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第 45 章 原病學各論 巻十一（泌尿器病篇）

オランダ医師のエルメレンスが，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．本章では，その『原

病學各論 巻十一』中，「泌尿器病篇」の「第二 腎

藏諸病」のうち「腎結核」および「脂胞蟲」，そして，

「第三 腎盂輸尿管及膀胱諸病」の中の「腎盂膨脹」，

「腎盂及輸尿管粘膜炎」および「腎及腎盂内結石」の

部分について，原文を紹介し，その全現代語訳文と解

説を記載し，一部では現代医学との比較および歴史的

考察などを追加する１，17）．

第二 腎藏諸病（つづき）

(ﾆ)腎結核

「此症ハ，腎組織中ニ細小灰白色ノ結核ヲ發シ，且ツ

肺藏，水脉腺， 膜，胸膜，若クハ脳膜ニモ同種ノ

結核ヲ併發ス．腎ニ於テハ通常髄様質中ニ發スレ ，

特異ノ症候ヲ發現セス．是レ其患者他器ノ結核ニ由

テ速ニ死ニ就クカ故ニ，更ニ特異ノ症候ヲ發スル者

鮮ナシ． シ急性粟疹状結核ノ条ニ於テ詳説ス可シ．

或ル内科書ニハ，此腎結核ヲ輸尿管ノ慢性炎ト名ク．

是レ猶肺結核ヲ慢性肺炎ト称スルカ如シ．之レニ在

テハ，輸尿管壁及ヒ腎盂壁甚ク肥厚シテ，粘膜ニ醸

膿シ，腎乳頭ニ布蔓シテ潰瘍ト為リ，漸次ニ腎組織

中ニ侵蝕シテ，之レヲ壊崩シ，唯肥厚セル外膜之レ

ヲ覆テ，其腎恰モ一個ノ嚢ニ類ス．此症ハ尋常一側

ノ腎ヲ侵ス者ニ ，多クハ同側ニ於ケル輸尿管ノ慢

性炎ニ継發シ，其經過ハ甚タ緩慢ナル者トス．」

「この疾患は，腎組織中に細小な灰白色の結節を作

り，また，肺，リンパ節，腹膜，胸膜あるいは脳膜に

も，同種類の結節が併発するものである．

腎の場合には，普通，それは髄質中に形成されるが，

特別の症状は表さない．これは，その患者が，他臓器

の結核によって速やかに死亡するからで，取り立てて

特別な腎症状を認めるものは少ない．ただし，これに

ついては急性の粟粒結核の項に於いて，詳細に解説す

る．ある内科書では，この腎結核を尿管の慢性炎症と
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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解説を加え，現代医学と比較検討し，また，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「第二 腎藏諸病」の中の「腎

結核」および「脂胞蟲」，「第三 腎盂輸尿管及膀胱諸病」の中の「腎盂膨脹」，「腎盂及輸尿管粘膜炎」およ

び「腎及腎盂内結石」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，

病因論の部分はあいまいであり，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．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．
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名づけている．これは，肺結核を，まだ，慢性肺炎と

呼ぶのと同じである．この疾患の場合には，尿管壁お

よび腎盂が甚だしく肥厚して，粘膜が化膿し，腎乳頭

に広がって潰瘍となり，だんだん腎実質内に侵食して，

それを崩壊させ，ただ肥厚した腎被膜だけが覆ってい

て，その腎は丁度一個の嚢胞に似た様になる．この疾

患は，普通，一側の腎臓を侵すものであって，多くの

場合には，同側尿管の慢性炎症に続発し，その経過は

非常に緩慢なものである．」

ここで，「水脉腺」は『リンパ節』を指す．また，「急

性粟疹状結核」はいわゆる『粟粒結核』を指していて，

これは，結核菌が血管内に入って，身体各所に粟粒大

の結核結節を形成するものである．典型的な結核結節

は，中心部の乾酪壊死巣を囲んで，類上皮細胞，リン

パ球およびラングハンス型巨細胞による層状構造を

形成するもので，中には結核菌が多数存在する．結核

（Tuberclosis）という名称は，1834 年，ドイツ医の

シェーンライン（Johann Lukas Schoenlein：1795-1864）

によって提唱されたものであるが，ヒポクラテス以来，

Phthisis（癆）の名称で知られ，古今を通じて人類の

死因の主要部分を占める疾患でもあった．コッホ

（Robert Koch：1843－1910）によって結核菌が発見

されたのは 1882 年であり，これは本書籍が発行（1876

年）されてから，６年の後のことである２）．また，「腎

乳頭」は腎盂内に突出した部分で，腎髄質の腎錐体

（Pyramid）の 末端部分を形成し，太い尿細管口があ

って，尿が腎盂内に排出される部位の名称である 15）．

「『症候』

腎部ニ疼痛ヲ覺ヘ，尿中ニ少量ノ膿及ヒ血液ヲ含ミ，

或ハ少シク蛋白質ヲ混シ，時ト ハ腎ノ破壊セル

片々ヲ見ル 有リ．且ツ尿意頻數ト為リ，時ト ハ

腎部ニ腫 ヲ觸レ，其患者ハ經久ノ醸膿ニ由テ悪液

質ニ陥リ，肺結核及ヒ腸結核ヲ併發スル 有リ．

『治法』

此病ハ治ニ就ク 難シ．唯身體ヲ強壮ニシ，兼テ其

疼痛ヲ鎮制ス可シ．」

「『症候』

腎臓部に痛みを感じ，尿中には少量の膿と血液を含

み，あるいは少量の蛋白質が混じり，時には，腎組織

の破壊した片を認めることもある．また，尿意頻数と

なり，時には，腎臓部に腫瘤を触知し，その患者は長

引く化膿性病変によって悪液質に陥り，肺結核および

腸結核を併発することがある．

『治療法』

この疾患の患者は，治癒に就くことは難しい．ただ，

身体を強壮にする努力をして，併せてその疼痛を鎮静

させなさい．」

(ﾎ)腎胞蟲

「此症ハ腎藏中ニ胞蟲ヲ生スル者ニ ，猶肝胞蟲ニ於

ケルカ如ク，初メ一個ノ胞ヲ生シテ，漸々増加シ，

其壓迫ニ由テ腎組織ヲ壊崩シ，終ニ人頭大ニ至ル

有リ．或ハ其胞ノ一個腎盂中ニ破潰シテ，尿ト倶ニ

排泄シ，或ハ其胞腸壁ト癒合シテ，其中ニ破開スル

有リ． シ肝胞蟲ニ比スレハ，甚タ希有ノ症トス．」

「この疾患は，腎臓内に胞虫が発生するものであっ

て，それは肝胞虫の場合と同様で，初めは１個の胞が

出来てだんだん増加し，その圧迫によって腎組織を崩

壊させ，終りには人の頭の大きさにまでなることがあ

る．ある場合には，その胞の１個が腎盂内に破裂して，

尿とともに排泄し，またある場合には，その胞が腸壁

と癒着して，その中に穿通することがある．ただし，

肝胞虫に比べれば，非常にまれな疾患である．」

「『症候』

図１ 原病學各論 巻十一 腎結核
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此病ノ確徴ハ，腎部ノ腫脹ト尿中ニ胞ヲ混出スルト

