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　　　Anew　trial　for　determining　imnlunosuppressive　activity　of　drug　was　presented．

　　　Major　constitutions　of　the　method　are　as　follows．

　　　1．　Rabbits　of　A－salivary　type　andαノorα’β’serum－type　are　to　be　selected．

　　　2．Human　ASe　sa玉iva　nre　usecl　as　imnlune　antigen，　whose　inhibition　titer　is　adjusted　to　about

　　　　．1；100。

　　　3．Immしme　anti－A　agglut萱nin　titers　are　tested　toward　human　A　blood　cells．

　　　Anti－A　agglutinin　was　tested　when　necessary．

　　　The　variation　of　anti－A　agglutinin　titer　of　rabbit　was　investigated．　Immunosuppressive　ac『

tivities　of　6MP（6－mercaptopurine），　Endoxan（cyclophosphalnide）and　of　KH－125（N－benzenesulfonyl一

β一alanine　hydrazide）were　examined　hy　tlle　new　method　and　comp4recl　with　the　results　of　the

plaque－ferming　test　by　Cunninghum　and　Szenberg（1968）．

　　　The　results　are　shown　as　follows：

　　　No　suppression　was　observed　in　all　cases　where　drugs　were　given　immediately　before　antigen－

injection．　In　the　cases　where　drugs　administration　was　made　for　4　consecutive　days　frolll　the　day

of　antigen－injection，　the　tested　drugs　produced　similar　responses，　respectively，　in　the　variation　of

anti－A　agglUtinin　in　a　COmparatiVe　StUdy　betWeen　the　neW　methOd　and　the　plaque　fOrnling　methOd，

　　　It　was　known　from　these　experiments　that　6MP　suppressed　dramaticaHy　the　preduction　of

anti－A　agglutinin，　wlli墨e　the　effec亡of　Endoxan　was　Iess　than　that　of　6MP　and　KH－125　was　less

effective　than　Endoxan，

　　　Thus，　it　is　concluded　that　this　trial　is　sufficiently　applicable　to　i！nmunoszippressive　test　of

drug．　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　for　publication；May　2，1979）

Key　wo1’ds：免疫抑制試験（immunosuPP「essive　test）

　　　　　　　　　　免疫抗体（immune　antibody）

　　　　　　　　　　動物易免疫性（easy　production　of　immulle　antibody　in　animals）

　　　　　　　　　　動物の血清学的体質（serological　constitution　of　animals）
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免疫抑制試験の新しい試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ淑、らとは別に，動物正常廠清の殆どにみられる人

　　　　1　まえがき　　　　　　　　　　　　　　　　　血球に対する異種血球凝集素のあり方を中心とした研

　この10余年来，免疫学的研究が広く進められ，新し　　　究が芽生えた。著渚の実験もウサギを用いて研究を進

い免疫機能検査法が数多く研兜開発され臨床部門にお　　　，めたので，ウサギの血清学的険討について述べること

いてもそれらを駆使して種々な疾患における免疫機能　　　とする。

の変化が病因として明らかにされた例も多く，臨床免　　　　ウサギについて明らかにされたこれらに関する事実

疫学として臨床部門に一．」新分野を開きつつある。　　　　　は当然他動物についても成立つものである事を付記し

　この様な状態下で臨床部門としては当然，免疫抑制　　　ておく。

剤の開発研究も大いに進められつつある。しかし，そ　　　　上道15）16）及び宮崎17）は広く動物正常血清の各型人血

の抑制効果の判定は免疫抗体の産生を抑制する所見で　　　球に対する異種血球凝集反応を調べ，殊に上道は動物

あり，従って必発の免疫抗体産生が要求される。所が　　　正常血清中の抗体の性状からo’型血清，α’型血清，

この点に関しては今までの方法では，そのほとんどは　　　β！型血清，α，β’型血清及び稀に見られる0型及びB型

実験動物に異種血球抗原を投与して抗体を産生せし　　　頂隊に強い反応を示す血清の5型を分類し，この現象

め，その血1球を用いて試験する方法がとられている。　　　を型的差異と名づけ，型特異性免疫抗体産生の難易と

この方法では異種且血球抗原といっても数多くの抗原の　　　関連性のある事を示唆した。

集合体である事は常識であり，そこに産生される抗休　　　　ウサギ正常血清についても他動物正常血清と同様各

も各免疫動物で常に同一・とは断定｝：1陳ない状態である　　　型人血球に対して異91｛sfn球凝集反応を示す事は常識で

ので著養は，その二点，即ち，免疫抗体産生が必発で　　　あるが，一一応史的に見ると1921年以来の事18）一’ua）であ

ある点と，より単純な抗原抗体系を使って抑制試験を　　　る。それまで型的免疫抗体産生に使用したウサギの個

検討すべきであるとの考慮から，血液型抗原抗体系を　　　性によって難易がある事がDungernとHirschfeld

用いて体液性抗体（humoral　antibody）を中心に新　　　（1911）24）の指摘以来数多くの研究者25）一’s2）によって報

しい試みを検討した。これは動物の血清学的体質その　　　告されて来たが，上道等15）15）23）の型的差異がこの問題

ものの活用であるので，血液型抗体産生と動物の血清　　　にある程度の解明をあたえたが，これは異種血球凝集

学的体質について要約すると、以下の如くである。　　　　素が混在する状態で五型に分類されたものである。動

　古畑教授D－3）及び同門下の「動物の個性とABO　　　物正常血清中の異種血球凝集素を人0型血球で吸収除

式血液型特異1生抗体産生との関係」に関する研究は血　　　芸する事によって動物正常血清をα’型，β’型，a’，　fl，

液型学専攻者に非常な便宜を与えている。その概要　　　型，o’型の4型（Serumtypus）に整然と分類し，上

を示せば，①免疫動物の正常血清中にαノを食むもの　　道・宮崎等の型的差異の活用性をより明確化したの

にA抗原を，βノを含むものにB抗原を注射すると型　　　が日比野（1934）33）”35）の業績である。氏はこの家実に

特異性抗体を得易い。②唾液中に対応抗原系を有し　　　Serum　Eigenschaft，　Serologische　Konstitution

ない動物を選べば特異性抗体を必発に鷹生せしめう　　　Typus等の褒現を用いている。氏の検査した1血L清型

る。この2項目に要約され，②は特に大きな意義を有　　　を参考表示すれば次表の如くである。

する。

先ず鋤の轍馨ついて畿してみると，第、に　＿動墾＿＿＿＿＿＿＿　　．

ノ撒醐働瀬販応によ。て、型紛継紅　＼・押・…鶴購兎豚鶏
（L、。d、亡，iner，1901・），　Dec、，t，1エ。とSt。，ll，19（）2　ヨ喫．二∴＿　（”t　’v　E　’・卜）

