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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，『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術語（語句）の解説を加え，また，一部では，歴史的および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」の最終部分である「第三 腎盂輸尿管及膀胱諸

病」の中の「膀胱結石」,「遺尿」,「膀胱麻痺」,「膀胱痙攣」と，追加されている「男子生殖器病（遺精，交

接無力）」との部分を取り上げる.各疾患の病態生理や症候論の部分は詳細に記されているが，病因論は明瞭で

なく，また，治療法は内科的対症療法がその主流であり，使用されている薬剤も限られている．しかし，この書

物は，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, 膀胱結石, 遺尿, 遺精 

 

第４７章 原病學各論 巻十一 

（泌尿器病篇 つづき） 

 

オランダ人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)年に大阪で出版された．その『原病學各

論 巻十一』には，「泌尿器病篇」の続きで，「第二 

 腎臓諸病」と「第三 腎盂輸尿管及膀胱諸病」が記

載されており，追加として，「男子生殖器病（遺精，

交接無力）」が収められている 1）．本章では，「第三

 腎盂輸尿管及膀胱諸病」の終りの部分である「膀胱

結石」，「遺尿」，「膀胱麻痺」および「膀胱痙攣」

を取り上げる．先ず，原文を記載して，次にその現代

語訳文を加え，当時の医学用語および難解語句につい

ての解説を加える．また，一部では，歴史的事項，時

代背景についても言及する 1・12 ）． 

第三 腎盂輸尿管膀胱諸病 (つづき) 

 

(ﾘ)膀胱結石 

「此症ハ尿中ノ塩類，膀胱内ニ沈澱スルニ由テ發症シ，

多クハ異物有テ其核ト為ル者トス．喩ヘハ粘液若クハ

血液ノ凝塊，外來ノ異物（即チ鍼，ブーシー，カテー

トルノ断片）ノ如シ．又腎結石ノ尿ニ混，膀胱内

ニ來リ，漸々増大スル有リ．是レ膀胱結石ノ原因中

尤モ多キ者ナリ．而此結石ハ一個ヲ存スル 有リ，

或ハ數個ヲ生スル有リ．其状多クハ圓形ナレ，若

シ數個ヲ簇生スレハ，互ニ磨滅シテ扁平面ヲ有スル   

アリ．其大サモ亦一定セス．時トハ児頭大ニ至ル者

アレ，大抵胡桃大ヲ常トス．盖シ其石ニ數種アリ．

第一ハ尿酸及ヒ尿酸塩ヨリ成リ，硬固圓形ニ帶黄褐 
色若クハ白色ヲ呈ス．結石ノ種類中尤モ多シ．第二ハ

燐酸塩類，即チ燐酸安母尼亜，燐酸麻倔涅失亜，若ク

ハ燐酸加尓基ヨリ成リ，表面滑澤ニ，多クハ圓形ヲ

有シ，白色脆弱ニ，之レヲ指間ニ磨スレハ，破壊シ

易キ結麗土ノ如ク，碎石術ヲ施スニ便ナリ．第三ハ

蓚酸加尓基ヨリ成リ，表面不正ニ，粒状結ヲ有シ，

恰モ覆盆子若クハ楊梅ノ如クニ，其質極メテ硬シ．
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第四ハ『セヰスチヰ子』，『エキサンテヰ子』ヨリ成