ニ在リ．且ツ癌腫ニ比スレハ，其腫平 圓形，大ニ

緊張シテ波動ヲ生シ，之レヲ敲テ聞診スレハ一種ノ

音ヲ發ス．所謂胞蟲音是レナリ．其胞若シ破裂スレ

ハ，腎部ニ劇甚ナル神經痛ヲ發シテ，其痛ハ輸尿管，

尿道，股部及ヒ肛門ニ射達シ，其際ニハ尿意頻數ト

為リ，二三時若クハ二三日ノ後，尿中ニ胞ヲ混出ス．

シ其胞ハ蠶豆大ニ ，顯微鏡ヲ以テ之レヲ檢スル

ニ，其中ニ 蟲頭ノ存スルヲ見ル．若シ其胞胃若ク

ハ腸ニ漏出スレハ，嘔吐若クハ便通ニ従テ排泄スル

者トス．」

「『症候』

この疾患の確定症候は，腎臓部の腫脹と尿中に胞の

排出があることとである．また，癌に比べれば，その

腫瘤は全体に円形で，大きく緊張して波動があり，こ

れを打診してみると一種の音が聞こえる．いわゆる胞

虫音がこれである．もし，その胞が破裂すれば，腎臓

部に激しい神経痛が起こって，その痛みは尿管，尿道，

股部および肛門に放散し，その時には尿意頻数となり，

2,3 時間か 2,3 日後に，尿中に胞を混出する．ただし，

その胞はそら豆大であって，顕微鏡で観察すると，そ

の中には条虫頭が存在するのを認める．もし，その胞

が胃や腸に漏出すれば，嘔吐や便通によって排泄され

ることになる．」

「『治法』

治法ハ疼痛ヲ鎮制スルノ外，他策ナシト雖 ，時ト

ハ其胞ヲ驅除スルカ為ニ，利尿劑ヲ與フル 有リ．

若シ其腫ノ巨大ナル者ニハ，腰部ニ於テ手術ヲ施ス

可シ．其術ハ猶肝胞蟲ノ条ニ論スルカ如シ．」

「『治療法』

治療法は，疼痛を鎮静すること以外によい方策はな

いが，時には，その胞を駆除するために，利尿剤を投

与することがある．もし，その腫瘤が巨大である場合

には，腰部の手術を施行しなさい．その方法は，肝胞

虫の項で述べたものと同様である．」

第三 腎盂輸尿管及膀胱諸病

(ｲ)腎盂膨脹

「此病ハ小便排泄ノ妨碍ニ起因スル者ニ ，其腎盂膨

脹シテ拳子大ト為リ，腎盞ハ全ク消 スル者アリ．

或ハ腎盂ノ膨脹ハ僅微ナレ ，腎盞ハ反テ膨脹シ，

其腔鶏卵大ニ至ル者アリ．又腎盂ノ粘膜ハ消滅シ，

腎組織ハ欝積セル液ノ壓迫ニ由テ漸々萎縮シ，時ト

ハ全ク腎組織ヲ見ス ，唯肥厚セル膜中ニ粘液様

膿様若クハ血液様ノ液ノミヲ含有スル者アリ． シ

多クハ一側ノ腎ニ發シ，他側ノ腎ハ健全ナルヲ常ト

ス．腎盂既ニ之レニ罹レハ，輸尿管モ亦従テ膨脹シ，

甚キハ小腸ノ大サニ類スル者アリ．」

「この疾患は尿の排泄の障害に起因するものであ

って，その腎盂は拡張して小児手拳大となり，腎盃は

全く消失するものがある．または，腎盂の拡張は軽度

であるが，腎盃はかえって拡張し，その腔が鶏卵大に

までなるものがある．また，腎盂の粘膜が消失し，腎

組織はうっ積した液の圧力に由って，だんだん萎縮し，

時には，全く腎組織を認めないで，ただ，肥厚した膜

の中に，粘液膿様又は血液様の液だけを容れているも

のがある．ただし，多くの場合は一側の腎に発生し，

他側の腎は健全であるのが普通である．一旦腎盂がこ

の疾患に罹れば，尿管も続いて拡張し，甚だしい場合

には，小腸の大きさ程になるものもある．」

ここで，「腎盞」は『腎盃部』を指している．

「『原因』

原因ハ種々一ナラス．腫 （即チ卵巣腫若クハ子宮

肉贅ノ類）ノ輸尿管ヲ壓スルニ由ル者アリ．或ハ輸

図２ 腎胞蟲
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尿管粘膜ノ慢性炎ヨリ狭窄ヲ發スルニ由ル者アリ．

