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小 田 大 吉

田中先生 6月23日 小 田 大 吉

前便に報告致 しま した通り ウヰソト マーク教授

の教室を見學致 しま した 後.1月 末ハ ンブル グを

立ちグラ イフス ワル ドにス タインハ ウゼ ン教授,

リン ク教授 を訪 ね,更 に又ハ ンブル グに歸 りま し

て此度は嘗 て新潟醫 科大學 に も赴任 され,現 今

バルンベンク病理研究所 を主宰 して居 られるグレ

フ教授の教室を見學致 しま した.之 等の教室で注

意致 しま した所 を次 に記 述致 します.

グライフ スワル ド

1月27日 午後,雪 のハ ンブル クを出發 して其 の

夜 おそ く11時 過 ぎ,グラ イフ スワル ドにつきま し

た.グ ライ フス ワル ドは雪 こそあ りまぜ んが,寒

さの きつい こと,零下10度 と云ふ ハンブル クに大

分なれて居 りま した私に も,こ の寒 さは,外 套を

透 して骨 に滲み る樣に思ひま した.驛 で聞いて,

獨逸館 と云 ふおそ ろ しく中世期臭い宿 に とま りま

した.

翌朝10時.暗 い霧 のハンブル クに馴れた私 の 目

には眩 しい位の日 の光を浴びながら,身 に しみ る

寒 い風 の中を,こ の古めか しい街 の舖道 を踏 んで

生理學の教室 に向ひま した.「 クリンゲル ン」す る

と「ゼ クレテー リン」が出て來て,シュ タイ ンハ ウ

ゼン教授 の部屋に案内 して くれま した.丁 度講 義

の終つた所 であつた らしく,大變 親切 に迎へて下

す つて.其 の日は「ヘヒテ」と「ハイ フイシュ」の「ク

ブ ラ」(これは 「レベ ンデイッヒ.フ リッシュ」の 「ク

ブ ラ」を墨 で染めて,其 の運 動性竝 に自然 の大 きさ

を見得 る樣 にした ものです)及 び人 の「クブラ」の

標本 と.「レベンデイッヒ」の「ヘ ヒテ」の「タブラ」

及其の運 動,殊 に廻轉 刺戟竝 に温熱刺戟によ る運
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動竝 に其の際 の眼球の運動を寫 した「フイルム」を

見せて頂 き,翌日 は,「 ヘ ヒテ」(生 きた)を つか

つて,其 の「クブラ」を染めること、及び「クブ ラ」

の運動 による眼球の反應(「 ヘ ヒテ」に於ては水平

半規管 は「アンブ ロベタール」の刺戟には強 く反應

し「ア ンブロ フガール」の刺戟 には反應 しないのを

見ま した),等 を見せて頂き,又 よく見 ると,前 庭

の向 ふの方 に「オ トリーテ ン」が見えた り.之 等は

隨分興味深 く見學いた しま した.

この數 年私は マッハ ・ブロイエルの説の樣 に,

内淋巴が,果 して動 くものか ど うか大分懷疑的に

なつて居 りま して,安 原君 に もそんな事を お話 し

た ことがあ りま したが,獨 逸 に來てから,シュ タ

イ ンハ ウゼン教授の論文 を讀 んで見 ると.ど うも

マッハ ・ブロイエルの説 く所は,正 しい と思は な

ければならない樣 に考へて來 ましたが,こ の 「フ

イルム」と標本 と實驗 を見て,こ の數 年來の疑は,

全 くあや ま りであつた と思 ひました.ウ イッ トマ

ー ク教授は ,例の「トー ヌス」學説 に於て,「クブ ラ」

は内淋 巴腔 より 「アブ ゲシュロッセ ン」であ り,そ

して「トユルゴール」を持つて居 り,「 シュタイフ」

だ と信 じて居 られ る樣で.シュ タイ ンハウゼン教

授 が,「 クラブ」は自由に動 き且其 の頂點は 「アン

ブレ」の天蓋に達し て居 るとの見解 に(こ れは墨

で染めた標本で よく見 ることが出來ます)對 して

「これは操作の際「クラブ」を損傷 したか ら「シュ タ

イ フ」でな くな り,又膨 大 したのである.自 然の状

態 では ない.「 シュ タイフ」な「チ リンデル フー ト」

を一度こ は しておいて.「 チ リンデル フー ト」は固

い もの ちやない と云つて も,こ れは正當では ない

と.隨 分嚴 しい討論 を して居 られる樣 ですが,私

の見た範圍 では,ど うも「クラブ」問題 に關す る限

りシュ タイン ハ ウゼン教授の實驗 の方が正確であ

り,ウ イッ トマー ク教授は其の實驗 か ら歸納 し得

る範圍以上の討論を して居 られる樣 に思ひ ます.

