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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒲加レシウムの定徽をおこない，急1・1沸繁・擁麟劇犬は

　　　　　　　緒　　雷　　　　　　　　　　　　　　　　脱カルシウムDecalcif量cationの結果であると論じて

　　　弗素はHalogen元粟の一種で，自然界には地殻構　　　いる。

　　成分として螢石CaF2あるいは氷晶石Na：iAIFB　Stの　　　　また近時，化学二：1二業の進歩にとも癒い氷illl不l　Na3

　　他の形で広く分布している。さらに磯物界のみなら　　　AIFe，弗化カルシウムCaF2や弗索を含む燐顧石な

　　ず，動・植物組織中にも主として難溶性のカルシウム　　　どを取扱うアルミPtウム製造，燐酸II團1：隈造，無粟な

　　塩として存崔している。　　　　　　・　　　　　　　　どの工場において弗化物が粉鵬や化学的処理により

　　　Heffter①およびSollmann⑨の各轡の詑述による　　　ガス状となつて，経気通的あるいは消化管から吸収さ

　　と，Gay－Lussac＆Berthold（1803～1805）h：はじ　　　れて工業中襟をおこすことがまれでないことが報欝さ

　　めてヒトの正常歯牙から弗素の存在を発見した。さら　　　れている⑭。

，　にその後の研究から，弗素は骨・歯牙に最も多く，つ　　　　これとは別に以前には食品の防腐剤として混入され

　　いで衷皮・萢髪・爪・血液。乳汁その他の臓器組織中　　たものによる中量騒や・誤飲あるいは臨i殺の図酌による

　　にも微最に存在することが明らかとなつた。　　　　　　中源もしばしばみられた。築濃口⑯は数年前京都市内

　　　・こで螺の鯛的ない礫駒綿醐す翻r究V某小轍で一〉齢防咽ll勺で弗化ナトリウ・納服

　　の歴史をみると，Rabuteau（1872）⑨がイヌおよびウ　　投与のさい，誤つて過盤を与えたため，藥団的に急性

　　サギに弗化ナトリウムを投与して，その中轟症状を　　　弗素中脅が発生した例を報告している。

1　観察したのが最も初期で，ついでTappeiner④⑥や　　　　ヒトにたいする急性中灘蝋：はH。dge＆Smith⑰は

　Schultz④はヒヤガユルで心運動抑制作用，運動神経　　　5～109といい，美濃口ぱ6－8mg／k藪と推簸し，一定

f，”，、末梢麻痺作用をみとめている。．　　　　　　　　　　　　していない。致死燈についてもGoodrnan＆Gilman

　　　その毒性に関してはHeffter，　Goodman＆Gilman　　は59前後といい，美濃口は8～189と推定している。

　⑦の各書の記載によると，多量を摂取すると激しい冑〉　上記のような急性中襟のほか，最近問題となつてぎ

　腸炎をおこすほか，諸種の酵素活動を阻轡したり，低　　　たのは，飲料水中に含まれる微貴の弗素の長期ぴこわた

　　カルシウム血症や血液凝固抑制，iiLEE下降，心臓抑　　　る摂取からおこる慢性中豫である。弗索の慢性中毒時

　制，さらにてんかん様痙盤，甲状腺機能尤進のほか，　　　の最も特徴ある変化の一一つは斑状歯とよばれる歯牙二の

　肝・腎その他の臓羅の退行性変化をまねくという。　　　変化である。

　　Sollmannは原形質毒として局所粘膜の腐蝕あるい　　　斑状歯にりいては，すでに1901年von　Eager⑱は

　．は壊死をきたすと述べ，Siegfried⑧は弗素は消化管　　　ナポリに近い火山地帯にこれが多いことを諏め，これ

　　粘膜上皮の組織呼吸を阻害するため必ずしも内用　　をDenti　di　Chiaieと命名し，ついでアメリカでも
　　でなくても消化管粘膜の炎症が起るという。さらに　　　Black＆Mc　Kay（1910）⑲がアリゾナ州のコPラド

　Schultz⑥〕Schwyzer⑨，　Greenwo。d　et　al⑩，　Mc　　川麦流で同様の歯牙異常を発見し，斑状歯M。ttled

　・Clure⑪，　Gottdenker．et　a1⑫，須川⑲らは大墨を動　　　enamelとよび，その原因を飲料水にもとめている。

　物に注射すると血清カルシウムが減少することをみと　　　その後，水中微最弗素定景法の遊歩によつて，Chu一

　　め，さいきん石見ら璽もネコの血圧実験と平行して血　　　rchil1⑳およびSmith⑳ははじめて斑状歯の源因は飲
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　料水の弗素によつて起ることを明らかにした。以来，　　　うに弗累中毒による生体の傷害はかなりはげしいもの

　各国においてこの方面の研究がおこなわれ，わがくに　　　があり，弗化ナトリウムは揖物として取り扱われてい

　においても正木・三村（1931）⑫，須川（1937）⑳にょっ　　　る。

’て西日木各地の斑状歯地帯がはじめて発見され，その　　　　さらに弗素の薬理作用のうち特異なものとしては心

後多くの学春による研究が撒された。　　　　脚こたいするf・｝・職酵素1聯1作用とがある。V，rn・。

　　このように斑状歯の原因が明らかとなるとともに，　　．⑭⑳，De　Nitto⑳，　Chang⑰らは心抑制作用を，

D…ら（1941）⑳醗状齢防の目的で，飲料水から　G。ttd・・ke・ら⑳，　F，rra。・i。i⑩，　W，bb⑩ら馴浮L動

　の弗素の減羅をこころみたところ，児藁の斑状歯の発　　　物の摘出心房条片について，はじめ一過性振幅縮小の

　生が減少したのみならず，ウ歯の発生もいちおるしく　　　ち増大を，荻生⑳，瀬川＠もウサギの心房条片で同様

　抑制されることを発見した。すなわち幼少年の歯牙形　　　の所兇をみ，さらにECG所児でも藷明な抑制作用を

　成期に過貴の弗素を含んだ飲用水を連用すると斑状歯　　みとめた。さらに大櫛ら⑬も弗化ナトリウム経口投与

　が発生するが・微穐：の弗索を連用するとウ歯発生を予　　　によるウサギECGの変化をみとめ，いずれも抑制効

　防することが明らかとなった。以来，各国の研究者に　　　果について論じている。これにたいしLoewi⑭は低

　よつて弗化物のウ歯発生抑｛lill効果について広汎な研究　　　濃度弗穿ミはPositive　inotropie　action　st　k’することを

　がおこなわれ・きわめて優れた成績がえられることが　　　みとめ，これを心筋のカルシウメ、との反応によるもの

謬讐晶eal，hS，，v、、e嚥⑳＿水銚鰍二tcl無ま器譲繍縦

　道に1・Oplp・m・の濃度に弗化ナトリウムを混入する　　　よるものと反論している。

　と，5年後に50～66％のウ歯減少率をみたといい，現　　　　一方弗索の酵素抑制作用に関しては，Artus　u，

　在アメリカではウ歯予防の目酌で726地区に上水道の　　　Huber⑰が椴初に報告して以来，その急性中撮癒状は

　弗素化がおこなわれ，1億5∩00万の人Vlが弗素化飲料　　　酵索阻轡と密接な関係を有するとかんがえている学薪

　水の供給をうけているといわれる。⑦わがくににおい　　　はかなり多い♂・Lippmann⑱はyeaSしにドのAnaer（，bic

　ても1952年以来・京都市IJI科地区の上水道le　O．6P，P．m，　　glycolysisは弗紫により影響をうけ，またPhospha一

　の弗素化が爽施され・5年後の中間成績によれば，　　　tase申のEsteraseも抑制され，その作用はMono－

　6～7才の学璽の6才臼歯が・対照のそれぞれ65％，　　iodoacetic　acidによる抑制作用と類似していると報

　66％と著明なウ歯発生率の減少を示している。⑯　　　　　告している。Moruzzi⑳はネコの大動豚に〃【う化ナトリ

　　弗素によるウ歯発生予防法は上述の上水道の弗素化　　　ウムを注射して，Cortical　glyCdysisを瞬間的に抑制

のほか，鮪⑳あるいは牛乳⑰・陛混入しまたは錠　して火脳頗のElect・lc　acti・ityを｛邸させたとの

　剤チユーイソガム⑳などの形で内用する方法や，弗化　　べ，McCtureはLipase，　EsteraseおよびUrease

　物の歯牙衷面への塗布⑳⑳などがおこなわれて，いず　　　は強く抑制されるが，Pr。te。1ytic　an弓diastatic

　れも50～75％という優れたウ歯予防率を示している。　　　enzymeはきわめて感受性が低く、唾液Amylaseは

　　弗素のウ歯予防機構については諸説がある。nd般　　　たとえ高濃度でも抑制されず，　Alcoho1醸酵は抑制さ

　に・歯牙の生戒過程に弗素が作用すると，カルシウ　・　れたと報街している。またSoUmannは弗素の血液凝

　ムと複塩の形をつくつて歯牙表面に沈着するが，　　　固抑制作用はカルシウムの添加によつても消失せず，

　Pincus（1949）・Volkor（1950）はこのものが菌感染　　　Thrombineを添加したときはじめて凝固作用があら

　路の閉塞の役割をするとかんがえており，Philipsお　　，われることから，弗素がFibrin形成を抑制するだめ

　よびSWartz（1948～ユ950）は歯牙硬度の増加による　　であろうと考えて，酵素阻害作用を重要視している。

　といい，Cox（1952）⑳，　Bibby＆Kesteren（1940），　　また藤本⑳，石見ら⑪はFlavin酵粟系の阻害につい

wr　mらは弗素の酵素抑制作用による醸酸機転の阻害に　　　て，米沢㊥，帆足⑱⑭はウ歯細菌の酸醗酵阻轡をみと

　よると主張し，その他殺菌説等もあり，なお意見の一　　　めるなど酵素系にたいする弗素の作用についての報告

致をみない。⑳　　　　　　　　　　　　　　　　　　はすくなくない。

　　ヒトにおける慢性弗素中簿の所見は，前認斑状歯の　　　以上のごとく弗禦に関する基礎的研究はすくなくな

ほか，平田⑫は骨変化，および貧1血を，高棘⑳は高濃　　いが，その毒性ならびに一般薬理作用について系統的

度弗素地域（1・9・－4．8p．p．m．）の調査から，小児・成　　　に研究されたことは少なく，またその作用機序に．関し

人の心筋陣轡をみとめ，さらにウサギの慢性中毒実験　　　ても意見のPtikをみない点が多い。すなわち弗化物の

でも同様の心筋購力賊ることを齢し「e・このよ生無たいする灘および薬群用力蓬沈ん姓鰻
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内のカルシウムと結合して，生体内活性カルシウム　　　各研究項目の実験方法はそれぞれの項旧において舘

（Ca”）鍛を減少させる（脱カルシウム作用）ことにの　　　述した。

み由来するのか，あるいは弗素イナソじしんの特異作

用にもmomaしてはいないかと畷胃肋嚇・。」　　　　1澱ならびに急’1生幡症状

　著者はウ歯予防薬として最も広く応用されている弗　　　　　　　　爽験方法

化ナトリウムをえらび，その襟性額らびに一般薬理作　　　体重209前後の健康雄憔成熟マウスを，湿禽飼料で

用を研究するとともに，弗索の生体内における作用機　　　飼育し実験に供した。各薬物はいずれも生理食塩水に

序を明らかにする目的で，弗素と同様にカルシウムと　　溶解し，泣射全蹴が各薬物あたりO．5m1をこえないよ

結合する憐質を有する薬物のうち，クエン酸ナトリウ　　　うに種々の濃度に薬液を調製し，これを胆腱内に注珊

ムおよび蔭酸ナトリウムをえらび，これらと弗化ナト　　　した。なお急性中毒症状の観黙ほ藁液沼三射後24hにわ

リウムの薬理作用と比較しながら実験をすすめた。す　　　たりおこない，LD鋤の卸：出はUp　and　down　method

なわちこれら3種の薬物｝Lついて，in　vitroで同一母　　　によつた。突験時の室温は20～23°Gであつた。

のカルシウムを結合すると考えられる計卸：値の等価濃　　　　　　　輿験成績

度薬液（同一一一Equivalent　concentration）をつくり，　　　　a．弗化ナトリウム：100mg／kgでは注捌守幾まもな
　　　　　　　　　　　　　　　　
これら薬物のin　vivoの作月iについて比1校検、IJ・をここ　　　く呼塀乏は促迫かつ不整となり，金身の立屯をきたし，

うみた。さらにこのさいの血濡カルシウヘマグネシ　・rrn前後にいたると流延，流渥がみられる・約1。m　tfi

ウムならびに無機燐の変動をもしらべた。また弗化ナ　には外琳ll激にたいする反応繊磯となり，醗遡動

トリウムの」血液Catalase，肝Xanthine　oxidaSeに　　　1請t進し，不穏状ないしほ興齋状なしめすが，20噸1∫

たいする作用，および呼吸ガス代謝にたいする作用に　　後となると，かえつて刺激にkいする反応性は低下し

ついても爽験をおこなつたes　　　　　　　　　　　　　てくるが，3αu優には軽慶の線維｛改樒搦や閥代慰li纒轍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　があらわれ，これらはしだいにはげしくなり，とぎに

　　　　　　実験方溝ならびに輿験成締　　　　　　　　は痙麟状の跳躍がみられることもある。ついで後肢麻

　爽験薬物の調製1弗化ナトリウムNaF，クエソ酸　　　痺があらわれて歩行は不能となり腹億をとるにいたる

ナトリウムCeHsNasO7・2HaOおよび篠酸ナトリウ　　　が，40mころには四肢勇臨幹を仲展し，ついには横転し

ムNa2C2qは，いずれも関東化学製の純晶をもも　　て激しい間代性痙攣をつづけるとともに轟尖にチアノ

い・生理食塩水溶液またはRinger溶液とし，各薬物　　　一ゼがあらわれ，またしばしば排艮，下痢がみられ

にすべて同一盤のカルシウムと対応する等価濃度（同　　　る。このような状熊のもとに，多くの例は1h前後に

・・一・ dquiva！ent　concentration）となるよう調製して　　　呼吸麻痺をきたして死亡した。70mg／kgでもほぼ上

実験に供したe　　　　　　　　　　　　　　　　　　記と同様の激しい中襟疲状をきたし1h荊後で死亡す

　すなわちFがCaと結合してCaF2となるために　　　る例が多いが，1h以上を経過した例では熱存するこ

｝馬　CaC121分子にたいしてNaFの2分子を要し，　　　とが多く，徐々に中糠痙状は1釧復にむかう。　LD5‘聾は

CeH6NaaOT・2H20　bX　Cag（C6H507）ゼ4H20とな　　　7L5～75・8mg／kg（危Va痢　：5e／o）。

’るにはCaCl23分子にたいしてその2分子を要し，さ　　　　b・クmン酸ナトリウム：弗化ナトリウムiOOmg／kg

らにNa2C204H2の場合はCaCl21分予にたいして　　　に相当する240mg／kgていどの淀射では，，外見上ま

その1分子を必要とする。これを同一Equivalent　　つたく正常と異るところなく，薩後わずかに呼吸数が

concentrationで比較概箪すると，　NaF；CtsHrNaROII・　　増加する傾向がみられるにすぎない。2．4g／kgでは注

2Hso：Na2C2Q4　m・　1：2・4：1・6の濃度比において等　　　射直後から呼吸が蓑明に促迫かつ不整となり，陰護は

価となる。　　　　　　　　　　　　　’　　　　　腫大状を呈し，動物は不穏，興奮状態となり，さかん

　これら3種薬物の薬理作用が，生体内における脱カル　　　に走り廻る。10～15m後には全身の立鴫や羅の弓状ま

シウムによつて説明しうるものとすれば，va－一・・　Equi－一　　たわ上方への雛上がみられ，やがて四肢痙購牙関緊

valent　concentrationにおいて，3者は同等の作用　　　急，強直性痙攣があらわれる。しかし多くの例が30～

’が現れてよいはずである。薯審の実験はすべてこの比　　40・n後には数回の痙攣にたえてしだいに平常にもど

率のもとに各薬物の等価濃度溶液を調製し検討した。　　　り，2～3h前後で回復する。3．69！kg前後の泣射では

なお使用薬物のpHはそれぞれ，1％弗化ナトリゥム　　　これらの興奮症状はさらに強く，かっ早く現われ，

7・5，2・4％クエン酸ナトリウム8・2および1・6％蔭酸ナ　　ユOn蒐前後で後肢麻痺，横転，反弓伸張，四肢痙攣，強

トリウム7・3（いずれも生理食塩水溶液）であつた。　　　直性撰攣についで呼吸麻痺におちいつて20～30m後に
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死亡する例が多い。LD5ユ）は2．67～3．09g／1くg（危険　　　た（第4図）。

率：5％）・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b．クエン酸ナトリウム14．8×10－－q以下の濃度で

　c・〒鰺酸ナ1・リウム：弗化ナトリウム100mg／k寓に　　　は変化なく，4．8×10－li，　O．Ol2rng／109では注射後

相当する160mg／ktsiていどでは將明な中毒症状はみら　　　40・nころから軽度の振lll研増大と抽：動数減少がみられ

れず・呼吸不整，不穏状がみら矛しるが，3～4hで多く　　た（第2図）。4．8×10－↓，0，12mg／10krでは振幅に著変

の例が回復した。800mg／k9では注射磁後より呼吸は　　　なく，搏動数のみわずかに減少した。しかし0．24％，

促迫状を皐し，不整となり，不穏状を暴するが，まも　　O．6mg／10g，〔｝、48％，ユ，2mg／109でもこの繰度の変化

なく金身の立毛がみられ，やがて背をまるめてうずく　　　がみられるにすぎなかつた。4，8％，12mg／109では振

まり，外来刺激にたいしても反応性は低下し，自発運　　　幡および搏：動数1測爆度の減少を示した（第5図）。緊

動も減弱して歩行しなくなる。10mころには燦攣状に　　　張は4．8×10－r），0．012m9／1e鍔以上で全例低下を示し，

跳躍したり，横転して激しい間代性あるいは強i酬生痙　　　濃度がi騎くなるほど著明であつた。

攣をくりかえす。15mごろにいたると眼球は染…出し，　　　　c．篠酸ナトリウム：32　x　10－1｝，　O　OOosmg／10g　s。c．

四肢を伸展させ線維性播搦をき・たし，ついで呼吸麻辣　　　以下の濃度では変化なく，3・2×10・5，0・008m9／109

におちいって死亡する。LD51bは345－385mg／1｛霧（危　　　s．c。では軽度の振幅増大と榑動数の減少がみられ，緊

険率：5％）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　張には変化がなかった（策3図）。3，2×10・一・4，0，（；81ng／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10gs。c．ではきわめて軽度の振妬1減少と搏動数増加が

