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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　症例を，Gordon（1961）⑮はStreptomycin　sulfate

　　　　　　緒　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　を腹腔内に使用して無呼吸をきたした症例を，また

　1928年Flemin9①がPenicillinを発見し，1940年　　　Loder（1959）⑯はStreptomycin　sulfateを使用し

Chain②が始めてPenicillinを人体に使用して以来，　　て随意筋の弛緩した症例を報告している。

各種の抗生1抗癌物質が次々と発見され，その実用化　　　　これらの臨床的車実から遷延性無呼吸の発生原因と

は目ざましいものがある。特に手術に際しても種々の　　　して，

抗生，抗癌物質が使用され，その成績は著しいものが　　　（1）　抗生物質による中枢性呼吸抑制

ある。しかしながらその反面，これらの抗生，抗癌物　　　（2）麻酔剤および筋弛緩剤と抗生物質との協同作用

質の副作用にっいても種々検討ざれており，その大部　　　（3）　抗生物質による筋弛緩に伴う呼吸抑制

分の副作用は，第8脳神経障碍，腎機能障害，アレル　　　などが考えられる。これらの事柄に関しては，Brazil

ギーの発症，ピタミソ欠乏症，消化器障害，耐生薦の　　（1957）⑰，岩月（1958）⑱⑩⑳，Pittinger（1958）⑳

発生および菌交代症，また腹腔内使用に伴う術後腸管　　　⑫，Sabawala（1959）⑳，　Mann（1960）⑳，美濃部

癒酋などの点である。これらの諸点に関しては比較的　　　（1961，1962）⑳⑳らは動物実験あるいは臨床実験によ

関心が払われているが，腹腔内に使用した時呼吸抑制　　　って，Neomycin　sulfate，　Streptomycin　sulfate，

ないし無呼吸が発生することには，余り注意が向けら　　　Kallamycin　sulfateおよびPolymyxin　B　sulfate

れていない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などは，それ自身筋弛緩作用があり，これ存と伴う呼吸

　ところが1961年⑨に著着らがすでに発喪したごと　　　抑制であると報告している。

く，腹膜炎患者の腹腔閉鎖直前にDihydrostrepto一　　　したがって，これらの抗生物質の腹腔内使用に伴う

mycin　sulfateを腹腔内に．注入したところ，間もな　　　呼吸抑制は，その発生原因が中枢性作用によるもので

く換気量の減少があらわれ，15分後に完全なfiacid　　なく，筋神経接合部に直接作用する，いわゆるクラー

paralysisを伴った無呼吸状態に移行しAtropine，　　　レ様のf／1三用によるものであることが明らかに．なつて

NeostigmineおよびTensilonにより改善せしめた　　　きた。しかし抗生物質の筋弛緩作用の有無およびその

症例に遭遇したのが，本研究の端緒となつたのであ　　　作用機序を総括すると，まだ不明の点が多く，明ら

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かに筋弛緩作用を示すものはNeomycin　sulfate，

　この症例の経験を機会として文献的考察を試みたと　　　Streptomycin　sulfateでPolymyxin　B　sulfate，

ころ，Pridgen（1956）④がNeQmycin　sulfateを腹　　　Kallamycin　sulfateなどは疑問の点が多い。

腔内に使用して呼吸停止をきたした4例を報告して以　　　著渚は硫酸塩という比較的類似の構造を示すNeo一

来，Webber（1957）⑥，　Middleton（1957）⑥，　EnL　　mycin　sulfate，　Dihydrostreptomycin　sulfate，

gel（1957）⑦，　News　Letter（1957，1958）⑧⑨，　　　Kanamycin　sulfate，　Polymyxin　B　sulfate，　Vie－－

Mc　Corkle（1958）⑨！，　Pittinger，（1958）⑩，　Fo’r－　　mycin　sulfateの5種の抗菌物質とChromomyci且

rara（1957）⑪，　Dormus（1959）⑫，　Jones（1959）⑬，　　As，　Mytomycin　Cの2種の抗癌物質にっいて静豚

Kowanacki（1960）⑭らはいずれもNeomycin　sul一　　内投与に於ける，

fateの腹腔内使用に伴つて発生した遷延性無呼吸の　　　（1）筋弛緩作用の有無
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　（2）呼吸に及ぼす影響　　　　　　　　　　　　　rine　chloride（dTc）を静注して，抗生物質による

　（3）　循環におよぼす影響　　　　　　　　　　　　　筋弛緩と筋弛緩剤による筋弛緩との間の相互関係を観

　（4）　拮抗剤の効果　　　　　　　　　　　　　　　　　察した。

　（5）他の筋弛緩剤との相互f乍用　　　　　　　　　　　なお，この実験の対照として，S．・C．　C．およびdTc

　（6）強直刺戟の効果　　　　　　　　　　　　　　　の筋収縮曲線に筋弛緩作用のあらわれる最小量を求め

などについて検討し，これらの抗生物質の筋弛緩作用　　　たところ，S．　C．　C．では約0．01ing／kg，　dTcでは0．05

の機序を生物学的に明らかにしようと試みたのが本研　　　mg／吻であり，この量をこの本試験に用いた。（図1）

究の目的である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図1
　　　　　　実験方法

、7携驚繍驚響響1黙編　 ’S・C・C・・α・・噛・

を実験直前｝こ静注して下記の如き実験方法を行つた。

　　1）　筋収縮’曲線の観察

　刺戟器はUniversal及び山越の2種類のStimu－

laterを使用t．た。電圧6ボルト，刺戟持続時間0．05
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
秒，刺戟間隔5秒の電気刺戟を電導子にて脛骨神経お　　　　　　　　S．C．C．．