シュ タインハウゼン教授は,こ の「クラブ」の研

究に1924年 位 から取 りかかつて 居 られる樣 です

が,1933年 に生 きた「ヘヒテ」の「クブ ラ」で實驗 す

ることに成 功す るまで.よ く頑張つてやつだ もの

だ と感心 しま した.文獻 を少 しあさつて見る と,

英國の學 者で蛙に於て「 アクチオ ンス シュ トロー

ム」を測つて其の成績 から,シ ュ タイ ンハ ウゼン

教授の見解を正當 と認 めて居 るのがあ りま した.

シュタインハ ウゼン教授か らは,出 かけ る前に 『到

着の時間 を知 らせ よ,迎 へ に出てや るか ら.そ し

て 自分の家 に部屋があいて るか ら其處 に宿れ』 と

云ふ親切な手紙を頂きま したが,遠慮 して 「ホテ

ル」に行 つたのですが,『是非 自分の家に來い』と

云つて頂 き,努 め て辭退 しま したが,令 息が3人

あ ります し,子供を もつた獨逸の「ブロ フエッサー」

の家庭を知ること も出來て有 難い と思ひま して.

御好意に甘へ ま した.夕 食後 も色々「クブ ラ」の話

を聞いたり.又 私の電氣の實驗に興味を もつて下

すつて,色々 と質問 されま した.そ して色 々私の

仕事に關す る批評を聞きま したが,實驗 の方法の

記載に成程誤 りが あつた り(全 く自分の科學 智識

の淺いのに我 なが ら恐縮 しま した.)私 に とりま し

て色々 と有益 で した.有 名な畫家 のウイルヘル ム.

シュ タイ ンハウゼンは シュ タインハウゼ ン教授 の

お父 さんだ さうで,シ ュ タインハウゼ ンの作 品を

隨 分 澤山見せて もらひま した.こ れは畫 の好 きな

私 に とつて,思 ひ設けない喜びで御座いま した.

それ から岡山の清水先生の寫眞を(シ ュ タイ ンハ

ウゼ ン教授夫妻 と一緒に グクイフ ス ワル ドの生理

の教室でとつて居 られ るもの)『 この「プロフエ ツ

サー・シ ミズ」を知つて るか』 と云つて 出されたの

には,何處 に縁が あるかわか らない ものだ と驚 き

も し懷しく思ひま した.頭 も今の樣 でな く,隨 分

若い清水 先生で した.
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グライフスワル ドの耳鼻咽喉科教室

グライ フスワル ドの耳鼻咽 喉科 は 目下〓 築 中

で,從來の大學 とズット離れた郊外 に皮膚科 と耳鼻

科だけ出來て居 ります.某 の敷地た るや 實に廣い

ものです.リ ン ク教授に敬意 を表 しに行きま した.

リンク教授は學長で(獨逸 の學長 と云ふ ものは仲

仲大 した ものですね,一 所に行つて下すつた シュ

タイ ンハウゼ ン教授は 「ヘル・ゴ レーゲ」とか 「ヘ

ア・デカン」とか云はれ るのか と思つてた ら,ど う

して ど うして「レスベ クタビ リテー ト」と云つて居

られ ま した.尤 もこの邊は稱 號制服勳 章の好 きな

獨逸人 らしい所 か も知れませんね)一寸 京都の中

村登先生 と干葉 眞一氏 とを一所 に して肥 らせた樣

な感 じのする方 で,學 長 らしく,『エル ンス ト・モ

ーリッツ大學 の名に於て御挨 拶申 し上げ る』 と云

ふ樣 なことを申され,小 生少 々面喰 ひま した.助

手に案 内 して もらつて,「 クリニック」を見ま した

が,2年前 に120萬 「マー ク」の豫算で出來上つた

と云ふこ とで仲々立派 です.外 來,入 院の部屋,

手術室,「レン トゲン」.學生 の實習室,講 堂等仲々

よく出來て居 り,醫員 及び看護婦の部屋(獨 身の醫

員は看護婦 と「ク リニック」の中に住 んで居 ます.