ル者ニ，諸結石中尤モ有ル希レナリ．又或結石ハ

諸種ノ層ヨリ成ル有リ．喩ヘハ一層ハ尿酸ニ，他

層ハ燐酸加尓基，或ハ蓚酸加尓基ヨリ成ルカ如シ．

ソ結石ハ膀胱内ニ於テ動揺轉輾スル者アリ．或ハ粘膜

ノ皺襞中ニ嵌入固著スル者アリ．之レニ在テハ碎石術

ヲ施シ難シ．而其結石ノ稜角アル者ハ，粘膜ヲ毀傷

シテ，膀胱壁ニ潰瘍ヲ生スル有リ．其他ノ結石ト雖

，總テ膀胱粘膜ニ加答流性炎ヲ誘発スルヲ常トス．」      

「この疾患は，尿中の塩類が膀胱内に沈殿することに

由って発症し，多くの場合には，異物が存在して，そ

れが結石の核になるものである.例えば，粘液または

赤血球の凝固塊，外来の異物（即ち針，ブジー，カテ

ーテルなどの断片）などである．また，腎結石が尿に

混じって膀胱内に下りてきて，だんだん大きくなるこ

とがある．これは，膀胱結石の原因の中で最も多いも

のである．そして，この結石は一個存在する場合があ

り，又数個存在する場合もある．その性状の多くは円

形であるが，もし数個集簇して発生する場合には，互

いに磨滅して扁平な面を認めることがある．また，大

きさも一定ではない．時には小児頭大になるものがあ

るが，クルミ大程度のものが普通である，一般に，膀

胱結石には数種類がある．第一は尿酸および尿酸塩か

ら成るもので，硬く丸く，黄色を帯びた褐色または白

色を呈する．これが，結石の種類の中で最も多い．第

二はリン酸塩類，即ちリン酸アンモニウム，リン酸マ

グネシウムまたはリン酸カルシウムから成るもので，

表面は平滑で丸いものが多く，白色でもろく，これを

指の間でこすれば，くずれ易いケレイト様で，これは

砕石術を施行するのには具合が良い．第三はシュウ酸

カルシウムから成るもので，表面は凹凸不整の粒状結

節を形成し，あたかもイチゴまたはヤマモモの様であ

って，その性状は極めて硬いものである．第四はシス

チン，キサンチンから成るもので，諸結石中で最もま

れなものである．また，ある結石では，種々の層を形

成しているものがある．例えば，一層は尿酸塩であっ

て，他層はリン酸カルシウムあるいはシュウ酸カルシ

ウムから成るものなどである．一般に，結石には，膀

胱内で転々と動くものがあり，あるいは，粘膜のひだ

の中に入り込んで固着するものがある．この場合には，

砕石術を行い難い．そして，その結石に尖った部分が

ある場合には，粘膜の損傷を来し，膀胱壁に潰瘍を形

成することがある．その他の結石でも，膀胱粘膜にカ

タル性炎症を誘発するのが普通である．」 

  ここで，「燐酸安母尼亜」は『リン酸アンモニウム 

:(NH3)3PO4』の当て字，「燐酸麻倔涅失亜」は『リン

酸マグネシウム（MgPO4）』の当て字で，「燐酸加尓

基」は『リン酸カルシウム（CaPO4）』の当て字であ

る．また，「結麗土」は『ケレイト（China Clay）』

の当て字で『白陶土(Kaolin)』を指し，これは天然に

存在する『珪酸アルミニウム水化物（Al2O3・2SiO2･

2H2O）』のことである．また，「覆盆子（フクボン

シ）」はバラ科植物の『ゴショイチゴ（Rubus chingii）』

を指していて，「楊梅」はヤマモモ科植物の『ヤマモ

モ（Myrica rubra）』を指している．また，「セヰス

チヰ子」は『シスチン（Cystine：C6H14N2S2O4）』の

当て字で，「エキサンテヰ子」は『キサンチン(Xant- 

hine：C5H4N3O2）』の当て字である 2・5）． 

 

「『症候』 

或症ニ於テハ，内部ノ檢査ヲ要セス，断然結石タル

ヲ診定ス可キ者アリ．即チ其患者自ラ膀胱内ニ異物ノ

存在シテ，身體ヲ運動スル毎ニ，動揺スル有ルヲ覚

ヘ，時トハ，其結石尿道口ニ傾轉壅塞シテ，利尿中

頓ニ迸出セス．然レ，少シク體位ヲ変スレハ，再ヒ

迸出スル有ル者ハ，直ニ結石タルヲ知リ得ヘシ．伹

シ久シク歩行スルカ若クハ馬ニ騎ルノ後ハ，尿中ニ血

液ヲ混出シ，或ハ膀胱部ニ疼痛ヲ発シテ，亀頭及ヒ睾

丸ニ累及シ，或ハ利尿頻數ニ尿中ニ粘液ヲ混スル 
ノ如キ，膀胱加答流ノ諸症候ヲ発スル者ニ在テハ，之

レヲ鋻別スル甚タ難シ．然ルハ宜シク内部ノ檢査

ニ由テ，結石ノ有無ヲ證ス可シ．其法金属製ノ探石器

ヲ膀胱内ニ送入シテ，結石ニ觸ルヽヤ否ヤヲ試ミ，猶

コレニ觸レサルトキハ，其器ヲ諸方向ニ轉シ，且ツ

患者ニ命シテ，仰臥，側臥，伏臥若クハ起立 ヲ為サ

シメ，仔細ニ之レヲ檢ス可シ．伹シ此檢査ヲ施スニ先

ツテ，多量ノ微温湯ヲ注入シ，膀胱ヲ膨大ナラシム

可キ有リ．或ハ膀胱ノ空虚ナルニ乗シテ，之レヲ施

ス可キ有リ．若シ之レヲ施スニ當テ，知覚過敏，疼

痛ニ堪ヘ難キ者ニハ,ヲ入セシメテ可ナリ．

又結石ノ尤モ巨大ナル者ニ於テハ，肛門ヨリ之レヲ探

テ，著シク指頭ニ觸ルヽ有リ．」 

 

「『症候』 

  症例によっては，内部の検査をしないで，明らかに

結石であることを診断できるものがある．即ち，その

患者が膀胱内に異物があることを自覚していて，身体

を動かす度にそれが動くことが分かり，時にはその結

石が尿道口に転がり込んで詰り，排尿中に突然排尿停

止が起こる．しかし，少し体位を変えると，再び排尿

出来ることがある場合には，すぐに結石が存在すると

理解できる．ただし，長時間歩行したり，馬に乗った



山野研究紀要 第 17号 2009                                                                      53 
 

後には，尿中に血液を混出し，あるいは膀胱部の疼痛

を来し，それが亀頭および精巣に放散し，あるいは尿

意頻数があって尿中に粘液を混出するなどの様な，膀

胱カタルの諸症状を認める者の場合には，これを鑑別

することは非常に難しい．その様な場合には，内部の

検査を上手に行うことによって，結石の有無を証明し

なさい．その方法は，金属製の探石器を膀胱内に挿入

して結石に触れるかどうかを試し，これに触れない場

合には，その器具を諸方向に回転させ，また、患者に，

仰臥位、側臥位，伏臥位あるいは立位などをとらせて，

詳細に検査を行いなさい．ただし，この検査を行う前

に，多量の微温湯を膀胱内に注入して，膀胱を拡張さ

せておかなければならないことがある．あるいは，膀

胱が空虚である時に，これを施行しなければならない

こともある．もし，これを施行する際に，知覚過敏が

あって疼痛に耐えられない場合には，クロロホルムを

吸入させてもよい．また，結石が非常に巨大である場

合には，肛門からの触診によって，はっきりと指先に

触れることもある．」 

  ここで，「傾轉壅塞（ケイテンヨウソク）」は『こ

ろがって詰まる』の意味で，「入（キュウニュウ）」

は『吸入』を指している 7・12）．また，「」は『ク

ロロホルム（CHCL3）』の当て字で，これは麻酔薬で

ある 12）． 

 

