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脂肪酸の血液凝固能に及ぼす影響について
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　　　　　　　　　　緒言　　　　と撚し・いるC－・・⑫・P・Q1・：ls　gl・び・・一⑬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に始まゐ生体外のリミ験があ濱｝が，脂肪と、1血液凝國との
　　高轍症湘醗やそのほかの懸靴骸患麟　1腿函のいてはリ。纈，あるいはCh，1。mi、，。n

欄連性があることは古く汎・筋れている轍硝　澱1騒るのであろうとするM、D。n。1繭⑭，　Mc

り・’s　te多くの研究灘よつてこの搬1こ鰍畷固　L。、、庇，⑮6B蜘画King，buryら⑰鳳る

最近にいたりこの説が酬1濠ほさ1｝・・て獣こと・難近　，1、，tin　a。tec。d，n、（PTA）が，またR、，。。。ffら

鞠速に血灘騨力鞭三1してきたこととあい齢て　によつてH。脚、1咽子（1・IF）醗婁こされ，196、

血勲介して・1蔽囎鵬∬鞭化との齢鯛象とし　年｛。それぞ沸姻子藻X咽子、糺て灘さ滴よ

た実験的諦るいは1㈱1勺蹴灘多桁なわれてい　うtl：なり蝋凝1醐謙急融。進叡，た．勲弥
る・とくに近年，鱗硬化瀦疾患の搬が勒1する　II，nd，，，。。悶、つて血栓の撚量。さいして掘姻子

につれてtその原因として脂　方鋒葦取1　・の増加・あるい　（C。。tact・f、，t。，）漱醗役害1をなす。とが嫉さ

鵬取繊の質醐駐さtl・’ている・古くは193峰　れるにいたり⑯識近畷騨の中L，は欄の襯の

BUrge「旅よつて脂肪欄文後蘭液の囎性蹴進　段階，すなわち陣ンボ方ステソ倣の発動翻。
　することが報欝されているが・これに反する報告例も　　向けられてきている。

あ・②⑫・かレ編繍蝕・よって血液噂　瀦醐肪・1駅・分であ。蝦輔腰、。つ、、

　固性が冗進するということはFullertonら⑤・0　　て，それらが血液の凝圓性変化におよぼす影響を，ま
・…n⑥，・・h・・ら⑦が獺して・・ると・ろであり・　た嵯の形灘どのように作」IU－9一るかをみるために動

そのほかにも岡様の糸課が多く幸晧されるようにな　物実験を肱㌔・，さら凝れらの脂臓カミ麟な嫌

　り・脂肪食後に凝固性が元進するξいうことは一般に　　　凝固過穐のなかでどのような作用機庫を蒋しているの

諭られているようである⑧⑨⑩⑪・　　　か鹸耐るた那試蹄内郷芝婚ない、，，の知
，　このように報密潜により意見の相異があるというこ　　見を得たので報告す為。

　とは，何をもつて血液の凝固性充進状態（hyperc。a－

9ttlable　state）の2麟艶したカ・，血液凝固の測定方　　　1脂肪酸の血液凝固能および血栓形成能に

法の相異なども考慮せねばならないが，摂取した脂質　　　　　　　およぼす影響について一動物契験一

　の構成々分である脂肪酸の種類が当然問題とされねば　　　　　　　　　　　　方　　法

　ならない⑪。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．脂肪酸溶液の調整

　　このことに闘しては，細い円型のプラスチックのル　　　　高級飽和脂紡酸としてステアリン酸（Cl8：0），同

　一一プに」血液を入れ・これに脂肪酸を添加してこのルー　　　じくパルミチン酸（C16；0），1価の不飽和脂肪酸と

　プを圓転させることにより相対的に1血L液が流動症｛1を保　　　してオレイソ酸（C18：1），3価の不飽和脂肪酸とし

　つようにした条件のもとでi血樫が形成されることを観　　　てリノール酸（C18：3），低級脂肪酸として炭素数

　察し，生体内においてもこれと同様の可能性があろう　　　12のラウリン酸　（C12；0）を選び，それぞれのNa
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塩を使用した。製品は東京化成のものである。これら　　　　　5）　血液トPソボブラスチン形成試験（以下「