・・）から種。な動物についても【司働隊鱗反応の存　　a’型55％52％23％13％
否・よる・・液型の検討・鰍・た・・あ・・見・べ・　。ll鑑、。％26％、？1，　ll髪鷺

成果ぱなかった。次いで，人血球免疫ウサギ血清中の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　零　　　型　　　35％　　　22％　　　 31％　　　35％　　　24％

抗体により人血球のMN式血液型が発見（Landg．　tei－　　　一一一一一一一・t－一一一一一tt－一一一一…一一一一一一一　　一一一一
ne，と、。vi。。，192，－1928・・一・・）L・、、hてからは鋤　 届絵誌蜷3号（713頁）砒駈論文より轍

1血球を抗原として異種動物を免疫し，そこに産生され　　　　SchiffとSasaki（1932）36）『38）が人唾液中に含まれ

た抗体による分類が検討され，幾つかの成果が挙げら　　　る型特異1生物質の多寡により人唾液を分泌型（排出

れた9）－14）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型）（Ausscheidungstypus），非分泌型（非排出型）
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（Nichtauscheidungstypus）に分類し，その遺伝型　　　異性抗体の産生をおさえうる事を基礎としている。

式をも明らかにして以来，本邦においても多数の追試　　　　従来の免疫抑捌試験では免疫抗原としてはその殆ど

実験を経て確認された。その考えを越野（1938）鋤は　　　が異種蛋白，異種血球が用いられているが，何れにし

ウサギの唾液に導入しウサギ唾液中のA型類似物質の　　　ても血球は数多くの免疫原性を持っている抗原である

多寡により，ウサギ唾液をA，型（該物質を分泌して　　　ので感作された動物群に産生される抗体は前述の理由

いるウサギ），0ノ型（該物質を分泌していないウサ　　　によりすべて同一の抗体であるとは断じ難い。この間

ギ）に分ける事に成功しこれと型的抗休産生と密接な　　　の事情は更に，野田ll『下の杉山（1959）se）の研究があ

関係にある事を認めた。　　　　　　　　　　　　　　　　る。

　一方，他のifll液型と異なりABO式血液型は人体の　　　　MorganとWatkins（1948，1952）51）58）は所謂抗一

すべての組織から証明される，換言すれば体組織構成　　　0凝集素を次の二種に分類しそれらは，胎児・新生児

成分の一つと言う事，即，体質とも言うべきものであ　　　では始めは未分化であるとした。

り，血清中の正常抗体はこれ又血球中の抗原と相関連　　　　Anti－H　a991utinin（hetero　sPecific　anti一〇a9－一

して規則的に存在している事実をも考慮に入れて前述　　　glutinin）：OS型人唾液で吸収される。

の古畑説が樹立されたのである。　　　　　　　　　　　　　Anti－O　agglutinin（group　specific　anti－O　ag一

　野田（1949）40）によれば，下級猿では唾液中のABO　　　glutinin；true　anti－O　agglutinin）：OS型人唾液

抗原とlfiL清中の正常抗体とは人と同様の型式で相関連　　　で吸収されない。

している。又その個体の血球より抽出した粗含水淡素　　　　杉LLIはこの事情を追試検討し次の如ぎ結論を得てい

分画はその個体の唾液と同一・A態度を示していることを　　　る。ウサギについてのみ述べれば，79例のウサギにつ

見ているが，この関係は他動物についても検索され略　　　き，正常血清中に，Anti－O　agglutininを有するも

同様の結果を示した多くの報告41）－51）がある。　　　　　　の28例（35、4％）を認めた。更に免疫前とO型人血球

　これらを総括して野田は古畑説を展開して血晴型・　　　免疫後での夫々の抗体の性状を調べて次の3つの場合

唾液型を，より積極的に活用しうる見解を示し次の如　　　を認めている。即，

き考えを公にしている。　　　　　　　　　　　　　　　　①　免疫前はAntレ0抗体であったが免疫後は，

　その考えを要約すると，①免疫動物の1血L清型を検　　　　Anti－Hを示したもの9例中4例。

する。②ABO型特異性抗体以外の抗体産生の場合に　　　②免疫前はAnti－H抗体を有していたが，免疫後

は，血清型以外に人0型血球で対応抗原を持つもの　　　　　でもAnti－Hを示したもの9例中8例。

と，持たないものについて，正常血清の態度を検す　　　③免疫前はAnti－O抗体を有していたもので免疫

る。③唾液採取可能な動物についてはその唾液中の　　　　後でもAnti－－Oを示したもの9例中2例。

A型質・B型質・0物質の存否を検査する。　　　　　　　　この実験結果からも，0型入1血球で免疫されたウサ

　以上の結果から次のように考える。即ち，唾液内に　　　ギでも個体によりAnti－H又はAnti－0凝集素を産生

対応抗原の存在しない動物を選び，且つ1血L清中に対轟己；　　　していることが明らかである。

抗原以外の抗原に対する凝集素が禺来るだけ弱いか，　　　　以上詳述した如く虎疫動物としてのウサギの血清学

零のものを選んで免疫すれば優秀な免疫抗体を得やす　　　的体質への考慮が血くなされていない点に実験結果の

い。例えば・クームス血清52）作成の場合、入0型血球　　　パラツキの因の存する可能性もあろうと考えられるの

に対する凝集反応が零かきわめて弱い動物を選んで人　　　で，本実験では免疫原としてAS型人唾液を用いて得

0型血清で免疫すると，種属特異性凝集素は弱くしか　　　た免疫抗一A凝集素を指標とし，免疫反応検査用A型

産生されない。したがってその吸着除去も極めて容易　　　抗原としては人A型血球を用いているが，この組合せ

である。又アカゲザル血球でモルモットを免疫して　　　は唾液中には蛋白性抗原はきわめて少なく人1fi1球UC対

動物免疫抗一Rho抗体を最産するにも同様53）－55）な考　　　する種属特異性凝集素の産生がほとんどなく，かなり

えで成功している。　　　　　　　　’　　　　　　　　　単一な抗原抗体反応が期待出来る点を利用したもので

　野田は，唾液中の抗1東のあり方は，休構成中の抗原　　　ある。

のあり方，即ち免疫抗体産生との関連性を示す事であ

り，その上にt血清型を考慮して免疫動物を選べば免疫

後に必要抗原以外の抗原に対する抗体，例えば種属特
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免疫抑制試験の新しい試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．AS型人唾液：凝集素価4に調製したα血清に

　　　　π実験材料゜実験方法　　　　　対しA型ノ唾液を倍獅釈したものを用いて縣反

　　A．突験材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応阻止試験を行い，500倍稀釈まで阻止反応を示した