或ハ尿石ノ輸尿管ヲ閉塞スルニ由リ，或ハ膀胱ニ慢

性炎ヲ發シテ輸尿管ヲ閉塞スルニ由リ，或ハ攝護腺

腫大，若クハ尿道狭窄ノ為ニ，尿ノ排泄困難ナルニ

由ル者アリ．盖シ此病ノ發スルヤ，年齢ヲ撰ハス，

初生児モ亦之レニ罹ル 有リ（是レ胎児ノ時巳ニ尿

石ヲ有セシ者ナラン）．又婦人ハ子宮ノ所患多キヲ

以テ，男子ニ比スレハ此病ヲ發シ易シ．」

「『原因』

原因は種々であって，ひとつではない．腫瘤（即ち

卵巣嚢腫あるいは子宮筋腫の類）が尿管を圧迫するこ

とに由るものがある．あるいは尿管粘膜の慢性炎症か

ら狭窄を起こすことに由るものがある．あるいは尿路

結石が尿管を閉塞することに由るものがあり，また，

前立腺肥大や尿道狭窄の為に，尿の排泄が困難なこと

に由るものがある．一般に，この疾患が発生するのは，

年齢を選ばず，新生児でもこれに罹ることがある（こ

れは，胎児の時に尿路結石を持っていたものであろ

う）．また，女性は子宮の疾患が多いので，男性に比

べれば，この疾患を起こしやすい．」

「『症候』

症ニ在テハ，確乎タル症状ヲ發スル 無シ．是レ

一側ノ腎，此病ノ為ニ尿ヲ分泌スル能ハスト雖 ，

他側ノ腎肥大シテ，平常ニ比スレハ二倍ノ尿ヲ分泌

スル故ナリ．若シ両腎倶ニ之レニ罹レハ，尿ノ分泌

全ク遏止シ，窒扶斯状ノ症（即チ尿毒症）ヲ發シテ

斃ル．或症ニ在テハ，膨大セル腎盂腫 状ト為リ，

外部ニ於テ觸レ得ヘク，其腫ハ表面不正ニ 波動ア

リ． シ尿ノ排泄未タ全ク妨碍セラレサル者ハ，其

腫時ニ従テ増減ス．是レ尿ノ瀦留スルト否ラサルト

ニ関渉スルナリ．又輸尿管膨大シテ，能ク 壁上ヨ

リ觸レ得ル者ハ，容易ク此病タルヲ確定ス可シ．」

「『症候』

軽症の場合には，はっきりした症状を表すことはな

い．これは，一側の腎臓が，この疾患の為に，尿を生

成することが出来ないが，他側の腎臓が肥大して，正

常に比べて２倍の尿を生成するからである．もし，両

腎ともにこの疾患に罹れば，尿の生成は完全に停止し，

チフス様の状態（即ち尿毒症）となって死亡する．あ

る症例では，拡張した腎盂が腫瘤状となって，外部か

ら触知出来る様になり，その腫瘤の表面は不整で，波

動を認めることがある．ただし，尿の排泄が完全に障

害されていない場合には，その腫瘍は時間によって大

きくなったり小さくなったりする．これは，尿が貯留

する時とそうでない時とに関係するのである．また，

尿管が拡張して，腹壁から触れることが出来る場合に

は，簡単にこの疾患であることを確定しなさい．」

「『治法』

此病ハ全治スル 甚タ難シ．然レ 若シ其腫増大シ

テ波動アル者ニハ，腰部ニ套管鍼ヲ刺シ二日間之レ

ヲ抜去セサレハ，自ラ瘻管ヲ生シテ尿ヲ排泄シ得ル

カ故ニ，腎盂漸々收縮シテ治スル 有リ．又尿道狭

窄，卵巣水腫 ニ起因スル者ハ，務メテ其原因ヲ除

キ尿ヲシテ排泄シ易カラシム可シ．總テ此患者ニハ

飲食ヲ ニシ，殊ニ亜尓個児性ノ飲料ヲ禁シテ，以

テ他側ノ腎ニ累及セサラシムルヲ要ス．」

「『治療法』

この疾患は全治することは非常に難しい．しかし，

もし，その腫瘤が大きくなって波動が認められる場合

には，腰部に二重針を刺し，これを２日間抜かなけれ

ば，自然に瘻管を形成して尿が排泄出来るので，腎盂

はだんだん収縮して治癒することがある．また，尿道

狭窄，卵巣嚢腫などに起因するものには，その原因を

除去して尿の排泄を良くする努力をしなければなら

ない．一般に，この患者には，飲食を節制させ，特に

アルコール性の飲料を禁止して，他側の腎臓に波及さ図３ 腎盂膨脹
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せないようにする必要がある．」

ここで，「套管鍼」は排膿排液，排気などを目的に

使用される『二重針』を指している 16）．

(ﾛ)腎盂及輸尿管粘膜炎

「此炎ニ數般アレ ，就中加答流性炎ヲ尤モ多シトス．

シ罕レニハ，義膜性炎若クハ實布的里性炎ヲ發シ，

殊ニ膿熱，窒扶斯，急性皮疹 ニ於テハ，之レニ由

テ死スル者往々之レ有リ．加答流性炎ニ於テハ，唯

腎盂ニ限發スル者アリ．或ハ輸尿管，膀胱若クハ腎

ニ蔓延スル者アリ．其發スルヤ，初起ニ在テハ粘膜

ニ赤色ヲ呈シ，腫脹シテ粘液様ノ膿ヲ分泌シ，後ニ

ハ其粘膜肥厚シテ帶赤褐色ト為リ，無數ノ膨脹セル

血管ヲ有シ，且ツ血液ヲ混スル所ノ膿ヲ分泌ス．其

慢性症ハ輸尿管及ヒ腎盂ノ膨大ヲ發シ，殊ニ輸尿管

ノ粘膜腫脹シテ，尿ノ排泄困難ナル者ニ於テハ，膨

大スル 尤モ甚シ． シ此病ハ特發スル 少ナク，

尋常腎盂内ニ結石ヲ生シテ，其刺戟ノ為ニ發シ，或

ハ尿閉喩ヘハ輸尿管閉塞，尿道狭窄，及ヒ攝護腺肥

大ノ如キニ由テ發ス．是レ尿ノ欝積セル者，安没尼

亜ト為リ，其刺戟ニ由テ粘膜ニ發炎スル者トス．又

膀胱炎ノ輸尿管ニ波及スルニ由ル者アリ．或ハ芫菁，

的列並油，抜尓撒謨骨湃巴，及ヒ杜松子ノ如キ辛辣

藥ノ誤用ニ由テ發シ，又急性熱病即チ窒扶斯，膿熱，

痘瘡 ニ於テ之レヲ發スル 有リ．」

「この疾患には数種類があるが，その中では，カタ

ル性炎症が最も多いものである．ただし，まれには，

偽膜性炎症あるいはジフテリア性炎症が発生し，特に，

敗血症，チフス，急性皮膚発疹症などの場合には，こ

れによって死亡するものがよくある．カタル性炎症で

は，腎盂だけに限局性に発症するものがある．あるい

は，尿管，膀胱または腎実質に広がるものもある．そ

の発症は，初期では，粘膜が赤色になって腫脹して，

粘液様の膿を出し，後になると粘膜は肥厚して，赤色

を帯びた褐色となり，無数の拡張した血管が認められ

て，血液が混じった膿が出てくる．その慢性症では，

尿管と腎盂の拡張を来し，特に尿管の粘膜は腫脹して，

尿の排泄困難なものでは，その拡大は最も甚だしい．

ただし，この疾患は単独で発症することは少なく，腎

盂内に結石を作って，その刺激の為に発症したり，尿

閉，例えば尿管閉塞，尿道狭窄および前立腺肥大など

によって発症するのが普通である．これは，尿がうっ

積したものがアンモニアとなり，その刺激によって粘

膜に炎症が起こるからである．また，膀胱炎が尿管に

波及することによって起こるものもある．あるいは，

カンタリス，テレビン油，バルサム・コパイバおよび

ネズの実などの刺激の強い薬品の誤用によって発症

し，また，急性熱性疾患，即ちチフス，敗血症，天然

痘などの時に，この疾患を発症することがある．」

ここで，「安没尼亜」は『アンモニア（NH３）』の当

て字である．また，「的列並油」は『テレビン油』の

当て字である．これは松伯科植物のマツ属（Pinus）の

樹液から採れる油脂で，ピーネン（C10H16）などを含ん

でいて，下剤，防腐剤などに利用された．また，「拔

尓撒謨骨湃巴」は『バルサム・コパイバ（Balsam

copaiba）』の当て字で，これは，南米原産のマメ科植

物の『コパイバ（Copaifera officialis）』から採れ

る樹脂で，安息香酸（C６H５COOH），桂皮酸（C８H７COOH）

などが含まれ，消毒剤，去痰剤などとして使用された．

また，「杜松（ネズ）」はヒノキ科の常緑喬木で，「杜

松子（Juniperus communis）」はその実を指し，利尿

剤として利用された３）．また，「痘瘡（トウソウ）」は

ウイルス性感染症の『天然痘』を指し，主として皮膚

に膿痂疹を来すものである．かつては，全身に拡がっ

て予後不良の疾患であったが，イギリス医のジェンナ

ー（Edward Jenner：1749－1823）が，1799 年に種痘

によるワクチン接種法を行い，これが世界中に浸透し

た結果，1980 年に，世界保健機関（ＷＨＯ）は，この

疾患の絶滅宣言を発表している２，７，18）．図４ 腎盂及輸尿管粘膜炎
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「『症候』

