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◎第一回生物科學集談會記事

岡山地 方に在住 す る,一 般生物的科學研究者竝 に之 に趣味 を有 す る者 の會合 に就 て

は,豫 て より其の成立 を希 望す る者多 く,機 運 の達成 を期待せ られ しが,偶 々日本生

化學會岡山部會第一囘の開催 せ られんとす るに及び,此 の兩者 を合併 して集談會を開

催 するの可然 を唱道す る者 多 く,爲 めに,生 化學魯岡山部會幹事 た る淸水多榮氏 は其

の賛否を一般同好者 に問 ひた る處,多 數 の参加 を得 たるを以 て,同 氏主催の もとに,

其 の第一同 を十月十五 日午後四時岡山市カフエー,ブ ラジル に開 くに至れ り.

本 會成立の趣旨 は,開 會の劈頭,淸 水博 士の述べ られ し如 く,生 物科學者相互に於

け る懇親 をはか り,打 ち寛 いだ る會合 の裡 に學術 の交見,業 績の發 表を行ひ,以 て斯

學 同攻者 の相啓互發 に資 せん とす るものにて,席 上近藤萬太郎博士は,本 會 の成立に

賛 せ られ,東 宮殿下が科學奨勵の思召に も副 ふべ き結構なる催 にして當地方行啓後間

もな く本 會の成立せるは誠に意味深 きものな りと述 べ られた り,本 會の維待達成等 に
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つ きては,具 體的 に決定せ られ ざ りしも,第 二囘以後愈々盛榮 に赴 かん こと,期 して

信 じ得 ベ し.

尚 ほ當 日は各研究室 よ りの業績發表あ り,倉 敷中央病院平井毓太郎博士の 「有機物

分析上の脛驗談」,岡 山醫科大學柿沼及び淸 水兩敎 授 の談叢あ り,晩 餐 を共 に し,茶 菓

を喫 し,和 氣愉悦の裡 に終始 し盛 會を極 めた り.

當 日講演 せ られた る内容抄録次の如 し.

1. 屍體現象に就て　 重 信 琢 雄 君

死後動物體内 に於 て血液竝 にその他臟器 中の諸種物質 の消 長を攻究 せん と し,先 づ血 液中の乳酸 竝 に殘 餘窒 素

の消長 につ き報告せ り.(自 抄)

2. 末 梢 有髓 神經 の シュミット,ラ ン テル マ ン氏割 の死 後變 化,竝 に

生前及び死後に於て神經纎維が蒙 りたる諸種の作用の之れに

及ぼす影響に就て　 三 宮 信 彦 君

シュミット,ラ ンテ ルマ ン氏割 の本態 に就 ては從來種 々 に論議せ られ 一定 せざ りしが近 來の研究 に より,該 割は

人 工的産物 に非ず して旺盛な ろ酸化機 能を有 す ろ蛋 白質を以て充填 せ らろろ こと及び「フホ ルマ リン」固定 の際,

骸割異常 に膨 大 し髓節 はため に恰 も魚骨樣形態 を呈す ろに至 ろに,畢 竟 この酸化機轉 によ り,「 フホ ルマリン」よ

り生 じた ろ蟻酸のため に該 蛋 白質が膨 大せ ろ にようものな ろ事明か とな りた り.茲 に於て予は この割内物質の酸

化機轉 は生 前竝 に死後 種 々の要約 の もと に變化 せ らろ可 く,随 て「フホ ル マリン」に對 す ろ反應 能力 も亦 自 ら相異

な ろ可 しとの思考に基 き,家 兎 の坐骨神經 に就 て諸 種の試驗 を行 ひた り.今 其の中主な ろものに就て其の結果を

述べん に

1) 屍體 内 に自然の位 置 に殘留せ しめた ろ神經 の 「フホ ルマリン」固定 に際 し現は ろろ割 の状は死後3-4時 間

は殆 ど不變 に止 まろ もの なれ ども其 れ以後 は出現状態漸次不規則 とな り死後23-30時 間 にして全 く割 の出現 を

見 ざろに至 ろ.

