノ著 患 トノ關聯

第8表 分娩時 ノ胎位胎勢及ビ子宮筋肉 ノ状態,既 往 ノ

分娩囘數 トノ關聯

第9表 新 産 兒 ノ體 重,身 長 及 ビ性 ト ノ關 聯
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第10表 今 囘妊 娠 ノ妊 娠 性 變 化 ト ノ關聯

第11表 食 餌 ト ノ 關 聯

第12表 住 居 ノ状 態,運 動 トノ關 聯
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第13表 生活 程 度,教 育程 度 ト ノ關 聯

第14表 新産兒骨變 化所見 ノ程度竝ニ發 現頻度 ノ季節的差異

第15表 新産兒骨變化所見ノ各程度發現ノ季節的消長
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第16表

母 ノ諸状態乃至條件 ト季節的ニ大別シタル新産兒骨所見 トノ關聯 ニ就テ ノ諸表

第17表 年 齡 ト ノ 關 聯
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第18表 身 長 及 ビ 體 重 ト ノ 關 聯

第19表 體 格 竝 ニ顏 貌 及 ビ顏 色 トノ關 聯
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第20表 皮膚 ノ色澤,毛 髪 ノ色澤及ビ發生度,皮 下組織 ノ發育

程度及ビ軟度 トノ關聯

第21表 性 質,智 力 程 度 ト ノ 關 聯
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第22表 既 往 及 ビ現 在 ノ著 患 ト ノ關聯

第23表 分娩時 ノ胎位,胎 勢及ビ子宮筋肉 ノ状態,既 往 ノ

分娩回數 トノ關聯
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第24表 新 産 兒 ノ體 重,身 長 及 ビ性 トノ關 聯

第25表 今 囘 妊 娠 ノ妊 娠 性 變 化 ト ノ關 聯
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第26表 食 餌 ト ノ 關 聯

第27表 住 居 ノ状 態,運 動 ト ノ關 聯
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第28表 生 活 程 度,教 育 程 度 ト ノ關 聯
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Studies on the rachitis of newborns.
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Supplementary investigation to the relation between the rachitis-like

roentgenogram of newborns and diverse living conditions

and factors of the mothers.
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In this report, an investigation of 188 newborns was carried out, as a supplement

of the first one, ranging all seasons of the year. The results can be summarized as

follows:

1) In a comparatively large number of cases, such bony changes was revealed

by X-ray photographing, similar to the rachitis, and it was ascertained that between

those infants with the above-mentioned changes and the mothers, there was existing a

somewhat close connection, with regards to the living conditions of the mothers, namely

constitution, food, house and environments, sunshine, health, bodily exercise etc.

2) As to the seasonal change, it occurred more in February and March, then it

diminisched gradually reaching the least in June. Later from Autumn it tended to

increase again.

3) It can be concluded that this bony roentgenogram may due to the rachitic

character, assuming its pre-phase or corresponding to the Gyorgy's "rachitis sine

rachitide". Therefore it may be too erroneous to deny utterly the congenital existense

of newborn rachitis. (Autorefence)
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