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抄 録 

明治 9(1876)年１月に，大阪で発行された，オランダ医師エルメレンス（Christian Jacob Ermerins：亞爾蔑

聯斯または越尓蔑嗹斯と記す， (1841－1879)による講義録の『日講記聞 原病學各論 巻十一』の原文の一部

を紹介し，その全現代語訳文と解説を加え，一部では，歴史的変遷，時代背景についても言及した．本編では，

『原病學各論 巻十一』の「泌尿器病編」の中の，「第三 腎盂輸尿管及膀胱諸病」の中の「膀胱加答流」，「義

膜性及侵蝕性膀胱炎」，「膀胱癌」，「膀胱結核」および「膀胱出血」について記載する．各疾患の病態生理や

症候論の部分は，かなり詳細に記されているが，炎症や腫瘍（新生物）の概念が確立されていない．また，治療

法では，内科的対症療法がその主流であって，使用される薬剤も限られている．しかし，この書籍は，わが国近

代医学のあけぼのの時代の，医学の教科書である． 

 

キーワード：明治初期医学書，蘭醫エルメレンス，膀胱加答流，膀胱癌，膀胱結核 

 

第４６章 原病學各論 巻十一（泌尿器病篇） 

 

オランダ医師エルメレンスが，大阪公立病院(大阪府

病院)で，毎週土曜日に行った講義のノートを，整理・

記載した『原病學各論』は，『日講記聞』として，明

治 9 (1876)年に出版された．その『巻十一』には，泌

尿器病篇(つづき)が収められていて，本章では，その

中の，『第三 腎盂輸尿管及膀胱諸病』の中の，「膀

胱加答流」，「義膜性及侵食性膀胱炎」，「膀胱癌」，

「膀胱結核」および「膀胱出血」についての記載を取

り上げる(図 1～3)1・16）． 

 

第三 腎盂輸尿管膀胱諸病 (つづき) 

 

(ﾆ)膀胱加答流 

 

「此病ヲ急性ト慢性トニ區別ス． 

急性ニ在テハ，膀胱ノ粘膜發赤腫脹シテ，粘液様液中

ニ，血液ヲ混セル者ヲ分泌シ，久キヲ經レハ，粘膜ノ

一部剥脱シテ，遂ニ潰瘍ト為リ，膀胱壁ヲ穿貫シテ，

直腸，腟若クハ腹腔内ニ通スル有リ．而其經過ノ 

 

幸ナル者ハ，能ク治ニ就ク有レ，或ハ荏苒，瀰久

シテ慢性ニ轉スル者アリ． 

慢性ニ在テハ，其粘膜褐色ト為テ，稠厚ナル粘液之レ

ヲ覆ヒ，久キニ至レハ膿汁ヲ分泌シ，然ル者ニ於テハ，

膀胱ノ壁漸々肥厚シテ，其腔内大ニ狭小ト為ル．又

人ノ膀胱加答流ハ，縷々膀胱ヲ兼發シテ，尿欝積

ノ為ニ膨大シ，其尿ハ悪臭酷厲ニ変シテ，粘膜ヲ剌戟

シ，遂ニ潰瘍若クハ壊疽ヲ生，膀胱ヲ穿破シ，外圍

ノ結締織ニ汎濫シテ，恥骨部若クハ會ニ瘻管ヲ生シ，

或ハ腹腔内ニ浸淫シテ瀕死ノ腹膜炎ヲ発スル有リ．

又或症ニ於テハ，輸尿管及ヒ腎盂ニ累及スル有リ．

總テ膀胱加答流ハ急慢二性ニ拘ハラス，小児ニ発スル

罕レニ，大人及ヒ老人ニ多キ者トス．」 

 

「この疾患を急性と慢性とに区別する． 

急性の場合には，膀胱の粘膜は発赤腫脹して，粘液 

様の液中に血液が混じるものを出し，時間が経つと，
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粘膜の一部が剥離して，ついに潰瘍を形成し，それは

膀胱壁を貫いて，直腸，膣または腹腔内に及ぶことが

ある．そして，その経過が幸いな場合には，治癒する

ことがあるが，長期間続いて慢性に変るものもある． 

 慢性の場合には，その粘膜は褐色となって，粘稠な

液がその表面を覆い，長期にわたれば膿汁を出し，そ

の様な者では，膀胱の壁はだんだん肥厚して，その内

腔は大きく縮小する．また，老人の膀胱カタルは，し

ばしば膀胱の機能障害を併発して，尿うっ積の為に膨

張拡大し，その尿の臭いは非常に悪くなり，粘膜を刺

激して，遂には潰瘍あるいは壊疽を起こして膀胱を穿

破し，炎症は外側の結合組織に広がって，恥骨部ある

いは会陰部に向って瘻孔を作り，場合によっては，腹

腔内に浸透して瀕死の腹膜炎を起こすことがある．ま

た，ある症例では，尿管および腎盂に波及することが

ある．一般に，膀胱カタルは，急性，慢性にかかわら

ず，小児に発生することはまれであって，大人および

老人に多いものである．」 

ここで，「（タンタン）」は『麻痺、機能障害』

の意味であり，「酷厲（コクレイ）」は『非常に悪化

した状態』を指す語句である．また，「荏苒（ジンゼ

ン）」も「瀰久（ビキュウ）」も『時間的に長引く状

態』を表す語句である 2）． 

 