此症ヲ急性ト慢性トニ區別ス．急性症ハ初ニ戦慄シ

テ，継クニ發熱ヲ以テシ，腎部疼痛之レヲ按スレハ

愈々甚シク，全ク歩行スル 能ハス．且ツ尿意頻數

ニシテ，毎次僅少ノ尿ヲ洩ラシ，尿道口ニ於テ灼ク

カ如キヲ覺フ．婦人ニ於テモ亦然ル 有リ（骨湃巴

ヲ多用スレハ此症ヲ發スル アリ）．其尿ハ血様ニ ，

多量ノ尿酸塩及ヒ粘液ヲ含ミ，酸性ノ反應ヲ呈シ，

兼テ内皮胞ヲ含ム．之レヲ腎盂ヨリ來レル者トス．

即チ膀胱ノ内皮胞ヨリモ小ナルヲ以テ察ス可シ．

シ此 ノ諸症漸ク減退シテ治ニ就ク者アリ．或ハ其

症荏苒ト 慢性ニ轉スレハ，其尿中ニ膿及ヒ蛋白質

ヲ含ムト雖 ，酸性ノ反應ハ猶依然タリ．而 膀胱

炎ニ在テモ亦同シク尿中ニ膿ヲ含ムト雖 ，彼ニ在

テハ，其尿ノ反應亜尓加里性ナルヲ異ナリトス．慢

性症ト為ルニ及テハ，亳モ疼痛アル 無ク，若シ腎

盂及ヒ輸尿管ノ膨脹ヲ継發スレハ，其尿中ニ安没尼

亜ヲ含ミ，悪臭尤モ甚シ．是レ利尿毎ニ其尿ヲ排泄

シ盡ス能ハス，多少残留シテ腐敗スルニ由ル．曽テ

一患者アリ．腎盂及ヒ輸尿管周圍ノ峰 織内ニ破潰

シ，醸膿シテ腰部及ヒ鼠蹊部ニ浸淫シ，外表ニ破綻

セシハ，予ノ親ク實驗セシ所ナリ．」

「『症候』

この疾患を急性と慢性とに分類する．

急性症では，初めに戦慄があって続いて発熱をもっ

て発症し，腎臓部の疼痛は，触れば触れるほど増強し，

全く歩行することが出来なくなる．その上，尿意は頻

数であって，毎回極めて少量の尿が出るが，尿道口に

灼熱の痛みを自覚する．女性の場合にも同様のことが

ある（バルサム・コパイバを多用すれば，この疾患が

発生することがある）．その尿は血性であって，多量

の尿酸塩および粘液を含み，酸性の反応を示し，併せ

て上皮細胞を含む．これは腎盂から来た上皮細胞であ

る．即ち，膀胱の上皮細胞よりも小型の細胞であるの

で，そう考えられる．ただし，これらの諸症状がだん

だん減退して治癒するものがある．また，その症状が

長びいて慢性症に変れば，その尿中に膿および蛋白質

が含まれるが，酸性の反応は依然として続く．そして，

膀胱炎の場合にも，また同じ様に，尿中に膿を含むが，

その場合には，尿の反応がアルカリ性であることが異

なるところである．

慢性症となった場合には，少しも疼痛を訴えること

なく，もし，腎盂および尿管の拡張を併発すれば，そ

の尿中にアンモニアを含み，悪臭は最も甚だしい．こ

れは，排尿時ごとに，その尿を全て排泄し尽すことが

出来ないで，多少残留して腐敗するからである．かつ

て，腎盂および尿管周囲の峰窩織内に破裂して化膿し，

腰部および鼠径部に浸潤し，それが外表に破綻した一

患者を，私は経験したことがある．」

ここで，「荏苒（ジンゼン）」は『時間的に長びく状

態』を示す語句であり，ここでの「利尿（リニョウ）」

は『排尿』の意味である 16）．

「『預後』

原因ノ異ナルニ従テ各同シカラス．辛辣藥ノ誤用ニ

由テ發シ，其症急性ナル者ハ，速ニ治ニ就クヲ常ト

シ，又急性熱病後ニ發スル者モ治スル 無キニアラ

ス．尿道狭窄ニ傍發スル者ト雖 ，輸尿管及ヒ腎盂

ニ膨脹ヲ來サヽレハ，能ク治スル ヲ得ヘシ． シ

其原因ノ如何ヲ論セス，既ニ慢性ニ轉スル者ハ全治

ニ至ル 甚タ難ク，特ニ老人ノ攝護腺肥大ニ由テ發

スル所ノ粘膜炎ハ始終膿ノ分泌シ，或ハ時々出血ヲ

來タスカ故ニ，多クハ虚脱ニ陥ル者トス．」

「『予後』

原因が異なるので，みな同じではない．刺激薬の誤

用によって起こり，その症候が急性である場合には，

速やかに治癒するのが普通である．また，急性熱性疾

患の後に発症した場合も，治癒することが無いことも

ない．尿道狭窄に続発する場合でも，尿管および腎盂

に拡張を来さなければ，治癒することも可能であろう．

ただし，その原因が何であるかにかかわらず，慢性症

に変る場合には，全治することは非常に難しく，特に，

老人の前立腺肥大によって起こる粘膜炎では，始終膿

が出て来くるか，時々出血を来すので，多くの場合に

は，虚脱に陥るものである．」

「『治法』

急性加答流性粘膜炎ニ在テハ，嚴ニ床中ニ静息セシ

メ，腎部ニ疼痛アル者ニハ，腰部ニ血角，蝟鍼或ハ

芥子泥ヲ貼シ，且ツ毎日二 温浴ヲ施シ，食餌ハ可

及的少量ヲ與ヘ，亜尓個児性ノ飲料ヲ禁シ，内服ニ

ハ粘滑飲劑即チ亜麻仁煎，錦葵煎若クハ護謨水ヲ與

ヘ，疼痛尤モ甚キ者ニハ，甘汞，葯刺巴ノ下劑ヲ以

テ，腸ニ誘導スルニ宜シ．腎盂ノ出血ヲ發スル者ニ

ハ，塩酸銕丁幾一 乃至二 ヲ糖水ニ和シ與フ可シ．

慢性症ニ轉スル者ニハ，抜尓撒謨骨湃巴，抜尓撒謨

孛露，麻質姑（此品ハ其効抜尓撒謨骨湃巴ニ同シク，

近來歐羅巴ニ於テ大ニ称用セリ）若クハ的列並油ノ



山野研究紀要 第 18 号 2010 78

類ヲ撰用スルヲ要ス． シ抜尓撒謨類ヲ用ユルニハ，

先ツ少量即チ三 十二滴ヨリ始メ，漸次ニ其量ヲ加

ヘテ三 二十滴乃至三十滴ニ至ル可シ．是レ此諸藥

ハ服用ニ堪ヘ難キ 有レハナリ．又收斂劑即チ單寧，

没食酸，明礬， 児水 ヲ用ユル 有リ．或醫家ハ

乳汁，石灰水（各 分）ヲ和シ，毎日一壜乃至二壜

