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膽道殊ニ膽嚢炎ニ因スル肺及ビ氣管支炎ノ

臨牀的竝ニ實驗的研究

(其 ノ三)

岡山醫科大學第一外科教室(主 任赤岩教授)

助教授　醫學士　石 田 堅 三 郎 述

第三章.横 隔膜運動不全ガ肺合併症誘發ル影響ニ關スル實驗.

第一節.考 按及 ビ實驗 方針.

第二章 ニ於 ケル 實驗成績 ニ顧 ルニ膽嚢管 ヲ結紮 シ然 ル後毒 力強 キ細菌 ヲ膽嚢 内ニ注

入ス ト雖 モ必ズ シモ肺炎 ヲ惹起 スベ キモノニアラズ.蓋 シ横隔膜 ノ呼吸運動不全 ニ因

スル肺膨脹不全ガ亦肺炎 ノ成立 ニ向 ツテ多大 ノ素因 ヲ與 フル モノナルカ否 カヲ考慮 ス

ルハ頗ル興味 アル且重要 ナル問題 ナリ トス.何 トナレバ余ハ前編臨牀的研 究第五章 ニ

於 テ健康者及 ビ膽道炎症 ヲ有 スル患者ノ深呼吸時 ニ於 ケル横隔膜呼吸運動状態 ヲ 「レ

ントゲ ン」線檢査ニヨ リ比較 對照 セシニ其間著 シキ差異 アル ヲ見 タ リ.殊 ニ膽石疝痛

發作ノ際 ニハ其運動更 ニ著 シク減少スル コ トヲ見タ リ.然 ラバ斯 ノ如 キ横隔膜呼吸運

動不全ハ,第1,肺 ニ膨脹不全乃至鬱血 ヲ來 シ得ル モノナル カ,第2,而 シテ之 ガ肺炎

ノ成立 ニ向 ツテ好可ノ素因 ヲ與 フル モ ノナルカ,即 チ本章 ニ於 テ之ガ實驗的研究 ヲ企

圖 セリ.

既 ニWilkieハ 自家臨躰 上ノ經驗 ニ徴 シ急性膽道竝 ニ膽嚢炎 ノ際 ニ屡 々右肺 ニ炎症

ヲ併發スル理 由 トシテ右側横隔膜運動不全 ニ重大 ナル關係 アル コ 卜ヲ想像 シ,此 際横

隔膜呼吸運動不全 ニヨリテ,膨 脹 不全或ハ鬱 血ニ陷 レル肺 ハ膽嚢炎催炎菌 ノ到達 ニヨ

リテ屡々肺炎 ヲ併發スルモ ノナリト唱 ヘタ リ.然 レドモ氏ハ之 ヲ實驗的 ニ解決 スル ニ

至 ラザ リキ.

余 ハ先 ヅ犬及 ビ家兎 ニ就 テ横隔膜呼吸運動不全 ヲ惹起 セシムルタ メニ膽嚢周圍炎,

肝臓周圍炎及 ビ横隔膜 炎等 ヲ起 サシメ腹 内諸臓器 ト横隔膜 トノ癒着 ヲ圖 リ,或 ハ横隔

膜神經 ヲ露出 シテ電氣 ヲ以 テ之 ヲ刺戟 シ横隔膜 ル痙攣乃至牧縮 ヲ企圖 セ シモ何 レモ所

期 ノ成績 ヲ得ル ニ至 ラズ.殊 ニ後者 ハ持續 的觀察 ニ不適當 ナ リシヲ以 テ遂 ニ此等 ノ實

驗 ヲ中止 シ,横 隔膜神經切斷法 ヲ試 ミ,以 テ其運動不全 ヲ持續 セ シムル コトニ成功 セ

リ.勿 論臨牀上膽道炎症 時 ニ於 ケル右側横隔膜運動不全 ト神經切斷法 ニヨル運動不全
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トハ其原 因及 ビ結 果全然同一 ナ リト云 フヲ得 ザルモ余 ノ實驗 ノ目的 ヲ遂行 スルニハ何

等 ノ支障 アル ヲ見 ズ,依 ツテ實驗 方針 トシテ實驗第一類乃至第四類 ヲ對照試驗 トシ,

實驗第一類 ハ單純開腹術後肺 ニ及 ボス影響,實 驗 第二類 ハ單 ニ横隔膜神經切斷ガ肺 ニ

及 ボス影響,實 驗 第三類 ハ開腹術 ヲ行 ヒ横隔膜神經切斷後,肺 ニ及 ボス影響,實 驗第

四類 ハ膽嚢 内ニ細 菌 ヲ注 人シ横隔膜神經切斷後,肺 ニ及 ボス影響 ヲ各 々觀察 シ,實 驗

第五類 ニ於 テハ膽嚢 管ヲ結紮 シ細 菌 ヲ注 入 シ横隔膜神經切斷後,肺 ニ如阿 ナル影響 ヲ

及 ボスカヲ檢査 セリ.而 シテ以上 ノ實驗例 ハ何 レモ第二章 卜同様 ノ術式 ニテ手術 ヲ行

ヒ,其 檢査方法 モ第二章 ト同様 ニ膽嚢 及 ビ肺臓 ノ肉眼的,組 織學 的及 ビ細菌學的檢査

竝 ニ膽嚢 内容,膽 嚢周圍及 ビ心臓 内血液 ノ細菌學的檢査 ヲ遂行 セリ.

第二節.實 驗 例.

第 一項.實 驗第一類.單 純開腹術後肺 ニ及 ボス影響.

實驗 第29例,犬3000g.

「クロ ロホルム」麻醉 ノ下 ニ正 中線 ニ沿 ヒ劒状突起 ヨ リ下腹部迄開 腹 シ直 ニ腹腔 ヲ閉鎖 セ リ.術 後 一般状態良好

ニシテ體温 ノ上昇 ヲ認 メズ.術 後3日 ニ「クロロホ ルム」麻醉 ノ下 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解 剖 所見.腹 部創異常 ナシ.肝 臓 ハ暗示色 ヲ呈 シ,表 面滑澤 ニシテ腫脹充 血ナ シ.硬 度尋常,周 圍組織 トノ

癒着 ヲ認 メズ.膽 嚢 ハ其大 サ術 前 ト同大 ニシテ嚢壁 ハ淡緑色 ヲ呈 シ滑澤 ニシテ嚢 内 ニハ透 明粘稠 ナル緑 色膽汁ヲ

存 ス.又 周圍組織 トノ癒 着 ナシ.

胸 腔 ヲ開 クニ肺 臓及 ビ肋膜 ニ異常所見 ナ シ.

膽 嚢 ル組織 學的 所 見.全 ク健全.

肺 臓 ル組織 學的所見.左 右兩肺共 ニ異常 ナシ.

細 菌學的檢査.心 臓 内血液,膽 嚢 内容及 ビ膽嚢周圍 同 レモ無菌 ナリ.

膽嚢組織 ル細菌檢査.無 菌.

肺 臓組織 ノ細 菌檢査.左 右兩肺共 ニ少數 ノ雜菌.

主 要所見.特 異 ノ所見ナ シ.

實驗 第30例.家 兎2050g.

無麻酔 ノ下 ニ正中線 ニ沿 ヒテ劍状突起 ヨ リ下腹部迄開腹 シ直ニ腹腔 ヲ閉鎖 セ リ.術 後 一般状態良好 ニ シテ體温

ノ上昇 ナシ.術 後第3日 ニ生體 解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.腹 部 創 ニ異 常 ナシ.腹 腔及 ビ胸腔 内諸臓器 ニ肉眼的異常 ヲ認メ ズ.

膿嚢 ノ組織 學的所見.健 全.

肺 臓 ノ組織 學的 所見.右 肺 ニ輕度 ノ膨脹 不全,左 肺 ハ健 全.

細 菌學的檢査.心 臓内血液,膽 嚢内容及 ビ膽嚢周圍 何 レモ無菌 ナ リ.

膽嚢組織 ノ細菌檢査.無 菌.

肺臓組織 ノ細 菌檢査.左 右 兩肺 共 ニ少數 ノ雜菌.

主 要所見.右 肺輕度 ノ膨脹 不全.
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實驗 第一類摘要.單 純開腹術 ガ肺 ニ及 ボス影響 ハ極 メテ僅微 ニシテ肉眼的 ニハ全

ク異常 ヲ認 メズ.唯 組織學的檢査 ニ於 テ右肺 ニ輕度 ノ膨脹 不全 ヲ見タル ノ ミ.

第 二項.實 驗第二類.横 隔膜神經切斷後肺 ニ及 ボス影響.

横隔膜神經切斷 ガ同側 ノ肺 ニ及 ボス影響 ニ關 スル實驗 ハ欧米各國乃至本邦 ニ於 テ其

數決 シテ尠少 ナラズ.就 中本邦 ニ於 ケル呉,平 松及 ビ内藤氏等 ノ報告 ニ據 レバ家兎 ノ

横隔膜神經 ヲ燃除 ス レバ同側 ノ肺 ニ氣容減少及 ビ鬱血 ヲ生ズ ト云 フ.余 ハ敢 テ此實驗

ヲ追試スルノ要 ナキモ對照試驗 トシテ肺 ニ及 ボス影響 ヲ自 ラ詳細 ニ知ル ノ必要 アル ヲ

以 テ本實驗 ヲ試 ミタ リ.

横隔膜神經 ヲ切斷スル手術方法ハ家兎及 ビ犬共 ニ殆 ド同様 ニシテ鎖骨 ノ上部 ヨリ顎

下 ニ向 ヒテ側頸部 ニ皮切 ヲ加 へ,胸 舌骨筋 ノ外縁 ニ沿 ヒテ總頸靜脉及 ビ頸 動脉竝 ニ迷

走神經 ヲ分離 シ之 ヲ内側 ニ牽 引 シ,深 部組織 ヲ檢 ス レバ脊椎筋肉ノ上層 ニ第5第6乃

至第7頸 神經ノ走ル ヲ見ル.更 ニ精細 ニ觀察 ス レバ此等 ノ神經 ト交叉 シテ脊椎 ニ沿 フ

テ下方 ニ走ル極 メテ細 キ神經 ヲ發見 シ得 ベシ.之 レ即 チ横隔膜神經 ナリ.今 此細 キ神

經 ノ上方 ヲ探索スルニ通常第4頸 神經 ヨリ出 ヅルモ又屡 々第3第5頸 神經 ヨリ分岐 シ

テ第5第6乃 至第7神 經束 ト交通スル コトアリ.之 ニヨ リテ横隔膜神經 ハ容易 ク發見

シ得可 シ.

實驗第31例.家 兎1700g.

左側横隔膜神經切斷,術 後第2日 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.左 肺 ハ右肺 ヨ リ著 シク小 ナ ル他 ニ胸腔臓 器ニ異常 ヲ認 メズ.

肺臓 ル組織 學的 所見.右 肺 健全,左 肺 輕度 ノ膨脹 不全及 ビ鬱血.

主要所見.左 肺輕度 ノ膨脹 不全及 ビ鬱血.

實驗第32例.家 兎1800g.

右側横隔 膜神經切斷,術 後第3日 ニ生 體解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.右 肺 ノ中下葉 ハ稍 膨大 シ其周緑部 ハ僅 ニ気 腫状 ヲ呈 ス.左 肺 ハ異常 ヲ認 メ ズ.

肺臓 ノ組織學的所見.左 右兩肺 共 ニ健 全,但 シ左肺 ハ右肺 ヨ リ稍氣容減 少ス.

主要所見.特 異 ノ所見 ナ シ.

實 驗第33例.犬3660g.

左 側横隔膜神經 切斷,術 後第3日 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.左 肺 ハ右肺 ヨ リ容積 稍小 ナルモ著變 ヲ認 メ ズ.

肺臓 ノ組織學的所見.左 右 兩肺 異常 ナシ.

主 要所 見.特 異 ル所見 ナシ.

實驗第34例.犬9800g.

右側横隔膜神經 切斷,術 後 第3日 ニ生體解剖 ヲ行 フ.
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解剖所見.左 肺 ノ下葉及 ビ上葉ノ一部 ハ容積 ヲ増 シ氣腫 状 ヲ呈 スル他 ニ,著 變 ナ シ.

肺臓 ノ組織 學的所見.右 肺 中等度 ノ膨脹 不全,左 肺 健全.

主要所見.右 肺中等度ノ膨脹不全.

實驗 第35例,犬2650g.

右側横隔膜 神經切斷,術 隆第2日 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.左 右 共ニ異 常 ナシ.

肺臓 ノ組織學的所 見.右 肺輕度 ノ鬱 血,左 肺健 全.