よび脛骨筋に加え，その際の脛骨筋の筋収縮をキモグ

ラフイオソ上に描記させて，抗生物質の筋弛緩の有無

およびその程度を判定した。また筋弛緩作用の発現
後，その筋収縮1【ll線の回復＃J］1・5・回／sec．の強、劃轍　　’　　d－’Tc．　c°・°5・…’g・1

　局所麻酔下に気管切開を行ない，T字管を挿入し

た。T宇管の一・方は呼吸抑制，呼吸停止によるAno－　　　　　　　　e丁c

xiaおよび炭酸ガスの蓄債を防止するため，必要に応

じて調節呼吸あるいは入工呼吸を行ない，他の一方は

ゴム管にてタンプールに接続して，呼吸曲線をモキグ　　　　　　　　実験成績

ラフイナン上に描記させて呼吸運動への影響を観察し　　　　　I　NeOmycin　sulfate（表1，図2，図3）

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）　筋弛緩作用

　　3）動豚血圧及び心電図の観察　　　　　　　　　　　20η外彬以下ではほとんどキモグラフイオン上に筋

　左大腿動豚を切開露出して血管カテーテルを挿入　　　弛緩はあらわれないが，20－－SOmg／kstの間では軽度に

し・日本光電製のElectromanometerに接続して大　　　認められた。50～80ing／legの間では明らかに平均8分

腿動豚圧幽線を・また一方心電計にて心電図をリサー　　　程の中等度の筋弛緩があらわれ，80mgl／kg以上になる

チレコダーに同時誘導して循環への影響を観察した。　　　と体重あたりの投与量が増加するに従つて筋弛緩も増

　　4）　拮抗剤効果の観察　　　　　　　　　　　　　　　大し，10～60分以上にもわたる高度の筋弛緩が持続し

　非脱分極性筋弛緩剤に対する拮抗剤であるTensi一　　た。

10n及びNeostigmineを体重差に関係なく一律に・　　　　2）　呼吸抑制作用

TenSilon　O・5my，　Neostigmine　O・05nlfを筋収縮曲　　　　25昭／＠以下ではほとんどキモグラフイオン上に呼

線の回復期に耳静豚より静注してその効果の有無を観　　　吸抑制を示きないが，25～80mg／leYの間では明らかに

察した・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2～8分程度の呼吸量の減少を示し，時には症例によ

　　5）筋弛緩剤との相互作用の観察　　　　　　　　　り軽い補助呼吸を必要とするものがあつた。1007昭／吻

　抗生物質による筋弛緩作用発現後，筋収縮曲線の回　　　以上になると3～13分間の呼吸停止をきたし全例に人

復期に脱分極性筋弛緩剤Succinylcholine　chloride　　工呼吸を必要とした。

（S．C．　C．）および非脱分極性筋弛緩剤d－Tubocura－　　　3）心電図上の変化



140－（620）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信州医誌第13巻

　4例を除いた（3例は不変，1例は頻詠）大部分の　　　　図2

症例は徐肱の傾向を示した。その他の変化は症例によ

；漏掌驚灘珪薦瓢灘碧謙　　・　齢脚：1弊
の減少を示し5～20分程度で血圧の回復と共に正常値　　　　　　RtSP｝tC「tien

に戻つた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽囎一一劇剛一画幽劇剛蝋mWt■

　　4）　大腿動豚圧の変動

　全例とも血圧の下降を示した。Ifi旺下降の程度は最
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mu8cle　雪編奮c鮭
大血圧値で5・－1251nmHgの変動を示し，8切馴匂以上

では・・m・・H・以上・…胸以下では35mniH・以下の　　’難％、　I　I、、，。11繍　、

血圧下降を示した。また最小血圧値の変動は5～75111ill　　　　　　t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翼●ont6F■
Hgにわたり801ty／ieg以上では・iOminHg以上，8011解々9

以下では30imnHg以下の血圧下降を示した。全例とも　　　　　　P．r　P・，　，．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　破’　．　1：　　！　　　　　1　．．：、▼｛II
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停量量
止減減

　少少
　　55
　分分

1上下

1度等度し
　度　　　　　　おおよそ30秒～1分で血圧下降は最大となり，5分後

　　　　　　　　に70％以上の血圧の回復を示し，20分でほとんどが注

　　　　　　　　射前値に回復Lた。100ne／kgを投与した1例にショツ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）　筋弛緩剤に対する拮抗剤の効果

號　　　　　　　　　　筋収融線の回働・T・n・・1・n・・5・随紺した
突　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ところ，呼吸量は増加して呼吸曲線は静注前にただち
cr／40 @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に回復し，筋収縮曲線の回復も明らかに増大した。ま

塑2°　　　　　　　　　　　た筋収縮［購の1亘【復鰍・N。。、tigmi。。　O．・511號静
殊
圧／oo @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注したところ，　Tensilonの場合と同じく呼吸曲線は
）
　80　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただちに静注前に回復し筋収縮曲線はTensilonの静

　60　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注の場合よりも明らかな回復曲線を示した。

以以 P　　クへ移行し血圧の回復のみられなかつたものがあつ

20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筋収縮曲線の回復期に50回／secの強直刺戟を加え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たところ，全例ともPost－tetanic　facilitationを明

゜細繭蝋碇5紘隔・論、の相互作用
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　　図3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与量が増加するに伴って次第に筋弛緩は増強し，100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～200㎎／legの問では筋弛緩も，中等度にて約6～10分
　　　　　　　　　瞳eemycln　sul響ete
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で回復した。200ny／吻以上になると筋弛緩も高度とな

　　　　　　iiii：‘eiN■　　り2°！1以繍稀ようになつた・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40mg／leg以下ではほとんどキモグラフイオン上には
，　　　　　　　　　　　　　　　Mu3cle　twlte勧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呼吸抑制を示さないが，40η卿吻を越えると僅かに呼

　　　　　　　講「引1、III　I、L瀾灘　　　　T　　　　　　　　吸量の減少を示し始め，40～1007昭／吻の間では2～5

　　　　　　　　ZtOMYIt”　篇・・　　　　　　　　　　　分程度の呼吸量の減少を示すようになつた。100～200

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iilSi／惣の間では呼吸抑制も次第に増大し5～10分程度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の呼吸量の減少を示すようになり，時には補助呼吸を
　　　　　　　R■spiration
　　　　　　　　　　　　　　　陰■■　　　 腰とした・200・g／leg以上になると全例とも職停止

Muscle　t’ltch @　　　　　　　　　　表2　Dlhydrostreptomycin　sulfate
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　予備実験で求めたSuccinylcholine　chloride（S．

C．C．）およびd－Tuboeurarine　chloride（dTc）の

筋弛緩1乍用のあらわれる最小量o．01㎎！匂，o・05nlf／kg

をそれぞれNeomycin　su！fateによつて生じた筋収

縮曲線の回復期に静注したところ，全例にS．C．　C．の　　　71ZMftg

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f80
作用はS．C．C．単独の場合に比して変化しないか，あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆60るいは僅かに増強延長される傾向があった。またdTc　　　突

の作用はdTc単独の場合に比して増強延長を著しく　　　彊／40
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　　1）　筋弛緩作用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60