ヲ與フル ヲ稱譽スル者アリ．若シ尿道狭窄ヲ兼ル

者ハ，截開シテ之レヲ治シ，腎結石アル者ハ，炭酸

水及ヒ重炭酸曹達ヲ服セシム可シ．總テ此慢性症ハ

僅ニ 快ヲ得セシム可キ而己ニ ，畢竟之レヲ全治

スル 能ハス．若シ既ニ輸尿管及ヒ腎盂ノ膨脹ヲ發

セル者ハ，其尿中絶ヘス少量ノ膿ヲ混出スト雖 ，

其人猶健全ヲ保ツ 有リ．」

「『治療法』

急性カタル性粘膜炎の場合には，厳しく床中で安静

にさせ，腎臓部の疼痛を訴えるものには，腰部に血角，

蝟鍼あるいは芥子泥を貼り，また，毎日２回温浴を施

行し，食事はなるべく少量与え，アルコール性の飲料

は禁止し，内服薬として，粘滑剤即ち亜麻仁煎，錦葵

またはゴム水を投与し，疼痛が非常に強い場合には，

甘汞，ヤラッパなどの下剤で腸に誘導するのがよろし

い．腎盂の出血を来したものには，塩酸鉄チンキ１ド

ラムから２ドラムを糖水に混ぜて与えなさい．慢性症

に変った場合には，バルサム・コパイバ，バルサム・

ペルー，麻質姑（この物品は，その効果がバルサム・

コパイバと同様で，最近ヨーロッパで大いに称用され

ている）またはテレビン油の類を選んで使用する必要

がある．ただし，バルサム類を使用するには，まず，

少量即ち３回 12 滴から始め，だんだんその量を増や

して，３回 20 滴から 30滴にしなさい．これは，これ

らの諸薬が服用に耐えられないことがあるからであ

る．また，収斂剤即ちタンニン，モッショク酸，ミョ

ウバン，タール水などを使用することがある．ある医

師は，牛乳汁と石灰水とを各々等分に混ぜて，毎日１

瓶から２瓶を与えることを奨励している．もし，尿道

狭窄を合併する場合には，切開してこれを治し，腎結

石がある場合には，炭酸水および重炭酸ソーダを服用

させなさい．一般に，この慢性症は，僅かに軽快させ

ることが出来るだけであって，結局これを全治するこ

とは出来ない．もし，既に尿管および腎盂の拡張を来

している場合には，尿中に絶えず少量の膿を排出して

いても，その人はなお健常を保っていることがある．」

ここで，「血角」，「蝟鍼」はいわゆる『吸い出し』

のことで，膿や血液を吸引して排出させる器具をいう．

また，「芥子泥」は，十字花科植物の『アブラナ

（Brassica）』の種子から採れる油脂で，シニグリン

（KC10H16NO９S２･H２O）を含み，鎮痛剤として利用された．

また，「甘汞」は『塩化第一水銀（Hg２Cl２）』のことで，

内服すると小腸内で，『塩化第二水銀（HgCl２）』に変

化して，下剤として反応する．また，「葯刺巴」は『ヤ

ラッパ（Jalapa）』の当て字で，これは，メキシコ原

産のヒルガオ科植物の一種である『イボミア

（Exogonium purga』の根を乾燥したもので，ヤラピ

ン（C35H56O16）を含み，緩下剤として使用された．また，

「抜尓撒謨孛露」は『バルサム・ペルー』の当て字で，

これはマメ科植物の『トルー（Toluifera perirae，

Myroxylon pereirae など）』から得られるバルサム（樹

脂）であり，多量の桂皮酸（C６H５CH:CHCOOH）,安息香

酸（C６H５COOH）が含まれる４，５）．また，「麻質姑（マ

シコ）」は『Massa copaibae（コパイバ練剤）』の当て

字で，その中には，バルサム・コパイバ 94，マグネシ

ア（MgO）6 が含まれる合剤である．「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｝』の結晶であり，アルミニウムイオンは

蛋白と結合する作用（収斂作用）があるので，止血剤，

消炎剤，抗菌剤などとして利用された．「 児」は『タ

ール（Tar）』の当て字である．タールは，石炭や木を

乾溜した時に得られる黒色粘稠な油状液体であり，

種々の有機化合物を含む４，５，13）．

(ﾊ)腎及腎盂内結石

「初生児ノ尿中ニ沈殿物ヲ見ル 有リ．其屍體ノ觧剖

スルニ，腎ノ直行細尿管及ヒ腎盂内ニ於テ尿酸塩殊

ニ尿酸安没尼亜ノ充填スル 屡々之レ有リ．之レヲ

尿酸『インﾌﾊルクト』ト称ス（尿砂ヲ以テ充填スル

ノ義ナリ）．此塩ハ橙黄色ノ線條ト為テ，乳頭ヨリ

尖圓體ノ縁ニ亘リ，時ト ハ，細尿管中ニ血液滲漏

シテ，此塩ヲ 赤色ナラシムル 有リ．成人ニ於テ

モ亦此ノ如ク細尿管中ニ炭酸加尓基ヲ沈著シテ，白

線状ヲ為ス 有リ．是レ殊ニ骨病即チ英吉利病，骨

疽 ノ後ニ實驗スル所ニ ，其骨質漸々溶觧シ，血

行ニ混シテ腎ニ至リ，其中ニ沈著スルニ由ル者トス．

此症ノ キ者ハ，著キ徴候ナキカ故ニ，治術上ニ関

渉セスト雖 ，其甚キ者ニ於テハ，則チ患害ヲ生ス

ル 鮮少ナラス．盖シ此結石ハ，其大小ニ従テ腎砂

ト腎石トニ區別ス．腎砂若シ直行細尿管中ニ充塞ス

レハ，其管隆起シテ稍彎曲スル 有リ． シ此中ニ

存スル者ハ，大抵尿ニ従テ流洩スルカ故ニ，此ノ如
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ク多量ナル者ハ，甚タ罕レナリト雖 ，腎盞，腎盂