　　1．唾　液　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁一’定人の唾液を型の如く処理した後用に供した。

　a．ウサギ唾液：0．5％塩酸ピロカルピン溶ma　O．　5　　　3．　A朝型ウサギの選択（ウサギ唾液の型の分類）：

mlをあらかじめウサギに皮下注射し，分泌された唾　　　凝集素価4に調製したα血清を用い，これに対しウサ

液を試験管に採取後毛細管ピペットで｛翻半し粘稠性を　　　ギ唾液を倍数稀釈したものを用いて凝集反応阻止試験

消去した後100°C湯槽内で30分保った後，放冷，遠　　　を行い，阻止の全く見られないものをA一型ウサギ，

沈後の上清を使用した。　　　　　　　　　　　　その他をすべてA＋型ウサギとし，本実験ではA願型

　b．人唾液：清水で口巾を数回含漱後，自然流出す　　　で血清中にα’を有するウサギのみを選んで使用した。

る唾液を試験管に採り，ウサギ唾液と同様の処理を行　　　便宜上これをA一型と記しておく。

ったものを用いた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，免疫法：AS型人唾液を生理食塩水で4倍に稀

　　2・血球・血清　　　　　　　　　　　　　　　　　釈したものをウサギー羽に対し2．Oml　1回耳静脈に

　a，ウサギ1盒1球・血清：1血L球のみを必要とする場合　　　注射した。

は耳朶静脈部をアルコール清拭後・血管の一部にメス　　　　5．免疫抗体検索：ウサギ耳朶静脈から必要量の血

先端で小孔を穿ち，濫出する血液を抗凝固剤加生理食　　　液を採取し，型の如く血清を分離，非動化の後，実験

塩水入りの試験管内に採り，生理食塩水で5回以上洗　　　　に供した。

灘したものを用いた。　　　　　　　　　　　　　　　　　6．凝集反応：作用血球に一定人のA型血球の5％

　血清を必要とする場合は何も加えてない試験管に同　　　浮游液を作り，抗体を倍数稀釈，各1滴宛ホールグラ

様耳朶から採血・30分室温以後氷室に保存，分離した　　　ス上に採り，よく混和後室温に30分放置後凝集反応の

血清を他試騨に移し遠沈後の上清血清を・56℃・　撫を離で検した。

3°分で非働化の徽肌た・　　　　　　7．正常及び鮫拓簾籟の検定（麟素価の
b・・1・fllbX’備：蝿の鵬1駄耳朶跡損働　瀧）、ウサギ血瀞。型並びB型人血球泥の経験的

加え，流出する血液を抗凝固剤加生理食塩水中に採
・，5回肚蠣館水で麟後のものを使用．蝿の　適量を厭て吸収を行う・その終点は5％°型並びB

血球は，撒酬を鰍て騰脈より採血後嘲肚　型人血球生理館ガく灘灘対し夫喧温3°分で縣

麟したものを用いた。　rk1’neEf必要とする鵬は謝　麟が釈な・た事の確認され塒限とする・

静脈より搬したものを鵤加えない試験管に採り，　その吸収後の鯖のA型人血球醐液に対する縣

轍。3。分照働室緻醐1賄し艦した備　素徹知の抗一畷鱗の抗緬とした・
部分を他の試験管にとり，遠沈後の上清1血清を56℃　　　　　C・使用薬剤の種類と使用量

で30分非働化の後，用に供した。　　　　　　　　　　　　1・6－mercaptopurine（6MP）（武田薬品）：Sch－

　　B．実験方法　　　　　　　　w・・t・ら59’6°）｝こよれば，免麟始と同時に投与した

　1．凝集反応阻止試験：所要抗体（本実験ではα人　　ときのみ抗体産生抑制効果があると需われている。構

血清）を凝集素価4に調製した抗体液を用意する。そ　　　造式は次の通りである。

の抗体に対応する抗原の含否を検すべき液体（本実験　　　　　　　　　H

液系列を夫々1滴宛加え、一定時（30分）室温に放蔵　　　　　　　　N

後，各相に使用抗体対応抗原血球浮游液（本実験では　　　　2．Endoxan（塩野義製蘂）：これも6－MP同様そ

A型人血球）を1滴宛加え室温30分後の凝集の有無　　　の抗体産生抑制効果が広く認められているものの1つ

（抗体吸収の有無）を検する。　　　　　　　　　　　　　であり，その一H一般名はcyclophosphamideであり，

　これにより，当該可検液中の可検抗原の含有量を知　　　構造式は次の通りである。

り得る。
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　　　　　　9H2　CH2Cl　　　　　る蘇反応厳し嬬占果は泌発蹴一A麟素・産
　　　　o　　N－CH2　CH2Cl　　　　　　　　　　　　生をみた。その概要を第1表に示してある。

　　／＼毒。　　　　　　　・の表は魂麟の捧A凝集素が搬後そ・何倍

》NH　　　　に男雛聡と蹴畠繰輪，
　3・Glycyron　Inj．　Na1（ミノファーゲン製薬）：そ　　　対する上昇率は4倍から128倍の間に分布しており，

の使用書によればグリチルリチン製剤であり，抗アレ　　　その95％は8倍から64倍の間at分布していた。

ルギー一作用もあるとされているが抗体巌生抑制作用を　　　　本実験は・A一型ウサギはごく少量のA抗原の一回

認めたとする岡田ら61）の報告がある。（以下G．L．と略）　　　免疫により免疫抗一A凝集素を必発に産生する事を物

　4・KH－125（杏林製薬）：新しい薬品であり，従っ　　　語っている。

てその化学構造上の詳細は知りえないが，その主剤は　　　　　2・免疫抗原量の検討

N－benzenesulfonyFβ．－alanine　hydrazideであり，　　　　A“”型ウサギをAS型人唾液で免疫することにより

抗体産生抑制効果の有無について検討する目的で入乎　　　必発に抗一A凝集素の産生されることが確認されたの

した。白色粉末を使用した。　　　　　　　　　　　　　で，次いでAS型人唾液中のA抗原の使用量を決定す

　5・CMC溶液：carboxymethylcellu］og．　um　na一　　　る月的で・その唾液の原液（x1），2倍稀釈液，4倍

triumの0．3％溶液であり，薬剤溶解用に用いたも　　　稀釈液の3種類につき夫々2・・Oml　1回免疫，1週間

のである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後の血清中の免疫抗一A凝集素の産生状況をA一型ウ

　6・使用最及投与法は次の如くである。　　　　　　　　サギ20羽について検討した結果を第2表に示してあ

　　　　　　　　　　　11鞭騒　 投臓　　る・
　　6－－MP：　　　　　30m9／kg　　　経口　　　　　　これによると，1倍・2倍・4倍唾液稀釈液にっい

　　Endoxan：　　　　20mg／kg　　　経rl　　　　ては特に注意すべき差異は認められず，4倍唾液稀釈

　　KH－125：　　　　160mg／kg　　　経口　　　　　液においても充分な抗体の上昇を示している。

　　CMC：　　　CMCの0．3％　　経口　　　　　　　3．人A型血球の免疫抗原性
　　　　　　　　　　溶液2ml／kg　　　　　F嚇のF，i、1的で，10％，5％，2．5％のA型人血球灘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　液2．Omlを免疫原として各濃度2羽宛のウサギに静
　　　　皿　実験成績並びに説明　　　　　　　　　　　脈注射を実施し，免疫後1週間の抗＿A凝集素の産生