細 菌學的檢査.心 臓内 血液,膽 嚢周圍及 ビ膽嚢内容何 レモ無菌.

肺臓組織 ノ細菌檢査.左 右共 ニ少數 ノ雜 菌 ヲ認 ム.

主要所見.右 肺輕度ノ鬱血.

實驗 第36例.犬2880g.

左側横隔膜 神經 切斷,術 後第2日 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解 剖所見.左 右兩肺共 ニ異常 ヲ認 メ ズ.

肺 臓 ノ組織 學的所 見.右 肺健 全,左 肺 ノ一部 ニ膨脹 不全及 ビ輕度 ノ鬱 血

細 菌學的檢査.心 臓内血液,膽 嚢内容及 ビ膽 嚢周圍 阿 レモ無 菌

主要所見.左 肺 下葉 ノ一部膨脹 不全及 ビ輕度ノ鬱 血.

實 驗第37例.家 兎2700g.

右 側横隔膜神經 切斷,術 後 第2日 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解 剖 所見.左 右兩肺 共 ニ硬 度稍鞏 ニシテ割 面 ニハ充 血ノ徴 アルモ含氣 ニ乏 シカ ラズ.

肺 臓 ノ組織學的所見.右 肺 下葉 輕度 ノ膨 脹 不全 及 ビ鬱 血,左 肺輕度 ノ鬱血.

細 菌學的檢査.心 臓内血液,膽 嚢内容及 ビ膽嚢周圍 何 レモ無菌.

主 要所見.右 肺輕度 ノ膨 脹 不全及 ビ鬱血,左 肺 輕凌 ノ鬱血.

實驗 第38例.家 兎2600g.

左側横隔膜神經切斷,術 後第2日 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.右 肺 ニ異 常 ナシ,左 肺 ノ割面 ニ稍 充血 ヲ認 ム.

肺臓 ノ組織 學的 所見.左 右兩肺 輕度 ノ充 血.

細 菌學的檢査.心 臓内 血液,膽 嚢内容及 ビ膽嚢周圍何 レモ無 菌.

主 要所見.左 右 兩肺 輕度ノ充血.

以 上 ノ實驗 例 ヲ表示 ス レバ下 ノ如 シ.

横隔膜神經切斷ニ因スル肺所見

18



-286-

實驗 第二類 摘要.以 上8例 ノ實驗 成績 ヲ顧 ルニ横 隔膜 神 經 ヲ切斷 スル モ左 右 兩肺

共 ニ健 全 ナル モノ家兎 及 ビ犬 ニ就 テ夫 々1例 ヲ見 タ リ.他 ハ悉 ク切斷 側 ニ於 ケル肺 ニ

輕度 ル膨脹 不 全乃至 鬱 血 ヲ來 ス カ或 ハ同 時 ニ反 對側 ニモ輕度 ノ充 血乃 至鬱 血 ヲ來 セル

ヲ見 タ リ.之 ヲ要 スル ニ,横 隔膜 神經 ヲ切 斷 スル 時 ハ,其 呼 吸 運動 ニ障碍 ヲ惹 起 シ,

以 テ術 後2乃 至3日 ニ於 テ,切 斷側 ノ肺 ニ屡 々輕 度 ノ膨 脹 不 全或 ハ鬱 血 ヲ來 ス.

第三 項.實 驗 第三類.開 腹術 ヲ行 ヒ横隔膜 神 經 切斷 後肺 ニ及 ボス影響.

實驗第39例.家 兎2300g.

右側横隔膜神經切斷,術 後第3日 ニ生體解剖ヲ行フ.

解剖所見.肝 臓及ビ膽嚢ニ異常所見ナシ,腹 内諸臓器ニ異常ヲ認メズ.

胸腔 ニ異常液體 ナク肋膜 面酒平滑 ニシデ光澤 アリ,左 肺 ハ健全,右 肺 ハ其下葉 僅 ニ鞏 ニシテ割面稍 充血 シ含氣

ニ乏 シ.

肺臓 ノ組織學的所見.左 右兩肺健全,特 異 ノ所見 ナ シ.

細菌學的檢査.心 臓 内血液,膽 嚢内容及 ビ膽 嚢周 圍何 レモ無菌.

主 要所見.特 異 ノ所見 ナ シ.

實驗第40例.家 兎2200g.

左側横隔膜神 經切斷,術 後第3日 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.肝 臓 ハ各分葉 相互及 ビ横隔膜 下面 ト所 々纎維 素 ヲ以テ僅 ニ癒 著ヲ營 ム他 ニ,腹 腔 諸臓 器ニ異常 ヲ

認 メズ.

胸腔 内,肋 膜及 ビ左右兩肺 共 ニ異常 ナシ.

肺臓 ノ組織 學的所見.左 右兩肺特異 ノ所見 ナ シ.

細菌學的檢査.心 臓 内 血液,膽 嚢内容及 ビ膽嚢 周圍 何 レモ無菌.

主要所見.特 異 ノ所見 ナシ.

實驗第41例.犬3200g.

右側横隔膜 神經切斷,術 後 第3日 ニ「クロロホ ルム」麻 醉 ノ下ニ生體 解剖 ヲ行 フ.

解剖所見.肝 臓膽嚢 及 ビ腹腔内諸臓 器ニ異常 ナシ.

胸腔 内ニハ肋膜及 ビ左右兩肺共 ニ健全 ニ シテ特異 ノ所 見 ナシ.

肺臓 ノ組織 學的所 見.左 肺殆 ド健全,右 肺 下葉 ノ一部 ニハ輕度 ノ膨脹不全及 ビ鬱血 ア リ.毛 細氣 管著シタ攣
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縮ス.

細菌學的檢査.心 臓内血液,膽 嚢内容及ビ膽嚢周園何レモ無菌.

主要所見.右 肺輕度ノ膨脹不全及ビ鬱血.

實驗第42例.犬4800g.

左側横隔膜神經 切斷,術 後第3日 ニ 「クロロホ ルム」麻醉 ノ下 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.肝 臓膽嚢及 ビ其他 ノ腹腔諸臓器ニ異常 ナ シ.

胸腔 内及 ビ肋 膜ニ異常 ナシ.左 右兩肺共 ニ尋常,唯 右肺 ハ左肺 ニ比 シ著 シク容 積大 ナルヲ見 ルノ ミ.

肺臓 ノ組織 學的所見.右 肺 ニ異常 ナシ.左 肺 下葉 ニ輕度ノ膨 脹不全 ア リ,毛 細氣管 ハ所 々著 シク攣縮 ス.

細菌 學的檢査.心 臓内血液,膽 嚢内容及 ビ膽 嚢周圍何 レモ無菌.

肺臓組織 ノ細菌檢査.左 右兩肺 共ニ少數 ノ雜菌 ヲ認 ム.

主要所見.左 肺 下葉輕度 ノ膨 脹不全.

實驗第三類 摘要.以 上4例 ノ實驗 ニ於 ケル開腹術 ヲ行 ヒ横隔膜神經切斷後肺 ニ及

ボス影響 ヲ前項ノ單 ニ横隔膜神經切斷後ノ肺 ニ及 ボス影響 ニ比較 スル ニ著 シキ差 アル

ヲ見ズ.即 チ犬 ニ於 テハ切斷側 ノ肺 ニ輕度 ノ膨脹 不全乃至氣管支攣縮 ア リ.家 兎ニ於

テハ何 レモ特異 ノ影響 ヲ見ザ リキ.

之 ヲ要 スルニ横隔膜神經切斷後2乃 至3日 ノ經過 ニ於 テ肺 ノ呼吸運動 ニ關スル影響

ハ開腹術 ヲ同時 ニ行 フ ト否 トニヨリ大差 ナキコ トヲ知 レリ.

第四項.實 驗第四類.膽 嚢内 ニ細菌 ヲ注入 シ横隔膜神經 ヲ

切斷後肺 ニ及 ボス影響.

實驗 第43例.犬10500g.

膽嚢 内ニ葡萄状球菌, 24時 間 「ブイ ヨン」培 養液4,0c.c.ヲ 注入 シ腹腔 ヲ閉鎖 シ,右 側横隔膜神經 ヲ切斷 ス.此

際使用 セシ細菌 ノ毒力 ハ該 菌 ノ24時 間 「ブイ ヨン」培 養液1c.c.ヲ 約10g.二 十 日鼠 ノ腹腔 ニ注射 シテ之 ヲ14時

間 ニ斃 シ得 タルモノ ナ リ.術 後第1日 體 温39℃ ニ上昇 シ第2日 ニ衰弱 甚 シ.第3日 ニ生體 解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.腹 部創異常 ナシ.大 網膜 ノ一部 ハ腹 膜 ト癒 着ス.肝 臓 ハ各分葉共 ニ平等 ニ腫脹 充血 シ暗赤色 チ呈

ス.表 面滑澤 ニ シテ硬度稍増加 ス.膽 嚢ハ萎縮 シテ腫脹 セ ル肝 分葉 間ニ埋 没 シ周 圍ル肝組織 ト密 ニ癒 着ス.其 色

帶緑 青色ニ シテ表 面溷濁 シ,内 ニ粘 稠不透 明 ナル緑 色膽 汁 ヲ存 ス.腹 膜,胃,腸 乃至他 ノ腹腔 臓器 ニ異常 ヲ認メ

ズ.

胸腔 ヲ開 クニ右肺 ハ上,中,下 三葉 共ニ稍鞏 ナルモ表面滑澤 ニ シチ他 ニ異常 ナシ.割 面稍 充血ノ徴 ア リ.左 肺

ハ全 ク健全 ナ リ.

膽嚢 ノ組織 學的所見.粘 膜 ハ大部分 健全 ナルモ一部腫脹溷濁 ス.

肺臓 ノ組織 學的所見.右 肺 ハ輕度 ノ膨脹 不全 ア リ.毛 細氣管又僅 ニ攣縮 ス.左 肺 ハ殆 ド健全.

細菌學 的檢査.心 臓内血液及 ビ膽嚢周圍 ハ何 レモ無菌.膽 嚢 内容 ヨ リハ葡萄状球 菌 ヲ培 養 シタリ.

膽嚢組織 ノ細菌檢査　 膽 嚢腔 内 ニ少數 ノ葡 萄状球菌 ノ集團 ヲ認 ムルモ,粘 膜上層乃 至深層 ニ侵入 セルヲ認メ

ズ.
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肺臓組織 ノ細菌檢査.左 右 兩肺共 ニ氣胞壁 ニ極 メテ少數 ノ雜菌 ヲ認 ム.

主要所見.右 肺輕度ノ膨脹不全.

實驗第44例.家 兎2500g.

前例 ト同 ジク開腹術 ヲ行 ヒ同 ジ菌液0,2c. c.ヲ膿 嚢内 ニ注入 シ腹 腔 ヲ閉鎖 シ左 側横附 膜神 經 ヲ切斷 ス.術 後 第2

日ニ斃死 シ直 ニ解剖 ヲ行 フ.

解剖所見.腹 部創 異常 ナシ.肝 臓 ハ腫脹充血 シ,表 面暗赤 色 ヲ呈 シ光澤 ナ ク硬度稍増加 ス.又 腹壁及 ビ横 隔

膜 腹膜 ト纎維素性癒 着 ヲ營 ム.膽 嚢 ハ萎 縮シ肝 分葉間 ニ埋没 シ暗青色 ヲ呈 シ光澤 ナク其 一部 ハ肝 ト纎維 素性癒 着

ヲナス.内 ニ溷濁 セ ル粘 稠青緑 色ノ膽汁 ヲ存 ス.叉 其外壁 ノ周圍 ニ灰 白色不透 明ノ滲 出液 少許 アリ.

胸腔 ヲ開 クニ左右肋 膜竝 ニ肺臓 ニ異常 ヲ認 メズ.

膽嚢ノ組織學的所見.粘 膜ノ一部分 ハ破壞 セ ラレ上皮細胞 ノ核 ハ「ヘ マ トキシ リン」ニ殆 ド染 色 セズ.筋 層及

ビ漿液膜ノ一部 ハ腫脹 シテ多數 ノ小圓形細胞 ノ滲 潤ス ルヲ見 ル.

肺臓 ノ組織學的所見.右 肺 ノ氣胞 ハ膨 大 シ,所 々ニ充血 ヲ認 ム.左 肺 ニ ハ中等度 ノ膨脹 不全 及ビ輕度 ノ鬱 血

アリ.

細菌學的檢査.心 臓内血液 ヨリ大腸 菌,膽 嚢内容 ヨ リ葡萄状球菌及ビ大腸 菌.膽 嚢 周圍 ヨ リ大腸菌 ヲ培養 シ

得 タリ.