　　　　皿　心臓にたいする作用　　　　　　　　　　　みられた。これ以上の濃度，最では緊彊はいずれも11忌

　　　A・生体内心臓にたいする作用　　　　　　　　　　下し，濃度．蹴が高くなるにつれてその傾向は著明に

　　1・カエルの生体内心臓にたいする作用　　　　　　　あらわれた。

　　　　　実験材料および方法　　　　　　　　　　　　　0・32％，O・8mg／⊥Og　s．c，では緊張・の1工k下はさらに強

　体璽20～309のトノサマガエルを使用し，10％　　　く20m後に半数例Pこプロツクな生じた。3．20／o，8mg／1Cg

Urethane　50mg／109注身こ，により麻酔し，呼吸運動の　　　では15～20m後ころより全例に著［り1な振幅ならびに1、1：

陣止をまつて，カmルを背位に固驚し．，心臓を露出　　　動数の減少をきたし，30m前後にはプロツクがあらわ

し，Engelmann法により心運動をへ…一ベルをもって　　　れた（第6図）。

煙紙上に描記させた。薬液は各種濃度のものをRln－　　　　2・ウサギのECG　leたいする作用

ger液に溶解して大腿リンパ嚢内に0．5ml以下となる　　　　　　　実験材料および方法

ように注射し、60m間観察したo　　　　　　　　　　　　体重2・0～2・5k9の雄性成熟ウサギをNembutal

　修酸ナトリウムはRinger溶液とすると白濁する　　　30mg／kg腹腔内注射で麻酔してから，絶縁した固定

ため使用前によく振羅した。このさいの室温は24～　　　台上に背位に閲定した。1ん注射針を誘塒羅極とし四

28°C。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肢の一一一・定部位に刺入固定した。記録装置は福田エレク

　　　　　突験成績　　　　　　　　　　　　　ト戸社製の全交流撮影式心電型（FAC－－2型）を使用

　a・弗化ナトリウム：2xユo－6溶液，　O，Oosmg／logで　　　し，標準肢誘導の第2誘導を記録した。

はわずかに搏動数の減少傾向がみられるにすぎない。　　　　ウサギは実験前12～16h絶食させ，室温は18～20°

2×10－s，0・005mg／109では注射後30mころよりわずか　　　Cに保つように注意した。心搏状態が一定となるのを

に振幅増大傾向を示すが，簿動数はかえつて減少傾肉　　　まつて記録をとり対照とした。ついで耳介静腺より

を示した。緊張には大部分に変化をみとめないが，小　　各薬液（生理食塩水溶液として）を徐々に注射し，

数例に低下を示したものもあった（第1図）。2×10－fi，　　直後，5m後，10tn後，30m後，1h及び2h後を記録し

0．05mg／10gでは注射後30～40mころより振棚の増大　　　た。

がみられ，搏動数もわずかに増加した。このさいの緊　　　　　　　　実験成績

張はやや低下傾向を示したn　　　　　　　　　　　　　　a．弗化ナトリウム静注：5rng／kg以下ではほとん

　0．2％，0．5mg／10gでは7例中4例が注射後5・－IOrn　　ど変化なく，30mg／kgでは4例中3例に心搏数の減

ころより，わずかに振幅減少と搏動数増加の傾向を示　　　少を認め，30～60mころ一旦回復の傾向を示すものも

し，3例はこれと全く逆の振幅増大と薄動数の減少を　　あるが，再び減少して2h値は前値より5P～60／min・

示した。緊張は全例低下を示した。2％，5mg／10gs．c，　　減少した。1例にはほとんど変化がみられなかつた。

では2C”・一’30tnころから著明な振1隔および搏動数の減少　　　また5m・・－60mころQ－Tの軽度延長をみたものもあつ

と緊張低下をみとめ，30～40m後にプロツクがみられ　　　た（第7図）。50mg／k9では4例中3例に，5mころ
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　↑　　　　　　　　　　　　　　　　／0m　　20川　　　30m　　　　40m　　　50m　　　60m　　　70m

NaF　O．002，0／oO．005mg／10g

第1図　　　　生体内カエル心にたいする弗化ナトリウムの作用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．讃
　　　　　　　　　　　隻　・　　　層　　　　　　　・騨・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴫嶺爵

■　　■■
■■　　■

　　　↑　　　　　　　　　　　　10m　　　20m　　　30m　　　　40m　　　50m　　　60m　　　70m

Sod．　Cit．0．0048％，0。012エng／10g

第2図　　　生体内カエル心にたいするクエソ酸ナトリウムの作用

　　　　↑　　　　　　　　　　　　　10m　　　201n　　30m　　　　40皿　　　　50m　　　　60m

Sod．　Ox．0．0032％，0．008m9／109

　第3図　　　　生体内カエル心にたいする蔭酸ナトリウムの作用
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　　　　↑　　　　　　　　　　　10m　　　20iu　　　30m　　　40m　　　50m　　　　60m

　　　NaF　2％，51皿g／10g

第4図　　　　生体内カエル心にたいする弗化ナトリウムの作用

　　　　　　　↑　，　　　　　10m　　　20m　　　30m　　　40m　　50m　　60m

　　　Sod．　Cit．4．8％．12mg／10g

第5図　　　生体内カエル心にたいするクエン酸ナトリウムの作用

　　　↑　　　　　　　　　　　10m　　　　　　20m　　　　　　　　　　　　　　　30m

sod．　ox．3．2％，8mg／10g

　第6図　　　　生体内カエル心にたいする修酸ナトリウムの作用
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からS－Tの下降がみられ，時間とともに著明となり，　　た（第11図）。

2h後には全く平低化したが，逆転をみた例はなかつ　　　c．膠酸ナトリウム静注：48mg／kgでは，5mころ

た。また10mころからQ－Tの延畏と心搏数の減少が　　　から不整豚が現れ，心捕数は軽度増加を示すが，30ru

みられ，2h後もなお圓復はみられ7nかつた。しかし　　　にはかえつて減少し，　Q－T延畏とS－T下降がみられ，

］例には直後から10mまで心搏数が軽度増加をみたが　　　時闘とともにさらに著明となる（第9図）。72mg／kg

30mで前値に．もどり，以後は他の例と岡様の変化を　　　では多くの例が注射後からll乎吸興耐，流灘，流涙を伴

示した（第10図。　　　　　　　　　　　　　　　い，繋れ遜二関緊急をきたし，筋躍流が多く，10mころ

　b・クユソ酸ナトリウム静注：72mg！k9では，直後　　　には瞳孔散大をきたして呼吸停【Lし，ほとんどECG

から心搏数の増加がみられ60mまで続くが，以後回復　　　測定は不能であつた。

を示し2hには全く前値にもどった。波型にはいずれ　　　　　B．摘出心臓にたいする作用

もほとんど変化をみなかった（策8図）。　これ以下の　　　　　1．ヒキガxル摘出心臓にたいする作用

1蹴ではほとんど変化はみられなかつた。ユ20mg／kgで　　　　　　　　Pt験材料及び実験方法

は，薩後から10mころまで心博数は30～4n／min，増　　　伺く飛30〔〕～5〔｝〔、9のヒキカ’エルを使用し，無麻酢で，

加を示すが30mころには回復し，以後かえ・つて減少を　　　背位に固定し開胸して，心臓を囎出，八木式の通法に

示し，1hで最も著明（40～5〔｝min．減少）とオGるが，　　したがつて心臓を摘出し，　Rin欝r液で漱流した。静

2hにはほとんど回復した。波型には面：後から5mまで

全例にP－Q間隔の短縮がみジ，れ，P波はほとんどみ

とめがたくなることが多いが・3°mにはほ醐復し，対照

同時にQ－T延長をみるが，いずれも2hには回復し

直　後

5m 牛

10「n

30m

5m

10「n

30m

120m

1願ブ

ユ20m

IMマ

第7図　弗化ナトリウムのウサギECGにたいす　　　　第8図　クエソ酸ナトリウムのウサギECGにた
　　　る作用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いする作用
　　　　　　NaF　30mg／k嘩4．v，　　　　　　　　　　　　　　　　Sod．　Cit．72mg／kg　i．v．
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腺圧は2cmH20とし，心臓の状熊が一定してから心　　　動数にはほとんど変化がみられなかつた。10－s，2×

室にセルフイソをかけ，へ一ペルなもつて心運動を　　　10－s溶液では3例中1例に著変なく，2例に薬液灌

煤煙紙上に描記させた。薬液は各濃度のRillger溶液　　　流直後より軽度の振幅減少と搏動数の増加がみられ，

として灘流し，薬液の作用を解察したのちには再び　　　緊張はやや低下の傾向な示したが，いずれもR1nger

Ringer液と交換してその作用を観察した。　　　　　　　液変換にょり漸次回復した（第12図，1）。

　　　　　実験成績　　　　　　　　　　　　　　　　　2×104溶液では，5例中4例に薬液灘流直後から

　a・弗化ナトリウム：10一8溶液の灌流ではほとんど　　　著明な振1隔減少を示し，うち3例は薬液灌流中に，1

変化なく，10刷7溶液では5例中噛1例に極めて軽度の　　　例はRinger液変換ごにプPツクが1／EI現した。1例

振幅減少をみたが，Ringer液交換とともに葡値にも　　　は振li［衛増大が一一過性に硯れたが，まもなく前値にもど

どつた。10－6溶液では5例中3例に軽度の一過性振　　　り，同時にプロツクが出現した。しかし多くの例が

帳減少のち増大傾向をみとめ，2例は灌流中には変化　　　Ringer液交換により5n1前後で圃復した（第13図，

なく，Ringer液交換ごに軽度の振幡増大をみ，1例　　　1）o圏

は軽度の振幅増大のまま一定し，Ringer液安換とと　　　b．クエソ酸ナトリウム：4，8×10－7瀞液以下では

もに旧に復した。これまでの濃度では，緊張及び搏　　砥とんど変化なく，4．8X1O－－Cl溶液灌流ではやや振幡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増大の傾向を示し，4，　8×10“一　fi溶液では全例に振雌1増

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大の傾向を示したが，1例はとくに著明で3m後には

対照　　　　　　　　　　　 前値の2・5倍となつた。しかしRinger液交換ととも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に回復し，10m以内で前値にもどった。これまでの濃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度では搏動数ならびに緊張1こほとんど変化をみとめな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつた（第12図，2）。

直後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ前値に戻った（第13図、2）。4。8×10－3溶液では

　5rn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この傾向はさらに薯明で，薬液灘流直後から心運動は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拡張性停止をきたし，Ringer液を10数圓交換して徐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々に心運動が開始するが，プロヅクが出現し緊張は薯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明に低下した。

　1etn　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c，篠酸ナトリウム：3，2×10－丁以下では変化なく，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，2×10－eでは5例中2伽こ変化なく，3例に薬液催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流直後軽度の振幅増大がみられ，5m後Ringer液に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交換してもさらに振幅増火が続いた。これは数回の
　30m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ringer液交換により約20m前後で回復した。また搏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動数にはほとんど変化がなかつたが，緊張はわずかに’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低下の傾向を示した。3・・2×10－5溶液では3例中2例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時に復旧し，以後わずかに増幅の傾向を示した。他の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1例は3．2x10－a溶液と同様の増幅がみられたが，緊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　張にはほとんど変化がみられなかった（第12図，3）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現われ・ブPツクが出現する。搏動数も減少傾向を示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iMV　　　すが，緊張にはほとんど変化がみられなかつた。　Rin－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ger液交換後大部分が比較的すみやかに回復し，その

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ一時振幅は増大するがi数回のRinger液交換にょ
　第9図　蔭酸ナトリウムのウサギECGにたいす
　　　　る作用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り復旧した1（第13図・3）・3・2×10’”8でセ鼠搏動は拡

　　　　　　s。d，　Ox．48mg／kg　L　v．　　　　　　　　張性に停止し緊張は低下してRinger液交換によつて
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も回復しなかつた。

　　2．カェル摘出心臓にたいす

　　る作用

　　　実験材料および方渋

　体重22～309のトノサマガエ

睦使肌蜥踏蹴鰍背　直後
位に固定し，Straub法の通法

にしたがって右大動腺を結紮，

左大動豚弧よりカニユーレを挿
　　　　　　　　　　　　　　　　　5m
入して心室内に達せしめて結紮

したo他の動静豚は一括して結

紮し，心臓を摘出した。液鷹は

ユ，5cm　H20とし，　Ringer液　　　　101n

をときどき交換し，心運動が一

定するのをまつて，心尖にeル

フインをかけその運動をへ一べ
・・をもつて煤maBi“mヒ剛1紐させ　3°m

た。

　薬液は八木式の場合と同様の

ものをもちいた。室温は23～

25°C。　　　　　　　60m
　　　実験成績

　a・弗化ナトリウム：2×10－s

溶液以下では心運動に全く変化

なく，2×10噌’7溶液では薬液漱

流中変化なく，Ringer液交換　　　ユ20m

後搏鋤数増加の傾向を示すこと

　　中3例に変化なく，2例に軽度

　の一過性振幅増大がみられ，　　　　第10図　弗化ナトリウムのウサギECGにたいする作用

　　Ri・g・・液交換1Q～20m後再び　　　　　　　NaF　50「ng！kg　i…

　　軽度の振幅増大，搏動数増加の

　　傾向がみられた。2×10－「〉溶液では作用不定で，8例　　　あつた。0．2％では直後から心運動は拡張性停止をき

　　中2例に変化なく，4’例に直後から著明な振幅減少と　　　たすが，1ちにRinger液で数剛先糠すると10～20m

　　搏動数の増加がみられ，5加後Ringer液交換により　　で回復するが，そのこ再び振幅減少，ブPック出現す

　　直後から振幅の回復はみられたが，搏動数は20mころ　　　ることが多い（第15図，1）。

　　前値にもどつた。2例には瀬流直後著明な振幅増大を　　　b．クエソ酸ナトリウム：4．8×10－－e溶液以下では

　　示し，うち1例はRinger液交換10数圃におよんでも　　変化なく，4．8×10嚇溶液濯流では5例中2例に変化

「　さらに増大の傾向を示したが，他の1例はRinger液　　なく3例に振幅増大をみたが，　Ringer液交換後まも．

　　交換3m後回復し，以後一過性のブPックをみた。搏　　　なく回復した。搏動数，緊張にはほとんど変化がなか

　　動数，緊張にはほとんど変化がみられなかつた（第　　　つた（第14図，2）。　4．8×　10－・1溶液では直後著明な

　　14図，1）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一過性の振幅減少がみられたが，5n：ころには前値に

　　　2x10一州容液では全例が灌流直後から振幅，搏動　　　復し，　Ringer液交換で一過性振幅増大を示したが，

　　数の著明な減少を津たし，Ringer液蜜換5m後に振　　　］5mころには全例が復1日した。緊張には著変なく，搏

　　幅は回復したが，搏動数はまだ完全に前値に復さなか　　　動数も一般に軽度の増加傾向を示したにすぎない。

　　った。緊張には著変なく，軽度の低下を示したものも　　4．8×10－8溶液では振幅減少著明で，3mころはブP



196°・7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21《585）

直　後

5m

30m　、

120tn

、

がみられた。Ringer液交1卿こ

傾向を示した。搏：動数，緊張に

はほとんど変化がみられなかつ

た。3．2×1〔｝「）溶液ではさらに

著明な振幅減少カミみられ，ブロ

ックをみる例が多く（策14図，

3），　3．2×10『1，　3．2×10　；T溜詳

液ではさらにこの傾向は耕明と

、　　　　動数の減少，および企例にブP

　　　　　ツクが現れ，Ringer液交換で

　　　　　一・時圓復を示すが，再びブltッ

　　　　　クを現し正常運動な続けること

　　　　　はなかつた（簾15図，3）。

　　　　　　　3・各薬物ヘカルシウムイ

　　　　　　　　オン追加による影響

　　　　　　　実験目的ならびに輿験

　　　　　　　方法

　　　　　　摘出力無ノしならびにヒキガ：IT．

　　　　　ル心臓にたいする作川は，弗化

　　　　　ナトリウム0。020／o，クmン酸ナ

　　　　　トリ竃ンAO●048¢6，　i篠酸ツ4トリ

　　　　　ゥム0。032％前後の各溶液で，

　　　　　いずれも確実に心臓抑棚効果が

しているさいにうばうCa°’鍛を

追加して，これがヒキガエル

の摘出心に及ぼすf乍用を．各薬

物単独灌流時のそれと比較し

た。すなわ’ら3薬物がこの濃度

において，Ringer液中のカル

1£ec　　　　　gthブ匿　シウムをうばう計鱒：量は約20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mg／d1であり，　CaC12・2HL・O

　　第11図　クエン酸ナトリウムのウサギECGにたいする作用　　　　　　　としてこれを補うためには約73

　　　　　　　　　　　S°d・　Cit・　120mg／kg　i・v・　　　　　　mg／d1が，腰とされる．しカ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しCaC！2はきわめて潮解性がっ