「『原因』 

原因ニ數般アリ． 

第一ハ尿道加答流，若クハ攝護腺炎ヨリ膀胱ノ粘膜ニ

波及スルニ由リ，第二ハ寒氣ニ冒觸スルニ由ル．喩ヘ

ハ衣服ノ濕潤ナルカ為ニ発スルカ如シ．第三ハ膀胱内

ノ結石，導尿管ノ剌戟，碎石術，過剰ナル淋疾注射藥，

尿道狭窄，膀胱若クハ尿欝滯ニ由リ，第四ハ辛辣

藥即チ芫菁，的列並油，拔尓撒謨骨湃巴ヲ誤用シ，

或ハ麥酒ノ過飲スルニ在リ．」 

 

「『原因』 

原因には数種類がある． 

第一は，尿道カタルまたは前立腺炎から，膀胱の粘

膜に波及することによって起こり，第二は，寒気に触

れることによって起こる．例えば，衣服が湿ったこと

によって起こるなどである．第三は，膀胱内の結石，

尿道カテーテルの刺激，砕石術，過剰な淋病注射薬の

使用，尿道狭窄，膀胱機能障害，あるいは尿うっ滞な

どによって起こり，第四は，刺激性の強い薬品，すな

わち，カンタリス，テレビン油，バルサム・コパイバ

などを誤用することにより，あるいはビールなどの過

飲によって起こるものである．」 

ここで，「辣藥（ラツヤク）」は『からい薬，強い

薬』の意味をもつ語句であり，ここでは，『刺激性の

強い薬品』の訳を当てた 2.5）． 

 

「『症候』 

急性膀胱加答流ハ，先ツ戦慄發熱シテ，會若クハ恥

骨部ニ疼痛ヲ覚ヘ，之レヲ按スレハ，其疼痛増加シテ，

尿道，睾丸，両股及ヒ腰部ニ牽キ，且ツ尿意頻數ニ，

毎次僅少ナル血様ノ尿ヲ排泄シ，時トハ膀胱括約筋

ノ痙攣ニ由テ，尿閉ヲ來タシ，尿鬱滯ノ為ニ膀胱大ニ 

膨脹シ，恥骨上部ニ於テ，圓形ノ硬塊ヲ觸ル可キ有 

リ．其尿初メハ酸性ニ粘液ヲ含ム少ナシト雖， 

後ニ至レハ粘液ノ量増加シテ，亜尓加里性ノ反應ヲ呈

ス．而大抵六日ヲ經レハ，諸症減退シテ治スルヲ

得ヘシ．然レ，急性症ヨリ轉シテ慢性症ト為ル者ア

リ．又老人ニ在テハ，既ニ論スルカ如ク，壊疽ヲ発シ

テ，膀胱ヲ貫通シ，急性腹膜炎ヲ継發シテ死スル屡 

々之レ有リ． 

慢性膀胱加答流ハ，尿意ノ頻數ナル，急性症ニ於ル

カ如ク甚シカラス．疼痛モ亦微ナルヲ常トス．然レ

，或症ニ在テハ，利尿ニ當テ疼痛頗ル甚シク，且ツ

利尿シ了レ，猶膀胱内ニ尿ノ殘留セルカ如キヲ覚フ．

伹シ此ノ諸患ハ日々一様ナラス．殊ニ寒氣ニ觸冒シ，

或ハ亜尓個児性飲料ヲ用レハ頓ニ増劇ス．而其尿ハ

溷濁シテ，安母尼亜ノ臭ヲ放チ，亜尓加里ノ反應ヲ呈

シ，若シ硝子噐内ニ静定スレハ，底面ニ沈澱ヲ生ス．

此沈澱物ハ則チ膿球，傑列乙粘液状物，尿酸塩及ヒ三

塩基燐酸塩ヨリ成ル者ナリ．伹シ尿道狭窄ニ由テ発ス

ル所ノ慢性膀胱加答流ハ，截開術ヲ施治ニ就クノ後，

其尿透亮ト為テ，反應モ亦酸性ニ復シ，疼痛全ク止ム

者多シト雖，其他ノ慢性膀胱加答流ハ頗ル治シ難ク，

殊ニ老人ニ於テハ漸次ニ増悪シ，或ハ膀胱麻痺ヲ併発

シテ，其尿膀胱内ニ欝滯シ，膀胱之レカ為ニ膨大シテ，

恥骨上部ノ中央ニ圓形ノ硬塊ヲ觸知ス可ク，甚キハ臍

邉ニ達スルニ至ル有リ．之レニ於テハ，『カテート

ル』ヲ挿入シテ，其尿ヲ導泄セサル可カラスト雖，

時トハ『カテートル』挿入ノ為ニ，炎勢ヲ増劇シ，

粘膜面ニ潰瘍ヲ生シテ，其尿中ニハ血液ヲ混出シ，膀

胱内ニ疼痛ヲ発シ，遂ニ消耗熱ニ陥テ，漸々痩削シ，

虚脱ヲ以テ斃ルヽ有リ．或ハ膀胱ノ壊疽ヲ生シ，速

ニ窒扶斯状ノ諸症ヲ續発シテ死スル者アリ．」 

 