のNa塩を滅菌蒸溜水でゆつくり加温し．濃度は0．1　　　　　　トプ」と略す）

％に，pH鳳7，5になるよう1／10N塩酸で調整した。　　　　Biggs－Douglasの方法⑳を多少改変した教室の方

操作の途中で汚染をさけるよう聞ξるだけ注意し使　法⑳に従つた。一撫わち，被椥llL漿帽財磁バリウムで

用直前まで37°Gの恒1胤槽の1・1・1にi醗いた。　　　　　　　吸藩し，1血L小板浮遊液は】η泥3中に約10〔｝万の血小板な

　なお，ヵルシゥム再加凝剛む，間（以下Ca再加瀕垂固　　　含むも4）を用いた。なお、ここでは吸着皿1簾およびlflL

時間と略す）をみるに，以上のようにNa塩を用いた　　清の稀釈度をヒトの」血液の場含ように5倍，10倍にし

場合と．脂肪酸そのものをエーテルに溶解し，dete一　　たしたものは標準検」止線を作るさいに各段階の稀釈の

rgentを介して蒸溜水に1置換した置1換液（エーテルは　　　値がわつかの差であるので，測定誤差が大きくなる恐

蒸散させる）を用いた場台と同一の結果が褥られ，ま　　　れがあるため吸蔚1血漿，血清はそれぞれ1〔倍t20傭に

た，脂肪酸溶液と」（IL漿との操作の段階でTrisbuffer　　稀釈したものを用いた。

を使用した場合と使用しない場合とでP王灘こCiteg．とん　　　　　6）　フィブリノーゲン漁

ど差異がなかつたので以下の実験では全てNa縢を滅　　　　Tyrosin法⑳によつた，瓢訟篠酸力1漁漿にご1暢1二の

菌蒸溜水に溶鯉したものを用いた。なおまた，脂肪酸　　　1／動M塩化カルシウムを加えて（またはトpaンピンを

は生食水，S6rensenのbuffer等の塩類を含む液に　　　追加）凝圃させ，この凝塊中のチロヂン量柑1二色矩蹴

対してはその溶解液は不安定であり，室温に放羅する　　　し，フイブリノーゲン雌を標輝i検量線より糊／（昭の単

と恕状沈澱するものもあつた。　　　　　　　　　　　　｛立で鎌出した。

　　　　2，　凝血学的検査　　　　　　　　　　　　　　　　　7）　JfUiJ、板数

　　　1）Ca鴇加凝固時間⑭　　　　　　　　　　　　　Brecher氏法⑳にならい，エ％鰺酸アソモンで溶

　「／11）M篠酸ソ・・一ダ．血漿O，lm召に1／41，M魔化カルシウ　　　血を起こさせて」fiL小板のみを残こし，位粗叢顕微鏡で

ム0，ユ麗を加えてから最初のフィブリン網が発生する　　　錦定した。

までの瞬間をストップウオツチで読みとる。　　　　　　　　　8）血小板粘魑能

　　　2）　ブpaトロソビソ値　　　　　　　　　　　　　　HeUemの方法に従つてクエン酸血を一定の象件を

　QUickの変法による松岡一段法⑳によった。すな　　　具えたglass　filterを通過させ，その醜後の血小根

わち，修酸血漿（1／loM　ms酸ソーダコ：全【fll　9）0，1粥　　　数の差叡もつて粘着性血小叛数とし，粘着率ほ全血1小

にウサギ脳組織トロンボプラスチソ液0，1紹，t／zaoM　　　板数に対する粘着悔血小板数の百分比で炎わした⑳。

塩化カルシウム0．lme　ig加えて凝固暗間を測定する。　　　　　　9）　Thrombin　inhibitorおよびAntithro一

別に正常ウサギ血漿を階段稀釈し，同様にブロトロソ　　　　　　mbin

ビンを測窺して両対数グラフ上にプロットして標準検　　　Witte－Dirnbergerの方法に宮坂が多少の改変を

燈線を作り識検ウサギ並L漿のブ・bPtンビ畷をこ　加えた方法⑳に従つた。

れより算定し百分率で衷わした。　　　　　　　　　　　　　　　3．　実験材料および方法

　　　3）第V因子活性　　　　　　　　　2，5～3．2kgの幽雛ウサギを用いた。
　Wolfの法を荻原が改良した方法⑳に従つた。正常　　　　　1）」血液凝固性の変動

ヒト篠酸血漿を37°Cに24時間放置して得た保存血漿　　　　ウサギを円筒圃定器に圃定した後t耳静脈より前述

0・09窟6に50倍稀釈の被検ウサギInL漿0・01紹を加えてプ　　　の脂肪酸1011厨＠をゆつくり注射し，反対側の耳静脈

ロトPンビン時間を測定した。　　　　　　　　　　　　よりユ0分，30分，60分，ユ20分後にそれぞれ採血し凝

　　　4）　第瓢因子活性　　　　　　　　　　　　　　　　血学的検索を行なつた。

1〈・エ1・・のS法⑳闘地らが改良をカ・え紡法⑳，　　2）1罐形成tsev。ついて

またはB・nt。・it・による瀧法⑳始わせ行なつ　1罐が1姓され易いように，あらかじめ蛸脈の＿

た。っまり，正常篠酸血漿1紹にっぎBentonite　50　　部に血流緩徐部を作り，耳静脈より上述の脂肪酸と，

昭を加え室温で10分間麗稗後，分回3，000，10分間遠　　対照として生食水をそれぞれ油射した。すなわち，

沈し，その上清を分離し，これに硫酸バリウム吸着血　　W。sslerの変法⑳により，ウサギの頸部を皮勝切開

漿を等置加え混和する。これを基質血漿とし，この　　　して頸静脈を露出する。細い，短かいガラス棒をその

O，ユ彫を被検血清，または血漿（10倍稀釈）0．1嫉こ加　　血管に沿つてあて，約1．　CMの問隔をもつて細糸で」血管

え組織トロンボプラスチン液0．珈6，▽如M塩化カル　　　とともに2ケ所を結紮し，静かにそのガラス棒を抜き

シウム0．1認を加えて凝固時間を測定する。　　　　　　取ると血管内膜を損傷することなく1つの分節をrドる
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表　1　各種脂肪酸のCa再加凝圃時間に及ぼづ鴫経時的変動　秒）

・・い・1b・分1・・分1・・分112・分N・匝li・分・・分1・・分1・2・分
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ラウリソ酸　　　 対　　　照
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図　1省種脂肪酸のCa再加凝固時間に及ぼ　　　　　生食水の注射は1日1回7日間続行した後，その静脈

　　す経時的変動　　　　　　　　　　　　　　　　部分を切除しtil1＠の形成の宿無を組織学酌に検索し

秒

120’

凝100一

固

時

　80・間

60

40

た。

爽験成綴

　　　　’、”℃『門’一…・・〆’M　　　　　　　　　る。オレイン酸では10・一・30分後に短縮す添傾向がみら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れたが明らかではない。リノー一ル酸ではほとんど蛮動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がなく，ラウリン酸の場合もリノール酸と同様であつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た（表1）。これらの平均値をグラ7で示したのが図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）　プロトPtンビン値

前　　10　　3Q　　　60　　　　120分　　　　　　注射前を100％として，その経時的な変化をみると

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステァリン酸は30分後に平均値89％に低下しているが

　　　　　　　　　．．－e、．t－一一．．，一．．t．　　　　　　　　　　　1，　血液凝固性の変化
●N．r　　　　　　　　　　　　　．σ1　　　　　　　　 、”L°O才レイン酸

憲二：鉱♪薫二＿．～　。．　　1）c・勲囎醐
＼、＼　°　’°　一剛謄　　ステアリン酸・・くルミチン酸の搬はいつれもtwdi・
隠：一・…一・一・…一㌔メ糊；・後すでに・・分で短縮を礼・時【1服もほ嗣様であ

ことがtl　1来る。以上の操作はなるべく無菌的に行な　　　有意のものと思われず，パルミチン酸の場含も同様で

い，ペニシリンを撒布し皮慮縫合した。脂肪酸および　　　ほとんど変動がみられなかつた。その他の脂肪酸にっ



228－（955）　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　信州医誌第15巻

図2　　Prothrombin活性に及ぼす影響
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　　いても対照と同じく変化は認められなかつた（図2）。　　　図5は注射後30分，60分について1鱒薄および血漿の

　　　　3）　第V因子活性　’　　　　　　　　　　　　　「トプ」活性を検対したものであるが，血漕の場命

　　　図3のごとくで，個々の例についてはかなりばらっ　　　は，ステアリ酸の場合，30分後にユ32％，60分後にユ28

　　きの大きいものもあるが平均健でみるも一定した変動　　　％に上昇している。パルミチン酸の例でも金例に活性

　　はなく脂肪酸による影響はないものと思われる。　　　　　の上昇があり60分後には平均1直｛ま148％であった。

　　　　4）獅因子活性　　　　　　　　この剛旨肪酸についての纈の「トプ」活性も皿繭の

11　　第瓢因子の変動は図4に示したごとくで，ステアリ　　　場禽と同様に活性化されているがそれ程薯明でわなか

　　ソ酸では注射後10分で平均値は135％と活性の上昇が　　　った。才レイン酸の群では血清の「トプ」活性は60分

　　諏められた。30分後に1例に著明な低下があつたが，　　　後に120％であつた。リノー一ル酸，ラウリン酸にっい

　　60分後には全例に・高臓を示し・120分後も平均値は132　　ては対照と同様に血濟，lrJEtf｛のいつれの楊合にも明ら

　　％であり，その活性は持続的に上昇していた。パルミ　　かな変動はみられなかつた。

　　チン酸にっいてもステアリン酸の揚合と同様に全例に　　　　　6）　フィプリノーゲン鍬

　　活性上昇が翻められた。オレイン酸ではわつかに上昇　　　Ca再加凝固時間，第W凶子，1血液「トヅ」形成試

　　する傾向がみられ．リノール酸はほとんど変動を示さ　　験に明らかに影響を与えたものとしてパルミチン酸

　　ず，ラウリン酸の場合も同様に変化がみられなかつ　　　を，全ったく影響のなかつたものとしてリノール酸

　　た（図4）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を，また対照として生食水についてフイブリノー・一一ゲン

　　　　5）血液「トブ」形成試験　　　　　　　　　　　の値の変化を観察したものが図6であるが，パルミチ
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図　3　　　　　第Vl蓉1子活性に及ぼす経時的変動
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前　　　雀0　　　　30「　　　　60　　　　　　1203　・　　　　　　　前　　 10　　　　　30　　　　，60　　　　　毒2b分

