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主要文獻

第1章　 緒 論

1920年 Whipple u. Hooper, Robscheit 等ガ肝臟食餌ヲ瀉血ニヨル實驗的貧血犬ニ試用 シ,

次デ1926年 Minot u. Murphy ガ之ヲ惡性貧血患者ニ應用 シテ奏效セルヲ發表セシ以來,同 食

餌ノ追試研究相競フテ行ハレ,歐 米諸國ハ元 ヨリ我邦 ニ於テモ之ガ實驗成績發表枚學 ニ遑 アラ

ザルノ状ヲ呈スルニ至 レリ.而 シテ夫 レガ有效成分ノ檢索モ亦行ハルル ト同時 ニ唯ニ惡性貧血

ノミナラズ,諸 種他貧血患者竝ニ新陳代謝疾患々者ニモ應用サ レ,又 諸種小兒科疾患ニモ推賞

サルル ニ至 レ リ.例 ヘバ Jagic u. Spengler ハ惡性貧 血ノミナラズ單純ノ續發的貧 血,萎 黄

病 等 ニ モ相 當有 效 ナ リ ト言 ヒ, Grossmann ハ「リボ イ ドネ フ ロー ゼ」ニモ應 用 セ リ,又 鼻 出 血,

子宮 出血,喀 血,肝 硬 變 症 ニ テ出 血性 ノモ ノ ニモ奏 效 ス ト言 ハ ル.

カク肝臟食餌 ガ惡性貧血ノミナラズ,他 種疾患ニモ亦有效ナルノ報告ハ饒多アルモ夫 レガ作

用本態ニ關 シテハ諸説紛々 トシテ未ダ其ノ歸スル所ヲ知 ラズ.

 Whipple u. Murphy ハ惡 性貧血 ノ時 ニ本食餌ハ骨髓 ニ赤血球再 成ニ必要 ナル基礎質 ヲ供給 シ,赤 血球再

成 ヲ促 ス ト シ,又 Schilling, Backmann ハ肝 ノ效 果 ハ肝 臟 中 ニ存 在 ス ル造 血「ホル モ ン」ノタ メ ナ リ ト言 ヒ,

 Peodody, Minot, Murphy ハ肝食餌ガ骨髓 ニ働 イテ赤血球 ノ来熟 ナル前階段 Megaloblasten ノ完熟 ヲ促進

ス ト シ, Murawitz ハ一種 ノ毒物 ガ惡性貧血 ノ原因 トナルヲ以テ之 ヲ中和解毒 スルナラ ン ト言 ヒ, Jungmaun

ハ造血臟器 ヲ剌戟 スルニアラズ シテ網状織細胞 ニヨル血球破壞 ヲ阻上スルガ如ク作用スルモ ノナ リト言ヒ,

又Hirsch  u. Kauffmann u. E. Schadlich 等 ハ肝臟 ノ榮養治療的 作用ハ肝臟 ガ含有スル「ヴイタ ミン」含量

ニ縣 ツテ居 ルモ ノトシ,而 シテ反懷 血病的「ヴイタ ミン」Cガ 殊 ニアル役 目ヲ演ズ ルナ リトシ,此 ノ反懷血

病的作用 ヲ實驗的 ニ檢査セ リ. Wilh Beckハ 肝臟食餌 ヲ與 フル ト血液中「ヨ レステ リン」含 量ガ異常 ニ高 マ

ルヲ見,且 血中 cholesterin Spiegel ノ上昇ト共ニ赤血球ノ抵坑ノ上昇アル故ヲ以テ溶血機轉ノ抑制ヲ肝臟
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食餌 ニヨ リ貧血 ノ輕快ヲ來ス因ヲナス トナス.又Schultenノ 檢査 ニ依 ルモ肝臟作用ハ溶血抑制 ニシテ赤血

球再成機能亢 進ニ非 ラズ.

カク肝臟食餌療法ノ作用機轉 ニ就 イテノ諸説枚擧 ニ遑アラザルモ,未 ダ確然タル定説ナシ.

在來 ノ血液檢査,其 ノ他ノ檢査 ニ依 ツテ或ハ造血臟器ニ一定ノ刺戟ヲ與フルモノナルカ,又 ハ

肝臟食餌 ノ有 スル「ヴイタミン」ニ依ルカ,或 ハ溶血阻止作用ニ根據 ヲ有 スルモノナルカ.之 等

ヲ鮮明スルノ一助 トシテ昨夏來我 ガ敎室諸兄ハ諸方面 ヨリ之ガ實驗ヲ行 ヒタ リ.余 等モ亦昨夏

來我 ガ柿沼内科外來及 ビ入院患者ノ諸種疾患々者ニ肝臟食餌ヲ應用 シ,併 セテ動物實驗ヲモ行

ヒ血液檢査ヲ主 トシテ實驗 スルノ好機ヲ得,其 ノ成績要旨ハ昭和4年2月 岡山醫學會總會席上

ニテ口演 セルモ,今 重 ネテ概略報告シ,以 テ諸賢ノ御高批ヲ乞ハントス.

第2章　 實 驗 方 法

肝臟食餌 トシラ Minot u. Muophy 氏 ハ生 肝 ヲ用 ヒ タル モ,余 等 ハ 種 々 ノ便 宜 上 「ヘ バ トー ゼ」ヲ用 ヒタ

リ.之 ヲ應 用 セ シ疾 患 々者 トシテ ハ 十 二指 腸 蟲 病,脚 氣,肺 尖 加 答兒,肋 腹 膜 炎,下 大 靜 脉 閉塞 症,萎 黄

病,慢 性 骨髓 性 白 血病,流 産 後 續 發 的 貧 血 症,脊 髓 「ヵ リヱ ス」,肝 臟 「ヂ ス トマ」肝 脾 腫 竝 ニ貧 血 症,胃 「ア

トニ ー」,坐 骨神 經 痛,慢 性 腦 炎,腎 臟 炎等 ニ シテ,最 短3週 間 最 長11箇 月 ニ 亙 リ,「 ヘバ トー ゼ」投 與 前

血 液 檢 査 ヲ シ,以 後1週 乃 至10日 毎 ニ 又長 期 ニ亙 ル モ ノハ1箇 月 ニ1囘 血液 檢 査 ヲ行 ヒ タ リ.血 液 檢 査 ト

シテ 血色 素量,赤 血球 數,白 血球 數,白 血球 種 類,網 状 赤 血球,血 小 板,血 液 中 「ビ リル ビ ン」量 ヲ,又 同

時 ニ尿 中「ウ ロ ビ リ ン」,「ウ ロ ビ リフー ゲ ン」,體 重 ヲ檢 査 シ,尚 ホ 同 時 ニ臨 牀 的 症 状 ヲモ 特 ニ注 意 セ リ.血

色 素量 ハ「ザ ー リー」氏 血 色 素 計 ニ ヨ リ.赤 血 球,白 血球 數ハ 「トー マ ツア イス 」氏 計算 板 ニ依 リ,網 状 赤 血 球

ハRobertson氏 法,血 小 板 ハFonio氏 法 ニ依 リ,血 液 中 「ビ リル ビ ン」ハ「ハ イ マ ンス,フ ア ンデ ンベ ル グ」

氏 法 ニ依 リ測 定 シ タ リ.「 ヘバ トー ゼ」ハ 始 メ ノ1週 間 ハ3.0-5.0g以 後 漸 次增 量 シテ10.0-20.0g迄 投 與 シ,

半 箇 年以 上 ニ亙 ル長 期 ノモ ノハ又 減 少 シ又增 量 ス ル 等適 宜加 減 セ リ.又 同 時 ニ胃 劑,鹽 酸,人 工 太 陽 燈 照 射

ヲモ併 セ行 ヒ タル モ ノモ ア リ.

第3章　 臨牀實驗成績

(其 ノ1)脚 氣及 ビ其 ノ他疾患々者ニ於 ケル應用ニ就イテ

既ニ緒論ニ於テ肝食餌ガ「ヴイタ ミン」ヲ含有スルガ故ニ榮養治療的作用 アルモノト信ぜルハ

Kauffmann u. B. Schadlich ナ リ.又 本 製 劑 「ヘ バ トー ゼ」ガ「ヴ イタ ミン」ヲ相 當 多 量 ニ含 有

スルハ岡崎氏 ノ報告ニヨルモ明カナリ.併 シ脚氣患者 ニ應用 シタル例 ハ多クヲ聞カズ.余 等ハ

此 ノ肝食餌ヲ脚氣患者 ニ投與 シテ相當效果アルヲ認 メタリ,依 ッテ昭和4年2月 岡山醫學會總

會 ニ於テ其ノ概略 ヲ報告セリ.其 ノ後偶々柳川,神 谷,小 林,守 谷氏等 ハ脚氣患者ニ「ヘパ ン」ヲ

應用 シテ脚氣其ノモノノ症状 ガ意外ニ迅速ニ輕快セルヲ實驗 シ,脚 氣治療ニ際 シ1度 モ失敗セ

ルコ トナキノ ミナラズ,諸 種「ヴイタミン」B劑 投與ニヨリ得 タル成續 ヨリモ遙カニ優秀ナル效

果 ヲ奏 セルコ トヲ發表サ レタリ.
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第1例　 西 ○ 繁 ○,男35歳,脚 氣,(第1表 參照)

家族史　特記 スベキ コトナ シ.

既往症　數年前來毎夏季兩下肢麻痺 程度 ニ止 マル輕度 ノ脚 氣ニ罹ル.

現疾患　昭和3年8月 下旬何 等認 ムベキ前驅症 トテ無 ク,急 ニ兩肢浮腫麻痺來 リ,歩 行困難 ニ陷 リ,之 等

症状漸次增惡 シテ全身 ニ及 ビ全 ク起 立ス ラ不可能 トナ リ,加 フルニ高度 ノ心悸亢進,言 語障碍,嚥 下困難,

遂ニ意識 サヘ不 明 トナルニ及 ビ,本 院ニ昭和3年9月27日 入院 ス.

現症　入院時,體 格 中等大,脉 頻數,意 識 不明,全 身麻痺,浮 腫 高度,心 臟限界高度 ニ兩側 ニ擴 大 シ,心

機能高度 ニ亢進 ス.血 液 ワ氏反應陰性,糞 便,尿 檢査共 ニ病的 ノモ ノナ シ.

其 ノ後 ノ經過　 入院時「カ ンフル」注射 ノ助 ケニ依 ツテ漸 ク送院サ レ得 タル程 ノ重 症 ニシテ又可成 リ高度

ノ嘔吐ア リタ リ.入 院 ト同時 ニ他藥劑ハ一切 用ヒズ,唯 「ヘバ トーゼ」ノミ1日7.0gヲ 投與 セルニ漸次意識

ヲ囘復 シ,食 慾モ亦增 進 シ,全 身麻痺又入院後3週 頃 ヨ リ漸次輕快 ニ趣 キ,浮 腫又 日ニ增 シ消失 シ,諸 症驚

ク可ク迅速 ニ輕快 シ,入 院後50日 頃 ヨリ杖 ニ依 リ歩行可能70日 ニシテ 獨立 歩行 ニ何等不 自白ヲ感ゼザル

ニ至 リ,唯 兩足尖端 ニ至極輕度 ノ麻痺感 ヲ殘 ス ノミニ至 リ,心 悸亢進等全然去 リ,心臟 限界又著 明ニ縮小 シ

心機能亢進去ル,起 死囘生 ヲ喜 ビツツ退院 セ リ.

血液檢査所見 ハ第1表 ニ示 スガ如 クナルモ,本 患 者ニ於テハ他 ト稍々異ナル點 ア リ,即 チ「ヘバ トーゼ」

投與後1週 ニシテ血色 素,赤 赤血球數共 ニ一旦上昇 シタルモ, 2週3週 ニ至 リ一般症状良好 ニ向 フル ニ不拘

漸次減少 ヲ續 ケ タルモ,俄 然第4週 目 ノ初 メニ至 リ再 ビ著明 ノ增加 ヲ示 シ,以 後持續 的ニ上昇 セ リ.尚 ホ單

核球,移 行型,「エ オジン」嗜好白血球等 モ「ヘバ トーゼ」投與後相當增 加 セ リ,血淸 「ビ リルビ ン」量減少,尿

中「ウロビリン」漸次 消失 セリ.本 例 ニ於テ注 目ス ベキ點 ハカ ノ血色素量竝 ニ赤血球數 ノ「ヘバ ト ーゼ」投與

ニ依 ツテ一時却 ツテ減少 シ,又 以後增 加 セル點 ナ リ.カ カル例ハ二宮氏 ノ本年内 科 學會 ニ於ケル報告 アル

モ,余 等 ノ例 ニ於テハ體浮腫 ノ消長状況 ト併 セ考 フルニ,水 血症 ニヨル赤血球數等 ノ動搖 モ前記特異 ナル

變化 ノー 因ヲナスモノ ト考 ヘラル.

第2例　 木 ○ 裕 ○,男21歳,脚 氣,右 側肺尖 加答兒,(第2表 參照)

家族史,即 往症 ニ特記 ス ベキ コ トナシ.

現疾患　 昭和3年2月 醫師ニ依 リ脚氣 ノ診 斷 ヲ受 ケ同年7月7日 入院 ス.

現症　 入院時,體 格中等大,榮 養普通,右 肺尖短,呼 吸音一般 ニ鋭利,心 臟第2肺 動脉音中等度 ニ亢進 シ,

頸靜脉獨樂 ヲ聞 ク,膝 蓋 腱反射 兩側亢進 ス,輕 度 ノ麻痺兩 下肢,口 唇ニ ア リ.血 液 ワ氏反應,糞 便,尿 檢査

總テ陰性 ナ リ.

經過　本 患者 ハ神經衰弱症状高度 ニシテ心悸亢進 ヲ恐 レ,入 院中殆 ド「ベツト」ヨ リ下 リシ事ナ ク,諸症一

進一退 ニシテ殊 ニ臨 牀的症状「ヘバ トーゼ」ニ依 リ著 明ニ奏效 セ リトモ思 ハ レザ リシモ血液所見 ハ第2表 ニ

示スガ如 シ.

第3例　 難 ○ 輝 ○,女24歳,脚 氣,(第3表 參照)

家族史,既 往症共 ニ特記 スベキコ トナ シ.