膽嚢組織ノ細菌機査.膽 嚢内容 ニ極 メテ少數 ノ葡萄状球菌 ノ集團 アルヲ見 ルモ 粘膜 上層乃至深層 ニ侵入 セ ル

ヲ認 メズ.

肺 臓組織 ノ細菌檢査,左 右兩肺共 ニ氣胞腔 ニ極 メテ少數 ノ雜 菌 ヲ認 ム.

主要所見.急 性加答兒性膽嚢 炎,左 肺 中等度 ノ膨脹 不全及 ビ輕度 ノ鬱血.

實驗第四類摘要.膽 嚢管 ヲ結紮 セズ シテ葡萄状球菌 ヲ膽嚢内 ニ注入 シ然ル後一側

ノ横隔膜神經 ヲ切斷 シ術後2乃 至3日 ニ於 ケル肺 ニ及 ボス影響 ハ單 ニ横隔膜神經 ヲ切

斷 セル場合或 ハ單純開腹術 ヲ行 ヒ横隔膜神經 ヲ切斷 セル場合 ニ比 シ大差 アル ヲ見 ズ.

即チ切斷側 ノ肺下葉 ニ中等度 ノ膨脹 不全乃至輕度 ノ充血ヲ來 セル ノミ.更 ニ此 ノ成績

ヲ單 ニ膽嚢内ニ葡萄状球菌 ヲ注入 セシ後肺 ニ及ボス影響 ト比較 スルニ亦著明 ノ差 アル

ヲ見ズ.而 シテ此ノ兩者 ノ場合 ニ於 テ注 入細菌ハ概 シテ一般循環系乃至肺臓組織 内ニ

侵入セル ヲ認 メズ.又 肺竝ニ氣管支 ニ何等 ノ炎症性病變 ヲ惹起 セザル コ トヲ知 リ得 タ

リ.

之 ヲ要 スル ニ單純開腹術 ヲ施行 シ或 ハ更 ニ膽嚢炎 ヲ起 サシムル時ハ機隔膜騨經 ヲ切

斷スル ト否 トニ關セズ横隔膜呼吸運動制限 セラレ屡 々輕度 ノ肺膨脹不全乃至鬱血 ヲ來

スモ肺 ニ細 菌ノ侵 入セザル ヲ以 テ肺炎 ヲ誘發 スルニ至 ラズ.即 チ肺炎 ノ主態ハ細 菌感

染 ガ第一必要條件 ニシテ輕度 ノ鬱血乃至肺膨脹不全 ハ肺炎 發生 ノ誘因 ニ多少 ノ影響 ア

ルベキモ彼 ノWilkieノ 唱フル如 キ重大 ナル好可 ノ素因 ヲ與 フルモノ トナスヲ得 ズ.

21



-288-

第五項.實 驗第五類.膽 嚢管 ヲ結紮 シ細菌 ヲ注入 シテ横隔

膜神經切斷後肺 ニ及 ボス影響.

余 ハ本章 實驗第一類乃至第四類 ノ對照試驗 ニ於 テ單純開腹術 ヲ施行 シ或 ハ更 ニ膽嚢

炎 ヲ起 ナ シムル時ハ横隔膜神經 ヲ切斷 スル ト否 トニ關 セズ横隔膜呼吸運動制限セ ラレ

屡 々輕度 ノ肺膨脹不全乃至鬱血 ヲ來ス コトアル モ肺 ニ細菌 ノ侵入 セザル ヲ以 テ肺炎 ヲ

誘發 セズ.即 チ肺炎 ノ主態 ハ細菌感染 ガ第 一必要條件 ニ シグ急速 ニ起 レル輕度 ノ膨脹

不全乃至鬱 血ハ肺炎誘發 ニ重大 ナル好可 ノ素因 ヲ與 フルモ ノニアラズ ト論ゼ リ.而 シ

テ第二章 ノ實驗 ニ於 テ膽嚢管 ヲ結紮 シ細菌 ヲ膽嚢 内ニ注入 シタル際肺 ニ膨脹不全乃至

鬱血 ノ所見 アル ヲ見 タル モ必 ズシモ肺炎 ヲ惹起 スル モノニアラズ,稀 ニ肺炎 ヲ惹起 シ

タル例 ハ何 レモ膽嚢 外細 菌感染 ニヨリテ一般循環系或ハ直接傳播徑路 ニヨ リテ多數ノ

細菌ガ肺臓 ニ到達 セル コ トヲ證 明 シタ リ.依 ツク肺炎 ノ主態 ハ肺 ニ到達 スル細菌 ノ毒

力乃至數 量的關係 ニ重大 ナル影響 アルベ キヲ論ゼ リ.

本項 ニ於 テハ膽嚢管 ヲ結紮 シク膽嚢内 ニ細菌 ヲ注入 セル後横隔膜神經切斷 ガ如何程

迄 ニ肺 ニ影響 ヲ及 ボス ヤ,即 チ此際 ニ於 ケル肺 ノ膨脹 不全乃至鬱 血ガ肺炎誘發ニ如何

ナル程度迄好可 ノ素因 ヲ與 フルカ,左 右各々一側 ノ横隔膜神經 ヲ切斷 シ以 テ其成績 ヲ

觀察 セリ.

(甲)右 側 横 隔 膜 神 經 切 斷 實 驗.

實驗 第45例.家 兎2500g.

式 ノ如 ク開腹 シ膽嚢管 ヲ結紮 シ膽嚢内 ニ菌液 テ注入 シテ腹腔 ヲ閉鎖 シ然 ル後右 側横隔 膜紳經 ヲ切斷 セ リ.

注入細菌 ハ膿瘍患者 ヨ リ得 タ ル黄 色葡 萄状球菌 ニ シテ其毒力 ハ該 菌ノ24時 間 「ブイヨ ン」培養液1c. c.ヲ 二十

日鼠(體 量約10g.)ノ 腹腔 ニ注射 シテ之 ヲ8乃 至13時 間 ニ斃 シ得 タルモノ ナリ.注 入菌 液量 ハ0,2c. c.ナ リ.術

後第2日 ニ斃 死セ シヲ以 テ直二解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.肝 臓 ハ充 血腫脹 シ其色暗赤色 ヲ呈 シ大網膜 及 ビ横隔 膜 ト癒 着 ス,膿 嚢 ハ萎縮 シ肝 分葉 中 ニ埋没 セ

ラレ,内 ニ灰 白色 不透明 ノ液 ヲ存 ス.

胸腔 ヲ開 クニ右肋膜腔 ニ少許 ノ血性 滲出物 アリ.然 レドモ肋 膜面 ハ滑澤 ニ シテ癒 着 ナシ.右 肺 ハ殆 ド全 部暗赤

色 ヲ呈 シ一見肝組織 ノ觀 ヲ呈 ス.割 面含気 ナク充血著 シ.左 肋 膜腔 ニ異常 ナ シ.左 肺 ハ一般 ニ淡赤色 ヲ呈 スルモ

所々暗赤 色ノ斑點 ア リ.割 面 充血 アルモ含氣猶 ホ乏 シカ ラズ.

膽嚢 ノ組織 學的所 見.粘 膜 ハ一部 破壞 セラレ雛襞 ハ扁 平 トナ リ,粘 膜 下及 ビ筋層 ノ一部 ニ多數 ノ小圓形細胞

ル滲 潤 ヲ見 ル.

肺臓 ノ組織 學的所見.右 肺 下葉 ル肺門部 ニ近 キ一部 ヲ檢 スルニ其邊緑 部ノ肺胞腔 ハ尋 常ナ ルモ肺門部 ニ近 キ

部 ノ肺胞腔 ハ全部 ハ血液 ヲ以 テ充實 シ或 ハ壓 縮 セラ レテ氣胞腔 ヲ存 セズ.隔 壁 モ亦 多數 ノ出血竈 ヲ認 ム.氣 管及

ビ毛細 氣管 ハ僅 ニ攣縮 スルノミ,其 腔 内 ニ異常 滲出物 ナシ.左 肺 ノ同部 ヲ檢 スルニ,肺 胞 腔 ノ多數 ハ尋常 ニ膨大

セルモ一部 ハ縮 小ス.隔 壁 ニハ中等度 ノ充血 ヲ認 ム.氣 管及 ビ毛細 氣管 ニ攣縮 ナ シ.

22



-289-

組菌學的檢査.心 臓 内血液及 ビ膽嚢 内容 ヨ リ各 々葡萄状球 菌及 ビ大腸菌 ヲ培養 シ得 タリ.

膽嚢組織 ノ細菌檢査.粘 膜 ヲ穿通 シ粘膜 下,筋 層及 ビ漿液膜 ニ深 ク侵入 ス.

肺臓組織 ノ細菌檢査.前 記右肺組 織片 二就 テ檢 スルニ比較的大 ナ ル血管 中ニ細菌 ノ群集存在 スルヲ見 ル.隔

壁 ニハ到 ル所大 小種 々ル菌血栓 及 ビ菌群 ヲ認 ム,又 血液 ル充實 セル氣胞腔 内ニ ハ多數 ル細菌 ア リ.猶 ホ尋常大 ナ

ル気胞 ト雖 モ細菌 ハ其氣胞 壁 ヲ圍繞 シテ殆 ド上皮細胞 層迄侵入 セルモノアルヲ認 ム.然 レドモ此等ノ場合 ニハ氣

胞腔 内ニ未 ダ出現 セルモノ アルヲ見 ズ.左 肺組織 中ニモ右肺 ト同ジ ク其肺胞隔壁 中 二菌血栓乃至菌群 ヲ認 ムルモ

其數右肺 ニ比 シテ少 シ.

主 要所見.急 性蜂窩織 性膽嚢 炎,限 局性腹膜 炎,右 肺炎及 ビ左肺 充血.

實驗第46例.家 兎2300g.

注入細 菌ノ毒力及 ビ注入細菌液量前例 ト同 ジ.術 後第3日 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解剖所見.肝 臓 ハ腫脹 充血 セルモ周圍 組織 トル癒 着 ナシ.膽 嚢 ハ萎縮 シ,肝 臓 ト癒 著 シ,淡 緑 色 ヲ呈 ス.嚢

内二粘稠溷濁 セ ル膽汁 ヲ存 ス.

左右兩肺共 ニ其色硬度,表 面及 ビ割面全 ク尋常 ナ リ.

膽嚢ル組織 學的所 見.粘 膜 ハ一部破壞 シ粘膜 下及 ビ筋層 著 シク腫脹 セル部分 ア リ.

肺臓ノ組織 學的所見.右 肺 ハ高度 ル膨脹 不全 ア リ.氣 胞著 シク縮少 シ氣管支 及ビ毛細氣管亦著 シク攣縮 ス.

左肺 ハ一部 ニ気腫状 ヲ呈 セル部 ア ルモ他 ハ殆 ド健全 ナリ.

細菌學的檢査.心 臓内血液無菌,膽 嚢 内容 ニ ハ葡 萄状球菌 ヲ證 明 ス.

膽臓組織 ノ細菌檢査.粘 膜下及 ビ筋層迄侵入 セルヲ認 ム.

肺臓組織ノ細菌檢査.左 右兩肺 共ニ氣胞 壁 ニ少數 ノ雜菌 ヲ認 ム.

主要所見.加 答兒性膽嚢炎,右 肺輕度 ノ膨脹 不全.

實驗第47例.家 兎2300g.

注入細菌 ル毒力及 ビ注入細 菌液量 前例 ト同 ジ.術 後第3日 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解剖所見.肝 臓 ハ稍腫 脹 シ硬度僅 ニ増加 ス.大 綱膜 ト癒 著 ヲ營 ム.膽 嚢 ハ萎縮 シ肝分葉 中 ニ埋没 シ肝臓 ト纎

維素性癒 着ヲナス.膽 嚢 ハ淡青 色ヲ呈 シ稍溷濁 ス.内 ニ緑色 不透明 ノ液 ヲ存 ス.

左 右兩肺其外觀 及ビ割面共 ニ尋常 二シテ異常 ヲ認 メ ズ.

膽嚢 ノ組織 學的所見.粘 膜 ハ一部溷 濁腫脹 シテ上皮細胞及ビ核變 質 セルヲ認 ムル外殆 ド健全 ナ リ.粘 膜 ノ上

部 ハ薄 キ粘液苔 ヲ有ス.筋 層乃至粘膜 下ニ著變 ナシ.

肺臓 ノ組織 學的 所見.左 右兩肺共 ニ特異 ノ所見 ナ シ.

細菌學的檢 査.心 臓内血液無菌,膽 嚢内容 ニハ葡萄状球菌 ヲ證 明 ス.

