
1960，　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31－（325）

肺化膿症の臨床的研究
第1報　肺化膿症の化学療法に於ける治療効果

　　　　判定の指標について
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併症の認められた場合の使用例1；k禽廠ない自

　　　　　　緒　as　　　　　　　　　｛1軟儲数は昭不1】2・1年51ケIL　25年1例，26年3例，

　肺化膿症は従来肺壊疸と｝llli膿瘍とに．区分され，従前　　　27年2例，2呂年2例，29年1例，30年2例，3ユ年4例，

は肺壊疸が多いといわれていたが，最近ではその病像　　32年5例，33年7例，34年4月まで3例，計35例であ

の変化が藷しく，臨床症状カミ軽減し肺膿瘍型が歩瞥加し　　　るo　　　　　　　　　　　　　　　　　・

ていることが指摘されてし・る。策二次ll｛堺大戦前の評｝　　使用抗生物質は鋤1即こ示す如く，昭和2魂｛i繊pc

ど対症療法のみで治療されていた時代と比較して，戦　　　汲びストレプトマイシン（以ドSM）が霊でしかも単

後の化学療法剤の遊歩およびペニシリソ（以下PC）　　　独使用が死1どであつたが，昭和25年より昏叡テトヲサイ

を初めとする撫1三物質の発展によりその治療成績の向　　　クリン系（以下TC）鞭剤（テラ’マイシン，　al’　Ptレオ

上は著しいものがあり，内科的治療に於ても治癒率の　　　マ・fシソ，アクロマイシン，n一サテトラシソ等）が加

上昇が認められている。しかしPC出現によつて・一・N．　　わり，昭和30年以降は更にクμラムフ鵠二脚一ル（以

糊に向」二した治療成績も［1臓菌の1、槻誠は菌劉隠　下CM）誠は…以悶イシン系（以舶ド1くM）撫1物

症の発現等に関連して次第に低ドの傾向を示し，この　　　慣（アイロタイシソ・オレアンドマイシン・paイロ　’？

傾向はPC以後オニ目次いで登場L，広く市販応用されて　　　でシソ等が使π1されており・殊に32年からはPC，　SM

きた種々の抗生物質についても当然生tcする現象であ　に代つてTC、　CM，　EMが主用され・11，L”）D（：用治療

つて，肺化膿症治療に際して直面する困難な問題の一　　　が増加している。単独便用回数はこのうち砥78圓であ

半をなしている。これに対して｝戎はll棚棚法を行い，　　　つた。この78回の抗生物質使用機会について・体温の

或は血中濃嵐更には持続効果の．ヒ昇を計るために剤　褒化（熱型），．砥譲捌糧の変化（喀灘㌃）・血沈値の

型の新工夫，投与方法の改善等，種々な方策が施行検　　　変化（血沈値）の3者をとりあげ・その諸相について

討されてきているq’　　　　　　　　　　　　　　　　検討した。

　私はこXに肺化膿症研究のee－一歩として，これら多

彩な病像を整理し，簡潔且っ合理的な治療方針を樹立　　　　　（第1図）使用した抗龍物質の種類及び圓数

するための基礎として，肺化膿症化学療法の治療効果　　　　　　　　　　　○栄独使用　　⑳併用

を端的に現わす指標を求めんとして，諸脇床症状のう

ち，体温，喀疾量，血沈値を選び，その指標としての

意義の検討を試みた。

　　　　　　検査対象および検査方法

　検査対象は昭和24年より昭和34年4月までに信州大

学医学部附属摘院戸塚内科に入院した肺化膿症患薪35

名で，これに．対して行なわれた抗生物質治療のうち単

独使用の場合を観察した。膿胸その他明らかに他の合

o　o　　　　o　　　o　o　　o　o　　　o
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　　　　　成　績　　　　　　　　、　　ない。　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5図に不変例即ちE1型，第6図は増悪例∫｛ljち