「『症候』 

急性膀胱カタルは，先ず，悪寒戦慄，発熱して，会

陰部または恥骨部に疼痛を感じ，そこに触れれば，そ

の疼痛は増強して，尿道，精巣，両股および腰部に放
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散し，また，その上，尿意頻数となって，その度に極

めて少量の血液様の尿を排泄し，時には，膀胱括約筋

の痙攣によって尿閉を来し，尿うっ滞の為に膀胱は大

きく膨脹し，恥骨上部で円形の硬い塊を触れることが

出来る場合がある．その尿は，初めは酸性であって粘

液を含む割合は少ないが，後になると粘液の量が増加

して，アルカリ性の反応を呈する．そして，およそ６

日も経てば，諸症状は減退して治癒することとなる．

しかし，急性症から慢性症に変るものがある．また，

老人の場合には，既に述べた様に，壊疽を起こして膀

胱を貫いて，急性腹膜炎を続発して死亡することがし

ばしばある． 

慢性膀胱カタルでは，尿意頻数は急性症の場合ほど

甚だしいものではない．疼痛も又軽微であるのが普通

である．しかし，ある症例では，排尿時の疼痛が非常

に強く，その上，排尿が終了してもなお膀胱内に尿が

残留している様に感じるものがある．ただし，これら

の諸症状は日によって同じではない．ことに，寒気に

触れたり，アルコール飲料を嗜むと，途端に増悪する．

そして，その尿は混濁して，アンモニア臭を放ち，ア

ルカリ性の反応を呈し，試験管内に静定すれば底面に

沈澱物が形成される．すなわち，この沈澱物は白血球，

コロイド様粘液状物，尿酸塩および三重リン酸塩から

構成されるものである．ただし，尿道狭窄によって起

こる慢性膀胱カタルは，切開術を行って治癒した後に，

尿は透明となって，反応も酸性にもどり，疼痛は全く

無くなることが多いが，その他の慢性膀胱カタルは非

常に治し難く，殊に老人の場合には，だんだん増悪す

るか膀胱麻痺を併発し，尿が膀胱内にうっ滞して，そ

の為に，膀胱は膨脹して，恥骨上の中央部に円形の硬

い塊を触知することが出来て，甚だしいものは，それ

が臍周辺までとどくことがある．この場合には，カテ

ーテルを挿入して，その尿を排泄させなければならな

いが，時には，カテーテルを挿入することによって，

炎症の勢いを増強させ，粘膜面に潰瘍を形成して尿中

には血液を混出し，膀胱内疼痛を起こし，終りには，

消耗熱に陥って、だんだんやせ細り，虚脱状態で死亡

することがある．あるいは，膀胱の壊疽を起こし，速

やかにチフス様の諸症状を続発して死亡するものもあ

る．」 

ここで，「傑列乙」は『コロイド（Colloid）：膠質』

の当て字である．また，「三塩基燐酸塩」は『三重リ

ン酸塩（Triple  Phosphates）』のことで，これは尿

中に排泄されるリン酸アンモニウム・マグネシウムお

よびリン酸カルシウムを指している．また，「截開術

（サイカイジュツ）」は『切開術』の意味である 3.4）． 

 