膽嚢組織 ノ細菌檢査.膽 嚢内細菌極 メテ少數 ニシテ,粘 膜 ヲ穿通 シテ深層 二侵入 セルモノ ヲ見 ズ.

肺臓組織 ノ細菌 檢査.左 右兩肺 共 ニ極メテ少數 ル雜菌 ヲ認ム.

主要所見.輕 度急性加答兒性嚢膽炎.

實 驗 第48例.家 兎2700g.

注 入細 菌 ハ小 兒 ル膿 胸 ヨ リ分 離 培 養 シタ ル黄 色 葡萄 状球 菌 ニ シ テ其毒 力 ハ該 菌 ノ24時 間 「ブ イ ヨ ン」 培 養 液

1c. c.ヲ 約10g.二 十 日鼠 ノ腹 腔 ニ注 射 シ テ之 ヲ約8時 間 ニ斃 シ得 タ ル モノ ナ リ.注 入細 菌 液 量 ハ0,3c. c.ナ リ.術

後 第3日 ニ斃 死 セ シヲ以 テ 直 ニ解 剖 ヲ行 フ.
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解剖 所見.大 網膜 ハ手術創 卜癒 着 シ所 々ニ出血 アリ.肝 臓 ハ一般 ニ暗褐色 ヲ呈 シ各分葉 互 ニ癒 着 シ腫脹 充血

著 シ.膽 嚢 ハ肝分葉 間 ニ埋没 シ著 シク萎縮 シ其 色暗 青色 ヲ呈 ス.其 壁 ハ周 圍ノ肝臓 ト癒 着 シ且 灰 白色溷濁ノ滲出

物 ヲ見 ル.嚢 内 ニモ灰 白色不透 明ノ液 ヲ存 ス.肝 臓 附近ノ腹膜 ハ所 々纎維素苔 ヲ以 テ蔽 ハ レ其表面粗〓 ナリ.特

ニ肝臓上面 ハ横隔 膜腹膜 ト全部癒 著 シ剥離 ス ルヲ得 ズ.然 レドモ腹腔 内 ニ異常液體 ノ潴 溜 ナシ.

肋膜 及ビ横隔膜 上面 ハ滑 澤 ニシテ肥厚乃至癒 着 ヲ認 メズ.右 肺 ハ上,中.下 三葉 共ニ柔軟,表 面平滑,其 色淡

赤色 ヲ呈 シ殆 ド異 常 ヲ見 ズ.唯 下葉 ノ肺門部 附近 ニ於 テ稍 鞏 ナル部分 ア リ此部 ノ割面 ハ含氣 ニ富 ムモ僅ニ充血 ヲ

認 ム.左 肺 ハ異常所見 ナシ.

膽嚢 ノ組織 學的 所見.粘 膜 ハ著 シク破壞 セ ラレ一部剥 離 ス.肝 床 ニ於 ケル膽嚢組織 ニハ多數 ノ小圓形細 胞ノ

滲潤乃 至膿 瘍 ヲ認 ム.

肺臓 ノ組織 學的所見.右 肺 ハ輕 度ノ膨脹 不全 ア リ.多 數 ノ肺 気胞 ハ猶 ホ健全 ナ ルモ隔壁 ハ著 シク充血 シ,且

各所 ニ毛細 血管破 裂 シテ赤 血球 ノ気胞 内 ニ溢 出 セル部分 ア リ,毛 細気管ノ攣 縮著 シカラメ.左 肺 ハ所々輕度 ノ充

血 ヲ認 ムル他 ニ異常所見 ナシ.

細菌學的檢 査.術 前膽嚢内膽汁無 菌,術 後 心臓 内血液,膿 嚢内容及 ビ膽嚢周圍 ヨ リ各 々葡萄状球 菌及ビ大腸

菌 ヲ證 明 シ得 タリ.

膽嚢組織 ノ細 菌檢 査.細 菌 ハ粘膜 ヲ穿通 シテ筋層乃至漿液膜 ニ出 デ更 ニ肝床 ニ近 キ肝組織 内 ニ出現 セルヲ認

ム.

肺 臓組織 ノ細菌 檢査.右 肺 ハ肺気胞 壁 ニ多數 ノ暗紅色 ヲ呈ス ル顆粒乃 至色素粒 ア リ.恐 ラクハ血球破壞 ニヨ

ル産物 ナ ラン.各 所 ニ少數 ノ葡萄状球 菌群 ヲ認 ム.左 肺 ハ右 肺 ト殆 ド同様 ノ所見 ナルモ其 變化右肺 ニ比 シ僅少 ナ

リ.

主要所見.急 性蜂 窩織性膽 嚢炎,右 肺初期肺炎,左 肺 充血.

實驗 第49例.犬9940g.

注入細菌液量2.0c. c.細 菌 ノ毒力 ハ實驗第45例 ニ同 ジ.術 後第2日 ニ斃 死 シ直 ニ解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.肝 臓 ハ輕度 ニ腫脹 シ大網膜 ト僅 ニ癒着 ヲ營 ム.膽 嚢 ハ萎縮 シ肝分葉間 ニ埋没 シ之 ト癒著 ス.其 壁

ハ灰 白色 ヲ呈 シ溷濁 シ内 ニ灰 白色粘稠 ノ凝 塊 ヲ存 ス.右 肺 下葉 ノ上部 ハ稍 鞏 ナルモ其他 ニ異 常 ヲ認 メズ.該 下葉

上部 ノ割 面ハ稍充血 シ含氣 乏 シ.左 肺 ニハ異常 ヲ認 メ ズ.左 右肋 膜腔 亦異常 ナシ.

膽 嚢 ノ組織學的所見.粘 膜 ハ大部分破壞 シ僅 ニ一部健存 ス.筋 屠及 ビ漿 液膜 ハ著 シク腫脹肥厚 ス.肝 床部ニ

於ク ル肝組織 ニ小圓形細胞 ノ滲潤 ア リ.

肺臓 ノ組織 學的所見.右 肺 ニ中等度 ノ充血,左 肺 ニ輕度 ノ充血 ア リ.

細菌 學的檢 査.心 臓内血液 ニ大腸菌,膽 嚢内容 ニ大腸菌及 ビ葡萄状球菌 ヲ證 明 シ得 タ リ.

膽嚢組織 ノ細菌檢査.粘 膜 上層 ニ多數 ノ葡萄状球菌及 ビ大腸菌 ア リ,然 レドモ深層 ニ侵入 セルモノ少 シ.

肺臓組織 ノ細菌檢査.右 肺下葉 ニ ハ葡 萄状球 菌ノ一小群 ヲ認 ム.左 肺 下葉 ニ ハ大氣 管支 内 ニ多數 ノ葡萄状球

菌集團ヲ認ム.

主要所見.急 性加答兒性膽嚢炎,左 右兩肺下葉充血.

實驗 第50例.犬4750g.

注入細菌 液量1c. c.注 入細菌 ノ毒力 ハ實驗 第49例 ト同 ジ.術 後 第2日 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解 剖所見.肝 臓 ハ腫脹充血 シ其 色暗褐色 ヲ呈 シ光澤 ナク周圍臓 器 ト密 ニ癒 着ス.膽 嚢 ハ萎縮 シ,肝 分葉間 ニ
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埋没 シ,之 ト癒 着シ,其 色灰 白色 ヲ呈 シ溷濁 ス.其 周圍 ニモ灰 白色 不透明 ノ滲 出液 ノ少許 ヲ存 ス.嚢 内 ニハ灰 白

色粘 稠ノ液 ヲ少許存 スルノ ミ.左 右 兩肺 ハ一般 ニ淡赤色 ヲ呈 シ所 々暗 赤色 ノ斑點 ア リ.其 表面滑澤.硬 度尋 常.

割 面ニ輕度 ノ充血 ヲ認 ム.

膽嚢 ノ組織 學的 所見.膽 嚢粘膜 ハ殆 ド健全 ナリ.

肺臓 ノ組織 學的所見.左 右兩肺 特異 ノ所見 ナ シ.

細菌學的檢査.心 臓 内血液無菌,膽 嚢内容及 ビ共周圍 ヨ リ葡萄状球菌 ヲ培 養 シ得 タ リ.

膽嚢組織 ノ細 菌檢査.極 メテ少數 ノ葡萄状球 菌粘膜 上層 ニ附着 セシヲ認 ム.

肺臓組織 ノ細 菌檢 査.左 右 兩肺 共 ニ肺胞間組織 ニ少數 ノ雜菌 ヲ認 ム.

主要所見.輕 度ノ加答兒性膽嚢炎及ビ膽嚢周圍炎.

實驗 第51例.犬8500g.

注入細菌液 量2,5c. c.注 入細 菌ノ毒力 ハ實驗第50例 ト同 ジ.術 後 第4日 ニ 「クロ ロホルム」麻酔 ノ下 ニ生體 解

剖 ヲ行 フ.

解剖所見.肝 臓 ハ稍腫 脹 充血 シ硬度 僅 ニ増加 ス.殊 ニ膽 嚢附近ノ肝分葉 ニ著 シ.膽 嚢 ハ萎樒 シ其色灰 白色ヲ

呈 シ肝分葉間 ニ埋没癒着 ス.内 ニ黄色 ノ溷濁粘稠 ノ液 ヲ存 ス.

右肺 中及 ビ下葉 ハ一般 ニ淡赤色 ヲ呈 スルモ所 々ニ稍紫藍 色ノ色調 ヲ帶 ブ ル部 ア リ.上 葉 ハ一般 ニ暗赤色 ヲ呈 シ

硬度鞏ニシテ割面肝 組織 ニ似 タ リ.含 気全 ク無 シ.左 肺 ハ右肺 ト同 ジク 一般 ニ淡赤色 ヲ呈 スルモ一部 ニ紫藍 色ノ

色調 ヲ帶 ブ ル部ア リ.他 ニ異常 ヲ認 メズ.割 面稍 血液 ニ富 ムモ含氣 乏 シカ ラズ.

膽嚢ノ組織 學的 所見.粘 膜 ハ一部分破壞 セル外殆 ド異 常 ナシ.

肺臓 ノ組織學的所見.右 肺 下葉 ハ氣 胞腔 殆 ド消失 シ氣管支及 ビ毛細氣 管亦 著 シク攣 縮 ス.氣 胞壁 及ビ氣胞 内

ニハ高度 ノ充血乃至溢血 ア リ.左 肺下葉 ノ一部 ハ氣腫状 ニ膨大 セ ル気胞 ア リ,又 其邊縁 部 ニハ高度 ノ充血乃至出

血 アリ.

細 菌學的檢査.心 臓内血液及 ビ膽 嚢内容 ヨ リ各 々葡萄状菌球 ヲ證 明 ス.

膽嚢組織 ノ細菌檢査.膽 嚢内及 ビ膽嚢組織 内 ニ細 菌 ヲ證 明 セズ.

肺臓組織 ノ細 菌檢 査.右 肺 ニ ハ多數 ノ葡萄状球菌群 ヲ認 ム.左 肺組織 内亦菌群 ヲ認 ムルモ其數 少 シ.

主要所見.膽 嚢周圍膿瘍及ビ加答兒性膽嚢炎,右 肺下葉ノ出血性肺炎,左 肺下葉充血.

實驗第52例.犬6800g.

注入細菌液量3c. c.注 入細 菌ノ毒 カ ハ實驗 第48例 ト同 ジ.術 後第2日 ニ 「ク ロロホ ルム」麻醉 ノ下 ニ生體解剖

ヲ行 フ.

解剖 所見.大 網膜 ハ手術創 ト癒 着 スルモ充血乃至出血 ヲ認 メズ.肝 臓 ハ暗赤 色ヲ呈 シ其表面溷濁 シ大網膜及

ビ胃 ト鬆疎 ナル纎維素性癒 著 ヲ營 ム.肝 ノ各分葉 殊 ニ膽 嚢附着部 ノ肝発葉 ハ著 シク腫脹 充血 シ硬度増加 ス.膽 嚢

ハ萎縮 シ肝分葉間 ニ埋 没 シ之 ト輕 度 ノ癒 着 ヲ營 ム.其 色灰 白緑色 ニ シテ溷 濁 シ,嚢 内 ニ暗赤緑 色ノ溷濁膽汁 ヲ存

ス.嚢 外 ニモ黄 色ノ溷濁 セル滲 出物 ヲ存 ス.其 他腹部臓 器 ニ異常 ナシ.

左右肋膜腔 ニ異常 ナシ.右 肺 ハ一般 ニ淡赤 色 ヲ呈 スルモ各葉各所 ニ暗赤色ノ點状 乃至留針 頭大 ノ出血斑 ヲ認 ム.