現疾患　大正15年4月 普通 ニ出産後脚 氣ニ罹 リ,兩 下肢 ノ倦怠感,口 唇,下 腹部 ノ「シビレ」感ア リ.醫師

ニヨ リ,又 自巳 ニテ種々治療 ニ努力セルモ一進 一退 ニシテ全 ク全治 ノ域 ニ達セ ズ,依 ツテ本 内科 ヲ訪 フニ
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至 レル モ ノナ リ.

現症　 昭和3年9月13日 榮養良,體 格中等,第2肺 動脉音亢進,心 臟限界少 シク右側 ニ擴大 シ,下 腹部,

兩指尖,兩 下褪特 ニ内側 ニ知覺鈍麻中等度 ニ存 ス,兩 膝蓋腱 反射全 ク消失ス.血 液 ワ氏反應糞便,尿 檢査總

ベテ陰性 ナ リ.

經 過　 檢 血 後 「ヘ バ ト ーゼ 」ヲ投與 シ,他 「ヴイ タ ミン」B劑 全 ク用 ヒ ズ.

本患者ハ本療法 ニ依 リ,服 用2週 ニシテ食慾亢進 アリ,約3週 間亢進 ノ状 ヲ續 ケ以後 一進 一退 ノ状 ヲ取

ル.而 シテ「ヘバ トーゼ」服用1箇 月 ニシテ指尖,口 唇 ノ麻痺去 リ,下 腹部 ノ麻痺 又輕度 トナル. 1箇 月半 ニ

シテ之 モ去 リ兩 下肢倦怠感亦消失 ス, 2箇 月 ニ シテ下肢 麻痺輕 度 トナルモ以後遲々 トシテ全 ク根治 スルニ至

ラズ.又 血液像所見 トシテハ全 ク投與前後著變 ヲ見 ザ リキ.

第4例　 今 ○ 勲,男25歳,脚 氣,(第4表 參 照)

家族史,既 往症共 ニ特筆スベキモ ノナシ.

現疾 患　昭和3年7月 初 メヨ リ全 身倦 怠 ノ感,兩 下肢麻痺,心 悸亢進 ア リ,依 ツテ同 年8月14日 當 ク「リ

ニツク」ヲ訪 フ.

現症　 體格 中等大,一 見頑健 ノ男子,心 臟右側 ニ輕度 ニ擴 大ス,第1肺 動脉音又輕度 ニ亢進 ス,膝 蓋腱反

射兩側消失 シ,兩 下腿知覺 鈍麻 ア リ,食慾 不振,睡 眠不良,血 液 ワ氏反應糞便,尿 檢査總 ベテ陰性 ナ リ.

檢血後 「ヘバ トーゼ」ヲ投與セル ニ服用1箇 月 ニシテ 自覺状全 ク無 ク,心 悸亢進等去 リ,他覺 的症状大イ

ニ輕快ス.血 液像所見ハ第4表 ニ示 スガ如 ク赤 血球數,血 色素量,「ヱオ ジン」嗜好白血球 ノ增加 ア リ.

第5例　 西 ○益 ○,女24歳,脚 氣,右 側肺尖加答兒,(第5表 參照)

家族史　 特筆 スベキモ ノナ シ.

既 往症　 4:5年 來 全 身 倦 怠 ノ感,微 熱 ア リ.昭 和2年Endomedrilisニ 羅 リシ コ トア リ,又4, 5年 來 毎夏

季 歩 行 ノ際疲 勞 シ易 ク,胸 内 苦 悶,兩 下肢 ノ感覺 異 常 ア リ.

現疾患　 昭和3年6月 頃 ヨ リ歩行 時兩下肢 ニ鈍痛,心 悸亢進,顏 面輕度 ノ浮腫 ヲ見 ルニ至 レリ.

現症　 昭和3年7月14日 入院 ス,入 院時體格大,肥 滿 ス,右 肺尖部呼 氣少 シク延長 シ,且短微熱ア リ,心臟

機能中等度ニ亢進 シ,第2肺 動脉音又輕度ニ亢進ス.兩 側膝蓋腱反 射消失 シ,兩 側下腿輕度 ノ麻痺存 シ輕度

ノ浮腫 ヲ證明 ス.

檢血後「ヘバ トーゼ」ヲ投與 ス.入 院中食慾一進一退微熱 ニ又無熱 ノ状態 ヲ續 ケ, 8月 ニ至 リ,全 身倦怠,心

悸亢進,下 股麻痺去 リ,兎ニ角脚 氣 ノ症状其 ノ他一般症状概 シテ良好 ニ經過 セルモ唯微熱 ヲ苦慮 シツツ退院

セ リ.

血液 像所見 ニ於テ殊 ニ注 目スベキハ本患者ハ最初 ヨリ差 ノ貧血 ナキ ノミナラズ,健 康人 ノ夫レ ヨリ多少

赤 血球數增 多 ア リシモノナルガ,「ヘバ トーゼ」投與 ニ依 リ2週 ノ終 リニ至 リ,相當赤血球數減少 シ以後又増

加 シ,最 後 ニハ健康状 ヲ凌グ コト遙 カノ大 ニ上 レリ.是 レ第1例 ニ於 ケル ト同樣 ノ經過 ヲ取 レル モノナラ

ン.又 入院 時「エオ ジン」嗜好白血球 ヲ缺 キ タルガ漸次現ハルル ニ至 レ リ.尚 ホ入院時尿中「ウ ロビ リン」「ウ

ロビ リノーゲ ン」ノ證明サ レシモ ノガ漸次 消失 スルニ至 レリ.

第6例　 大 ○ 保 ○ 子,女27歳.慢 性骨髓性白血病,兩 側滲出性肋膜炎,(第6表 參照)

家族史　 特記 スベキモノナ シ.
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既往症　 月經 不順 ニナ リ易 ク妊娠 中抜齒セ ルモ別 ニ出血等ナ カ リキ.

現疾患　22歳 ノ時普通 ニ出産 シ,以 來漸 次腹部膨滿竝 ニ羸 痩顏面蒼 白ア リ,醫 師 ニ依 リ左季肋 部 ニ腫瘍

ノ在 ルヲ注意 サル.上 記診斷 ノ下ニ當 内科 ニ大正15年12月 入院 ス.而 シテ「レントゲ ン」放射共 ノ他治療

ニ依 リ一 旦脾腫縮小,一 般症状輕快 シ昭和2年10月 退 院セルモ,再 ビ脾腫增 大,一 般症状增 惡 セル タメ昭

和3年5月27日 再度入院 セシモノナ リ.

現症　再入院 時,體 格萎小.高 度 ニ羸痩 シ,皮 膚總 ベテ ノ粘膜 顏同蒼 白貧血性,胸 部兩後下部濁 音滲出液

陽性,腹 部肝右肋弓下3橫 指副下迄肥大 シ,腺 小兒頭大 ニ稍々硬キ腫瘍 トシテ觸 ル.

本患者ハ3週 ニ1囘 ノ割合 ニ「レントゲ ン」照射 ヲ行 ヒタ リ.而 シテ 「ヘバ トーゼ」療法 ヲ開始 ト同時 ニ嘔

氣,上 腹膨滿感 ア リ.強 イテ持續セ シメタルニ3週 間 カカル症 状續 キ食慾却 ツテ減弱 ノ傾向 ヲ取 ル, 3週 ヲ

越エタル頃ヨ リ之等症状全 ク去 レルモ令度ハ全身〓 痒感 ア リ,〓 クタメ皮膚發疹 ヲ生 ジ,益 々〓痒 感 ヲ訴

フ,依 ツテ「ヘバ トーゼ」ヲ嫌惡 スル コト頻 リナルモ,別 ニ他症 状爲 メニ增惡 セ リトモ思ハ レズ,又 如 何 ニシ

テモ堪 フ可 カラザル程度 ノモノニモ非ラザ リシカバ尚ホ推メテ持續セ シメタル ニ1箇 月半頃 ヨリ漸次 顔色

潮紅 ヲ呈 スルニ至 リ別表 ニ示スガ如 ク,赤 血球數殆 ド普通量 ニ恢復セルモ食傷,其 ノ他 ノ 原 因 ニ依 リ高度

ノ下痢 ヲ起 シ,兩 側肋膜炎症状增 惡 シ滲出液漸次增 量 シ諸 症状,血 液像又初 メノ状態 ニ及 ビ遂 ニ鬼 藉ニ登 リ

タリ.

本例ニ於テ特 ニ注 目スベキ點 ハ,「ヘバ トーゼ」投與 ニ依 ツテ始 メ嘔氣,上 腹部膨滿感,次 デ之等症状去 ル

ト同時 ニ全身〓 痒感等 ノ副作用 ノ發現セ シコトナ リ,又血液像所見ト シテ血色素,赤 血 球,白 血球,網 状赤

血球,血 小板等 ノ著明 ノ增加,血精 「ビリルビ ン」量 ノ減少等ア リ.白血球 種類 ニ於 テ特 ニ注 目ニ價 スベキハ,

「ヱオジン」嗜 好白血球 ノ驚 クベキ增 加ニ シテ,投 與前1%ノ モ ノガ最高50%迄 デモ增加 セ リ.其他赤血球像

又惡性貧血樣像漸 次消失 シ普通状態 トナレ リ.

第7例　 佐 ○ 政 ○,女15歳.萎 黄病,(第7表 參照)

家族史,既 往症共 ニ特記スベキモ ノナシ.

現疾患　昭和3年6月 初旬 頃以來 自分 ニテハ何等疾 病感 ナキモ,他 ヨ リ顏面蒼 白貧血性ナル ヲ屡 々注意

サ レタリ.同8月8日 入 院前4, 5日 頃 ヨ リ輕度 ノ胸内苦悶,心 悸亢進ア リタ リ.

現症　昭和3年8月8日 入院 ス.體 格中等大 ノ小女 ニシテ榮養普通,皮 膚,粘 膜,高度 ニ蒼白貧血性,頸 部

淋巴腺2, 3觸 知 シ得,心 機能亢進セル外 他臟器 ニ異常 ナク,血 液 ワ氏反應,糞 便,尿 檢査總 ベテ陰性ナ リ.

本患者 ニ在 リテハ入院 全經過中何等副作用 トテ無 ク,又何等嫌惡 スルコトモ無 ク,良ク「ヘバ トーゼ」ヲ持

續服用 シタ リ.而 シテ入院前又入院當初食慾普通ナ リシモノガ「ヘバ トーゼ」服用第2週 目頃 ヨリ漸次亢進

シ, 11月8日 退院時迄 食慾亢進 ノ状 ヲ持續 セ リ.而 シテ他一般症状 トシテ入院最初心悸亢進 ノタメ階段上

下スルニサヘ殊 ニ胸内苦 悶ヲ訴 ヘシモノガ2箇 月 ニ シテ全 ク去 リ 「ヘバ トーゼ」 投與1箇 月 目頃 ヨ リ顏 面,

諸粘膜幾分 潮紅 ヲ呈 スル ニ至 レ リ.入院 後3箇 月 ニシテ何等 自他覺 的症状 ナキニ至 リ退院 ス.

本患者 ニ於テ特 ニ注 目ニ價ス ベキ點 ハ血液像 ニシテ第7表 ニ示 スガ如 ク,赤 血球數 ノ「ヘバ トーゼ」3箇

月投與後590萬 ニ增加セ ルニ血色素 量ハ尚 ホ遙 カニ遲 レテ漸 ク5.4%ヲ 示ス ニ過 ギズ.而 シテ網状赤血球數

モ最 高1.4%ヨ リハ增加 セズ,白 血球數バ 相當增加 セ リ,而 シテ「ヱオ ジン」嗜 好白血球又著明 ノ增加 ヲ見,

血淸 「ビ リルビ ン」量又相當減少セ リ,尚 ホ本 患者ハ退院4箇 月後再 ビ血液檢査其 ノ他 ヲ檢査 スル ノ機 會ヲ
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得 タ リ,然 ルニ驚ク可 シ退院後1日 モ1gモ 「ヘバ トーゼ」ヲ服用 セズ,工 場女工 トシテ 日々勤務 ニ何等支障

無 ク, 1日 モ缺勤セ ルコ トナ ク通勤 シ,一 見 スルニ顏色全 ク潮紅 ヲ呈 シ,皮 膚,其 ノ他諸粘膜 全ク健康状態

ニ復 シ,處 女 トシテ ノ溌溂 タル生氣ニ溢 レタルノ觀 アリ.身 體勿論肥滿セ リ.依 ツテ血液 ヲ檢査スルニ血 色

素量70%ヲ 示 シ,赤 血球數尚 ホ依然 タル ノ状 ヲ示 シ580萬 ヲ算 セ リ,「エオ ジン」嗜好細胞尚 ホ14%ヲ 示セ

リ. Morawitz等 ハ肝 食餌療法ハ之ガ持續 中ハ赤血球增 加 ス レドモ一旦 中止 スル時ハ再 ビ減少 ニ向 フ ト言 フ

モ,本 患者 ニハ當 テハマラズ.

第8例　 兒 ○ 八 ○ 子,女38歳,脊 髓 「カリヱス」,(第8表 參照)

家族史　兄1人 腦膜炎 ニテ死亡 ス.

既往症　 特記 スベキモ ノナ シ.

現疾患　昭和3年7月23日38度 ノ發熱 ア リ.以來右肩胛部竝 ニ背部疼 痛 ア リ,依 ツテ當 内科 ヲ訪 ヒ.右

肺尖加答兒 竝 ニ第3胸 椎「カ リヱス」ノ診斷 ノ下ニ昭和3年9月16日 入院治療 ヲ受 ク.

現症　 入院 時體格中等大,輕 度ニ羸痩 ス.顏 面其 ノ他諸粘膜輕度 ニ蒼 白貧血性,右 肺尖短且呼氣延長 シ,

第3胸 椎中等度 ノ壓 痛ア リ.心 臟其 ノ他臟器 ニ異常 ナシ,體 温37度5分,食 慾不振ナ リ.

本患者 ハ「ヘバ トーゼ」投與 スル ニ自覺症,他覺 症的 ニ何等好影 響 ヲ及 ボサズ.又 副作用 トテナ ク病勢一進

一退 ノ中退院ス.血 液像所見 中血色素量,赤 血球數等ハ 「ヘバ トーゼ」服用2週3週 一旦上昇 ノ傾 向ヲ示 シ

タルモ再 ビ減少 ヲ續 ケタリ.「エ オジシ」嗜好白血球 ハ漸次增 加 ノ傾向 ヲ取 リタ リ.