ソ酸群でV＊　1例を除いて20分後には朋らかな減少がみ　　　つたが，このことは畿2，図8でみられるように粘藩

られ，2時聞後にもなお淀射前の平均償が328㎎／彪で　　性血小板数の減少にもとつくものであることがわか

あったのに比し，240㎎／d6とかなり減少している。し　　　る。なお1血小板粘蒲率は時間とともに上昇した。

かしリ、ノー一・ル酸，生食水ではほとんど変動がみられなL　　　　　9）　Anti七hrombinおよびThro瓢bin

かつた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　inhibitor

　　　7）JfiL小板数の変動　　　　　　　　　　　　 これはパルミチン酸についてのみ測定したが図9の

　代表的な脂肪酸としてパルミチソ酸とリノール酸に　　　ごとくで一定した変化はみられなかつた。

ついて検討してみると，図7および喪2にあるごとく　　　　　　2．組織学的検索

で，バルミチン酸注射群では前値の平均値が390，000　　　ウサギ頸静脈に部分的狭窄処置を行ない，体璽忽当

であるのに対し，20分後にはそれが236，000と著明に　　　り10mpの脂肪酸溶液を毎日注射し，7日後にその部分1

減少した。60分後には平均Pa＿　307，　OOOであり圓復しつ　　　を捌出しhematoxylin　eosin染色を行ない血撫形成

つあるのがわかる。これに反し，リノール酸群では　　　の様子を観察したo表3はその結果を総揺したもので

生食水の揚合と同様に全つたく変鋤がみられなかつ　　　あるが．形成されたifukの程度を次のごとく分類し

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。すなわち，血管膣の半分以上全腔におよぶものを

　　　8）　血小板粘着能　　　　　　　　　　　　　　　（＋），燵在性血機として認められるものを（th），全

　パルミチン酸注射群では全例oatht小板数の減少があ　　　つたく血雛の形成がないものを（一）として褒わし
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図4　　　第孤因子活性に及ぼす経時的変動

　　　　　　ステアリン酸　　　　　　　パルミチン酸
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た。対照群Eには生食水を使用したがこの群では血栓　　　ものである。

はいつれにも生じていない。ステアリン酸で処置した

A群ではユ例が2回目の注射後にまもなく死亡した　　　　　　　　　　　　〔小　　括〕

＠㊥。他の4例は7日後も健窪であつたが血栓形成は　　　数種脂肪酸塩の溶液をウサギに注射することによる

全例に認められ全腔におよんでいた。バルミチン酸使　　　血液凝圃性の変化および血栓形成えの作用を検討し，

用のB群でe＊　s例中4例は全腔にわたり血栓が形成さ　　次の結果を得た◎

れ，1例は壁在性に認められた。これらの血栓にはす　　　1）パルミチソ酸，Xテアリソ酸などの高級飽和脂

でにFibroblastの侵入が見られ，羅質化が行われ　　　肪酸はCa再加凝固時間の短縮，第理因子活性，血液

つつあつた。C群では5例申1例は全腔に，1例は壁　　　「トプ」活性の上昇，フィプリノーゲン盤の減少と

在性に，3例には全つたく認められなかつた。リノP・　　血小板（粘着性血小板）数の一過性の減少が認められ

ル酸処置のD群では5例中4例には全つたく血機形成　　　た。　　’

の様子はみられなかつたが．1例に壊死巣を伴う血機　　　2）不飽和脂肪酸ことにリノール酸では1）でみら

が形成され，血管壁の炎症性反応がみられた。　　　　　　れたような変化は認められなかつた。ラウリン酸につ

　これらの代表的な例を写真1～3に示す。なお写真　　　いても同様である。

4はA群のうち死亡したウサギの心蜜内血栓を示した　　　　3）　プPtトロンビン値，第V因子，アンチトロンビ
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図　5　　　　トロソボブラスチン活性に及ぼす経時的変動
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　　図　6　　各種脂肪酸によるフィブリノーゲンの経時的変動
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　　　　　　図7　　脂肪酸による」血小板数の経時的変動

　　　　　　　　パルミチン酸　　　　　リノPtル酸　　　　　対　　照

　　　　104／　mmS

血5°

_＿〆ノ
小4ぴ

　to・

前2。6。　12・分前2・60　120分前2°60　12°分

表2パルミチン酸静注によるMvJ・板の変動　　　騒8パルミチン酸椥1によるinl小板の変動

1血小板数

（×10‘1）

岡肩jLJ．遡⊥・・釧・塑一　CXI・・

1　36，5

2　48．4

3　42，0

4　33．3

5　34，9

24．2

42．　8

1Q．9

18．5

2王。4

34．3

41，8

ユ．8．9

27．3

30．9

平均39・・123・6｝3…7

粘着性tuL

小板数
（×104）

1　　　23．7　　　　19．0

2　36．8　　35．6

3　　31．1　　　8．5

422．7　13．9
5　　　23，2　　　　16．5

30．1

33。5

15．1

22．5

26，3

33．1　　　　　　50・

43．5

26．8

　　　　　　4029．2

31．2

32．　8
30

30．0

　　　　　　20・36、9

23。8

23．2　　　　　10．

26．6

勒1 27・5i 1＆娼 25．5i 28．1

1 64．9 78．5 87．5 90．6

2 76．0 83．2 80．ユ 84．8

血小板粘 3 70．4 78．4 79．9 88．8

着　　率 4 68．4 75．1 85．0 79．5

（％） 5 66．5 77．1、 85．ユ 85．3

血小根＊鋼串（飾）

前　　・　20　　　　　60　　　　　　　120
　　　　　　　　　　　　　　分

（％）

90

50

85．3　　図9バ・レミチン酸によるThr°mbininhibit°「

平均i7…レ副83・5｝85・・8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）表　3　脂肪酸瀞注による」血栓の組織学的

　　　所見総揺　　　　　　　’　　　　　　　　　120

』，』

@験
　　群

被家
　兎　脂肪酸の種類
検数

及びAntithrembinの変化

㌧　A
　　B
　　C

　　D
　　E

4　Xテアリン酸
5　パルミチソ酸

5　オレイソ酸
5　リノール酸
5　対　　　照

馴甥成能　活1聾・　！一一一一一一＋一一…・

一一一一 @　　　　性100　ま一弔．一（＋）i（士）（一）　　　　　一・　一一一一一一…－e

一＿＿＿＿．
@　度go・　　　　　＼、㌃＿＿＿＿鵡

4　　0　　0　　　　　80
4　　　ユ　　O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e＿＿＿＿e　　Thrombininhibitor
1　　1　　3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pt一．－e　　Antithrombin
1　　0　　4
0　　　0　　　5　　　　　　　　　前　　　20　　　　　60　　　　　　　120分
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ンll（Throznbim　inhihitor），アンチトロンビンill　　　　　2）　実験成績

（Antithrombin）ぽいずれの脂肪酸によるも有意な　　　　（1）全lrlL凝ll｝1時閻

変化はみられなかつた。　　　　　　　　　　　　　　　　　各脂肪酸溶液0，lmeeこ．．L記の方法で採1血した並L液0．9

　4）高級飽和脂肪酸では1血L機形成の頻度が高く，不　 1昭を加え静かに混和した」易合の凝固時間1；fi；．表4に示し

飽和度が増すとその頻度は低下，癒いしはほとんど認　　　たごとくで，対照として生食水を用いた場撫が11分で

められ次かつた。　　　　　　　　　　　　　　　　あるのに比して，ステアリン酸，パルミチン酸ではい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つれ，も5分30秒と著明な短縮を示した。リノ・・一ル酸で
　　　　II　血液凝圃過程における脂肪酸の作用　　　　　は9分30秒，カプT・ン酸で1；klQ分とわつかながら短縮