殊 ニ下葉 ノ中央部 ハ硬度稍 硬ク割 面含氣 ニ乏シ.左 肺 ハ其外 觀略右肺 ト同様 ナ リ.唯 下葉 ノ前面ニ廣汎 ナル帶状

ノ暗 示色 ヲ呈 スル肝變 様部 アリ.其 割面 含気 ニ乏 シク血液 ニ富 ム.

膽嚢 ノ組織 學的所見.膽 嚢精膜 ハ高度 ニ破壞 セヲ レ筋層乃至漿 液膜 ハ著 シク腫 脹 シ其 一部 ハ壞死 ニ陷 ル.(附
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圖第四,參 照).

肺臓 ノ組識 學的所見.右 肺 下葉 ノ暗赤色 ヲ呈 セ ル部 ヲ檢 ス ルニ肺気胞 一般 ニ膨大 シ著 シキ充血 ア リ.左 肺亦

高度 ノ充血 アリ.

細 菌學的檢査.術 前膽嚢内膽 汁ニ大腸菌 ノ存在 ヲ認 ム.術 後心臓 内血液.膽 嚢 内容及 ビ膽嚢周圍 ヨ リ各 々葡

萄 状球菌 及 ビ大 腸菌 ヲ培 養 シ得 タ リ.

膽 嚢組織ノ細 菌檢査.粘 膜 下及 ビ漿 被膜 下ニ多數 ノ葡 萄状球菌 ノ侵入 セ ルヲ認 ム.

肺 臓組織 ノ細菌檢査.右 肺 ニ多數 ノ葡萄状球 菌 ヲ認 ム,左 肺 ニ少數 ノ雜菌 ヲ認 ムルノ ミ.

主 要所見.蜂 窩織性膽 嚢炎,左 右 兩肺高度 ノ充血.

實驗第五類.(甲)摘 要.膽 嚢管 ヲ結紮 シ膽嚢内 ニ細菌 ヲ注入 シタル後,右 側横

隔膜神經 ヲ切斷 セル場合肺 ニ及 ボス影響 ヲ顧 ルニ家兎4例 中同側 肺下葉 ニ肺炎 ヲ併發

シタルモル2例,犬4例 中同側肺下葉肺炎 ヲ惹 起 セルモノ1例 ヲ見タ リ.而 シテ他側

ノ肺 ハ全 ク健全 ナル モノア リ或ハ氣腫乃至充血 ヲ來 セルモノアル ヲ見タ リ.猶 ホ肺炎

ヲ惹 起 セル例 ハ何 レモ心臓 内血液及 ビ左右兩肺組織 内 ヨリ注入細菌 ヲ證明 シ,且 膽嚢

壁 ハ其全層 ニ亙 リテ細菌侵入 シ或 ハ膽嚢周圍炎 ヲ起 シ膽 嚢附近 ノ限局性腹膜感染 ノ著

明 ナル ヲ見 タリ.肺 合併症 ナキ例 ハ膽 嚢粘膜 ノ炎症性變化僅微 ニシテ細 菌ハ嚢壁ノ深

層 ニ侵 入 セル ヲ見 ズ.又 肺組織 内左右共 ニ無菌 ナル モノ多 シ.

(乙)左 側 横 隔 膜 神 經 切 斷 實 驗.

實驗 第53例.家 兎2200g.

注 入細 菌液量0,2c. c.注 入細菌 ノ毒 力 ハ實驗 第45例 ト同 ジ.術 後 第3日 ニ生體解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.肝 臓 ハ著 シク腫脹 充血 シ周圍臓器 ト密 ニ癒 着 ヲ營 ム.膽 嚢 ハ萎 縮 シ肝分葉間 ニ埋没癒着 ス.其 色

灰 白色 ニシテ溷濁 シ嚢 内ニ黄色 不透明 ノ液 ヲ存 ス.左 胸腔 ヲ開 クニ左肺 ト胸壁肋膜 トハ輕度 ノ纎維素性癒 着ヲナ

ス 左 肺 ハ其 色硬度尋常 ナルモ表面稍粗 〓 ニシテ割面 ハ著 シク血液 ニ富 ミ含氣乏 シ.右 胸腔 ハ異 常液體 ナキモ胸

壁肋膜 面稍 組〓 ナリ.右 肺 ノ中葉 ニ暗赤 色 ヲ呈 セル楔形状 ノ梗塞様病竈 ア リ.割 面含氣殆 ドナク之 ヲ壓縮 スルニ

所 々溷 濁 セ ル膿 汁 ヲ漏 ス.

膽 嚢 ノ組織 學的所見.粘 膜 ノ一部溷濁 腫脹 シ其表 面 ハ粘液苔 ヲ以テ蔽 ハル.筋 層 乃至漿 液膜 ニハ著明 ノ變化

ナ シ.

肺 臓 ノ組織 學的所見.右 肺 下葉 ノ肺門部附近 ノ組織 ヲ檢 スルニ氣胞 ハ一般 ニ縮少 シ中等度 ノ膨脹 不全 ア リ.

気胞 壁 ハ中等度 ニ充血 シ多數ノ小淋巴細胞 ノ滲潤 ヲ認 ム.氣 管支及 ビ毛細氣管 ハ僅 ニ攣縮状 ヲ呈 ス.氣 管周圍 ノ

淋巴腺 ハ著 シク腫 脹 シ気管 粘膜 ハ腫脹溷濁 シテ小圓形細胞 ノ滲 潤 ヲ認 ム.氣 管腔 内 ニハ少許 ノ膿塊 ヲ有 ス.左 肺

ハ其變 化右肺 ヨ リ更 ニ高 度 ニシテ気胞 ハ壓縮 セ ラレ氣胞壁 ニ ハ多数 ノ白血球 滲潤 ア リ.又 各所ニ大小 諸々ノ膿瘍

ヲ形成 ス 氣胞腔及 ビ気管腔 ハ膿塊 ヲ以 テ栓塞 セ ラルルモノア リ.(附 圖第 九,參 照).

細菌學的檢査.心 臓 内血液 ヨリ葡萄状球 菌,膽 嚢内容 ヨ リ大腸菌及 ビ葡 萄状球菌 ヲ培養 シ得 タ リ.

膽 嚢組織 ノ細 菌檢査.粘 膜,粘 膜 下組織 及ビ膽 嚢周圍,漿 液膜 下竝 ニ肝床 部 ニ近 キ肝 臓組織 内 ニ多數 ノ葡萄

状球菌 ヲ認 ム.
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肺臓 組織 ノ細 菌檢 査.右 肺 ニハ少數 ノ葡 萄状球 菌及 ビ大腸菌,左 肺 ニハ血管内,隔 壁乃至氣 管腔 内 ニ何 レモ

多數 ノ葡 萄状球 菌及 ビ大腸菌群 ヲ認ム.

主要所見.加 答 兒性膽嚢 炎,膽 嚢周圍炎及 ビ肝 臓炎,右 側気管支 炎,左 肺炎及 ビ左肋 膜炎.

實驗 第54例.家 兎2400g.

注入細菌液 量0.2c. c.注 入細菌ノ毒力 ハ實驗第53例 ト同 ジ.術 後 第3日 ニ 「クロロホルム」麻 醉 ノ下 ニ生體解

剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.肝 臓 ハ膽嚢 ノ附著 スル肝 分葉 ヲ除 キ他 ハ腫脹 充血 ナ ク,且 周圍組織 トノ癒著甚 ダ僅少 ナリ.膽 嚢

ハ稍萎縮 シ肝 分葉間 ニ埋没 ス.其 色灰 白青色ニ シテ僅 ニ溷濁 ス.内 ニ緑色 不透明 ノ膽汁 ヲ存 ス.右 肺 ハ中及 ビ下

葉 ノ一部氣腫状 ニ膨大 シ割面甚 ダ含気 ニ富 ム.左 肺 ハ却 テ僅 ニ萎縮 シ割面含気 ニ乏 シ.

膽嚢 ノ組織 學的所見.膽 嚢 粘膜 ノ大部 分ハ健全 ナリ.

肺臓 ル組織學的所 見.右 肺 ハ中等度 ノ肺氣腫 ア リ.各 氣胞間 ノ隔壁 ハ甚 ダ非薄 トナ リ氣胞 ハ著 シク膨大 ス

(附圖第五,參 照).之 ニ反 シテ左肺 ハ中等度ノ膨脹 不全 ア リ.但 シ鬱 血ノ徴 ナシ.

細菌 學的檢査.心 臓内血液 ヨリ葡 萄状球菌,膽 嚢内容 ヨ リ葡萄状球菌及ビ大腸 菌 ヲ培 養 シ得 タリ.

膽嚢組織 ノ細 菌檢査.膽 嚢 内及 ビ膽嚢外竝 ニ肝床部 ニ於ケ ル肝組織 ニ多數 ノ葡萄状球菌 ヲ認 ム.

肺臓組織 ノ細菌檢査.左 右兩肺 ニ少數 ノ雜 菌 アリ.

主要所見.急 性輕度 ノ加答兒性膽嚢 炎,限 局性肝 臓周圍 炎,右 肺 中等度 ノ肺氣腫,左 肺中等度 ノ膨脹不全.

實驗第55例.家 兎2200g.

注 入細菌液量0,2c. c.注 入細菌 ノ毒力 ハ實驗第54例 ト同 ジ.術 後 第4日 ニ 「クロロホルム」麻醉 ノ下ニ生體解

剖 ヲ行 フ.

解剖所 見.肝 臓 ハ其色暗赤 色ニ シテ一般 ニ稍腫脹充 血ス.周 圍臓 器 ト僅 ニ癒 著ヲ營 ム.膽 嚢 ハ萎 縮 シ肝 分葉

ニ蔽 ハレ,其 壁青緑色 ニ シテ稍溷濁 ス.嚢 内ニ黄 色不透明 ノ液 ヲ存 ス.

右肺 ハ所々ニ暗赤色ノ斑點 ヲ見 ルモ割面尋常 ナ リ.左 肺 ハ下葉 ノ下半部 ヲ除 キ他 ハ一般 ニ暗赤 色 ヲ呈 シ割面 含

氣無 ク血液 ニ富 ム.

膽嚢 ノ組織學的所 見.粘 膜 ハ一部腫脹溷 濁 セルモ大 部分 ハ猶 ホ健 全ナ リ.筋 層及ビ漿液膜 モ僅 ニ腫 脹 スル他

ニ著變 ナシ.

肺臓 ノ組織 學的所 見.右 肺 下葉 ニ輕度 ノ充 血 アリ.左 肺 ハ高度ノ充血 ア リ.氣 胞周圍 ノ毛細 血管 ハ著 シク怒

漲 シ氣胞壁ノ各所 ニ溢血及 ビ白血球 ノ滲潤 ヲ認 ム.氣 胞 ハ或 ハ縮 少 シ或 ハ尋常 ニ膨大 シ又其腔 間 ハ赤血球 乃至硝

子様物質 ヲ以テ充實 セヲル ルモノア リ.(附 圖 第八,參 照).

細 菌學的檢査.心 臓 内血液無菌,膽 嚢 内容 ニハ葡 萄状球菌及 ビ大腸菌 ヲ認 ム.

膽嚢組織 ノ細 菌檢 査.膽 嚢内 ニ少數 ノ葡萄状球 菌 ヲ認 ムルモ粘膜及 ビ深 眉 ニ侵入 セ ルモノ ヲ見 ズ.

肺臓 組織 ノ細 菌檢 査.右 肺 ニハ葡萄 状球菌 ヲ認 メズ.左 肺 ニ ハ少數認 ム.

主 要所見.急 性加答 兒性膽嚢炎,右 肺 下葉輕度 ノ充血,左 肺高度 ノ充 血.(初 期肺炎)

實驗第56例.家 兎2250g.

注入細 菌液 量0.2c. c.注 入細 菌 ノ毒 力 ハ實驗第50例 ト同 ジ.術 後第4日 ニ 「クロ ロホ ルム」麻醉 ノ下 ニ生體 解

剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.肝 臓 ハ腫脹 充血 ナク又周圍 トノ癒着 ナシ.膽 嚢 ハ萎縮 シ其色灰 白色ニ シテ稍溷濁 ス.嚢 内 ニ緑 色
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不透明 ノ液 ヲ存 ス.

左右兩肺 ニ異 常所見 ナ シ.

膽嚢 ノ組織 學的所見.粘 膜ノ一部 破壞 セル他,筋 層乃至漿 液膜 ニ著變 ナ シ.