2) 神經 を屍體内 に殘 留せ しむ ろ事な く直 ちに剔出 して乾燥 を防ぎつつ室温(27-29℃)の 内に貯 藏せ ろものに

あ りて は其の 出現状態は前者 と略ぼ同樣 なれ ども其 の出現せざ ろ に至 ろ時機 は稍 々早 く到 來す ろもの にして死後

15-19時 間 に於て既 に其の出現を見 ざろ に至 ろ.蓋 し神經纎維 の超生活能力が速か に消失 す ろ に由來す ろものな

ろ可 し.

3) 神經剔出後 直ちに氷室 内に貯藏せ ろ もの にあ りて は割の出現甚だ不顯著なれ ど も其の全 く出現せ ざ ろ に至

ろ時機 の到來 は比較 的晩期 にして死後36-40時 間 に於て も猶 ほ其 の出現 を見 ろものな り.之れ一 は寒冷 のた め に

酸化機轉 の障 碍せ らろろと,一 は同 じく寒冷 のため に腐敗 現象の到來遲延せ らろろに因 ろ ものな り.

4) 生前露出せ ろ神經 幹に濃厚 な ろ「コカイ ン」液 を塗 布 し之 れを麻痺 せ しむ ろか,或 は「クロームエチ ール」噴

霧 により高度の寒冷を之れ に作 用せ しむ ろ時 は共 に「フホルマリ ン」に對 すろ割 の反應現 象甚 だ輕微 な り.之 れ共

に神經の酸化機轉 中絶 に基 くものな らん.

之れ を要す ろ に,以 上の實驗 を以て予は末梢有髓神經 を生前竝に死後 諸種 の要約 の もとに處置す ろ時 は シュミッ

ト,ラ ンテ ルマ ン氏割内物質 の酸化能 力に影響を及ぼ し随て「フホ ルマ リン」固定 の際 あ らに ろる該 割の反應 状態
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も亦 自 ら相 違な ろ可きを證 し得た りと信ず ろ ものな り.(自 抄)

3. 蟇の肝臟磯能實驗方法　 西 丸 和 義 君

余 は蟇 の肝臟を用 ひて0.65% Ringer氏 液を肝動脉(250mm H2O)門 脉(60mm H2O)よ り灌 注 して膽 管に挿入

した ろ「カニユ レー」に排泄 さろろ所謂膽汁 との關係竝に標本製作 上の注意を述 ベた り.(自 抄)

4. 「フィブ リノゲ ー ン」の定量 法 に就 て　 蓮 池 堯 民 君

Ⅰ. Gravimetrie

Ⅱ. Kjeldahlometrie
< makroverfahren

 mikroverfahren

>a) direkte Methode.
 b) indirekte Methode.

Ⅲ. Wohlgemuth'sche Methode.

Ⅳ. Nephelometrie.

Ⅴ. Refraktometrie.

1. Nativplasma: Nativserum.

2. Nativsalzplasma

Nativsalzserum
<a) Lendertz-Gromelskische I. Methode.
 b) Starlingerische Methode.

3. Salzplasma: Salzserum-Lendertz-Gromelski'sche Ⅱ. Methode.

4. Hirudiuplasma: Nativserum oder Vollblutserum.

以上 諸種 の方法に就 て種 々實 驗 したろに,中 等量の血液を用ふ ろを得 ば 「ミクロ キエ ルダー ル」法 を應 用す ろ

「バ ンス ライク」太田氏法最 正確 なろ も,「ヒル ヂ ン」に よりて得 ろ血漿を用ひ て 「レフラク トメ ーター」 によろ方

法に よれぼ 最簡早 に して速か に而 も極 く小量の血液を用ひて行 ひ得 ろ によ り, Serienweiselに 行ふ試驗 にもよ く適

當 す ろ甚 だこ便利な ろ方法 な りと述ベた り.(自 抄)