「『治法』 

急性膀胱加答流ニ於テ，疼痛ノ劇甚ナル者ニハ，防

炎法ヲ施スヲ要ス．則チ會若クハ恥骨上ニ蝟鍼或ハ

温琶布ヲ貼シ，或ハ水銀莨丁幾膏ヲ塗擦シ，或ハ莫

尓比涅ノ皮下注射法ヲ行ヒ，食物ハ僅ニ牛乳及ヒ米粥

汁ヲ與ヘ，内服ニハ亜麻仁，錦葵葉，若クハ蜀葵根

ノ煎劑，或ハ炭酸水ヲ用ヒ， 且ツ甘汞， 葯刺巴ノ下

劑ヲ兼用ス可シ．又全身温浴若クハ坐浴ヲ施，屡々

功ヲ奏スル有リ．若シ膀胱痙攣ノ為ニ，尿閉ヲ発シ，

膀胱膨大スル者ハ，一日ニ二三彈力性『カテートル』

ヲ以テ，導泄ス可シ．時トハ，吐劑（吐酒石ト吐根

ヲ伍スル者）ヲ與ヘテ，此痙攣ノ速ニ治スル有リ．

若シ疼痛ノ久シク減退セサル者ニハ，硝酸銀溶液ヲ膀

胱内ニ注射スルニ由テ，屡々發炎ヲ防キ得ル有リ．

其法弾力性『カテートル』ヲ挿入シ，其中ヨリ多量ノ

微温湯ヲ注入シテ，膀胱内ノ尿及ヒ粘液ヲ洗滌シ，次

ニ硝酸銀溶液（即チ一ヲ水一ニ溶ス者）二乃至

四ヲ注射シ，二日毎ニ一之レヲ施シテ，漸々其溶

液ヲ濃厚ナラシム可シ（即チ五ヲ水一ニ溶ス者ヲ

用ユルニ至ルナリ）．而其症既ニ慢性ニ轉スル者ニ

ハ，石灰水，硫黄泉，炭酸水，若クハ王水ヲ内服セ

シムルニ宜シ（此諸藥ハ各人ニ於テ其功同シカラス．

宜シク撰用ス可シ）．膀胱ノ知覚敏捷ナル者ニハ，阿

芙蓉劑（弗児散ノ類）ヲ内服セシメ，或ハ莫尓比涅

ヲ皮下ニ注射シ，又阿芙蓉若クハ莨ノ軟膏ヲ塗擦ス

可シ．或人ハ石松子末（一日ノ量二乃至半）ヲ散

若クハ乳劑トシ用ユルヲ称譽セリ．時トハ膀胱内

ニ微温湯或ハ蜀葵根煎，錦葵葉煎ヲ注入シテ，頗ル

功ヲ奏シ，又硝酸銀若クハ皓礬ノ溶液ヲ注入シテ，速

ニ膀胱ノ知覚過敏ヲ抑制スル有リ．伹シ此注入法ハ，

持久施ス可カラス．大抵二三之レヲ施，亳モ緩

觧ヲ覺ヘサル者ハ，畢竟其功ナキ者ト察ス可シ．又收

斂劑ヲ用テ，膿ノ分泌ヲ減スルヲ要ス．即チ烏華烏尓

失煎（半ヲ煎出シテ六ノ液ヲ取リ，舎利別一ヲ

加ヘテ一日ノ量トス），單寧（一日ニ十五乃至半），

或ハ幾那皮煎ヲ用ユ可シ．若シ収斂藥ノ効ナキ者ニハ，

抜尓撒謨骨湃巴，抜尓撒謨孛露，若クハ，的列並油ヲ

與フルニ宜シ．此諸藥ハ初メ必ス少量（毎服十五滴一

日ニ三）ヲ要ス．然ラサレハ，患者ノ之レニ堪ヘサ

ル屡々之レ有リ．又児水ハ此病ノ一良藥ニ，之

レヲ多量（即チ一壜）ニ内服セシメ，或ハ膀胱内ニ注

入ス可シ．伹シ老人ニ於テハ，大ニ虚脱ヲ來ス有ル

カ故ニ，必ス良好有力ノ滋養物ヲ與ヘサル可カラス．」 

 

「『治療法』 
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急性膀胱カタルに於いて，疼痛が非常に強い場合に