　　1・熱型　　　　　　　　E，鞭示したが，K鵡よ騰伽㈱の酬と下
継物鰍旅よる鯉には下錯1が急激で茄鵬　陶動揺の聴、、。とが糊であるの闘しF，幽

緩徐である嚇及び砿更に麟鮒棚合渦　は少数で繭る醐次、。蝋、てゆく傾1・瞬醤め昧
る。下熱が急激なもの，緩徐なものを併せて発熱が平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。
熱（37°C以下）まで下降し，以後平熱を維拝するlilこ

態に至るまでの轍を追求できた27回の側臓会嫌　　 ㈱3図）
講すると，最短は抗ノk物質投与後1日で下熱し，最長

は18臼で全て3週闘以内に下熱することがみられた。　　　　　　コ

拠にこれを週単位で集計してみると，15圃は1週以内

に下熱し，7回は2週以内，5回は3週以内に平熱と

なり、1週以内に下熱するものが最も多い。（以」蒲

2図）

（第2図）　体1翻。喀淡蹴・血淡二値が夫々平熱・

　　　　　一ゐ畿・正常醜に復するまでに餌

　　　　　した期間　　　　　　　　　　　　　　　蝉

I　　　t5
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5

tVil，R
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○体1胤（追求例数矯27）
⑫喀疾描：（　　　〃　　　27）　　　　　　　　　　　　　　　　　tw　　　　　　2w

◎血沈値　（　　　”　　　　20）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（第4図）

lw　象w　）胃　鴫w　Sw　sw

　以上の観察を慕礎として抗生物質使胴時の熱型Fを

次ぎの如く擁記した。1週間セ平熱に秘場含をR・・，　　　．

平熱になるまでに1週以上を要するもの及び明らかに

のはFo，発熱の状態が不変の場合F＿1，悪化した場

合をF－2と儒己分類した・この鷹己場中の魏を治　　（笛5図）

療効果指数と呼ぶことにし，以下喀疾鍛，、血沈値の推

移も類似な観察方式で分類顕記した。

　しかして熱型で著効を示す場禽，即ちF＋2型を図示

すると（第3図），全症例とも治療開始俵1日乃羅2　　　　　‘’‘

目目より急激に体温が下降し，大部分ほそのま蕊下熱

するが　中には一旦37°C以下となつた体温が3日乃

至4日後樽び上昇し，その後又急激に下熱するものが

ある事がみられる。

　第4図のF嚇型の場合も大部分は2～3日で一一旦急

激に下降するが，その後上昇し，不定の上昇と下降を

繰返しながら，下熱に至るものが多く，緩やかな傾斜

で階段的に下降してゆく例はFuめ場合に於ても少　　　　　　　　　　佃F　　　aw

1

臨　」
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、
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（第6図）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著明改善即・ら2週間以内に缶騒：以下にまで滅少した

　　　　　　　　　　　　E・　　　鷺盆繍翻諾麟安畿縞嘉翻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大きく，図上では急傾斜を示すが，その後減少の割合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が低くなり，比較的緩やか蹴下ii革線をたどるものが多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い。S卜1型では嬢8図の如く多くの矩例にっいて緩や

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かな傾斜な以つて示され，治療前喀ll構1：の多少に絢わ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らず相似した傾向が示されるelll陀少の傾向は明F）かで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるが2遡聞ては・1いぞ1：に嶺で減少しない・不輔l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S＿1の場合は（雛9図）少量11割鮒ダ11は別として中等靴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上のときは増減の動揺が署明で，F－・1の図（第5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図）と相似した傾向を示し，増悪S謡型（第10曙Dは
　　　　　　　1・v　　　　　　2w