　　　　　機序につし’て一獣囎喉験一　　　欄歪胸がみられ’f、：n

　以上によつて脂肪酸のうちある種のものは1且IL液の凝　　　　（ii）　プ1コトロソビン量

固性を充進させる方向に作用することがわかつたが・　　　　カブ1・ン酸が125％を示したが，他の脂lj方酸｝よいつ

その機序を種々検｝1寸する日的で次の実験を行なつた。　　　れも変化がみられなかつた。

　　　　ユ・　脂ll方酸の全血凝固時間：しδよび各凝固因子　　　　　（iii）　残存プt：トロンビンlll：

　　　　　　におよぼす購　1　　　　　　　鰍の欄方脚，瑠を添力［iして塒1服にブ叫・
　　　1）　方　　法　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンビンがどの程度消費されたかなみた　－4」のであるが，

慰醗てシリ・ン処肌たものを凧・・！1三常ヒト　ステアリン臨パルミチ。酸の鵬には1備の残存ブ

正中静脈よりtw・－sy・i・ge　meth・dで1つまり採　叫・・ビン｛il：は5％以一ドであり，ζのことは刈・照が

血針を静脈内に刺入し・・［ril液を3～4滴々下させ糸【L織　　　46％であるのに比し・ご，著しい消費の促進あつたこと

液の混入をさけてから湖欄を1辮し耐轍した・　　がわカ，る。オレイン酸蹴2196，リたワ・酸では31

　脂肪酸は金て前記したと同様の方法で・濃度は〔〕・1　　％，カプμン酸は42％と消費の程度に1階成している。

％｝こ・pHは7・5に調整した・　　　　　　　　　　　　　　　（iv）　第V凶予活性

各凝固因子の測定も1司様に行なつたが，そのほか　　いつれ搬化をよみとめられていない。

に・釦囎時隙Lee－Whi・・の方法⑭麟じて　　（。）第覇町灘

行ない・また残存プロトPtンビソi｝1：はQuickの方法　　　　ステアリン酸で78％とや鼠低下していたが，そのほ

⑳に多少の改変を加えた・すなわち・採血藤1il芋間を　　　かの脂肪酸では変動がみられ臨い。

経た血清を験水1：て4倍｝こ㈱し，そのo・M蜥匿　　（。i）aS　X　Ix子tT，・s｛A・．

酸バリウム吸蒲血漿を生蝕で4脈稀釈したものo・1　〃一、レ酸でユ20％，カブPン酸で80％吸イヒが認

紹を加えて・さらに脂肪酸溶液o・1紹を添加し一一段法　　　められたが正常範闘の変化である。

にてプpl・・ソビソを測定した・剛1む：にこの被検血漿　　（，ii）Jfilme「げ」形成試験

牲館にて4徹轍陸ものを1°°％とし・鰍　　ステァリ・酸，パ・レミチ職でそれぞ1｝・・4・％，・35

稀釈した1血漿についてブPbPソビンを測定して得ら　　　％と上昇していた。

れた1血L漿プpトロンビン稀釈曲線より，」血清中の残存　　　　　　2、脂肪酸の接触因子に対する作用

プロトロソビン量（％）を測定した。第X因子活性に　　　前に述べた第）α因子（PTA），第XII　VA子（HF）欠

ついてはBachm・nn，1〈・llerらの方法⑳麟駝た　乏症の患者では全蛎1固時間の延長，プ・ト・ンビソ

激室の方法⑭に従がつた。　　　　　　　消費の不良，それに血腋「トブ」形成試験の不購が

表　　4　　　　脂肪酸の全i血凝固時間および者凝固因子に及ぼす影響

疹薩アリ曜チ薩イ賑一1．號1対照

全血凝固時間（分）15．30
。　　　　　，，　　　1　　　｝　　　i

プロ　トロンビソ墨：一段法　　（％）

残存プロトロンピンニ量　（％）

第Vほヨニ子（％）
第　　M【　　因　　子　　（％）

第　　x　　因　　子　　（％）

血清トロンボプラスチン形成試験
　　　　　　　　　　　　（％）

　90

＜「5

　81

　78

　92
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5・3°i6・30

ユ02　　　92

〈5　　　21
　　　　

92［94
110　　　108
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135　　　］．16
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86
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ユ00
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Soulierらによつて異’lliな所見としてあげられている　　のな用い，3．8％ク＝ン酸ソd・ダ正常ヒ｝・乏⊥t［L小板

⑰．疏・）1nL撫睡蹴XL　X　梱軸儲醐型と　1血1漿1。　C，1it。（Filt，rc。ll，　J。1’、n，．M、。vill。、　U．　S，

して存在するようであり，SOulierら⑰，　Margolis　　　A，）30my／meの割合で加え，蜜濫で10分闘欄f［モし，分

ら⑱のコ張輪ごと91・融の君i酬　物質（P・cc。・一　剛3，…，2・分剛乱融21亘k聴してC，lie，な完全

rsor）が接触によつて活性型のX［【閃子に変わり，　　　に．除一2＝iする。この上清はpHが高く，錦Vl颯予，第紐

R・t…ff　V・］・＠このXil因子がXli町を酬i化覗，厨　肝はこのような　謄eは鞍定であるので・O％垢瓢酸

えているが，いずれにしても鴻性化された両因予セよ　　　を滴下してpHなほ．ぼ7．0に補正して37°Oの慨温槽

「トプ」形成の最も初期の段階1こ駒いて活性物質を生　　　t，1：1に8時間放置してexhattsted　nfi］．漿な作〉，f，。この

じ，これがいわゆる接触因子（Conしact　factor）と　　　exhausted　lnL漿に破1剣旨肪酸：および正fi－i｛’のintact

考えているのが現在のところ一般的のようである。　　　　のlfll漿を生食水で1（》倍に稀釈したものな加えてCa再

　いままでの実験結果より，藷者砿胴肪酸は1血L液凝周　　　加凝圓li電澗を測驚する。それぞれの通L漿0，謝6と胴肪

過灘の甑めて初期の段i聴で1乍用するのでほないかと考　　　酸0．Lη6上のinci，ibatiQn轍5分1副とした。

え，それが接触因予のli雪騰化にどのように作用するか　　　　　　3）　測窪結果

な検討し．た　oこの実験では…殿法によつて接触囚子を　　　　炭5はduplicateで行なつたそれぞれの、凝圃時1’1三5’］

測楚しているが，これは嬉XU滋i子，第X匪囚子の酸含着｛二　　の顛な秒で一illtわしたものであるが，売ずexhausted

を意帳している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j撫漿と各脂肋酸をineubateしたものに，　intactのifiL