　　A・実験条件の設定　　　　　　　　　　　　　　　を凝集素価の上昇倍率でみると，10％で4倍，5％で

　　1．免疫抗一A凝集素必発産生の確認　　　　　　　　64倍，2，5％で64倍の上昇を示しており，多数先輩の

　既に1項において述べた如く，A　型ウサギをA型　　　業績と全く同一の結果を示していた。

抗原で免疫すれば抗一A凝集素が必発に産生される筈　　　　　4，本実験に用いるA抗原の検討

であるが先ず念の為この点の追試確認試験を行った。　　　　免疫抗原としてA型人血球を用いてもAS型人唾液

　A一型ウサギ40羽を使用して，人AS型唾液を生理　　　を用いても免疫抗一A凝集素の産生は必発であるが，

食塩水で4倍に稀釈したlk「　2．　Omlをウサギ1羽に対　　　何れが本爽験に適するかについての検討を加えてみ

して1回耳静脈注射して約1週間後に，試験採［血Lを行　　　た。

い血清を分離型の如く処理した後A型人血球に対す　　　　jn蔽型学では，次の事が定説であるのでその点につ

第1表　AS型人唾液免疫A　型ウサギの抗一A凝集素産生状況　　　　　　第2表　AS型人唾液の免疫最

上昇倍数

ウサギの実数

小　計　（％）

・4

1

・8

10

・16

　1一

・32

「r
・64

　9

　　1　　　　　　　　　38

（2・5％）1　　（95・0％）

・128

　　1

　　1
（2．・5％）

、　　　　　　　の検討
計　　　くマ…卿天嚥
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・1

x　8　　　　1

翻｛

・2 ・4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・641112　2

456　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒州医誌V。1．or

1　　　3

3i2
2　　　1
　　1



免疫抑制試験の新しい試み

いて前述の唾液免疫と血球免疫の細部を検討してみ　　　（正常1血清の64倍）を示しているが，B型血球及び0

たs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型1血球に対しても凝集素価256とかなりの上昇を示し

　先ず定説を述べてみると，例えば抗一A凝集素を得　　　ているvNa17についても全く同様の結果を示してい

たい場合A型人1血隊を免疫抗原とすると所謂人血球と　　　た。

しての共通構造部分に対する抗体も同時に産生される　　　　即ち，この事実はA型質以外の人血球構成部分に対

ので，それらの不必要な抗体のすべてを目標抗原を　　　する凝集素もかなり上昇を示している窮を物語ってい

有しない人血球，即ち，0型及B型人血球で吸収除玄　　　る。

しなければならない。AS型人唾液を抗原として用い　　　　したがってこれらの免疫血清からノLlfii球で免疫抗一

れば，一般に唾液の成分はその殆どは水分（99．5％程　　　A凝集素以外の不用な凝集素を吸収除去する際の必要

度）であり，外に多少の蛋白（含，酵素）糖質等であ　　　血球量及び吸収回数の点から免疫抗原として，人AS

る。加熱して凝固蛋白を除去した唾液では人血球との　　　型唾液を用いた方が格段に容易である事が明らかであ

共通部分はA型質以外には非常に少ない事が判る。　　　　る。

　抗一A凝集素の産生という点について考えれば，免　　　　表示以外のウサギについても血球及び唾液の免疫後

疫抗原としては唾液の方が血球を用L・るより産生抗体　　　における抗体産生の結果はすべて第3袈に示したそれ

の種類は非常に少ないと考えられる。　　　　　　　　　　それの事例と同様の態度を示している。

　この定説より本研究の予備実験を行って得た代表的　　　　この事は前述の定説をうらづける結果であり，A型

な成績を示せぽ第3表の如くである。4倍稀釈AS型　　　人血球を指標抗原として免疫抗一A凝集素を検定する

人唾液，2、　Oml　1回免疫を行ったウサギ群の内Na12，　　　場金にはAS型人唾液て免疫したウサギはA型人血球

及びNa28の状況が喪示してあるが，　Na12では唾液型　　　で免疫されたウサギより，より単純な抗原抗体系であ

A一型，【鼠清型αノ型，αノ凝集素価8のウサギの正常　　　る事が明示された事を意味している。

血清はA型人血球に対しては，その凝集素価は16（±　　　　　5，木研究における実験系について

），B型血球に対しては2，0型血球に対しては2　　　　前述各項の結果から本研究における実験系を次の如

（±）であり，免疫後約1週間でのltlt清は入A型1打1球　　　く設定した。

に対しては著明な凝集素価の1，：SU・を認め，凝集索価は　　　　①　実験動物としては，唾液A幅型，血清型αノ又

1，02・1（正常前1清の64借）を示したのに反し，B型ltlL　　　　はα’β’型ウサギのみを選んで使用する。

球に対しては凝集素価16，0型血球に対しては8とき　　　　②　抗体産生用の抗原としては凝集阻止fllli　500ある

わめて低価を示していた。　　　　　　　　　　　　　　　　いはそれ以．ヒを示すAS型人唾液を用いる。

　唾液型A一型，血清型αノβ’型で，そのα’凝集素価　　　③抗体産生状況検討の為の指標抗原としてはA型

4の性状を示した配28においても同様の態度を示し正　　　　人血球を用いる。（血球凝集反応を検する）

常血清でA型に対し4，B型に対し2，0型に対し2　’　　　この実験系を用いて以下検討を加えた。

（土）であったものが4倍稀釈AS型人唾液2．Oml　l

回免疫後約1週間での血清では人A型血球に対して著　　　　　　　1V　免疫抑制効果判定法

明な凝集素価の上昇を認め，凝集素価は5！2（正常lflL　　　　A．…次抗原免疫後に行った抑制試験

清の128倍）を示したのに反し，B型血球及びQ型血　　　　従来の上血球凝集を用いた抑制効果判定法と比較検討

球に対しては16ときわめて低価を示していた。即ち，　　　したり，正常1血1清ゆの正常凝集素♂と，免疫抗一A

この特長は人血球との共通部分に対する抗体の産生が　　　凝集素とで反応上差異が認められないはずである事の

きわめて低価であることである。　　　　　　　　　　　　確認等の目的でまず次にしたがって実験を進めた。即

　A型人血球ユ0％浮游液2，　Oml　1回免疫を行ったウ　　　ち，4借稀釈AS型人唾液2．　OmlをA一型ウサギに

サギ群の内Nq14及びNa17について見ると（第3喪）M　　　耳静脈内1回1主射により免疫を行った。

14ではA一型，血清型αノβノ型，‘〆凝集素Mli　8のウサ　　　　今までの実験からも明らかな如く全例に抗一A凝集

ギの正常i面青はA型人i血L球に対してはその凝集素（1晒は　　　索の産生を認めたのは当然である。免疫後1週間匡1か

16，B型血球に対しては4（土），0型血1球に対して　　　らおおむね週2回試験採1血Lを行い免疫抗一A凝集素の

は2であり，免疫後約1週間の血清では人A型血球に　　　低下してゆく状態を追求した紬果，各ウサギについて

対して著明な凝集素価の上昇を認め，凝集素価1，024　　　あらかじめ判定しておいた正常！負L清中のαノ凝集素の
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第3表　　　　　 AS型人唾液及びA型／．　th1球