　　2，喀疾蝿：　　　　　　　　　　　　　　　㈱8図）

　1聯療鍛S．は本症例r｛可には最高600Ccに達するものが

あ・f・・’搬翻勲砒べてその｝成蛾醜繍で　CC　　　S、i
あり，しかも全く消失する例は少く，退院時なお1日　　　　　、

数cc樫度の喀出が残存する例が多く，治癒判定が園難　　　　ぷ

な場合が少なからず存在する。大姻：又は中等鎚をi喀1正1

している場合で，治療により喀綴fll：が治療前の蕾の

壷までに減少するまでのlll　Xt，L・i｝Sd＆Ltt　eると・第21獅　　tO

如く迫獅朧の27例r・1・・，1週以内に∴r職こ減じた場

合は4回，2週以内8Kll，3週以内5回，4週以内5

回，5週以内3回，6週を要したもの2回となり，2　　　　　＼

週以内のものが履も多い。　　　　　　　　　　　　　　　帥

　依つて喀疾盤の推移については2週間を判簸期犀｛1と

定め，熱型にっいて行ったと同様にSl2，　S＋1，　So，

S－1，S＿uと標記した。

以下鋤果撒型について述ぺると藻7図の如く　　　　　w　　2w

（第7図）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第9図）
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（第10図）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第11図）
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（雛12図）

F．2型（第6図）の如く漸次増加する雌〔向が認められ

る。

　　3。　　nlL洌二　有tl！〔

　血沈値R，は1時闘値10～15粍以’ド麺E僧値とし，　　　　IS

正常値に復するまでに要した期間を調査すると，追求　　　　　　　　lw　　2N　　5w　　縄　　SW

可能回数20例中（雛2図）1週で正常値に復したもの

は．3例，2週5例，3週でr［E常値に復蜻｝したもの9例　　　　　（第13図）

で胤多く，職4濫要したのは・例，5週2例　　　　　　　　　R．．，
で，その他に減少傾向を示した11例はいつれも5週以

内では正常値に復さなかつた。　　　　　　　　　　　　　　」

　即ち熱型，喀疾量に比較してJrtl．沈値の改着は更に遅

れ，第3週で改善する場合が履も多く，血沈値の推移

は第3週を判定塞準として，発熱及び喀疾錨：における　　　　se

と同様に標記し，夫々R喝R＋1，Ro，　R－1，　R－2を　　　　　＿

定めた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ls

　R穣型の場命第il図で示される如く，軽度促進例は　　　　ZZ｝e・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佃　　2w，su　　㈱　　　sw
別として1　ra，2遇までは殆ど変化なく，第3週に至

つて急激に正常化する例が多い。R＋1（第12図）に於

1禦蔀欝灘患欝灘貧雲震蕩　（第14図）　　　R．．，

合も認められるが，その場合でも3週以前に正常値に

迄復するものは少ない。1～2週で正常個に復した例　　　　leo

ば軽度乃至中等度促進を示していた例である。R－1型

（第13図），R－2型（第14図）はF，　Sの同指数型の場

合と異り，著明な動揺を示さない。　　　　　　　　　　　S・

　　　熱型F，喀疾最S，血．沈使R．の治療効果指

　　　数の相互関係について　　　　　　　　　　　　　　　櫓

　化学療法による熱型　喀疾貴及び血沈値は必ずしも　　　　PtX

平行しない。この3者について如何なる関連があるか　　　　　　　　　IW　　抑　　5w　　4w　　sW
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全例で比較する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第16図）　治療効果指数のオ：目互関係