及ヒ輸尿管ノ粘膜皺襞中ニ留滯スレハ，尿中ノ塩類

之レニ凝著シテ漸々増大シ，殊ニ腎盂内ニ在テハ鶏

卵大ニ至ル．而 此腎盂結石ハ腎組織，腎盂及ヒ輸

尿管ノ醸膿性炎ヲ誘起スル 有リ． ソ此結石ハ其

所在ニ従テ形態ヲ異ニシ，且ツ無數ニ 細小ナル者

アリ．或ハ一個ニ 巨大ナル者アリ．而 其基質ハ

膀胱ノ結石ニ於ルカ如ク，尿酸塩，燐酸塩或ハ蓚酸

塩ヨリ成ル者トス．」

「新生児の尿中に沈殿物を認めることがある．その

死体を解剖すると，腎の遠位尿細管および腎盂内に，

尿酸塩，特に尿酸アンモニアが充填していることがし

ばしばある．これを『尿酸梗塞』と呼ぶ（尿砂が充填

するという意味である）．この塩は橙黄色の線条とな

って，乳頭部から腎錐体の縁にわたり，時には，尿細

管内に赤血球が浸漏して，その塩を赤色にすることが

ある．成人の場合にも，この様に，尿細管内に炭酸カ

ルシウムが沈着して，白色の線条を形成することがあ

る．これは，特に，骨疾患即ちクル病，骨疽などの後

に見られるものであって，その骨質がだんだん融解し

て，血液中に入って腎臓に行き，実質内に沈着するこ

とに由るものである．この疾患の軽度のものの場合に

は，著しい徴候が認められないので，治療上には関係

してこないのであるが，それが著しいものの場合には，

障害が起こることが少なくない．この結石は，一般に，

その大小によって腎砂と腎石とに区別される．もし，

腎砂が遠位尿細管内に詰れば，その管は膨隆して，や

や湾曲することがある．ただし，その中に存在する砂

は，大抵，尿によって排泄されるので，この様に多量

であるものは，非常にまれではあるが，腎盃，腎盂お

よび尿管の粘膜ヒダの中に留まれば，尿中の塩類はそ

れに凝着して，だんだん大きくなり，特に，腎盂内で

は，鶏卵大にまでなる．そして，この腎盂結石は，腎

組織，腎盂および尿管の化膿性炎症を誘発することが

ある．一般に，この結石は，その存在するところによ

って形態が異なって，無数で細小のものもあれば，あ

るいは一個の巨大なものもある．そして，その基質は

膀胱の結石の場合と同様で，尿酸塩，リン酸塩あるい

はシュウ酸塩から成るものである．」

ここで，「直行細尿管」は尿細管の中の『下行部』，

『上行部』および『集合管』を指す．また，「尿酸イ

ンﾌﾊルクト」は『尿酸梗塞（Uric Acid Infarct）』を

指していて，これは，新生児の血液細胞（白血球，赤

血球など）が胎生期由来細胞から自己骨髄由来細胞に

交代する時（誕生数日後）に，胎生期由来細胞が大量

に破壊される．この時に，赤血球大量破壊によって新

生児黄疸が発症し、白血球大量破壊によって，大量の

尿酸が形成され尿中に排泄されるが，この結晶が腎髄

質尿細管につまることがあって，これを尿酸梗塞とい

う．また，「加尓基」はオランダ語の『Kalk（カルシ

ウム：Ca）』の当て字である．「英吉利病」は『イギリ

ス病』の当て字で，これは，1650 年に，イギリス医の

グリソン（Francis Glisson：1596－1677）が骨形成

不全症について，初めて記載した疾患で，20世紀にな

ってから，ビタミンＤ欠乏症であることが解明されて，

『くる病（Rachitis）』の名称が与えられた．古くか

ら，日照時間の少ない，イギリスに多く認められたの

で，この名称が付けられたといわれている．現代では，

栄養が良くなって小児のくる病は少ないが，長寿社会

での老年者の骨粗鬆症（Osteoporosis）が増加してき

ている．グリソンの最も高く評価されるべき業績は，

1654 年に発表された『肝臓の解剖学』で，肝臓間質組

織の名称として『グリソン鞘』が現在でも使用されて

いる６，７，15）．

「『原因』

遺傳ニ属スル者アリ．喩ヘハ幼児ノ腎石ニ罹レル者，

其父母モ亦曽テ之レヲ患ヘシ 有ルカ如シ．又地方図５ 腎及腎盂内結石
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ニ由テ此病ニ多少アリ．喩ヘハ英吉利，和蘭ハ獨乙，