「『治法』 

膀胱内ニ於テ結石ヲ破碎シ，或ハ膀胱ヲ截開シテ，結

石ヲ驅除スルノ二法ハ，外科ニ属スルカ故ニ今之レヲ

論セス．藥劑ニ於テハ，未タ結石ヲ融觧スルノ品アル

ヲ聞カスト雖，結石ノ搆成ヲ防禦ス可キ者無キニ非

ラス（喩ヘハ碎石術ヲ施ス後ニ於テ，石ノ再生ヲ防ク

ニ用ユルカ如シ）．而其藥劑ハ既ニ腎石ノ条ニ掲載

スル所ノ者ヲ撰用ス可シ．即チ尿酸及ヒ蓚酸ヨリ成ル

者ニハ，炭酸曹達，燐酸曹達及ヒ炭酸利知烏謨（毎服

二乃至五一日三散トシ用ユ）ヲ用ヒ，燐酸加尓

基ヨリ成ル者ニハ，鑛酸殊ニ王水ヲ用ヒ，兼テ多量ノ

水ヲ飲マシムルヲ要ス．而尿酸結石ニ在テハ，動物

性ノ食ヲ禁シテ，可及的植物性ノ食（即チ澱粉ヲ含メ

ル者）ヲ與フルニ宜シク，蓚酸結石ニハ，鋭烈ノ酒類

ヲ禁シテ，多量ノ水ヲ與ヘ，又燐酸結石ハ亜尓加里性

尿ノ為ニ増大シ易キヲ以テ，動物性ノ食ヲ多量ニ與ヘ，

菓實類及ヒ植物性ノ食ヲ減ス可シ．總テ亜尓加里性鑛

泉ハ，膀胱加答流ヲ治スルノ効アルカ故ニ，概諸結

石症ニ用ユ可シ．」 

 

「『治療法』 

 膀胱内で結石を破砕したり，膀胱を切開して結石を

排除する二方法は，外科的治療に入るので，今ここで

はふれない．薬剤では，未だ結石を融解させるものが

あるとは聞かないが，結石形成を防げるものは無いこ

ともない（例えば，砕石術を行った後に，結石の再発

を予防するのに使用するなどである）．そして，その

薬剤については，既に腎結石の項で示したものの中か

ら選んで使用すれば良い．即ち，尿酸およびシュウ酸

から成る結石には，炭酸ナトリウム，リン酸ナトリウ

ムおよび炭酸リチウム（毎服 2グレーンから 5グレー

ン，1 日 3 回，散剤として使用する）を使い，リン酸

カルシウムから成るものには，鉱酸特に王水を使い，

併せて多量の水を飲ませる必要がある．そして，尿酸

結石の場合には，動物性の食を禁止して，なるべく植

物性の食（即ちデンプンが含まれるもの）を与えるの

が良く，シュウ酸結石の場合には，刺激の強い酒類を

禁止して多量の水を与え，また，リン酸結石はアルカ

リ性尿によって大きくなり易いので，動物性の食を多

量に与え，果実類や植物性の食を減らしなさい．一般

にアルカリ性鉱泉は膀胱カタルを治す効果があるの

で，結石症一般に使用してもよい．」 

 

(ﾇ)遺  尿 

 

「此症ハ小児ニ多クシテ，大人ニハ甚タ稀レナリ．之

レヲ發スルノ理ハ，未タ詳明ナラスト雖トモ，恐クハ

膀胱壁ノ知覚癡鈍ニ，尿ノ刺戟ニ感スル不全ナル

カ故ニ，其児ノ睡眠ヲ醒覚スル能ハサル者ナラン．而

其児ニ訊問スルニ，偶々尿意ヲ催スヲ以テ，自ラ尿

器ニ上ルヲ夢ミ，醒覚スルニ及テ，臥蓐ノ濕ヘルニ驚

ケリト答フル者多シ．盖シ此症ハ其児ノ健康ト不健康

トニ論ナク，晩餐ノ過食，臨臥ノ多飲，之レカ原因ト

為ル有リ．又膀胱壁ノ知覚過敏ト為ルニ由テ，発ス

ル 有リ．喩ヘハ膀胱加答流或ハ蟯虫ニ罹レル小児

ニ於ケルカ如シ．然レ未タ曽テ膀胱麻痺ノ其原ト為

ル者アルヲ見ス．何トナレハ，遺尿ヲ患フル者，尋常

ノ利尿ニハ必ス弧線ヲ為シテ迸出シ，且ツ亳モ膀胱ニ

患苦ヲ覚フル無ケレハナリ．但シ此症ニ罹レル小児，

時トハ骨病若クハ腺病ニ陥ル有リ．」 

 

「この状態は小児に多く，大人には非常にまれである．

これが起こる理由は未だ詳細に解明されていないが，

恐らく，膀胱壁の知覚が鈍い為に，尿の刺激を感じる

ことが不十分なので，その児が睡眠から覚醒すること

が出来ないのであろう．そして，その児に聞いてみる

と，たまたま尿意を催したので，自ら便器に向う夢を
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見て，目覚めた後に，夜具が濡れているのに驚いたと

答えるものが多い．一般に，この状態は，その児が健

康であるか不健康であるかとに係わらず，夕飯の食べ

すぎ，寝る前の多飲などが原因となることがある．ま

た，膀胱壁が知覚過敏になって起こることもある．例

えば，膀胱カタルあるいは蟯虫に罹った小児の場合な

どである．しかし，未だかつて膀胱麻痺がその原因と

なったものを見たことがない．何故なら，遺尿になっ

た者では，普通の排尿時では必ず弧線を描いて排尿し，

また，少しも膀胱に異常を自覚することがないからで

ある．ただし，この状態になった小児では，時には骨

疾患または腺病に陥ることがある．」 

  ここで，「遺尿（イニョウ）」は『尿を漏らすこと』

の，「知覚癡鈍（チカクチドン）」は『知覚鈍麻・知

覚不全』の意味である 7」． 

 