第9例　 大 ○ 實,男22歳,慢 性腹膜 炎,脚 氣,(第9表 參 照)

家族史,既 往症共 ニ特記 スベキコ トナ シ.

現疾患　 昭和3年8月 初旬 來漸次增 進 スル腹部膨隆,顏 面蒼 白,食 後腹部緊張感 ア リ.時 ニ發熱38度 ニ

及 ブ.同 月21日 入院 ス.

現症　 體格小,輕 度 ニ羸痩ス,皮 膚,顔 色少 シク蒼白貧血性,胸 部右肺尖 ヨリ右第2肋 間 ニ亙 リ呼氣延長

ス.右 後下部呼吸音減弱 ス,心 臟機能中等度 ニ亢進 シ,腹 部一般 ニ膨隆,腹 壁緊張 シ,中 等度 ノ壓痛ア リ

浮腫何處 ニモ證明 シ得 ズ,膝 蓋腱反射兩側全 ク消失 ス,輕 度 ノ兩側下腿麻痺 ア リ.血 液 ワ氏反應,糞 便,尿

檢査總 ベテ陰性 ナ リ.

本 患者 ハ「ヘバ トー ゼ」ガ特 ニ著 明 ニ奏 效 セ ル モ ノノ1ナ リ.本 例 ニ在 リテ ハ 「ヘバ ト ーゼ」ノ他 ニ人 工太

陽 燈 照 射 ヲモ併 用 セ シモ ノナ リ.

即チ「ヘバ トーゼ」投與2週 ノ終 リヨ リ食慾漸次 亢進 シ4. 5週 ヨ リ一進一退 ノ状 ヲ續 ケ以後普通 トナレ リ.

服用1箇 月 ヨ リ全身疲勞感輕度 トナ リ,顏 面潮紅 ヲ呈スルニ至 リ,他 自他覺 的症候共 ニ大 イニ輕快セ リ.血

液所見 ノ注目ニ價 スルモノ トシテ 「ヘバ トーゼ」投與後 早クモ1週 ニシテ血 色素量,赤 血球數等正常人状態

ヲ遙 カニ突破 セ リ,尚 ホ白血球,血 小板亦著明 ニ增加 シ,「エオ ジン」嗜好白血球モ相當增 加セ リ,カク正常人

状態 ヲ突破 シテ急速 ニ上昇セル如 キハ他ニ餘 リ多ク ヲ見 ザル所 ニ シテ,斯 ク「ヘバ トーゼ」ガ著效 ヲ發揮セ

ルハー ツハ同時 ニ人 工太 陽燈照 射ヲ併用セル タメナ ランカ.

第10例　 大 ○ ト ○ ヱ,女28歳,流 産後續發性貧血,(第10表 參照)

家族史,既 往症共 ニ特記 スベキモ ノナ シ.

現疾患　 昭和3年2月 自然 ニ流産 シ,其 ノ爲 メカ以來何等初 メハ 自覺 症ナ カ リシモ 他 ヨリ羸痩,顏 面蒼
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白 ナルヲ再三注意サ レタルモ別 ニ意 ニ介 セザ リシガ,同10月 初旬來歩行仕事 ニ際 シ心悸亢進 ア リ.依 ツテ

當 内科ヲ訪 ヒ,昭 和3年11月8日 入院ス.

現症　 體格榮養中等大,榮 養普通,顏 面,皮 膚,粘 膜總 ベテ蒼白貧血性,心 尖部收縮期的雜音 ヲ聞ク,兩 下

腿脛隆部輕度 ノ浮腫 ヲ證 明ス,血 液 ワ氏反應,糞 便,尿 檢査總 ベテ陰性 ナ リ.

本患者ハ「ヘバ トーゼ」投與 ニ依 ツテ入院富初食慾不振 ナ リシモノガ2週 終 ヨ リ食慾亢進 スルニ至 リ, 3週

終ヨリ心悸亢進 ノ度遙 カニ輕度 トナ リ,同 時 ニ頬部潮紅 ヲ呈 ス.患 者ハ又何 等 嫌惡 スベキ副 作用 其 ノ他無

ク進 ンデ服用 ヲ續 ケタ リ,又 體重增加 シ,心 尖部雜音又輕度 トナル.流 産後10箇 月 ニ亙 リテ全 ク見ザ リシ

經血 ヲス ラ見 ルニ至 リ以後規則 正 シク最初少量ナ リンモ ノガ漸次普通 トテルニ至 レリ.

血液所見 トシテ モ全 ク好結 果ヲ得 タリ.全經過2箇 月 ニシテ血色 素ハ22%ヨ リ44%,赤 血 球數230萬 ノ

モハ498萬 ヲ示 シ,白 血球數又增加 セ リ.本患者ニ於テ注 目スベキハ網状赤血球 ガ他血 液像良 好ニ經過 スル

ニ伴ヒ漸 次減少 セル コトナ リ.是 レ本患者ハ入院當初貧血相當 ア リテ網 状赤血球 ガ 普通 以 上ニ增加 シ居 タ

レバニ依 ル.血 小板數又約2倍 ニ增量 セ リ.血淸 「ビ リルビ ン」量 ニ於テハ著變 ナカ リキ.又 入院當 時多染性

赤血球,大 小不同赤血球,有 核赤血球 ノア リシモノガ漸次消失 セ リ.本 例 ニ在 リテ モ亦他例 ト同樣血色素量

増加赤血 球增加 ニ遲 ルルコ ト大 ナルモノア リタ リ.

第11例　 平 ○ 喜 ○ 子,女21歳.看 護婦,左 側滲出性肋膜炎,結 核性腹膜 炎,(第11表 參照)

家族史　父心臟病 ニテ死亡 ス.

既往症　特記 スベキコ トナシ.

現疾患　昭和3年7月4目 急 ニ發 熱 シ,前 胸部疼 痛 ヲ覺ヱ次 デ腹部膨隆,下 痢ア リテ同7日 當柿沼内科 ニ

入院諸種治療 ヲ受 ケ諸症輕快 シ,同8月13日 退院 セル モ前記諸症 再ビ現 ハルル ニ至 リ同9月26日 再 入院

ス.

現症　 昭和3年9月26日 再入院時體格 中等大,胸 部左側呼吸音一般 ニ弱,左 後下部呼吸音聽取 シ得 ズ,

濁音ヲ呈 シ,試 驗穿剌 ニ依 リ黄色 滲出液 ヲ得,腹 部右腸骨窩部鷄卵大腫 瘍 ヲ觸 ル,腹 壁一般 ニ膨隆 ス,尿 中

蛋白輕度 ニ陽性,糞 便檢査上蛔蟲卵 ヲ證明 ス,血 液 ワ氏反應陰性 ナ リ.

本患者ハ「ヘバ トーゼ」投與 ト同時 ニ人工太陽燈照射 ヲモ併セ行 ヒ タルガ第9例 ノ如 ク驚 ク可キ著 效 ハ見

ラレザ リシモ概 シテ食慾亢進 シ,一 般症状 モ良好 ニ經過 セ リ.血 液 像所見又良 好 ノ結果 ヲ得 タ リ.

第12例　 齋 ○ 豐 ○,女45歳,下 大靜脉 閉塞症,左 側肋 膜炎,(第12表 參照)

家族史　 父現在腎臟炎ニ罹 患中,母 肝疾 患 ニテ死 亡シ,兄1人 肺結核 ニテ斃 ル.

既往症　 特記 スベキモ ノナ シ.

現疾 患　大正15年8月 普通 ノ出産前4日 右側腹 部ニ剌痛突然起 リ,發 熱38度 ア リ.醫 師 ノ診 ヲ求 メ藥

劑 ヲ投與 サ ル4日 目ニ出産ス,出 産後尚 ホ該 疼痛去 ラズ.右 肩胛部 ヨリ胸部 ニ亙 リテ剌痛起 リ發 熱38度 乃

至39度 ヲ往來ス,發 熱ハ概 ネ戰慄 ヲ以テ起 ル,又 次デ兩下肢 ニ浮腫現ハレ タリ.腹 部膨隆ハ出産 前 ヨ リア

リ,食 慾 不振,便 秘睡眠安靜 ニシテ同月26日 入院 ス.

現症　體格中等大,羸 痩 シ,皮 膚粘膜 總ベテ強度 ニ蒼白貧血性全身浮腫 樣.右 乳線 ニ於テ胸部肝 肺界第5

肋骨上緑,呼 吸音一般 ニ鋭 利,胸 部兩後下部濁 音,右 前下部小水泡音 ヲ聞 ク,兩 後下 部呼吸音減弱 シ,小 水

泡音ヲ聞 ク.心 臟左界2橫 指幅 左鎖骨中線外,心 尖部第1音 不純 ナ リ.腹 部肝觸知 シ,質 硬,表 面平滑,壓 痛
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ア リ.左 季肋部 ニ手拳大腫瘍 ヲ觸 ル又壓 痛アリ.兩 下腿ニ中等 度 ノ浮腫 ヲ證 明ス.膝 蓋腱反射存ス,尿 中蛋

自弱陽性,糞 便中蛔蟲卵 多數 ヲ證明 シ,血液 ワ氏反應陰性 ナ リ.婦人科的疾 患 トシテ認 ムベキ モノナシ.發38

度内 外ヲ上下熱 ス.食 慾不振,右 後下部試 驗穿剌 ニ依 リ黄色 滲出液 ヲ證明 シ,右 側腹壁 ニ靜脉怒張 ヲ見 ル.

上記 病状一進一退 ニシテ著變 ナ リ同10月13日 退院 ス.

同11. 12月 一般症状漸次增惡 シ,上 記3箇 月間1日2囘 乃至2, 3日 ニ1囘 ノ割 合ニ惡寒戰慄 ヲ以テ38度 乃

至39度 ノ發作性發熱 ア リ,諸 種處置 ヲ施 スモ奏效 セズ發熱 ト疼痛 ニ堪 ヘ難 ク諸 種處置 ヲ斷念 シ,患 者ノ意

ノ儘 ニ委 スノ止ムナ キニ至ル.然 ルニカカル症状 自然 ニ漸次輕快シ,又增 惡 スルノ經過 ヲ取ル ニ至ル.而シ

テ食慾漸次衰 ヘ從 ツテ羸痩度 ヲ增 シ,顏面益 々蒼白 トナル.カ クテ昭和2年7月, 8月 食慾全 ク無キ タメ「イ

ンス リン」注射 ヲ行 ヒ輕度乍 ラニ食慾亢進ア リシモ一方「ヴィタ ミン」B缺 乏 症状ニ陷 リ,手 指,兩 下腿,口

唇 ニ「シビ レ」感 ヲ生 ジ手指尖端最 モ高度 ナ リ.遂 ニ咀嚼,言 語障碍ヲモ來タス.依 ツテ次 イデ患者家族嫌惡

スル事甚 ダシキモ強 イテ「オ リザ ニ ン」ノ連續 注射 ヲ行 フモ寸效モ ナシ.同9月 ニ入 リ症状益 々險惡ヲ告 ゲ

壞 血病樣症状 ヲ現 ハ スニ至 ル.即 チ輕度 ノ齒齦出血,皮 下溢血斑等見受 ケ加 フル ニ1週1囘 乃至2囘 ノ割合

ニ惡寒戰慄 ヲ以テ發 熱 シ,僅 カ ノ體動 ニ依 ツテスラ忽 チ右季 肋部 ノ高 度 ノ疼 痛生 ズ,併 シ餘 リ長 クモ持續

セズ, 2, 3日 ニシテ之等症状又平靜 ニ歸 ヘルニ至ル.食 餌 トシテ少量 ノ粥 又ハ重湯 ヲ攝 リ得 ルノ ミ藥劑ハ總

ベテ症候的 ニ解熱健胃,鐵 劑等投與 スルモ服 用後忽 チ高度 ノ腹痛,腹 部膨滿感,下 痢等來ル タメ患者恐怖 シ,

又却 ツテ衰 弱 ヲ如 フルヲ以テ如河 ニ悟ス モ用 ヒズ.同 年10月 ニ至 リ全 身ニ浮腫來 リ,肋 復水高度 ニ貯留 シ

兩下肢又浮腫 著明ナ リ.依 ツテ強 イテ「ノバズ ロール」2cc腹 腔 内ニ注射 シ幸 ニシテ腹 水漸次去 リ,浮腫又漸

ク去ル ニ至 レルモ亦副作用高度 ニシテ齒 齦出血,下 痢頻數ア リ幸 ヒ之 ハ短 時日ニ シテ 去 レルガ貧血益 々加

ハル ニ至 レリ.