ツクがあらわれ，5「n以内で多くの例が心運動の停止　　　よく，秤墨中に理論上必要とされる量以下となるおそ

をみた。Ringer液交換後も完全な回復はみられなか　　　れがある。それゆえ念のためCaClu・2H20として約

つた。緊張は低下を示すものもあつたが多くの例に著　　　80mg／d1を各溶液中に追加した。ヒキガエル摘出心

変をみなかつた（第】5図・2）。　　　　　　　　　　　臓を襟本として八木武灌流法によつて行つた。

　c・修酸ナトリウム：3・2×10’－7溶液灌流では作用　　　　　　実験成績

不定で軽度の振幅増大または減少を示し確かではなか　　　a・弗化ナトリウム：Ca’°加溶液（CaCl28Cmg／d1

つた。しかしRinger液交換によりいずれも置ちにIE　　加NaFO．02％液）では，灌流後まもなく房蜜ブPッ

常にもどつた。3・2×10－6溶液では全例に振幅の減少　　　クがあらわれ，持動数の減少をきたした。しかし振幅



22－（586）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信州医誌第9巻第4号

1．

　　↑　　　　　　　　　　　　　↑
NaFO．001％　　　　　　　　　　　　R．

2．

↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　↑　↑　　　↑
Sod．　Cit．0．0048％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R．　R，　R．　　　R

3．

　　　　　　　　…一畢
．　、　．　、・　・　　　「　　　；，　　　　　　　　　　　　　i

　　↑　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　　↑　10m
Sod。　Ox．0．0032％　　　　　　　　　　　R．　　　　　　R．

第12図　ヒキガエル摘出心にたいする弗化ナトリウム，　クエン『酸ナトリウム，蔭

　　　酸ナトリウムの作用（八木式灌流法）

　　　　R．はRinger液交換を示す
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1．

↑　　　↑　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　　　　↑　　　　　　　↑
R．　　　NaF　O，02％　　　　　　　　　　　　　R．　　　　　　　　　R．　　　　　　　R。

2．

・　　　’　　　　　E

講菰

　↑　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　　　　　　　　　　　10m
Sod．　Cit．0．048％　　　　　　　　　　　　　R．

3．

　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　↑　↑　　↑　　　　　　　　　　　　　　　5m　　　　　　　　　　10m

Sod．　Ox．0．032％　　　　　　　R．　R．　R．　R．

第13図　ヒキガエル摘出心にたいする弗化ナトリウム，クエン酸ナトリウム，修

　　　　酸ナトリウムの作用（八木式灌流法）

　　　　　　　　　　R．はRinggr液交換を示す



24－（588）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信州医誌第9巻第4号

1．

↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　↑　　　　　　↑　　　　↑
NaF　O．002％　　　　　　　　　　　　　　　　　R，　　　　R，　　　　　　R．　　　　R．

2．

　　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　　　　↑
S｛d．Cit．0。0048％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R．　　　　　　　　　R．

3．

　　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　↑　↑　　　　　↑　　↑
Sod．　Ox．0．0032％　　　　　　　　　　　　　R．　　　R．　R．　　　　　R．　R．

第14図　摘出カエル心にたいする弗化ナトリウム，クエン酸ナトリウム，蔭酸ナ

　　　　トリウムのr’F用（Straub法）

　　　　　　　　　　　R．はRinger液交換を示す
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1．

　↑　　　　　　　↑

NaF　O．2％　　　　R．

2．

　↑　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　↑　　　　↑
Sod．　Cit．0，48％　　　　　　　　　R．　　　　R．　　　　R．

3．

　　誓

，　　　　　コt、　弘　　　　　　　　　　髄

　　　　↑　　　　　　　　　↑　　　　　　　　　　　　　　　5m　　　　　　　lOm　　　　ユ5m

Sod．　Ox．0．32％　　R．

第15図　摘出カエル心にたいする弗化ナトリウム，クエン酸ナトリウム，修酸ナ

　　　　トリウムの1乍用（Stranb法）

　　　　　　　　　　R．はRinger液交換を示す



26－（590）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信州医誌第9巻第4号

は弗化ナトリウム単独灌流時と異なりほとんど変化な　　　た。呼吸振幅は20～30m後にほ亭響前値にもどるが，な

かつた。さらにCa”加溶液へ同量のCaCIL，を追加し　　　かには2h以上絡過しても1日に復さぬものもあつた・

ても振幅の増大のみが認められたにすぎず，伝導障轡　　　エnL圧は注射終了鷹後より著明に下降し，10～30m　t麦で

はなお続いた。5mごRinger交換によりまもなく剛　　最低（約50mtnHg下降）となり，以後1hころまで

復し，以後は全く正常な搏動を続けた（第L6図，1）Q　　持続することが多い。心動は注射直後一過性の振幡減

　b．クェン酸ナトリウム：CaCls　80in9／Cl1加Sod．　　少がみられたが，まもなく圓復した。しかし1血圧下降

Cit．0．O・1896液の灌流薩後に一・過1生の振幅減少を示し　　　にともなつて再び減少し，90il，前後でほぼIITil復した。

たが，まもなく圓復し以後はかえつて軽度増大の罎〔向　　　緊張にはほとんど変化がみられなかつた（第20図）。ま

がみられたoこのさいさらにCaCluを追加しても著　　　たこのfi，i：では5例rl：12例が激しい1呼吸興奮のち麻痺を

変はなかつた。Ringer交換とともに振幅は全く薬液　　　きたし人］：二II乎吸によつても圓復せず，痙鞭，眼球突

灌流前にもどつた（第16図，2）。　　　　　　　　　　　出，瞳孔散大，流灘，流涙を塁し．ときに叫声を発し

　c．蔭酸ナトリウム：クエン酸ナトリウムとほぼ同　　　て，注射後10m前後で心運動の拡張性僚止をきたして

様に，CaC1280mg／dl加Sod．　Ox．　O，032％液の灌流　　　死亡した。

直後一過性の振幅減少と緊張低下がみられたがまもな　　　　b．クェソ酸ナトリゥム静注：20mg／kg以下の昂：

く回復し，そのこさらCaCl2を追加すると，緊張は　　　ではほとんど変化なく，48mg／1蠣では呼吸は一過侶i…

かえつて一過性に上昇するがまもなく正常にもどつ　　　の興奮を示し振幅一1乎吸数の増加が將明に現れる。そ

た（第16図，3）。　　　　　　　　　　　　　　　　のこ一一一一時減少するが．20m前後にはほ1ぎ前値にもどつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。血J．1三は注射後ただちに下降（約20mmHg）する

　　　　IIT　ウサギの血圧呼吸ならびに心動にたい　　　　が101・前後で前伽こ復し，以後はかえつて上昇の傾向

　　　　　する作用　　　　　　　　　　　　　　　　　　を示す。心動は注射と同時に著1り1な・・過性の緊張低下

　　　　　実験材料ならびに実験方法　　　　　　　　　と振lil1；1減少がみら激，るが，10m前後で圓復し，以後や

　体重2，5kg前後の雄性成lk’｛1ウサギを，10％Ure・一　　や増大の傾向をみることが多い。72mg／k9の場合も

thane　lg！k9あるいはNembuta140m9／kgの腹腔内　　　操ぽこれと同様の変化がみられた（第18図）。

注射によつて麻酔してから，背位に回定し，型のごと　　　120m9／k9ではさらに著明な盈L圧下降（約50mm

く開胸して，心搏動はCushnyのMyocardiograph　　Hg）がみられ，呼吸興齋も著明で振幅は約51音とな

を用い，lfitfJlは頸動腺にカ＝ユーレを挿入し，水銀マ　　　り，心動振幅は著明に減少し，緊張著しく低下する。

ノメーターに連結した。また呼吸は気管カニユーレに　　　しかしまもなくJ血圧は回復を示し，約30「n前後にはほ

よつてMareyのタンブtr一ルに連結し，同時に煤煙紙　　　とんど前値に復し，以後はかえつて上昇の傾向を示す

上に描記させた。　　　　　　　　　　　　　　　　　ことは小蚤注射の場合と同様であつた。呼吸はそのこ

　薬物はいずれも生理食塩水溶液とし，耳介静腺より　　一時停ILすることが多いが・2～3回の人工呼吸でま

静かに注射した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もなく回復し，以後再び呼吸lll冨は4－5倍に増大し，

　　　　　実験成績　　　　　　　　　　　　　　　数もしだいに多くなり、注射後5m前後には前値の約

　a．弗化ナトリウム静注：5mglkg以下の最1二では呼　　　2倍に増加した。呼吸数増加とともに振幡はかえつて

吸，ifnffE心動に変化なく，20～3Qmg／k9では呼吸は　　　小となるが，30～40mでほぼ回復した。心運動は』血EE

一過性興奮を示し，振幅の増大が比1咬的著明セこ現れた　　　の圓復に伴つて30m前後でほぼ圓復した（第21図）。

が，1呼吸数にはあまり変化がなかつた。10mころには　　　この量ではかなりゆつくり温謝をしても流誕，流涙が

呼吸振幅はかえつて小となり，20m前後で旧に復し　　　みられ．口唇をなめて四肢を動かし狐烈に暴れ，けい

た。」血圧は注射後まもなく下降しはじめ，15m前後で　　　れんもみられることがあるが，いずれも一・過性で，多

約20mmHg下降し，以後しだいに凹復して30m前後　　　くの例がよくこれに耐え実験を終つた。しかし注射を

でほぼ旧に復した。心動振嶋は注射中一過性の軽度減　　　迅速かっ急激に行うときは，激しい呼吸興鶯のち麻痺

少を示すが，血圧下降にともなつて増大を示した。緊　　　が長く続き、叫声を発し，心臓の拡張性停止をきたし

張にはほとんど変化がみられなかつた（第17図）。　　　　て死亡した例もあつた。

　50m9／kg　L　v．では注射中から直後にかけて呼吸数　　　　c．蔭酸ナトリウム静注：8mglkg以下の量ではほ

は増加し，著明な振幅の増大（約3倍）がみられた　　　とんど変化はみられず，16mg！kgでは一過性軽度の

が，そのこ不整となり数はかえつて減少した。このさ　　　呼吸興奮後抑制がみられ．血圧は徐々に下降して，注

いしばしぼ流灘，流涙がみられ，暴れることが多かつ　　　射後10mころは10～20mmHg下降し・以後10～20m
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1．

‡　　　　　　‡　　　　／　　　　　↑↑
NaF　O．02％十　　　　　NaF　O．02％＋　　　R．　　　　　　　　R．　R．

　CaC1280mg／dl　　　CaC12160mg／dI

2．

↑　　‡　　　　　　　　　　　　↑　　　↑
R．　　Sod。　Gt．　O．048％＋CaCI28（ノmg／dl　　　Sod．　Cit．　R・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．048％＋CaCl2ユ60mg／dl

3．

　　　‡　　　　↑　　　　　　　↑　　　↑
Sod．　Ox．0．〔〕32％＋　Sod．　Ox．0．032％＋　　　　R．　　　　　　R．

　　　CaCI2　8emg／dl　　　　CaCl　L，160nユg／d1

第16図　ヒキガエル摘出心にたいする弗化ナトリウム・クエン酸ナトリウム，蔭
　　　　酸ナトリウムの作用とCa”添加の影響　（八木式灌流法）

　　　　　　1．弗化ナトリウムとCa”

　　　　　　2．クエソ酸ナトリウムとCa”

　　　　　　3．修酸ナトリウムとCa’°

　　　　　　R．はRinger液交換を示す
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心動甲願■『騨■剛順嘲剛｝騨賜闘卿剛

血　　圧

呼　　吸

，，言，闘翻圏一

　　　　　　　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］om　　　　　　　30m　　　　　　　　60m

　　　　　　NaF　301119「kg　i．　v．

第17図　　ウサギの心動・血圧・呼吸にたいする弗化ナトリウムの作用

心　　動

時　　記

　　　　　　↑　　　　　　　　　　　　　　　　10m　　　　　　　30m
　　　　　sod．　cit．7．2in9／kg　i．v．

第18図　ウサギの心動・血圧・呼吸にたいするクエソ酸ナトリウムの作用
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心　動羅蒙漂「『曜劉哩t’一四騨剛騨｝嗣剛【曜

lfn　　圧

時　　記

　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1〔〕m　　　　　3Qm　　　　　　 601「I　　　　　　YOm

Sod．　Ox．4卜1n9／kg　i．v．

第19図　ウサギの心動・血圧・II乎吸にたいする修駿ナトリウムのf’1’川

心動騨鳳噸願騨閣脚願、　　　剛

血　　圧

酬““i繍旧
↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10m　　　　30m　　　　　60n　　　　90m

NaF　50mg／kg　i．v。

第20図　ウサギの心動・血圧・呼吸にたいする弗化ナトリウムの作用



30－（594）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信州医誌第9巻第4号

心　　動

1「11．　　圧

呼　　IY：之

時　　記

1隠騨■嗣1

↑　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（」皿　　　　　　　30m　　　　　　60「n

Sod．　Cit．120mg／kg　i．v．

第21図　ウサギの心動・rfrL圧・呼吸にたいするクエソ酸ナトリウムの作用

’L・　　tl；リ

irn，　圧

呼　　吸

時　　記

↑　　　　　　　　　↓
Sod．　Ox．80nユ9／kg　i．　v．

第22図　ウサギの心動。血L圧・呼吸にたいする蔭酸ナトリウムの作用
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持続する。心動は注射直後軽度の緊張低下と振幅の減　　すぐれているとおもわれるのでこの方法tを応用した。

少がみられるが，油射後40～50mで血圧回復にともな　　　すなわち無麻酔ウサギを腹位に圃定し，耳のi㎏部に

つて回復し，以後はかえつて増幅の傾向を示す。　　　　　おいて神経，動1欄永を難出分離し，これらな残して耳

　32～48m窪1k9では注蔚速度カミ速いと，直後はげし　　の2叢部をカソ子で挾んで馴祈した。のち静豚は結紮切

い牙関緊急，流灘，流涙をきたし，呼吸数は増加して　　　断し，動豚にカニユーレを挿入してMariotte順より

不整となり，血圧は時間とともに下降し，ついには呼　　　のRinger液を灌流し，静豚より流出させ，滴数がnd

吸麻癖をきたし，心運動は拡張性停II：をきたして死亡　　　定してから藥物倉反対側の耳介削泳より注射してその

する。このさい人工呼吸によつても回復しなかった。　　作用を観嬢した。このさいとくに神経の保護に沈意

注射をきわめてゆつくりと行えぱ（3β～4．8mg／k9／　　し，その他の注意事項は神田らの報告に従つた。

min位）」血圧は徐々に下降し，50～6emで最低（3。～　　　　実験成績

40mmHg下降）となり，90～120mでも前値に圓復し　　　a．弗化ナトリウム：10mg／lcg静注では著変なく，

ないことが多い。呼吸振幅は蔵後増大して約2倍くら　　　30mg／kg静注で注射後3mころから滴数増加を示し，

いになり呼吸数はかえつて減少傾向を示す。L）O－一　R．　Om　　5・nころに1よ50％前罎の増加を示したが，10m前後で

で振幅が小となるにつれ数は増加の傾向を示す。心動　　　ほ庶圃復した。50mg／kg瀞注ではさらに終明な滴数

は直後から抑制され，緊張低下をきたすが，4（1～50m　　増加がみられ，20mころまで続いた。

ごには徐々に振i幅増大し・90m前後で回復する（第19　　　b．クーT．ソ酸ナトリウノ、：24mg！kg静注では変化

図）・　　　　　　　　　　　t，nく，72姻kgi獺三で湖捕後一過｛蠣度の　轍増
80mgll・gでは注射速度をさら1こゆつくり行つて一も・　カmがみられたカミ，5哺ll後でmuuxした。

血圧は下降を続け・呼吸興齋のち麻痺に陥り・心運動　　　　c．篠酸ナトリゥム116mg／kg　i．v，では変化なく，

臨張膳弊きたして死亡する例が多かつた（第22　48m慕／kg　i．・・で翻謝後5・ころからngncの孕磁増加

図）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がみられ，40～50m持続した（以上簾23図）。

　　　　W　血管中枢にたいする作用　　　　　　　　　　　　V　末梢血管にたいする作用

　　　　　実験材料及び実験方法　　　　　　　　　　　　1．ヒキガxル後肢血管にたいする作用

細ら⑭による糠験灘よつて瀧なつた．糠　　　実験材料及び方法
験法は実験操作が比較的簡易なこと，動物（ウサギ）を　　　Ltiwen－　Prende工enburg法にしたがい，藥液は生

腹位に固定するので比較的慶然体位に近いこと，麻酔　　　理食塩水またはRinger溶液とし，内容500m1の

をしないこと，上辛身の皮膚』血管（耳介血管）を使用　　　Mariotte瓶2個のうち，一方にはRinger液又は坐

すること，末梢血管作用を容易に除虫しうること，心　　理倹塩水を，他方には各種濃度の藥液を充し，Y字管

臓機能変化の影響なしに純粋の中枢性血管作用を測定　　　にょって連結し，活糠を切り換えて灘流を行つた。滴

しうることなどの点で従来の中枢血管作用実験よりも　　下数が一窺するのをまつて（20－40滴／min），薬液に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切り換え漕流し，・一・・ms時間後再びも

　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　との灘流液にもどして前後の変化を
う褄e°

疵
爽

イ

猛
c
ID

嫡ω

今50

」

ムこ＼ミ藁二ITi．T：㌶蕪無；欝1

↑　　　　　　　　　　。，翻な蝋収徹みとめた．し
tt　　　　　　　　　　　かしR・。g。，液絞紺るとIWこ

　゜　　　t°　　no　崎　eOnt‘タ）鞭　　　s°　　60　　　回復し，約10m前後で正常にもどっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。2×10畷溶液では10m後同様に
第23図　ウサギ耳介血管灘流（神田法：血管中枢作用）にたいす　　　滴数は半減するが，Ringer液に交

　　　る鶉諺d陛戯潔響饗。．　　換・て・わずかに略の鞭示す
　　　　Clt：クェソ酸ナトリウム72mg／kg　i．　v．　　　　　　　　　のみで・前値にはもどらなかつた。

　　　　Ox：蔭酸ナトリウム48mg／kg　i，v。　　　　　　　5×10－4溶液では’eの傾向がさらに
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著明で・1α“後はV4～エんに淋講数減少し，　Ringer液　　前値以下となる。2％では薯明な滴数増加を示すこと