　　　ユ）　接触因子活性測定挫1の原理　　　　　　　　　漿を加えたものば，対照として用いた坐食水とincu一

鞭因子敏ぎ・そのほかの凝1買梱糖充伽諭ん　b・t・し臨研こ比し磯1醐間はオ。つかに短縮し
だ・・h・ust・d血漿燃質とし1これに測定すべき　た。　V／－一・・’酸では遡碗長し一（V・る。　k：うが第2

intact血漿（非接触血漿，　iuac’tiveの接触悶子を含　　　段口のようにincabatioエ1のnnaterialの順窟を誕

む）と・それに一定黛の活性作用な有するinaterial　　更してみると，特にステアリン酸，パルミチソ酸にお

を加え・Ca再加凝圃時問を測竃し・exhausted．1（IL　　いてほ対照に比して規縮の綴度が荊の揚含より…溜強

漿の凝固時間を短縮させる能力をもつて被換並L漿の　　　くなるが，オレイン酸，ラウリン醜，リノール酸等に

Contaot　activityとする。　　　　　　　　　　　　　　おいてはそれが少なくなつている。象た先のintact

　　　2）　測箆方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　の」血漿の代りにガラスと接i触させた血L漿を用い為と，

　Rapaportの方法⑳に準じた教蜜の方法⑳に多少の　　　いつれの脂肪酸を用いた場禽にも対照に比して大難が

改変を加えて行なつた。器其は全てシリ＝ン処醗のも　　なかった。exhausted血醗に囎111∫酸のみを撫えた鋤

表5　　　脂肪酸の接触因子に対する作用
う藻アリ附チ
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図10　　脂肪酸と接触活性化との関係

（秒）

500　　　　　　　　　　　　　　　　一

凝400

固

時

間300

　　　パ
　　　ル　　　リ　　対
2°°

@孝　イ　　　　　ji　ヲ　対　　　　　リ
　　　ン　　　ル　　　照　　　　　　ミ　　　1　　　　　　　　　　　　　ノ

　　　酸　酸　　　　　　診　幽　照　　　　si　，L　対
100　　　　　　　　　　　　酸　　　　　　　　　　藝　　酸　　照
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轟鎚

　　Exhausted血漿十脂酸　　　　　　非接触血1禦十脂酸　　　　　　ガラス接触血漿十脂酸

　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　　十

　　　　　非接触血漿　　　　　　　　　　Exhausted血漿　　　　　　　Exhau5七ed血漿

合はステアリン酸，パルミチン酸でやや短縮した。そ　　　　表　6　」飢漿を脂肪酸でinCttbateした場脅の

の他の脂肪酸についてはほとんど変化がないか，また　　　　　　　凝圏時間の変化

はむしろ延畏していた。飽和脂肪酸の代衷例としてパ
ル・チ・酸，不鱗1脂膿のぞ2。として〃一、、勲　P「e”incubati°n

選び，te2tぞ漉・xh，u，t，d螺1・。、ac、雌，　，．」i竺）一一一．．．t

ガラス接触ユfll漿とincubateした場合の凝固時間の平　　　　　一　30

均値を対照と比較すると図10のごとくになる。　　　　　　　　＋　1G

以上の結果より1脂肪酸の磁凝剛｛挽の影熱燃　　　＋30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　60触因子の活性化ということを介して行われることが考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十300
えられる。

　　　　3．脂肪酸と血漿とのincubation時間の

瀕i固H寺ll到　（秒），　Cluplicates

ステア
リソ酸

バルミ
チン酸

283，　309　　229，　317

200，　ユ93　　171，　18〔〕

ユ50，　142　　120，　ユ00

132，　ユ37　　120，　144

工46，　124　　124，　119

L対照
　240，242

　340，303

　321，321

　340，364

　334，345

　　　　　関係について　　　　　　　　図11血漿を脂肪酸でin・・b・t・し湖合の細

褒6｝証常・頃漿と胤酸とのi。。。b。ヒi。。嚇　　　　　　 時間の変化

間をユ0秒，30秒，60秒，300秒とした場合のCa再加　　　　　　350・

を凝固時間検討したものであるが，ステアリン酸の場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対照（生食水〉

合はincubatiOnを30秒以ヒ行なつてもも早凝固時間　　　　凝　30。．　t一

の短縮がみられない点より，incubation直後に接触　　　　固

因子の活性化が始まり，30秒，あるいはそれ以内にそ　　　　時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250・
の活性化が終了したものと考えられる。パルミチン酸　　　間

についても全つたく剛勧結果が得られた・なお，　籟
（一）の柵剛旨磁添加跣立つて塩化カルシウムを　）2°°

加えることを意味し，又ステァリン酸では平均296秒，

パルミチン酸では273秒であり，対lesの生館の鵬　　　15°　　　　　　・テアリ・酸．

が241秒であるのに比してやや延長していた。グラフ

で示すと理解蜴い（図、・参照）。　　　　　　　　　　　　バルミ耀

　　　4．脂肪酸のpHと凝國時間との関係　　　　　　　　　　　　一30　＋le　30　　60　　　　　300

高級脂肪酸のアルカリ塩の水溶液は常温で＝Ptイド　　　　　　　　　　Pre－incubati。n（秒）
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状をなし，一部は解離してアノレカリの陽イオンと，他　　変更した場合のCa再加凝固時間に対する影響な検討

方に脂肪酸イオン，脂肪酸アルカリ塩，水分子などよ　　　したものであるが，脂肪酸のPHが7，5の時に短縮が

り成るコロイド状の粒子（micelle）の陰イオンとを　　　一番薔明であった。対照ではpHと凝圃時1’1・Sjとの間に

生じているが，この水溶液をゆっくり加温していくと　　は闘係がみられない．

mice11eは次第に解離し，液は粘度を滅じて真熔液の　　　　　　　5．　脂肪酸濃度と凝闘時間との関係

状態に近づくがある程度の乳光を発つしている。この　　　　脂肪酸溶液は稀薄な場合1よ理想溶液に近い性質な示

時の水素イオン濃度は脂肪酸の種類によつて異るが　　　したが，ある濃度に達つすると乳濁を生じ，さらに濃

pHは9．5～11．0附近である。1／11⊃N塩酸でpHを下　　度が増すと急に性状が変わつてge1状となる臨界魚

げるにつれてその乳濁の度は漸次増加し，さらに酸　　　がある。このことは勿論温度にも影響される。図13は

性側では溶液は不安定となり，室温に放瞠すると葬1状　　　37°Gでの脂肪酸濃度のちがいがユ血液凝固にどのよう

沈澱を生ずるに翌る。図12はパルミチン酸，オレイン　　　に影響するかを示したものであるが，これによるとあ

酸，対照として生食水のそれぞれについてpHを種々　　　る驚適濃度が存在し，それはパルミチン酸の揚禽0，05

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％であDたDこれは3．4mMに相当する。これより低

　図12　脂肪酸のpHと凝間時間との関係　　　　　　濃度・あるいは高い濃度では凝圃時間はかえつて延炎

　　　〔秒｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した。

　　　250．

凝　200

固

時

間

Iso

IOO

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，　脂肪酸とアルブミンと結合し九場禽の凝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃時間におよぼす影駕摩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流1血中では遊離の脂肪酉隻は1血L潤アルブミンと繍禽し

て糀すると9、2Xているが，。リ。。処顯轍勲
　　　　　　　　　　　対照　　　　に血漿0．lneをとり，これに，脂肪酸欝液0，1認と牛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルブミソ（Sigma）0，1m6とあらかじめ混合してお

＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたものを加えてCa愕加凝圃［1寺聞を測定した籏を図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tureを加えた揚食は脂肪酸轍独の場禽よりもその短

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縮の程度は少なくなつている。アルヅミンは脂肪酸の

　　　　　　　　　　　バルミチンtW　　　血液凝閲プ雌作用を抑制的に作用することがわかる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なおアルブミン自身は凝閲時間には何ら暴多饗していな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い。また，牛アルブミソの代りにヒト並L漿を用いた場

g．Sg．08，5S．07．5　7．a6．56．0　　　　　　合も牛アルブミソの場含と金つたく圃様の結果を示し

図13　脂肪酸濃度と凝圃時間との関係
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図14　アルブミソによる抑制作用
」血漿　　O，lml