5. 膽 汁酸 ど「ヴイタ ミンA」　 米 村 貞 知 君

「ヴイタ ミンA」 が膽 汁酸 生成の根源 にな り得 ろものな らんか との 考の下に 「ヴイタ ミンA」(ビ オステ リン)を

犬 に皮下注射 し毎 日排泄 さろろ膽 汁酸量を定 量せ ろに 毎 日次第 に遞 減の傾 向あ りて膽 汁酸量は この皮下注射に よ

り次第 に增量 し膽汁量 又稍 々增 量すろを見た り.詳 細 は外字 生化學雜誌に發 表す に(自 抄)

討 論　 松 島 周 藏 君

米 付氏の使用 され たろ理 化學研究所 「ビタ ヨンA」 は 其の創 製 者高橋氏が精製の最後 にに「コ レステ リン」 と分

離 した ろものなろ由 なれば,「 ビ タミンA」試 驗同樣,「 ヨ レステ リン」 を使 用 され ては如何な らん かとの旨を

述 ベた り.

6. 「ガス」代謝に及ぼ す環境温度の影響 に就 て　 大 西淸 治 君

環 境温度 を攝氏10, 20, 30, 40度 の四階段に變 じ,且 作業 量を: Bicyclee egometerに よろ「ベダル」囘轉 數 と し

て,毎 分90, 110, 130囘 の三 種に變 じて, 20分 間 の作業 を課 し,其 の作業 前,作 業中及び 作業後 の全長95分 間

に瓦つ て,「 ガス」代謝を測定 し,そ の變 化の如阿を考 究 した ろ結 果,多 くの實驗 的成績 に よつて,次 の 如き結論

を要約 すろ ことを得 た.

1) 體温(直 腸内温度),ば 作業 の影 響を受けて上昇を來す ものであ り,作 業後 の休息時 に入 りて も,或 ろ一

定時間に上昇の傾向を とりて後,徐 々と平温 に降 下す ろ ものであ ろ.環 境温度が10度 乃至30度 の間は右の如
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き經過を とろのであ ろが40度 の場合は 作業後 と雖 も尚 ほ 上昇す ろのみ であつて 容 易 に平温 に復歸 すろ傾 向を

あ らは さない.

2) 皮膚温度,就 中前額皮膚温度は,從 來研究 ぜ られた ろ如 く,環 境温度の影響を受け て甚 しい差異を示す

ものであ ろ,作 業に よつて同 じく上昇を來 し,發 汗のた め に一時的の降 下を現にす も,高 温度 には作業後 に到

つ て も毫 も降下 の傾 向を示 さない.

3) 此 の皮膚温度の變 化は直接 作業 に よろ影響 以外,甚 しく濕球 力及 び冷却力 に相當 した ろ變 化でめ ろ.

4) 作 業安靜 時 に於 けろ「ガ ス」代謝 は,著 しく環境温度の影響を蒙 ろ.

5) 最 少な ろ「ガス」代謝は凡 そ20度 乃至30度 の中間 に位 し,之 よ り環境温 度の上 下す ろ に從 つて炭 駿産生

量を增 す と共 に酸素消費量 も增加 し,一 般新陳 代謝の亢進 すす ろことを認 め らろ.

6) 作 業の營為は,直 ちに一般新陳 代謝 を亢進 すろ こと著明 であつて,呼 吸 數,呼 吸 量,炭 酸 産生量 及び呼

吸 商 に現れ た ろ增加率は,低 温度 に於て激 しく,高 温度に於て緩であ ろ.

7) 作業量の大小は直ちに作業 中の新陳 代謝を,凡 そ之に比例 して增 減せ しめ ろ.

8) 作業後 に來 ろ囘復過 程は作業 量の大 小 に比例 して遲 速 が生ず ろが原 則であ ろと認 め らろろ も,余 の實驗

にあつては,中 等度 の速度であ ろ110囘 轉の場合が量 も速 かな ろ囘 復を示 して ゐた.

9) 「ガス 」代謝 ょ り見 ろ も明 か に 著 明 な ろ作 業 に對 す ろOptimale speedが 存 在 す ろ もの で あ ろ.