　　FとS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（FとR）

　第15図の如く，F／＋　，a　Vc対してはS．1・・2が5例，　S　41が

10例でS．．．1が1例となつている。即ち急速に下熱した

場合は喀淡蹴も又急速に減少するか或は減少の傾向を

示し・穫はわずか1伽しカ’もこのs・・の伽撒　　一一2
1前数ccの喀出搬を示し，殆どSo型とも云いうる揚合

であつた・然るVL　F・・1に燃してS・1　2が2例，　S・・1が．　－1

4例1，S＿1ヵミ7例とS＿1雲照力二多くなv’，ているoS…3零凶

はF＋2・F村型では1例もなく，熱勲こついて禽効と　　　　　O

認められるものでは喀疾景が増加する例は認められな

い。　　　　　　　　　　　　　　　　＋1

㈱5図）獺燃撒の相：P、：関係　　　　　＋2

一2

一1

0
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＋2＋1　0　－1　受

　F－－1及びF．．2ではE1型でS＋1を示すものが1例あ　　　　　　　　　　　　　　F

るのみで，他雌てS－．1減はS．、，・σあり，・れら・・　SとR　　　　　　　．・
・とから発熱賄効であるか否かはそ磯の喀縮に　第17図に？し’て観鮒る・

ついての効果を示す有力な乎掛りを示すものである事　　　　先づSの指数型はRの婚数型とどの様に対応するか

は明らかである。

　FoはS＋26例，　S＋19例，　S＿111例，　S．．22例のS　　　　（第17図）　治療効果指数の相互関係

のすべての型にわたつて対応しており，無熱で経過し　　　‘　　　　　　　　（RとS）

　　　　　oe　曲　ee　　　　　　　　．…方F．、ではR，11例，R，，1例ある」訊外はすぺて

。・ ﾃ。濃3識鱒　　　Rの螺指数ノ11（一）蝦あつて・R－・が12例・R・　・－2
　　ee■●8♂鴛竃o．　　　　　　1例であり，　F謝型はすべてR、・・．1型であつた。即1らF

　　　　　　I　　　　　　　　　　　　（一）型の場合はRも殆ど（一）型であり，熱型で増

軸。。。＿’ @　　　1臓示す事｝ま職職醐旗於゜拓胴様に」配漁
：：：ee。：麗゜　　　　．に対してTll：要ノ億勲構る・捌伽縫翻ゆ場翫
●e　　　．ee　　　　　　　’　　　使用幣剤の蛾急1変更等が考慮されねばならない。

の　　　り　り

●o　　　eoゆ　　　　　　　　　　　　　F｛）ではSに対すると岡様に，　Rに対してもR・＋’2が

＋2　＋1　　0　楢1　馳2　　　　　　　10例・Rね1例・R‘，が12例・R・・．1が3例，R－2が2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例とRのすべての型セ含み伽平熱であることE．1体は肺

　　　　　　　　　　　　　．　　　　　化膿癒の予後に対する指1票とならないことを示す。

ている状態は外見上炎疲機転は終息している如くみえ

藁塩鞭謄する騨つい幡な差賜る『－2

　　FとR　　　　　　　　　　　　　　　－1
　第16図に示す如くF＋2ではR＋25例，R．vl　7例，

Roはなく。　R…1が4例である。　　　　　　　　　　　　　　O

　F＋tではR＋2が2例，R＋1が5例，　R＿14例，　R．，．2

2例である。　　　　　　　　　　、　　　　　‘　　　　　　＋1

　熱型では著明に改善を示しながら，血沈値が改蕃せ

ぬ場合，或は熱型では孝鋤と判定されながら』鰍値で　　　　＋2

は不変又は翼に増悪と判定される場合が少なからずあ　　　　　s

ることは興昧深い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R

，　　　　　　　　　　o③
　　　　　　　　の●o
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　をみるにSt．2はR＋27例，　R｝14例，　Ro　1例，　R－1　　　…方R（一）童甦1に対するF（一）型及びS（闘）型