　220　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5％ア」レプミン　 0，1lnI

凝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋

固180　　　　　　　　ラ諦MCaC』°・1ml
時

間　140

尋

w　　100

6⑪

燃ステアリン酸 @9　パルミチン酸　9．　ア’VVミン

　　　　　　　フ7ルブミン　　　　　　　アルブミン

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図15　脂肪酸注入による凝固時聞の変動（io”塀／1切

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ExhauSed　pl，十lntact　p1，）

　　　　HI　脂肪酸を静注した場合の接触因子

　　　　　　活性の変動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秒
　　　　1．　ウサキにEF静脈V：　？tl…身；J・した場合

先に行なつた動倣験では，パルミチ・酸をウサギ　凝姻

聯脈より酬した齢，c・渤1凝閲時間の短縮　　固
第W因子活性・血液「トプ」活性の上罫・lkL小板数お　　　時

よびフイブリノーゲンの減少，」血極形戒の促進等よ　　問

り，バルミチソ酸は～般に血液凝國性を冗進する方向

にfド用することがわかつたが，この場合に擾触因子は

どのような変化をするかを図15に示した。exhausted

血漿O．1卿6にウサギよりtwo・・syringe　rnethodで採

血し，分離したintactの血漿0，1紹を加え，　Ca再

加凝固時間を測走したものであるが，注射後10分，30　　　200’

分で活性が上昇している。これに反し，リノール酸を

用いた場合は3例ともにほとんど変化がみられなかつ

た。

　　　　2，　ウサギ門脈系に注射した場合

e－一一噸　 バルミチン酸

e－一一弔　　リノール酸

　パルミチン酸を耳静脈に注射した場合は一過性に接　　　　　　前　Io　3e　　　　60　　　　　　1　20分

姻子の融化が醸さ批が，ウサギをミ・タール　　　　繕過時間

「麻酔のもとにて開腹し，門脈枝より注射して，20分後

に耳静脈より採血した場合の接触因子活性をみると・　　　か，また，その作用機序等につい亘ておよび凱におい

図16のごとくで，ほとんど変化がなかつた。対照には　　て検討し次の結果を得た。

鑑食水を用いたが変動はみられなかつた0　　　　　　　　1）　高級飽和脂肪酸は金血凝圃時購！の短縮，プロト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pンビン消費の促進，血澗の「トプ．i形成）怠謝乍用力二

　　　　　　　　　〔小　　抵〕　　　　　　　　　　　　あるが，多価不飽和脂肪酸，低級脂肪酸にはこのよう

　脂肪酸が血液の凝固性変化にどのように影響する　　　な作用は認められなかった。
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　図16脂肪酸の門脈浬ノ、による凝降醐時間の変動　　　　合は塗：111藤闘時閥に億とんど変化なく、卜puンボエラ

　　　　（1吻／leg）（E・h・・st・d　pl・＋1・t…ct・pl・）　　；・　Fグラムの・，　Kはむしろ延鰯一豚し＊、といいt

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また「トプ」形成試験でもむしろ低下する傾向があ
　　秒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り，第W［因子活憔の増加1はごく軽度であつたというo

凝　　　　　　　K°m・p・rgl’⑫は1翻ノ・食後にC・：融劇酬・鋼は短縮

…　〔＝＝r：　　愚、繍ヨ下説錨嬬滋灘鷺
　時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lasc11⑳らもほぼこれと同様の結果を得たといV，前

　　　　　　みり
に塞謙議講謝篇隠熱当然考慮せ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねばならないが，Da▽isら⑭によると食用の；］ll／ilViに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついて躍幌進効果の　匡1序はG。m　oii＜Saffl。wer

　　　300』　　　　　　　　　一　パルミチンM　　　　　　　oi1＜Coconut　oil＜Olive　Qil＜Animal　oilくSo－

　　　　　　　　　　　　Pt’　”’　－e対　照　　di・・n・t・arat・で加たという．　a　cで，」腋畷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闘1生ブ己3蓮；1犬麓ミ（hyperca鷹Ulal）1¢state）　と々よrfit液全

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体としての凝闘允進靴指すが，あゐ種の因子が轄明に

　　　　　　前　　　　　　　　　20　　　　　　増加した状態と解している人もある。例兇ば，Alex・一

　　　　　　　　麗，欄　　”　　・・d・・ら⑭雌構5脚齢体（期閤子，第x
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因子を含む）の増加している場合を，Olwinら⑯は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1鮒塗症における第V閣子の増加を，またCooperberg

2）1輸酸のこのような作用セこ鰹適の灘があ　ら⑳は冠動脈）」tミ患において欄因子の働1してい磯

り，濃度を高めるとCa葛加凝固時間はかえ・って延畏　　　合を指しているようであ為。さらにまた，　Wessler

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は最初は，1血L撫が形1爲さ淑，ゐのは第W因子腹合体の増

　3）　脂肪酸溶液のpHも凝『轟i時間に［謝係し，やはり　　　加に原因すゐと考えていたが⑲，その後は，第）伍因子

至適のpHがある。　　　　　　　　　　　　　　　　　と第）α因子が流1白L中で活・雛1灘となり，それによつて他

　4）　脂肪酸による凝固促進作用はアルブミンによつ　　　の因子が反応的に活性化されて、凶砿捷形成の準備状態と

て抑制された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なると考えるようになった⑩。

　5）　パルミチン酸を静淀すると一一一過｛生に接触凶子の　　　　血懸が形成される三大要囚として1）1貞麟内膜の損

活性化がみられたが，門脈系に波射した場合1こは変動　　　傷，2）血流の停滞，3）血液凝胴能充遜カミ議げられて

がなかつた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いることはよく知られていることであるが，血栓が形

　以上のような蘂実より，脂肪酸溶液の性状の変化に　　　成されている時期に必らずしも凝閲凶子鍛が増加，あ

より，このことが接触因子の活｛生化に開与してくるも　　　るいわ減少しているとは限らない。それは測楚した時

のと考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　期によって異るものと思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著者は，各種の脂肪酸についてそれらをウサギに静

　　　　　　　　総摺並びに考按　　　　　　　　　　濫することにより、血液の凝固性の裂i化とIf［Ltw形威の様

　脂血症が動脈硬化性疾患の発生と何らかの関係があ　　　子を検討した。

り．動脈硬化の最初の段階が先に述べたD。g。idの　　動捌三脂肪の主成分となつている高繊脚　1勒酸で

血栓説にあるように，ツイブリンの血管鷹えの過剰の　　　あるパルミチン酸’ステアリン酸ではCa再加凝固時

沈着であるとすれば，脂血症と血液凝周の関連性e＃　．＿　　　間の短縮がみられたが，植物性脂肪の代爽的成分であ

髄要綱題となつてくる．纒の胡⑪壱灘麟に　るリノール酸では全つゾ・く変化がみられなかつた・な

閥朝空腹時に動物腔脂肪としてパター　1009を投与　　　お・頸静脈に狭窒部を作つたウサギ群のうち，ステア

し，全血凝闘時間の短縮，トロンボエラストグラムに　　　リン酸静泣を行つたA群5例中封列は2回目のai射後

よりr，Kの短縮を認め，「トプ」形成能の著しい増　　玄もなく死亡したが・死因として次のことが考えられ

加，第W因子の増加および，線維階解能は抑制された　　　る。　1）血挫症⑩，　2）溶血の影響，脂肪酸塊ぽ界面

と報告している。また同様に，不飽和脂肪酸を主成分　　　活性作用⑫があるため赤1飢球膜に直接作用して溶lntを

とする植物性脂肪としてサラダ油10u？を投与した場　　　起こす危険挫が考えられる⑳⑭。3）襟性、体細胞と
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　　くに心筋細胞には不可欠脂肪酸であるリノール酸が多　　　よりこれを防止出来たという。この点に闊して，1962