は，防炎法を施行する必要がある．即ち，会陰部また

は恥骨上部に，蝟鍼または温パップを貼るか水銀ロー

トエキスの軟膏を擦り込み，あるいはモルヒネの皮下

注射法を行って，食物は僅かに牛乳および米粥汁を与

え，内服薬として，アマの種子，ゼニアオイ葉または

タチアオイ根などの煎剤または炭酸水を使用し，また，

塩化第一水銀，ヤラッパなどの下剤を併用しなさい．

また，全身温浴や坐浴を行って，しばしば功を奏する

ことがある．もし，膀胱けいれんの為に尿閉を起こし，

膀胱が拡張する場合には，１日に 2，3 回，弾力性の

あるカテーテルで導尿しなさい．時には，催吐剤（吐

酒石と吐根を混ぜたもの）を投与して，このけいれん

を速やかに治せることがある．もし，疼痛が長期間軽

減しない場合には，硝酸銀溶液を膀胱内に注入するこ

とによって，しばしば炎症の広がりを予防できること

がある．その方法は，弾力性カテーテルを挿入し，そ

の中に多量の微温湯を注入して，膀胱内の尿および粘

液を洗浄し，次に硝酸銀溶液（即ち１グレーンを水１

オンスに溶かしたもの）2 オンスから 4 オンスを注入

して，2 日ごとに 1 回これを施行して，だんだんその

溶液濃度を上げなさい（即ち 5グレーンを水 1オンス

に溶かしたものまで使用する）．そして，炎症が既に

慢性になった場合には，石灰水，硫黄泉，炭酸水，あ

るいは王水などを内服させるのがよろしい（この諸薬

は人によって効果が同じではない．うまく選んで使用

しなさい）．膀胱の知覚過敏のある場合には，阿芙蓉

剤（ドーフル散の類）を内服させるか、モルヒネを皮

下に注射するか，阿芙蓉またはロートの軟膏を擦り込

みなさい．ある人は，ネズの種子の粉末（1 日量は 2

ドラムから 1/2 オンス）を散または乳剤として使用す

ることを奨励している．時には，膀胱内に微温湯ある

いはタチアオイ根煎，ゼニアオイ葉煎などを注入して，

大きな効果を得ることがあり，硝酸銀またはコウバン

の溶液を注入して，速やかに膀胱の知覚過敏を抑制で

きることがある．ただし，この注入法は，長期間行っ

てはならない．大抵，2，3 回これを行って，少しも緩

解を認めない場合には，結局，効果がないものと理解

するべきである．また，収斂剤を使用して，膿の発生

を減少させる必要がある．即ち，ウワウルシ煎（1/2 オ

ンスを煎出して 6オンスの液を取り，単シロップ１オ

ンスを加えて 1日量とする），タンニン(１日に 15 グ

レーンから 1/2 ドラム)あるいはキナ皮煎を使用しな

さい．もし，収斂薬が効果のない場合には，バルサム・

コパイバ，バルサム・ペルーあるいはテレビン油を投

与するのがよい．これらの諸薬は，初めの投与量は必

ず少量（毎服 15 滴，1日に 3回）であることが大切で

ある．そうでなければ，患者がそれに耐えられないこ

とがしばしばある．また，タール水はこの疾患に対す

る一つの良薬であって，これを多量（即ち１ビン）に

内服させるか，膀胱内に注入しなさい．ただし，老人

の場合には，虚脱を来すことが多いので，必ず，良好

で有力な栄養食物を与えないわけにはいかない．」 

ここで，「莨」は『ロート』の当て字で，これは

ナス科植物である『ハシリドコロ（Scopolia japonica

又は S. carniolica）』を指し，その根茎に，ヒヨスチ

アミン（C17H23NO3），アトロピン（ヒヨスチアミン

の異性体），スコポラミン（C17H21NO4），スコポリ

ン（C16H18O9），スコポレチン（C10H8O4）などが含

まれていて，これらには，副交感神経遮断作用，抗ヒ

スタミン作用，鎮痛鎮痙作用などがあって，鎮痛・消

炎剤，消化性潰瘍剤，上気道炎症剤などとして使用さ

れる．従って，「水銀莨丁幾膏」は『水銀ロートチ

ンキ軟膏』を指している．ナス科植物のうちの，莨

属（Scopolia）の名称は，イタリアの医学者のスコポ

リア（Geovanni Antonio Scopolia：1723－1788）が，

ロートに関する研究論文を多数発表したことにちなん

で付けられたと云われる．また，「丁幾」は『チンキ

（Tincture）』の当て字である．これは，有効成分の

アルコール溶解液をいう．また，「蜀葵」はアオイ科

植物の『タチアオイ(Althea)』を指し，葉や花にマル

ビン（C29H35O17Cl） を含み，包摂薬として利用され

た．「吐酒石」は『酒石酸カリウムと酸化アンチモン

との化合物の白色粉末結晶（Emetic tartar）:

｛KOOC(CHOH)2COO(SbO)･1/2H2O｝』を指し，催

吐剤として利用された．また，「吐根」はアカネ科植

物の『トコン（Cephaelis ipecacuanha）』の根から

採れるアルカロイドで，その成分として，エメチン

（C29H36N2O4），セファエリン（C28H38N2O4），プ

シコトリン（C28H36N2O4）などを含み，催吐剤，去痰

剤，抗菌剤などとして使用された．「王水」は『硝酸

と塩酸の混合液』を指し，これは難溶性の金属（金、

白金）も溶解させる．また，「弗児散」は『ドーフ

ル散』の当て字で，これは，イギリスの内科医ドーバ

ー（Thomas Dover：1660－1742）が，発汗薬として，

アヘン末 100g，トコン細末 100g，乳糖または硫酸カリ

ウム細末 800g からなる散剤を考案して使用したこと

から始まる．感冒，腸カタルなどに使用され，阿片吐

根散とも呼ばれる．また，「皓礬（コウバン）」は『硫

酸亜鉛（ZnSO４）』を指し，これは収斂剤として利用

された．また，「舎利別」は『単シロップ（Syrup 

simplex）』の当て字である 5-10）． 
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(ﾎ)義膜性及侵蝕性膀胱炎 

 

「此二症ハ重病殊ニ膿熱，窒扶斯，痘瘡及ヒ猩紅疹ノ 

經過中ニ発スル者トス．義膜性炎ニ在テハ，膀胱ノ粘 

膜面ニ義膜ヲ生シ，後ニ至レハ，其屑片尿中ニ混出ス 

ル屡々之レ有リ．侵蝕性炎ニ在テハ，粘膜ノ一部死 

壊シテ，終ニ離脱スル者トス．總テ之レヲ誘發スル本 

病ノ危險ナルカ為ニ，未タ曽テ治スル者アルヲ見ス．」 

 

「この二つの疾患，即ち，偽膜性膀胱炎と侵食性膀胱

炎は重大な疾患，殊に敗血症，チフス，天然痘および

猩紅熱などの経過中に発生するものである．偽膜性炎

症の場合は，膀胱の粘膜面に偽膜を作り，後になれば

その壊死片が尿中に混出することがしばしば有る．侵

食性炎症の場合は，粘膜の一部が壊死に陥って，終り

には剥脱するものである．普通，これらを誘発する原

疾患が危険である為に，今まで治癒した者を見たこと

がない．」 

ここで，「膿熱」は『敗血症（Sepsis）』を指す．

これは，細菌などが血流中に入り，全身各所に炎症を

起こすものであり，ショックで死亡することがある．

また，「窒扶斯」は『腸チフス（Ty-phoid fever）』

の当て字であり，「猩紅疹」は『猩紅熱（Scarlet  

fever）』を指す．「痘瘡」は『天然痘』のことで，こ

れはウイルスによる全身性疾患であるが，18 世紀末に

行われた，イギリスのジェンナー（Edward  Jenner：

1749－1823）による種痘ワクチン法が全世界に広がっ

たため，1980 年，WHO（世界保健機構）は絶滅宣言

を行った．また，「義膜（ギマク）」は『粘膜などの

炎症の場合に，浸出液や変性・壊死組織などによって

作られた層状の構造』を指していて，現在は『偽膜

（Pseudomembrane）』の文字が当てられている 11）． 

 