に切り換えた後も全く回復の傾向がみられず，さらに　　　が多く，なかにはほとんど算定不能なほどの増加を

減少して15川20mごにはほとんど陣llこした。　　　　　　示した。しかしRinger液交換により毎常滴数は減少

．b・　クエソ酸ナトリウム：4・8x10－s溶液から滴数　　　し，20mころには金く停止することが多い。

の軽麟加がみられた・Ri・g・・醐噸え後ただち　b・クエ・meナトリ、ウム2・4・10－一・・ていどから澱

に回復し，以後やや減少傾向を示すことが多い。しか　　　の滴数増加がみられ，4．8×IO－・9溶液でも著明な作用

し濃度を増して4．8％溶液とLてもとくにいちじるし　　　はなく，軽度の滴数増加がみられるにすぎなかつた。

い作用の相違はみられず、濯流中軽度の滴数増加を　　・0．12％溶液ではかえつて作用なく，Ringer液交換後

示したが，Ringer液切り換え後30～40mでは回復し　　や∬曽加傾向がみられた。2．4～4．8％溶液ではきわめ

なかつた。

　c．了滲酸ナトリゥム：3．2×10殉臨溶

液では増灘で，3・2・1°一’t以上バ

では骸の灘増加をみるにすぎ　弗
ず，Ringer液交換後まもなく前値　　　多｛L

に鮒・・ともあ・・移くはその妙ρ

まま持続した。3・2％溶液では溶解　　　敷

鶯誌攣婆集蹴れたが確琶・

　　2．ウサギの摘禺耳介血管にた

　　いする作用

はわずかに滴数増加の傾向を示す　　　e°

が著変はなかつた。10－4溶液では　　弟

難灘聯鍛書．
滴数減少は進まず，Ringer液交換　　イ

とともに直ちに回復す・・・…一・砦

講縫欝謄縫鍵　翫
るが，Ringer液交換後は10n～前後

で回復しはじめ，30m前後でほぼ前

値にもどる　5×10－d溶液ではさら　　　　e

　　　黙欄及び鍛方法　　　　荊　　　de　5　・a，、プσ　1’　・・
　KrawkOW－一・PiSS皿Skl法にしたが

い羨験・た・・瑚鰯離後　第24図，。1お鴛鮒螺流にたしサるS°d’・E・　S°d’　C’t”

ユ2～24h・4°C氷室に僻したもの　　　Ft・弗化ナトリウムO．・01％
を使用した。激流方法はヒキガエル　　　　　　　　F2：弗化ナトリウム0．05％
後肢」血管灌流と向様の方法で行つ　　　　　　　　Cit：ク＝ン酸ナトリウム0．024％

た。　　　　　　　　　　0・・了灘ナトリウム0・016％
　　　実験成績

　a．弗化ナトリゥム：10喝溶液で　　　　　　　　　　　転
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍉・鱒仰㌦

e

　　　　　　　　　　。／°－e一㊤F・
　　。　　　／裾1二：二：i：：L’i，二：：・：1二：：二二：二：二凝£二二：：二二：：二1紫

　　＼、

　　　　＼o筏，

　　　　　　　、㍉．i」」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　、t、　　　　　　　　　　◎㌦、．
嫉揃弗，　　　　”x．・s：），一・・”’一””’“

　　　　　　　　　　　　　　　　　’一「「一”一一e　一　i．．、。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’”…　fx

．　　／　　・・
多整：二：二＼『：：：二！：：二：：：：：：器

　　　　　　　　　　　　　q

　　　　　　　　　　　　o＼etil：：毎

　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　前　　　　　　　　　　S　　　tb　　　｛v　　　．20　　　酵

に蜘収縦示し，Ri・g・r液閾　　　　　，爵　ma嗣
り換えても回復することはほとんど　　　　第25図　ウサギ耳介血管灌流にたいするSod。　F，，　S。d，　Cit．，

ない。　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　Sod。　Ox、の作用

しかし1％では灌淋はかえつて　　　F・沸化ナトリウム0・05％
繰・，…g・・液鮫換す・と　　、ε1；磐瀞脇な1蕩
まもなく減少し，以後時間とともに　　　　　　　　Ox：修酸ナトリウム0・08％
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て軽度の滴数減少を示すが，Ringer交換後まもなく　　墨は一過性に1／3～1／2減少するが，1〔｝m前後呼吸鎮

圓復し以後軽度の増加傾向を示した。　　　　　　　　　静とともに再び前値に戻つた。しかし以後の観簸でも

　c．鯵酸ナトリゥム：3．2x10－4溶液では灌流中き　　　尿1鎧増加の傾向はみられなかつた。

わめて軽度の滴数増加を示すが，Ringer液交換後ま　　　c．催酸ナトリウム：　lemg／kgでは一過性の軽度の

もなく圓復する。3．2×10粥溶液でもほぱ同程度の作　　　尿量噌加を示したが，10～20”iで前1直にもどり，以後

用を示した。L6％以上は軽度の滴数減少がみられ，　　はやや減少の傾向がみられた。32mg／kgでは注射礁

Ringer交換によつて回復するが，まれに減少が続い　　　後から3倍程度の尿量増加を示し，注射後】〔｝～20mか

たζともあつた（第25図）。　　　　　　　　　　　　　　らゆるやかに減少して，1h前後でほぼ煎値にもどつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。80mg／lcgでは，、的t圧・呼吸の項で述べたような

　　　　W　ウサギの利尿にtcいする作用　　　　　　　癒状が現れ，ほとんど測定不能であつた。　L例におい

　　　　　実験材料及び方法　　　　　　　　　　　　　て，実験巾股静豚よりRinger液の点滴静注をしなが

　体璽2紺3k9の雄性成熟ウサギに，あらかじめ100　　ら行ったものについては，沼謝後10m前後で尿徽は半

m1の水を胃管によつて投与したのち，　Urethaneま　　減し，1hころ圓復した（以上第26図）o

たはNembutal麻酔でウサギを背位に間定し，輸尿
管カニユーレ法によつて爽験した。Urethane麻酔の　　　　　　　W　ウサギの腸管にたいずる作雨

場合は，いわゆるUrethane　diuresisの時ll月をさけて，　　　　　A・生体内腸管にたいする作用

尿鑑の一定となるのを蜜りて，耳介静豚よりゆつくり　　　　　　　　爽験方油

薬液を注射した。使用薬液は弗化ナトリウム2％，ク　　　体璽2～3k繕の雄憾成熟ウサギをNembuta140

エソ酸ナトリウム4．8％及び催酸ナトリウム1。6％の　　　mg／kg腹腔内注射をこより麻酔し，背位に固驚して開

生理食臨水溶液とした。　　　　　　　　　　　　　　　腹し，Trendelenbthrg法にしたがい小腸運動をへ一

　　　　　爽験成績　　　　　　　　　　　　ベルをもつて煤燦紙上に描認させ沁。実験中ウサギが

　a．弗化ナトリウム静tii　：5m幻k9では著明な作用　　　繋れたために位醗や緊張に変化をきたさ漁ように，小

なく，10～20mg／kgでは著明な尿蚤増加がみられ，　　　腸固定器の装着に注意しな。薬物は耳介静豚内へ注射

ユOm前後には注射前の6川7倍に達し，20mころから　　　した。

しだいに減少するが，30inでも前値にもどらないこと　　　　　　　爽験成績

が多かつた。50mg／kgでes　｝1三射藏後一過性に3～4倍　　　a．弗化ナトリウム静注15mg／kgでは軽度の振幅

の尿燈増加をみるが，まもなく減少して前値以下とな　　　増大がみられたにすぎないが，ユOmg／l｛gでは薯明

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な振幅の増大と軽慶の律動数の減少が20・・－30tt’続いた

　b，クエンi駿ナトリウム：12mg／k9以下の黛では　　　（第27図）。30mg／k9では注鮒直後一過性の緊張上昇

ほとんど作用なく，24N48mg／kgでは注射直後から　　　がみられるが，まなく旧位にもどり，10mころから再

尿搬増加して5～10mで前値の3～4倍に達し，30m前　　　びゆるやかに緊張上昇の傾向がみられた。振幅には著

後で前値に復した。120mg／kgでは注射直後暴れ，尿　 変なく運動数は軽度増加し，20m後ころから再びわず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かに振幅の抑制傾向を示した。
　　　　　　　　o、
丞’°

f

繁1・

董

o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著変はみられなかった。

第26図　Sod・F・・Sod・Cit”Sod・Ox・のウサギ利尿試験　　　　　　　c．篠酸ナトリウム静注！8皿91kg

　　　　。沸化夕轡¢備蹴、，．v．　　では・・とん・鰍く1・6m・／・・

　　　　Citlクエン酸ナトリウム48mg／kg　i．・．　　　　静注では一過1蝦度の緊張上昇と振

　　　　Ox：薩酸ナトリウム32mg／kg　i．　v．　　　　　　　　幅増大の傾向を示すが，律動数はや

／＼　　　　　mll、’識尤備灘
　　　　　　　　　●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mglkgでは軽度の一過憾緊張上昇

　　O・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と律動数増加，振帳減少がみられる
　　　＼

鷺改：てこミ；≡三1器1識1繋蕪羅1

・　・　㌔縞，・・　s｛　・・　く旧位畷する・搬罰数には
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や減少する。しかしいずれも注射後15m前後には旧に　　　向を示す（第30図，5）。しかし，1・6×1・0“’：1・1・6％

復する（第29図）。48mg／l〈9では注身ナ撫後から緊張は　　　溶液では律動は全く停lkし，緊張著明に」二斜した。

上昇を示すが，まもなく前値より低下し振幅、運動数　　　Tyrode液交換によゐも運動は1｝1・1始せず，騒張は低下

ともに減少して30，ll以上経過しても回復はみられなか　　　な示すことが多かつた（第30図，6）。

つた。

　　　B，摘出腸管にたいする作用　　　　　　　　　　　　　　V皿　ウサギの血滴総カルシウム，透祈性力

　　　　　実験方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルシウム，総マグネシウムおよび無機燐

　ウサギを撲殺後，ただちに小腸を摘tl：｝して冷Tyrode　　　　　　　の変動におよぼす作用

液中に保存し，または無処置生体のまま背1立に固定　　　　　　　　案験材料及び爽験方法

し，「開腹して、いずれも1．5rs・2．Ocmに・J・腸を切断し　　　　体重2・5kg前後の成ll｛1雄性ウサギな｛吏用し，実験前

Magnus法にしたがつてその運動を煤燃紙上章こ捕記さ　　　夜から絶食せしめて実験した。藻物は生瑞食燃水溶液

せた。薬物は各濃度のTyrocle溶液として調製し，　　　として耳介静豚よりしずかに注射した。

恒温槽中に貯蔵して，これとTyrocle液とを菱換し　　　採血：心臓より穿刺によりill，1：搬11ilil　am1つつとり，

てその変化を観察した。灌流液はつねに30m1とし，　　　注射前のものを対照用として，注射後20”㌧111およ

液温は38ぴCとした“　　　　　　　　　　　　　　　ぴ4t，後，霜たときには241；後にも採1血し，イ∫機叢1沈

　　　　　実験成績　　　　　　　　　　　　　　　管に入れ，凝前L後選沈し，1有L滴徹分離して楚lil：した。

　a，弗化ナトリウム：ユ（1一6階液では灌流颪後ヵ、らか　　　喫験中の窒温は17＋wL）2nCであつたo

なり著明な振幅増大がみられ（2倍前後），以後Tyr一　　　定：騒法：lnL溝総カノレシウム（以下鷹澗Caと潤各鋤

ode液交換によつてもさらに増大傾画がみられた。緊　　　および1飢満総マグネシウム（以下血満M鼠と略甜）ほ

張は上昇傾向を示すが，律動数にはほとんど変化がな　　　柳沢法⑯により行つた。並L澗避析性カルシウム（以

かつた。ZOT6溶液では灘流直後振幅は逆に抑制され，　　下血滴Ca・’と略識）は柳沢法によると・極端に時闘に

緊張は一過性に低下し，のち振幅増大とともに上昇の　　　制限され（試薬を入れてVll腱まで3m閥）・と鍵として

傾向を示すが，Tyrod¢液交換により再び振1隔減少，　　　輿験誤露が大きくなり易いので．鈴木働により改奥さ

緊張低下を示す。しかしいずれも一過性でもまなく1珂　　　れた方法で行つた。すなわち血消0・2mい酬粥聖遮沈

復し，のち振幅は大となり，緊張もさらに上昇傾向を　　　管にとり，4％篠酸アンモ晶ウムO・　8mlを加えて1tn

示した（第30図，1）。10－s溶液では律動は金く停止　　　間充分混和振愚し，これをLOOCr・P・m・1m　ll瓢遼沈

し，緊張は著明に上昇する。Tyrode液に交換しても　　　のち直ちに上澄液O・5m1を試験管にとり，以俵は

律動は開始せず，緊張のみがさらに上昇した（第30　　柳沢法と全く同様の操作によつて獣薬を加え測簸し

図，2）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たoこの方法によると蔭酸アソモニウムと継脅した遊

　b一クェソ酸ナトリゥム：2，4×ユO『e及び2．4×10’・s　　　析性カルシウムが沈澱して残るので，測楚されるカル

溶液では，直後一過性の緊張低下と振幅滅少がみられ　　　シウムは結合型カルシウムであるから，時間的にも極

るがまもなく回復し，のち著明な振幡増大と緊張上昇　　　めて安定した値がえられる。血滴Ca噂゜は血澗Caから

がみられ（第30図，3），2×10畷溶液では振幅減少し　　　この結合型Ca煽：を差引いた値をもつて表わしたe　thL

て前値の％程度になるが，Tyrode液交換とともに回復　　　溝無機燐（以下1血L清Pと1町舘のはFiske＆Subbarow

を示し，1’n以内で前値にもどるが，以後さらに増大　　　法㊥trzより，いずれも東療光電武光度計7－A型を用

し2倍以上の増幅を示す。緊張は灘流中やや低下の傾　　いて測定した。なお個々の対照とは別に，生理食嶽水

向を示すことが多いが，Tyrode液交換後はつねに上　　　2ml／kgを静注して，災験群と同様の採通L方式で，採

昇する。2，4×10－s溶液では律動全く停止し，緊張低　　　並L最を1回2颯1および5miとFtて，そのfutw　Ca，」血

下がみられた。TyrQde液に交換すると緊張はさらに　　　ne　Ca”，1虹清Mgおよび血澗Pの変鋤におよぼすSt；JfiL

低下したが，徐々に回復し，運動も冨び開始し，3「u後　　　蟄の影響をしらべた。第1衷はその成績を示す（第

緊張は前値より高くなり，振幅も大となった（第30　　1表）。すなわち1回の採血量が2凱1で，1h毎に3～

図，4）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4回の採血を行ったていどではほとんど皿L蒲電解質に

　c・蔭酸ナトリウム：・1・．6×10峨～16x10噸溶液で，　　認めるほどの変動はないが，5m1では血rW　Caおよび

，薯明な振幅の増大と緊張上昇がみられ，L6×10－’k溶　　　血潰Ca”が時間とともに減少し，血満Mgおよび血

液では灌流直後から振幅は減少し，Tyxode液交換後　　溝Pは逆網関的に上昇の傾向を示し，明らかな変動が

はまもなく回復し，前値より増大する。緊張は上昇傾　　　みられた。したがつて本実験では1回採血量を2Σnlづ
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　　　　　　　　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10m　　　　　　　　　　　20m　　　　　　　　　30「11

　　　　　　　NaF　10ing／kg　i．v。

第27図　　　ウサギ生体内腸管にたいする弗化ナトリウムの作用

　　　　　　　　　　　　　　（Trendelenburg法）

　　　　↑　　　　　　　　　10「n　　　　　　　　　20・11　　　　　　　　　　30m

　　　Sod．　Cit．24m」／kg　i．v．

第28図　　ウサギ生体内腸管にたいするクエン酸ナトリウムの作用

　　　　↑　　　　　　　　　　　　　　10m　　　　　　　　　　　　　　　20旧　　　　　　　　　　　　　　　30m

　　　Sod．　Ox．161ng／kg　i．v．

第29図　　　ウサギ生体内腸管にたいする蔭酸ナトリウムの作用
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↑　　　　　　　　　　　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　↑
NaF　105　　　　　　　　　Tyrode　　　　　　　　　　　　　　　　Nal，’10－3　Tyrode

1．弗化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　2．弗iLナトリウム

　　↑　　　　　　　　　↑　　　　　　　　　　　　　↑　　　　↑
　Sod．　Cit．2．4xユ0－5　　Tyrode　　　　　　　　　　　　　Sod・Cit・　　Tyrode

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，4×10－3

3．クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　4．クエン酸ナトリウム

　　　　↑　　　　　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　↑
Sod．　Ox．1．6×10－：l　Tyrode　　　　　　　　　　　　　　Sod．　Ox．1．6x10一3　Tyrode

5．修酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．蔭酸ナトリウム

第30図　ウサギ摘出腸管にたいする弗化ナトリウム，クエン酸ナトリウム，蔭酸

　　　　ナトリウムの作用　（Magnus法）
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第壊採血量によるJ購擢解質の変動　　　　第2蓑弗化ナトリウム30mg／k窟i…による血