佛蘭西ニ比スレハ，之レニ罹ル 甚タ多キカ如シ．

其理ハ未タ詳明ナラス，或ハ攝生ニ由ル者アリ．喩

ヘハ膏梁ノ食餌，鋭烈ノ飲料ニ飽キ，其身體安逸ナ

ル者ハ，尿中ノ塩類増加シ易キカ如シ．寒國ニ於テ

殊ニ然リトス．又腎ノ創傷屡々結石ヲ誘起スル 有

リ．喩ヘハ創傷ニ由テ出血シ，其血液凝固シテ核ト

為リ，塩類漸々凝着シテ結石ヲ生スルカ如シ．又許

多ノ尿道所患ハ之レカ原因ト為ル 尤モ多シ．喩ヘ

ハ尿道，輸尿管ノ加答流，尿道狭窄若クハ攝護腺肥

大ニ於ルカ如シ．總テ尿ノ欝積シテ，亜尓加里性ト

為ル者ニ於テハ，結石ヲ生シ易シ．是レ尿ニ亜尓加

里性泡醸ヲ起セハ，尿酸塩ヲシテ沈澱セシムル故ナ

リ．其他或病即チ痛風，僂麻質私，腺病及ヒ結核ニ

於テモ，亦尿中ノ塩類増加シテ腎砂ヲ生スル 有

リ．」

「『原因』

遺伝的なものがある．例えば，幼児が腎石に罹った

場合，その父母も又かつてこの疾患で苦しんだことが

あるなどである．また，地方によっては，この疾患に

多少がある．例えば，イギリス，オランダはドイツ，

フランスに比べれば，この疾患に罹ることが非常に多

いなどである．その理由は未だ詳細に解明されてはい

ない．また，摂生によるものがある．例えば，贅沢な

食事，刺激の強い飲み物を好み，その身体を楽にして

いる人は，尿中に塩類が増加し易いなどである．寒い

国の場合には，特にその様である．また，腎臓の創傷

が，しばしば結石を誘発することがある．例えば，創

傷によって出血し，その血液が凝固して核となり，塩

類がだんだん沈着して，結石を発生させるなどである．

また，多くの尿道疾患では，それが原因となることが

最も多い．例えば，尿道や尿管のカタル性炎症，尿道

狭窄あるいは前立腺肥大の場合などである．一般に，

尿がうっ積してアルカリ性になる場合には，結石を発

生し易い．これは，尿にアルカリ性の泡が発生すれば，

尿酸塩を沈殿させるからである．その他，特定の疾患，

即ち痛風，リウマチ，腺病および結核の場合にも，尿

中の塩類が増加して，腎砂を発生することがある．」

ここで，「痛風」は，尿酸代謝の障害に由って，尿

酸塩の結晶が，足指関節，耳介軟骨などに沈着して痛

みを発生させる疾患である．また，「僂麻質私」は『リ

ウマチ（Rheumatism）』の当て字（僂麻質斯とも当て

る）で，1953 年発刊の「言林」によれば，『慢性関節

疾患の総称であって，寒冷，濕氣等が原因又は誘因と

なり，又細菌の作用によって発生することもある．高

年者に多く，関節の腫脹・疼痛，筋肉の萎縮・強直を

來し，遂には全身の運動障碍が起こる』と記載されて

いる８）．また，1874 年に発行された，「原病學通論 巻

二」によれば，『寒冷ハ諸部に僂麻質斯ヲ誘起ス』，『大

氣濕濡ノ度ニヨリ僂麻質斯ヲ誘發ス』と記載されてい

る９）．現在では，『慢性関節リウマチ』がリウマチの

代表疾患で，これは体内変性グロブリンに対する自己

抗体（リウマチ因子）の存在が知られていて，一般的

には自己の持つ物質に対してはアレルギーを起こさ

ないが，この場合には自己抗体を形成するので，それ

によってアレルギーを起こす状態（いわゆる自己免疫

疾患）と考えられていて，関節・結合組織などがその

病変の主座となる．また,「腺病（センビョウ：

Scrofula）」は古来より，下顎部，頚部などのリンパ

節腫脹や口蓋扁桃の腫大を来す状態の総称であり，併

せて，『やせて弱々しい体質』を指すようになったも

のであるが，種々のリンパ節疾患の原因が解明されて，

原因別疾患分類が確立されてきたので，現在では死語

になっている 13，16）．

「『症候』

屍體解剖ニ於テ，腎及ヒ腎盂内ニ許多ノ結石ヲ見レ

，其人ノ生存中，亳モ患害ヲ覺ヘサリシ者間々之

レ有リ．然レ ，此ノ如キハ固ヨリ例外ニ属ス．總

テ此結石ハ，輸尿管及ヒ腎盂ニ発炎シテ，尿中ニ血

液，粘液及ヒ内皮胞ヲ含ミ，後ニ至レハ膿ヲ混出シ，

其患者，腎部，膀胱及ヒ尿道ヨリ睾丸及ヒ両股ニ射

出スルカ如キ疼痛ヲ覺ヘ，兼テ尿意頻數ト為ル．而

其結石若シ輸尿管ヲ閉塞スレハ，病側ノ腎盂及ヒ

輸尿管ニ腫脹ヲ発 ，腹部ヨリ之レヲ摸觸シ得ヘキ

カ故ニ，甚タ診知シ易シ．又両側ノ輸尿管ヲ閉塞ス

レハ，尿ノ排泄全ク遏止シテ，窒扶斯状ノ症（即チ

尿毒症）ニ陥ル者トス．又時々尿中ニ腎砂ヲ排泄シ，

其際ニハ屡々全身ニ発熱 ，尿量減少シ，其尿ハ赤

色ニ ，許多ノ沈澱物ヲ含ム 有リ．此発作數次反

覆シテ，頓ニ輸尿管，睾丸及ヒ両股ニ劇痛ヲ発ス．

是レ結石ノ輸尿管中ニ箝入スルカ為ニ発スル者ニ ，

所謂腎石疝ナリ．之レヲ発スレハ，患者ノ苦悶極メ

テ甚シク，面部ニ冷汗ヲ流シ，絶ヘス尿意ヲ催スト

雖 ，其量ハ甚タ僅少ニ ，血液ヲ混シ，脉搏細小ニ

，屡々戦慄及ヒ嘔吐ヲ來タシ，時ト ハ畜搦ヲ発ス．

此ノ如ク発作スルモ，數時間ノ後ニ多クハ緩觧シ，

多量ノ尿ヲ通利シテ，其尿中ニ許多ノ沈澱物ヲ含ミ，

大ニ軽快ヲ覺フル者トス．又或症ニ於テハ，其発作
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中ニ尿毒症ヲ発シテ死スル 有リ．然レ 之レヲ概

スルニ，腎石疝ニ由テ死スル者甚タ罕レナリ．」

「『症候』

死体解剖に於いて，腎および腎盂内に結石を認める

ことは多いが，その人の生存中に，少しの障害を自覚

しなかったものが時々ある．しかし，この様なものは

例外である．一般にこの結石は，尿管と腎盂に炎症を

起こし，尿中に赤血球，粘液および上皮細胞を認め，

後には膿を排出する様になり，その患者は，腎臓部，

膀胱および尿道から精巣および両股に放散する疼痛

を自覚し，あわせて尿意頻数となる．そして，その結

石が，もし尿管を閉塞するならば，患側の腎盂および

尿管の拡張を来し，腹部からそれを触知出来るので，

大変診断し易い．また，両側の尿管が閉塞すれば，尿

の排泄は全く停止して，チフス様の症状（即ち尿毒症）

に陥るものである．また，時々，尿中に腎砂を排出し，

その時には，しばしば全身に発熱して，尿量は減少し，

その尿は赤色となって，多くの沈殿物を含んでいるこ

とがある．この発作を数回繰り返して，突然，尿管，

精巣および両股に激痛を来す．これは，結石が尿管中

に詰る為に発生するものであって，いわゆる腎石疝痛

である．これを発症すれば，患者の苦悶は極めて重大

であって，顔面部に冷汗を認め絶えず尿意を催すが，

その尿量は非常に少なくて血液が混じり，脈拍は細小

となって，しばしば戦慄および嘔吐を来し，時には痙

攣発作を起こすことがある．多くの場合は，この様な

発作が起こってから数時間後に緩解し，多量の尿を排

泄して，その尿中には多量の沈殿物を含み，大いに軽

快感を自覚するものである．また，ある症例では，そ

の発作中に，尿毒症を起こして死亡することがある．

しかしながら，これらを概観すると，腎石疝痛によっ

て死亡するものは，非常にまれである．」

ここで，「畜搦（チクジャク）」は『けいれん状態』

を表す語句で，局所性の場合もあるが，全身性痙攣を

指すことが多く，意識障害を伴う状態を指す場合もあ

る．また，「腎石疝」は『腎臓結石に由る疼痛発作（腎

石疝痛)』をいう 10）．

「『識別』

尿中ニ結石ヲ混出スルヲ見ルニ非サレハ，此症タル

ヲ確定シ難シ．若シ之レヲ見サルノ際ハ，動モスレ

ハ胃痙若クハ膽石疝ト誤認スルヲ免レス．故ニ未タ

結石ヲ見サル者ニ於テハ，數 反覆シテ其尿ヲ檢査

スルヲ要ス．

『預後』

腎石疝ハ時々発作スト雖 ，之レニ由テ死スル者殆

ト鮮ナシ． シ輸尿管ノ破裂ヲ來タス者ハ，疝痛発

作ノ時ニ當テ，死スル 無キニ非ラスト雖 ，甚タ

希有ニ属ス．若シ概ニ輸尿管或ハ腎盂ノ擴張ヲ発セ

シ者ハ，未タ曽テ治スル者アルヲ見ス．」

「『鑑別診断』

尿中に結石を混出するのを認めなければ，この疾患

であることを確定できない．もし，それが認められな

い場合には，ともすれば，胃の痙攣または胆石疝痛と

の誤認を避けることは出来ない．従って，結石を発見

できない場合には，数回，反復して，その尿を検査す

る必要がある．

『予後』

腎石疝痛は，時々発作があるが，これによって死亡

するものはほとんどいない．ただし，尿管破裂を来す

場合には，疝痛発作の時に死亡することが無いことは

ないが，これも非常にまれである．もし既に，尿管あ

るいは腎盂の拡張を来しているものでは，未だかつて

治癒したものを見たことがない．」

ここで，「胃痙」は『胃の痙攣・疼痛発作』を，「膽

石疝」は『胆道結石に由る疼痛発作（胆石疝痛)』を指す．

「『治法』

專ラ飲食ニ注意スルヲ要ス．即チ牛肉，魚類及ヒ他

ノ動物性食物ヲ禁シ（是レ尿酸ノ発生ヲ防ク為ナ

リ），葡萄酒，麥酒及ヒ他ノ亜尓個児性飲料ヲ與フ

可カラス．唯淡薄ニ 消化シ易キ植物性ノ食物即チ

米飯， 餅，蔬菜，若クハ菓物ヲ撰用シ，又多量ノ

水ヲ與ヘテ，其尿ヲシテ増加シ，且ツ稀薄ナラシメ，

以テ結石ノ増大ヲ防キ，兼テ既ニ形成セシ砂，石ノ

流泄ヲ務ム可シ．又血行ヲ促シ，尿ノ分泌ヲ催進ス

ル為ニ，久坐ヲ禁シテ，適宜ニ運動セシメ，内服藥

ハ結石ヲ溶觧スルノ品ヲ用ユ可シ．故ニ此藥ヲ用ン

ト欲セハ，先ツ其結石ノ成分如何ヲ察セサル可カラ

ス．若シ尿酸或ハ尿酸塩ヨリ成ル者ヲ溶觧スルニハ，

亜尓加里劑即チ重炭酸曹達（半 乃至一 ヲ糖水一

盞ニ和 一日數 之レヲ與フ）ヲ用ユ可シ．歐羅巴

ニ於テハ，亜尓加里性鑛泉ヲ称用ス．喩ヘハ『フ ♯ナ

ー』水ノ如シ．又石灰水（一日數 二 ヲ與フ）ヲ

用ヒ，其他植物酸即チ枸櫞酸，酒石酸（二 乃至半

ヲ糖水六 ニ溶シ用ユ）ヲ称用シ，或ハ葡萄療法

ヲ施ス 有リ．若シ其結石，蓚酸ヨリ成ル者ニ於テ

モ，亦同一ノ療法ヲ行ヒ，殊ニ動物性ノ食餌，及ヒ
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葡萄酒ヲ用ユルヲ禁ス．又其結石，燐酸曹達ヨリ成