肺臓 ノ組織 學的所見.右 肺 ハ健全.左 肺 ハ氣管支及 ビ毛細気管 著 シク攣縮 シ,高 度 ノ膨脹不全 ヲ呈 シ,僅 ニ

充血 ス.

細菌學的檢 査.心 臓 内血 液無 菌,膽 嚢 内容 ヨ リ葡萄状球菌 ヲ培 養 シ得 タリ.

膽嚢 組織 ノ細菌檢査.膽 嚢内容 ニ僅 少ノ葡 萄状球菌 ヲ認 ム ルモ粘膜及 ビ深層 ニ侵入 セ ルヲ見 ズ.

肺 臓組織 ノ細菌檢査.左 右兩肺 ニ少數 ノ葡萄状球菌 ヲ認 ム.

主要所見.輕 度ノ加答 兒性膽嚢炎,左 肺高度 ノ膨脹 不全,右 肺輕度 ノ充血.

實驗第57例.家 兎2400g.

注入細菌液 量0,25c. c.注 入細 菌ノ毒 力 ハ實驗 第52例 ト同 ジ.術 後 第1日 ニ 「ク ロロホ ルム」麻醉 ノ下 ニ生體

解剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.大 網 膜 ハ肝臓 ノ一部 ト纎維 素性癒 着 ヲ營 ム.肝 臓 ハ其 色暗赤色 ヲ呈 シ表面平滑 ニ シテ一般 ニ腫脹

充血 ス.殊 ニ膽 嚢附着部 ノ肝 分葉 ニ著 シ.膽 嚢 ハ萎縮 シテ肝 分葉間 ニ埋没 シ肝 ト纎維素性癒着 ヲナス モ剥離 シ易

シ.共 色淡青 色表面稍溷 濁 シ周圍 ニ稀薄 ナル黄 色不透 明ノ滲 出物 少許 アリ.嚢 内 ニハ淡青色不透 明粘稠 ナル膽汁

様液 ヲ充 タス.

左右 兩肺 ニ異常所見 ナシ.

膽嚢 ノ組 織學的所見.粘 膜 ハ高度 ニ破壞 シ粘 膜下,筋 層及 ビ漿 液膜 ハ著 シク腫脹 ス.肝 床 部ハ壞死 ニ陷 リ大

ナル膿瘍 ヲ形 成 ス.

肺臓 ノ組織學的所見.左 右兩肺 ニ輕度 ノ充 血 ヲ認 ムル他 ニ著變 ナシ.

細菌學的檢査.術 前膽嚢内膽 汁ハ無菌.術 後心臓内血液,膽 嚢内容及 ビ膽嚢周圍 ヨリ各 々葡萄状球菌 ヲ培養

シ得 タ リ.

膽嚢組織ノ細菌檢 査.粘 膜上層及 ビ膽嚢周圍 ニ少數 ノ葡萄 状球 菌 ヲ認 ム.

肺臓 組織 ノ細菌檢査.左 右兩肺 ニ少數 ノ葡萄 状球菌 ヲ認 ム.

主要所見.急 性蜂窩織性膽嚢炎及ビ膽嚢周圍炎.

實驗 第58例.犬8530g.

注入細 菌液 量2,4c. c.注 入細菌 ノ毒力 ハ實驗第49例 ト同 ジ.術 後第4日 ニ 「クロ ロホルム」麻醉 ノ下 ニ生體解

剖 ヲ行 フ.

解剖 所見.肝 臓 ハ僅 ニ腫脹 シ硬度稍増加 ス.殊 ニ膽 嚢附近ノ肝 分葉 ニ著 シ.各 分葉 ハ互 ニ癒着 ヲ營 ムモ周圍

臓 器 トノ癒 着 ナシ.膽 嚢 ハ肝 分葉 間 ニ埋没癒着 ス.其 大 サ術 前ニ比 シ稍縮小 シ壁 ハ灰 白色 ヲ呈 シ溷濁 ス.且 多數

ノ暗赤色ノ斑點 ア リ.嚢 内 ニハ乳様粘稠 ノ液 ヲ存 シ嚢 外ニ亦黄色 不透 明 ナル滲出液 ア リ.

左肺 ハ一般 ニ暗赤色 ヲ呈 シ一見肝組織 ニ似 タ リ.其 表面平滑 ナルモ硬度 著 シク鞏 ニ シテ割面含氣全 ク無 ク充血

著 シ.(附 圖第一,參 照).右 肺 ハ一般 ニ淡 赤色 ヲ呈 シ唯所 々暗 赤色 ノ斑點 ヲ見 ルノ ミ.其 表面平滑,硬 度尋常ナ

リ,割 面稍充血 ノ徴 アルモ含氣豐 富 ニシテ周邊部 ハ却 テ気腫状 ヲ呈 ス.

膽嚢 ノ組織 學的所見.膽 嚢粘膜 ハ一部破壞 シ,粘 膜 下,筋 層 及 ビ漿液 膜 ハ著 シク腫脹 シ多數 ノ小圓形細胞ノ

滲 潤 ア リ.膽 嚢壁ノ一部 ハ又壞死 ニ陷 リ穿孔 ス.肝 床 ニ於 ケ ル膽 嚢壁 ハ肥厚 シ且小圓形細胞 ノ滲潤 ヲ認 ム.肝 臓
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内毛細血管 ハ著 シク充 血ス.

肺臓 ノ組織 學的所見.右 肺 ハ一部気腫 状ニ膨大 シ所 々ニ充 血 ヲ認 ム.左 肺 ハ高度 ニ充血 シ氣胞 壁ノ毛細 血管

ハ著 シク怒 漲 シ,隔 壁 ノ各所 ニ溢血ア リ,多 數ノ氣胞 ハ赤血球 ヲ以 テ充 實 セラル.(附 圖第 七,參 照).

細菌學的檢査.心 臓 内血液及 ビ膽嚢内容 ヨ サ葡萄 状球菌 ヲ培養 シ得 タリ.

膽嚢組織 ノ細菌檢査.細 菌 ハ嚢壁 ノ深 屠 ニ侵入 シ一部 ハ嚢 壁 ヲ穿通 シテ膽嚢周圍 ニ存 ス ルヲ認 ム.

肺臓組織 ノ細 菌檢 査.左 右 兩肺共 ニ葡萄 状球菌 ヲ認 ム.

主要所見.蜂 窩織性膽嚢炎.膽 嚢周圍炎及ビ左出血性肺炎.

實驗 第59例.犬5700g.

注 入細 菌液量1,5c. c.注 入細 菌ノ毒力 ハ實驗 第50例 ト同ジ.術 後第3日 ニ 「クロロホルム」麻醉 ノ下 ニ生 體解

剖 ヲ行 フ.

解 剖所見.肝 臓 ハ一般 ニ暗赤色 ヲ呈 シ一部 大網 膜 ト癒 着 ヲ營 ム.硬 度 尋常 ニシテ腫脹 著 シカヲズ.膽 嚢 ハ稍

萎縮 シ大部分肝分葉 ニ蔽 ハ レ表面灰 白緑 色ヲ呈 シ稍溷濁 ス 嚢内 ニ青色不透明 ノ液 ヲ存 ス.

左右兩肺 ニ異 常所見 ナシ.

膽嚢 ノ組織學的所見.粘 膜 ハ大 部分破壞 ス.然 レドモ筋層乃至漿 液膜 ニ著變 ヲ認 メ ズ.

肺臓 ノ組織學的所見.右 肺 ニ著變 ナキモ左肺 ニハ中等度 ノ膨脹 不全 ア リ.氣 胞 ハ悉 ク縮少或 ハ消失 シ氣管支

乃至毛細氣管亦著 シク攣縮 ス(附 圖第六,參 照).

細菌學的檢査.心 臓内血液無菌,膽 嚢内容 コ リハ葡萄状球菌 ヲ培 養 シ得 タ リ.

膽嚢組織 ノ細菌檢査.葡 萄状球 菌ガ粘膜 下組織 ヲ穿通 シテ深層 ニ達 シ殊 ニ肝床部 ニ多數存在 スルヲ認 ム.

肺臓組織 ノ細菌檢査.左 右兩肺 ニ少數 ノ雜菌 ヲ認 ム.

主要所見.急 性加答兒性膽嚢炎,左 肺中等度膨脹不全.

實驗 第60例.犬7800g.

注入細 菌液量2c. c.注 入細 菌ノ毒力 ハ實驗.第50例 ト同 ジ.術 後 第4日 ニ「クロ ロホ ルム」麻醉 ノ下 ニ生體解 剖

ヲ行 フ.

解剖 所見.肝 臓 ハ稍腫脹 充血 シ大網膜 ト纎維 素性癒 着 ヲ營 ム.膽 嚢 ハ稍萎縮 スルモ其 色青緑 色 ニシテ表 面滑

澤,内 ニ不透明 ナル黄色ノ液 ヲ存 ス.周 圍組織 トノ癒着 ナシ.

右肺 ハ下葉 ノ上部 稍鞏 ニシテ割 面充血 シ含気 乏 シ.左 肺 ハ健全.

膽嚢 ノ組織 學的所見.粘 膜 ハ一部破壞 シ腫脹溷濁 スルモ大部分 ハ猶 ホ健 全 ナ リ.

肺臓 ノ組織學的所見.右 肺 ハ中等度 ル鬱 血 アリ.左 肺 ハ輕度 ノ充血 ヲ認 ム.

細 菌學的檢査.心 臓 内血液 ハ無菌,膽 嚢内容 ハ葡萄状球菌及 ビ大腸 菌ノ存在 ヲ認 ム.

膽嚢組織 ノ細菌檢査.粘 膜 上層 ニ葡萄状球菌附着 スルモ深層 ニ侵入 セルヲ見 ズ.

肺臓組織 ノ細菌檢 査.左 右兩肺 共ニ少數 ノ雜菌 ヲ認 ム.

主要所見.加 答兒性膿嚢炎及ビ右肺下葉ノ鬱血.

實驗第61例.犬6700g.

注入細菌液量2.0c. c.注 入細菌ノ毒 力 ハ實驗第56例 ト同 ジ.術 後第4日 ニ「クロロホ ルム」麻醉 ノ下 ニ生體解

剖 ヲ行 フ.

解剖所見.肝 臓 ハ一般 ニ腫脹 シテ硬 ク邊縁 ハ鈍圓 トナル.且 大網膜 ト密 ニ癒 若 ス.膽 嚢 ハ萎縮 シテ肝 分葉間
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ニ埋没 シ其嚢 壁灰 白色 ヲ呈 シ個 濁 ス.嚢 内 ニ黄 色不透明 ノ液 ヲ存 ス.

左 右兩肺 ニ異常所見 ナシ.

膽 轟ノ組織 學的所 見,粘 膜 ノ一部破壞 セル他 ニ變 化ナ シ.

肺臟 ル組織 學的所 見. 右肺 ハ健 全,左 肺 ハ輕 度ノ充 血 アリ.

細 菌學的 檢査.心 臟 内血液 ハ無菌,膽 嚢内容 ヨ リ葡萄状球菌 ヲ培養 シ得 タ リ.

膽 嚢組織 ノ細菌檢査.細 菌 ハ粘膜 上層 ニ附着 スルモ深層 ニ達 セズ.

肺 臟組織 ノ細菌 檢査.左 右 兩肺 ニ少數 ノ雜菌 ヲ認 ム.

主要所見.急 性加答兒性膽嚢炎.

實驗第62例.犬5200g.

注入細菌液量2,5c. c.注 入細 菌ノ毒 力 ハ實瞼 第52例 ト同ジ.術 後 第2日 ニ弊 死 シ直 ニ解 剖 ヲ行 フ.

解剖所 見.肝 臓 ハ各分葉悉 ク腫脹 シ,殊 ニ膽嚢附着部 ノ肝 分葉著 シ.猶 ホ肝臟 ハ胃大網膜,腸 及 ピ横隔膜 ト

繊維素性癒 着 ヲ營 ミ容易 ニ剥離 シ難 シ.膽 嚢 ハ肝分葉 間ニ埋没癒 着ス.其 大 サ術 前ニ比 シ甚 シク縮少 シ其色暗褐

色 ヲ呈 シ溷濁 ス.内 ニ血性粘稠溷 濁 セ ル暗黒色 ノ液 ヲ存 ス.又 嚢 外ニ不透 明黄 色ノ滲 出物 少許 ア リ.

胸腔 ニハ異常液體 ナク肋膜 ハ滑澤 ナ リ.右 肺 ハ一般 ニ淡赤色 ヲ呈 シ,硬 度柔軟 ナルモ所 々,殊 ニ下葉 ニ於 テハ

暗赤色 ノ粟粒 大 ノ斑點數 箇 ア リ.然 レドモ割面 ハ含 氣尋常 ニヲテ充血 ノ徴 ナ シ.左 肺 ノ所見亦右肺 ト同 ジ.