・　　　　　　　　　　　　ウサギ

　　　　　　　　　　　　Na

12

28

14

17

血清学的性状

A皿型

血清型α’型

αノ ﾃ集素価：8

i＼・酬　正常血清　i
露欝ヒ・rτ11三蔓亙i

A一型
血清型αノβノ型

αノ ﾃ集素価i：4

A一型
血清型α’βノ型

α’ ﾃ集素価：8

A一型
血清型．α’型

αノ ﾃ集素価：8

　　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T～I
A　　　l　帯　　搬　　冊　　IL　　土　　一　i

B
O

A
B

O

　　　　　　　　　　　　　　　　ト什　＋　一　一　一　一　i
十　　　土　　　一　　　一　　　一　　一

掛　　十L　＋　　一　　一　　一

　什　　土　　一　　一　　一　　一　1
＿＿＿＿一＿＿＿＿一＿，　　　　　　．＿．　．＿．＿＿＿．＿－t－1．一＿一＿＿＿＿　1

朴　＋一　一　一　一i

A　l甘　粁　朴　＋　＋　－i
　　　b

Bl十ト十土一一一o　l－H－＋　＿　t．．　一　一

Al帯1什十卜十一一B　l朴朴＋　一　一一
　　　to　i骨　＋　一　一　一　一｝

凝集素価の程度までに減弱をしめすのに，早いもので　　　ての例において上昇を認めその上昇率は8～4倍を示

3週間，おそいもので8週間を要する事が明らかとな　　　していた。細部にみると一部では，薬剤無投与で1回

った。次にウサギ21羽について一次免疫後2ケ月余を　　　免疫後の上昇率を上廻る結果を示していた。

経てから次の如く薬剤による抑制効果の判定を行っ　　　　次に第5袋に示した如く二次免疫抗原注射直後から

た。抑制試験は抑制効果があった場合，ウサギ免疫抗　　　　4日間薬剤を投与した場含（b群），二次免疫後薬剤

原注射時期と如何なる時間的関係にあるかをみる為，　　　投与の影響が個々の形でみられている。

薬剤の投与法により次の2群に分けて実施し，試験採　　　　それらを薬剤別に比較検討してみると，

血しはいずれも免疫抗原注禦後1週間目に行って抗一A　　　　6－MPにっいては，　a群の実験では（第4表）ウサ

凝集素価の変動をみた。　　　　　　　　　　　　　ギNq4及N“5にみられる通り初回免疫と略同様の抗

　尚，本実験巾のαノ凝集素叉は抗一A凝集素につい　　　一A凝集素の上昇がみられたのに，（第5表）ウサギ

ての凝集素価はあらかじめB型及O型人血球で吸収後　　　Na12，　Nα13にみられる通り，二次免疫後の抗一凝集素

の抗一A凝集素価を示してある。　　　　　　　　　　　の上昇は全くみられず，むしろ正常抗一A凝集素価よ

　a群：薬剤を連日40開投与した後免疫抗原を淀射　　　りも｛氏い数値をしめす結果となっている。この結果は

　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Schwarzら59）60）の実験と同一結果を示している。

　b群；免疫抗原注射直後から連日4日間薬剤を投与　　　　Endoxanについては，（第4表）ウサギNα27，　Nq28

　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　では全く薬剤無投与，投与にかかわらず同一結果を示

　この実験の結果を第4表，第5表に示してある。　　　　していたが，第5衷においては，ウサギNa3LN巳32に

　第4表に衷示してある結果を概観すると，4倍稀釈　　　みられる通り可成り高い上昇率を示しているが，二次

AS型人唾ta’　2．　OM1を1【亘1静脈注射した場合α’凝集　　　免疫と同時に，　Endoxanを継続4日投与して検査し

素価は，免疫後1週間で高いものでは抗一A凝集素価　　　てみると，16倍，8倍と，抗一A凝集素は僅かな上昇

1，024（上昇率64倍）低いものでも64（上昇率32～4　　　を示してはいるが一次免疫時に比して上昇率は低下し

倍）を示した。これを2ケ月間無処置で観察した後，　　　ている。更に第1喪に示した例と対比してみると，

抗一A凝集素価が正常値の近くまで低下したことを確　　　contro1においては一次免疫時には上昇率8倍，32倍

認した後，再度4倍稀釈AS型人唾液2．　Omlで免疫　　　倍，64倍の価を示していたが、二次免疫での上昇率で

するに先立って各種薬剤を連日4日間（a群）投与し　　　は8～16倍，8～4倍であるが，これは別の観点から

た結果は二次免疫後1週間国で抗一A凝集素価がすべ　　　みれば，同一抗原での2圓免疫の場合とも考えられ，
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免疫実験の詳細
1
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第4表　AS型人唾液一次免疫後二次免疫前薬剤　　　　　第5表　AS型人唾液一次免疫後二次免疫と同時

　　　　投与例　（抗一A凝集素価の比較）　　　　　　　　　　薬剤投与例　（抗一A凝集素価の比較）
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免疫前