昭和3年1月, 2月 斯 ク シテ腹水去 リ浮腫 モ概 シテ去 ルモ尚 ホ足背 ニ輕度 ニ存 シ,「 ヴイ タ ミン」缺乏症状

依然 トシテ存 シ,壊 血病樣症状幸 ニ輕微 「トナルモ食慾一進一退羸痩高度 ニシテ下痢,便 秘交互ニ來 リ.週期

的 ニ.發 作性 ニ,或 ハ體動 ニ依 リ,或 ハ自然 ニ右季肋部又ハ左季 肋部 ニ堪 ヘ雜 キ疼痛來 ル,斯 クシテ全 ク絶

對安靜 ノ止 ムナキニ至ル ノ状 ヲ持續 シ,藥 劑全 ク用ヒ ラレズ命 ヲ神 ニ托 シ施 スベキ手段 モ盡キ家族,患 者

又處置,服 藥 ノ苦痛 ニ執 フベキ勇 氣モ失 セ醫 ノ處置 ヲ喜 バズ,愁 然 トシテ經過 ヲ傍觀 シ命 ノ至 ルヲ待 ツノ

止ムナキ苦境 ニ陷 リタ リ.然 ルニ偶 々肝食餌療法 ノ漸 ク認 メラルルニ至 リ萬策盡キ 百 方 説 服 シ「ヘバ トー

ゼ」ヲ試用 セシメシモ是 レ亦最初1.5gヲ 投與 セル ノミナルニ2週 終 リ迄上腹 部膨滿感,下痢 ア リ或 ハ中絶 ノ

止ム ナギニ至 ラザル カヲ懸念 セシモ他鐵劑 等 ノ如 キ高度 ノ副用作ハ 幸 ヒ現 ハレザ リシヲ以テ,又 辛 フジテ

堪 ヘ得 ラルルガ如 ク見 エ シヲ以 テ懇 々 ト悟 シ持續 セシメ漸次3-5-10gト增 量セ シニ3週 ノ終 リ頃ヨ リ前

記副作用消失 シ,反 對 ニ食慾亢進 ノ徴ヲ見 ルニ至 リ,斯 クモ長年月4, 5日 ノ間隔 ヲ置キ發表 セル高度ノ腹痛

モ幾分 輕度 トナルニ及ビ家族,患 者共 ニ勇氣百倍 シ患者進 ンデ用 フレバ益 々食慾亢進 シ,疼 痛愈 々輕度 トナ

リ同年9月 「ヘバ トーゼ」療法 ヲ開始 シテ以來1箇 月後 ニハ腹痛全 ク去 リ,從 ツテ惡寒戰慄 ヲ伴 フ發熱等ナ

シ,併 シ患者尚 ホ體動 ニ依 ルノ疼 痛 ヲ恐 レ尚ホ絶 對安 靜ヲ保持 ス,併 シ血液像 所見 其 ノ他ヲ示 シ何等顧慮

ノ要 ナキ ヲ悟 シ,床 上 ヲ轉 々セ シムルニ何等不快 ノ現象起ラズ.亦 カク永續 セル 「ヴイ タミン」B缺 乏 症状

漸次輕快 シ,先 ヅ口唇,足 尖 ヨ リ「シビ レ」感去 リ,兩手指尖 ノモノ最後 ニ「ヘバ トーゼ 」服用7週 ニシテ全 ク

去 ル.又 壞血病樣症状 モ亦消失 シ,浮 腫 去 リ一般症 状漸 次輕快 スル ト共 ニ漸次肥 滿スルニ至 リ,同時ニ顔色
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幾分潮紅 スルニ至ル.

同年12月4日 過去數 年全 ク見ザ リシ經血 ヲモ見 ル而 カモ昔 日健康時 ニ見 シモノ ト同 量 ニ,同12日 過去

數年絶對安靜 ヲ保持 セシモ ノガ床上起坐スルモ何 等腹痛 其 ノ他 苦 痛 ヲ伴ハザ ルニ至 ル.而 シテ胸部兩後下

部濁音ヲ呈 スル モ試驗穿剌 ニ依 ツテ最早ヤ滲出液 ヲ證明 セズ.水 泡音等聽取 シ得ザル ニ至 リ,過去數年肝肥

大シ臍下 ニ橫指幅迄 モ硬 ク觸 知シ得 タル モノ臍 ノ高 サニ觸知 シ得 ルマデ ニ縮少 シ質亦 幾分 軟 トナ リ壓痛 モ

トヨリナシ.脾 腫大人 手拳大 ナ リシモノ近時小兒手 拳大,軟 質 ノ腫瘍 トシテ觸 レ是 レ亦壓痛 ナ シ.尿檢査陰

性浮腫何處 ニモ ナキニ至ル.同12月 末匍 行 シ得ルニ至 リ,昭 和4年1月 末始 メテ 床上「ベンチ」ヲ杖 トシ起

シ得, 2月 初 メテ座敷内ヲ椅子 ヲ杖 トシ歩行 シ得,食 慾愈々亢進 シ,便 通1日1囘 又良 ク肥滿 シ3月 末 全 ク

獨立室 内ヲ歩行 シ得 同6月 初 メヨ リ天氣晴朗 ノ日ノ屋外數歩 ニ出 デ日光浴 ニ浴 シ得 ルマデニ至レ リ.

血液所見 トシテハ過去數年至極緩漫 ニ減少 ヲ續 ケ タルモ 「ヘバ トーゼ」投與 ニ依 リテ頓 ニ又良好 ニ經過恢

復ノ状ヲ示 シタリ.

本例 ニ於テ特 ニ注目 スベキハ過去數年 ニ亙 リ至極緩漫 ニ血色素量,赤 血球數 ノ減少 セルコ ト,又 「ヘバ ト

ーゼ」投與 ニ依 ツテ 先ヅ血色素量ハ至極輕 度ニ上昇 ヲ續 ケ,輕 度緩 漫乍ラ止 マル所 ヲ知 ラザルモ,赤 血球數

ハ或ル一程度迄增 加 セル以後 ハ如何 ニ「ヘバ トーゼ」ヲ長期間持續 服用スルモ又如 何 ニ大量投 與スルモ夫 レ

以上上昇セズ依然 トシテ一程度 ニ止マル コトナ リ.即 チ本 患 者 ハ 本年7月 迄既 ニ11箇 月 間ニ亙 リテ唯 ダ

「ヘバ トーゼ」ノミヲ或 ハ減 ジ或ハ1日 量20g又 ハ 夫レ以 上ノ大量 ニ增 シ1日 トシテ 缺 クコ トナク連續服用

セシメタルニ血 色素 量ハ漸 ク36%ヨ リ58%ニ 上昇 セルニ過 ギズ,赤 血球 數ハ「ヘバ トーゼ」投與4箇 月 目

ニ254萬 ヨ リ412萬 ニ上昇 シ以後7箇 月間ハ 依然此 ノ數 ニ止マ レリ.白 血球數ハ動 搖 シ易 ク或 ハ減 ジ又ハ

増加セル モ概 シテ增加 ノ傾向 ヲ取 レリ.網 状赤血球數ハ斯 ク長期 ニ亙 リ投與スルモ他 研究 者 ノ言 フガ如 ク

異常 ノ增加ハ示 サズ輕度 ノ增加 ヲ示 シ,而 シテ他血液像普通 ニ歸 ス レバ又(正常量 ニ低 下セ リ.血 小板增 加

シ,血淸 「ビ リル ビ ン」量 又低 下 セ リ.白 血球 種 類 ニ於 テ ハ著 變 ナ ク,本 例 ニ於 テ ハ 他 ハ多 ク ノ例 ニ於 テ 著明

ニ見 タ ル「エ オ ジ ン」嗜 好 白 血 球 ノ著 明 ノ增 加 ハ見 ラ レザ リキ.尿 中 「ウ ロビ リン」「ウ ロビ リ ノー ゲ ン」ハ 最

初 ヨ リ最後 マ デ證 明 サ レズ.今 尚 ホ 「ヘ バ ト ーゼ」持 續 中 ニ シテ 他 日亦 報 告 ノ機 會 ア ラ ン コ トヲ望 ム モ ノナ

リ,

第13例　 佐 ○ 國 ○,男20歳,農,右 側肺尖加答兒,(第13表 參照)

家族史　祖父半身不髓 ニテ死 ス.

既往症　 生來健 ニシテ著患 ヲ識 ラズ.

現疾 患　本年1月 末扁桃腺剔出手 術ヲ受 ケ以來兩側肩 胛部緊張感,全 身倦 怠,食 慾 不振アル他著變 ナ シ.

昭和4年3月3日 入院 ス.

現症　體格小,榮 養普通,右 肺尖部呼 氣延長 セル他全 ク他覺 的症候 ナシ,血 液 ワ氏反應,糞 便,尿 檢査總

ベテ陰性 ナ リ.

本患者ハ殆 ド健康 ニ等 シキ患者 ニシテ入院 希望 セルヲ幸セ對照 トシテ「ヘバ トーゼ」ヲ投與觀察セルモノ

ナリ.本 患者ハ「ヘバ トーゼ」投與 ニ依 リ最初 ヨリ退院時迄40日 間食 慾全ク害 サ レモセズ,又 亢進 ノ状 モ見

エズ全 ク普通 ノ状 ヲ持續 セ リ,而 シテ一般 自覺症ハ大イニ輕快セルガ如 シ.血 液像所見 トシテハ血色素量,

赤血球數 ニ著明 ノ變化 ヲ見ズ.「エオ ジン」嗜好 白血球 ノ增加ア リシモ著明チ ラザ リキ.
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第14例　 原 ト ○,女42歳,敎 員,肝 臟ヂス トマ,(第14表 參照)

家族史　 特記 スベキモノナシ.

既往症　 37歳 ノ時子宮 内膜炎 ニ罹ル.

現疾 患　昭和4年2月3日 胃部膨滿感,食 慾不振,輕 度 ノ腹痛 ア リ數囘嘔吐 ス.翌 日體温39度 ニ上昇 シ,

食慾全 ク缺損 ス.以 來漸次腹 痛去 リ,體 温下 降 シ普通 ニナ レル モ食慾 全 ク無 ク便秘時々膨滿感ア リ.依ツテ

同2月18日 入院 ス.本 例 ハ著明ナル自覺 症 トテ 他 ニ無 ク全 ク頑固 ナル食慾缺損 ヲ主訴 セル患者 ニシテ 「ヘ

バ トーゼ」ガ食慾 ニ對スル奏效如何 ニ就 イテ最 モ好都合ナルモ ノト信 ジ本劑 ヲ投與觀察 セリ.

現症　 體格中等大,少 シク羸痩 ルセ女 ニシテ顏色 少 シク蒼 白貧血性,胸 部所見 トシテ呼 吸 音一 般ニ減弱

セル他著變ナ シ.腹 部所見 トシテ右季肋部胃部,輕 度 ノ壓痛 アル ノミ,兩下肢特 ニ膝關節下 ニ主 トシテ少數

散在性 ニ赤色 ノ結節 ヲ見 シモ「ザ リチール」劑 ニテ間モナ タ全部消失 ス.血 液 ワ氏反應,尿 檢査陰性,糞便中

肝「ヂス トマ」卵ヲ無數 ニ證明 ス.

本患者ハ上述 ノ如 ク入院前食慾全 ク無 ク重湯 スラ慾 セザ リシモノガ入 院 ト同時 ニ「ヘバ トーゼ」投與2週

終 リ頃 ヨリ食慾 漸次生 ジ,腹 痛大イ ニ輕快スルニ至 ル,以 來 日 ト共 ニ食慾漸次亢進 シ,入院來粥 食 ヲ取 リ居

リシガ投 與30日 ニシテ普通食 ニ移 リタリ.又 體重益 々增 加 スル ノ ミニシテ入 院40日 ニシテ全 ク健康 ニ復

シ退院セ リ.尚 ホ本患者 ハ糞 便中多數 ノ肝「ヂ ス トマ」卵 ヲ證 明セルヲ以 テ「スチブナ ール」療法 ヲ併セ行ヒ

タルモモ トヨ リ肝「ヂス トマ」卵何等 ノ減少 ヲ認 メザ リキ.斯 ク「ヘバ トーゼ」ガ食慾亢進ニ資スル ノ確實ナ

ル事本例 ニ於テ見ルモ最早 ヤ疑フ可 カラザ ル事實ナル ヲ證明 シ得 タリ.

次 ニ血液像所見 トシテ本例 ニ在 リテハ非常 ニ好成績 ヲ得 タ リ.殊 ニ驚 ク可 キ事實 ハ「エオジン」嗜好白血

球 ノ異常 ノ增加 ニシテ僅 々1箇 月間投與 ニ依 ツテ3.5%ヨ リ52%ノ 多數 ニ昇 リ從 ツテ絶對數 ニ於テモ亦然

リ.余 等 ノ實驗例中斯 ク高度 ノ「エオ ジノヒ リー」ヲ起 シタルハ本例 ヲ以テ最高 トナス.從 ツテ中性多核白

血球,淋 巴球等 ハ比較的 ニ減少 シ,單 核球移行型又增 加セ リ.本 患 者ニハ無數ノ肝「ヂス トマ」卵 ヲ證明 シ,

且「スチブナ ール」注射 ヲ行 ヒ タリ.併 シ龍治氏ニ依 ルモ「スチブナ ール」注射 ヲ行 フモ人體 ニ在 リテハ餘 リ

著明 ノ「エ オジノヒリー」ハ認 メラレズ,又 余等 ノ實 驗當時頃肝 「ヂ ス トマ」卵 ヲ多 數有 セル患者入 院セルア

リシ ニ依 リ對 照 トシテ 「ヘバ トーゼ 」ヲ投 與 セ ズ 「ス チ ブ ナ ー ル」ヲ同 量 注射 セ ル ニ僅 カ ノ「エ オ ジ ノヒ リー」

ノ動搖 ハ認 メ タル モ斯 ク異常 ノ增 加 ハ モ トヨ リ認 メ ラレ ザ リキ.依 ツテ 本 例 ニ於 ケル 「エ オ ジ ノヒ リ ー」ハ

一 ツニ「ヘバ トーゼ 」ニ依 ツテ 惹 起 サ レ タル モ ノナ リ ト信 ズ.

第15例　 大 ○ 道 ○,男31歳,陳 舊性右側肋膜炎,(第15表 參照)

家族史　 母子 宮癌 ニテ死亡 ス.

既往症　 13年 前蓄膿 ヲ病 ミ, 3年 前右側濕 性肋膜 炎ニ罹 リ當柿沼内科 ニ入院2箇 月後輕快退院ス.

現疾 患　本年1月 中旬胸部右後下部 ニ鈍 痛 ア リテ全身倦怠感 ア リ熱ハ ナシ.

昭 和4年1月27日 入院 ス.

現症　 體格中等大.榮 養普通,胸 部所見右肺尖竝 ニ右前上部呼 氣鋭利,且 延長 ス.右 後下部短且呼吸音減

弱 シ摩 擦音 ヲ聽取 ス.腹 部異常 ナシ.血 液 ワ氏反應,糞 便,尿 檢 査總ベテ陰性 ナ リ.

太陽燈照射竝 ニ諸治療 ノ他 ニ「ヘバ トーゼ」ヲ投與 シタルニ一時3週 後迄 食慾減退 シ,以 後普通 トナ リ,一

般症状 モ特 ニ「ヘバ トーゼ」ノ作用 ニ依 ツテ良好 ニ經過 セ リトモ思ハ レザル ノ状態 ヲ續 ケタ リ.血 液像所見
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トシテ 特 記 ス ベ キモ ノ ナ キ モ 「エ オ ジ ノ ヒ リー」ノ起 リ シモ ノ ノ1例 ニ シテ 他血 液 像 所 見 ノ良 好 トナル ニ及

ビ終 リニ又滅 少 セ リ.