ル者ニハ，尋常稀薄鑛酸殊ニ塩酸若クハ王水（一

ヲ水十二 ニ和ス）ヲ用ヒ，且ツ多量ノ水ヲ飲マシ

メ，時々植物性利尿劑ヲ與ヘテ，尿ノ分泌ヲ催進ス

ル ヲ務ム可シ．英國ノ醫士ハ，此症ニ利尿散（其

方烏華烏尓失，幾那皮各一 ，阿芙蓉三 ヲ研和シ

テ六包ニ分チ，一日三 一包ヲ與フ）ヲ称用ス．石

灰水ヲ與フルモ亦良ナリ．又海葱若クハ杜松子ヲ用

テ，其効烏華烏尓失ニ勝ル 有リ．又病ノ後期ニ於

テハ，炭酸利知烏謨（毎服一 乃至二 ，一日三 ）

ヲ用テ，破石ノ功ヲ奏スル 有リ．若シ結石症ニ ，

尿中ニ血液ヲ混スル者ニハ，塩酸銕丁幾（毎日一

乃至二 ヲ糖水ニ和シ用ユ）ヲ與フ可シ．又腎石疝

ノ發作ヲ治スルニハ，莫尓非涅ノ皮下注射ヲ施シ，

或ハ多量ノ阿芙蓉（一 乃至二 ）ヲ内服セシメテ

疼痛ヲ鎮靖シ，又時ト ハ，甘汞，葯刺巴ノ下劑ヲ

用ヒ，或ハ鎮痙劑即チ阿魏，纈草 ヲ與ヘ，或ハ温

浴（全身若クハ局處），温琶布若クハ ノ外用ニ

由テ，鎮靖スル 有リ．然レ ，阿芙蓉ノ確切ナル

ニ如カス．」

「『治療法』

飲食注意に専念する必要がある．即ち，牛肉，魚類

および他の動物性食物を禁止し（これは尿酸の発生を

防ぐ為である），ぶどう酒，ビールおよび他のアルコ

ール飲料を与えてはならない．ただ，淡白で消化し易

い植物性の食物，即ち，米飯，蒸し餅，野菜あるいは

果物を選んで用い，また，多量の水を与えてその尿量

を増加させ，希薄させて，それによって結石の増大を

防ぎ，あわせて，既に形成した砂，石の排泄に努力し

なさい．また，血行を促進させ，尿の生成を亢進させ

る為に，長時間座っていることを禁止し，適宜の運動

をさせ，内服薬には，結石を溶解する物品を使用しな

さい．従って，その薬を使用しようとすれば，まず，

結石の成分が何であるかを知らなければならない．も

し，尿酸あるいは尿酸塩で構成されたものを溶解する

には，アルカリ剤すなわち重炭酸ソーダ（1/2 ドラム

から１ドラムを糖水１盃に混ぜて１日数回投与する）

を使用しなさい．ヨーロッパでは，アルカリ性鉱泉を

称用している．例えば，『フィナー水』などである．

また，石灰水（１日数回２オンスを与える）を使用し，

その他，植物酸即ちクエン酸，酒石酸（２ドラムから

1/2 ドラムを糖水６オンスに溶かして使用する）を称

用し，あるいはブドウ療法を行うことがある．もし，

その結石がシュウ酸から成るものであっても，また，

同一の治療方法を行い，特に，動物性の食事およびブ

ドウ酒を使うのを禁止する．また，その結石がリン酸

ソーダから出来ているものには，普通，希薄な鉱酸特

に塩酸または王水（１ドラムを水 12 オンスに和す）

を使用し，また，多量の水を飲ませ，時々植物性利尿

剤を投与して，尿の生成を促すことに努力しなさい．

英国の医師は，この疾患に利尿散（その処方はウワウ

ルシ，キナ皮各１ドラム，阿芙蓉３グレーンを研和し

て６包に分けて，１日３回１包を与える）を称用して

いる．石灰水を与えるのも又よろしい．また，海葱ま

たはネズの実を使用して，その効果がウワウルシに勝

ることがある．また，疾患後期には，炭酸リチウム（毎

服１グレーンから２グレーン，１日３回）を使用して，

石が壊れて行く効果を認める場合がある．もし，結石

症であって，尿中に赤血球が混じる場合には，塩酸鉄

チンキ（毎日１ドラムから２ドラムを糖水に溶かして

使用する）を与えなさい．また，腎石疝痛の発作を治

すには，モルヒネの皮下注射を行い，あるいは阿芙蓉

（１グレーンから２グレーン）を内服させて疼痛を鎮

静し，また，時には甘汞，ヤラッパなどの下剤を使用

し，あるいは鎮痙剤即ちアギ，キッソウなどを投与し，

あるいは温浴（全身または局所），温パップもしくは

クロロフォルムの外用によって，鎮静することがある．

しかし，阿芙蓉の確実な効果には及ばない．」

ここで，「麥酒」は『ビール』を，「 餅」は『蒸し

餅』で，饅頭，パン類を指す 11）．「フィナー水」は『ミ

ネラル・ウォーター』を指す．また「海葱（カイソウ）」

はユリ科植物の『ウミネギ（Scilla maritima）』の

ことで，その球根には，ストロファンチン類似の強心

配糖体であるシラレン（Scillaren A 及び B：C36H52O13）

を含み，強心利尿剤として利用された．また，「烏華

烏尓失」は『ウワウルシ（Uvaursi）』の当て字で，こ

れはシャクナゲ科（ツツジ科)植物で，その葉（Folia

uvaursi）を乾燥したものはアルブチン（CHC６H４OC６H11

O５･1/2H２O）を含むので,尿路防腐剤，収斂剤として利

用された．また，「炭酸利知烏謨」は『炭酸リチウム

（Li２CO３）』の当て字であり，利尿剤として用いられ

た 12）．また,「阿魏（アギ）」は，中近東原産のサンケ

イ科植物である『アギ（Ferula asafoetida）』の根

から採れる油性樹脂で，フェルラ酸（C９H９O２COOH）な

どを含み，健胃・消化薬，去痰剤，鎮静剤などとして

使用された．「纈草（キッソウ）」はオミナエシ科植物

の『カノコソウ（Valeriana fauriei）』の根を乾燥し

たもので，キッソウ酸（C４H９COOH）を含み，鎮静・鎮

痙剤として使用された．「 」は『クロロホルム
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（CHCl３)』の当て字で，これは麻酔薬として使用され

るものである 13，14）．
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