「『治法』 

日脯後ハ，可及的飲食ヲ減シ，臨臥ニハ必ス勤メテ利

尿セシメ，且ツ夜間睡眠中ニハ，一二喚醒シテ，尿

器ニ上ラシム可シ．動モスレハ，其兩親或ハ叱詈シ，

或ハ打撃スレ，亳モ其益アル無シ．之レヲ治スル

ノ法ニ數種アリ．即チ臨臥ニ冷水ヲ以テ腰背ヲ洗滌シ，

内服ニハ番木鼈越幾斯ヲ單用シ，或ハ之レヲ鐡劑ニ伍

シ用ユ．其方番木鼈越幾斯（八），黒色酸化鐡（四

匁）ヲ二十四丸ト為シ，毎日三一丸ヲ與フ．又番木

鼈丁幾（半），麥奴丁幾（一），刺宇達紐謨（一

匁）ヲ調シ，毎夜臨臥ニ十滴ヲ與フ．又莨葉末，

莨越幾斯（各六分一，乃至三分一）ヲ散ト為シ

テ毎夜之レヲ與フルノ方アリ．佛蘭西ニ於テ尤モ之レ

ヲ称用ス．此症ハ元來速治ス可キ者ニ非サルカ故ニ，

芫菁丁幾，私的列幾尼ノ如キ強劇ノ品ヲ妄用ス可カラ

ス．或症ニ於テハ，時々細小ノ『ブーシー』ヲ尿道ニ

送入シテ，偉勲ヲ奏スル有リ．又近世，ヲ塗

テ尿道口ヲ閉鎖シ，利尿スル能ハサラシ，以テ其

児ノ睡眠ヲ醒覚スルノ法アリ．或ハ金属製ノ『カテー

トル』ヲ送入シテ，膀胱壁ニ電機ヲ通スル有リ．伹

シ其児成長シテ，婚嫁期ニ近ケハ，自ラ止ムヲ常トス 

．」 

 

「『治療法』 

 夕刻以降は，なるべく飲食を減らし，寝る前には必

ず排尿させるようにし，その上，夜間睡眠中に 1，2 回

起こして，便器に向わせなさい．ともすれば，その両

親は叱ったり，叩いたりするが，それは少しの効果も

無い．この状態を治す方法が幾つかある．即ち，寝る

前に冷水で腰，背中を洗い，内服として，ホミカエキ

スを単独で使用するか，あるいは，これに鉄剤に配合

して使用する．その処方は，ホミカエキス（8ドラム）

に黒色酸化鉄（4匁）を加えて 24 丸とし，毎日 3回 1

丸ずつを与える．また，ホミカエキス（1/2 ドラム），

バクドチンキ（１ドラム），ラウダヌム（１匁）を調

合して，毎夜寝る前に 10 滴を投与する．また，ロー

ト葉末，ロートエキス(それぞれ 1/6 グレーンから 1/3

グレーン)を散剤として，毎夜これを投与する方法が

ある．フランスでは，この処方を最も称用している．

この状態は，もともと，慌てて治さなければならない

ものではないので，カンタリスチンキ，ストリキニー

ネなどの様な強い薬を盲用してはならない．症例によ

っては，時々，細小のブジーを尿道に挿入して，大き

な効果を認めることがある．また，近頃，コロジオン

を塗って尿道口を閉鎖し，排尿出来ない様にして，そ

の児の睡眠を覚醒する方法がある．あるいは，金属製

のカテーテルを挿入して，膀胱壁に電気を通すことが

ある．ただし，その児が成長して，結婚適齢期に近づ

けば，自然に治まるのが普通である．」 

  ここで，「日脯（ジツホ）」は「脯」が申の刻（午

後４時）を指していて，『夕刻』を意味する．また，

「叱詈」は『小言を言うこと』の意味である．「麥奴

（バクド）」は穀物特に稗（ヒエ）や麦に麦角菌

（Claviceps purpurae）が寄生してエルゴチン（E- 

rgotin）が形成されたものをいい，これには平滑筋収

縮作用がある．また，「番木鼈（バンモクベツ）」は

フジウツギ科植物の『ホミカ（Strychnosnux-vomica 

）』の成熟種子を指し，これには，ストリキニン

（C21H22N2O2），ブルシン（C23H28N2O4），ボミシ

ン（C22H24N204）などのアルカロイドが含まれ，鎮痛

薬，健胃薬などとして利用される．また，「刺宇達紐

謨」は『ラウダヌム（Laudanum）』の当て字で，こ

れは『阿片チンキ（Tinctura opi）』を指し，これは，

阿片の成分をアルコールで抽出したもので，スイス医

師のパラケルス（PhlippusA.T.Paracelsus：1493－

1541）が命名したと云われている．また，「私的列幾

尼」は『ストリキニーネ』の当て字であり，これは『斯

的列幾尼』の当て字もある．また，「」は『コ

ロジオン（Collodion）』の当て字で，これはニトロセ

ルロース[C12H16O6(NO3)4]4g を，エーテル 75%とエチ

ルアルコール 25%との混合液に溶解した局所塗布剤で， 

塗布後溶剤が蒸発して薄膜だけを残すので，創傷治療

（傷口保護）に用いられた．また、「ブーシー」は『ブ

ジー（Bougie）』のことで，棒状器具をいう．ここで

は、空間を拡大するのに用いられた拡張用ブジーを指

している 8－10）． 
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 (ﾙ)膀胱麻痺 

 