10) 作業後 の囘 復過程 は環境温度の影響を蒙 り,概 して低 温度,中 等温 度に於 てに速か であ ろに反 し,高 温

度の場 合は甚 しき遲 延を誘致 し,作 業 後56分 後 に も,尚 ほ囘復過程の 完全なろ終了 が現 はれ な かつた.呼 吸商

も高温度の場合は作業後 が却 つて作業中 よりも高 率であ ろ.

11) 此 の事實 よりすれ ば,從 來過激 な ろ作業後 に於 てのみ囘 復過程が甚 しく遲 延 し,或 は甚 しきOxygendebt

又 は作 業後の呼 吸商の 上昇等専 ら作業量の如何に求めたA. V. Hilbの 見解に,此 の環 境温 度に よろ彰響 といふ

重大 な ろ專實 に よつて補足 されな ければな らない.

12) 作業中に來 ろ酸素要 求量は,安 靜 時 に於 け ろ一般新 陳 代謝 と同樣 に, 20度 及び30度 の中間に最小 値を

攝 ろものの如 く,以 下温 度の上下 す ろ に從 つて增 高す ろと認 め得 た.

13) 作業 中 に現 は ろろ熱 産生量は, 30度 に於 て最小値を示 し,以 下温度の上下す ろ に從 つて增 高す ろ.之 に

應 じて機械的效率 も30度 に於て最大 であ り,そ れ より温 度の上下す ろ に從つ て減 退す ろ もの であ ろ.

14) 以上多 くの重 要な ろ諮點 より考案 すろ も環境温度が體 温以上に高温 なろことに,吾 人 の新陳 代謝を異常

に亢進せ しめ,更 に作 業に よう囘復過程 を著 しく遲 延せ しむ ろばか りで なく,多 くは作業前安靜時の 状態 に復

歸 すろことが長時間に瓦つて不可能 な らしむろ もの であつて,之 に加 ふる に機 械 的效率 は不良で あろ.(自 抄)

7. 石南葉毒素 の化學的及び藥 物學的研究

牧 野 誠 君

石 南葉 は一種の無窒性 中性 の毒素を含 有す.其 分于 式はC31H51O10溶 解點は245度 にして,之 を 「ロ ドト キ

シン」Rhodotoxinと 命名 せ り.「ロ ドトキシン」は 青蛙,二 十日鼠 及び家兎 に於 て初 めとを 一時的 興奮せ しめ,不

安状態 を起 す も 間 もな く之を鎭 靜し遂 に其の麻痺に より動物 に輕 度の痙攣 を伴 ひて斃 ろ.猫 及び犬 に於 ては初

期 發揚後弛緩状態 を起 し激 しき嘔 吐次で 下痢 を愚す.死 因は 他の助物 に於け ろと同樣,呼 吸 中樞 の麻痺 に在 り.

其の他本物質の末 梢 諸臟 器 に於け ろ作用竝 に蚯 蚓,原 蟲等の 下等動 物に對 すろ作用 等を も檢 査報 告せ り.(自 抄)
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8. 神經 系統 の「オ キ シダー ゼ」反應 に就 いて