ウ

サ
ギ
No，

No．2

2．5kg

6

No．3

3ユkg

6

No．4

2，3kg

8

No．5

3．1kg

採
」ftt

鐙

毎回

2ml

毎回

2ml

毎回

2ml

♂

毎回

No，6

3．Okg

6

5mI

毎回

5皿1

時

間

対照

20m

　lh

4h

24h

対照

20m

　lli

4h

24h

対照

20m

　lh

4h

一　「　　　　一一　　　　　　　清電解質の変動

勧響総Mg無機ジ禰㎜漏　i猶…漏四爾括

14。0　　　6．1　　　1。9　　　6．5　　　　　　－一一一
一一一’一……㌦… @…　…－F’－rltmmm　　　No．

14・06・01・86・5　N。．23
13。9　　6．1　　1。9　　6．7
14、1　　　6，2　　　1．8　　　6．4　　　　　　2・6kg

14．2　　6．1　　1．8　　6．6　　　　　　F」

間

対照

20rn

lh

4h

24hI　　　＿　　　　　　　＿H　　　　　　　　　　　　　　＿＿

15．1　　 6．5　　2．1　　6．9　　　　 －一・・…・”一い……一一一一・．．一一一一一 @　 一一一一一一…・T
@．一・・『一…　　一一一一一一・

14・96・52・06・8　N。．24
15．0　　　6．3　　　1．9　　　6，9

15。0　　　6、2　　　2。L　　　6，7　　　　　　2」8kg

15．2　　　6，5　　　2，2　　　6．8　　　　　　　　　，S

10。1　　　5．1　　　1．9　　　6，2　　　　　
－一一一一t

…1・・．25・22，26・・　ca

対照

20tn

lh

2h

24h

対照

20m

ユh

2h

24h

対照

20m

　P1

4h

2‘i　1i

　L2。6　　　　5．9　　　　：t．8　　　　6，3

　10．2　　　　5，2　　　　2．8　　　　7．2

　　9．6　　　　4含4　　　　3．4　　　　7．2

　　9。2　　　4．4　　　 4．0　　　 7．O

i　　　　　謄　　　㎜

i器1：llig離M25蟹
9．9　　　5，0　　　2．3　　　6．4　　　　　2・85k9　 1h

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4h

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24h
13。5　　　5．8　　　2．1　　　6．1　　　　　　－一…甲・胴…

13，3　　5，8　　2．O　　．6．1
　　　　　　　　　　　　　　　　No．31
12，1　　　5，1　　　2．5　　　6．5

11．9　　　4，5　　　2。6　　　7．0　　　　　2・44kg

10．8　　 4．9　　 2．7　　 7．O　　　　　　 a

11．1　　　5．4　　　1．5　　　5。9　　　　　　－・一一一・

対照

20m

　lh

4h

24h

10・9　5・0　1・6　6・1　N。．37
9。9　　 4。9　　　1．9　　　6．5

9．9　　　5，1　　　2．2　　　6．7　　　　　　2・51〈9

10．8　　　4．8　　　2，2　　　6，9　　　　　　　6

表中の数字はrng／dl示す。　　　　　　　　　　　　　　1

対照

20m

　lh

　4h

24h

平

っとした。　　．　　　　　　　　　　　　　昌均
　　　　　実験成績
　a：弗化ナトリウム静注：10mg／kg以下の量では，　　　　値

わずかに1血清Caの減少を示すものもあつたが，：有意

対照

20m

　lh

　4h

24h

13．2　　　 5．4　　　 1，5　　　 5．6

13．2　　　　5．2　　　　1．9　　　　6。2

10．8　　　　4．3　　　　工．8　　　　8。6

10．2　　　 4．3　　　 1．6　　　 6．2

ユ3．3　　　 5，2　　　 ユ。4　　　 6．0

ユ〔｝．8　　　　4。0　　　　2．1　　　　4．7

9．3　　　　3。7　　　　2．9　　　　4．9

8．2　　　 3，3　　　 3．5　　　 5。2

9．0　　　　3．4　　　　2．8　　　　4。3

8．7　　　　4、2　　　　2，9　　　　6。9

12，4　　　　　5．2　　　　　1．3　　　　　6．ユ

10、0　　　　4．0　　　　2。1　　　　7，4

7、6　　　　2．9　　　　2．3　　　　6．1

9．0　　　　　3．6　　　　　1．6　　　　　5．O

12。0　　　　　5，8　　　　　1．4　　　　　6“6

9．8　　　4，9　　　2．5　　　6．4

9．9　　　 4．9　　　 2．0　　　 6．4

9．7　　　　4，1　　　　1．6　　　　7．4

10，9　　　 5．7，　　1．1　　　 7．1

12、2士1。2　53±1。1　　1．6±O．5　　59：ヒ1．0

10，5：ヒ2，1　4。6士1。0　　2．4d：0，6　　6、4ゴ：1、4

9．2士1、8　4．0士1．2　　2．6士1．1　　6．6：ヒL8

9．4士0．7　3、9士0．6　　2．3－±－3．0　　6，0」：工．8

11，0士7、0　5．0士2．3　　1。8：ヒ2．9　　6，7：ヒ1．8

の差はみられず，その他にはほとんど変化がみられな　　　　表中の数字はmg／dlを示す。

かつた。30mg／kg　i．，，では血清C、および血re、Cti・・、“：　　（一）は黙を欠く・（繊率：5％）

明らかに減少した（第2表，第31図）。　第2表の各実

験例の血re　Caの項において，対照値と各時聞値との　　　う血湾Mgおよび血清Pはこれとは逆に上昇の傾向が

それぞれの差を求めて，これを平均すると20n1値で　　　みられるが，比較的変動が小で，上記と同様に検定

は・－1・7mg／dl，1h値では一3・　Omg／d1，41・値では　　すると，血湾Mgの1h値と対照との差は平均＋1，0

－2・8mg／d1であり，このうち1h値および4h値にお　　　mg／d1で有意であつたが，4h値における対照との差

けるこの差は最大であつて，いずれも有意であつた。　　　は平均＋O．7mg／dlで，この差は有意でなく，また血

血．ms　Ca”の項においても，これと平行して減少し，　　　滴Pの1h値および4h値における対照との差はそれぞ

】h値の対照との差は平均一1・31豆9／dl，4h値では　　　れ＋o・8mg／d1および＋o．2mgld1で，この差は有

一1・4mgld1を示し，この差は有意であつたoいつぼ　　　意でなかつた（第31図）。
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第3蓑　クエソ酸ナトリウム72mg／kg　i．v．によ　　　　第4表　催酸ナトリウム48mg／k露i・v・による

　　　　る血清鷺解質の変動　　　　　　　　　　　　　　　　血清蹴解質の変動

ウ

サ
ギ

No，

No，21

2．6kg

δ

No，22

2，2kg

お

No．26

2，9k鑓

6

No．27

2688kg

＄

No．28

3，0kg

6

No．29

時

間

対照

20m

　lh

　4h

24b

2・96k9

♂

平

均

値

対照

20m

　lh

　4h

24h

対照

20m

　lh

　4h

24h

対照

20m

　lh

　4h

24h

対照

20m

　lh

　4h

24h

対照

20m

　lh

　4h

24h

対照

20m

　lh

　4h

24h

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ

締響総M・轍・　革
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No，

15，2　　　　　8．8　　　　　0．8　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．4214．2　　　　　5．6　　　　　1．0　　　　　－

14，4　　　　7．0　　　　0．9　　　　－－　　　　　　　3．5kg

11，0　　　　5．2　　　　1．2　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　δ

14．6　　　　5．7　　　　2．3　　　　6顧O

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No，43
ユ3．0　　　　5．5　　　　 2．8　　　　 6，4

12．0　　　　5．8　　　　2，7　　　　7，2　　　　　　2．84kg

14．8　　　　5．9　　　　2．1　　　　7．5　　　　　　　　δ

時

間

対照

20m

　lh

　4h
241i

対照

20m

　1．11

　4h

24h

19：ll：昌：題：1融蟹
9．8　　　5．1　　　2．2　　　 5．7　　　　　2・86kg　lh

7．6　3．7　3．1　6．1　　ε　4h
10．9　　　　　5．2　　　　　2。3　　　　　5．8　　　　　　　　　　　　　24h

11・0　5・2　2・1　6・1　　N。，45
10．4　　　　4．3　　　　1」9　　　　5．0

10．6　4．7　1．9　5，0　　3・31kg
11。2　　　　4，3　　　　2．2　　　　4．6　　　　　　　　3

10．9　　　　　4．8　　　　　2，3　　　　　4．0　　　　　　　＿．＿．－tttt＿＿＿

12・0　　　　5・0　　　　1・9　　　　5’8　　　　　　No．46

Z1．4　　　　4．9　　　　1．9　　　　4．2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．04kg
11．4　　　　5。0　　　　2．0　　　　4，2

12．2　　　　　5．3　　　　　1．8　　　　　4．2　　　　　　　　　δ

12・0　　　　5。5　　　　0・8　　　　5・g　　　　　　No。47

12。0　　　5．3　　　 1，8　　　 6．9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．88kg
12磯0　　　 5．0　　　 0畢8　　　　6．9

10．0　　　　4．7　　　　1．9　　　　7．1　　　　　　　　δ

11．0　　　　5。1　　　　2．1　　　　6．8

12。6ゴ：2．2　5．9：ヒ1！7　　1・6：ヒ0・8　　5。9±：0・2　　　　　　No，48

11．9士1．7　5，1士0．6　　1．9：』0．6　　5．6ti：］，．5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．Okg
11．7士1．8　5．4士1。0　　1．8士0，9　　5，8：ヒ1．7

11，1：』2．7　4．9士0．9　　2．1士0，7　　5．9ti：2．0　　　　　　　　　ε

10、9：ヒ0．2　5．0ニヒ：0、7　　2。2士1。4　、5。5士4．3

表中の数字はmg／d［を示す。平
（一）は実験を欠く・（危険＄’・5°／・）　　　　均

b．　クエソ酸ナトリウム静注：24mg／d1以下の最で

値

総甑響総Mg無機・

！　　13．4　　　　5．3　　　　2．0　　　　5．9

　　7，0　　　　2．7　　　　1．8　　　　5．9

　　7，4　　　　　3，4　　　　　2，2　　　　　5．0

　　8．6　　　　4，3　　　　4，0　　　　4。1

10．9　　　　4。3　　　　1．8　　　　3。4

7．3　　　　2、5　　　　L5　　　　3。4

7，2　　　　　2．6　　　　　1．2　　　　　3，5

9，2　　　　　3．7　　　　　1電6　　　　　4．2

9，4　　　　3．9　　　　1．4　　　　6。4

9、0　　　　　4，2　　　　　－一　　　　　　一

6。5　　　　2，8　　　　　－　　　　　 －

6。5　　　　2．9　　　　－　　　　　－

6，5　　　　　2．9　　　　　－　　　　　　
－

7，1　　　2，7　　　－　　　　一一

対野興　　　13。8　　　　　5。3　　　　　1。0　　　　　－

20m　　　　12，9　　　　　5。0　　　　　－　　　　　　　－

　1h　　　11．6　　　　　4．4　　　　　1．4　　　　　－

4h　　　ユ4．0　　　　5．5　　　　1．0　　　　－

24h

対照

20m

　lh

4h

24h

対照

20m

　lh

4h

24h

対照

20m

　lh

　4h

24h

対照

20m

　lh

　4h

24h

13．6　　　　 5，7　　　　　0．9　　　　　一翰

9．0　　　　3．4　　　　 1．2　　　　
－

10．4　　　　4．2　　　　1．4　　　　－

12、2　　　　　4．8　　　　　0．9　　　　　一

9．2　　　　4墜2　　　　1。2　　　　4．1

8、0　　　　3。0　　　　2．2　　　　5，0

8．0　　　　3，0　　　　2，8　　　　4．9

8．2　　　　2．7　　　　2。4　　　　4．5

8．2　　　　　3，4　　　　　2．0　　　　　4．9

10。0　　　　　4，6　　　　　1．6　　　　　5。6

8。4　　　　4。1　　　　1，2　　　　5．6

6．4　　　　2．7　　　　2，8　　　　5。4

9．6　　　　2，2　　　　2．6　　　　5．7

11。0　　　　4，9　　　　1，4　　　　5、5

11．4士2，1　4，8士0．6　　1．4d』0。5　　4，7土2．2

8。4：』2．1　3．4士0。9　　1、6：ヒ0．6　　5．0：ヒ2．0

8．2：ヒ2，0　3．3士0．7　　1．9：』0．8　　4．7士1．5

9．8士2．6　3．7±1．4　　2．1蛙：1，5°　4．6：ヒ1．4

8．9士2．7　3。7：ヒ1。7　　1．6士1。1　　5．6：』2．3

はいずれも著変なく，72mg／kgによる成績は第3表，　　　　表中の数字はmg／d1を示す。

第32図に示した。すなわち」血wa　Caは時間とともに減　　　　（一）は巽験を欠く。（危険寮：5％）
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　li

典
殆1。

階曾
堕

携6
異

診

a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　との差は平均一Lユrng／dlであった
9
＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が，分散が大で有意の差はえられな

＼　　　　　／σα繊・榔聞撤と・・ぼ
　　　　　⑦一！　　　　膿馨鷺誌繍讐留難
翫ご”一鴨隅鴫隔　一一一一一・一一，一・・　”“　P補でなかつた・lr［・削・は備

專遮三：：］一’・’1：”1　II：’］，ZII：　：：，：：：㌶羅欝撚1

前・ @’・『7州ト⇒　　c．灘。、リウ。糖・6m、／
第31図鵬総力，けウ。，透搬。ル。ウ。、総。グネシウ　kg　i・v・以下の悉1辻では髄の醐Ca

　　　ム及び無機燐の変動に及ぼす弗fヒナトリゥ」、の影響　　　　　減少傾向を示す瞭かは著変なく・48

　　　　　　　　　　（ウサギ5例平均）　　　　　　　　　　　　　mg／kgLv．による成績に第4裏，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第33図に示した。すなわしも血澗Ca

　　t2

郵

翻
欝曾

饗‘

愈
　　3

o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らと逆にやや増加の傾陶を75すが，策
　ぱ・鰍ワ2帽約’・鑑

Ko・1・ Y擁・　・‘」－3’・　制惣鵡1鷹鷺鑓潔

＼＼　　　　　＿＿．，．薯・鱗灘轍叢膿鴨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　照との叢ほ血蒲Caで一3，2mg／dl，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　血消Ca°’で1．5rng／d1であり，4h

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　値においてもなお対照との艶は撫．滴

6気：：ニニ：3ニニニご鵜：：二凝二二二：こ含：擁：7こ：机雛諜巴dL、驚謂

，。＿．。＿一．＿＿。，，．．，．．．一．，，一　A．一”一一、，……一…噛れも櫨であつた・囎M cはこれ

第32図　血清総カルシウム，透析性カルシウム，総マグネyウ　　　　｝vrLitかつた。また血濡Pの変鋤も

　　　ム及び無機燐の変動に及ぼすクエン酸ナトリウムの影響　　　　比較的小で，しかも分散が大きく，

　　　　　　　　　　（ウサギ6解均）　　　　　　確かな囎はえられなカ、つた㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4表，第33図）。
’；

凱
矯！6

壱3

艇6
携

秦，

塾

　轟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実験材料ならびに方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実験動物として体電2009前後の
曾ぐ凸＼・一一一一一…＿．．．．．＿．．一＿‘”一一一岬　雄性成熟ラツト硫らび，一麟間

　　＼・・一一一一一一一。＿…＿＿＿＿一………・一・・i”・・一・t，一一。、、、・鯖したの嫉験鞭肌た．黙

。　一一”．，。一．“一一一一A　一一p－一＋一一，一：“一一w－一“pt“一一一pt旧”“’”．－b．，，一一．．－tトー一・・3装置は鯛．翻のK。ippi。g型呼

。↑s・・・・…4’…fi・・；n　　　　　　，＿　 吸ガ・代謝測繊闘鋤糊改鯉
th　e

@’ガ閥諭　 “　　A4　鞭肌た調難の1（、W造及び使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法は既報の両氏⑳⑳報告に従い，ま
第33図　血蒲総カルシウム，透析性カルシウム，総マグネシゥ
　　　ム及び無機燐の変動に及ぼす穆酸ナトリウu、の影響　　　　　た実験にさいしての注意專項もこれ

　　　　　　　　　　（ウサギ7例平均）　　　　　　　　　　　　　に準じた。動物は突験前によく装置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に馴らすようにつとめ，10m間の02

る

＼＿＿＿＿・＿＿．Ca°「・纒灘驚な

少し，1・－4h値が最も低く，1h値の対照との差は平　　消費貴及びCO2排出鍛を測定した。　CO2吸収にはユ2

均一一　O・　9mg／dlであり，有意であつ九e　4h値の対照　　　％KOH　15ml，　CO2駆出には20％Hx，SO．i　10m1を
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用いた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の測定値が17，2m1／：nin／l〈g（対照値23．8m1／min／lcg）

　CO2／02を呼吸商とし，基礎代謝蹴はKnipPin鐸法　　で28％の滅少，以後回復に向し・第2hは20・1ml／m｛n／lc窟

によつて篤出したoかくしてえた呼吸ガス代謝励及び　　　で16％の減少，第3bで轍とんど前値に圃復した。“乎

基礎代謝f琶は，それぞれ毎kg毎分最及び毎k9／24h　　吸商は下降の傾向がみられた。体lllllは第1h後35．9°C

蚤として記載した。芝鵡礎代謝値は実験当日1こ反覆測定　　　で，2．6°Cの；癬明な下降を示1♂以後llil復に向うカ㍉第

して最も安定したと認められた値をえらび，これを注　　　3hに歪る凌、なお（1，8°Cの下降な彦」≒した（第∬嚢，第

射前の対照値とした。動物は実験前15～20h絶食せし　　　341叉1）。

め，全爽験を通じて窒溢20～22°C，動物室温は22°C　　　b．クuaソ酸ナトリウム：48　nig／　1〈g瞑縢内投趣で

前後に保った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は02消磯蹴は注射後簾1hの測定値が31・3m！／min／

　体温の測定には無留点π111il1体温計を使用し，呼！吸ガ　　k9（対照値26．6ml／’tnin／1〈9）”贈：18％の増加，1ス筏急

ス代謝測定後ただちに適腸内5cmの深さにて3m開以　　　速に回復に．向い，郷2hで蘇とんど前値に綴した⑰

上測定した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CO2排出搬は瀧射後第111のlllll箆値がo．6．61n1／min／kg

