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　　　　　　緒　　雷　　　　　　　　　　　　　　　　　　ParathiOn　rl・1毒の本熊1：），　ChE阻嘗作用のみでは解

　近年農薬としての宥機燐合成剤は急速オf進旗をぎた　　　決しえないとしても，殻塾、龍嘱な病熊生麗としでは，

し，Diethyl・－p・Nitrophenol　U’hiophosphate（Ethy－　　　ChEな1／爾心に考えるのが纂当で～レ｝ろうとさ；IL”C‘いる

lp・rathi。・）Dim・thyl－P－Niヒr・phenal　Thi。phospb．H　⑰。

ate（Methylparathion）．　Tetraethyl－Pyrophospha－・　　　したがつてParathi（）n中ll声の治僚も，これら病熊

te，　EthyレP－NitroPhe鳳ylthionobenzen　phospl顕te，　　　生理£γ：的立場に．立・r）て船こなわ21るにいたr）たのは禍

S（1，2－clicarbo，　O－0－climethyldithiophospliateな　　　然のことであつて，』・ff機憐鯉剤によつて阻害された

どの燐酸エステル系殺虫剤があいついで壁場してき　　Ch鷺にたいする賦活ま敦二は保護f／ll川を有する簾物に

た。これらは麗作物の種々の’レ［1虫。とくに二化螺虫の　　　ついての研究は，Wilson⑱，　Holmes　and　Robins

駆除に師越した効果がみとめられるにいたり，饅村　⑲，Child・　・t・1⑳，　H。bbik・，，　aj），　P・・ke・⑳，

のすみずみまでひろく普及し，その使旧も年をおつて　　　Aske壷⑳・Cunningham⑳，平木㊧，高木⑳，前

増加するの現況である。しかしながらこれを実際に取　　　村⑳，渡辺⑱，猪木⑳その他のおおくの人々によつて

扱う人々のあいだにしばしば中劇事li度をひ錐おこし，　　おこなわれている。　Ach異常醤臆にもとつくlil囁交感

なかでもParathionは死にいたる蒙貢篤な中毒をおこ　　　神経緊張症状にたいしては，†1｝就藥であるAtrOP｛ne

すことも稀れではなく、これに関する報告①②③④⑤　　⑳⑳⑳，Methantheline　BromideぐBanthine），

⑥も数少くない。すなわちParathionにょる中毒は，　　Sc。Palamine　butylbr◎m，　ide（BuscoPane）などの副

これを田畑に撒布する農央のみならず，誤飲あるいは　　　交感神緩遮断剤あるいは神繰節遮断作用をもっ薬物が

故意による中襟や，その製造工場での申，1繍故をふく　　使用され，いずれもかなり良好な成横がえられてい

めて年々増加の傾向さえみられ，長野眼⑦においても　　　る。しかしAtropineその他の薬物は，生体にたい

最近の一年間（1958）に52件の中毒，其他琳敏の発生　　　して極めて強力かっ持続的な副交感神経宋梢麻輝作用

．がみられたという。　　　　　　　　　　　　　　　や中枢興奮伶用も少くなく，しかもいつれもParat－－　th

　Parathionの哺乳動物ecたいする中襟作用について　　．hionの申毒症状のうちMUSCarine様症状を緩解す

は，Du　Bois⑧，　Frawley⑨などがしめしたように，　　るのみにて，他のNicotine様症状にたいしては思わ

Parathionは体内のAcetylcholine（以下Ach）分　　　しい効果をしめさないものとされている。したがつて

解酵素Cbolin　esterase（以下ChE）の活性を阻害　　　Atopine剤をこよるPatathion中溝の治療を適切に

する，その結果，Achが異常に蓄積して副交感神縄　　おこなうには，かなり周到な注意が必要とされてい

緊張症状をひきおこすとされている。しかしFrawl一　　た。
ey⑥，　Grob⑩，　Erdmann⑭，　Childs⑫，1〈appa－・　　　1955年にいたり，　Parathion中懲の治療薬として

nyi⑬，　Aldridge⑭，柴田⑯および仲中⑯らのよう　　2－Pyridine　aldoroxirne　methiodide（以下PAM

に，Parathion中毒の本態はChE活性値の低下の　　と紀す）が擾めて有効な1乍用を有することが報告され

みでは説明がつけにくく，他のなんらかの要關がある　　た。PAMはWils（，n⑱らにょつて有機燐製剤の作

のではないかと，考えている学者もあり，Parathion　　用機序考察の成果に基いて研究され，出麗したもので

中毒の発生機序に関しては来だ諸学者の見解はじうぶ　　ある。Wilsonらの解説によれば，　Ach分解酵素

ん一致するにいたつてはいない。しかし一般には　　ChEには2つの注性中心すなわち陰イオン部位
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Anionic　siteとエステル水解部位Esteratic　siteと　　　制する効果についても報告している。