16（土）

32（土）

32

32

32（±）

16

8（土）

16

32（土）

16（土）

128（土）

256164（・）

128

256　　　　　KH－125

128

256

128
6－－MP

1024

　64
Endoxan

64
　　　　　　G，L，
128

128

512　　　　　　　　cOnしro1

512

ウ

サ
ギ
Na

9

10

11

12

13

31

32

33

34

6

7

8

初回注射時の
titer

（薬剤無投与）

免疫前

16

8

16

32

8

8

4

8

8

8

8

4

免疫後
1週間目

1024

128

256

256

256

256

256

64

128

64

512

256

2回目注射後の
titer

　（薬剤投与）

免疫前

32（±）

32（土）

32（±）

32

128（土）

64（土）

32（±）

16（±）

8

16（土）

128（±）

64（±）

免疫後
1週間目

’128

　64

256

8

64

512

128

64

128

・128

512

512

椴終凝集素価は1回免疫より多少の上昇を示していて　　　2匹1免疫では上昇率がやや悪い結果を示している。ウ

も当然であると考えられる。　　　　　　　　　　　　　サギ翫10（第5表）では、2回免疫後の抗体の上昇率

　以上の結果を基礎にして，次の二種の薬剤投与の効　　　はやや悪くなっている。

果の存否の詳細を次に示してみる。　　　　　　　　　　　G．L．：第4表において，ウサギM29，　N・30では1

KH－125：ウサギNa　1，　Na2，　N・3，（第4表）につい　　　四免疫，2回免疫で企く抗体の上昇を認めず，第5表

てみると，Nal，　Nq2，においては一回免疫の結果と2　　　においても，ウサギNa33，　Nα34においても同じ結果を

回目免疫後の結果とは同価を示し，Na2ではむしろ第　　　得ている。
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小括：以上の結果を勘案するに，何れの薬剤も，免　　　　第6表　　1回免疫法による試験の結果

疫前に予め薬剤を投与しておいてから免疫を行った例
では，抑禰果を示すものは見られなか。たが，コ欠　投与薬剤別

免疫と同時に薬剤の第五回投与を行い引続き4日間連

搬与し懐験では，GL及び。。n，，。11・おいて蹴　　1〈H’125

－A凝集素は初回免疫後1週間目のものに対し3例は　　　．一．．一一t’…　　面’皿

同価，2例で，2倍の値を示していたのに既に抗体産　　　　6－MP

生抑制効果が充分に認められている6－MP，　Endoxan　　　－…一・一一

については，6－MPで正常時の値よりむしろ低価を示　　　Endoxall

L，Endoxanで同値か時に2倍の数値しか示してい　　　一＿＿＿＿＿＿一＿

ない。これらの所見から判断される免疫棚｝拗果をみ　　　　G，L．

ると，6－・MPは完壁に近い抑制効果を示していたが，

Endoxanにおいても明らかに抑制効果は認められた

ウサ劉免疫前の涜離の蹴
N、　i正常α’　器篠夢鑛

　　　1th．－tt．u@1　 @　　　　　　　　　l　　um　＋”　

　　20…　　2　［　　32
　　21　1　　　4　i　　　64
　　　　ト

1　　22　．　　　　8　　　　　　　　　　　　　2
1　　　　　　I　　　　　　　　l

　　23　；　　　8　i　　　　2
＿＿＿1＿『1 D　一「．一．．一．一一」

　　1　　　　　　　　｛

351　　8　i　　　8

36…　81　32

が，6－MPよりは弱い結果を示していた。これに反し　　　　Control　　　旨　25　　　　8

αL．及び。。n，，。1では全く抑制効果がみられず，　　　　t36　16

KH－125ではこの傾向は更に次の実験｝こおいて強く裏

付けられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度の上昇であり，第5袋ウサギNq31，　Na32と略同様な

　　B．1回免疫法による試験　　　　　　　　　　　　傾向を示していた。

　本実験ではすべてA噂型ウサギを使用しているので，　　　COIItl－。1では，ウサギN。24，　Nq25，　Nd26にみられる

少量のA型質による免疫でも必発に免疫抗一A凝集素　　　如く8～16倍の上昇率を示していたが，これも第5蓑

の産生を見る事が明らかであり，且つ，前項の結果で　　　ウサギ脹6，Nq7，　Na8におけると同様の傾向を示して

も明らかな如く正常α’凝集素も免疫抗一A凝集素も　　　いた。

特に差別さるべき’所見もなかったので，本実験は次の　　　　一方，KH－－125では，ウサギNa20，　Na21にみられる

如く設定された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　如く何れも抗体価で16倍の上昇がみら：Lし，G．　L．でも

　①唾液型A一型で正常血清中｝二α’凝集索を含む　 ウサギM37，　N、38に示される〕薗り抗体価で4～8倍の

　　ウサギの必要数を用意する。　　　　　　　　　　　　上昇がみられた。併しcontrolと比較してみると抗一

　②試験採血を行い，正常血清を採取保管する。　　A凝集素の上昇率はやや低い傾向を示している。

　③　AS型人唾液の4倍稀釈lk’　2，　Omlを1圓各ウサ　　　　この結果を，抑制効果の点からみると前述の諸試験

　　ギに耳静脈注射する。　　　　　　　　　　　　　　と全く同様傾向を示し6－MPでは劇的に抑制効果を

　④前項注射と同時に各薬剤を連続4臼間投与。　　示しているがEnd。xanでは6－MPに比して弱い乍

　⑤免疫後7～10日照こ試験採血を行い血清を採取　 ら，やはり抑制効果を確かに認める事が出来た。COII一

　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　trolに比して，　KH－125及びG．　L．は，その効果は

　⑥全1血清サソプルをB型及0型人i倉1球で吸収し，　必ずしも明らかではなかった。

　　抗一A凝集素のみを残す、，　　　　　　　　　　　　　小括：以上3項口の実験結果からA一型ウサギを用

　⑦抗一A凝集素の変動を表示し検討する。　　　い，AS型人唾液を免疫原として抗一A凝集素の上昇

　以上の実験モデルで施行した検査の結果を表示すれ　　　率を検討することにより免疫抑制作用の点では6MP

ぼ第6表の如くであった。　　　　　　　　　　　　　　》Endoxan＞KH－125≧G．　L，≒colltro1の順の如き結

　第6表の概要は第5表と略同様の結果を示している　　　論を導きえたが，既に利用されている抑制試験法を用

ので薬剤別に見ると，　　　　　　　　　　　　　　　　　いて6－MP，　Endoxan，　KH－125の抑制効果を検討，

　6－MPについては，免疫直後より4日間の薬剤投与　　　新しし・試みの結果と比較する事も必要と考え次の如き

後では抗体の産生はみられず，正常α！に対しても影　　　爽験を行った。

響を与えている結果を示していた。

　Endoxanについてみると，ウサギN」35では免疫抗

体の産生は全くみられず，Nq36においても僅か4倍程

…㎜熬噤c－li”L「「『
　　38　　1　　　　　16　　　i　　　　　64

L　　一トー一一一…一」一…・－

　　24　　1　　　　　16　　　　　　　　　128

　　　　ト
　　　　　　　　　　　　128

　　　　　　　　　　　　128
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免疫抑制試験の新しい試な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経口投与したe尚contro1としてO．3％CMC溶液