第16例　 林 ○ 代,女28歳,農,十 二指腸潰瘍(第16表 參照)

家族史　特記 スベキモ ノナ シ.

既住症　 幼少 時概 シテ健康 ナ リシモ, 2, 3年 前來,上 腹部灼熱感ア リ.

現疾患　昭和4年9月 頃上腹部 ニ膨滿感竝 ニ劇痛 ア リ.タ メニ1箇 月 間臥 床安静治療ニ努 メ漸次 輕快 セ

ルモ尚ホ上腹 部ニ膨滿感輕度 ノ食後疾痛 ア リ.食 慾不振嘔 吐無 シ.

現症　 體格小,榮 養普通,胸 部異常 ナク,腹 部肝觸知 シ得,上 腹部殊 ニ右季肋部高度 ノ壓 痛ア リ,索 状 ノ

抵抗ヲ觸 ル,血 液 ノワ氏反應,尿 檢 査陰性,糞 便檢査上潜出血輕度 ニ證 明 シ昭和4年2月20日 入院 シ5日

後退院 シ以後通 院ス.

本患者ハ「ヘバ トーゼ」投與2週 ノ終 リ3週 ノ始 ニ至 リ入院當初斯 クモ胃部膨滿感食慾缺損ア リシモ ノガ

漸次消退 シ,之 ニ代 フルニ食慾亢進現 ハ レ漸次其 ノ度ヲ增 ジ1箇 月 目頃 ニハ全 ク病 的 ニ非ザ ルカヲ信 ゼシ

ムル程度 ニ亢進 シ,殆 ド食餌 時ヲ待 チ得ズ,間 食,多食 ノタメ再三 折角腹部疼痛 ノ輕度 トナ レルモ ノガ又疼

痛 ヲ增進 セシムルガ如 キ觀 ヲ呈 シタルモ2,3日 ニ シテ又輕快 セルヲ以テ良 ク 其 ノ非 ヲ悟 シタ リ.而 シテ上

腹部疼痛,壓 痛等又漸 次輕快 シ2箇 月 ニ シテ全 ク之等症 状去 リ.右 季肋部 ニ初 メ證明 サ レシ抵抗 モ全 ク觸

レザルニ至ル,其 ノ他一般症状全 ク健 康ニ復 シ良 ク肥滿 セ リ.

血液像所見 トシテ特 ニ注 目ニ價 スルハ本 側 ニア リテハ斯 ク一般 症状 良好 ニ經過 シ,血 液像 又好成績 ヲ示

シ「ヘバ トーゼ」ガ遺憾 ナク其 ノ作 用 能 力 ヲ發 揮 セルニ不拘 「エオ ジノヒ リー」ノ寸毫 モ起 ラザ リシコ トナ

リ.一 時ハ却 ツテ減退 セルヤヲ疑ハ シメタリ,是 レ他 ト相容 レザル現象 ナ リ.上 述結果 ヨリシテ「ヘバ トー

ゼ」ガ域 ル場 合如何 ニ食慾 亢進劑 トシテ著效アルカヲ知ルヲ得 ベシ.

第17例　 秋　 ○ 小 ○,女37歳,農,肝 脾腫竝 ニ貧血,(第17表 參照)

家族史　祖 父腦溢血 ニテ,父 急性腹膜炎,第1人 肋腹膜炎 ニテ死亡ス.

既往症　特記 スベキモ ノナ シ.

現疾患　入院前50日 來漸次貧血 ノ状 ヲ呈 シ最近出産 シタ リ.出 産前全身 ニ輕度 ノ浮腫 ア リシガ出産 ト共

ニ消失 セ リ.昭 和4年3月26日 入院 ス.

現症　 體格中等大,皮 膚粘膜蒼白貧血 性,榮 養普通,心 尖部 ニ收縮期雜音 ヲ聽キ,大 動脉 口ニ於テ第2音

亢進ス,腹 部左肋 弓下2横 指 幅迄質 硬キ脾 ヲ觸 シ,肝 縁右肋 弓下3横 指,表 面顆粒 状質硬 ク觸 ル.兩下腿ニ

輕度 ノ浮腫 ヲ證 明ス.血淸 ワ氏反應陰性.尿 中白血球相 當ニ證 明サ ル,糞 便檢査陰性ナ リ.

本患者ハ觀察期間短 キタメ充分 ノ「ヘバ トーゼ」ノ作用能力 ヲ發揮セ シメ得ザ リシハ遺憾 ナ リ.併 シ本劑

投與 ニ依 ッテ又鐵劑混合投與 ニ依 ツテ何等副作用ナク,又 食 慾亢進等 ノ著 明 ノ奏 效 ハ見 ラレザ リシモ一般

自覺症ハ漸次良 好 ニ經過 シタリ.

血 液像所見 トシテモ亦別表 ニ示 スガ如 ク「ヘバーゼ」ノ ミ投與期間ハ緩漫乍 ラ血色素,赤 血 球數 ノ增加 ア

リ之ニ鐵劑併用スルニ及 ビ血色素,赤 血 球數 ハ頓 ニ增加 ノ状 ヲ示 シ殊 ニ網状赤血球 ニ於テ著明ナ リ,「エ ォ

ジソ」嗜好白血球ハ「ヘバ トーゼ」設與 ニ依 リ又鐵劑 併用ニ依 ツテ ノ著變 ハ見 ラ レザ リキ.

第18例　 樋 ○ 梅 ○,女33歳,付 添婦,原 因不明 貧血,(第18表 參照)
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家族史,既 往症共 ニ特記 スベ キモノナ シ.

現疾患　昭和4年2月 下旬睡眠不足,身 體過勞 ニ亙 リ,遂 ニ頭痛,相 當量 ノ子 宮出血 ア リ.以 後漸次心悸

亢進,頭 痛,顏 面蒼白,食 慾不振,全 身倦怠,兩 下肢 輕度 ノ俘腫現 ハ レ漸次增 患 ノ傾 向ヲ取 ルタメ,歸 郷安

静治療 ニ努 メ2週 ニ シテ之等症状 大 イニ輕快 セルモ尚 ホ相當 之等諸症存 セル タメ尚ホ内科 ヲ訪 フ.

現症　 體格 中等大,榮 養佳良肥滿 ス,皮 膚粘膜 高度 ニ蒼 白貧血性,心 尖部第1音 不純呼吸音一般 ニ弱.腹

部肝,脾 觸レズ,其 ノ他異常 ナシ.血 液 ワ氏反應.尿,糞 便檢査皆陰性 ナ リ.

本患者ハ「ヘバ トーゼ」投與後4,5日 目頃 ヨ リ夫 レ迄見ザ リシ上腹部 膨 滿 感,輕 度 ノ下痢 ア リシモ2週 目

頃 ヨ リ之等症状全 ク去 リ,食 慾亢進 ノ程度 ニ至 ラザル モ,障 害 サル程 ノ事 モナク,心 悸亢進モ漸次輕 快セ

リ.

血液像所見 トシテ特 ニ注目スベキ程 ノ事 ナキモ「ヘバ トーゼ」投與 ニ依 リ,赤 血球數,血 色素量,漸 次增 量

セルモ他例 ト同樣血色素量赤血球增 加ニ比 シ遙 カニ遲 レタリ.「エオジ ソ」嗜 好白血球モ輕度乍ラ增 加 ヲ示

シタ リ.

第19例　 守 ○ 荘 ○ 郎,男56歳,商,胃 ア トニ ー,(第19表 參 照)

家族史,既 往症 ニ特記 スベキモ ノナシ.

現疾患　 昭和2年10月 末輕度 ノ上腹部膨滿感,食 慾不振,頭 痛顏面蒼白ア リ.之 等症状 諸種治療 ヲ受 ク

ルモ一進一退 シテ著效ナキヲ以テ柿 沼内科 ヲ同3年10月22日 訪7ニ 至 ル.

現症　 體格,小 中等度 ニ羸痩 シ,皮 膚粘膜 蒼白貧血性ニ シテ胸部異常ナ ク,腹 部陷凹 シ胃部振水音 ヲ證 明

ス.

「ヘバ トーゼ」ヲ投與セルニ之等諸 自覺症大イ ニ輕快 シ食慾漸次亢進 シ,體 重增加 ス.

血液像所見亦大 イニ良 好 ノ結果 ヲ得 タリ.

第20例　 安 ○ 又 ○郞,男57歳,農,左 側坐骨神 經痛,膽 石症,(第20表 參照)

家族史　 特記 スベキモ ノナ シ.

既往症　 幼少時ヨ リ時 々腹痛 ア リ.昭 和3年2月 膽石症 ニテ本内科ニ入院治療 ヲ受 ク.

現疾 患　昭和3年12月 末以來再三膽石痛發作ア リ,其 ノ度毎 ニ注射 ヲ受 ケテ漸 ク輕快スル ヲ得 タリ.尚

ホ2年 前 ヨリ左 下肢 ニ倦怠感 ア リ之 ガ年月 ト共ニ增強 ス ト.

現症　 昭和4年1月17日 入院時,體 格 中等大,皮 膚,顏 面,諸 粘膜蒼白呼吸音 一般 ラ強 度 ニ減弱ス.腹部

一般 ニ〓 隆ス,季 肋部一般 ニ緊 張ス,而 シテ壓痛 ア リ.肝 觸知 シ得.膝 蓋腱反射兩側共 ニ強度 ニ亢進ス.血

液 ワ氏反應,尿 檢査陰性,糞 便 中蛔蟲卵 ヲ證明 ス.

本 患者 ハ「ヘバ トー ゼ」ノ他 時 々十 二 指 腸「ゾ ンデ」ヲ飲 マ セ タ リ.「 ヘバ トーゼ」投 與 ニ依 ツテ 却 ツテ 食慾

滅退 セ ラ レ タル感 ア リ.

血液像所見 トシテハ相當 ノ好結果 ヲ得 タ リ.尤 モ本患者ハ最初 ヨリ血色素量 ハ餘 リ著明 ノ減少ナカ リシ

タメ赤血球增 加 ニ連レテ上昇 ス ト雖モ尚ホ相當 ノ含量 ヲ示 シ,「エォジ ノヒリー」ノ起 リシ事,血 小板白血球

増加等又他例 ト同樣 ノ結果 ヲ得 タリ.

第21例　 石 ○ ツ ○ ノ,女47歳,「 ヒ スチ リー」,十 二 指腸 周 圍 炎(第21表 參 照)

家族吏　 母側神 父腦溢血 ニテ,父 胃潰瘍 ニテ死亡 ス.

192



諸種疾患時ニ於ケル肝臟食餌療法ノ應用竝ニ血液像變化ニ就イテ　 2879

既往症　生來健ナ リンモ. 12年 前養嗣頓死以來「ヒステ リー」樣發作 ア リ,尚 ホ其 ノ當時以 來時 々心 悸亢

進.胃 痛ア リ.

現疾 患　昭和4年1月6日 「ヒステ リー」樣 發作 ア リテ1日 數囘嘔吐ア リ,以 來頻繁 ニ發作起 リ,同16日

突然下肢 弛緩 ン全ク歩行 不能 ニ陷 リタルモ5日 ヲ經 テ障碍去 ルニ至 リ治癒 ス.併 シ攝食ス レバ忽 チ嘔 吐,疼

痛發作等 ヲ誘發 シ漸次食慾不振ニ陷 ル.同26日 入院 ス.

現症　體格中等大,皮 膚,諸 粘膜蒼 白貧血性,左 肘關節淋巴腺觸 知シ得.右 肺尖部乾性羅音,左 横下部捻

髪音 ヲ聽 取ス.膝 蓋腱反射消失 ス.血 液 ワ氏反應陰性,尿 中ニ白血球少數證明 ス.

本患者ハ「ヘパ トーゼ」投與 ニ依 ツテ副作用 ト見 ヲル ベキモノナ ク.又 胃部膨滿 ノ感等 ナク,又 「ヘパ ト

ーゼ」特有 ノ臭氣 ヲ嫌 惡 スル コトモ無 ク.食 慾漸 次亢進 ノ傾 向ヲ取 リ,體 重又增 加 シ,一 般症状良 好ニ經過

治癒セ リ.

血液像所見 トシテモ型 ノ如 ク改善 サ レタルハ勿 論ナルモ特 ニ注 目スベキハ「エ オジン」嗜 好白血球一時著

明 ニ增加 セル ガ赤血 球其 ノ他血液像所見健康状ニ 復 スル ト共 ニ又減少 セルヲ見 タ リ,而 シテ網状赤血球ハ

何等認ムベキ增 減ナ カ リキ.

第22例　 稻 ○ 長 ○,男35歳,官 吏,慢 性腎臟炎,(第22表 參照)

家族史　 父半 身不髓 ニテ母胃癌 ニテ姉1人 腦溢血 ニテ死 ス.

既往症　 黴毒,淋 病,蟲 樣突起炎 ニ罹 リシコトア リ.

現疾患　 昭和4年1月23日 頃右胸痛胸内苦 悶發作ア リ.以 來全身倦怠感 ア リテ疲勞 シ易 ク全身 ニ浮腫生

ズルニ至 ル1月 末ニ至 リ尿量減少 ス.同2月16日 入院 ス.

現症　 體格中等大,榮 養 普通,顏 面輕度 ニ浮腫樣,左 肺尖部少 シク短,呼 氣少 シク延長 ス.兩 脛腓側輕度

ノ浮腫 ヲ證明 ス.血 液 ワ氏反應陰性,血 壓118,糞 便檢査陰性,尿 中蛋白弱陽性,赤 血球少數證明 ス.