　40mg／kg以下ではほとんどキモグラフイオソ上に筋　　　　40

弛緩はあらわれないが，40iJV／kgを越えると軽度にあ　　　　20
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十

十

十

十

十

十

十

十

rヰ
十

十

十

十

十

十

十

十

十

「　　　　一

丹・50，、nlHg1＋－1 �{一「柵＋一
　　　以上看蕪鱒縣1嵩樋蕪
・・5・2nm・・．りし ﾝ墨し「度響し

以下．

@　1止鰍1
　　　　　　　　省省

　　　　　　　1分分
　　　　　　　　以以
　　　　　　　　上下　1

va高血圧廼の変動

投糧が増加しても特に馳緩は増強して行く傾向は　　轟1　2僻㌔、4　・厭
見られなかった。100㎎／legを越えると体重あたりの投　　　　　　　　　D吻め゜5加〆°塑畝5僻



142－（622）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信州医誌　第13巻

図4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図5
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mg／kg以上になると回復にも20分以上を必要とした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200mg／々チを投与した1例に30分以上にもわたる低血圧

をきたし10～30分程度の人工呼吸を必要として呼吸は　　　が持続してなかなか回復しないものがあつた。

再開した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）筋弛繹剤に対する拮抗剤の効果

　　3）心電図上の変化　　　　　　　　　　　　　　Dihydrostreptomycin　sulfateによつて生じた呼

　3例を除いた（2例は不変，1例は頻豚）大部分の　　　吸抑制をともなつた筋収縮曲線の回復期に，Ten一

症例は徐豚の傾向を示した。その他症例により少数に　　　silon　O・5ngを静注したところ，呼吸量は急激に増大

一過性の低電位で不整豚をあらわした以外，特別の変　　　して呼吸曲線は注射前値に戻り筋収縮曲線の回復も著

化は認められなかった。徐豚の程度は1分間最小20か　　　明であつた。また同じような状態の筋収縮曲線の回復

ら最大120に及ぶ心搏：数の減少を示し大体5～30分程　　　期にNeostigmine　O・　05　myを静注したところ，　Ten一

度で血圧の回復と共に正常に戻った。　　　　　　　　　silonほどではないが呼吸量は増大し筋収縮曲線の回

　　4）大腿動豚圧の変動　　　　　　　　　　　　　復も明らかにみられた。

　全例とも血圧の下降を示した。血圧下降の程度は最　　　　6）強直刺戟の効果

大血圧値で5～80㎜Hgにわたり，平均20～40npnHgの　　　　筋収縮曲線の回復期に50回／秒の強直刺戟を加えた

変動が大部分であった。また最小血圧値の変動は5～　　　ところ，全例ともPost－tetanic　facilitationを明ら

30manHgにわたり，平均20～30nvnHgの変動が大部分　　　かに示した。

で，全例とも大体1分前後で血圧下降は最大となり，　　　　　7）　筋弛緩剤との相互作用

5分前後で80％以上の血圧の回復を示し，15分前後　　　予備実験において求めたS．C．　C．およびdTcの筋

で80Up／k9以下はほとんど注射前値に回復した。100　　弛緩作用のあらわれる最小量0．　Ol　mg／le9，0・05㎎／吻を
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それぞれDihydrostreptomycin　sulfateによつて　　　　2）呼吸抑制作用

生じた筋収縮曲線の回復期に静注したところ，全例に　　　80mp／leg以下ではほとんど呼吸抑制作用はないが，

おいてS．C．　C．の作用はS．　C．　C，単独の場合に比して　　　80～1307解／＠の間では平均分程度の呼吸量の減少を示

ほとんど変化しないか或は軽度に増大延長する傾向が　　　し，150㎎／勿以上になると呼吸量の減少も増大し，更

あつた。またdTcの作用はdTc単独の場合に比して　　　に呼吸停止をきたし調節呼吸或いは人工呼吸を必要と

著しく増強延長を示したθ　　　　　　　　　　　　　　した。

　　　ll　Viomycin　sut’fate（表3，図6，図7）　　　　　　3）大腿動豚圧の変動

　　1）　筋弛緩作用　　「　　　　　　　　　　　　　　　　全例とも血圧の下降を示した。血圧下降の程度は最

　80㎎／勿以下ではほとんどキモグラフイオン上に筋　　　大血圧値で10・－v115nPiiHgにわたり，平均30～80mniHg

弛緩はあらわれないが・80～130㎎／吻の間では体重あ　　　の変動が大部分であつた。最小血圧値の変動は5～55

たりの投与量が増加するにつれて・筋弛緩も増強して　　　’mmHgにわたり，平均15－v40mnHgの変動が大部分で

くるが・比較的軽度であり持続時間も2～7分程度で　　　あつた。全例とも大体1～3分の間で血圧の下降は最

回復した・ユ30mg／kg以上になると筋弛緩は増大し回復　　大となり80mg／leg以下では5分前後でほとんど注射前

に10分以上を必要とする筋収縮曲線を示すようになつ　　　値に回復し，80～130㎎／legの間では5分前後でその70

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％以上の血圧の回復を示し，大部分は10～15分で注射

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前値に回復した。130㎎／kg以上になると血圧の回復も

　表3　　　　Viomycin　sulfate　　　　　　　　　おそく，1507呼／kgではシヨツク状態に移行し30分以上

・・画継雫翻徐豚職抑釧筋弛緩繍　を経過しても酬前値咽復・な・りた・
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図7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）　筋弛緩剤との相互作用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予備実験において求めたS．C．　C．およびdTcの筋

　　　　　　Vlemycl”s“tfete　　　　　　　　　　　弛緩作用のあらわれる最・」・量0・011ry／吻，0．05η騨吻を

　　R，，pl，，tl。n　　　　　　　　　　　　　　　　それぞれViornycin　sulfateによって生じた筋収縮

　　■トー一一一臼噂■幽■　　　1構の回繍・・静注したと・ろ・S・・C・C・の醐々よS・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．C．単独の場合に比して大部分は不変であり，1例
　　納U5cl●　twl奮ch

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だけ僅かに増強延長した。またdTcの作用はdTc単
　　　　瀞盤翻遡團匿劉闘　　独暢合。比し曙、く筋醸作用贈齪長。た。
　　　↑　　　　　　↑
　　　v’°mve’＃　　　丁欄㎝　　　　　　　　　　　　　　　W　Kanamycin　sutfate（表4，図8，図9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）筋弛緩作用

　　a。、pl，atl。n　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体的にいつて筋弛緩作用は余り著しくはなかつ