「此症ニ二種アリ． 

其一ハ尿閉ヲ発シテ，其尿膀胱内ニ蓄積スル者，其二

ハ終始淋癧シテ，膀胱内ニ尿ヲ貯フル能ハサル者是

レナリ．而甲症ハ膀胱壁殊ニ其縦繊維ノニ由リ，

乙症ハ唯膀胱頸（即チ括約筋）ノヲ発スルニ在リ．

若シ膀胱壁ニヲ発スレハ，其尿膀胱内ニ蓄積スレ

トモ，患者之レヲ覚悟セス，膀胱愈々膨大シテ，臍邉

ニ達シ，若シ膀胱部ヲ按壓スルカ或ハ強ク努責スレハ，

其尿少シク通利スレトモ，弧線ヲ為シテ迸出セス，僅

ニ滴瀝スル而己．而一膀胱膨大ヲ発スル後ハ，其

患者尿ノ漏泄スルヲ覚ヘス．是レ恐クハ括約筋ノ一旦

弛緩セシニ由ル者ナラン．若シ膀胱頸ニヲ発スレ

ハ，僅少ノ尿ヲ膀胱内ニ保チ得レトモ，瀦留スル稍

多ケレハ，忽チ尿意ヲ催シテ，利尿セサル能ハス．

而利尿ノ時ハ猶能ク弧線ニ迸射スルヲ得ルナリ．

盖シ膀胱麻痺ハ尤モ老人ニ多ク，其他全身衰弱ニ由リ，

或ハ久シク利尿ヲ耐忍スルニ由ル有リ．喩ヘハ車

ニ乗テ旅行スル者，或ハ學校ノ児輩ニ於テ発スル者ノ

如シ．又神經中心ノ妨碍ニ由テ，之レヲ発スル殊ニ

多シ．喩ヘハ脊髓，脳出血，及ヒ熱病，即チ窒扶

斯，膿熱等ニ於テ，人事不省ト為ル者，或ハ精神錯乱

ニ於テ発スル者ノ如シ．」 

 

「この疾患に二種類がある．その一は，尿閉を起こし

て，その尿が膀胱内に蓄積するもの，その二は，始終

淋病に罹って，膀胱内に尿を溜めることが出来ないも

のである．そして，前者は膀胱壁特にその縦線維の障

害によって，後者はただ膀胱頚部（即ち括約筋）が障

害を起こすところに原因がある．もし，膀胱壁に障害

を起こせば，その尿は膀胱内に蓄積するが，患者はこ

れを自覚せず，膀胱はますます拡張して臍のあたりま

で達し，膀胱部を押さえたり，強く努責した時に，そ

の尿は少し排泄されるが，弧線を描いて排出しないで，

僅かに滴下するだけである．そして，一度膀胱膨脹を

来した後は，その患者は尿が漏泄するのが分からない．

これは恐らく括約筋が一旦弛緩したことに由るもの

であろう．もし，膀胱頚部の障害を来したならば，少

量の尿を膀胱内に溜めることは出来るが，貯留する量

がやや多くなれば，たちまち尿意を催して排尿しない

わけにはいかない．そして，排尿時には，弧線を描く

ことが出来る．一般に，膀胱麻痺は老人に最も多く，

その他全身衰弱により，あるいは長く排尿を我慢する

ことによって起こる．例えば，汽車に乗って旅行する

もの，あるいは学校の子ども達に起こるなどである．

また，中枢神経の障害に由って，これが起こることが

特に多い．例えば，脊髓障害，脳出血および熱性疾患，

即ちチフス，敗血症などの場合に意識不明となった者，

あるいは精神錯乱の場合などで発症するなどである 

る．」 

 ここで，「滴瀝（テキレイ）」は『水がしたたり落

ちる状態』を表し，「車（キシャ）」は『汽車（蒸

気機関車に牽引された列車）』を指す７』． 

 

「『治法』 

膀胱ノ膨大セル者ニ在テハ，速ニ其尿ヲ導泄スルヲ要

ス．然ラサレハ，其尿膀胱内ニ於テ腐敗シ，粘膜ヲ刺

戟シテ，慢性炎ヲ發シ，膿状粘液ノ分泌過多ナルカ為

ニ，漸々衰弱ヲ來タシ，加之膀胱ノ潰瘍若クハ壊疽ヲ

発スル有ルカ故ニ，少クトモ一日三『カテートル』

ノ挿入ヲ怠ル可カラス．且ツ尿ヲ導泄スルノ後ハ，微

温湯（伹シ漸々温度ヲ減シテ終ニ冷水ニ至ル可シ）ヲ

注入シテ，膀胱内ノ粘液ヲ洗滌ス可シ．時トハ，冷

水注入ニ由テ膀胱壁ノ收縮ヲ催進スル有リ．其他腰

背，會，下腹，坐骨部ニ冷水ヲ灌注シ，或ハ冷水

坐浴ヲ施スニ宜シ．利尿失禁スル者ハ，常ニ溲瓶ヲ股

間ニ置カシメ，若シ其患者ノ歩行シ得ルハ，長靴内

ニ溲瓶ヲ装置シ，舒縮膠ノ管ヲ以テ，莖ヨリ尿ヲ其

中ニ導ク有リ．内服ニハ，澄茄，抜尓撒謨孛路，

抜尓撒謨骨湃巴，烏華烏尓失，斯的列幾尼，番木鼈越

幾斯ヲ撰用ス可シ．或症ニ在テハ，芫菁丁幾ヲ與ヘ

テ，功ヲ奏スル有リ．即チ一日三十滴乃至二十滴

ヲ，油乳劑ニ和シ與フ可シ．然レトモ，持久シテ用ユ

レハ，腎炎ヲ発スル有ルカ故ニ，注意セサル可カラ

ス．又膀胱内ニ金属製『ブーシー』（伹シ不導體ヲ以

テ之レヲ包ミ，僅ニ両端ヲ露出スル者）ヲ挿入シ，之

レニ電機ノ導子ヲ接シテ，以テ膀胱壁ニ感通セシムル 

有リ．老人及ヒ窒扶斯患者ニ，此症ヲ発スル者ニ 

ハ，時々『カテートル』ヲ施用シ，膀胱ヲ空虚ナラ

シム可キ而己．」 

 

「『治療法』 

  膀胱が拡張するものの場合には，速やかにその尿を

排泄する必要がある．そうしなければ，その尿が膀胱

内で腐敗し，粘膜を刺激して慢性炎症を起こし，膿状

の粘液を多量に出してくるので，だんだん衰弱して，

その上，膀胱の潰瘍や壊疽を起こすことがあるので，

少なくとも１日３回，カテーテルの挿入を怠ってはい

けない．また，導尿をした後には，微温湯（ただし，

だんだん温度を下げて，終わりには冷水までにしなさ

い）を注入して，膀胱内の粘液を洗浄しなさい．時に
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は，冷水の注入によって，膀胱壁の収縮を促進するこ