本患看 ハ輕度 ノ胃部膨滿 ノ感,食 慾不振 ヲ訴へ,上 記診斷 ノ下 ニ治療 シ浮腫其 ノ他 症状元 ヨ リ輕 微 ニシ

テ,自 他覺 的全 ク正常 ニ近 ク血 液像 所見 モ亦全 ク正常 ノ状態 ニ在 リ.而 ンテ 對照 トシテ又輕度 ノ食慾不振

存 スル點等 ヨ リ後療法 トシテ「ヘパ トーゼ」ヲ投與セルニ投與後2週 間ハ全ク食慾 亢 進 モ無 ク,障 碍 モサ レ

ズ又本劑 ヲ嫌 ムコ トモナク服 用 ヲ續 ケタ リ, 2週 ノ終 リニ至 リ漸 ク食慾亢 進 ノ状 現ハレ 體重病的ナ ラザル

増加 ヲ來 タシ,全 身倦怠感漸次去ル等一般症状良 好ニ經過 セ リ,

血液像所見 トシテ亦良 好ニ經過 シ タリ.是 レ別 ニ貧血 ニ非 ラザルモ尚 ホ上 昇セル例 ニシテ斯 ク血液像正

常者ニ在 リテハ赤血球,血 色 素量其 ノ他增 加 セルニ不拘網 状赤血球 ハ何等增 加セズ.「 エオ ジン」嗜 好白血

球ハ「ヘパ トーゼ」投與2週 後 ニ著明 ニ增加 シ,又 漸次減少 シ投與前 ノ數 ニ下降 セリ.

第23例　 和 ○ 花 ○,女22歳,學 生,急 性腎臟炎,(第23表 參照)

家族史　 父方祖 父腦溢血 ニテ祖母半 身不髓 ニテ父腎臟炎 ニテ死 亡 シ,母 腎臟炎ニ羅 リシ事 ア リ.

既往症　 特記 スベキモ ノナ シ.

現疾患　昭和4年1月 末感冒 ニ罹 リ,可 成高度 ノ咽頭痛 アリ.發 熱ハ烈 シカラザ リキ扁桃 腺 炎 ノ診斷 ノ

下 ニ剔出手術 ヲ受 ク.以 來無熱,咽 頭痛去 ルモ同2月 初 メニ至 リ全身輕度 ノ浮腫,倦 怠 ノ感 アリ.腎 臟炎 ト

診斷サ レ當 内科 ニ同5日 入院 ス.

現症　體格大,榮 養良,顏 面浮腫樣,咽 頭少 シク發赤 ス.心 臟第2肺 動脉音少 シク亢進 ス.膝 蓋 腱反射兩
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側消失ス,兩 下腿輕度 ノ浮腫 ヲ證明 ス.尿 中蛋白弱陽性,赤 血球少數 ヲ證明 シ,糞 便 中蛔蟲卵多數 ヲ見,血

液 ワ氏反應,陰 性 ナ リ.

本例ハ輕症 ノ急性腎臟炎患者 ニシテ入院 時 ヨリ利尿劑等 ノ如 キハ 全 ク期ヒ ズ,「 ヘパ トーゼ」ノミヲ使用

シ タル ニ上記自覺 症 日ト共 ニ輕 快シ,一 方體重漸次減少 シ之 ニ反 シ尿量增 加 シ腎炎 トシテ 先ヅ良好 ノ經過

ヲ取 レリ,尿 量入 院當時1日1000乃 至1200ccナ リシガ「ヘパ トーゼ」服用1箇 月後2500乃 至3000ccヲ 出

スニ至シ リ.(飲 料其 ノ他可及的一定條件 ノ下 ニ觀 察 シタルハ勿論 ナ リ)

血液像所見 トシテ注 目スベキハ 「エオ ジン」嗜好 白血球 ノ著明 ノ增加 ヲ見 タルモ網 状赤血球 ノ增加ハ見 ラ

レザ リキ.尚 ホGrassrmaunハ 「リボイ ドネ フローゼ」ノ患者 ニ肝 食餌療法 ヲ施 シテ著效 ア リ,肝 食餌療法

ノ翌 目ヨ リ尿量,食 鹽排 出量頓 ニ增加 シ,勝 沼氏ハ又同樣患者 ニ用 ヒテ特效 ア リシ例 ヲ報告 サレ居 レリ.

第24例　 上 ○ 梅 ○,男22歳,農,慢 性腦炎,(第24表 參照)

家族史　 特記 スベキモ ノナ シ.

既往症竝 ニ現疾患生來健康 ナ リシモ11歳 ノ時高熱竝 ニ高度 ノ頭 痛,胸 内苦悶 ア リテ40日 間臥 床ス.起

床後登校 セルニ後來 ト一變 シテ授業 中欠伸,又 眠ル コト屡 々ナ リ,以 來學業大イニ劣 リ,又 全 身殊 ニ左上下

肢 ニ振顫現ハ ル. 16歳 ノ春 ヨ リ頬筋 ニ痙攣現ハル ニ歪 リ,漸 次其度 ヲ增 シ常 ニ開 ロスルニ至 リシカバ某病

院 ニ入院 治療 ヲ受 ケ諸症輕快セ シヲ以テ入院4箇 月後退 院ス.後 仕事 ニ從事 シ居 タルニ漸次 言語 障碍現ハ

レ同時 ニ上下肢運動犯 カサルニ至 リ,再 ビ入院50日 ノ後退院 ス.以 後之等症状 漸次增 強スルヲ以テ3度 我

ガ柿沼内科 ヲ訪 ヒ昭和4年2月12日 入院 ス.

現症　 體格中等大,輕 度 ニ羸 痩 ス,顏 面鈍重,舌 延 バ シ得ズ,舌 少 シク左方 ニ傾 ク,腫 孔左右異同 ア リ,光

線反應弱,眼 瞼強度 ニ振顫ス,頬 筋所 々收縮 ア リ.第2肺 動脉者少 シク亢 進ス,腹 壁強度ニ緊 張ス,全 身殊

ニ左 上下肢振顫 シ左下肢 強直 ナ リ.膝 蓋腱反射兩 側殊 ニ左側強度 ニ亢進 ス.尿,糞 便 血液 ワ氏反應總 ベテ

陰性 ナ リ,腰 椎穿刺 ニ依 リ脊髓液證明,壓 ノ70ナ ルノ ミ諸反應陰性 ナ リ.

本患者ハ主 トシテ諸種腦炎治療 シ.他 ニ ヘパ トーゼ」ヲ併用投與 シタリ.本 患者 ハ 「ヘパ トーゼ」ヲ別 ニ

嫌惡 スル事 ナク良ク持續 服用 シ,又 何等副作用 モ現ハ レズ食慾 ニモ餘 リ關係 ナク,亢 進 モナ ク,減退 モセザ

リキ.本 例 ニ於テ殊 ニ注 目スベキ點ハ夫 レガ血 液像所見 ニシテ漸次血色素量,赤 血球數 ノ增加,「エオジン」

嗜好 白血球,血 小板數 ノ著明 ノ增加,中 性多核 白血球,單 核球等 ノ增加 ア リシガ一朝必要上 「マラ リヤ 」接

種ニ依 リ高熱 ヲ發スル ト共ニ網 状赤血球,「エオジン」嗜好白血球 數 ノ頓 ニ著明 ノ減少ア リ,而 シテ「マラ リ

ヤ」熱中絶 ト共 ニ又再 ビ增加 ノ傾向 ヲ取 レリ.之 ニ反 シテ血色素量,赤 血球 單核球,中 性多核 白血球ハ發熱

期間中異變 ナ ク解 熱 ト共 ニ頓 ニ減少セ リ.

其 ノ2　 十二指腸蟲病患者ニ於 ケル應用

惡 性貧血患者 ガ歐米諸國 ニ多數 ニシテ我邦 ニ稀 ナルニ反 シ,我 邦 ニ於 テハ十 二指腸蟲病患者 歐米諸國ニ

比 シ非常 ニ多数 ナ リ.從 ツテ之 ニ關 スル研究 竝ニ肝 食餌療法 ノ應用亦 我邦 ニ主 トシテ行ハ レタ リ.即 チ稻

田氏 ニ依 レバ肝食餌療法 ハ十二指腸 蟲病患者 ニハ餘 リ奏效 セズ,却 ツテ鐵劑 ガ良 ク奏效 ス ト.然 ルニ松尾

氏ハ十二指腸蟲病患者 ニ肝 食餌療法 ヲ施 シテ非常 ニ良 ク奏效セル1例 ニ就イテ報告サ レタ リ.

余等 ノ例 ニ於テハ1例 ハ非常 ニ良 ク奏效 シ他ノ例 ニ於テハ餘 リ著明 ニ奏效セ ズ鐵劑 ト混合投與 ニ依 ツテ
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頓 ニ血液像其 ノ他 ノ症状良 好 トナ レルモノア リ.肝 食餌 ハ概 シテ驅蟲後一般 ニ血 液像 恢復 ニ資 スル所 アル

モ鐵劑 ニハ及バザルモ ノノ如 シ,而 シテ血色素量 ノ增加 ガ赤血球增 加 ニ比 シテ遲 ルル ノ感アルハ他症 ニ於

ケル ト同樣ナルモ十二指腸蟲病患者 ニ於テ殊 ニ此 ノ感強 シ.又 十 二指腸蟲病 ノ時ハ肝 製劑ニ依 リテ「エオ ジ

ン」嗜好白血球 ノ增加無キカ又ハ却 ツテ減少スルノ傾向 アルハ他種疾 患時 ニ於 ケル ト異 ル點ナ リ.

第1例　 半 ○ 眞 〇 郎,男46歳,商,十 二指腸蟲 病,右 側肺尖加答兒,(第25表 參照)

家族史　妻數年前 肺結核 ニテ死亡ス.

既往症　大正11年12年,十 二指 腸蟲病 ニ罹 ル,

現疾患　昭和3年9月 初旬 來顔色蒼 白,心 悸亢進 アリ,依 ツテ當内科 ヲ訪ヒ上記診 斷 ノ下 ニ同年同月18

日入院 ス.

現症　體格中等大,榮 養佳良,顏 色,全 身皮膚粘膜總 ベテ蒼 白貧血性,右 肺尖部短且呼氣延 長ス.肺 呼吸

音一般 ニ減弱ス.

尿檢査,血 液 ワ氏反應共 ニ陰性,糞 便中十二指腸蟲卵 多數 ヲ證明 ス.

本患者ハ檢血後四鹽化 炭素 ニ依 リ驅蟲 ヲ行ヒ,再 三檢便驅蟲 ノ完全 ニ行ハ レタル ヲ確 メタル後「ヘパ トー

ゼ」ヲ投與觀察 シタリ.本 患者 ハ數年前來既 ニ貧血 ア リシモノノ如 ク殊 ニ著明 ニ現ハ レタルガ前記 ノ如 クナ

ルベシ.即 チ患者 ノ訴 ヲ綜合スルニ患者ハ數年前來頻度顏色蒼白 ア リ,時 々 商用 ノタメ旅 行中,又 ハ勤務

中或ハ人 混 ミニ混 ル時腦貧血 ヲ起 ス事頻 々ニシテ豫 メ「カンフル」其 ノ他強心劑 ヲ懐 中セ リ,又 持藥 トシテ

鐵劑其 ノ他諸種血液再成劑 ヲ服用セルハ勿論 ナリ ト.現 ニ退院後3週 目檢血 ノ際 彼 ノ言 ノ如 ク腦貧血 ヲ起

セ シ事ア リ.然 ルニ「ヘパ トーゼ」投與 ニ依 リ別表 ノ如 ク自覺症 ハ言 フマデモナク,血 液像所見著 明ニ良好

ノ經過 ヲ取 シ リ.即 チ驅蟲前360萬 ノ赤血球36%ノ 血色素量 ガ驅蟲後40日 ニシテ赤血球520萬 ニ達 セ リ,

而シテ本例 ニ於テ モ他 ノ例 ト同樣赤血球增 加 ノ夫 レニ比 シ血色素量 ノ增量 遙 カニ遲 レ漸 ク46%ニ 達 セシ

ノミナ リ.白 血球增 加モ相當 ア リ,其 ノ他網 状赤血球,血 小板數等 又輕度ニ 上昇 セル ヲ見 タリ.而 シテ本

例ニ於テ特 ニ注 目ス ベキハ他十 二指腸蟲病患者ニ於 テモ同樣ナルモ「ニオ ジン」嗜好白血球 ノ增加率他種疾

患々者ニ於 ケル如ク著 明ナラザ ル點 ナ リ.斯 クシテ自他覺的症候 大イ ニ輕快 シ本年1月 長途 ノ汽車旅行竝

ニ早急繁雜事務 ニ携 ルモ豫 メ「カ ンフル」ヲ用意 シ置 キ タルガ何等 夫 レヲ必要 トセズ,愉 快 ニ所要 ヲ果 スヲ

得 タリト.

尚ホカク赤血球增 多セルニ拘 ラズ憾 ラクハ他高度 ノ貧血患者 ニ於ケル ト同樣 血色素量餘 リ增加 セズ,一

見尚ホ相當 ノ貧血 アルヲ思ハ シムル如キ蒼 白 ヲ呈 セル事ナ リ.依 ツテ之 ニ規鐵丸 ヲ投 與セ シニ顔色全 ク潮

紅 シ全 ク内外共 ニ健康状態 ニ復 シタル ヲ思ハ シメ タリ.

第2例　 高 ○ ミ ○,女33歳,農,十 二指腸蟲病,(第26表 參照)

家族史,　既往症共 ニ特筆ス ベキモ ノナシ.

現疾患　昭和3年7月 末來肩 胛部緊張感,輕 度 ノ頭痛,腹 痛ア リ.

現症　體格中等大,榮 養普通,顏 色,皮 膚粘膜蒼白貧血性其 ノ他 内部臟器異常ナ シ.

尿,檢 査,血 液 ワ氏反應共 ニ陰性,糞 便 中十二指腸蟲卵多數ヲ證 明ス.

型 ノ如 ク檢血後驅蟲 ヲ行 ヒ,「 ヘパ トーゼ」ヲ投與 ス.驅 蟲 ニ依 リ自覺症大イ ニ輕快 シ血液像所見 又漸次

良好 ノ經過 ヲ取 レルモ他 ノ「ヘパ トーゼ」投與患者 ノ如 ク著明ナ ラズ.驅 蟲 ノ ミニ依ル恢復 ト何等異 ナラズ,
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「ヘパ トーゼ」ガ特 ニ奏效 セシモ ノ ト思 ハ レズ.併 シ本例ニ於テモ他十二指腸蟲病 患者ニ於 ケル ト同樣 ニ「エ

オジン」嗜 好白血球 ノ增加 無ク却 ツテ減少 セ リ.是 レ特 ニ十二指腸病患者ニ於テ注 目スベキ點 ナ リ.`

第3例　 岡 ○ 由○,女28歳,商,十 二指腸蟲病,(第27表 參照)

家族史　特記 スベキモ ノナ シ.