　　■■』幽白圏』醐■■幽幽凶■　　　　　　　　た。すなわち60ing／hg以下ではキモグラフイオン上に
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　　4）心電図上の変化

　1例を除いた（不変）大部分の症例は徐脈の傾向を

示した。その他，症例により少数に一過性の低電位，

不㈱・示す以外特別・変化は認め・れ・かつた・徐　i

脈の程度は1分間最小20から最大80に及ぶ心搏数の減

少を示し大体5～15分続いた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mTZ　1・／S
　　5）　筋弛緩剤に対する拮抗剤の効果　　　　　　　　　　　ノ60

　Viomycin　sulfateによつて生じた呼吸抑制をとも　　　突／40

なつた筋収縮曲線の回復UaこT・n・i1・n　O・5・・睦静注　Sgf，。

したところ，呼吸運動はただちに再開し筋収縮曲線も　　　勤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！00
劇的に増大回復した。また同じような状態の筋収縮曲　　　舷
線の回復期にNecstigmine　O．　C5　lngを静注したとこ　　　9θo

ろ，Tensilonほど著明ではないが，やはり呼吸量の　　　　60

増大と筋収縮曲線の回復増大がみられた。　　　　　　　　　40

　　9）　強直刺戟の効果　　　　　　　　　　　　　　　　　　20

　筋収縮曲線の回復期に毎秒50回の強直刺戟を加えた　　　　　0
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筋弛緩作用はあらわれないが，60～2cOing／kgの問では　　　inmHgの下降が最も多く，最小血圧値の変動は5～65

軽度の筋弛緩作用を認め，体重あたりの投与量が増加　　　mniHgにわたり大部分は20～50nvnHgの変動が多かつ

することに筋弛緩作用も増強延長した。200mg／llg以上　　　た。全例とも1～2分前後で血圧の下降は最大とな

になると筋弛緩作用は中等度で作用時間は5分以上に　　　り，5分前後で90％近くの血圧に回復し5～15分程度

及ぶようになつた。　　　　　　　　　　　　　　　　で大部分が注射前値に回復した。1例に体重あたりの

　　2）呼吸抑制作用　　　　　　　　　　　　　　　　投与量が少ないにもか玉わらずシヨック状態に移行し

　全般的に呼吸抑制作用は弱い。すなわち150mg／llg以　　　最大⊥flL圧値は5分前後で90％近く回復したが最小血圧

下ではほとんど呼吸抑制はなく，150nlf／kg以上になる　　値は回復がおくれた。

と1～．5分にわたる軽度の呼吸量の減少を示すのみで　　　　5）筋弛緩剤に対する拮抗剤の効果

あった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kanamycin　sulfateによつて生じた呼吸抑制を伴

　　3）心電図上の変化　　　　　　　　　　　　　　　った筋収縮曲線の回復期にTensilon　O・5myを静注し

　1例を除いた（不変化）大部分は徐泳の傾向を示し　　たところ呼吸曲線には余り変化はみられなかつたが・

た。その他症例により少数に一過性の低電位，不整豚　　　筋収縮曲線は・著明な回復を示した。また同じような

を示す以外特別の変化は見られなかつた。徐豚の程度　　　状態の筋収縮曲線の回復期にNeostigmine　O・05㎎

は1分間に20～100に及ぶ心搏数の減少を示し，5～　　　を静注したところ・呼吸曲線は著明な呼吸量の増大が

15分で回復した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あらわれ筋収縮曲線の回復も増大した。

　　4）　大腿動豚圧の変動　　　　　　　　　　　　　　　　　6）　強直刺戟の効果

　全例とも血圧の下降を示した。血圧下降の程度は　　　筋収縮曲線の回復期に毎秒50回の強直刺戟を加えた

最大血圧値で5～100mniHgにわたり大部分は20－・50
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図9
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ところ，全例ともPost－・tetanic　faciltationを明ら　　　表5　　　Polymyxin　B　sulfate

　　7）　筋弛緩剤との相互作用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12，5
　予1肯実験において求めたS．C．　C．およびdTcの筋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
弛緩作用のあられる最小量0・017呼／吻・0・05㎎／hgをそ　　　　　8

れそれKana皿ycin　sulfateによつて生じた筋収縮曲　　　　　8

線の回復期に静注したところ，S．　C．C．の作用はS．G．　　　　7

C．単独の場合に比して大部分は不変であり，1例だけ　　　　　7

僅かに増強延長した。又dTcの作用はdTc単独の場　　　　6

合に比してその筋弛緩作用は著しく増強延長した。　　　　　　5

　　　VPolymyxin　B　sulfate　　　　　　　3
　　　　　　（表5，図10，図11）　　　　　　　　　　　　2・5

かvこ示した・ @　　　　　　㎎画歪騨翻徐豚・乎卿制陣緩作用

　　1）　筋弛緩作用

　2・5ny／吻以下ではほとんどキモグラフイオソ上に筋

弛緩はあらわれないが，2・5”・”5mp／勿の間では軽度に

筋弛緩作用があらわれ，5－7ne／勿の間では中等度に

認められた。7　7mp／kg以上になると筋弛緩作用も高度と

なり，7・・v10mp／Jegの間では平均15分程度持続し，10

1㎎／hg以上になると注射後30分を経てもなかなか回復
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せず増強延畏するようになつた。さらに12．5卿惣以　　　mnH”

上では筋収縮曲線は，ほとんど基線と一致し時間を経　　　　’8θ

ても全く回飢なくなつた・P°lym・xi”　B　sulfate　芙’6°

は全般的に筋弛作用は強くあらわれ，しかも長く持続　　　麗！40

する傾向がみられた。　　　　　　　　　　　　　動120

　　2）　呼吸抑制作用　　　　　　　　　　　　　　　　　腿100

2・5・・P／kgla下では呼吸tnlflSIJetほとんど認められない　ε、。

が，2，5～5㎎／忽になると大体1～2分程度の呼吸量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60
の減少があり，5～8㎎／彫の間になると5～8分にわ
たる相当強い呼吸量の減少をきたし時に補助呼吸を必　　　　40

要とするようになつた。8㎎／hgを越える2分程度の呼　　　　pa

及び長期の人工呼吸により呼吸運動は再開するが，　　　　　　　　　　碕tk））　　　　　　m“t．
12．　51ng／舛になると呼吸運動は人工呼吸をくりかえし　　　　　　　　ρql：　，n，zf　xthL　B　s“egarkL，