熊 谷 藏 之 允 君

「ナ キシダーゼ」 とは生物體内に存 して酸化作用 を促進 すろ もの にしてその これを證明 す ろを 「オ キシダー ゼ」

反應 と云ひ その證 明法 に6種 あ ろを論 じ吾人 が組織學上 に用 ふ ろ 「オ キシダー ゼ」反應 は その中の 「イ ン ドフェト

ノ ール」を以て證 明す ろ 「イ ン ドフェノー ル」反應な ろ事 を述ベ,演 者は ギ ルケ氏法 を模倣 して 「アル ファナフー

ル」と 「ヂメチ ール バラ フェニー レンヂア ミン」との0.5grを250瓦 の生理的食鹽溶 液を試液 と して家 兎,鼠 等 を

用 ひて中樞 より末梢に至 ろまでの神經系統を探 り之を凍結 切片 として前 記試液 中 に浸 し其 の 「イン ドフェノ ール」

反 應 を檢 し勝 沼博士竝 にデュー リング氏 の成績 と比較 し猶 ほ著者 は進ん で神經纎維を切斷 して 中樞神經 節細胞 を

變性 せ しめたろ もの興奮藥 或 は麻醉藥を用 ひて神經 を興奮或 は麻痺 に陷 らしめた ろ もの等に就 いて實驗 したころ成

績 を述ベ 神經細胞の機能 の盛衰 と「イン ドフュノー ル」試驗液 に對 す ろ酸化 「エネルギー」とは平 行ず ろ ものな ろ

事 を論 じたこり.(自 抄)

9. 蛋 白質 の状態特異性反應 に就て

牧 野 眞 人 君

演 老 は,熱,「 ア ルコ ホ ル」,「 フェノ ー ル」等 を 以 て血淸 をColloiddispensen Zustandと な し之 によ りて 得 たころ

免 疫 血淸 中 には 上 記 状態 に對 してZustandspezifiatの 存在 す ろを次 の實 驗 にて證 明 せ り.

1) 正常血淸 に よりて得た ろ免疫血淸 は加熟免疫元 に對 して陰性の成績 を示せ ろ に「アルコホ ル」,「フェノー

ル」を以 て處置 せ ろ血淸 によ りて得た ろ免疫血淸 は同一加熱免疫元 に對 して 尚ほ著 明な ろ陽性反應 を呈 せ り.

2) 加熟血淸 によりて得た ろ免疫血淸 は正常血淸 に對 して は陰性 に反應す ろか 又は陽性な ろ も其の 免疫價 は

著 しく低 下せ ろを見 ろに正常血淸 を 「アルコホ ル」,「フェノール」 にて處置せ んか其の免疫 價著 しく高 上す ろを

認 む.

3) 加 熱免疫血淸 竝 に 「ア ルコ ホル」,「フェノール」 を以て處置せ ろ血淸 によ りて 得た ろ免疫 血淸 に對 して

「フォルマ リン」加 加熱血淸 を興疫 元 として其の免疫價 を檢 査せんか,前 者に對 しては陽性 反應を呈せ うも,後

者 に對 しては陰性 の成績 を示 せ リ.

4) 「アルコホ ル」,「 フェノー ル」 を以て處置せ ろ血淸 に よ りて得た ろ免疫血淸 に對 して加熱 粉末血淸 又 は

「アルコホル」を以て沈降せ しめ得た ろ血淸 を以て吸收試驗 をなせ ろ に正常血淸 に對 しては其の免疫 價を變 ぜ し

む ろ こと無 きに反 し,加熱 血淸 に對 して は全然陰性の成績を呈 すろ に到れ り.(自 抄)

10. 「ピ ロ ガ ロー ル 」 の 發 光 {林 香 苗 君
　奥 山 美 佐 雄 君

生 物發光研究 中,化 學 發光殊 に「ピロガ ロー ル」の發 光現 象 につ きての實驗成績を報告せ しものに して,本 化 學

發 光の意義,生 物發光 との關係 等は時間都合上省略 せ り.茲 に「ピロガ ロー ル」の發 光とい ふは「ピロガ ロー ル」水

溶 液に過酸化水素を加ヘ,そ れ に馬鈴薯汁 とか,血 液 とか,「ア ルカ リ」性 「フォルマリン」とかを混和す ろと き室

温 に於 て暫時恰 も發 光細菌の光の如 き蒼 白な ろ光 を放 つを意味 し,「ピロガロー ル」の量 は極微量 にて充 分發光す

ろ もの にして茶 紅茶 の如き「ピロガ ロール」に類縁 あ ろ「タンニン」を含 めろ物 質の種類に於て も現はれ,殊 に人體

動 物の皮 膚等に塗 用すれば鮮 かな ろ永續性の發光を見 ろ ことを得 ろ こと,「 ピロガロー ル」過酸化水素竝 に血液,

馬鈴薯,「 フォルマ リン」等 の代 用品 に關 すろ檢索成績,該 發光現象 に關聯す ろ要約竝 に該反應 に關輿 す ろ各試藥

の作用方法につ きて述 ベた り.(自 抄)
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11. 「チフス」患 者血漿膠質安定性に就 て(續 報)　 蓮 池 堯 民 君