があり，陰イオン都位は触媒する基質と結合しその方　　　ParathioR「｛・嚇にたいするPAMの臨床的効果に

向を一定する役舗を果し，エステル水解部傭はエステ　　　ついてはわがくににおいても平木・難波⑳，上田’浦

ルを水解する能力を有する。生理的にAchは陰イオ　　　上⑰，河合⑯，山圏⑳，露田村⑳，小沢・山本⑳池田

ン部f立にAmgoniumイオンが結合し，：r－・7）テル水　　　＠、野田・鈴木⑬，眉西㊨，などおおくの研慌があ

解部位でCH3　COOHが解離される。　Parathionは　　　る。

体内で酸化されてParaoxonとなり，　Paraoxonは　　　PAMの毒性に関しては，小沢・ll体⑳⑩らの成糸ll

mzテル水解部位に結介し，燐酸化酵素を生成しエス　　　によると，一一：　1）スのLD5。は140m居／1蝋iv，290m匹‘

テル水解作用を失う。したがってAch分解が行はれ　　　／kg　sc，209mg／kg　ip，22GOm副k麟（24　hrs・P．o・）と

なくなるという（別図参照）。　　　　　　　　　　　　のべている。慢性番性については，4週間にわたり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PAM　smg／kg，10mg／1礪，30mtt／kg，をそれぞれ：ラ

　　　：）vsefオン　　　　　　　　　　ツトに投与の糊ミ，賭がみとめられなかつtCt　・kい”T）

　　　，ラ，，M，．／．。　縣藩離響　　めツ撫C・・融鮒・・・…AM・の拮

　　・・、〈：）・・　　じ卵　　　撒検し，赫｝・in　vi・・｛鵬・よ1・…撒ChE

・」響　　　1聯　　騨瑞讐鑑曳監牒Ω灘熱

　　　　　9Hs　　　　　コリンェー－L－一セ彌　　　　　　が，小沢咤・の．血L液Chl弓に関する実験では，その拮

　　　　　N

　　　　　　　㈱1く8雛再］　篠器瓢1繋欝繋備　　　　　○

　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　に四価の窒素をPyridlne核に有するOximeであ
脳・PAMの欄騰（平木・黄厳原図）⑭　　り，W、1、。。⑯らはこのNの陽髄電がP、，a，hi。。の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Anionic　siteと結合し，　Pximeの部分でChEに結

　以上の観点から，Wilson（勢は新しい型の解毒薬　　　合している燐酸を騨取するのであろうとのべている。

は，燐酸化されたChEから脱燐酸をおこなつて，酵　　　　とにかくParat翼ionの毒性ないし薬理作用がChE

素を復活すべきものと考え，この際イオソ部位が窺位　　　阻審作用のみによつておこるのか，あるいは別に

となつていることに著目し，ここに親和性を有する物　　　Parathionじしんの毒性が考えられるのではないか，

質により目的を達成せんとした。－d般にHydroxyla一　　したがつてPAMの解糠はChE阻害の抽抗のみで

mino－，　Ami血o－，　Guanidino・一，　Hydroxylthercaptr　　解決できるか，などおおくの疑問が残され，　PAMの

y1一塾などを含む物質は脱燐酸をおこなうが，解灘薬　　　Parathion中襟症治療作用の機序については，現在

がこの部侮に接近するためにはNucleophilic　center　　なお同一見解に達しているとはいえない。今回著瀞は

をもつことが必要で，しかも陰性の活性申心に引きよ　　PAMの一般薬理学的性質をあきらかにするととも

ぜられたとき，Reactvate　groupがEsteratic　site　　に，　pAMのParathionにたいする拮抗作用を研究

を攻撃するためには，両活性中心の距離が適当でなけ　　　し，さらにParathonによるChE活性阻警にたい

ればならないという考察のもとtl　itlvaし，　PyriCline　　するPAMの影響について検討をこころみた。

aldoxime　methiodide（PAM）を発見するにいたつ
te。．．iたH。lmes　and　R。bi。，（1955）⑯らはO・im，　　　　実験薬物

についてParathionによるNeurornuscular　block　　　　被験薬物：

を可逆性にするといx，血清（ネコ）のChEをも抑　　　　1）　Parathionとしては日本特殊腿薬株式会社製の

　　　隅　1　　　・ヒ合物・・AM・・瀦・・灘轍あ備

　　Oc冊　岡　　　1欝鵬譲戴しそ潔傑蟹濃鮒
一　　　1く8雛　　・AM・構酸Fl〈ul・・醐礁もとめ轍い・
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ホリドールメチル乳剤を使用し，その原液を実験のっ　　　ne麻酔をおこなって呼吸運動を停iLせしめた，トノ