ても再開することはなかった。

　　3）心電図上の変化　　　　　　　　　　　　　　す相も症例により各種であつた。特に体重あたりの投

　3例を除いた（3例とも不変）大部分の症例は徐肱　　　与量と血圧下降値との間にも比例関係は認められなか

の傾向を示・した。その他の変化は症例により」過性の　　った。⊥血圧下降の桿度は最大血圧値で20・－105mmHgに

低電位及び不整豚を示すものがあつたが，これは体重　　　わたり，大部分は20～60mntHgの血圧下降が多く，最

あたりの投与量が多いものにあらわれる傾伺があつ　　　小血圧値では10－－45mniHgセこわたり，大部分は29～40

た。その他特別の変化は認めなかつた。徐豚の程度は　　　7nniHgの血圧下降が最も多かつた。全例とも5秒～3

1分間20～100回にわたる心搏数の減少を示・し，大部　　分30秒の間に2～4回の血圧下降を蛇行状に示しなが

分は1分間20回穣度のものが大部分であつた。回復時　　　ら5分後に57昭／kg以下ではほとんどが注射前値に圃

間は大体5～10分を要した。　　　　　　　　　　　　　復し，5剛匂以上になると5分で約70％以上の血圧回

　　4）　大腿動豚圧の変動　　　　　　　　　　　　　　復を示し，20分前後で大部分が注射前値に回復した。

　全例ともlin圧の下降を示した。血圧下降の様式el　一・　　　　5）筋弛緩剤に対する拮抗剤の効果

相性でなく二相性～四相性にわたり，最低血圧値を示　　　　Polymyxin　B　sulfateによつて生じた呼吸抑制を
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しく増強延長した。またdTcの作用はdTc単独の

　　　　　　　　　鉾…主役　　　　　　　　　　　　　場合に比して著しく増強延長し，強い呼吸量の減少あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るいは呼吸停止をきたし更に心停］Lを起して死亡する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　症例が多かった。

伴った筋収細ll線の回復期をこ0・S・g・a）Ten・il・nを静　　　XI　Chr。mmy。i。－A，，　Myt。my。i。　C

注したところ・呼吸tlta線は著明な呼吸量の減少あるい　　　Chromomycin－A，10．37解，　Mytomycin　1　inyを10

は呼吸停止をきたし筋収縮曲線にも急激な振巾の減少　　　ccの蒸留水に溶解して耳静豚より注入したが，いずれ

がみられ筋弛緩は増強延長した。また同じような筋収　　　も呼吸抑制作用，筋弛緩作用，．血圧下降作用および心

縮曲線の回復期に0・057呼／legのNeostigmineを静注　　　電図上に全く影響はみられなかつた。

したところ，呼吸曲線は著明な呼吸量の減少あるいは

呼吸停止をきたし筋弛緩も軽度に増強延長した。　　　　　　　　　　実験球績小括（表6，表7）

　　6）強直刺戟の効果　　　　　　　　　　　　　　　　Neomycin　sulfate，　DihydrostrePtomycin　sul一

　筋収縮曲線の回復期に50回／秒の強直刺戟を加えた　　　fate，　Viomycin　sulfate，　Kanamycin　sulfateお

ところ，その効果は不定であつた。すなわちPost一　　よびPolymyxin　B　sulfateの5種類の抗：自物質に

tetanic　facilitationのあるもの・軽度のもの・時間　　　は，いずれも程度の差はあるが筋弛緩作用，血圧下降

の経過に従つて発現してくるもの・反覆投与ののちに　　　作用，呼吸抑制1乍用および徐詠の傾向が認められた6

発現してくるもの・また全くないものなどであつた・　　　　筋弛緩作用にっいてはNeomycin　sulfateは20

　　7）　筋弛緩剤との相互作用　　　　　　　　　　　　’nv／fegであらわれ501昭／kgで中等度，　Dihydrostre一

　予備実験において求めたS．・C．　C．およびdTcの筋　　　ptomycin　sulfateは60吻／leyであらわれ100mg／kg

弛緩作用のあらわれ始める最小量0・01niy／leg，0・05　　で中等度，　Viomycin　sulfateは80my／leyであらわれ，

7ng／legをそれぞれPolymyxin　B　sulfateによつて生　　　】50η卯吻で中等度，　Kanamycin　sulfateは60ny／吻

じた筋収縮曲線の回復期に静注したところ，全例にお　　　であらわれ2001｛g／々gで中等度，Polymyxin　B　sul一

いてS．　C．　C．の作用はS．　C．　C．単独の場合に比して著　　　fateは3Up／惣であらわれ6nig／kgで中等度の筋弛緩が
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認められた。一般にPohymyxin　B　sulfateは最も　　100㎎／惣で呼吸量の減少5分以上，1〈anamycin　sul一

強い筋弛緩作用を示し，しかも長時間におよびなか　　　fateは10吻／勉であらわれ300㎎／吻で5分以上

なか回復しない傾向がみられた。次いでNeomycin　　の呼吸量の減少がみとめられた。筋弛緩作用と同様

sulfate，　Dihydrostreptomycin　sulfateであるが，　　Polymyxin　B　sulfateが最も呼吸抑制作用が強く，

Viomycin　sulfate，　Kanamycin　sulfateは前者に　　　Kanamycin　sulfateが最も弱い。　Kanamycin　su1一

比して軽度であつた。　　　　　　　　　　　　　　fateを除いてPolymyxin　B　sulfateは811馴脇

　呼吸抑制作用については，Polymyxin　B　sulfate　　Neomycin　sulfateは100四！leg，　Viomycin　sulfate

は2．5㎎／＠であらわれ6四／勿で呼吸量減少5分以　　は150卿／ieg，　Dihydrostreptomycin　sulfateは20G

上，Dihydrostreptomycin　sulfateは40㎎／kgであ　　㎎／legで呼吸停止をきたした。

らわれ80㎎／㎎で呼吸量械少5分以上，Neomycin　　　大腿動豚圧の変動に関してNeomycin　sulfate，

sulfateは50㎎／mPであらわれ807解／忽で呼吸量減少　　　DihydrostrePt。mycin　sulfate，及びKanamycin

5分以上，Viomycin　sulfateは80㎎／吻’であらわれ　　　sulfatenは1分前後で，　Viomyci且sulfateは1～

表6　　　拮抗剤の効果

抗　　生　　物　　質

「T－’……一‘．’ゴ．1．’『’「11ttt．…rm @　　　　　　　　’一rm　I

Neomycin　Sulfate

Dihydrostreptomycin　sulfate
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呼吸筋