　1例で殆どRの（＋）型をとるが，S＋1はR＋25例，　　も平行した闘係を示す。即ち」直L沈値が敵善し翫いとき

R・1　7例，R・が6例であるのにR．1が4例tR－・2　は熱叉猫翻鳳1鰯轍の推移にっいても麟をみな

　例でやはりR（＋）型と対応するものが多いが，Rの　　　い。

全ての指数型を含んでいることが目立っ。又Sヨも　　　依つて熱型の推移ば病状の初期の判定就「1悪化の明

　R＋25例，R＋13例，　Ro　6例，　RTI　19例，　R－23例　　　瞭な指標となり，換言すればlll剤変契の指樫となしlll

　であつてR（一）型も多いが更にRのすべての段階を　　　る。それに対し．1血L沈f直の1：1｛i移は最終治療効果の判矩に

含んでいる。S－2ではすぺてR－1であつた。　　　　　　資するところが大で，特にそのi［E一常化は治癒判定に大

　　喀疾轍が一警明改韓する場介は1血L沈値も改警を示す　　　ぎな：置滝を有し，薬剤使用rl　ILの指標となり得るもの

が，喀疾二蹴の改隷が緩徐である場合は血沈f直の不変或　　　である。

は増悪する例も増してきている。熱型で蒋効は必ずし

　も顧旺沈値の改善をも示されるとは云えないが，熱型で　　　　　　　　　考　　按

著効を示すときは喀疾蹴も、，∫改蒜することは笛15図　　　　肺化膿症の病像の変化は譲しく，篠井等（£⑨③によ

で示されている。この・1輩は改善の速度が熱型，喀疾　　れば不明の発炎llがあると一・一・一応PCその他の化学療法が

耀：，．IlfiL沈値の順で示されているために炎われた傾向で　　　子了われるので、定灘1的な病像と経過をとらなく獄つた

　あると共にそれぞれの反応の場が異なることにも依る　　　としs最近では高弛張熱，咳噺，喀燦物に悪ll淡とい

であろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う竃禦的な急性望胆1なとるもの以外に，結核，試管籔拡

　熱型及び喀療量が斯こ著明改瀞するとぎは，1血L沈も　　張症，或1議肺癌享と艦別し難い慢性型が多く瓶つてll

亦よく改善を示す例が多かつたび）であるが，F－　L，とS　　ていると述ぺており，　til．，A’2iS：④も最近の肺化膿藍£1につい

（＋）型，S・2とR（＋）難iの関係を組含わせると肉ら　　　て肺壌頂と称すべき型が著明に減少した罫な損lil筒し，

推察されることである。　　　　　　　　　　　　　　　更にSM，　PC，　Sul飴min剤のイ1効でないものが｛多

　S－’1がRの各指数をとることは問題があり，喀疾鼠　　　く，経渦が慢性化のため肺結核や鵬ll靴の区別がむつ

不変で血沈催1は改蕾又は打三常値保持を汀≒すことは効果　　　かしく，又肺結核と鰻り肺砂，除が披術的に悶難な1肋ミ

について反応の場が興る琳にも依るだろうが，…・ノ」　　砺く，心肺機能の陣碍がり1醐急の状鱒に1七較してll巨の肺

S－］には1日数cc糧度の少’蹴喀出例を勢数含んでい　　　疾患に於けるよりも高度である等の特色をあげ，肺化

ることにもよるDS…1，　R（＋）又はS山RoはM例　　　膿症の変貌にっいては欝及するところが多い。

あり，この中11例が少景喀出例で，S…1，　R（一、型22　　　治療の面からすれば抗生物質出現以前は肺化膿症の

1例rl・1少鰻喀出例は4例のみであること等を考慮すると　　治療は困難であり，内科的には対痕療法の他はモル・・

少量の喀疾盤は無視できる場合が多いことを意味す　　　ドごルの沼人を試みる等に留り，一定時期以后は外科

る。血沈値が改善された後に猶存続する少量の喀燐排　　　的治療に萎ねるの他なく，しかもその治癒率は低いの

出にっいては治療効果判簸上必ずしもマイナXの意義　　　が通例であった⑥。しかし抗生物質の応用以後内科的

’を示すものではないと思はれる。　　　　　　　　　　　治療を以て治癒にii竃らしめたという症例が次第に増加

　以上3者の相互関係について観察したが，こsで更　　　し，初期の頃はPCが甫効を示した例が多くの学港に

、に治療効果判定基準として3者中最も長期間を要する　　　より報告され，更にTC，　CM，　EM，　Le。cillin等に

血沈値の推移を軸として他の2藩との関係を考察す　　　より治療された報告⑥一⑳が続き，最近習々の教蜜に

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於てもOleandomycinが著効を収めた数例を発褒して