　使用藁物は予め生理食塊水

溶液とし，注射企量が1m1を　　　第5衰　　ラツト呼吸ガス代謝及び体温にたいするSod．　E，　Sod・Cit．，

越えないよ『うにして腹腔内に　　　　　　　　Sod・Ox・の作用

投与した。以下記載の実験成

績は3例平均値である。

　　　実験成績
　a．弗化ナトリウム：5mg／　　弗化ナトリウム

k9腹腔内酬では，呼吸ガ　30mg／kg　i．p，

ス代謝及び体温に著変なく，　　一

20mg／k9では注射後第1hの
0，消費鍛が18．7ml／mi。／k9　91Sイヒナ1・　i」ウム

（対照値22．6m1／min／kg）で　　　20mg／kg　i．p，

17％の減少，以後回復して第　　mrm’mntm

3hで前値にもどり幽pCO2排　　クェソ酸

出畳は注射後第1hの測定値　　　　ナトリウム

カミ　16・4m1／min／kg　（対1綴引直　　　・48mg／kg　i．　P，

17．2ml／m！n／k9）で5％　の

滅少・以後回復に向ひ第2“，　灘ナトリウム

筆齢1鍵畿i膿32m・／・・・…

時間 響舗膿儲膿／乎燭
対照38・5［27・・

ll：li°ig　IP，il

　31L　37．7　　　25、4

対照

　1h

　2h

　3h

対照

　1h

　211

　3h

対照

　1h

　2h

　3h

37、3

35．5

36、5

37．5

38．1

38，1

38，0

38．0

37。8

37．0

37，5

37．9

22，6

18，7

20，3

33，5

26，6

3L3
25．8

26．6

25．0

23．2

21．4

23，2

23．8

17．2

2e。1

22．4

17．2

16．4

18，7

18．7

23．5

26。6

23．5

23，5

21，5

19，7

18．0

18，9

0．89

0．86

0．85

0．88

0．76

0．88

0，92

0，80

1　o．　ss

O．85

0．90

0．豊8

0．86

0．85

0．84

0．82

戴礎代1謝

伽1／3・1．！・∠k蠣

　　192

　　144

　　1お9

　　182

　　157

　　133

　　145

　　164

商は上昇し体温は第1h後　　　3例平均引直

189

222

185

189

1？8

i65

152

164

35．5°Cで18°Cの下降を示し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ml

たが，・そのご回復して第3h

　正常に復した。　　9／9

腹腔内注射では，02消費盤　　　6ニフ。

は注射後第1・の測定値が　　塗
20，2ml／皿i・／kg（対照値27．・　姦

ml／mi・／kg）で25％の滅少を　攣1°

示し，以後徐々｝ご回復するが，

第2h値は23，・9rn1／minlkg　　　　。

で　　　30mk　　唖嚇免　　　　　　　　　　　　・
　　　　．，，A’r’一・－as－・一…………・・ム・・．軸．＿。．　　　。o・

a712＼＿と二ご一．一一一一一一eot”一“一一。c。i

　　　　、、　　”瀕一一●一一一醐

　・＼　°一　　　　　　　一．一副一一一あ↑

己

ヨ3

澱

36

た・しかし鄭hではほとん @　期図，ツ，囎ガ。代謝並旅榊酬ます弗化ナトリ
ど前値に飢た・　　　　　　ウムの影響
　CO2排出量は注射後第1h　　　　　　　　　　　ラツト2059，6，NaF：20mg／kg　i．　P．
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㈱照値23・・5ml／mi・／k9）で13％の増加をみたがただ　示した。口乎吸献下1勅傾向，体温は第1・後37．o・C

ちに回復し，第2h値はほとんど前値に復した。呼吸　　　でO．8“cの下降を示したが，まもなく圓復して第2h

商は著変なく，体温もほとんど変動がみられなかっ　　ではほとんど前値に復した（第7蕪，第36図）。

た　（第6表，　第35隊1）o

　c・蔭酸ナトリウム；8m9／k9の腹箔空内投与ではほ　　　　　　X　弗化ナトリウムの血液Cmtalaseなら

とんど著変なく，32mg／kgではOL，消費鍛は注勇寸後　　　　　　　　びに膵Xanthine－OxiClaseにおよぼす

第1hの測定値が23．2ml／mi・fkg（対1轍25．　Oml／　　　　作用

minlkg）で7％減少・そのこさらに減少を示し，第2h　　　　　　　実験材料および方法

値21．4mlfmin／kgで14％減少を示し，以後徐々に回復　　　1．　Catalase：ウサ4揃腋のHaOa分解能をWa「b一

に向うが・第311値23・2m1／mili／k9でなお7％の減少を　　　urg法により測定しfe、ijlS化ナトリウムはM／sooとな

示した・CO2排蹴は注射後第L・のilll腱値が19・・7・nl／　るようにして，酵刻捌（採」轍後のウ・リ・ギ全．【血Lを冷

min／kg㈱照値21・5m1加i・／1・9）で8％，第2・　ti“1　純水で100舗釈）と概て楠いた。鵬1・醐度は

18・Om1／min／lcgで16％の減少を示し，以後圓復に向　　　20°Cとし，振轍圓数ほ80／minとし，測建は4m間隔

うが，第3h値18．9ml／min／lcgでなお12％の減少を　　　で30～50‘“間にわたつておこなつた。

第6表　　　　　　　弗化ナトリウムの血液Catalaseにたいする作用

爽験

番号

1

2

3

4

5

反　　　応 測定時f湖（分）
・［・

対　照169・・
　NaF　　　l　11．2

対　　　照

　NaF
対　　　照

　NaF
対　　　照

　NaF
対　　　照

　NaF

38。2

6．85

134，0

24．3

93．0

13．8

15，9　　　36．8

3，95．　　ユ0．2

41，2

4．05

63．4

7．0

5例対照45，7平均　　NaF　　　　6．6

92．0

ユ0．5

125，0

16．6

96．2

15。1

・・114118　221・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
ユ88・0231・0266・0　1296・0317・0
37。0　　　　48．9　　　　6ユ，O　i　　71，0　　　　81．5

131。O　　　l56．0　　　198．0

20．0　　　　25．8　　　　32．5

53．7165．5176．5
19．ol　22．gi　28．8

223，0　　　245．0

38．《｝　　　　43．8

…5195・5
34．．ol　40．4

131．0　　　167．0

17．6　　　　23．6

177．0　　　220．0

30，3　　 43．6

136．1　　　167魯9

24．8　　　　33．0

198．　O　1226．0

2118135．，

254，　0

57，0

249．0

40．8

198．4

41．8

1・・

334．0

91，0

264．0

48．0

1・・

350。0

101，0

286．0

58，0

102，0　　　108，0

45，6　　　5　O、5

270．0

46．5

294，0

53．0

277．0　　　300．0　　　313．0　　　327，0

65．4　　　　79．5　　　　88，6　　　　99、5

211、3　［　241，3　　　256、6

48　，S　1572　63．9

40

9，　61．0

110，0

304．0

62．1

コ12，0

57、O

309。0

58．5

334．0

113，0

273，0　　284．0

72。4　　　　80．1

数値は02－・EvolutiOn（Pt2）を示す。

輔βQ　、　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2。Xanthine－Oxidase：酵素材料

o鼻

おユo
吾

cら

量画

o

：二亡二こここ£二：＝＝：，ii

n・…一・ム…＿＿＿．。ム．一一．．”i－t・一一・一・・一一“’”ム”…噛師…b鱒”…”』’蝦

轟・・酬一一論輔帽’　順欄▲印胴”鰍’一旧”騙n偏’”一篤嶋幅”r’旧・・…鞠・…剛・・一轟丁

JL風砂幅　　　　　　　　　　　　　　，
tl°　　隔ffl圃ユ　　櫨　のx。。th・。，酸イ髄蹴求めるさい

　　にはラツト肝ホモジネート（冷純水

　　1cc中160mgの組織含有）を，叢質

　　にはXanthineをもちい，　AxelrQd－h

　　E！vehjem⑳の方法に従つてWarb．

　　urg装置にて測憲をおこなった。各

s9　実験において基質たるXanthineの

　　存在しないときの0錆吸収（Endo－

　　genous　respiration）をPt［1定し　真

第35図ラ・呼吸ガス代謝並びに体温に及ぼすクエ職ナト　の柵を就なつた・すなわ嚇38

　　　リウムの影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図にしめしたような4つの反応系を

　　　　ラット2109，♂，Sod．　Cit：48mg／kg　i・P、　　　　　　　つくり，　（1）で肝ホモジネートの
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第7表　弗化ナトリウムのXan七hine　OxidaseならびにEndogenQus　Respirationにたいする作用

’実験

番号

1

2

3

平

均

測定反応系 測定rl寺間（分）
20

E・R・　　　129・8
E．R．十NaF

E；R．十Xanth．

E，R。十Xanth，十NaF

E．R．

E．R．十NaF

E．R．十Xanth．

E．R．十Xanth．十NaF

E．R．

E，R，十NaF

E，R．十Xanth，

E．R十Xant11，十NaF

22．0

43．7

29．6

29，3

35．8

45．7

32，0

27．0

20，9

28，4

27．4

E．R。　　　i28．7
　　　　　　　　　　トE・R・＋N・F　　i26・2
E．R，十Xanth　　　　　　　39，0

E，R＋Xanth．十NaF　　　29．7

40

48，8

34，6

64．2

40。2

47．7

50．2

63．CJ

45　．O

39。2

28，7

39，6

33．6

45，2

37．　8

55．9

39．6

・・18・

59，5

47，5

73。5

49．3

55，4

59．3

70，0

51，9

48．5

34．0

44，3

39．8

54，5

46．9

62．6

47，0

1t．0

65．5　　　　76．1

53，4　　 56．7

85．0　　　　95．5

53．8　　　　57，3

62．4

65，7

78．5

58，9

57，0

42，1

53．4

44．3

61．6

47．0

72。3

52．3

63，9

69，0

84，0

62，3

120 14・1…

89，3　　　　98。0

60．3　　　61．8

．tOO，0　　　コ21．1

60．4　　　63．4

74．0

71，8

90，1

64．5

83．0

74，5

100。0

68．1

6L，0　　　　67、6　　　　73。0

45．6　　 49．8　　 50。6

57．0　　　　61。0　　　　66．5

47．8　　　　49．9　　　　53，0

67．0

57，1

78，8

55．8

77。0

60，6

83．　7

58．3

84，7

62，3

gs．8

61．5

　　　　180

ユ01．（［　　115．0

61．7　　　63，0

123，0　　　138，0

65，3　　　　66，1

94，6

79．2

ill．0

70、7

112．0

82．6

123，0

71．6

8】．5　　 88．5

52．3　　　　54，1

75．0　　82．5

155．6　　 57．8

92．4　　　105．2

64．4　　　66弓6

103．‘）　　114、5

63辱9　　　　65，2

数値は02吸収最（μのを示す。

酬
　　t．o

iRq　　　　　　　　　　　　　　・。　30m　o　f－・1：　P’・　て

Io　　轟輪噛・一転　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム凶
　　　　　　　　　のへ’1』噛い　剛一・一・・－ih“一“ri－dit－一一一一iid“T

33

eワ

ムの添加によつで蒋朋に低下し，

　　後の　2発生i郵は対1照に比し

約1んとなる（第37図）。

　2，Xanthine－Oxidase　activity

　　にたいする弗化ナトリウムの

　　作用

　成績は第38図にしめすごとく弗化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36　ナトリウムはXaΩthi顎e酸化セζよる

　　　゜°・・　’姻副　　；＄蟹鷲鋤て睦の轍
　　　第36図　ラツト呼吸ガス代謝並びに体温に及ぼす鰺酸ナトリウ　　　　　なおこの実験においては肝ホモジ

　　　　　　ムの影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネート自身のE・R・による02擬取

　　　　　　　ラツト2209，6・Sod・Ox・：32mg／kg　i・P・　　　　　　　がかなり大でXanthine酸化によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る02摂取との差がすくなく，成織

Endogenous　respiration（E。R．）を，（2）でE．　　の判定は關難であつたが，　Xanthine－Oxidase　acti－－

R，にたいする弗化ナトリウムの影響を，（3）では　　　vjtyには明らかな抑制作用はみられなかったが，

（1）にXanthineを添加してE．　R・によるOs吸収　　　Endogenous　respiration（E・R・）にはすべての例で

，とXanthine酸化によるOL，吸収をあわせ測定し，　　　抑制傾向カミみとめられた。

（4）では（3）にたいする弗化ナトリウムの作用を観

察した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　考　　察

　　　　　実験成績　　　　　　　　　　　　　　　　　生体内における急性弗素中灘症状，あるいに摘田臓

　　1・Catalase　acti▽ityにたいする弗化ナトリウ　　　器組織にたいする弗素の作用が，脱カルシウム作用の

　　　ムの作用　　　　　　　　　　　　　　　　　　結果であるとする学春（Schultz，　Schwyzer，　Loewi

　成績は第37図にしめすごとく，すべての実験例にお　　　その他）と霊として酵素限害作用あるいはそれ以外の

いて，CatalaseによるH202分解能は弗化ナトリウ　　　弗素イオソじしんの特異な作用によると考えている学
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0，

秦）ee

APt　b　〃e

）！

　　　　　　　　　　　　．／・！・A儒騰灘撫諜護

　　　　　　　　　　o1　　　　　　　　　　　もつクエソ酸ナトリウムおよび懲酸
　　　　　　　o／　　　　　　　　　　　　　　ナトリウムをもちいて，これら薬物

　　　　　o！
‘／　　・　　　　がin　vit「°で同魂のカルシウム

。／° @　　　　　　高輿㍊離灘益鑑芝

　　　0
　　　　　2　　6　！ρ　／V　”　？2　nS　3e　js　　タ0　　　どの際にもちいられているが，近来

　　　　　　　　　　　ca　vr1（の　　　　　外科締。鼎。と紘って大㈱

　　第37図　弗化ナトリウIAt液Catalaseにたいする作用　　　　　　　1血1が行われるにいたつて，ク・rn　7酸

　　　　　　　A；対　照　　　　　　　　　 ・　　　中瀞例が報告されるようになつた。

　　　　　　　B沸化ナトリウム　　　　　　　」。lmら⑫ew　＝ソ酸撒轍のさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いみられ牝急性クc・ン酸中襟愚渚の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幾多の臨床例を綜禽して検酎し，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》全’　　　　　れらはいずれも低カルシウム血症を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諺　　　　，／　　伴うが，必ずしもカルシウム静油に

　　　／°°　　　　ジ、艇　・つ・救漱かつ触お・び
Oi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆’　　　　　　　肝疾患々謄に憩速かつ頻回のクーT＝”Lン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ’　　　　　　　　　　　酸加血液を輸」血した場合はきわめて

炉汝　　　　　　　　　　　　　　　　　　’／　　　　　　、　　　　その申毒を起しやすいことなどを報

寿災　　　　　　　　　　　　　　．！　　　　　　　　　　　　　告している。クSン酸ナトリウムの

牽　　／／箒鴇灘隠M瓢贈隻簿蓬
磁・ダ，

　　　／　　　　　　　　　おいてその鯉欄を比醸験し
　　o
・／．．－e．．　，，e．一．e－・　・一・　・一　’　・’　’”e　s

結E耀灘欝
…““’e @　　　　　　　　として注として融，赤沈検鰍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　局所作用のために粘膜が腐蝕し，嘔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吐，』腹痛，虚脱およびけいれんをお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こし，低カルシウム」血症による種々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の症状のほか，難溶性のカルシウム

　　　　0　2，ve　609“／・，　zae　tS・e〃〃／2d　　塩が細騰を閉塞して仙胤乏尿・

　　　　　　　　　　　　　dx「SA切　　　弊，蠣錫灘蓋欝

　　第38図　弗化ナトリウムのXanthine　Oxidaseならびに　　　　　　れば，蔭酸ナトリウムのウサギ皮下

　　　　　Endogenous　RespiratiQn（E・R・）にたいする作用　　　　　注射MLDは0．259，モルモッF

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皮下注射MLD　O・49／kg瀞注O．1～

者（Sollmann。　Bannet，　Covin＆Berman，その　　　O。29／kgと記載されている。

他）とのあいだに意見の対立のあることはすでに緒言　　　　本実験成績からマウスにたいする急性中毒症状およ

においても述べた通りである。著者はこれらの疑問の　　びLDsoを比較すると，弗化ナトリウム100mg！kg
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Lp・では注射後まもなく激しい興奮癒状がみられ，け　・弗化ナトリウム20mg／k9，クエソ酸ナトリウム48

いれんにつづく麻輝が現れて，30～40mで口乎吸停止し　　　mg／kg，篠酸ナトリウム32mg／kg腹腔内～1三射でば3

て死亡した。弗化ナトリウムのLDrnは71．5～75，8　　者とも特徴ある傾向を示した。すなわち弗化ナbリウ
mg／kg，（危1；解・5％）であつた．瀬川＠麟化T・一　｝・　ム1＃・，繊蹴第1　1・　Trlt（・7％　・妙，　COu　1：）1・IU蹴第

リウムを水溶液として，雌雄のマウスに腹腔内注射し　　11」値5％の減少を示したが，以後は団復にllilい3hで

て，ほぼ著者と同様の中〒｝縦状を観察し，LD5〔〕は約　　全く正常に復した。体温は第1h値1．8°Cと二嵜1り1に下

50mg／k9と算定しているが，著渚はウサギの実験の　　　降したが，以後徐々に圓後して，3hでは全く工E常に

さい50mg／kg　i・v．しても死亡例は少なく，腹腔内投　　　もどった。30rng／kg注射ではさらにこれらの傾向は

与では3例中死亡したものはなかつた。　　　　　　　　≡嵜明に現れ，かつ持続時間も艮かつた。

　弗化ナトリウム1〔｝Om9／kgと同…Equivalent　　　これにたいし，グ＝．ソ酸ナ1・リウムでは02消蟹燃

c°ncentrati。nのク・・》’1唆ナ1・　Vウム（240mg／k露）で　は第1・値18％．1：pt，　CO，榊騰は第1h伽3¢6の増

はわずかに呼吸興萄が軽度にみられたにすぎずt10借　　　加を示し，以後圓復に向って笛2h値は億とんどIE常

鑑の2．4g／lcgLp，では砲俵から薯萌な呼吸促1藍1，1胃1　　に圓復した。体温にほこの鍛では金く影縛を及ぱさな

不整，立毛，挙尾反応および反弓伸張などの強い中掘　　　かった。篠酸ナトリウムでは0溜消費跣1：が策11葛億7

興響症状がみられ，ついで強鷹性けいれんが現れ，の　　　％，CO£排出鑓は8％のlll陀少を示し，そのこさらに

ち麻痺に移行して30～401u前後で死亡するものもある　　　鱗2h値ではOg消！ll縄：はM％滅少，　COs　ll；川鍬は16

が，なお数回のけいれん発作にたえて生存する例が多　　　％の減少を示しt以後圓復に向うが，錦3h値でもな

くみられた。　クエン酸ナトリゥムのLDr，lDは2．67～　　　お前億、［り∴ドであつた。体温は第1h催0，8°C下降した

3、09glkg（危険率；5％）であった。　　　　　　　　　が以後側復に向つて第2hに1瀞張ぽ」鴛常に匹il復した。

　惨酸ナトリウム（160mg／kg）i．　P．では軽度の遮　　　　Gooclman＆Gilmanの教科瀕によれば，　Vls・＄・イ

動量減少と鎮静状態がみられるにすぎず，5倍蹴800　　オソは酵素活動を阻糊し，摘1土臓器のAnaerobic

mg／k9のでは呼吸不整につづく立循などがみられた　　　glycolysis噛r低下せしめ，組織呼吸な抑制し，筋肉の

が，反射性完進などの症状は薯明でなく，むしろ不穏　　　酸緊消焚と乳酸産｛ヒを抑制せしめるが，これと岡様に

状から鎮静麻痺に移行して30m前後で強臓性けいれ　　　‘k体内でも02消蝦を減少せしめ，　Cq艦kな減少さ

ん，樒搦などがあらわれ呼吸停止して死tした。修酸　　　せるという。著者の成績からもこのことはいいうるこ

ナトリウムのLDrc｝は345・v385mg／kg（危険率；5　　とで，弗化ナトリウム201n劇k黛腹腔巨ヨ投与ラツトの

％）であつた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呼吸ガス代謝を抑iliUせしあた。このさい体温下降が毎