(ﾍ)膀胱癌 

 

「此癌ヲ第一発癌ト第二発癌トニ區別ス．第一発癌ハ

膀胱ノ粘膜ヨリ生スル肉状癌ニ，其粘膜軟化シ，

長莖ヲ生シテ膀胱内ニ懸垂ス．伹シ許多ノ膨脹セル血

管ト，僅少ノ結締織ヨリ成ルカ故ニ，時々出血ヲ來シ，

且ツ其莖ノ長キヲ以テ，揺々定リ無ク，屡々尿道口ヲ

閉塞スル有リ．而其粘膜ハ一般ニ慢性炎ニ罹ルヲ

常トス． 

第二発癌ハ直腸若クハ子宮ノ癌腫ヨリ波及スル者

ニ，多クハ内皮癌或ハ硬癌トス．此症，婦人ニ在テ

ハ，屡々膀胱ト腟ノ間，男子ニ在テハ，膀胱ト直腸ノ

間ニ瘻管ヲ生ス．而其癌軟觧スレハ，劇キ出血ヲ発

スル有リ．」 

 

「この癌を原発性と転移性とに区別する． 

原発性膀胱癌は，膀胱の粘膜から発生するポリ－プ

状の癌であって，その粘膜は軟化し，長い茎を形成し

て膀胱内に吊り下がる．ただし，多くの拡張した血管

と，僅かな結合組織から構成されているので，時々出

血を来し，また，その茎が長いので揺れて固定されず，

しばしば尿道口を閉塞することがある．そして，その

粘膜は，一般に慢性炎症に罹っているのが普通である． 

転移性膀胱癌は，直腸または子宮の癌腫から波及し

てくるもので，多くは，粘膜上皮内癌あるいは硬癌で

ある．この疾患は，女性の場合にはしばしば膀胱と膣

との間に，男性の場合には膀胱と直腸との間に，瘻孔

を形成する．そして，その癌が軟化・融解すれば，激

しい出血を起こしてくることがある．」 

ここで、「肉（ソクニク）」は，もともとは『余

った肉』の意味であるが，腫瘤を表現する語句である

ので，ここでは『ポリープ（Polyp）』と訳した．ま

た「内皮」は『体内被蓋上皮細胞』を意味する語句で，

現在使用されている『細網内皮系細胞』を指してはい

ない．また，この当時の癌腫（上皮性悪性腫瘍）の病

理組織学的分類には，「硬癌」と「髓様癌」とがあり，

前者は『結合組織が多くて硬いもの』であり，後者は

『結合組織が少なくて軟らかいもの』と分類されてい

ることが多い．また，「瘻管」は，現在では『瘻孔』

の語句を当てている 2,10）． 

 

「『治法』 

出血スル者ニハ，膀胱内ニ冷水若クハ塩酸銕丁幾ヲ

注入シ，内服ニモ亦塩酸銕丁幾ヲ與ヘ，疼痛ヲ鎮制ス

ルニハ，阿芙蓉劑ヲ投シ，又良好ノ滋養食餌，或ハ葡

萄酒ヲ與ヘテ，生力ヲ維持スルノ外，他策ノ施ス可キ

無シ．肉状癌ニ於テ尿道口閉塞シ，利尿頓ニ止ム者

ニハ，碎石術ニ用ユルカ如キ器械ヲ送入シテ，長莖ヲ

破壊スルノ法アリ．」 

 

「『治療法』 

出血する者に対しては，膀胱内に冷水あるいは塩酸

鉄チンキを注入し，内服にも塩酸鉄チンキを投与し，

疼痛を鎮静化するには阿芙蓉剤を投与し，また，良好

な栄養食あるいはブドウ酒を与えて，生力を維持する

他に，施すことが出来る策はない．ポリープ状癌の場

合に，尿道口を閉塞し，排尿が突然停止する者には，

砕石術に使用する様な器具を膀胱内に挿入して，長茎
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を破壊切断する方法がある．」 

 

 (ﾄ)膀胱結核 

 

「此症ハ，膀胱ノ粘膜ニ細小灰白色ノ結核ヲ生シ，漸 

々潰瘍状ト為ル者ニ，殊ニ膀胱後部ノ下方ニ発ス．

而特発スル者少ナク，多クハ他器即チ攝護腺，腎藏，

或ハ尿道ヨリ波及ス．尋常特異ノ症候ヲ発セス，殆

ト加答流症ニ類似シ，唯尿中ニ軟觧セル結核ノ混出ス

ルヲ以テ，僅ニ診断シ得ル而己．之レニ於テハ，一モ

施ス可キ治法アル無シ．」 

 