拮抗
　1’

　〃

　1’

増強
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　〃

　”

増　強

Neostigmine

呼吸筋

拮抗
　tt

　rl

　”

増　強
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　”

　”

　〃

増　強
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3分の間で最低血圧値を示し大体5分前後で70％以上

の血圧の回復がみられた。P・lymyxin　B・ulf・teは　　　　考　按

20秒・v・3分の間に二相性～四相性の血圧下降を示し　　　　1959年胃切除を行なつた胃癌患者が第4病日に急性

5分前後で大体70％以上の血圧回復がみられた。　　　　汎発性腹膜炎を併発したので，笑気による全身麻酔で

　心電図上の変化は大部分が徐豚の傾向を示し，その　　　再開腹術を行ない閉腹直前にDihydrostrepsomycin

他症例により一過性の低電位及び不整豚が認められ，　　　2gmを腹腔内に注入したところ，呼吸最が減少し始め

血圧下降の回復と共に回復した。上記の如くこの5種　　　15分後に呼吸停止及び血圧下降があらわれた。人エ呼

類の抗生物質には明らかに筋弛緩作用がみられるので　　吸を行ないながら40分経過をみたが呼吸運動は再開せ

非脱分極性の筋弛緩剤に対する拮抗剤であるTe聖　　　ず，いわゆるFlacid　paralysisの状態であった。

silonおよびNeostigmineの効果を検討したとこ　　　Theraptiqueを投与したが効果なく，　Atropine，

ろ，Neostigmineにより朋らかに拮抗され呼吸量の　　　Tensilonの投与で呼吸運動が直ちに再開し，その後

増加，筋収縮曲線の速かな回復がみられた。これに対　　　Vagostigminを2回投与して換気量が正常になつた

してPolymyxin　B　sulfateによる呼吸抑制1筋弛緩　　　症例を著者らは経験した。この事実は明らかに，

はTensilonおよびNeostigmineにより増強され　　　Dihydrostreptomycin　sulfate自身による無呼吸と

た。すなわち呼吸は一一旦回復傾向にあつたものが，　　　考えられる以外，特別に他の因子は考えられなかつ

Tensilo具及びNeostigmineの静注により無呼吸ま　　　た。
たは甚だしい呼吸抑制をきたした。筋収縮【lll線も回復　　　　同じような症例は1959年Pridgen④が始めてNeo一

傾向にあつたものが，TensilonおよびNeQstig－　　mycin　sulfateを腹腔内に使用して呼吸停止をきた

mineにより著明な低下をきたし回復が遅延した。　　　　した4例を報告して以来，　Neomycin　sulfateの呼

　強直刺戟の効果についてはNeomycin　sulfate，　　　吸停止例はWebber⑥，　Middleton⑥，　Enge1⑦，

Dihydrostreptomycill　sulfate，　Viomycin　sulfate　　Ferrara⑪（1957），　Mc　Corkle⑨／，　Pittinger⑩（1一

およびKanamycin　sulfateは程度の差はあるがい　　　958），　Doremus⑫，　Jones⑲（1959），　Kowanacki⑭

ずれもPost－tetanic　facilitationが認められ，特に　　　（1960），　News　Letter⑧⑨（1957，1958）又Stre－

Vio皿ycin　sulfateにおいて著明であつた。　PQly－　　ptomycin　sulfateの1】乎吸停止例は清野，③Gordon⑭

myxin　B　sulfateについては強直刺戟の効果は不定　　　（1961）によつて報告され，更にPittinger⑳（1959）

であつた。すなわちPost－tetanic　facili七ationのあ　　　は腹腔内にStreptomycin　sulfateを注入して血圧

るもの，軽度のもの，時間の経過に従つてあらわれて　　下降をきたした癌例を，Loder⑯（1959）はStrepto一

くるもの，反優投与後にあらわれてくるもの，全くな　　　mycin　sulfateの長期筋注により随意筋，特に限筋

いものなどであつた。　　　　　　　　　　　　　　　　の弛緩した症例をそれぞれ報告している。一方Ri一

筋弛緩剤との相互作用についてはKana皿ycin　su1－　　chard（1958）⑳，　Foldes（1958）璽はある種の抗生物

fate，　Viomycin　sulfate，　Dihydrostreptomycin　　質の使用に際して，従来よりいわれている副作用以外

sulfateおよびNeomycin　sulfateの四者は筋弛緩　　 の毒性すなわち呼吸抑制について警告をしている。

作用発現後にS．　C．C．を投与しても，　S，　C．　C．の作用　　　　これらの症例を検討して共通なことは，ほとんどが

は変化しないか，または僅かに増強される傾向がみら　　全身麻酔で行われ，年令は老人，小児で大部分が重症

れ。Polymyxin　B　sulfateにおいてはS・C・C・の作　　　な腹部の感染症をともない，また呼吸停止は腹腔内投

用は明らかに増強された。　　　　　　　　　　　　　与後間もなくおこつていることである。これらの点に
また，K。。。my、i。，ulf。t，，　Vi・my・i・・t・lf・t・，　関してPitti・ger（1959）⑳el呼吸抑制を示す抗生物

Dihydrostreptemycin　sulfateおよびNeomycin　　質は普通の状態では治療的であるが，生体の条件が変

suifat6は筋弛緩作用発現後にdTcを用いるとdTc　　ると毒性を示してくると述べ，その因子として麻酔剤

の作用は著しく増強され，Polymyxin　B　sulfateの　　　の影響，循環血液量：の減少と低血圧，物質の吸収機能『

’投与後にdTcを用いると呼吸抑制あるいは呼吸停止　　　の変化，　S七ressによるホルモソの血中量の変化，電解

をきたし，筋収縮曲線にも著明な増強作用がみられ　　　質の変動，抗生物質投与の方法などが関係していると

た。　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のべている。

　Chromomycin－－A，n，　Myしomycin　Cは全く筋弛緩　　　　また一方抗生物質による中枢性の呼吸抑制作用も考

作用，呼吸抑制作用，及び血圧下降作用はみられなか　　　えられるが，著者らの症例をふくめて，これらの疲例

つた。　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　は中枢性呼吸刺戟剤Metrazol，　Picrotoxin，　Cora一
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mine，　Lobelin，　CO2が無効であつた報告をみても　　　mycin　sulfate，　Kanalnycin　sulfateは単独では筋