　第16図及び第17図に添される如く，RとFでR（＋）　　いる⑳。又気管支内注人，局所温i入，肺穿刺，気響支

型はFd型が1例の他は全てF（十）型と対応する。　　　内注入，肺内注入等の効果，域はトリブシソ等の酵素

郎ち血沈値が改善を示した例は殆ど全て体温は既に正　　　剤を併胴して瞥効を奏した帳告⑳⑬もみられる。

常値を示している。　　　　　　　　　　　　　　　　　斯くの如く種々の療法が登場したのに対し，なお内

　S－iとして分類された喀淡量少量の例は奨際上So　　科的治療が決定的意義を特ち得ない琳は，起炎菌の薬

として扱いうると見倣し得て，それにょってR（＋）　　　剤に対する感受性の低下と共に，他の感染症に於ける

型に対応するSを調査するとR（＋）型及びR｛b型の　　　と同様，抗生物貫選択困難の問題があげられる。即ち

4U例中37例がS（＋、型及びS‘1型をとるv即ち血沈値　　　急性期の際に速やかに起炎菌を確箆し，これに対し最

が改善した例は殆ど全て喀淡箪にっいても改善をみて　　　も有効な抗生物質が充分に病巣に到達するように使用

いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できればよいのであるが，起炎菌の決定は多くの場合
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困難であり，しかも数種の菌の混今感染なili甦している　　　関係について食い違いがある筈であるカ～，私の例では

場合が多く，使用すべき抗生物質の選定についても種　　　見当らず，口割ノミ煽：の増大は他の2渚の推移に於ても不

々疑問があり，［．1：むなく数日試みに使用し、その効果　　　変又は悪化を示している。

によつて継続使用或は変廻する場合が少なくない。．　　　　　減少の噸向にっいては，大休階段陶下降な描くもの

　この場合種々の症状が平行してfst速に改善される場　　　が多い。又急速に減少な示す例t：　lflL沈値もよく改善を

今は少なく，叉先に述べた如く病像の変貌により，治　　　示すことが勿く，肺化膿症の予後｝こついて指標とな

療効果の判楚を何を以て指llllとすぺきか迷う場含も少　　　る。少甑喀出の場舎は種々の条件があるのでその推移

なくない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　について藏ちに指標としての意調を示し鰐版いものが