「この疾患は，膀胱の粘膜に小さな灰白色の結節を形

成し，それが，だんだん潰瘍状となるものであって，

殊に膀胱後部の下方に発生する．そして膀胱だけに出

来るものは少なく，多くの場合は，他臓器，即ち前立

腺，腎臓あるいは尿道から波及してくる．普通，特異

の症状を現わさないで，おおむねカタル性炎症に類似

し，ただ，尿中に融解した結節が混出するので，僅か

に診断出来るだけである．この疾患の場合には，施す

ことの出来る治療法はひとつもない．」 

 

(ﾁ)膀胱出血 

 

「此症ノ原ハ種々アリ． 

 第一膀胱粘膜急慢二性ノ炎ヨリ発ス．喩ヘハ急性淋

疾，尿道狭窄ニ継發シ，或ハ辛辣刺戟ノ藥品，即チ芫

菁若クハ抜尓撒謨類ヲ誤用シテ，膀胱粘膜ニ急性炎ヲ

発スルニ由ル者ノ如シ．第二ハ膀胱粘膜ノ器械的損傷

ヨリ來ル．喩ヘハ創傷，破裂（膀胱ノ充盈スル時ニ當

テ其人倒仆若クハ墜高スレハ，之レヲ発スル有リ），

碎石術，若クハ尿道狭窄ノ截開術ニ於ケル器械ノ創傷

ニ由リ，或ハ稜角アル結石ノ為ニ毀傷セラレ，或ハ種々

ノ異物竄入ニ由テ発スルカ如シ．第三膀胱粘膜ノ潰瘍

ニ由ル．喩ヘハ癌腫及ヒ結核ニ於ケルカ如シ．第四粘

膜ノ毛細管非常ニ膨脹シテ破裂スルニ由ル．喩ヘハ

肉状癌，粘膜ノ肉及ヒ膀胱痔（膀胱頸ニ於ケル静脉

叢ノ破裂スルニ由ル者ニ，通常直腸ノ痔血ニ兼発ス）

ニ於ケルカ如シ．而此膀胱出血ハ，腎及ヒ輸尿管ノ

出血ト鋻別セサル可カラス．膀胱出血ハ通常其血液多

量ニ，且ツ尿ト混和セス之レヲ静定スレハ，必ス器

底ニ沈降シ，腎及ヒ輸尿管ノ出血ニ在テハ，血液能ク

尿ニ混和ス．然レ腎ノ大出血ニ在テハ，膀胱出血ニ

疑似スル無キニ非ラス．然ルハ，宜シク他ノ症候

ニ注目ス可シ．喩ヘハ膀胱加答流ノ症アル者ハ，膀胱

ノ出血トシ，腰痛若クハ尿中ニ蛋白質ヲ混スル者ハ，

腎若クハ輸尿管ノ出血タルヲ定ム可キカ如シ．且ツ膀

胱出血ハ大抵粘液様ノ尿ヲ通利シ，尿意甚タ頻數ナル

ヲ常トス．」 

 

「この疾患には種々の原因がある． 

第一は，膀胱粘膜の急性および慢性の炎症から発生

するものである．例えば，急性淋病，尿道狭窄に続発

し，あるいは，刺激性の薬品，即ちカンタリス又はバ

ルサム類の誤用があって，膀胱粘膜に急性炎症を起こ

すことによるものなどである．第二は，膀胱粘膜の機

械的損傷によって起こる．例えば，創傷，破裂（膀胱

が充満している時に，その人が倒れたり，墜落したり

すれば，この状態を起こすことがある），砕石術また

は尿道狭窄の切開術時の器械的損傷に由って，あるい

は角のある結石の為に損傷を受け，あるいは種々の異

物の侵入に由って起こるなどである．第三は，膀胱粘

膜の潰瘍形成に由る．例えば，癌腫および結核の場合

などである．第四は，粘膜の毛細血管が非常に拡張し

て破裂することに由る．例えば，ポリープ状癌，粘膜

のポリープおよび膀胱痔（膀胱頚部の静脈叢が破裂す

るものであって，普通，直腸の痔出血に併発する）の

場合などである．そして，この膀胱出血は，腎臓およ

び尿管の出血と鑑別しなければならない．膀胱出血は，

普通，その血液が多量であって，また尿と混和しない

で，これを器に静定すれば，必ず底に赤血球が沈降し，

腎臓および尿管の出血の場合には，赤血球はよく尿と

混和されている．しかし，腎臓の大出血の場合には，

膀胱出血に類似することが無いこともない。その様な

場合には，他の症状に注目しなさい．例えば，膀胱カ

タルの症状がある者は膀胱の出血とし，腰痛または尿

中に蛋白質を認める者は腎臓または尿管からの出血で

あることを決定するなどである．そして，膀胱出血は，

大抵，粘液様の尿を排泄し，尿意は甚だ頻数である．」 

ここで，「倒仆（トウフ）」は『倒れる』または『伏

す』などの意味を表す語句であり，「墜高（ツイコウ）」

は『高いところから落下する』の意味であり，「竄入

（ザンニュウ）」は『穴に入り込む』の意味である．

また，「（イン）」は『因』の俗字であり，「鋻（カ

ン）」は『鑑』の別字である 2）． 

 