　すなわちマウスにたいする毒性は弗化ナbリウムが　　常みられたが，02消費盤の減少にともなつて下降し，

最も強く・億酸ナbリウムはその約1ん前後で・クエ　　　回復もほぼ同時間であるところから，弗素イナソの梅

ン酸ナトリウムは弗化ナトリウムのiLt．o以下であり・　　　性による代謝機能低下の結果熱生巌が滅退したためで

また急性中襟時著明な中枢興奮症状のみられたのは　　　あろう。

クエン酸ナトリウムであり・死亡例はつねに反戸｝伸　　　　クsソ酸ナトリウムはどの動物についても3薬物中

隈・挙尾反応などの症状がみられたが・これと比較す　　　最も中枢興奮症状が激しく、とくに呼吸興奮は比較帥

ると弗化ナトリウムはたとえ大量でもそれほど薯明な　　小鍛でも箸明にみられた。本実験において，クエン酸

症状は示さず，惨酸ナトリウムは興奮症状よりも鎮静　　　ツートリウムが，マウスLD50に比較してはるかに小

麻癖にはやく移行した。　　　　　　　　　　　　　　　鍛の48mg／kgi．P．で，ラツトの02消強墨ならびに

　クエソ酸ナトリウムの中枢興奮症状はマウスLD51，　　C砺排爾殿が第11，値に増加を示したのは一般代謝機

からみては極めて少ない量（48mg／kg）をウサギに静　　能が一過性に完進し，クmン酸の体内酸化が迅速に行

注しても明らかにみられるが，かなり大猛でも注射を　　　われるためであろう。

揮めてゆつくりと行なうときは興蕉癒状は比較的短時　　　　催酸ナトリウムの02消費燈，COa排ほ1盈の減少が

間で回復する。これは体内に入つたクエン酸の酸化速　　　第2h値において薯明であり，持続時間も長かつた

度に関係するためとおもわれる。　　　　　　　　　　　が，このような時間的傾向は他の爽験においてもしぼ

　ラツトにたいする呼吸ガス代謝の面から毒性を比較　　　しばみられたところで，この薬物が体内に吸収されて

すると・弗化ナトリウム5mg／k9・クエン酸ナトリウ　　からは難溶性のカルシウム塩となるため，以後の分解

ム12mg／kg，蔭酸ナトリウム8mg／kg　i・P・では，　　　排泄が爆れるためか，あるいは鯵酸じしんの組織轟の

いずれも呼吸ガス代謝ならびに体温には著変なく，　　　ために代謝機能の減退が徐々に現れかつ長時間にわた
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つて続くのであろう。体温下降が02消費燈に並行し　　rng／kg，修酸ナトリウム48mg／kgでこれを比較す

て下降する点は，弗化ナトリウムの場合と同様にやは　　　ると，．血満Ca及び血満Ca・・は弗化ナトリウムでは注

り代謝機能の減退もしくは抑制による熱杢k塵低下によ　　射後1～2hが最も低く，以後國復にむかうが，なかに

るものとおもわれ・このものの毒性は決して軽視でき　　　はtl　ll級において星，なおかなり低い値を示すものもあ

ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つた。24h後にはほとんど正常に圓復した（簾2蓑，

　急性弗素中毒症状が血潤カルシゥム（以下1血清Ca　　第31図）。　クエソ酸ナトリウムでは比i随的減少度が小

と略言己）減少に起因するかどうかは別問題として，大　　　で，20～δ01uが最低を示し，以後圓復にむかい4hに

盤投与蒔に血蒲Caが減少することはすでに多くの学　　　はほとんど対照との養はなかった（第3蓑，箪31図）。

者によつて一般に認められているところである。しか　　　i滲酸ナトリウムはほぼ弗化ナトリウムと同様の傾向を

しこれにともなう他の血清電解質については意見はま　　　示したが，Ca減少度は最も著しかつた。

ちまちである。たとえば血清マグネシウム（以下血滴　　　　血蒲M窮は弗化ナトリウムでは時間とともに軽度の

Mgと略記）についての報告はあまりみあたらず，　th1．　　増加を示し，　Caと逆相闘を示したが，他の2諸は確

滴無機燐（以下血一Pと略詑）はMarcovitch（⑨にょ　　　かな成績がえられなかつた。

る）は減少するといい須川⑲，BOgdanQvic⑳らは増　　　　血消Pは弗化ナトリウムではll謝後20～6〔｝m値に云縣

量するといい確かではない。　　　　　　　　　　　　　加を示すものが多く，以後阿復に向つたがイ了意の養は

　クエン酸ナトリウム及び鰺酸ナトリウムについて　　　えられなかつた。タ調ソ酸ナト1）ウムでは鳳とんど変

はレTsai＆Hsu⑯はイヌに各　50mg／kg　静注して，　　化なく，催酸ナトリウムは一一般に時問とともに増加の

血溝Ca及び1血漕Pの著明な減少を認め，5～7hで最　　　傾向を示したが，いずれも変動が小さく膚意の蓬はえ

低となり，24h後にはほとんど圓復したと報告してい　　　られなかつた。

る。石見らはさいきん弗化ナトリウム，クエン酸ナト　　　　弗化ナトリウムの心臓作用については古くから多

VVム及び灘ナ1・リウムをネ・セこ薪50m窟！k醐　 くの研究がある。　Vern・n⑳⑳はヵメの心臓を，　D・

注し，血圧災験と並行して伯L満中のカルシウムの変動　　　Nitt◎⑳は摘1：瞬艀し動物の心臓な，　Chan露⑳はウサギ

を検べ，いずれも馨明血満Caの減少をみたことを報　　　の心房襟本をもちいてその抑制作用のみを認めた。し

告している。B・・kerら⑩はクエン酸力　磁の大f鱒　かしG・ttd・・ker　u、　R。thb・・鰹⑳は’7，　m、・の心臓並

血を行つた130名の瀦について・血？11f・C・，　WhiM・C・一　びにイヌOP心　i隙本をもちいて抑制1’1・用概める一

の著明な減少をみたが，このさい血溝Mgおよび血消　　　方，モルモツトやウサギの心隔では，　Q、003Mの濃度

P量に有意の差はなかつたと帳告している。　　　　　　では逆に振1晦の増火作用と同時に洞一勝，矧一霊間の

　しかしこれまでの多くの研究者らの行つた血溝Ca　　伝導障審と著明な不整豚があらわれることを指摘し

の測定は，定量法の関係からかなり大量の鯖を腰　 た。さらにF・・ranni・i㊥は0．0。24～O，。072Mの濃度

とし，従つて1回の採血量が多蟻になるため，ときど　　ではウサギの心湧条片の収縮力増強を認め，Webb⑩

き採血して時間的経過を適つてその変動をしることは　　　は心筋の機能と種々の代謝物質との關係をしらべ，弗

圏難である。著者は柳沢法⑭によつて血1清Ca盤の測　　　化ナトリウムが解糖作用を完全畔剛：する濃度すなわ

定を行ったが，1回の採」血箆を5mlとし，時間毎に　　　ち0．oosM－－o．osMの濃度でej　，ウサギ心房標本にた

数回にわたつて採血すれば，全く薬物の影響なしに血　　　いして最初振幅並びに樋動数を抑制するが，そののち

清Ca鍛は著明に減少L，血清Pは逆に増盤すること　　　搏動数は一定し，振幅はかえつて増大の傾向を示すと

を知った。柳沢法は試料小簸で可能という特長がある　　　報告した。

ので，1回2rn1ていどのatlfiLで時蘭に翻の採1血を　　いつぼ5　L。・w画まli細個・心臓にたいして，

しても・貧血による影響はほとんどないことがわかつ　　弗化ナトリウムが低濃度（0．02％）ではPositive　一

た。そこで柳沢法によつて，これら3薬物のウサギ血　　　inotropic　actionカミあることを認め量その作用機序を

tw　Ca・血清Ca“および血清Mgの変動をしらぺ，岡　　　弗素が心筋のCa・・を憲つて不溶性のCa馬となり，心

時にFiske＆Subbarow法によつて血満Pの変動　　筋の細胞膜に沈着し，このものが心筋に作用するため

をも研究した。採血時欄はウサギ血圧実験を参考と　　　　と考えた。しかしBennet⑮らは同様の効果につい　　F

し，薬物投与前を対照に，薬物瀞注後血圧最低となる　　　て，弗素と心筋の銅イオンとの反応によるものと説明『

15～零Om，血圧がほとんど回復する1h，4hおよび2　　　し，さらにCovin＆Berman⑭らはラットの心筋標

4hとした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本にみられた弗化ナトリウムのPositive　inotropic

　弗化ナトリウム30mg／kg，クエン酸ナトリウム72　　effectを酵繁阻磐作用の面から考察し，　APTの酵素
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酸化渦程が阻害され，燐酸結合の高エネルギーが心筋　　　以後はRinger液灌流と全く異なるところがなかっ

収縮に利用されるであろうと述べている。さいきん瀬　　　た。催酸ナトリウム（3．2×1．O－‘t．）の心抑制効果は最

川はウサギの心房標本および心室内乳頭筋標本をもち　　　も著明で，3．2×10略溶液でもまれに振lllπ職少と伝瀬

いて弗化ナトリウムの作用機序を解明しようとした。　　　障轡がみられることもあつた。しかし3・2×10　1溶液

その結果，心房標本でほ弗化ナトリウムは一時的に振　　　にCaC12を加えた灌流液では，直後一）齪i…の振11顧減

幅を抑制してもほとんど不整腺をきたさないこと，榑　　　少と緊張低下を示すがまもtsく圓復し，以後は金く正

動数の減少は振幅回復後もなお続くことなどから，刺　　　常の縛動をつづけた。Gottdenker＆Rothbergerは

激伝達の抑制が主体をなすものと考えた。　　　　　　　摘出カェル心臓を弗化ナトリウムと岡濃度の弗化カル

　このように弗素の心臓にたいする作用については抑　　　シウムで灘流せしめたとき，ナトリウム塩の場合より，

制と興奮との全く相反した報告がなされ，したがつて　　やや遅れて同様の伝灘障轡がみられ，また哺撃L勤物の

その作用機序についての見解もさまざまである。著春　　　摘出心をRinger液rPに浸した場倉，　Ca”盤が正常の

のカエルおよびヒキガエル心臓にたいする実験成績か　　　1・／ao程度になると心臓が弛緩状態で停ILするのに反

ら・まず生体内カエル心にたいする作用を弗化ナトリ　　　し　大量の弗化ナトリウムは心臓を半収縮状態のま震

ウム（2×10－一．t），クエン酸ナトリウム（4．8×104），　　停止することを実示し，これらの事実から弗化ナトV

修酸ナトリウム（3，2×10－一）の順に」；ヒ較してみると，　　ウムによるCa”減少が，ただちに心臓抑制効果なも

弗化ナトリウムでは軽度の振幅増大と縛動数の減少　　　たらすものとは考えられないと結論ずけた。箸潴の粟

を1クエy酸ナトリウムではほとんど変化なく，鰺酸　　　験成績からも，クエン酸ナトリウムおよび償酸ナトリ

ナトリウムでは軽度の振幅減少，榑動数の増加がみら　　　ウムの場合とは明らかに異つて、Caり遍加の影響は弗

れ，すでに抑制効果があらわれている。高濃慶では弗　　化ナトリウムによつて現れる伝鱒陣轡になんの効果も

化ナトリウムと惨酸ナトリウムはいずれも著明な抑制　　　もたらさなかつた。すなわち弗化ナFYウムの心臓抑

がみられるが，クエン酸ナトリウムは緊張低下を示し　　制作用は，滋にCa°‘減少の結果ではなく，弗素イオ

た程度であつた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンじしんのもつ特異な心臓作用が重要な意義をもつも

　摘出カエルおよびヒキガmル心にたいしては，弗化　　のであろうと推察される。瀬川もウ→ナギ心厨傑本につ

ナトリウム（2×10－－li）では振幅の増減不定で，とく　　　いて倦ぼ著蒋と同様の結論なえている。もちろんこれ

にPbsitive　inotropic　effectのみを認めるわけには　　だけの契験講契では心臓作用機序を曇々することは不

ゆかなかつたが，クエン酸ナトリウム（4．8×10－s）　　能ではあるが，弗累イ才ンの特異な心臓作用を解明す

は著明な振幅増大を示し，蔭酸ナ1・リウム（3。2×　　　るための一つの手がかりになりうるとおもう。

10－s）はほぼ弗化ナトリウムと同様の傾向を示した。　　　神田ら㊥はウサギの耳介血管による血讐中枢の新し

しかしこれより高濃度になると，3潜とも著明な抑制　　　い実験方法を発表したが，この方法によつて蕎番の

効果がみられた。著者はこの抑制効果がCa°’欠乏に　　　実験成纏を比較すると，弗化ナトリウム3（）mg／kg，

由来するものか，あるいはCaと結合した形としての　　クエγ酸ナトリウム72mg11〈g，3蔭酸ナトリウム48

作用であるかをみるために，弗化ナトリウム（2x　　mg！kg静注では，いずれも」血管中枢の抑制作用がみ

104），クエン酸ナトリウム（4．8×10－・dl），薩酸ナト　　とめられ，とくに弗化ナトリウムは著明であり，ク：一

リウム（3．2×10一‘s）の各溶液に脱Ca相当量のCaC正2　　ン酸ナトリウムは一・過性軽度であり，傭酸ナ1・リウム

を加え，薬物単独灌流時の作用と比較して興味ある所　　　は比較的軽度ながら持続的（30m前後）であつた。し

見をえた。すなわち摘出ヒキガエル心（八木武lwwc　　かし実験例数が少ないので薬物投与壷とその拡張度と

法）にたいし，弗化ナトリウム（2x10－4）単独灌流　　　の関係を確かめることはできなかつた。今後さらに詳

時では箸明な振幅・搏動数の滅少と伝導障害がみられ　　　細な研究を続けたいとおもう。

るが，CaCl2加灌流液では振幅の減少はみられず，　　　角田ら⑧は摘出ウサギ耳介ならびにヒキガエル後肢

かえつて軽度の増大傾向がみられた。しかし伝鯨障碍　　の血管灘流法によつて，弗化ナトリウムの末梢血管作

はつねに現れた。さらにCaCluを追加しても振幅の　　　用をしらぺ，　O．　05％液灘流でいずれも著明な収縮をみ

みが増大して伝導障害の改善はあらわれなかつた。　　　　たと報告しているが，著者の実験成績も全く一致し

　これにたいしク土ン酸ナトリウム（4．8x10－d）で　　　て，血管中枢作用とは相反した宋梢血管の収縮作用を

は著明な振幅抑制がみられるが，伝導障害は必ずしも　　　確認した。しかし1％以上になると末梢血筍はかえつ

全例にはみられない。CaC12加灘流液で灘流すると，　　て拡張し，2％では著明な滴数増加がみられた。しか

直後一過性の振幅抑制はみられるがまもなく回復し，　　．もこのさいRinεer液に交換すると，まもなく滴数は
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減少し，完全に停止することもあつた。この作用が後　　　da・・添加によつてもこれを完全に除玄することはでき

述する弗化ナトリウムの血圧作用と関連しうるかどう　　・なかつた。いつぼうGottdenkerらはカエル，カメの

かは別として，今回は単なる実験幽突として報告する　　心臓ならびにイヌの心肺標本セこついて・弗化ナトリウ

にとどめておく。これにたいしクエン酸ナトリウムお　　　ムでみられた伝導障害が，これと同濃度の弗化カルシ

よび惨酸ナトリウムは著明な来梢∫飢鞍作用欧みられ　　　ウムを作用させた場合にも岡様の伝導障審をみたと報

ず，しいていえばぎわめて軽度の拡張がみられたにす　　　告している。塘蒋の摘出ヒキガエル’bに驚いするCa”