血漿膠質安定性 と各病的現 象との關 係に就 き,異 常 の體細胞分解 あ ろ時 には膠質の 不安定 性が認 め らろ ろ こと

を述ベ,傳 染病時の經 過中及 び其の恢 復期に如 何に血漿膠 質安定 性の動揺 あ ろや に就 きWegierks氏 の膠質 反應

に より又同時に赤血球沈降速度測 定に より實驗 せ ろ結果前報 告の成績 と よく一致 し益 々其の所見を確 めた ろこと

を述ベた り.

1) 「チ フス」患者 の血漿は全經過 に瓦つ て正常人血 漿に比 して著 しく共 の膠質 は不 安定な り.

2) 其の不安定 の度 は疾 患の初期に は,た とひ 發熱高度な ろもさほ ど強 か らず して,經 過 と共 に漸次 其の度

を增 し,第3週 即 ち解熱 前殊 に著明 に起 り,而 も此際 以後 の恢 復期に於 ては正常經過 を とろ如 き患者にては漸

次 安定度 を增加 せ ろも,不 良の經過 を とろ如 き患者にて は益 々不安定 の度 を增 し,死 の轉歸を と ろ如 き患者 に

ては死 前急に一見膠質安定性を增 す如 き状 を呈せ り,又 一般 に重 症時には然 らざろ時 よ りも膠質の安定性強 く

害せ らろ.

3) 赤血球沈降速度 の状 も殆 ど前述膠質 反應 と平 行して動 搖せ ろは注 意すベ き點な り,即 ち全經過 に亙 りて

著 しき亢進(1時 間20-90mm)を 示 した り,而 して疾患の初期即 ち第1週 及び第2週 の始 には20-40mmな

れ ど,經 過 と共 に更 に亢進 して第3週 即 ち解熱 前に到れば,著 明の亢 進を示 して70-90mmと なれ り.其 の後

恢復期に入 れば次 第に元 の状 に復 したこり.又 輕症 者にては全經過 を通 じて40mmよ り強 く下降せ ざろ もの あ り

た り.

以上 よりと見 ろに「チ フス」患者 にて は正常時に比 して著 しき體 内蛋白體 の分解從つ て血中 「フィブ リノゲー ン」及

び他の蛋 自體の增 加起 ろ ものの如 し,而 も疾患の盛な ろContinuaの 時期 よ りも其の解熱期 に移行 せん とす ろ時期

に於 て殊に膠質の不安定度を增 し,解 熱 し始 むれば また安定度を增 せ り.こ れ恰 も此 の時期に於て 一般 傳染病時

に極々な ろ危險症状を發 し來 ろ事實 と適 合せ ろやの觀 を呈せ り,即 ち生物 學的現象 と臨牀 症状 と よく一致 せ ろや

の觀を呈す ろは興味あ ろ事 な らん と.(自 抄)

追 加　 石 原 俊 士 君

正常及び種 々病的状態にあ ろ者 の血漿膠質安定性 を測定せ ろ結果に就 き述ベ,尚 ほ その方法につ き二三 の注意

を述ベ られ たり.

12. 卵の化學　 恰 土 良 三 君

孵 化鷄卵 に就 き諸種「アミノ」酸及び其 の他二三物 質の消 長に關 す ろ追 日的 研究 の豫報的第 一囘報告 と して その

總窒 素量の變 化竝 にこ の場合加温に よ りて蛋 白體 を凝固せ しむ ろに最 も滴 當な りと思 は ろろ水素 「イ オン」濃度,

中性 鹽類の濃度等につ き簡單 に報告せ り.(自 抄)

尚ほ次の講演あ ろベ き筈 な りしも,出 題 者缺席 のため省略せ り.