中枢性よりも末梢性の呼吸抑制であることを推定でき　　弛緩作用は示さなかつたが，これら三者は脱分極性筋

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弛緩剤S．C．C．，　Ctoに対しては拮抗的に作用し非脱

　Middleton⑥は臨床上始めてNeomycill　s撃lfate　　分極性筋弛緩剤FlaxeClil，　dTcに対しては協同的に

による無呼吸症例にNeostigmineを使用して劇的効　　　作用した。しかしS．C・C．も大量反復後はかえつて協

果のあつたことを報告し，次いでLoder⑯，　Kowa一　　同的に作用した。これはDual　actionを示すもので

nacki⑭，　Gordon⑯も同様の効果のあったことを報　　　これら抗生物質は神経筋接合部でAcethylcholine

告し，著者らの症例も同様の効果を認めた。また，　　　と競争的に作用して・その作用を防げる・いわゆる

Jones⑬，　Doremus⑫，　Corrado⑳はCaCI2によつ　　　Competitive工nhibiterとして作用するととを示すも

ても同じ様な効果のあつたことを報告している。　　　　　ので・Etherと協同作用を呈することも・この点よ

　ある種の抗生物質が筋弛緩作用を有していることに　　　り理解できると報告し・さらに以上三者の傾向を有す

関してMolitor（1946，1949，1950）⑫⑳⑪はStre一　　るものはColistin・Teramycin・であり・Chloro｝

ptomycin　sulfateの毒性において恒温動物は呼吸麻　　　mycetinはFlaxedilの作用を，01eandmycin・

痺をきたすとのべ，その作用機序に関しては不明であ　　Domian・ThiasinはS・C・C・，　Flaxedi1の作用を

るが，筋神経接合部に何か関係しているのではないか　　僅かに増強し，Leucomycinは反対にSC．　C，，、

と示唆している。またBrownlee（1948）⑭がPoly－　　Flaxedilの作用を僅かに拮抗する傾向を有し・Ach－

myxin　B　sUlfateの毒性について記載した報告も筋　　　romycin・Penicillinは影響を及ぼさなかつたと報告

神経接合部の遮断効果を示しているものと考えられ　　　している。

る．B，azil（1957）⑰鵬及猷をM・・て3・rep・。－　S・b・wara（・9卵）⑳は人の雌胴伽用いて・i鞍

mycin　su！fateに筋弛緩作用，呼吸抑制1乍用，動ll永　　な突験装置で検討しStreptomycin　sulfate，　Neo－・

圧下降作用があり，強直刺戟，Neostigmine，　CaCl？　　mycin　sulfate・Polymyxin　B　sulfateに筋弛緩作

によつて拮抗されることより，筋神経接合部の遮断作　　　用があり，Kanamycin　sulfate・Bactitracinには

用があることをたしかめ，その作用機序はLubinska　　ほとんど筋弛緩作用はなく，また臨旅上治療量には

（1935）⑳，Boyed（1932）⑯⑰，　Paton⑱（1951），　　　毒性はないが麻酔剤殊にEtherと併用された場合増

HLttter（1954）⑳らによつて報告されたMagne一　　強作用がありNeomycin　sulfate，　Streptomycin

ciumの筋弛緩作用と類似していると報告している。　　　sulfateはNeestigmineセこより拮抗され，　PQly－

Pittinger（1958，1959）⑳⑳⑳は犬および兎を用い　　　myxin　B　sulfateは僅か拮抗されたと報告してい

Neomycin　sulfateてを麻酔下あるいは無麻酔下に経　　　る。
静的に投与してN，。、tigmi。，，　Ether，　C、。t　dT、，　M・・n（1960）⑭は臨職蜘・おし・て開腹手術，瀦の

S。C，　G・，　CaC12との関係を検討して，　Neomycin　　腹腔閉鎖直前にNeomycin　sulfateを腹腔内に注入

sulfateに筋弛緩作用があり，その作用機序はN6n一　　して換気蚤に及ぼす影響を検討し，全症例の半数に呼

depolarizing　actionであり，　Ether，　Cl　o，　dTcと　　　吸抑制をみとめ，　Etherとは増強作用があることを

はPotentiating　effectで，　S．　C．　C．とはAdditive　　報告している。

effectで，　CaC12，　Neostigmineとは拮抗作用のあ　　　　美濃部（1961）⑳⑳は細胞内徴小電極法により抗生物

ることを報告し，さらにStreptomycin　sulfate，　　　質の筋弛緩作用を検討し，　de1・Castillo＆Katzの

Dihydrostreptomycin　sulfateは筋弛緩作用，血圧　　　假説を導入してNeomycin　sulfate・Dihydrostre一

下降作用があり，Neostigmineにより拮抗され，　　　ptomycin　sulfate・Kanamycin　sulfateの作用機

Polymyxin　B　sulfate，　Kanamyc1n　sulfateは筋　　　序はNon－depolarizing　Bloclcであるが，　dTcとは

弛緩作用，血圧下降作用があり，Neostigmineによ　　　異なり・Pre－synaptic．　BlockすなわちNpn－Ace－一

り増強され，．Erthromycin　iactobinate，　Tetracy－　　thylcho】ine　Blockであると報告している。

cline　hydrochloride，　Bacitracin，　Oleandmycin　1 @　上記の如き・Brazi工・Pittinger，岩月・Sabawara，

は血圧’下降作用のみあり，Potassium　penicillin　G，　　Mann・美濃部らの動物実験および臨床実験の結果よ

Ristocetinはいずれも変化がなかつたと報告してい　　　り・Neomycin　sulfateを始めとする或る種の抗生

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物質の腹腔内使用による呼吸抑制は筋弛緩作用と平行

　岩月（1958）⑱⑲⑳は犬を用いて，・Ne。mycin　sul一　　的で，その発生原因が中枢性作用によるものでなく，

fateは単独で筋弛緩作用があるがDihydrostrepto一　　筋接含部に直接作用するいわゆる非脱分極性筋弛緩作
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用によるものであると考えられている。著者の実験成　　　豚を示した。Negmycin　su1fate，　Dihydrostrepto一

績はNeornycin　sulfate，　Polymyxin　B　sulfate，　　　　myclne　sulfate．　Viomycin　sulfate，　Kana！皿ycin