ぎない。修酸ナトリウム1・6％灌流時にみられた滴数　　　添加実験の結果を，そのまま温1n働物の心臓作用にあ

減少は，薬物の作用でなく不漆性の鰺酸カルシウムに　　　てはめることは不可能としても，Gottdenkerらの実

よる器械的現激であるかもしれない。　　　　　　　　　験成績とを考えあわせると，温1血動物の心臓にたいす

　急性弗素中轟時にみられる特徽の一っは著明な血圧　　　る弗素イ切『ソの特異な作用はあるていど推察しうると

下降であり，これV＊　一一般に一致して認めるところであ　　　おもわれる。ウサギECGにtcいして1，　Omg／kg静注

る。しかし，その作用機序に関しては意見の一致を　　　では徐腺を，50m9／kgi・v・ではS・・T下降，　Q”丁延

みない。Schultz⑥，　Schwyzer⑨，　Greenwood　et　　長にともなう抑制効果がみらオした。いつぼう来梢」血し

a1⑩，　McClure⑪および石見ら⑪は弗素の脱ヵノレシ　　管にたいしては0・〔）5％で磐明ts［CIGr｝；収縮を示すのにた

ウム作用による」血管壁の緊張低””ドの結果であると締命　いt”剰離翔を除外したlflL榊榔剛裳験では30

ずけている。Richardsonら⑰はイヌに少鰍（Fとし　’　m窟／kg　i．▽』．ていどですでに注鮒藏後から1前L管拡く張作

て5mg／kg）の弗索ナトリウム又は弗化錫を経口投与　　　用をみとめ，50m9！kg　i・v・ではさらに薪明かつ将続

したさいでも，軽度ながら証下降力秘らわれ，この　的な畑鉱張がみられた・1備C・・C・”無は3°

量では∬艮清Caにはほとんど影響がないと報告し，さ　　　ing／kg　i．　v，で下降し，油射後1～4hが熾慣鶏値であつ

らに．Goodlnan＆Gilmanの詑載によると，弗素に　　　た。このさいのウサギの並L贋三は30m前後が鰻低となり

よつて起る降圧作用は心筋抑制と．前階運動中1怯抑制の　　60～9Cmでは全く【：m1復しており・両鱗のピークは時間

結果であるという。　　　　　　　　　　　　　　　　　的に一致しなかつた。

　ウサギの』血圧・呼吸・心動の突験からえられた將潜　　　　これらの雲験琳実を考えあわせて・弗化ナトリウム

の囎は沸化ナト艸ム30mg！k9静孟1三で，　lfaEF一は　の降劇乍胴機腕，たんV：生働の脱カルシウムf禰

注射後15m前後で最低となり，約20mmHg下降した　　　の結果のみでは説明しえないことで，かなり強い血管

が，30・nころにはほぼ回復した。心動は一過性に振編　　　中枢の輩肩1制作胴と’4・抑｛ilU作用とが薩〔搬の原悶であると

抑制がみられたが，血圧下降が著明となるにつれて増　　　推蜜され，弗素イオyじしんのもの特性がより鍾要な

大し，30m前後でほぼ回復した。注射燈が増すとその　　役割を演じているものとおもわれる。

作用はさらに箸明に現れ，持続時間も畏かつた。　　　　　これにたいしクエソ酸ナトリウムではカエル心にた

　これと比較して行つたク＝ソ酸ナト艸ム72mg／kg　いしては低濃度で糊なP・・it｛ve　i・・t・。pi・acti°・

静注では・．血圧は一過性に著明に下降し，心動振幅も　　　がみられ，高濃度では抑制作用ヵtみられるが他㊧2潜

減少，緊張も著明に低下するが，注射後5～10mでほ　　　に比して最も弱く，摘繊ヒキガエル心にたいする抑制

とんど回復した。このさい呼吸興奮も著明で，振幅　　効果も，Ca”添加によつてほとんど薬物じしんの影響

は前値の4倍前後に増大し，そのこ一晴抑制されたが　　　は現れなかつた。ウサギECGではクエソ酸ナトリウ

，30mころから再び増幅する例が多くみられた。催酸　　　ム120mg／kg　i・v・でも・直後洞性頻豚をみるがまも

ナトリウム48mg／kgLv．では血圧は徐々に下降する　　　なく回復し，30m－－1hころ軽度のQ－T延艮が現れる

が，回復時間も遅れ，持続時間は3薬物中最も長かつ　　　が，いずれも一過性で2hごには砥とんど正常に回復

た．心動振・隙抑制され30～40・、こから徐・に回ace　した・血管運動中榔たいしては・72mg／kg　i・v・以

示した。　　　　　　　　　　　上で軽度一過性の抑制がみられ血管は拡張するが・ま
　このようにいずれも血圧下降，呼吸興奮をみる点は　　　もなく回復する。末梢血L管にたいしてはほとんど作用

類似しているが，その程度，作用時間あるいはそのこ　　　なく・わずかに拡張傾向がみられたにすぎなかつた。

の経過などに3者3様の特徴がある。そこで紙下降　ウサギの血清C・，C・”e：・72mg／kg・L・・で注射後20

の作騒序を今回の縮の行つk心臓ならびヤ砿縣　’・－60fi’が最低となり，2h以後には回復しk例が多く・

にたいする実験成績と，血me　Caの変動についての成　　　作用持続時間の短いことがうかがいしれた。

績などから綜合して考察すると，まず弗化ナトリウ　　　篠酸ナトリウム高濃度におけるカエル心抑制作用はL’

ムの場合には摘幽カエル心の抑制効果（伝導障害）は　　　3者中最も強いが，　Ca”lffx’加液灘流時のヒキガェル摘出
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心にたいしてはほとんど蔭酸ナトリウムじしんのもっ　　　果は，川原の報告から響察すれば糸毬休濾過機能の充

抑制効果がみられなかつたことは，クエソ酸ナトリウ　　進によるものとおもわれる。密た弗索が強い酵素阻齊

ムと同様に・弗化ナト1ハツムの場合とば全く異った所　　　作用をもつ点から，もしこの程度のIill二で醒酸脱水酵紫

見であつた。ウサギECGにたいしても．傳酸ナ1ql　　な阻琴辱するとすれば，この点からも利尿勘果が起りう

ウムのもつ心抑制効果は3著rl二1最も隙く，48mg／kg　　ると推定されるが，今圃の菩蛮のll述験ではその作用機

i・v・ですでに強い抑制効果をみ，その持続時間もきわ　　　序にたいして研究してないので，今後この方i面の研究

めて長かつたcj血管運動中枢にたいしては，注射後し　　　が必要とさ21，る。

・ばらくの潜伏期間を経てから徐々に抑制効果カミみら　　　クエソ酸ナトリウム（24～48m霧／199）’蕉酸ナトリ

れ・軽度ながら押続時1昌】は艮かつた。末梢【打噸；にたい　　　ウ2、（32mg／kg）でも注射拍：後一渤性の掬ミ錨1：増茄がみ

してはクエソ酸ナトリウムと同様ほとんど無1’1…用であ　　　られた。Love⑳はこれら両薬物靴　U，　Omtsr／kgイ猟に静

つた。ウサギ1虹溝Ca，　Ca°噸：は48mg／kg　i，　v，で注　　　注すると，腎∫nl流羅：が増加すると報倍しているが，然

射後1～2hで著明に下降し，下降度はf也の2三昔に比し　　　りとすれぽこれらの藥物によつて趨る利尿効果鳳，懸

最も大であつた。．fin．J：Eもこの鍛でV・X　60～gstnで噺疑す　揃1僧拡張によ．る1鱗騨糊加によるものとおもわれる。

る例は少なかつた，　　　　　　　　　　　　　　　　しかし3薬中著明な利尿効果のみられたものは弗化ナ

　以上の嚢験事実からク鴻ン酸ナトリウム及び確酸ナ　　　｝：リウムで，ク瓢ン酸ナトリゥムほ・…過性であり，懲

　トリウムのn狂圧下降も・心筋抑制と［鱈郵1狸動中枢の抑　’　酸ナトリウムは軽度ながら持続的であった。

制が関与していることは推察されるが，Ca°’の変動が　　　HeffterおよびGo◎dman＆Gilrnanの各欝によ

大きな因子として闘与していることが推察され，この　　れば弗索は剛湯瞥の興欝ゼilをプ1二進するといい，平田⑳

点今後の検討を要する。　　　　　　　　　　　　　　　は慢性弗紫rlll毒ウサギの摘出腸’離ま．1E常ウサギの摘

　これら3薬物はともに1血L肥下陥とともに呼吸興恋が　　　出腸管より薬物｝瓢たいする感受性が尤進したと報｛野し

強く現れたが・これは薬物そのものが呼吸中枢を興蕾　　　ている。いつぼらSalant＆Schwart鴉⑫肱クーr．ソ

するというよりは・1血乳圧下降にともなうanoxiaによ　　　酸ナトリウム・蕉酸ナトリウムの腸管にkいする作用

つて反射性に起るものとおもわれる。しかしクエン酸　　　を輿験し，小蹴ではウサギ小腸運動が究進し・大腸潔

ナトリウムの呼吸興1鷹は他の2滑よりっねに普明にあ　　　動は抑制され，火既で1よ大腸゜小腸ともに運動は担1制

らわれ，降圧f乍用がそのわりに小である点から，薬物　　　されると報告し，Loveはイヌについて劇ま岡様の効

じしんドも呼吸中構の興奮作用があるものと想像され　　　果をみとめ，Adrenaline類似作用と報膏している。

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著岩の実験成績では，ウサギ生体内小騰運動は，
、S・hwyzer（¢VS小貴の糠｛欝で糊な尿・卜・C・鍛，　弗化ナトリウム・Cmg／kg，伽。酸卦リゥ・、・24

CI燈の排出増加をみとめ，荻盤もウサギに弗化ナト　　mg／kg，鯵酸ナトリウム16rng／kg　Lv．についてみる

リウムを投与して尿中Ct量排出増加をみたと報告し　　　と弗化ナトリウムが最も小腸蓮動の完進をきたし，振

ている。高森・川原⑯はウサギセこ夢iSficナトリウム10　幅上漱を示したが，舛。酸ナトリウムならび購酸

mg／kg・30mg／k9を連日経口投与して，初期に尿素　　　ナトリウムでは一過性緊張上昇のち低下して、還動振

Clearanceの一時的増加と腎糸毬体の著明な充血を，　　幅は軽度滅少した。弗化ナトリウム30mg／kg，クUt

認め，時日の経過とともに蛋白尿，尿素Ciearance　　ン酸ナトリウム72mg／k9および催酸ナトリウム48

値の滅少，血溝残余窒素およびCreatinineの増量をみ　　　rng／kg静注では，3藩とも颪後一一ma性緊彊上昇を示

たと報告し，また川原⑭は10mg／kgの弗化ナトリウ　　　したが，弗化ナトリウムはそのこ振帳の軽度減少を示

ムをウサギに静注して，FFが増加して糸毬体濾過機　　　し，クエン酸ナトリウムは緊張は二相性に直後上斜・の

能の充進を認めたが，30mg／kg静注ではGFR，　FF　　　ち低下を示したが，振lil諦こe：oeとんど変化なく，催酸

が減少傾向を示し，病理組織学的に糸毬体腎炎の所見　　　ナトリウムは搬幅律動数ともに減少した。

がみられたと報告している。　　　　　　　　　　　　　　ウサギ摘出小腸運動は，弗化ナトリウム10“－q，　ク

　著商はウサギ輸尿管にカニ＝L・・一レを挿入し、薬物投　　　エン酸ナトリウム2．4xIO－a，篠酸ナトリウム1．6×

与による尿鍛の増減を測定した。弗化ナトリウム10～　　　IO－o各溶液の灘流では3春とも著明な振幅増大がみ

20mg／kg静注で・直後から6～7倍の著明な尿量増加　　　られた。弗化ナトリウム10－3，クエン酸ナトリウム

をみ・30～40m持続した。しかし50mg／kg静注では　　　2．4・×10－fi，確酸ナトリウム1．6×10・－6では，3噺と

直後一一mo性に尿童は増加するが，まもなく減少し全く　　　も律動は停止するが，弗化ナトリウムは緊張を著明に

’停止することもあつた。小最の弗素投与による利尿効　　　上昇せしめTyrode交換後もさらに上昇した。クエ
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ン酸ナトリウムでは緊張低下のまま停止し，Tyr。de　　　2，生体内カェル心にたいしては，弗化ナ1・リウム

交換後さらに低下を示した。しかしそののちまもなく　　　は0．2e／P，　O，5ml／109　s．　c．以上で心運動の抑制がみら

回復して律動を開始した。鯵酸ナトリウムは緊張上昇　　　れ，2％，0．5ml／10gS．c，では馨明な眠幅減少，ブP

のまま停止したが，時間とともにやや低下傾向を示　　　ツク，緊張低下な示し，同一EquiValenヒ蹴の蕗酸ナ

し，Tyrode交換後さらに低下した。　　　　　　　　　トリウムもほぼ同様の経1愚をたどるが，クエン酸ナト

　以上のごとく，脱カルシゥム作用を有するこれら　　　リウムは緊張低下がみられるだけで，振幅，律動には

3薬物について，各々同一Equi▽alent　concentration　　ほとんど変化がなかつた。

でその爽験成績を比較検討した結果，多くの場合ほぼ　　　　3・摘則カエルおよびヒキガエル心にたいして，ク

類似の傾向を示しはしたが，作用時間や程度などには　　　エン酸ナトリウムes　O・oo4s％前後で三欝明な振幅増大が

著しい差がみられ，とくに心臓作用にたいするCa”と　　みられたが，他の2麿では一定の傾向がえられなかつ

の関係などは全く異つた所見を示したものもあつた。　　　た。弗化ナトリウムO・02％以上では蒋明な振幅減少，

　さらにこれら3薬物についての酵素阻窩作用の面か　　　プロツクがみられ，篠酸ナトリウムも同様の傾尚を示

ら・現在までの諸家の研究報蕾をみても，弗素の酵素　　　したが，クエン酸ナトリウムの心抑制効果は3者中最

阻害作用に関しては緒雷で述べたごとく極めて多い　　　も小であつた。

が，クエソ酸ならびに鰺酸ナトいシムの酵素系阻轡作　　4・iJis化ナトリウムo・02％溶液セこ脱ヵルシゥム計筑

用を有するという文献は見当らない。著噺の突験も今　　　愚のCaCl2癒加えた｝容液の灘流では，薬物滋独灌流

回は弗素の血液カタラーゼ阻審作用ならびに肝キサソ　　　時よりややおくれて伝灘障轡があらわれるが，帳ll階減

チソオキシダーゼにたいする作用にっいて行つたのみ　　　少はおこらなかつた。しかし岡…EqU｛valent濃度の

で，3渚をまヒ較検討することはできないが，個々の爽　　　クエソ酸ナトリウム，篠酸トリウムはともに一一過性の

験考察において述べたごとく，複雑な生体機構に作用　　　振帷1減少がみられたにすぎなかつた。

する薬物の影響が，たんに血蒲電解質の一時的変動の　　　　5・ウサギECGにたいして，弗化ナトリウム30

み1こよつてもたらされるとは塘え難く，このことは今　　　mg／k窮i・　V・では箸変なく，同一Equivalent量のク

回の実験成績の上からでもすでにいいうることで，今　　　瓢ソ酸ナトリウムも同様であつたが，倦酸ナトリウム

後酵索系にたいする阻害作用の面からこれらの藥物を　　　では著明なS’－T下降、Q－丁延長などの抑制効果がみ

比較すれば，さらに．弗素イオソの特異性を姻みうるこ　　　られ，2b以上を総過しても圓復の傾向にみられなか

ととおもうが，今回は主として一般薬理作用の面から　　　つた。弗化ナトリウム50mg／kg　i．　v．では不整腺，

のみの実験とその考察にとどめた。　　　　　　　　　　S－・T下降，Tの平低化，　Q－T延畏などがみられ，ク

　ウ歯予防薬として現在最も有力な薬物である弗化物　　　エン酸ナトリウムは軽度のQ－T延畏，纈腺につぐ徐

とくに弗化ナトリウムは，この力面において今後益々　　　腺がみられたが，2h後には回復した。

その用途は拡大されてゆくであろうが，このさいその　　　　6、ウサギ血圧は各薬物によりいずれも下降を示す

薬理学的性質を明らかにしたことによつて塞礎的知識　　が，ク晶ン酸ナトリウムは一過性，催酸ナトリウムは

の参考資料になれば幸甚である。　　　　　　　　　　徐々に下陥し持続時間は長かつた。弗化ナトリウムは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほぼ両者の中間的作用を示した。

　　　　　　要　　約　　　　　　　　　　　’　　　　　7．ウサギ呼吸は各薬物によりいずれも興奮を示す

　弗化ナトリゥムの毒性ならびに一般薬理作用を，　　　が，クエソ酸ナトリウムは一一i＠性鵯明，催酸ナトリウ

クエソ酸ナトリウムおよび滲酸ナトリウムと同一　　　ムは軽度であり，弗化ナトリウムは両者の中間的作用

Equivalent　concent「ationにおいて比較観察し，っぎ　　　を示した。

の結論をえた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．ウサギ摘繊耳介血管ならびにヒキガエル後肢血

　1・弗化ナトリウムのマウスにたいする中穏癌状と　　管にたいし，弗化ナトリウムはO．05％で著明な収縮

して，興奮につづく麻痺がみられるが，クェン酸ナト　　　を，2％で拡張をみるが，他の2者ではほとんど作用

リウムでは強い中枢興奮瘡状がみられ，修酸ナトリゥ　　がなかつたa

ムでは不穏状から鎮静状麻痺に移行した。弗化ナトリ　　　　9。」血管中枢作用実験（神田法）では，各薬物によ

ウムのマウス腹腔内注射によるLD51｝は71・5－75．8　　　りいずれもウサギ耳介血管の拡張がみられるが，弗化

mg／k9，クエソ酸ナトリウムのLDr，oは2・67～3．90　　ナトリウムは著明かつ持続的，クエン酸ナトリウムは

9！k9、鰺酸ナトリウムのLDsoは345N385m9／kg　　軽度一過1生，葎酸ナトリウムは軽度持続的であつたo

であつた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10・ウサギ摘｝瑚易管（Magnus法）にたし・し，各薬
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物により，低濃度ではいずれも薯明な振幅増大がみら

れるが，弗化ナトリウム0．02％で運動停止し緊張は著　　 文献
明に上昇した。クエソ酸ナトリウムは緊張低下の傾向　　　①Heffter，　A・：1‘五andbuch　der　F．xperimentellen
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大がみられたが，他の2者では注射直後一過性の緊張　　ユ867．①より引凧　　④X’n・　ppeiner，工｛・：Arch・

上昇のち低下がみられたのみで振幅には著変がなかつ　　　exper，　Pathol．　Pharrnakol．，25：203，18U9．．
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