「『治法』 

其原因ヲ探テ，可及的之レヲ驅除スルヲ要ス．喩ヘハ

膀胱結石，異物竄入，若クハ尿道狭窄ニ由ル者ハ，先

ツ之レヲ治ス可キカ如シ．又急性淋疾ニ在テハ，拔尓

撒謨骨湃巴ヲ内服セシメ（一日三十五滴乃至二十滴 

），止血ヲ要スルニハ，膀胱部及ヒ會ニ寒罨法ヲ施
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シ，冷水若クハ收斂劑ノ溶液，即チ塩酸銕液（六滴ヲ

水一ニ和ス），明礬，皓礬，單寧，或ハ硝酸銀ノ溶

液ヲ膀胱内ニ注入シ，内服ニハ單寧，塩酸銕丁幾，或

ハ硫酸里母奈垤ヲ與フルニ宜シ．動モスレハ，血塊ノ

為ニ尿道ヲ閉塞セラレ，利尿困難ニ，患者大ニ苦悶

スル有リ．之レニ於テハ，『カテートル』ヲ挿入シ

テ，単微温湯，或ハ其中ニ炭酸曹達，若クハ炭酸剥篤

亜斯ヲ加ヘシ者（即チ炭酸曹達若クハ剥篤亜斯一 

ヲ二十ニ溶觧ス）ヲ膀胱内ニ注入シ，以テ血塊ヲ溶

觧ス可シ．或症ニ於テハ，大抵毎二時ニ此注入ヲサヽ

ルヲ得サル有リ．此ノ如ク血塊ヲ驅除スル後ハ，

收斂藥ノ注入ヲ施ス可シ．時トハ，越尓呉知涅ヲ皮

下ニ注射シテ，速ニ止血スル有リ．」 

 

「『治療法』 

その原因を探って，なるべくそれを排除する必要が

ある．例えば，膀胱結石，異物の侵入あるいは尿道狭

窄による場合には，先ず，それを治さなければならな

いなどである．また，急性淋病の場合には，バルサム・

コパイバを内服させ（1日 3回，15 滴から 20 滴），止

血が必要な場合には，膀胱部および会陰部に寒罨法を

施行し，冷水または収斂剤の溶液，即ち塩酸鉄液（6

滴を水 1オンスに混ぜる），ミョウバン，ハクバン，

タンニンあるいは硝酸銀の溶液を膀胱内に注入し，内

服として，タンニン，塩酸鉄チンキあるいは硫酸リモ

ナーデを投与するのがよい．ともすれば，血塊によっ

て尿道の閉塞が起こり，排尿困難となって，患者が大

いに苦しがることがある．その場合には，カテーテル

を挿入して，単なる微温湯か，あるいはその中に炭酸

ソーダ又は炭酸ポタシウムを加えたもの（即ち炭酸ソ

ーダ又はポタシウム１ドラムを 20 オンスに溶解する）

を膀胱内に注入し，それによって血塊を溶解しなさい．

症例によっては，ほぼ 2時間ごとに，この注入を施行

しなければならないことがある．この様にして，血塊

を排除した後は，収斂薬を注入しなさい．時には，エ

ルゴチニンを皮下に注射して，速やかに止血する場合

がある．」 

ここで，「明礬（ミョウバン）」は『塩基性硫酸ア

ルミニウム・カリウム｛Kal3(SO4)2(OH)6｝』の結晶

で，その成分は、K2O：11.4%，Al2O3：37.0%，SO3：

38.6%、H2O：13.0%である．アルミニウムイオンは蛋

白質と結合する性質があるので，収斂剤，抗菌剤とし

て使用された 12）． また，「硫酸里母奈垤」は『硫酸

リモナーデ（硫酸レモン水）』の当て字であり，「炭

酸曹達」は『炭酸ソーダ（Na2CO3）』の，「炭酸剥

篤亜斯」は『炭酸ポタシウム（K2CO3）の当て字であ

る． また，「越尓呉知涅」は『エルゴチン（Ergotin）』 

の当て字であり，これは『粗製麦角エキス』のことで，

主としてらい麦に寄生する麦角菌を指し，小動脈や平

滑筋を収縮する作用がある 11，13，15）． 

また，ここで，質量を表す記号が出ている．即ち，「」

は『オンス（Ounce）』 の記号で，これはヤード・ポン

ド法の質量単位であり，『穏期，穏斯』の当て字もある．

１オンスは 1/16 ポンドで，およそ 28.35 グラム（Gram）

に相当する．また，「」もヤード・ポンド法の質量単

位で，『グレーン（Grain）』を表す記号であり，『ケ

レイン（傑列印）』の当て字もある．１グレーンはおよ

そ 0.0648 グラムに相当する．また，「」は『ドラム

（Dram）』を表す記号で，『タラクマ（達刺屈末）』を

当てることもある．１ドラムは 60 グレーンで，およそ

3.888 グラムに相当する 14，15）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．膀胱加答流
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図 2．義膜性及侵触性膀胱炎，膀胱癌

図 3．膀胱結核，膀胱出血
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