これはどこで も大抵其 の樣です.)な ども仲々 うま

く出來て居 り,炊 事場 まで案内 されま したが,こ

の設備を見て,獨 逸 に金が無い と云ふのは ウ ソの

樣な氣が しま した.

リン ク教授は,目下 扁桃腺問題及び頭蓋内合併

症の治療に興味を もつて居 られ,殊 に扁桃腺問題

就中「アブセ ス・トンジレ クトミー」の宣傳に熱中

して居 られる樣 で,研 究室で も.扁 桃腺を 「バラ

フイン」で切つて,細 菌を染めて居 りま した.尚

病室は ここもさうですが,新 しい病院は 大きな共

同部屋は 段々な くして,三 等の部屋 も4,5人,せ

いぜい6人 位に して る樣です.折 角 來たのですか

らグライ フスワル ドも耳鼻科を 少 し見て行 きたい

と思ひま したが,シ ュ タインハ ウゼ ン教授 の宅 に

御迷惑をかけるの も恐縮です し,又 夏 シュ タイン

ハ ウゼ ン教授 の方法 を教は りに來たい と思つて居

りますから,其 の時見せて もらふ ことに しま した.

シュ タインハウゼ ン教授の實驗方 法は よく習つて

おけば色々將來の参考に もな ります し,又 米國に

行 つて生理の勉強 をす る時にも 何かの足 しにな り

ませ うか ら,〓 めて習 ひに來たい と思つて居 らま

す.(冬 は「ヘ ヒテ」が得難 い由.)シ ュ タインハウ

ゼ ン教授自身 の承諾は得 ま したが,獨 逸 の文部省

の許可を得 る必要が あ りますので,大 使館を通 し

て許可をお願ひ出 るつ もりです.

ハ ンブルク 市バル ンベッ ク病理研究所(グ レフ

教授)

30日 に ハン ブル クに歸つて來て31日 か らバル

ンベ ノクの病院に グレフ教授を訪ね,4日 程見學 さ

せて頂きま した.グ レフ教授は鼻,咽 頭 の病理に

特別 な興味を もつて居 られ,自 分の 考案 になる鼻,

咽頭,喉 頭剖檢 の術式に よつて(こ の方 法は 大日

本耳鼻咽喉科全書に東大の緒方 先生が紹介 して居

られます.)顔 面 を損傷する ことな く,頸 部器官を

鼻,咽腔 及 び内鼻 と其に とり出す方法 であ りま し

て,鼻 腔,副 鼻腔 及び鼻 咽腔.歐 氏管等の檢 索に

は大へ ん好い と思ひま した.こ の方法 によつて取

り出 され た咽頭鼻腔 等の面白い標 本が隨 分あり,

例へば ワル ダイエルの 「シュル ン ド・リング」の發

生 及び退行 の過程を示す もの,咽 頭 ヂフテ リー.

(咽頭 ヂ フテ リーの 原發 部位 として 咽頭扁桃 腺を

重親 して居 られ る樣です)猩 紅熱,結 核,癌 腫.

悪 性淋巴肉芽腫(之 に關 しては,傳 染部位竝 に原

發竈 として咽頭,殊 に咽頭扁桃腺を重視 して居 ら

れ る樣です.)「 アグラヌロチ トーゼ」等の多數 の

立振な標本が あ り,之 に總 て簡短 な病歴が ついて

居 り,仲 々よ く整頓 されて居 ます.
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剖檢は仲々多 く,1年 に1800體 は あるさ うで

す.よ くきいて見 ると,病 院 で死亡 した ものは自

費患者たると 「クランケン,カ ッセ 」の患者た る

と問はず,特 に拒否 しない限 り解剖する(尤 も解

剖 したら又よ く縫ひ合はせてす ぐ返 します)拒 否

す るものは約1割 位に止るさ うで,1年 に2000人

位死亡 し,1800體 位解 剖す るさ うです.エ ッベン

ドル フ病院では2000乃 至2500解 剖する と云つて

居ま した し,ハ ンブル クには 尚この他にザ ンゲオ

ルグ と云ふ同 じ位の病院があ りますが,こ の3つ

を合せ ると1年 にハ ンブル クだけ で6000體 近 く

の剖檢をするわけですね.診 断 も進歩する筈だ と

思ひ ました.私 が通つた のは4日 ですが,こ の4

日間に25體 解剖 しま した.行 つた翌日か ら『自分

で「シエーデル」をひらいて頸 部,咽 頭,内 鼻を と

り出 してよろ しい.い くらで もや りたいだけ開 き

たまへ』 とのことで,技 術員 に教は りながら,6つ

開いて見ま した.之 等の見學 の中に色 々 と面白い

ものを見ま したが,耳 鼻咽喉 に關係のある事項 で

は.