膽嚢 ノ組織 學的所見. 粘膜 ハ一部破壞 ス 筋層 及ビ漿液膜 ハ腫脹 ス,肝 床部 ニ於 ケ ル膽嚢 壁 ハ著 シク破壞 シ

テ壞 死ニ陷 リ膿瘍 テ形 成 ス.

肺臟 ノ組織 學的所見,右 肺 ニ輕度 ノ充血 アリ.左 肺 ニ特異ノ所見 ナシ.

細 菌學 的檢査.術 前膽 嚢内膽 汁ヨ リ大腸菌.術 後心臟内血液,膽 嚢 内容及 ビ膽嚢 周圍 ヨ リ葡萄状球 菌及 ビ大

腸菌 ヲ培養 シ得 タ リ.

膽嚢 組織 ノ細菌檢査.肝 床 部 ノ膽 嚢壁 ノ膿 瘍部 ニ多數 ノ細菌 ヲ認 ム.他 ノ嚢 壁ニモ多數侵入 セルヲ見 ル.

肺 臟組織 ノ細菌檢査,右 肺 少數 ノ葡萄状球 菌,左 肺 ニモ少數 ノ葡萄状 球菌 ヲ見 ル.

主要所見.膽 嚢 及ビ膽嚢周圍 炎,肝 臟周 圍炎,左 右兩肺輕 度 ノ充血.

死 因.限 局性 腹膜炎 ニ因ス ル敗血症.

實驗第五類.(乙)摘 要.左 側横隔膜神經 ヲ切斷 セル場合ハ家兎5例 中同側肺下

葉 ニ典型的肺炎及 ビ肋膜炎 ヲ惹 起 セルモノ1例.犬5例 中同側肺下葉 ノ出血性肺炎 ヲ

惹起 セルモノ1例 ヲ見 タ リ.他 ノ例 ニ於 テハ左側 ハ輕重種 々ナル膨脹不全乃至充血 ヲ

來 セル ヲ見 タ リ.右 側 ハ全例 ヲ通 ジ健全乃至輕度 ノ氣腫及 ビ充血 ヲ來 セルヲ見タ リ.

而 シテ肺炎 ヲ惹 起セル例 ハ,何 レモ心臟 内血液 ヨリ注入細菌 ヲ證明 シ,且 左右兩肺組

織 内ニ何 レモ多數 ノ葡萄状球菌 ヲ認 メタ リ.肺 炎 ヲ惹起 セザルモノニモ肺組織内ニ左

右兩肺共 ニ細菌 ヲ認 メタルモノ家兎2例 及 ビ犬2例 ア レドモ,其 數何 レモ甚 ダ少數 ナ

リ.

今之 ヲ表示 ス レバ左 ノ如 シ.
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膽嚢管 ヲ結紮 シ膽嚢内ニ細菌注入後横隔膜神經切斷ノ實驗成績.

備 考.細 菌檢 査 ノ欄 内 ニ於 テ,葡.ト ア ル ハ葡 萄 状球 菌.大.ト ア ル ハ大 腸 菌 ナ リ.
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以上 ノ成績 ニ顧 ミル ニ横隔膜神經 ヲ切斷 スル モ膽 嚢周圍 ニ炎症波及 セザル例ハ同側

ニ輕度 ノ膨脹不全乃至鬱血 ヲ來 スコ トアルモ,以 テ肺炎 ヲ惹起 スルニ至 ラズ.膽 嚢周

圍 ニ炎症波及 シテ膽嚢外限局性腹膜 感染乃至肝臟 周圍炎 ヲ起 セル モノハ何 レモ同側肺

下葉 ノ肺炎 ヲ併發 シ且心臟 内血液及 ビ肺組織 内 ニ多數 ノ葡萄状球菌 ヲ證明 セ リ.此 等

ノ成績 ヲ横隔膜棘經 ヲ切斷 セズ シテ單 ニ膽嚢 管 ヲ結紮 シ膽嚢内 ニ細菌 ヲ注 入セシ實驗

(第 二章,實 驗第 二類及 ビ第四類)ニ 比較 スルニ特 ニ横隔膜神經切斷 ガ肺炎 ノ誘發ニ多

大 ノ影響 アル ヲ見 ズ.唯 茲 ニ考慮 スベ キハ本 章實驗第五類 ニ於 テ切斷側 ニハ他側 ノ肺

ヨリモ重症病變 ヲ惹 起 セル事實 ナリトス.之 ニ擦 リテ考 フレバ横隔膜神經切斷 ニ因ル

操 作ハ同側肺 ノ肺炎誘發 ニ幾分干與 スベキモノ ト信 ズル モ第二章,實 驗第一類乃至第

四類 ノ成績 ニ徴 シ,肺 合併症 ノ主態ハ膽 嚢周圍 ニ炎症波及 シテ限局性腹膜感染 ニヨリ

肺 ニ多數 ノ催炎菌 ノ到達 スル ヲ以 テ主要條件 タル ヲ唱 、ン トス.而 シテ横隔膜神經 ヲ

切斷 セズ トモ膽嚢炎症 アル際ハ屡 々呼吸運動 ノ制限 ニヨリ肺 ニ膨脹不全乃至鬱血 ヲ來

スモノ トス.

第三節.横 隔膜運動 不全 ガ肺合併症誘發ノ影響 ニ關 スル實驗成績 ノ概括.

單純開腹術 ガ肺 ニ及 ボス影響ハ極 メテ僅徴 ニ シテ肉眼的 ニハ殆 ド異 常 ヲ見ズ.唯 組

織學的 ニ術 後2日 ニ檢査 セル モノニ就 テ僅ニ膨脹 不全 アル ヲ見タル ノミ.更 ニ一側 ノ

横隔膜神經 ヲ切斷 シテ術 後2日 ニ於 ケル其影響 ヲ觀察 スルニ切斷側 ノ肺 ニ輕度 ノ膨脹

不全乃至鬱血 ヲ來 スヲ見 タ リ.而 シテ此等 ノ肺 ノ肉眼的竝 ニ組織學的變化ハ開腹術ヲ

行 ヒテ一側 ノ横隔膜神經 ヲ切斷 セル成績 ト比較 シテ大差 ナシ.又 膽嚢炎 ヲ結紮 セズシ

テ葡萄状球菌 ヲ膽嚢 内ニ注 入 シ,然 ル後ニ一側 ノ横隔膜神經 ヲ切斷 シテ其肺 ニ及 ボス

影響 ヲ檢 スル ニ此際 ニモ亦同 ジク切斷側 ノ肺下葉 ニ中等度 ノ膨脹 不全乃至輕度 ノ鬱血

ヲ來 セルノ ミニテ肺 ニ炎症性病變 ヲ惹起 スル ヲ見 ズ.即 チ單 ニ膽嚢内ニ葡萄状球菌 ヲ

注入 セル際 ノ肺 ニ及 ボス影響 ト大差 アル ヲ見 ズ.之 ヲ要 スル ニ單純開腹術 ヲ施行 シタ

ル時,或 ハ開腹 シテ膽 嚢内 ニ細菌 ヲ注入 シタル時ハ横隔膜神經 ヲ切斷 スル ト否 トニ關

セズ呼吸運動 ノ制限 ニヨリ屡 々肺 ニ膨脹不全乃至鬱血 ヲ來 スヲ見ル.然 レドモ此等 ノ

場合 ニ於 テハ注入細菌 ハ概 シテ一般循環 系乃至肺組織 ニ侵入 セル ヲ認メズ.從 ツテ肺

ニ炎症性病變 ヲ誘發 セザル ヲ知 ル.

次 ニ膽 嚢管 ヲ結紮 シテ膽 嚢内 ニ細菌 ヲ注入 シタル 後,一 側 ノ横隔膜神經 ヲ切斷 シタ

ル際 肺ニ及 ボス影響 ヲ見 ルニ家兎9例 中同側肺下葉 ノ肺炎 ヲ惹起セルモ ル3例,犬9

例中同側 肺下葉 ノ肺炎 ヲ惹起 シタルモノ2例 ヲ見 タ リ.而 シテ他側ノ肺 ハ全 ク健全 ナ

ル モノアリ,或 バ一部氣腫乃至充血 ヲ來 セル モノア リ.猶 ホ肺炎 ヲ併發 セルモノハ何
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レモ心藏 内血液及 ビ左右兩肺組織内 ニ注入細菌 ト同種 ノ細菌 ヲ證明 シ,殊 ニ其膽 嚢壁

ハ至層 ニ亙 リテ細 菌侵入 シ,或 ハ更 ニ膽嚢周圍炎 ヲ起 シ,膽 嚢外,限 局性腹膜感染 ノ

著明 ナル ヲ見 タリ.肺 合併症 ナキ例ハ膽 嚢粘膜 ノ炎症性變化一般 ニ僅微 ニ シテ細菌 ハ

膽嚢壁 ノ深層 ニ侵入 セル ヲ見 ズ.且 左右兩肺組織 内共 ニ無菌 ナル モノ多 シ.

此成績ハ假令横隔膜神經 ヲ切斷スルモ膽嚢壁 ヲ穿 通 シテ其周圍 ニ炎症波及 セザル場

合 ニハ,同 側肺 ニ輕重種 々ノ膨脹 不全乃至鬱血 ヲ生 ズル モ,猶 ホ肺炎 ヲ惹起 スル ニ至

ラザル ヲ證 ス.之 ヲ以 テ見 レバ横隔膜神經切斷 ニ因 ル呼吸運動不全ハ肺炎誘發 ニ重要

且多大 ノ影響 アルモノ ト云 フ ヲ得ズ.唯 切斷側 ノ肺 ハ他側 ニ比 シ一般 ニ重症病變 ヲ來

セ シ事實 ヨリ考 ヘテ其影響全然無 シト云 フ ヲ得ザル ノ ミ.

之 ヲ要 スル ニ肺合併症 ノ主態ハ膽嚢壁全層 ヲ穿通 シテ更 ニ膽嚢周圍 ニ炎症波及 シ限

局性腹膜感染 ニ因 リ肺 ニ毒力強 キ多數 ノ催炎菌 ノ侵 入 スル ヲ主要條件タル ヲ唱ヘ ン ト

ス.之 ヲ臨牀的研究 ト對照 スルニ急性重症膽嚢炎 ル際 ハーハ主 トシテ膽嚢外 ニ穿通 シ

タル細菌 ノ肺 ニ侵入 スル コ トニヨリ他 ハ呼吸運動 ノ制限 呂ヨリ以 テ肺 ニ炎症性病變 ヲ

招來スルモノナル ベ シ.而 シテ慢性膽嚢炎 ノ際 ニハ之 ト稍 其趣 ヲ異 ニ シ既ニ膽嚢肝臟

周圍炎 ヲ起 シテ他 ノ腹腔臟器 卜癒着 セルモノハ常 ニ呼吸運動 ノ減少ニヨリ肺下葉 ニ持

續的ニ高度ノ膨脹 不全乃至鬱血 ヲ生 ジ斯 クテ急性期 ニ於 ケル肺合併症 ノ根 治スル ニ至

ラズ常ニ炎症 ニ罹 リ易 キ素因 ヲ有スル ニ至ル.斯 ル ガ故 ニ膽嚢炎再發襲來 スル時 ハ假

令侵入細菌多カラズ ト雖 モ容易 ニ且顯著 ナル肺 竝ニ氣管支炎 ヲ誘發 シ得 ベシ.之 レ此

際外科的手術ニヨリ膽道 ノ病根 ヲ除去 スル時ハ此等 ノ肺合併症 モ早晩治癒 スル事實 ニ

徴 シテ明 ナリ.

第 四章.結 論.

1.犬 ノ總輸膽 管 ヲ結 紮 シテ毒 力強 キ催 炎 菌 ヲ膽 嚢 内 ニ注 入 スル時 ハ,膽 嚢 炎 ヲ起

ス ト共 ニ屡 々肺 炎 ヲ惹 起 ス.彼 ノBrion及 ビKayser兩 氏 ノ實驗 成績 ガ陰 性 ニ終 リシ

バ,注 入細 菌 ノ毒 力弱 キガタ メニ シテ,炎 症 ガ膽 嚢周 圍 ニ波 及 セザ リシニ歸 因 スル モ

ノ ト ス.