　　　　V　CuminghamとSzenbergの　　　　　　2．　Oml／kgを経口投与した。

　　　　　Plaque法による比較検討　　　　　　　　　　また7Sプラーク検査にあたっては，上記の薬剤を

　近来，免疫抑制作用及び免疫抑制剤の研究が進め　　　連日7日間経口投与Lた。

られ，これらに関する検査方法62）もほぼ定着しつつあ　　　　その他はすべて既述通りであった。

ると同時に抗体産生機構についても解明されつつある　　　　抗ウサギγ一globulinモルモヅト血清6s》は，ウサギr一

が，これについての簡単明瞭なメカニズムモデルはい　　globulinをFreundts　complete　adjuvantでwater

まだ見艮｝されていない。　　　　　　　　　　　　　　　　　in　oi1にしてモルモットの皮内に注射し，3週後に

　免疫抑制試験の場合，」血液型抗原と動物との組台わ　　　adjuvantなしに補助注射をして，10　H後に全採血を

せを考えれば，免疫抗原堂はきわめて微量で必発に型　　　行い，抗ウサギγ一globulinモルモット血清を得た。

的抗休の産生が期待でき・しかもその免疫抗体は非常　　　　補伽よ、数匹のモルモットから心臓穿刺によって採

に単…に近い状態のものである点で抑制試験用に非常　　　血し，得たiflL清を混合し，ヒツジ赤血球で寒冷飽和fiO）

に有意義な活用性が捗えられる事は既に詳1血した所で　　　51）を行った血清を補体として用に供した。

あ鵜そこでこの方法を用いて・A一型ウサギ（α’又　　　　ヒツジ赤血球はPlaque－forming　cell　assay時

はα’β’型）の血清中の抗一A凝集素価を測定，岡時　　　に，抗原として用いた。ヒツジから採血した赤血球は

に生体の免疫反応を細胞レベルで検討するためウサギ　　　Alsever溶液に入れ冷臓庫内に保存し用に供した。

の脾細胞溶血斑形成試験（プラーク法）を用いて溶益L　　　CunninghamとSzenbergのプラーク法術式6s）64）

斑形成細抱数を検査。前述の結果と比較検討を行っ　　　は原法に従った。

た・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B．実験成績並びに説明

　　A．実験材料及び方法　　　　　　　　　　　　　　　抗原AS型人唾液の外，　A型人血球，一般に用いら

　本項の実験は藩者の用いた実験方法と，目的は同じ　　　れているヒツジ血球の三種の抗原を用いて検討を行っ

であるがその笑験方法が全く異なるので混乱をさける　　　た。その成績を第7表，粥8蓑，第9蓑に示した。

ためにこの項に詳述する・，　　　　　　　　　　　　　　　本実験は，従来行なわれている方法としてplaque

　本災験の感作抗原は下記の3群であり，そ淑それ　　　法をとり上げて，この成績と前述した結果と対比検討

2・0In1をA一型ウサギにコ’i：静脈波射し，抗原接種後4　　するIII的であるので先ず抗原別変動様相の検討を行っ

F．旧に試験採1血L。直ちに空気栓塞で死亡させた後，脾　　　た。

臓を摘出しCunninghamとSzenbergのプラーク　　　鎗7衰は，免疫抗原として5％A型人血球を用い

法63）64）で19S溶血斑形成細胞65）66）（Plaque－－Forming　　　た結果を示してある。これによれば第1組（表上段），

Cell以下PFCと略記）を計測し，同時に．lflL清の抗一　　　controlのPFC数453に対して6－MPではその49％，

A凝集素価をA型人血球に対して測定した。　　　　　　Endoxanで58％，　KH－125では65％の価を示して

　また7S溶血斑形成細胞57）の計測は，抗原接種後　　　抗一A凝集繋価の変動も減少を示しているが，それ以

8日闘に塞気挫塞で死亡させた後，脾臓を摘出して
C。n。i。gh。mと＄zenb，，gのi。direct　P1。que－－f。、’．一　．鰐墾＿＿些理竺塑塑＿．＿＿．

min黛as　sayて実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬剤別　ギ…・pleen
　　感f乍わt彦｝て男1」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N。icells

　　　　　　　　抗原別　　　　免疫黛　　c。。t，。1　1　453
　　A群：5％人A型赤血球浮游液　　　　2・Oml　　　6－MP　　　2「　222
　　B群：AS型人唾液（凝集阻止価：125）2．Onll　　　　I（H－125　　3；　　294

　　C群・5％ヒツジ赤1鰍浮游液　　2・0・nl　　E。d。x。n　4』　263

　使用に供した薬剤｝iit，　KH－125，6－MP，　Endoxan　　　　・　　』一・．・

である。　　　　　　　　　　　c°nt「°1　5　188
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－MP　　　　　6　　　　　75
薬剤投与量はKH・125160mg／kg，6－MP　30mg／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KH－125　　　7　　　　354
kg，　Endoxan　20mg／kgとし，0．3％CMC溶液2．　O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Endoxan　　　9　　　　　270
m1／kgに溶解または懸濁して，抗原接種後連日4日　　　　　一．・

：・：　PFCノユ゜嘱即

　　　　　　　凝集素価

0

4

2

2

免疫後
4日目の
凝集素価

1

2

4

4

0　　　　　4

4　　　　　4

2　　　　　8

1　　　　　4
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第8表　　　5％羊Ifit　X免疫例　　　　　　　　　Endoxanでは凝集素価が2倍に上昇している。　KH－一

薬剤別

control

6－MP

KH－125
Endoxan

ウ

サ
ギ

玉
45

48

37

42

PFC／106
spleen
cellS

469

86

236

289

COntro1

6－MP

KH－125

Endoxan

50

49

25

47

770

57

免疫前
　の
凝集素価

16

8

8

8

免疫後　125では繍素瞭鋤なくPFCの薬物こよる麺
4日目の　　　と同様の傾向を示していた。第2組（中段），第3組
懸押　　（椴）綱様鮪をみせ，第、組、，。お、、ては，PF、

　　32　　　でKH－125，　Endoxanにっいて逆傾向は示していた

　　4　　　　が，6－MPとの比較においては全く同傾向を示して

　　8　　いた．これらの糸線からの抑制交課は，6－MP》En－一

＿16 @d。。。n≧KH．125と翫ら／i、た。

訓鷺　球器諺蝋惣奮’欝1訟鑑熱
　　死亡　価の変動とは同傾向を示していた。7Sプラーク法の
108　1　　8　1　　32　　　　検査結果においては，19Sと同様溶血斑形成細胞は認