1. 上顎竇 炎が6例 あ りま した.其 の内1例 は

急性の もので,こ れについては後に述べますが,

其の 他の5例 は慢性の上顎竇 炎で,こ れを見ます,

と,内3例 に於ては篩骨蜂窩 に變化があ りますが.

2例 に於ては全然篩骨峰窩に變化が無い.前 額竇

には どの例に も變化があ りませ んで した.私 はど

うも日本で近來或一部の人々が,上 顎竇炎の際 に

は他の副鼻腔 も殆 ど總て共に罹患 して居 ると主張

され るのは,少 し羹に懲 りて膾を吹 くの傾 向が あ

る樣に思は れ,又 臨牀的に,自 分 で調ベて取つた

統計(大 阪 での學會で報告 した もの.)か ら見て も

或る人達 の主張 される樣に,1側 の副鼻腔が 必ず

しも全 部罹患す るものであるなどとは考へられな

かつた のですが,か うして副鼻腔を全部開 いて見

ると,ど うもあの人々の考へ は,餘 りに 「セ マテ

イッシュ」な樣に思はれます.

2. 咽頭扁桃腺の炎症の後貽症 と見 る可 き状態

が,案 外澤 山(瘢 痕癒着,嚢 胞形式等)見 られま

す.咽 頭扁桃腺の炎症 と云ふ ものは案外看過 して

來たのでは ないだ らうか と思ひま した.

3. 内科で「グ リッベ」の肺炎 として治療 された

1屍 體.こ れは膿胸は肺の梗塞に よるものであつ

て,胸 部 の所見は「グリッベ」による ものであ ると

考へ られないと云ふ例で,グ レフ教授は色 々と原

發竈 を しらべて居 られま したが、仲々認明出來な

い.所 が鼻及 び内鼻を開いて見 ると,新 しい念性

の副鼻腔 炎があ り,粘 膜は蜂窩織性炎になつて居

りました.頸 静豚 に血栓共 の他の變化はないけれ

ども,こ の鼻に於け る變 化を原發竈 と推定 されま

しだが,而 も鼻については何の訴へ もなかつ たと

の ことで,臨 牀上,生 前注意 されて居なかつたこ

とは,全 體 の所見 と共に與 味深 く思はれま した.

4. 私 が開いた喉頭に「バ ヒデル ミー」があ りま

した.私 はこれ まで定型 的な「バ ヒデル ミー」を臨

牀上見たこ とが ないので大變参考 にな りました.

尤 も 『これは何だ と思ふ?』 との質問 に(小 生は

外國人であ り,「ガス ト」ですか ら,と て もお 手柔

か ですが 獨逸 人の「ボロンテア」達は隨分色 々質

問 ざれて,色,形,大 きさの形 容の記述 にいた る

まできたへ られて居 ります.成 程か うして鍛へて

おけば 各人の記載 を信頼す ることが出來るわけだ

と思 ひま した.)『 「バ ヒデル ミー」だ と思ふ』 旨答

へ ます と,『皮膚 ではないか ら「 ロイコブラギー 」

と云ふ方が妥當である』 と教へて もらひ,成 程 と

も思 ひま した.共 の他色 々あ りますけ れど も,あ

ま り長 くなりますか らこの位に しますが,斯 樣な

調 子で仲 々勉強にな りま した.こ れで もつ と先に

なつて,耳 鼻科患者の死亡率 の高 くなつた時期に

此處 に居た ら隨分面白い ものを見 るだ らう と思ひ

ま した.尚 又組織標本を色 々見せて 下すつて色々
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と,鼻,咽 腔病變に關す る話を き き ま した が,