　蟄に含まれ酸化的リン酸化に大きな役剖を果している　　　年Margolis⑱は⊥liL液が粗1τ1｛に触れるときにブラヂキ

　　といわれているが⑫，Hoakら⑳によると飽和脂肪酸　　　：ン形成酵素の活憶化とIliL液凝固性の充ll皇が岡時に起

　はこのリン酸化をプロツクし，個体のanoxiaに対す　　　ごることを報告して，　lell．凝の凝國｛至li冗進とキニンとの

　　る抵抗性を著しく減少させるという。この例におい　　　関連性を示唆していることば興味あることである。こ

　て，死亡直後の綱で瞳御心室｝1納7・凝・醜がみ　の他1・・　M・Qlt。・ら⑪，　M・・t・rdら紳は｝1旨1融1脳に

　　られ壁に附着性であり，1瞭はうつ」側象を皐していた。　　　漁小板粘着能がフ巳己進していることを観察してい｝：）　Cjま

　騨脈峨窄部捌脈領1或・・は・徽嚇られなかつ　た，Q・i・k⑳鰍角姻子力’・・，・’IL小伽・is・。・・m…・・一

　た。なお，溶血は全例ともにみられず，結局この死因　　　morphosisを，！避こすというがその夙因にく）し、・ぐは明

　　は凝圃性冗進による心室内劇勲こよるためと考えたい　　　らかでない・この雲験では」白L小板数の滅少が1時間後

　　が，3）の可能性も否定出来なし・（顎・峻㈲。　　　に獄fイ齢宣に復しているとし・うことは胡剛∫醸1謝

　　　第W因子についてはステアリン酸tパルミチ；酸群　　　により一時的にll［L小板の粘着性が増大1認，　lrll小械が相

　　で有葱こ瀦の上昇がiiNiuiめられたがリノー・囎ではほ　互に～縢（aggregati。・）を起こしたのであつて・不

　　とんど変化がなかつた。「トプ」活性も策罰1因子の励　　　可逆性なviscous　ineta㎜orph（，Sisの変化を起こし

　　合と同脚傾【触肌た．Ol1・nd・・fら⑭は健1瀦　温のと購え熱・・鰍1血小伽1　i欄…が増すか

　　にunsa七urated　fa七を3週閻摂取させた後，「トブ」　　についてほ現在のところ明らかにされていない。

　　灘蝋力r1したといい，またB・・i・・ら⑭，　M・・tard　次｝ζ・狭’twik・心筋｛醜患・締｛・h　旨　鵬・後4）ll【帥

　　ら⑳は逆に減少したと報告し一敷をみていない。　　　　脂肪酸の上昇が｛劇毒人のそれより少なくとも2倍は醐

　　，第V因子活挫，プロトロンビソ活性についてはいつ　　　く・このような患環ノには脂肪酸代謝な遅らせる阿らか

　　れの職灘よるも鱒媛醜働・つたが，　Ct・P。れ　の姻軸るとする研嚇幡り⑰・概ら⑲蝋・源

　　の因子と脂質との係関についての文献はあまり見当ら　　　病，心筋硬墾§．狭心繊，脳卒rPの患翠ずでは1血L中脂ll方酸

1トない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駄皿三常より明らかに高値を示したという。またこのよ

　　　ワィブリノーゲンは多くの疾患では容易に，しかも　　　うな患者では1億液の凝闘性は一一般に尤瀧i．てい楠が通

　　著しく獅するものであるが，鰯ヒ1鱒脈炎．心撒　常で1鵠正1・・k㊥はウサギにACTH媚謝して2

　臨心臓弁膜症等ではフィブリノー…sソの増蹴があ　剛断麹こ遊離㈱撒が4～7榔こ増加し，この時に噸
　　り，血液の凝固性は充進しているという⑭⑰。しか　　　静脈にclampをかけ為と血権≧が形成されるという。

　　し，この実験ではパルミチン酸群では2時間後もなお　　　さらに・」血L中に避離脂｝り」酸が増加する嬰悶として・・7・

　．明らかな減少がみられた。これは高見沢が爽験的血検　　　トレス・アドレナリン投鮎カテコールアミン等の作

　　症醐する耽で述べているように㊥，雌繊過程　用があるが劔滴濡は⑭・イ・に・・　tt°ネ・リン翻

　　において消費されたものと考えられる。フイブリノ・一　　　淀すると遊離脂肪酸が増加するのtl　ttt’l　Z，’llしてい為が，

　　ゲンは他の蛋白質に比して復環血液中では高いtur一　　オレイy酸の増加が欝しく量リノ・・一・ル酸，アラキド

　　nover　rate鷺もつており，その半減期は1～5．6日と　　　ン酸は減少しているという。鋤脈硬化tijtt”においてはロ

　　されているのでこのようにフイブリノー一ゲソ馳に差が　　　ノール酸対オレイン酸比の減少が特微的とされている

　　みられることは，その測定時間の相異によるものと思　　　が・このような処登・こによつて内因性に脚り酸に変化が

　　われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　起きることと・動脈慶化症発生との関連性について今

　　　村山ら⑭は血揆症の患者で｝雄L小板数は増加し，てい　　　後に残された課題であろう。

　　るといい，JUrgens⑭は血栓症の始まる時期にはtin小　　　凝圃機摩の発動については接触によつて活性を発揮

　　板数はかえつて減少するといつているが，図8にある　　　する凝固因子が存在するであろうとの1己解はかなり荊

　　ようにパルミチン酸群では注射後まもなく密減し，そ　　　からあつたが・1953年にRosenthalらによりPTA

　　の減少は粘着性蜘小板数の減少によるものであり，こ　　　（第狙因子）欠乏の，また1955年にRatonQEfらによ

　　のことは直接に劇発形成との関係において考えられる　　　つてHageman因子（第XI【照チ）欠乏の先ヲミ的凝血L

　　反応で，K。＿rellら⑳，　H。，ri、。。ら⑪猷に　異常Mt・M一力・魏舗るにおよんで⑪漁流誕・綱舗

　　fat　emtilsionを注入した巽験の結果とL－・twするもの　　　相，すなわち・拍L液「トブ」形成に関する考えブゴは急

　　である。また，島本ら⑫，は脂肪食を投与した健康人　　速に遊展した。薦常のlfi！ttw中では錦XI悶子、第X聾悶子

　　で30分後に粘着性血小板数が約60％に滅少したことを　　　とも非活ll．の型として存在し、活lk化された第X皿困野

　　観察し，Anginin（抗ブラヂキzaン剤）5001㎎投与に　　　は第）α因子を活忙k化するoこの両困子llML液「1・プ」
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形成の段階1：おいて活性吻質を生じ，前に，も述べたよ　　　が大いに関係しているものと考えられる。