二三交感神經毒の藥物學的比較研究　 藤 田 正 夫 君

固定藥の作用に就て　 尾 藤 太 君

出 席 會 員

岡山醫科大学

敷波重次郎　 生沼 曹六　 稻田 進　 田部 浩　 柿沼 昊作　 奥島貫一郎　 津田 誠次

　畑 文平　 皆見 省吾　 好本 節　 中川小四郎　 戸田 茂　 池上 馨一　 西丸 和義
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濱崎 幸雄　 米村 貞知　 佐藤 政夫　 筒井 徳光　 赤井左一郎　 北山加一郎　 大熊 泰治　

清水 多榮　 林 香苗　 奥山美佐雄　 岡田 正穗　增 田 宗義　 小堀 文哉　 森川 尚　

大谷 顯三　 高橋 義藏　 藤川 良雄　 高橋 昌造　 伊藤不羈夫　 吉田 智一　 牧野 眞人　

須之内權三　 景山 重一　 板野 秀夫　 三宮 信彦　 熊谷藏之允　 玉川 忠太　 松浦 輔彦　

佐藤 倶正　 牧野 誠　 西下 正巳　 山内 正　 田中 龜　 今橋 鋲三　 吉本 精一　

重信 琢雄　 怡土 良三　 竹谷 政治　 御前 慶造　 上代 皓三　 唐澤利千雄　 寺岡森太郎　

正田 政人　 細川 隆一　 生馬 茂　 畠山 拓一　 小林 藤治　 橋本 政一　 桑原 邦司　

大森 精一　 久本 實三　 辻 鹿子治　 蓮池 堯民　 野間 新　 岡 元一　 綱島 義人　

岡崎 武昌　植 村 吉雄　 小林孫兵衛　 三井 逸平　 山本 正臣　 岸岡 精華　 妹尾誠太郎　

吉野 定夫　 中野 國香　 三宅 弘夫　 福田 正司　 安達 貫一　 芦澤 米吉　 藤井 勉　

佐伯 忠雄　 河田 譲三　 友廣 忠正　 鈴江 榮生　 吉田 留一

倉敷中央病院

平井毓太郎　 桑田 智　 林 雄造　 石原 俊士　 服部峻二郎　 松原 良一

倉數勞働科學研究所

暉峻 義等　 石川 知福　 大西淸 治　 田邊 秀穂　 松島 周藏　 久島 環

第六高等學校

佐藤 林三　 高柳 義一

倉敷奨農會

近藤萬太郎　 荒川左千代

岡山衛戌病院

千野 莊造　 尾崎文七郎　 小橋 富兄　 隠岐 清

岡山病院

加藤 誠治

岡上市

林 彪太郎

本 會入 會 者に して病氣 その他 の事故 のた め缺席せ られた ろ諸氏次 の如 し.

上坂 熊勝　 鈴木 稔　 緒方益 雄　 遠藤 中節　 波邊 眞澄　 尾藤 太　 高橋 昌夫　

藤田 正夫　 江口 周道　 小池藤太郎　 藤原 皓　 荒田 一郎　 板野 新夫　 春川 忠吉　

山口 彌輔　 西門 義一　 河南 宏　 竹島 光藏

◎ 新 刊 紹 介

賀川哲夫氏著　 醫家 「フランス」語獨修

著 者は岡山醫 専出身 者に して夙 に東京に出 で皮膚 科泌尿 器學 を修 めて先年學位を得,診 療 の傍 ら醫學及 び語 學

の諸雜誌に關與 し令名世 に高 きは一般 に知 らろろ所な り.最 近兵は上記の一書を著 し,日 本 の醫家 が英佛獨の三

箇國語 を常識語學 とすべ きを云ひ,之 を修 む ろには反覆 學修すべ しと説 け り.

某 内容 は佛語 の發音,文 法 を簡易 に説明 し,例 文 を學 げて群説 せ り.初學 名 の一大福音 と謂ふべ し.

因に發行所は東 京市本鄕 區駒 込蓬莱 町七.メ ディコ書院,正 價 金四圓 とす.
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