とがある．その他，背部，腰部，会陰部，下腹部，坐

骨部などに冷水を掛けたり，冷水浴を行うのがよい．

排尿失禁するものには，いつも，尿瓶を股間に置かせ

て，もし，その患者が歩行出来る時は，長靴内に尿瓶

を装置し，伸縮する管で陰茎から尿をその中に導く場

合がある．内服薬としては，クベバ，バルサム・ペル

ー，バルサム・コパイバ，ウワウルシ，ストリキニー

ネ，ホミカエキスなどを選んで使用しなさい．ある症

例では，カンタリスチンキを投与して奏功したという．

即ち，１日３回，10 滴から 20 滴を油乳剤に混ぜて与

えなさい．しかし，長期間これを使用すれば，腎炎を

起こすことがあるので，注意が必要である．また，膀

胱内に金属製『ブジー』（ただし，これを絶縁体で包

み少し両端を露出させたもの）を挿入して，これに電

気の導子をつないで，膀胱壁に感電をさせることがあ

る．老人およびチフス患者がこの疾患を起こした場合

には，時々『カテーテル』を使って，膀胱内を空虚に

させるだけである．」 

 ここで，「導泄（ドウセツ）」は『導尿』を指し，

「溲瓶（シビン）」は『尿瓶』を指す．また，「澄

茄（ヒチョウカ）」はコショウ科植物『クベバ（Cubeba 

officialis）』 の未熟果を乾燥したもので，これには，

クベブ酸（C13H14O7）などが含まれ，利尿剤，瀉下剤

などに利用された 11）． 

 

 (ｵ)膀胱痙攣 

 

「此症ハ，膀胱諸筋ノ痛性收縮ニ他ナラス，通常利

尿ノ時，最後ノ點滴ニ劇痛ヲ覚ユル者ナリ．而其疼

痛ハ會，莖，嚢，及ヒ両股ニ射達シテ，甚キハ

残餘ノ尿ヲ滴出スル能ハス．或ハ此劇痛ニ由テ昏暈ヲ

発スル有リ．盖シ此膀胱痙攣ハ，膀胱加答流，攝護

腺炎，腎藏病，若クハ膀胱結石ノ一症候ト為テ発シ，

或ハ直腸若クハ子宮病ニ併発シ，或ハ喜斯的里ニ於テ，

他部ノ痙攣ト倶ニ発シ，或ハ脳脊髓ノ所患ニ由テ発シ，

又手淫ニ由テ之レヲ誘起スル有リ． 

『治法』 

 痙攣ノ発作ニ當テハ，温琶布，全身浴，若クハ坐浴

ヲ施スヲ良トス．時トハ，彈力性『ブーシー』ヲ送

入シテ，頓ニ痙攣ヲ鎮静スル有リ．或ハ『ブーシー』

ニ莫尓非涅，若クハ莨越幾斯ノ軟膏ヲ塗テ送入シ，

或ハ膀胱部ニ冷水ヲ灌注シ，或ハ阿芙蓉若クハ莨越

幾斯ヲ坐藥トシテ，肛門ニ挿入スレハ，屡々卓功ヲ奏

ス．又脳脊髓ノ所患ニ起因スル者ニハ，膀胱部ニ電機

ヲ施シ，内服ニハ阿芙蓉劑若クハヲ與ヘ，其他

諸種ノ原因ニ従テ治ヲ施ス可シ．」 

 

「この疾患は，膀胱の諸種の筋の痛性収縮に他ならな

くて，普通は，排尿時の最後の滴下に激痛を自覚する

ものである．そして，その疼痛は会陰部，陰茎部，陰

嚢部および両股に放散して，甚だしい時には，残った

尿を排出出来ない．また，この激痛によって，意識障

害を来すことがある．一般に，この膀胱痙攣は，膀胱

カタル，前立腺炎，腎臓病および子宮病に併発し，ま

た，ヒステリーの場合に，他の部分の痙攣と共に起こ

り，また，脳脊髄の疾患によって起こり，また，手淫

によって誘起されることがある． 

 『治療法』 

  痙攣の発作に対しては，温パップ，全身浴または坐

浴を行うことがよい．時には，弾力性のある『ブジー』

を挿入して，途端に痙攣が鎮静されることがある．あ

るいは，『ブジー』にモルヒネまたはロートエキスの

軟膏を塗って挿入したり，阿芙蓉またはロートエキス

を坐薬として肛門に挿入すれば，しばしば著明な効果

を認めることがある．また，脳脊髄の疾患に起因する

ものには，膀胱部に電気を通し，内服として，阿芙蓉

剤またはクロロホルムを投与し，その他，種々の原因

によって，治療を行いなさい．」 

 

 

第４８章  原病學各論 巻十一 

                       （男子生殖器病篇） 

 

  この章では，「原病學各論 巻十一」の末尾の部分

の記載である「男性生殖器病」を取り上げる．その内

容は「遺精」および「交接無力」である．はじめにそ

の全原文を記し，次にその現代語訳文を加え，また，

一部では，語句の解説や薬物の解説を追加する１２）． 

 

男子生殖器病 

 

「男子ノ生殖器ハ，大抵外部ニ位ス．喩ヘハ睾丸，攝

護腺ノ如シ．故ニ其疾患多クハ外科ニ属シ，内科ニ

入ス可キ者ハ，唯遺精ト交接無力ト而己．」 

 