Dihydrostreptomycin　sulfate，　Viornycin　sul－－　　sulfateは一相性のt（lt圧下降を示すが，　Polymyxin　B

fate，　Kanainycin　sulfateの抗菌物質とChromo－　　sロlfateは二相性～四相性の血圧下降を示す・この血

mycin－A，n，　Mytomycin　Cの抗癌物質の呼吸，循　　　圧下降も大部分が5分以内にその70％以上の回復を

環，筋弛緩に及ぼす作用の比較検討および，それぞれ　　示し，抗生物質の種類，体重あたりの投与量には著明

の作用機序の解明を示すものであるが，2種類の抗癌　　　な関聯性はなかつた。心電図上においては特別な変

物質は上認の作用は認められなかつたが，5種類の抗　　　化はなかつ，たが大部分は徐豚を示した。Neomycin

菌物質はいずれも呼吸抑制作用，血圧下降作用，筋弛　　　sulfate，　Viomycin　sulfate｝Dihydrostreptorny一

緩作用が認められ，その作用機序はNeomycin　su1－　　cin　sulfate，　Kanamycin　sulfateの血圧下降・徐

fate，　Dihydrostreptomycin　sulfate，　Viomycin　　　豚に閣してはdTcを急激に静注するとヒスタミソ逝i

suエfate，1〈ananiycin　sulfateはdTc様のN。n一　　離筋緊張低下による還流静豚圧の減少，交感神経遮断・

d。p。1。，i，i。g　B1。ckであり，　P・1ym，・i・B・ulf…　砕・より血圧が下附る作職序⑭と類似性があり，

はNon－depolarizing　BlockとDepolarizina　BIQok　　また一方徐豚については著者は何かムスカリソ様物質

の両者の作用を示すImbreti1（Hexamethylene－・　　が分泌されて，副交感神経末端を刺戟して心搏動を

bis・－carbaminρylcho1ine）の如きDual　Blockを　　　緩徐にし心機能を低下させるために徐豚を招き，さら

示すものではないかと推定された。　　　　　　　　　　に血圧下降，豚圧減少をきたすものと推定される。

　著者の成績はBrazil，　Pittinger，岩fi　、　Saba－　　Polymyxin　B　sulfateはMytolon・Iluereti1の如き

wara，　Mann，美濃都らの成績と一致する点も多いが　　　Dual　Blockを示すものと推定されるが，　Mytolon

しかしPittingerのKanamycin・sulfate，　Neostig一　　がムスカリン様作用のあることより⑳Polymyxin　B

mineがにより増強される点，岩月のDihydrostre－　　sulfateも血圧下降，徐豚を示すものと理解すること

ptomycin　suifate，　Kanamycin　sulfateがそれ自　　がでぎる。この際のlftt圧下降は前四者に比して二相

身筋弛緩作用がなく，S・・C・・C・により拮抗される点，　　　性～四相性を示すことは何かDual　Blockという複

またSabawaraのKana皿ycin　sulfateが筋弓血緩作　　　雑な筋弛緩f乍用を有することx関聯性があるのではな

用がなく，Polymyxin　B　sulfateがNeostigmine　　いかと推定される・これらの推論は，たまたま大鐙の

によつて僅かに拮抗される点は相反するところである　　　抗生物質を静注した場合，急性心停止をきたしたもの

が，筋弛緩剤にはかなり種特異性がみられることから　　’が数例あつたことよりうかssわれるが，この問題に開

考えて，抗生物質の筋弛緩作用も使用された動物の種　　　しては不明の点が多く今後の迫求を必要とするものと

類によつて異なつた結果が現われたものと思われる。　　　考える。

　著者の成績よりNeomycin　sulfate，　Dihydro－一　　　これら抗生物質の作用機序に関しては筋弛緩剤の

streptomycin　sulfate，　Viomycin　sulfate，　Kana－一’　拮抗剤および強直刺戟の効果，筋弛緩剤の相互作用の

mycin　sulfateおよびPolymyxin　B　sulfaしeを　　　点より検討しNeo卑ycin　sulfatel　Dihydrostrepto一

比較検討してみると筋弛緩作用，呼吸抑制作用の最も　　　皿ycin　sulfate，　Viomycin　sulfate，　Kanamycin

強いものは，Polyrnyxin　B　sulfateで次いでNeo－　　sulfateはTensilon・Neostigmineに拮抗するこ

mycin　sulfate，　Dihydrostreptomycin　sulfate，　　　と，　Post－tetanic　facilitationのあること・S・　C・C・

Vi。mycin　sulfate，　Kanarnychn　sulfateで，特に．　　にはほとんど不変であるが，　dTcに対して増強するこ

Neomycin　sulfateは筋弛緩作用と呼吸抑制作用の　　とよりNon－－depolarizing　Blockであり・Poly一

面を比較すると筋弛緩作用の方が強くあらわれた。す　　　myxin　B　sulfateはTensilon，　Neostigmineによ

なわちこれは脛骨筋弛緩の方が肋開筋弛緩よりも強　　　り増強され，Post－tetanic　facilitatio且は不定であ

いことを示すものである。これに反してViomycin　　ること，　S・G．　C・，　dTcに対して，いずれも増強する

sulfateは肋間筋弛緩の方が脛骨筋弛緩に比してはる　　　ことよりDual　Bエockであると推論し得た。これま

かに強い，すなわち呼吸抑制の方が大である。Po工y一　　で報告された抗生物質の腹腔内使用による無呼吸症例

myxin．B　sulfate，　Dihydrostreptolnycin　sulfate，　　は大部分が小児，老人で，しかも化膿性の腹膜炎，胃

Kanamycin　sulfateは多少の養異はあるが脛骨筋，　　　穿孔，腸の通過障鴇などの合併症を伴った患譜が大部

肋間筋の弛緩は平行的である。　　　　　　　分である。したがって当然全身状態は悪く、脱水，電

　循環状態に関してはほとんど全例に血圧の下降と徐　　　解質の変動，副腎機能及び循環機能の不安定，失調が
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　　おぎていたものと推定できる。Foldes（1959）＠は筋　　　授に深謝すると共に・本研究に直接御指導・御助力を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賜った清野助教授に感謝いたします。
　　弛緩剤の効果を変化させる因子として脱水，電解質の

　　異常がきわめて重要な役割をもつことを指摘してい
　　る。したがって，これらの筋弛緩作用のある抗生物質　　　　　　　　　文　　献

　　を脱水，電解質の変動があり，循環状態の不安定をぎ　　』①A・Fle皿ing：Brit・J・Exp・Path・10；226，1929
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