　肺化膿症の内科ド1勺治療の予衝判断一．1，t’SI“x”も重要蹴因予　　　多く，［直酬値との関縣に」：つて治療効果判定上Occと

としては名倉等⑭は発熱1融1，【鰯1鱒及びX線所駐1　　みなしうる1螺、少なく徽い。

の4つをあげ，江本等⑰は化学療法に」：る治療寮裸　　　血沈値については嘱倉⑳は早期に改滋傾1肋聡めら

は，臨床症状については3～7日に改鞍が示xれ，2　　　れると述べているが．私の研究では熱型或1説喀廃撤の

週後には消失する力踊睡質1値の改簿及びX綜像所．兜の消　　　如く1ぼらに好1／iな示｝1聰とは云えず3遡に於て．1，臥激に薦

失はそれより遅れ31膿以上：iケ月を要するとし，症状　　　常に復すか改善の徴な示すものが多いことが指摘され

が改善したからといってすぐ詐療な中【Lすることが本　　　る。即ち改讐例，不変例，増課例いつれも1・　週は

症の根治を限轡し，慢性型へ移行す㌧大き欺要階とな　　　フ変動は示さずに推移し3週に算ミつて漸く治1芒ビ効果が判

ることな指摘している。　　　　　　　　　　　　　　　　明する事が葱いoっまり蒋2週牢でにはHl蝸：値による

　本報に於て私は肺化膿症の治療効衆セ野巴わす指糠と　　　判’疋は困鱗であり，llli沈1直が不棄だからとして雌江ちに

して先人の述ぺた発熱，Il翻縫1．，血沈値，　X線所見の　　　その抗生物質渥擢橘拠威すそ1理由に廉なり得ない。

うち，数議的に褒現される体灘，喀淡il，血沈値をと　　　　3蒋の相互関係にっいて観禦すると，熱型で改蕃な

りあげ検討したが，そのIE粥化する霞での期間は熱型　　　n’；した場舎概ね喀拶醐の滅少な伴うが，　lllL沈値につい

に於ては1遡以内が最も多く，喀疾　は1遡より2濁　　　て｝凱必ずし’4、　；lrの改薄な筆想せしめら為とは隈ド・な

以内が最も多く、血洗値は第3週で正常化する場禽が　　　い。獄型で不変1黛は増悪遠．示すときは喀纒鍛及びICIL（’£

最も多い鞭知り，名禽①⑯，御！噂⑨の述べ燃と　値は改韓される噸陰性購く，治歴螺判窺の第渉

大体一致する結果を得たが，施⑯の捌商したように下　　として熱型の不変還は増恋が意：灘ご㍍し，薬剤蓑璽を

熱と概ね時を同じくして喀疾量の改薄がみられ，るとい　　　考慮する場舎の大きな殆ど決蜜酌額根拠な与えるもの

うよりは，喀疾壁の減少は下熱に煙れるといえる。　　　　と断えられる。・一・方下熱した場禽必ずしも治療効果猷

　これらを央々検討すると，熱型では蒋効が示される　　　充分と見倣し響ず，翼体温蕉常の場脅にはその後の経

場含大部分数日中に下熱するが，中には一・・且下熱父は　　　1嵐にっいて予断を許されない点は考慮されねばならな

下降した後．再び上昇し．次いで下熱する場合があ　　　い。

り，特に下熱まで0）期間が遷麺する場合にこの傾向が　　　喀蹉鞍にっいては，それが下熱に於てと同様に急速

認められるものが多い。一般に急性炎症で単一な菌に　　　に減少するとき，即ち1週以内で下熱し，喀療も2週

よる感染に対して抗生物質が投与される場合には例え　　　以内で窩明に減少するときはその後の血耽値について

麟藤⑳がブドウ舗性麟・1蝋鞭肌舳蝋　轍善醐待される。つま醗轍鑛囎礫明改
型で示される如く，使用開始後数日で急速に下熱する　　　善を添すときはその治療は順調にいつていることを袋

のを常とするが，肺化膿症にあらわれる一且下降後の　　　はすものであり，かような場合血沈値が1ケ月以内に

再上昇は起炎菌が単一でない点と関遡してこれ．が慢性　　　改善されない場脅はi鱒溜直促進の原因について肺化膿

化を示す一っの指睡としてみるとき興味ある間題であ　　　症自体の他に検討すぺき場合があるのではなかろうか

る。　　　　　　　　　　噛　　　　　　　　　　　　と思われる。

　喀疾は急性期の肺化膿症では喀出景の多いのが特徴　　　　少鍛の喀疾については平熱で経過している場合と同

とされ，化膿巣の壊死崩壊によるものであり，Try一　　様，効果判定についていろいろの場合があり，肺化膿

psin或はVarldase等の酵素存こよつて融解を促進させ　　　龍の予後について予断を下すことは備蝋でない。比較

喀出を増加せしめ治療効果な促す事も試みられている　　的に擾期の治斑を要する症例に於ては喀療鑑少最の場

⑯⑱。もしこの点を煎視するならば喀疾：の改善例は　　　合，効果指数が一1型とみなされる’4、のは不変として

一一侍H明な喀出盤の増加を示すことが必要となり，喀　　　対策する方が，完全治療を期するために製ましいこと

疾蚤が増大するときの熱型及び血沈値の推移との相互　　　であるが，喀疾排出が依然として続いているからとい
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