グレフ教授は 鼻腔及び鼻咽腔を檢査する爲に,特

に自分の術式を考按 して居 られるだけあつて,病

原體侵入門戸 と してのこの部分の意義につ いて,

色 々注意す 可き見解 を持 つて居 られる樣 です.「ロ

イマチス」,結 核,淋 巴肉芽症(こ れは グレフ教授

は一種の侍種傳染病 と考へて居 られる樣です)等

について多数の材料 について話を伺 ひ,咽 頭,喉

頭の癌腫の面白い標本を見せて貰ひま した.「フオ

カール ・イ ンフュクチォン」の考へ 方を持つて居ら

れるら しく,其 の考へ方は新 しい ものでない とし

て も,其 の根柢になる材料には色 々面白い ものが

あり,例 へば扁桃腺の結核などをか なり見せて も

らひま したが,腺 窩の中に蔽れた潰瘍があつて,

表面には何等 特別 な變化を もつて居 ない ものを原

發性の もの,二 次的の ものと,色 々示 されま した

が,こ れは臨牀上に も注意す可 きことであ り,い

つか先生が地方會で御注意 にな りま した所を思ひ

出 して,與 味深 く思 ひま した.尚 鼻咽腔 の軟部は

うまく骨か らはづ して,水 平斷 の組織標本に して

あ りま したが,仲 々面 白い ものであ りま した.私

は「ロイマチスムス」のアシ ヨフの結 節が見せて も

らひたいと思 ひま して,『何か希望があれば』との

事で したか ら 『お差 支へ ない時に』 とた のみます

と,澤 出の材料について話を して 下すつて大變 有

益で した.(他 の助 手及び 「メヂチナル ・ブラクテ

カント」も集めて,「ブロエ クチォンスアバラー ト」

で壁に標本を寫 しなが ら説明 して下すつたのです

が,其の「 ブロェ クチォ ンスアバ ラー ト」が實に簡

單で,岡 山に も一 つあれば好いな と思 ひま した.)

誠に短期の見學 で したが隨 分有益だ つた と思ひま

す.剖 檢を實に徹底的にや つて居 ること,(實 は 日

本では學生時代 に見ただけですか ら其の後の こと

はわか りませ んが,こ の記憶 と比べて見 ると,格

段の相違が ある樣な氣が しま した.)又 グレフ教授

が實に臨牀 に即 した考へ方を して居られる樣に思

へたこ とは,こ こでの特別の印象と しての こりま

した.

「一番 お しまひの 日(2月2日)に お別 れの御挨

拶を します と,家 にお茶をのみ に來い との事で,

4時 頃か らグレフ教授 の自動車でお宅につれて 行

つて頂きま した.途 中で花屋 の前で 一寸 おろ して

頂 いて,奥 さんに花を買つて行 きました。(何のた

めに私が花を買ふ か,は つ き りわかつて居 て も,

西洋入は こんな時止めた りしませ んね)郊 外の大

分遠い所で畫家 の 「ア トリエ」だ つたと云ふ家で,

教授の居間には1枚 の茣蓙 が敷 いて あ り碁盤があ

りました.(新 潟でおぼえ られた ら しく,正 金の支

店長や總領 事が 碁友達 の由)碁 の時だけは座るん

だ との事で した.13歳 の令嬢を頭に10歳 と7歳

の令息と,お 誕生位の令息があ り,皆で 「ヴァイ才

リン」を彈 き 「フル ー ト」を吹いて 下すつた り,小

生 と手品の競爭を した り,其 の内,外 出中だつた

夫人 も歸 られて,夕 食に もと招かれて9時 頃辭 去

しま した.新 潟 の話を 『「ハイツング」のない寒い

家に住んでた』 とそれで もなつか しさ うに話 して

お られま した.3月 に休暇を もらふが,夏 は休ま

ない とのことで,又 來ないか 今度は 「ヒス トロギ

ー」を教へ てや ら うと御親切な御言葉で したか ら,

若し か したら,8月 はハ ンブル グで英語を勉強 し

なが ら少 し 「ゼ クチオン」で もして,こ の耳鼻領

域 に特別 な與味を もつて居 る學者の所で,色 々物

の考へ 方を教はつた ら有益だ ら うなどとも考へ ま

した.シ ュ タインハウゼ ン教授 の宅 で もさうで し

たが,ど こで も皆音 樂が好きですね.何 しろ街 の

掃除人夫まで「カベレ」を もつて ると言ふ國ですか

ら.全 く無趣味な家庭に育つた私は 時 々實に羨 し

く思ひます.

223