「男性の生殖器は大抵外部に位置する．例えば，精巣．

前立腺などである．従って，その疾患の多くは，外科

の範囲で，内科に入れなければならないものは，遺精

と性交不能だけである．」 

 ここで，「遺精」とは『性交時以外の精子排出』を

いい，「交接無力」は『性交不能（特に勃起不全）』
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を指している． 

 

(ｲ)遺  精 

 

「少年ノ徒，春情發動ノ期（十四歳乃至十六歳）ニ至

テ，婦人ト交接シ難キ者，或ハ壮年ニ至テ，未タ妻ヲ

娶ラス，且ツ婦人ト衾褥ヲ同フスル能ハサル男子ハ，

夜間睡眠中ニ精液ヲ漏泄スル有リ．是レ唯艶夢ヲ結

フニ由ル者ニ，之レヲ病的遺精ニ属スル能ハス．

伹シ遺精頻発シテ，一夜間數ニ及ヒ，加之晝間ニモ

亦之レヲ発スル有リ．然ル者ニ在テハ，艶夢ヲ結フ

ニ非ラス，又勃起スル無クシテ，利尿或ハ上ノ努

責ニ於テモ，亦精液ヲ漏泄スル有リ．是レ之レヲ眞 

ノ病的遺精トス．其漏泄スル所ノ精液ハ，希薄水様ニ

，精蟲ノ數甚タ少ナク，運動モ亦活発ナラス．而

此病ニ罹レル患者ハ，必ス神経症ト為テ，心思欝有，

深慮スル能ハス，身體虚衰，頭痛絶ユル無ク，心

悸亢盛，四肢顫震ヲ發ス．或説ニ據レハ，癲癇若クハ

脊髓勞ヲ発スル有リト称スレトモ，予ヲ以テ之レヲ

観ルニ，従前既ニ脊髓勞ニ罹レルニ由テ，此遺精ヲ發

スル者ナラン．」 

 

「少年が，思春発情する時期（14 歳から 16 歳）にな

って女性と性交し難い者，あるいは壮年になって未だ

結婚せず，その上，女性と同衾出来ない男性は、夜間，

睡眠中に精液を漏らすことがある．これは，ただ，艶

夢を見たことに由るものであって，これを病的遺精に

入れることは出来ない．ただし，遺精が頻発して一晩

に数回にもなり，その上，昼間にも又これを起こすこ

とがある．その様な者の場合には，艶夢を見るのでは

なく，又勃起することがなくて，排尿あるいは排便の

努責時にも，精液を漏らすことがある．この様な場合

を真の病的遺精とする．その漏泄する精液は希薄水様

で，精子の数は非常に少なく，その運動も活発ではな

い．そして，この疾患に罹った患者は必ず神経症とな

って，心が憂鬱となって深慮することが出来ない．身

体は虚弱・衰退し，頭痛は途切れることなく，心悸亢

進し，四肢の痙攣を認める．ある説によれば，てんか

ん又は脊髄勞を起こすことがあると言うが，私から観

ると，既に以前に脊髄勞に罹ったことに由って，この

遺精を起こすのであろうと思われる．」 

  ここで，「衾褥（キンジョク）」は元々『襖（フス

マ）としとね（布団）』の意味であったが，その後『ベ

ッドを共にすること（性交渉を持つこと）』の意味に

変化した．「癲癇（テンカン）」は『意識障害発作を

突然起こす疾患』で，痙攣を伴う場合もある．また，

「脊髓勞（セキズイロウ）」は『脊髄の器質性障害』

であって，その原因の多くは梅毒であった 11）． 

 

「『原因』 

少年ニ在テハ手淫之レカ原ト為ル多シ．是レ恐クハ

情意ノ発動早キニ過キ，精嚢ノ排泄管シテ発スル

者ナル可シ．又精嚢，攝護腺，鶏冠ノ発炎，若クハ

尿道狭窄ニ由テ発シ，又慢性ノ脳脊髓病ニ於テ，之レ

ヲ発スル有リ．喩ヘハ癲癇，癲狂，欝憂病，及ヒ脊

髓勞ニ於ケルカ如シ．」 

 

「『原因』 

 少年の場合には，手淫が原因となることが多い．こ

れは，恐らく，情意の発動が早過ぎ，精嚢の排泄管障

害によって起こるものであろう．また，精嚢，前立腺，

鶏冠などの炎症，又は尿道狭窄によって起こり，また，

慢性の脳脊髄疾患の場合に発症することがある．例え

ば，てんかん，てんきょう，うつ病および脊髄勞の場

合などである．」 

「癲狂（テンキョウ）」は『正常の日常生活が行えな

い精神神経異常状態』を指し，「欝憂病」は『うつ病

（Depression）』を指す 11）． 

 

「『治法』 

 手淫ニ因スル者ニハ，厳ニ之レヲ禁シ，全身衰弱ノ

者ニハ，上好ノ滋養食餌及ヒ鐡劑ヲ與ヘ，冷水ノ洗滌

及ヒ灌注ヲ施シ，且ツ適宜ノ運動ヲ命ス可シ．遺精ヲ

治スルニハ，番木鼈越幾斯，龍脳，律布里涅ヲ撰用

シ，或ハ律布里涅，番木鼈越幾斯（各五）ヲ研和シ

テ十包ニ分チ，毎夜一包或ハ二包ヲ與フル有リ．或

ハ熟睡ヲ要スル為ニ，臨臥ニ莫尓非涅若クハ格魯刺児

ヲ用ヒ，時トハ『ブーシー』ヲ送入シ，或ハ硝酸銀

ヲ以テ精嚢口ヲ焼灼（『ラルレマンド』氏ノ器械ヲ用

ユ）スレハ，偉功ヲ奏スル有リ．」 

 