即往症　生來虚弱 ナル モ著 患ハ識 テズ.

現疾 患　昭和3年1月 頃來醫 ニ依 リ胃下垂症 ノ診斷 ノ下 ニ治療 ヲ受 クルモ輕快セズ,一 般 症状良 好ニ趣

カザ ルヲ以 テ當内科 ヲ同9月 初 メ訪 フニ至 ル.

現症　體格中等大,細 長,輕 度 ニ羸痩 ス,顏 面,皮 膚,粘 膜總 ベテ蒼白貧血 性,胸 部異常無 ク,腹 壁一般

ニ陷 凹シ,何 處 ニモ壓痛,抵 抗等 ナ シ,胃 部振水音 ヲ證 明ス.食 慾不振,心 悸亢進,全 身倦怠 ノ感 ヲ訴 フ.尿

檢査,血 液 ワ氏反應共 ニ陰性,糞 便中多數 ノ十 二指 腸蟲卵 ヲ證明 ス.依 ツテ檢 血驅蟲後「ヘパ トーゼ」ヲ投與

ス.

本 患者 ニ於テ特 ニ注 目スベキハ「ヘパ トーゼ」投與2週 間ハ 「ヘパ トーゼ」其物 ニ對 シ何等嫌惡 スル事 ナク

服用 ヲ續 ケ,食 慾亢進モナ ク,減 退 モセズ,又 何 等副 作用 トテ無 ク經過 セルガ,第3週 目ニ入 リ餘 リ高度ニ

ハ非 ザルモ顏面,竝 ニ全 身 ニ熱感 ヲ生 ズルニ至 リ輕度 ノ頭痛幻暈 ヲモ感ズ,併 シ皮膚發疹,〓 痒感 ハ現ハ レ

ザ リキ,依 ツテ或 ハ「ヘパ トーゼ」ヲ中絶 ノ止 ムナキ ニ至 ラザ ルヤヲ懸念 セル モ餘 リ何 レモ高度 ニ非ズ,強 イ

テ持續 セ シメタルニ之等症状 漸次輕度 トナ リ,第5週 終頃ニ至 リ全 ク消失 スル ニ至 レリ.振 ツテ數箇月連

續 服用セ シメタルニ何等再 ビ上記副作用現ハ レザ リキ, 7箇 月經過後尚ホ血 液像所見 依 然 トシテ 健康状 ニ

達 セザルコ ト遙 力ニシテ顏面其 ノ他一般症候投與前 ニ異ナ ラザルヲ以テ此處 ニ鐵劑 ヲ併用 服用セ シメタル

ニ別表 ニ示スガ如 ク急速 ニ一般症候,竝 ニ血液像所見 良 好ノ成績 ヲ示 シタリ.殊 ニ血色素竝 ニ赤血球數ハ

相並行 シテ上昇 シ,網 状赤血球 數又著明 ニ增加 ヲ示 シタリ,然 ルニ「ヘパ トーゼ」服用期間中 全 ク見ザ リシ

腹痛 ガ鐵劑使用1箇 月 目ニシテ現ハ レ,加 フル ニ心悸亢 進,頭 痛等 ノ副 作用 現ハルル ニ至 レルヲ以 テ又鐵

劑 ヲ省キタルニ之等副作用復消退 セ リ.

第4章　 動物實驗成績

此 ノ種 實驗ハ文獻 ニ枚擧 ニ遑ナキ程ア レ ドモ余等 ハ別項人體實 驗 ノミニ止 ラズ.又 對 照 トシテ進 ンデ動

物實驗 ヲモ併 セ行 ヒタ リ.實 驗動物 トシテ2kg以 上 ノ雄性家兎 ヲ使用 シ實驗動物第1群 ハ早朝空 腹時血液

檢査後耳 靜脉 ヨリ各40ccノ 瀉血 ヲ行 ヒ出血性 貧血 ニ陷 ラシメ.第2群 ハ同 クジ檢血後1%鹽 酸 「フエ ニー

ル ヒ ドラチ ン」水溶液3.0ccヲ1囘 皮 下注射 シ以テ中毒性 貧血 ヲ起 シ,之 等 ニ「ヘパ トーゼ」1日 量3.0gヲ 經

口的ニ與 ヘ,對 照家兎 モ同時 ニ4日 目毎 ニ檢血 シ.血 液像 上貧血 ノ恢復 ノ状,血淸 「ビ リル ビン」量 ノ消長,

尿 中「ウロ ビリン」「ウ ロビ リノーゲン」ノ存否 ノ状 ヲ經過 ヲ追 ヒテ實驗觀察 シタリ.

(甲)「 フ エ ニー ル ヒ ドラ チ ン」注 射 例(第28表 參 照)

2kg以 上 ノ家兎 ヲ型 ノ如 ク檢血 シ,之 ニ1%鹽 酸「フエ ニール ヒドラチ ン」ノ水溶液3.0ccヲ 注射 スル時ハ

第28表 ニ示 スガ如 ク相當高度 ノ貧血 ヲ起 シ,之 ニ「ヘパ トーゼ 」3gヲ1日 量 トシテ投與 スル時ハ第1例 ニ

於テハ投與後16日 ニシテ血 色素,赤 血球數其 ノ他全 ク注射前 ノ状態 ニ復 シ,白 血球數ハ却 ツテ注射前 ヨリ
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増加セ リ.第2例 ニ於テハ同 ジク投與後16日 ニシテ赤血球數却 ツテ健康時 ヨ リモ增加セ リ.第3例 ニ於 テ

ハ第2例 ト同樣 小状 ヲ示 シタ リ.體重,尿 所見ハ對照 ト比 シテ大差 ヲ見 ザ リキ,而 シテ對照例 ニ於テハ2例

共16日 後,血 色素量,赤 血球數,尚 ホ恢復 ニ至 ラズ.次 ニ網 状赤血球 ニ於 ケル消長ハ「ヘパ トーゼ」投與家

兎,竝 ニ對照例 ニ於 テ相當 多數現ハルモ「ヘパ トー ゼ」投與家兎 ニ於テ ハ他血液像恢復 ト共 ニ再 ビ注射前 ノ

數ニ下降セルモ,對 照家兎ニ於 テハ1例 ハ尚 ホ注射 前ヨ リ增加 ノ状 ヲ示 シ,他 ノ例 ニ於テハ 減少 ノ状 ヲ示

シタリ.血淸 「ビリル ビン」量 ハ「ヘパ トーゼ」投與家兎,竝 ニ對照例共 ニ大差ナ シ.白 血球 種類ハ 只一般 ニ

「ヘパ トーゼ」投與象兎 ニ於テハ 貧血恢復後假 性「ニオ ジソ」細胞 各例 ニ於テ 貧血前 ニ比 シ減少 シ,之 ニ反 シ

テ淋巴球 ノ增加 アリ,他 細胞 ニ左 シ タル增 減 ヲ見ザ リキ,此 處 ニ殊 ニ 注 目スベキ點ハ 人體實驗ニ於テハ其

ハ多數 ハ例 ニ於 テ「ヘ パ トー ゼ 」ヲ投 與 ス ル 時 ハ著 明 ノ「エ オ ジ ン」嗜 好 白 血球 ハ增 加 セル ヲ見 タル モ家 兎 ニ

於 テハ 著變 ナ キ コ トナ リ.赤 血 球 像 ノ變 化,尿 中「ウ ロ ビ リ ン」「ウ ロ ビ リ ノー ゲ ン」ノ消 長 ハ 中毒 性 貧 血 ニ

依ル變化 ノ他殊 ニ「ヘパ トーゼ」ニ依 ルノ影響 ノ差ハ兩者共 ニ著明 ノ變化ハ見 ラレズ,又 兩 者 ノ著差又見 ラ

レザ リキ,

(乙)　 出血性貧血例(第29表 參照)

大場氏ハ家兎體重 ノ1/60gノ 瀉血 ヲ行 ヒ,人 工的貧血 ヲ起 サシメ,之 ニ氏 ハ製造 ニナル肝「エキス」ヲ與

ヘテ其 ノ貧血 ノ恢復 ハ状 ヲ顴察 ジ, 2週 間後,赤 血 球數瀉血前 ニ恢復セ ルニ對照 ニア リテハ然 ラバ ト報告サ

レタリ.

余等ハ2500g内 外 ノ雄性家兎 ニ各40ccヲ 耳 朶ヨ リ取 リ以テ 貧血 ニ陷 ラシメ「ヘパ トーゼ」ヲ與 ヘテ 對照

ト同時 ニ其 ノ貧血恢復後 ノ状ヲ觀 察セ リ第29表2ニ 示 スガ如キ成績 ヲ得 タリ.即 チ血液像 其ノ他一般 状態ハ

「ヘパ トーゼ」投與後16日 ニシテ全 ク健康状態 ニ恢復セ リ.却 ツテ增 加セル ハ状ヲ 示 シタ リ.先 ヅ「ヘパ ト

ーゼ」投與家兎 ニ於 テハ血 色素量ニ於テ各例共 ニ健康 時ヨ リ3乃 至5%ノ增 加 ヲ見,赤 血球數ハ各例 共 ニ

20乃 至116萬 ノ增加 ヲ示 シタリ.白血球數ハ1例 ニ於テ增 加 シ,1例 減少 セ リ.之ニ反 シテ對照家兎ニ於テハ

血色素量1例 ニ於テハ尚 ホ恢復 ニ至 ラズ,正 常 時ヨ リ尚 ホ8%ノ 低價 ヲ示 シ,他 ノ例 ニ於テハ 漸次減少 ヲ

續ケ遂ニ衰弱死亡ゼ リ.而 シテ赤 血球數又面色素量 ト併行 シ. 1例 ハ瀉血前 ニ及バザル事96萬 他 ノ例 ニ於

テハ漸次減少 ヲ續 ケタ リ.網 状赤血球數ハ 「ヘバ トーゼ」投與家兎 ニ於 ケルモ ノ對照ニ比シ,著 明 ニ增加 シ

貧血 ノ恢復 ト共 ニ亦 健康時 ノ數 ニ下 レリ.併 シ乍 ラ 中毒性貧血 ニ於 ケルモ ノヨ リハ 遙 カニ增加率小 ナ リ.

血小板數ハ 「ヘパ トー ゼ」投與家兎竝 ニ對照例共健康時 ニ復セズ,正 常時 ニ比 シ減少 ハ状 ヲ示 シタリ.血 清

「ビ リル ビ ン」量,尿 中「ウ ロ ビ リン」「ウ ロゼ リノ ーゲ ン」ハ誤 差 小 ニ シテ 又 兩 者判 然 タル 差 ヲ見 出 シ難 シ.

白血 球 數 ハ「ヘ パ トー ゼ」投 與 家 兎 ニ於 ケル モ ハ對 照 ニ匙 シ增 加 ノ傾 向 ヲ有 シ,白 血 球 種類 ニ於 テ ハ 「ヘパ ト

ーゼ」投與 家兎 ニ在 リテハ各例共ニ貧血前 ニ比 シ相當 ノ假 性「エオジ ン」細胞增 加 ヲ見.之 ニ反 シテ淋巴球ハ

相當減少セ リ,對 照例 ニ於テハ之ガ反對 ハ現象 ヲ呈 シ,出 血性 貧血例 ト中毒性 貧 血例 ト比 ス時ハ 之亦反對

ノ現象ヲ呈 シタ リ.他 細胞 ニ在 リテハ特別 ノ區別 ヲ見ズ.

第5章　 總 括

A) 肝食餌療法ノ一般的效果ニ就 イテ

以上諸種疾患時 ニ肝食餌療法ヲ行 ヒタル經驗 ヨリ見ルニ本劑 ハ大多數 ノ場合 ニ於テ先ヅ食慾
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ヲ增進 シ,體 重ヲ增加 シ,血 液像ヲ改善シ,時 ニ溶血阻止的,又 利尿的ニ,又 諸種「ヴイタミン」

缺乏症 ニ有效 ニ作用 シテ一般症状 ヲ良好ナラシメタリ.即 チ世上發表サレタル惡性貧血症ノミ

ナラズ,原 因不明 ノ高度ノ貧血,萎 黄病,流 産後高度ノニ次的貧血アリテ諸種治療ノ無效ナリ

シモノ,高 度 ノ貧血 ニ原因ヲ有 スル無月經患者,胃 潰瘍,十 二指腸患者ニシテ急性期 ヲ過 ギ尚

ホ貧血相當高度 ニ殘 シ,食 慾不振,胃 部膨滿感,輕 度ノ壓痛 ヲ殘 セルガ如キ状態 ニアル患者等

ニ於テハ殊ニ鐵劑,其 ノ他胃劑 ヨリ遙 カニ有效ナリシヲ實驗 セリ.尚 ホ惡性ナラザル肝脾腫患

者,肋 膜炎,結 核性又ハ慢性腹膜炎竝 ニ肋腹膜炎等ニ於ケル榮養造血劑 トシテ,又 後療法劑 ト

シテモ可ナリ.又 脚氣患肴 ニモ有效ニシテ,在 來 ノ「ヴイタミン」劑ヲ凌 グ程度ノモノニモ非ザ

ルペキモ有效ナル コトハ余等ノ實驗 ニ於テ確實ニシテ,年 來同疾患ニ罹 リシカ,又 ハ在來 「ヴ

イタミン」B劑 ノ餘 リ奏效 セザリシ者ニ時 ニ之ヲ用 ヒテ又「ヴイタミン」B劑 ト併用 シテ用 フベ

キモノナ リト信ズ.