control

6－MP

KH－125

Endoxan

39

21

38

46

604

33

565

222

8

4

8

8

　　　　　められたが，抗一A凝集素価の測定に問題があり，今16

4　　後の検討を待ちたい・

エ6　　　　　小　　括

16　　　　　以上の結果から勘案すると抗一A凝集素価の変動は

“ゴ…．一㎜㎜ @　　’一’”’H……tt　　　　　　　　　　PFC数のそれと略一致する傾向を示した。即ち，6一

第9表　　　AS型人唾液免疫例　　　　　　　　　　MPの抑制作用は何れの場合においてもdramaticな

薬剤別

control

6－MP

KH－125

Endoxan

ウ

サ
ギ

⊥34
23

43

30

PFC／106
spleen
Cells

167

20

291

69

免疫前
　の
凝集素価

16

d

8

8

免疫後　ものがあるの砒べE・d・xanの醐では必ずしも抑

4日国の　　　制作用が著明でない場合もあり，KH－125ではEn一

懸郵　 d。x。nよ唖費の有交む髄判断嚥い所見と瑠

32　　　　された。
4

64　　　　　　　　U　総括並に結論
16@　　　　近時免疫学に関する基礎的研究，更に臨床免疫学の

control

6－MP

KH－125

Endoxan

29

40

22

26

715

77

709

290

2

4

16

4

8　　　　分野における研究が急速に進められ・免疫学の発展は

4　　　　めざましいものがあり，免疫抑制効果のある薬剤69）－

64　　　　72）も数多く開発され，免疫抑制効果判定法も新しく開

8　　　　発されつつある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その中でも古くから血球（ヒツジ血球，0型人血球

外の薬剤においては2倍の上昇を示していた。第2組　　　等）を免疫原とした免疫血球凝集素を指標とした方法

（表下段）ではcontro工のPFC数188に対して，6一　　　が行なわれている。しかしこの方法には血液型学的に

MPではその40％，　Endoxanでは144％，　KH－125で　　　次の様な問題点が内蔵されている。

は188％であった。また，抗一A凝集素価の変動につ　 ①ヒッジ血球と言っても，唾ies　A一型ヒツジ血球

いても第1組と同様な成績で6－MPのみは抗体価の　　　　　中のA型質は，　Aw型であるが，　A＋型ヒツジ血

変動もなく，抗体産生抑制の点からみると，6－MPの　　　　　球中のA型質は，　A皿，　Ay型である。

みは著明な抑制を示したが，Endoxanでは，多少の　　②0型人血球と言っても，　O　l型（33％）・02型

抑制がみられ，KH－125ではEndoxanに上ヒし更にそ　　　　　（67％）の藻があり，且つ0型人LflL球免疫動物血

の程度は低くなった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　清中のあるものはAnti－H他のものはAnt三一〇凝

　従来行われている方法としてはヒツジ血球を用いて　　　　　集素である。

いるので，その結果を第8表に示してある。KH－125　　　　　したがって任意の動物にヒツジ1血球や，0型人

ウサギN“25は途中死亡したのでこの部のみは成績を示　　　　　1血隊を免疫Lても常に岡一抗体を産生するとは限

してない。第1組（上段）では6－MPについて見ると　　　　　らない。

免疫前の抗一A凝集素よりも低下を示しているが，　　　③免疫動物についても，その血清学的体質をあら
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　　かじめ検査しておかなければ，毎常同一の抗体を　　　を指標に検した結果と同様の成績を得ta

　　j童生し得ない事は，1項において詳述した通りで　　　　従って本実験モデルは，薬剤の免疫抑制効果判定法

　　ある。　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　として充分利用しうるものと考えられる。

　以上の事から任意の動物に対して，同一一…血球を免疫

してもかならずしも同一の抗体を産生しているもので　　　　本論文の要旨は，昭和51年6月，第θ0次日本法

はない事は明らかである。　　　　　　　　　　　　　　　　医学会総会ならびに昭和53年5月・第62次日本法

つまり，。の鯨．抗㈱妹確認のaCXの抗体に　騨辮会で嫉した・

対する反応系が想燥される。

　．一方，すでに記したように，2項目に要約される古　　　　　　　　　　　　　文　　献

畑説は（P，453参照）血液型学においてはすでに常　　　1）古畑種基：体質と血液型。アレル・￥’　一・時報・9：1

識化している事実としてあつかわれている。これを種　　　　　　一6，1943

種な実験的裏付けを得て，より積極的に展開させたの　　　2）古畑種基：血液型の話（その一）・実験医報・321

が前述の如き野田説（P．454参照）である。　　　　　　　　：1－32，1941

　野田の謙は，唾液中の抗原のあり方は，体構成中の　　　3）古畑種基：血液型と輸血（附，同種抗体産生に就

抗原のあり方を示し，従ってそれが免疫抗体産生と関　　　　　て），医界週報，340，341：1－15・1941

連性を示す事と，血清型で免疫後の種属特異性抗体の　　　4）Landsteiner，　K．：Uber　Agglutinationsersche一

産生をおさえうる事を基礎としている。　　　　　　　　　　　inungen　normalen　menschlichen　Bluヒes・

　そしてその結果から次のように考える。即ち，唾液　　　　　Wien．　Klin．　Wschr．，14：1132－1134，1901

中に対応抗原の春在しない動物を選び，且つ，血清申　　　　5）Decastello，　A．　V，　und　Sturli，　A・：Uber　die

に対応抗原以外の抗原に対する凝集素が出来るだけ弱　　　　　Isoagglutinine　im　Serum　gesunde「und

いか，零のものを選んで免疫すれば優秀な免疫抗体を　　　　　kranker　Menschen．　Mtinch．　med．　Wschr。49

得やすい，という事に要約される。　　　　　　　　　　　　：1090－1095，1902

　本研究においては，この野田説に従って，ウサギに　　　6）Landsteiner，　K．　and　Levine，　Ph：Anew　ag｝

つき次の如き実験モデルを設定した。　　　　　　　　　　　glutinable　factor　differenting　individua1

　①A－・型ウサギで血清型αノ又はαノβ’型のもの　　　　human　bloods．　Proc，　Soc．　exp．　Bio1・，24：

　　のみを予選して，これについて実験を行う。　　　　　　　600－602，1927
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　　験採血を行って夫々血清を分離して保管する。　　　　　942，】927

④　夫々の血清について，0型及B型人血球で吸収　　　8）Landsteiner，　K・and　Levine・Ph・：On　the　in’

　　して抗一A凝集素のみを残す。　　　　　　　　　　　　heritance　of　a991utinogen9・of　human　blood

　⑤　A型人血L球に対する抗一A凝集素価を測定して　　　　　demonstrable　by　immune　agglutinins・J・
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られる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　chen．　Biochem．　z．，107：158－171，1920
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成績において述べた如く，次のような結論を得た。即　　　　　（Ukrainisch　und　Deutsch．）Ukrain．　Zb1．
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において6－MPなど各種の免疫抑制剤を免疫と同時　　　　　Blutgruppenbestimmung　bein　Hunde　mit

に連続4日間薬剤を投与し抗一A凝集素の変動を検す　　　　　Hilfe　der　Isoagglutinationsreaktion・Arbeiter

ることにより免疫抑制効果の判定を行った所，PFC　　　　　CIer　USSR　in　charkow：202，19（万．：Ref：ZbL
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