「『治療法』 

  手淫に原因があるものには，厳しくこれを禁止し，

全身衰弱のものには，上質の栄養に富んだ食餌および

鉄剤を与え，冷水による洗浄および掛け流しを行い，

その上，適当な運動をさせなさい．遺精を治療するに

は，ホミカエキス，リュウノウ，ツフリネなどを選び，

あるいは律布里涅，ホミカエキス（各５グレーン）を

研和して 10 包に分け，毎夜１包あるいは２包を与え

ることがある．あるいは，熟睡が必要であるので，寝

る時に，モルヒネ又はクロラールを使用し，時にはブ

ジーを挿入し，あるいは硝酸銀で精嚢口を焼灼（ラル
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レマンド氏の機械を使用する）すれば，大きな効果が

あがることがある．」 

  ここで，「龍脳」は，ボルネオ原産のクスノキ科樹

木の『ボルネオショウノウ（Dryobalanopsaromatic- 

a）』から採れるテルペン類で，『ボルネオール（C10 

H18O）』 を含み，カンフル様（強心，中枢神経刺激）

作用を持つ．また，「格魯刺児」は『クロラール（CCl 

3CHO）』 の当て字で，『抱水クロラール（CCl3CHO 

H2O）』を指す場合が多く，これは催眠・鎮静剤とし

て利用される 8・9・11）． 

 

 (ﾛ)交接無力 

 

「此症ノ原因ニ種々アリ． 

第一ハ先天性ニ属ス．即チ生殖器不全，喩ヘハ尿道ノ

縦破裂，或ハ睾丸，莖等ノ発育微弱ナルカ如シ．第

二ハ全身衰弱ニ由ル．喩ヘハ勞ニ於ケルカ如シ．第

三ハ脊髓下部ノニ由リ，第四ハ部ノ病ニ由ル．

喩ヘハ精嚢口ノ閉塞，劇性ノ尿道狭窄，莖勃起ノ錯  

位（劇性淋疾ノ後ニ発スルアリ）ニ於ケルカ如シ．

第五ハ神経ノ所患ヨリ発スル有リ．喩ヘハ精嚢ノ刺

衡機亢盛シテ，交接前己ニ精液ヲ漏泄スルカ，或ハ其

刺衡機遅鈍ニ，適當ノ勃起ヲ得サルカ如シ（老人手

淫家及ヒ全身衰弱ノ者ニ之レアリ）．又或ル手淫家ニ

於テハ，自ラ交接無力ト看做，心思欝憂ヲ発シ，敢

テ交接ヲ為サヽル者アリ．」 

 

「この疾患の原因はいろいろである．第一は，先天性

に属するものである．即ち，生殖器形成不全，例えば，

尿道の縦裂，あるいは精巣，陰茎などの発育不全など

である．第二は，全身衰弱によるものである．例えば，

慢性肺疾患の場合などである．第三は，脊髄下部の障

害によるものである．第四は，陰部の病気によるもの

である．例えば，精嚢口の閉塞，激症の尿道狭窄，陰

茎勃起の位置異常（激症の淋疾の後に起こることがあ

る）の場合などである。第五は、神経疾患によって起

こるものである。例えば、精嚢の刺激機能亢進によっ

て，性交前に精液を漏らすか，あるいは，その機能が

低下して，適当な勃起を行えないなどである（これは

老人の手淫家および全身衰弱の者にあり）．また，あ

る手淫家の場合には，自分から性交不能と思いこみ，

うつ状態になって，かえって性交をしない者がある．」 

  「心思欝憂（シンシウツユウ）」は『心を痛め，精

神的に憂うつになった状態』を指す語である． 

 

「『治法』 

 先天ノ缺損ニ属スル者ハ，治法ノ施ス可キ無ク，全

身衰弱及ヒニ由ル者ニハ，適症ノ方法ヲ處シ，狭

窄アル者ハ，之レヲ濶開ス可シ．其他總テ此症ヲ発ス

ル者ニハ，一二月間婦人ト同臥スルヲ禁シ，冷水ノ坐

浴ヲ施シ，身體ノ運動ヲ命シ，及ヒ上好ノ食餌ヲ與ヘ

テ，可及的強壮ナラシム可シ．精嚢ノ刺衡機亢盛ニ由

ル者ニハ，硝酸銀ヲ以テ，精嚢口ヲ焼灼シ，刺衡機遅

鈍ノ症ニハ，電機ヲ施シ，又私的列機尼，番木鼈越幾

斯，若クハ芫菁丁幾（二滴乃至十五滴ヲ乳劑ニ和シ與

フ，殊ニ俗間ニ称用ス）ヲ内服セシムル有レ，之

レヲ用ユルニハ，大ニ謹慎ヲ加フ可シ．何トナレハ，

此等ノ諸藥ヲ持長シ用ユレハ，反テ其症ヲシテ増悪セ

シムル有レハナリ． 

日講記聞 原病學各論 巻十一 終」 

 

「『治療法』 

先天性の欠損の部類に入るものは治療を行うこと

ができなく，全身衰弱および機能障害に由るものは適

当な方法を考慮し，狭窄のあるものはこれを開大しな

さい．その他，一般に，この疾患を来すものには，1，

2 月間女性と寝るのを禁止し，冷水による坐浴を行い，

身体の運動を命じ，また上質の食餌を与えてなるべく

強壮にさせなさい．精嚢の刺激亢進状態によるものに

は硝酸銀で精嚢口を焼灼し，刺激低下状態によるもの

には電気を通じ，また，ストリキニーネ，ホミカエキ

ス，あるいはカンタリスチンキ（2滴から 15 滴を乳剤

に合わせて与える．特に俗間で称用される）を内服さ

せることがあるが，これを使用する場合には，厳しい

謹慎を命じなければならない．何故ならば，これらの

諸薬を長期間使用すれば，かえって，その症状を悪化

させることがあるからである． 

         日講記聞 原病学各論 巻十一 終」 

  ここで，「濶開（カツカイ）」は『開くこと』の意

味である． 
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図 1．膀胱結石 図 2．遺 尿 

図 3．膀胱麻痺 図 4．膀胱痙攣 
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図 5．男子生殖器病・遺精 
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