其ノ他胃下垂症等ノ爲 メ食慾不振 アリ,又 羸痩セル患者,又 肺尖加答兒等 ノタメ一般状態衰

弱セルモノニテ,只 食慾不振 ノミヲ主訴 トスルモノニモ試 ムベク,又 腎臟炎患者 ニモ時ニ利尿

劑 ト併用 シテ相當ノ效果アルモノノ如シ.又 鐵劑其ノ他血液再成劑ヲ使用 シテ效ナキモノ,又

ハ之等造血劑使用 ニ當 リ副作用 ノ爲 メ中絶ノ止 ムナキモノニハ必ズ之ニ代 フルニ「ヘパ トーぜ」

ヲ以テスベキナリ.而 シテ「ヘパ トーゼ」奏效 セザル時ハ之ニ代フルニ鐵劑其ノ他 ヲ以テシ副作

用現ハル レバ又「ヘパ トーゼ」ヲ以テスルガ如ク交互ニ使用スルカ,又 ハ同時ニ與ヘテ鐵劑其 ノ

他ノ副作用起ル時ハ之ヲ取 リ去 リナ ドシテ貧血治療ノ目的ニ到達 スベキモノナ リ.カ カル一般

的效果ノ由來 ニツキタハ肝製劑ノ有效成分 ノ不明ナル今日直チニ斷 ジラ レザルモ須賀,進 藤,

杉生,谷 口,小 津氏等 ノ實驗成續ヨリ考 フルモ一般症状 ニ有利 ニ作用 スベキハ首肯シ得ラルベ

シ.但 シ余等ノ實驗例ニヨリテモ明カナル ガ如ク.

本療法ニ當 リテハ短期間投與ノ經過觀察 ニ依 ツテ其作用效果ニ就 イテ云々スルハ早計 ト言ハ

ザル可ラズ.

B) 「ヘパ トー ゼ」ノ副作 用ニ就 イテ

一般 ニ肝食餌療法ヲ行フニ當 リ
,生 肝ハ其ノー種嫌惡 スベキ臭氣等ノタ メ持續食シ得ザルモ

ノ多ク,依 ツテ諸種之 ガ製劑案出サレ,余 等 ノ使用 セル「ヘパ トーゼ」モ亦其ノ1ナ リ.之 モ尚

ホ幾分ノ臭氣ヲ有 シ,且 大量ヲ使用スル時ハ當初一時嫌惡スルモノアリ.本 食餌療法ヲ行 フニ

最初2週 ノ終 リ又ハ第3週 ノ終 リ迄胃部膨滿 ノ感,或 ハ嘔氣ヲ催 シ,一 時食慾減退スルノ傾向

アルモノアリ.又 最初 ヨリ最後迄「ヘパ トーゼ」ヲ用 ツレバ即 チ食慾減退スト訴 フルモノアリ.

而シテ余等 ノ實驗 ニ於テハ最初食慾減退 スルモ遂 ニ亢進スル者最モ 多ク,次 ニ食慾 ニ關 セザル

モノ,最 後迄減退 ヲ續 クル者ガ最モ少數 ナリキ.

又「ヘパ トーゼ」服用ニ當 リテ3, 4週 目ニ至 リ全身〓痒感ヲ訴 ヘ,全 身皮膚發疹ヲ現 ハセルモ
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ノア リタ リ.併 シ之 ハ餘 リ高度 ノ モ ノニ非 ズ シテ「ヘ パ トー ゼ」使 用 ヲ中 止 スル程 ノ程 度 ノモ ノ

ニ非 ズ,又 長 期 ニ亙 ル コ ト無 ク多 ク1週, 2週 ニ シテ 「ヘ パ トーゼ」ヲ依 然 持續 シツ ツモ消 失 セ

リ.尚 ホ「ヘパ トー ゼ」使 用 ニ依 リテ顏 面,皮 膚 輕度 ニ一時 潮 紅 シ熱 感 ア リテ 至極 輕 度 ノ幻 暈 樣

症 状 ヲ呈 セル モ ノ ア リテ之 等 症 状 「ヘパ トー ゼ」使 用3週 目 ニ現 ハ レタル モ至 極輕 微 ノモ ノ ニ シ

テ決 シテ「ヘパ トー ゼ」ヲ中 止 ノ止 ム ナ キ ニ至 ル ニ及 バ ズ,依 然 持 續 シ間 モ ナ ク消 失 シ,以 後 何

等 之等 ノ副 作 用 現 ハ レズ數 箇月 經 過 セル モ ノ ア リ,又 其 ノ他 至 極輕 度 ノ腹 痛,下 痢 ア リタル モ

ノア リ.

又余 等 ノ1例 ノ如 キ ハ殆 ド1箇 年1日 トシテ缺 クル コ トナ ク持 續 セル モ何 等 副 作用 現ハ レズ

經 過 セル モ ノ ア リ.即 チ時 ニ斯 ノ如 ク副 作用 起 ル モ其 ノ效 果 ヲ考 フ レバ トル ニ足 ラザ ル コ ト多

シ.

C) 「ヘパ トー ゼ」ノ血液像 ニ及 ボス影響 ニ就 イテ

「ヘパ トーゼ」ノ血液像ニ及ボスノ影響殊 ニ動物實驗所見ハ概 シテ諸家ノ言 ト一致ス.而 シテ

本劑 ヲ投與スル時ハ各例ニ依 リ其 ノ增加 ニ遲速及 ビ程度 ノ差ハアルモ一般 ニ赤血球ハ增加ス.

只余等ノ例ニ於テハ一般諸家ノ言フガ如ク急速 ノ赤血球增加 ハ見ラレザ リキ,又 一時增加 シ後

却ツテ減少 セルアリ.又 體浮腫 ノ消長ニ應 ジテ增滅 セル事モアリ.又 多染赤血球,多 型赤血球,

大小不同赤血球,有 核赤血球等ハ又赤血球數上昇 ト並行シテ消失セルヲ見タ リ.

次ニ血色素量ハ赤血球增 加ニ伴 ヒ上昇スルモ赤血球上昇ニ比 シテ遲ルルコト遙カナルモノノ

如シ.

網状赤血球ハ餘 リ著明ニハ非ザルモ多クノ揚合ニ於テ增加ノ傾向 アルヲ見タリ.而 シテ其ノ

度ハ諸家 ノ言 フガ如ク著明ニ非ズ シテ最高2.3%ナ リキ.而 シテ赤血球 ト同時頃 刻リ增加 シ始

メ,赤 血球數 ガ普通量ニ達 スレバ又下降 シテ正常量 トナレリ.

血小板數ハ一般 ニ增加 シ投與前ノ2倍 乃至夫 レ以上ニ達 セルモノアリ.

血淸「ビリル ビン」量ハ一般ニ下降 シ,尿 中 「ウロピリン」「ウロビリノーゲン」ハ漸次消失 ス

ルニ至ル.是 レ諸多ノ先驅者ノ言 ト一致 シ,尚 ホ我ガ敎室三谷氏ノ家族性溶血性黄疸 ニ於ケル

「ヘパ トーゼ」投與試驗成續 ト相 一致 シ,益 々「ヘパ トーゼ」ニ溶血阻止作用 アルヲ思ハシメタ リ

肝食餌療法ノ作用機轉 ヲ之ニ歸スル者モ宜ナ リ.

白血球數ニ於ニハ「ヘパ トーゼ」投與 ニ依 リテ餘 リ定型的ノ變化ハ認メラレザリシガ如キモ總

數ニ於テハ動搖 シ乍 ラモ投與前 ニ比 シ漸次增加ノ傾向ヲ有 スルハ疑 フ可カラザルノ事實ナリ.

而シテ白血球種類ニ於テ見逃 ス可カラザルハ「エオ ジン」嗜好白血球增 多ノ起ル事實ニシテ百分

率ニ於テ絶對數 ニ於テ驚 ク可キ增加ヲ見 タリ.多 ク2週 目頃ヨリ漸次增加 シ來 リ,他 血液像良

好 トナルニ及 ビ又再 ビ減少スルモノノ如 シ.但 シ十二指腸蟲病時ニハ「ニオ ジン」嗜好白血球ノ

増加無キノミナラズ,却 ツテ減少スルコトアリ.
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其 ノ他白血球種類ハ餘 リ特別 ノ變化增減ナキモノノ如キモ強 ヒテ之ヲ求ムレバ,大 單核球,

移行型等 ノ增加ノ傾向アリ.

尚ホ又動物實驗 ニ於テモ略ボ入體實驗 ト一致シ,「ヘパ トーゼ」投與ハ血液像改善ニ資スル事

疑 ヒナク,又 網状赤血球數 ノ變化ヨリシテ骨髓刺戟作用 アルモ亦疑 フコト能ハズ.

之 等 血 像 ニ對 スル作 用 等 ヨ リ肝 食 餌 ノ作 用 機 轉 ニ就 キテ ハ 今 直 ニ論 斷 セラ レザ レ ドモ,大 多

數 ノ時 ニ赤 血 球數 ノ增 加,網 状 赤 血球 ノ增 加,「 エオ ジ ノ ヒ リー 」ノ起 ル コ ト等 ヨ リシテ考 フ レ

バ,或 ル1派 ノ言 フ ガ如 ク骨 髓 刺戟 作用 モ否 定 シ難 ク,又 血淸 「ビリル ビン」量 ノ減 少
,尿 「ウ ロ

ビ リ ン」體 ノ消失 等 ヨ リ考 フ レバ溶 血 ヲ抑 制 スル ガ如 キ作 用 モ アル モ ノ ノ如 シ,又 血 液 像 ニ對 シ

テハ大 ナ ル影 響 ナ ク一般 症 状 改 善 ノ主 ナル コ トアル ヲ見 レバ 所 謂 解 毒 作用 ノ主 ナ ル コ トモ ア リ

得 ベ シ.又 脚 氣 等 ニ著 效 アル ヲ見 又 「ネ フロ ー ゼ」ニ利 尿 的 ニ作 用 スル ァル テ見 レバ,コ レ等 ハ

唯一ニ岡崎氏分析結果 ノ如ク本製劑ニ多分ニ含マルルVitaminノ 作用ニ必ズシモ歸 セラレズ

トスルモ少クモ組織ニ對 シ或ル特殊刺戟作用 ヲ有 スルモノヲ含ムコ トヲ否定 シ能ハズ.斯 クノ

如ク考 フル時ハ肝臟食餌 ノ作用ハ決 シテ單一ナルモノニハアラザルガ如ク,蓋 シ前述種々ノ作

用 ヲ併 有 シ,而 シテ各 時 症 例 ノ如何 ニ ヨ リテ各 適 應作 用 ヲ主 トシテ表 現 スル モ ノ ニ ハ ア ラザ ル

ヤ ノ觀 ア リ.

尚ホ他 ノ二次的出血性貧血 ニ對スル ト異 リ十二指腸蟲病 ニ對 シテハ鐵劑ノ作用ニ匹敵セザル

ヲ見 レバ本劑 ノ造血器ニ對 スル作用 ガ唯ニ造血作用ノミナラザルヲウカガヒ知ルヲ得ベク,又

以テ同時ニ十二指腸蟲病貧血ガ唯ニ出血性貧 血症 ナラザル ベキヲ想像スル一證 トモナ リ得ベ

シ.

稿 ヲ終ル ニ臨 ミ終始御懇篤 ナル御指導 ト且本稿御校閲 ノ勞 ヲ忝 ウセシ恩師柿沼敎 授ニ對 シ深甚 ノ謝意

ヲ表 シ併セテ同室 諸兄 ノ御援助 ニ對 シ深 ク感謝 ノ意 ヲ表 ス.(4. 8. 1.受 稿)
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Kurze Inhaltsangabe.

Erfahrungen uber Leberdiattherapie bei verschiedenen Krankheiten, 

besonders die Veranderungen des Blutbildes betreffend.

Von

Dr. Yoshito Tsunashima u. Kashio Yoshinaka.

Aus der Universitatsklinik von Prof. Dr. K. Kakinuma, Okayama.

Eingegangen am 1. August 1929.

Wir haben im ganzen an 27 Fallen verschiedener Krankheiten, wie Ankylostomiasis, 

Beriberi, Spitzenkatarrh, Pleuroperitonitis, Stenosis venae cavae inferiores, Chlorose, 

chronische myeloische Leukamie, sekundare Anamie nach Abort, Wirbelkaries, Leder-
Milz-Tumor mit Anamie, Magenatonie, Ischias, chronische Encephalitis, Nephritis, etc., 

Hepatose, eine Art Leberpraeparat, angewandt und ihren Einfluss auf die klinischen 

Symptome mit besonderer Berucksichtigung des Blutbildes beobachtet. Folgende Ergeb-

nisse sind hier hervorzuheben:

Bei fast allen Fallen besserte sich der Allgemeinzustand der Kranken nach und nach, 

der Hepatosegabe folgend: Appetit stieg, Korpergewicht nahm zu, Blutbild wurde 

besser auch die diuretische Wirkung war bei manehen Fallen eklatant. Bei manchen 

erschwerte aber der leichtgradige, doch eigentumlich uble Geruch der Hepatose die 
Einnahme, es wurde sogar im Anfang der Darreichung uber Vollgefuhl im Epiga

strium, Ubelkeit, Appetitmangel u. s. w. geklagt. Ab und zu wurden auch noch dazu 

allgemeines Juckgefuhl, Hautexanthem, Schwindel, Bauchschmerz und Diarrhoe bemerkt, 

wean auch alle diese Nebenwirkungen im allgemeinen sehr leichtgradig zu sein, in kurzer 

Zeit voruberzugehen und nicht mehr wiederzukommen pflegen.

Die Anamie bei Ankylostomiasis wurde nicht so gut wie bei anders gearteter Anamie 

und auch nicht so ausgepragt wie durch Eisen beeinflusst.

Die Wirkungen der Hepatose auf das Blutbild, nicht nur bei den klinischen, sondern 
auch bei einigen unserer Tierversuche, stimmten im grossen und ganzen fast mit dem von 
anderen gewonnenen Befunden uberein. Es scheint aber die Vermehrung des Haemo

globins nicht schnell stattzufinden, wie es bei den Erythrozyten der Fall zu sein plegt. 
Die Retikulocyten jedoch nehmen, wenn auch nicht so erheblich, zu. Die Blutplattchen 

sind auch vermehrt, der Serumbilirubingehalt aber eher vermindert, und vorher vor
handene Urobilinkorper verschwinden langsam nach der Hepatoseg abe. Die Leukozy
tenzahl wird fast immer vermehrt gefunden, besonders fallt uns auf, dass bei Ankylosto

miasis eosinophile Zellen nach der Hepatosegabe eher abnahmen, wahrend bei der 
sonstigen Falle eine mehr oder weniger deutliche Eosinophilie auftrat.

Auf Grund der obigen Erpharungen durfen wir also bei Leberdiatbehandlung nicht 

nur eine einzige Wirkung, wie auch das Blutbild, sondern auch eine anderweitige 

mehrfache erwarten. (Autoreferat.)
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