2.臨 牀上結石 ニ因 スル總輸膽管閉鎖症或ハ膽道通過障碍 アル時ハ,單 ニ右肺 ノ ミ

ナラズ左右兩肺同時 ニ屡 々肺炎乃至氣管支炎 ノ合併症 ヲ見ル コトアルハ,余 ノ實驗的

研究ニ ヨリテ立證 スル ヲ得 ベ シ.而 シテ膽嚢 内ニ浬入 セル細菌 ハ肺炎菌 ニ在 リテハ術

後數 日ニシテ膽嚢 内ニハ既 二死滅xト 雖 モ猶 ボ一般循環系内ニ存 スル ヲ證 シ得タ リ.

又葡萄状球菌 ノ如 キ毒力強 キ細菌 ハ術後久 シク膽嚢 内及 ビ一般循環系内ニ存 スル コ ト
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ヲ知 レリ.然 レドモ單 ニ總輸膽管 ヲ結紮 シタルノ ミニテ細 菌 ヲ膽嚢内 ニ注 入セザル時

ハ,全 然 一般循環系 ニ細菌 ヲ證明 セズ.又 肺合併症 ヲ惹起 セズ.

3.膽 道炎症部 ヨリ催炎菌ガ如何 ナル徑路 ニヨリテ肺 ニ到達 スルカ ニ就 テ,第1,膽

嚢管 ヲ結紮 セズ シテ膽嚢内 ニ細菌 ヲ注入 セル場合,第2,膽 嚢管 ヲ結紮 シテ膽嚢 内ニ

細 菌 ヲ注入 セル場合,第3,膽 嚢周園炎 ヲ惹 起セ シメタル場 合ヲ比較 對照 スルニ第1

ノ場合 ハ細菌 ハ多クハ腸管内ニ排出 セラレ稀 ニ一般循環系 ニ侵 入 セル モノアル モ以 テ

肺 ニ炎症性病變 ヲ惹起 スルニ至 ラズ.第2ノ 場合ハ細菌 ハ一般循環 系 ニ侵入 シ更 ニ肺

ニ到達 スルモ其數極 メテ少數ニ シテ以 テ肺炎 ヲ惹起 スル ニ至 ラズ.第3ノ 場合ハ細菌

ハ一ハ間接 ニ一般循環系 ニヨリ,他 ハ直接 ニ横隔膜淋 巴管 ヲ經由 シテ多數 ノ細菌肺 ニ

侵入 シ屡 々重症肺炎 ヲ惹起 ス.

即チ一般循環系 ヲ經由 スルモ ノハ横隔膜 ノ變化極 メテ僅少 ナル ニ拘 ラズ肺 ニ多數 ノ

細菌血栓 ヲ證明 シ,又 横隔膜炎 ヲ起 セル モノハ多數 ノ細菌 ガ肋膜腔 ヨリ肺組織 ニ侵入

移行スル コ トヲ證明 シ得タ リ.

4.急 性膽嚢炎症 ノ際,催 炎 菌ハ膽嚢組織 内ノ血管乃至淋巴管 ヨリ一般循環系ヲ經

テ肺臟 内ニ侵入 スル ト雖 モ其數 量的關係 ハ甚 ダ僅 少ニシテ以 テ急性肺炎 ヲ誘發 スルニ

至 ラズ,之 ニ反 シ重症膽 嚢炎 ノ結果膽嚢周圍炎或 ハ穿孔性限局性腹膜炎 ヲ惹起 シタル

時 ハ,細 菌ガ一般 循環系 ヲ經 テ肺 ニ到達 スル數量 的關係甚ダ大 ニ シテ屡 々重症肺炎 ヲ

惹 起 ス.又 斯 ル際ハ假令 一般循環 系ニ侵 入スル細菌量僅少ナ リト雖 モ,直 接傳播徑路

ニ ヨリ横隔膜淋巴孔 ヲ穿通 シテ胸腔 ニ出デ,直 ニ肺 ニ侵 入 シテ屡 々肺 ニ重症病變 ヲ招

來 ス.

5.之 ヲ以 テ臨牀 上,急 性膽嚢炎 ノ際,肺 合併症 ヲ惹 起スル場合ハ催炎菌 ノ感染徑

路 ニ二途 アルヲ知 リ得タ リ.即 チ膽嚢 外ニ出現 セル細 菌ハ一 ニ直接傳播徑路 ニヨリ横

隔膜 ヨリ胸腔 ニ出 デ,他 ハ間接傳播徑路 ニヨ リ一般循環系 ヲ經 テ肺 ニ到達 スベキモノ

ト信ズ.

6.膽 嚢 炎症 ノ際 ニ一側 ノ横隔膜神經 ヲ切斷 シ,呼 吸運動不全 ヲ惹起 セシメ,以 テ

肺 ニ及 ボス影響 ヲ觀察 センガタメ第1,單 純 開腹 術,第2,單 純横隔膜神 經切斷,第3,

開腹術後,横 隔膜神經 切斷,第4,膽 嚢 内細菌注入後,横 隔膜神經切斷,第5,膽 嚢管

ヲ結紮 シ,膽 嚢 内ニ細菌 ヲ注 入後,横 隔膜神經 ヲ切斷 シ,各 々其成績 ヲ比較對照 スル

ニ

(イ)單 純 開腹術 ガ肺 ニ及 ボス影響 ハ極 メテ僅微 昌シテ肉眼的 ニ全 ク異常 ヲ見

ズ.唯 組織學的 ニ術後2日 ニ檢 セル モノニ輕度 ノ膨脹不全 ヲ見タル ノミ.
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(ロ)一 側 ノ横隔膜神經 ヲ切斷 シテ術後2日 ニ於 ケル結果 ヲ觀察 スルニ切斷側 ノ

肺 ニ輕度ノ膨脹不全乃至鬱血 ヲ見タル ノミ.

(ハ)開 腹術 ヲ行 ヒ一側 ノ横隔膜神經 ヲ切斷 セル場合 ニモ亦以上 ノ變化 ト大差 ア

ル ヲ見 ズ.

(ニ)膽 嚢管 ヲ結紮 セズ シテ葡萄状球菌 ヲ膽 嚢内ニ注 入 シ然ル後一側 ノ横隔膜脚

經 ヲ切斷 セル場合モ亦前實驗成績 ト同 ジク切斷側 ノ肺下葉 ニ中等度 ノ膨脹不全乃至

輕度 ノ充血ヲ來 ス ヲ見 タ リ.而 シテ單 ニ膽嚢内 ニ葡萄状球菌 ヲ注入 セル モノ ト大差

ナク,何 レモ肺 ニ炎症性病變 ヲ惹 起スル ニ至 ラズ.即 チ單純開腹術 ヲ施行 シ或 ハ單

ニ膽嚢内ニ細菌 ヲ注 入セル時 ハ横隔膜神經 ヲ切斷 スル ト否 トニ拘 ラズ其呼吸運動 制

限 ニ因 リ屡 々肺ニ輕 重種 々ナル膨脹 不全乃至鬱 血ヲ來 スモ炎症性病變 ヲ惹 起スル ニ

至 ラズ,又 注入細菌 ハ一般循環系乃至肺組織内 ニ侵 入スル ヲ認 メズ.

(ホ)膽 嚢管 ヲ結紮 シ膽嚢 内ニ細 菌 ヲ注 入 シタル後 一側 ノ横隔 膜神經 ヲ切斷 シ,

之ガ肺 ニ及 ボス影響 ヲ見ル ニ,假 令該神經 ヲ切斷 スルモ膽嚢周圍 ニ炎症波及 セザル

 時 ハ,單 ニ膨脹 不全乃至鬱血 ヲ見ル ノ ミニ シテ肺 ニ重症病變 ヲ招來セズ.然 ルニ膽

嚢周圍炎乃至蜂窩織性膽嚢炎 ヲ惹 起 セル モノハ主 トシテ切斷側肺下葉 ニ重症病變 ヲ

來 シ,且 心臟内血液,膽 嚢壁 ノ深層及 ビ左右兩肺 ノ組織 内ニ注 入細菌 ト同種 ノ多數

ノ細菌 ヲ證明 シ得タ リ.

7.膽 嚢炎症時 ニ於 ケル肺合併症 ノ主態 ハ膽嚢周 圍 ニ炎症波及 シテ限局性腹膜感染

ニヨリ毒力強キ多數 ノ催 炎菌ガ肺 ニ到達 スル コ トヲ以 テ主要 ノ條件 トシ,横 隔膜神經

切斷 ニ因ル呼吸運動不全 ハ肺炎誘發 ニ重大 ナル影響 アルヲ見ズ.唯 第三章,實 驗第五

類 ニ於 テ切斷側 ノ肺臟 ハ他側 ニ比 シ重症病變 ヲ惹 起セシ事實 ヨリ考 フ レバ横隔膜神經

切斷 ニヨリテ膽嚢炎症 ノタ メニ既 ニ起 レル呼吸運動不全 ヲ一層墳加 シ斯 ク テ肺炎誘發

ニ多少干與スベキヲ信 ぜ ントス.

(完)
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附 圖 説 明.

第 一圖　 犬 ノ膽嚢管 ヲ結紮 シ,膽 嚢内 ニ葡萄状球菌 ヲ注 入 シ,左 側横隔 膜神經 切斷後 左肺全葉 ニ起 レル重症肺

炎 ノ像 ヲ示 ス.(背 面ヨ リ觀察,自 然大).實 驗第58例.

第二圖　 犬 ノ總 輸膽 管 ヲ結紮 ルテ膽嚢 内ニ葡萄状球 菌 ヲ注入後 右肺 下葉 ニ起 レル重症出血性肺炎ノ組織 像 ヲ示

ス.(擴 大, Reiz. ok, 1. ob. 7.) 實驗 第3例.

第三圖　 家兎膽嚢 管 ヲ結紮 シ膽 嚢内 ニ葡萄状球 菌 ヲ注入後起 レル蜂 窩織 性膽嚢炎 ノ組織 像 ヲ示 ス.(擴 大, ZeiB

 ok, 4. ob. A.) 實驗第12例.

第四圖　犬 ノ膽嚢管 ヲ結紮 シ膽嚢内 ニ葡萄状球 菌ヲ注入後 起 レル蜂窩織性膽嚢炎 ノ組織像 ヲ示 ス.(擴 大, ZeiB 

ok．4. ob. A.) 實驗 第52例.

第五圖　 家兎膽嚢 管 ヲ結紮 シ膽嚢内 ニ葡萄状球菌 ヲ注入 シ,左 側横隔膜神 經切斷 後右肺下葉 ニ起 レル氣腫 ノ組

織像 ヲ示 ス.(擴 大, ZeiB ok. 4. ob. A.) 實驗 第54例.

第六 圖　犬 ノ膽嚢管 ヲ結紮 ル膽 嚢内 ニ葡萄状球菌 ヲ注 入 シ,左 側横隔膜神經切斷後左肺 下葉 ニ起 レル膨脹不全

ノ組織像 ヲ示 ス.(擴 大, ZeiB ok. 4. ob. A.) 實驗第59例.

a.萎 縮 セル肺胞. b.攣 縮 セル氣 管.

第 七圖　 犬 ノ膽嚢管 ヲ結紮 シ膽嚢内 ニ葡 萄状球 菌 ヲ注入 シ,左 側横隔膜神經切斷後左肺 下葉 ニ起 レル初期肺 炎

ノ組織 像 ヲ示 ス.(擴 大, ZeiB ok. 4. ob. AA.)實 驗第58例.

a.氣 胞腔. b.赤 血球 ヲ以 テ充満 セル氣胞.

第 八圖　家兎膽嚢管 ヲ結紮 シ膽 嚢内 ニ葡萄状球 菌 ヲ注入 シ,左 側横 隔膜神經切斷 後左肺 下葉 ニ起 レル重症 出血

性肺 炎ノ組織像 ヲ示 ス.(擴 大, ZeiB ok. 4. ob. A.)實 驗 第55例,

第 九圖　犬 ノ膽嚢 管 ヲ結紮 シ膽嚢 内 ニ葡 萄状球菌 ヲ注入 シ,左 側横隔膜神經切斷 後右肺 下葉 ニ起 レル化膿性肺

竝 ニ氣管支炎 ノ組織 像 ヲ示 ス.(擴 大, ZeiB ok. 4. ob.A.)實 驗 第53例.

a.氣 胞腔. b.肺 胞 間組織 ニ存 スル膿竃 . c.氣 管腔 内 ニ存 スル膿塊.

第十圖　犬 ノ膽嚢周圍炎 ニ因 スル右肺炎 ノ肝變 様組織像 ヲ示 ス.(擴 大, ZeiB ok. 4. ob.A.)實 驗 第27例 .

a.攣 縮 セル氣 管. b.肝 變様組織 .

以 上.
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