うにこれがいわゆ剤妾触因子（contact　factor　と考　　　　外科領域では　カロリー源としてFato露en，　Lipo一

えられている。こt！・では脂肪酸力凝群司過程においてど　　　nnu1撃の脂肪乳｝TIJ（精製ゴマ油，レミチン）の戴射

のように作用するかを1試験笹内におい「：種々検討した　　　を行うことがあるが，日笠ら卿は静脈内にIJ、験的にゴ

が，ステアリン酸，パルミチン酸では金血凝固時問　　マ油一一種のトリグリセヲイドのコロイド溶液を洗入

の著しい短縮効％ミがあり，残停プP’tトロンビン量の　　　すると，この激小II副燃｝1は肝静脈澗内慮ii田胞に摂取さ

減少，1血腋「トプ」活性の増加として現われ（装4），　　れ，まもなくDisse腔にα一リrl嶽白と思わ，｝　1，　」5大き

このことは衰5の実験結果よりして脂肪酸が接触囚子　　　さの脂質粒予となつて遊出してくるのを電子顕微鏡で

をデトして作用したものであろうと推定される。　　　　　観察している。パルミチン酸をウサギ耳静脈より浅入

　！血液トロソボヅラスチソはrfil．小板欝3囚子と策V，　　　し接触因子を一般法にて1則定したもの在図15に示しk

獅L簾XL第X：斎因子，　C・・a　一＋と．それに獺且凶整　ht・・1例のうち3例にその活腐ヒ茄ポ㍑・られた。これに

によつて漏悔化された㌶Xl囚j：から形成毒れるが，そ　　　反し，門脈系より注入しノこ場合は轍とんど変化がみら

れが最高に達つするには通常3－5分を要する。褒6　　れなかった。このことはパルミチン酸が肝臓iノヨ漁液に

はシリコン糸でlrlL漿と飽和脂肪酸をincubateして　　　よって単に稀釈1されたxめか，または，臼叢らが観察

からCa再加凝固時・問な測箆したもので1妬るが，これ　　　していようa：　）i’1：臓内でドリグリセライド，リン胴質，

にょると像黛30秒で搬角Ill開子の活性化が終了している　　　”レステロn・ルmステル等の・禽成粥材として希1］用されi

ことになり，これらの卦雲よりしても，第Xll因子は，ltth　　　た．Lめカ・はわからないm

液凝1劃の引き金としての役割をなしていること力理解　　　　一方，凝嗣活性の寛進が1］旨肪酸の鍾類によるより｝6

される。　　　　　　　　　　　　　　　chy！omicron，あそOいわ〃脂質によるとする見解も
　脂肪酸こよる凝固1剛lllの宏豆縮は，そ’｝しそれの溝液の　　あり⑭⑰⑯⑰，613rien⑯，　POQIe⑳e）e：L　chylomi－，

性状によつて異るものであり，パルミ・チン酸の場禽’に　　　cronを超遠心で除いた』n工唖のCa’1　i，）1カ1鵬琶闘時間は延i

最っとも～疑固時闇な短縮する条件はpH7。5，濃度1｝．05　　　最し，これにchylomicronを加1えると再び凝閲時間

～0．1％であつた。このことは，pH，濃度とも生体内　　はIE’甜にもどるという。Huso斑は，このこと駄ch一

に．おける場絆とほv同一一・であることは興味あ篭9点であ　　　ylornicronに附蕊し“Cいる1飢小板¢）作用に．忙るもの

る。流1網・1では1㈱り」酸ばアルブミンと縞命していると　　　であり，イヌの胸管より鷹援採取したchylomi瓢o鼠

いわれているが，5％アルブミン溶液と混☆し‘たも　　　をさらに洗蘇し，tfit小板を完全に取り除いたものに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノのは脂肪酸の凝圃σ荘進｛乍胴を抑制した。これは’i．に脂　　　OBrienらのいうような凝置1尤遊作堀はみられなか

肪酸溶液がアルブミソ漆液によつて稀釈された冥けの　　　つたという。また，「’ilkington⑰は抗凝圃的に作用

影騨ではないことは，図にもあるように脂IIノ」酸濃臓が　　するchylQmicronもあるといい，　Kingsbury⑱．

O．　oro％に半減しても凝闘時間にさ程変化がみられない　　　Robinsonら⑭はchylomicron添加により凝闘時

ことより理解される。　　　　　　　　　　　　　　　間が短縮するのは，その嚢麟を被っているりン脂質熊

　実験的にACTHをウサギに注射して血rl』遊離iJ旨酸　　　分（phosphatide　surface　layer）　による作用であ』「

を増加させると，凝固性がプ己進したというHoakら⑲　　　ろうと暫えている。リン脂質と凝閲鱈性との関係は古

の実験は隙こも紹介したが，病白勺状態では遊醐旨肪酸　くカ・ら醐されていることであるが，須藤は⑳劇帳

ほ血液中でアルブミソと結含しないで存在し，そのた　　　脂．質（面．小棲第3閤子rF用）に関する研究で，そのり

めに二血栓症を惹起するという考えを否定することは繊　　　　ン脂質はCa再1加凝固時の短縮．「トブ」活性の上興・

来ないという意見もあり⑱⑰，Gordonは⑭糖尿病患　　　作用に対し・てそれぞれ蟹適濃度があることを観察して

者が食餌制限により急速に体重を減少させるさいには　　いる。結局，Silverら＠もいうように，それはリン

不飽利1旨筋酸が柑対的に減少するためにvascular　　脂質のコロイド溶液の状態に関係してくることであ

occulsionを起こす危険性があることを指摘してい　　　り，1961年Banghamは⑳また翌年Papahadjopotr

る。このように内因性三に増加（絶対的にしろ，糊対　　ulosら⑭はこれらリソ脂質のコロ・fド粒子は角に荷

的にしろ）した飽和脂肪酸によるものと，外國性に非　　　躍していることが凝闘活性化に必要であるといつてい

生理的な状態で掘入された脂肪酸にょる瑛多騨とを勿論　　　る。さらに1962年に至りSiiverら⑫はリソ脂質と血

岡・…・に考えることは出来ないが，脂酸の濃度，pH，　　液凝固の関係’tdf言㌶「ilに検言・｝しているが，それによる

およびそれがアルブミソとの餐1念によつて凝圃性に与　　　と，り　脂質のコP・でド溶液のll：n予の負の荷電状態が

える影響が異ることなど｝瓢脂肋酸薄液の爽正師の性状　　　軽度であれば「トプ」活’性度は股1濁と数り，負の状態
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がより強くなれぽ逆に抗凝間性に作用し，中性の状態　　ことは脂肪酸溶液の性状に関係し，これは接触囚子の

では活性作用を示さないという。このことは高級飽和　　　活性化に関tjしてくるものと考えられる。

脂肪酸のNa塩の水溶液は陰イオンを有するmicelle
を形成していること⑯，また，ガラス嚢面，カオリン　　　本論文の嬰旨は第2〔瀬けδよび錦27回日本inl液学会総

等灘邸を醐ヒす・・脚・漁・・物質姻会 ﾈ瓢灘督1、憎御校脳、つた恩師松
も負に滞電していることなど・桜触因子の澗生化とII旨　　岡松三教授，小田正幸教授に1聯1；なゐ謝意を糞畳｝と

肪酸溶液の荷電の状態とは糖接な関連性があるように　　　ともに，常に有益な助議と御協力をいただいた教盛鼓

思われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の方々に感謝致します。
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