ど適宜蒸溜水をもつて稀釈し使用した。日本特殊製薬　　　サマガエルの心臓を鋸出し，心尖部にセルフインをか

の説明書によれば，本剤の原液はMethylparathion　　けへ一ペルにつなぎ，心運動を直接キモグラフとして

40％乳化剤，有機溶剤60％を含有する。以下Para一　　描記させた。薬物は，いつれも生理食塩水に溶解稀釈

thionと記したのは，　Methylporathionであり，その　　して両側大腿リソバ腔へ分劃注射した・

使用量はすべてMethylparathionとしての計算量で　　　Parathion　IOmg／k9以下の注射ではいつれの例に

ある。Methy！parathi卿は融点36。C，白色針状結晶　　　おいても振幅・搏動数ともほとんど変化はみられず・

　　　　　　　　　　　　　　　　　で，比重1．1　　30mg／k9にて軽度の搏動数の増加がみられた。

：：：：＞1－・｛》・蝶㌶薦鷲灘欝慰
　　　　Meth・1pa「athi°n　　ヵリにた、、し　P・…hi・n　5・mg／kgの注身寸のあと・PAM　1・°mg

ては不安定である．水にはほとんど～辮せず，有機溶・／kgの注射｝・よりそのC’F用をしらべたが・PAMの

剤には石　纐を除訓1翫ある。　　　　　P・・athi・nにたいす翻抗1乍用はじゆうぶん明かにみ

2）PAM（2．Py，idine　Ald。xim。　M。thi。did。）　られなかつた・

としては田辺蝶提供｝。よる5ml中2。・m，入ア。プ　1・・P・・a・hi・nなら一・ミ｛・PAMのカエル摘出巌壁iこ

ルを使用，蒸溜水をもつて適宜稀釈使用した。PAM　　　たいする作用。

はつぎのごとき構造式鮪し灘色稜状結晶でm．　S・・a・b－F“hner灘より・トノサー“　・’iエルの摘出

，．2・9・C（分解），水にたいして醐室温1．て5％溶　’鵬に大動臆りカ・ユー・を挿入して・Ri”ge「液

解するが，有機溶媒類には難溶である。　　　　　　　　を灌流せしめた。薬液はいつれもRinge「液に溶解

　　　　　　　　　　3）DFP、住友化学工耕式　稀釈しピペ・トi・てカニ＝・・一一・内の灌流Ri・ge「液

　　　　　　　　　　水瀦佼は水によくとけるが・不　 いぜん軽度の増大をっづけた。Parathionの濃度をさ

安定で分解し効力をうしなうので，本品は無水の状態　　　らに増すと心臓の振幅榑動数は減少し心運動は抑制さ

に保存する。使用は適宜蒸溜水をもつて稀釈使用し　　．れた。

た。構造式は下記のごとし。　　　　　　　　　　　　　　PAMは100～200mg％という高度の灌流にても

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軽度の振幅の増大がみれるのみで，榑動数には著変は

CIH・a @　会社製。．、％lm1入り。．プ，レ　と交換・た・なお・・ユー・内・灌撒昂・はつね1・・－

＼／。AM　pyle鷺glyc°1の’il三鯛噸）・　…g・・灘かえ・も完全tr・もと・状態にはもどらず

　　　　　　　　F
：：：〉・H…÷…・H＜謡：

　　　　　　　　0
　　Diisopropy】fluurophosphate

4）Atropine：鳥居製薬株式会社製造
による礁A…P…の結晶．使用に　↑，。，a、h、。n、。m，／、。ぽ1：。．　2°ノ　3°ノ

あたり適宜蒸溜水をもつて稀釈使用し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1図　カエル生体内心臓にたいするParathion（10mg／109）のf乍用。
た。

5）Lobelme　：日本製薬株式会社製ア

トムラチン00．3％Lobelineユm1アン

1．ParathionならびにPAMのカ　　　　　　　　　　　　10／　　　　　20，　　　　　30ノ
エ，レ生体内鵬、．たいする作用。　　↑・AM…m・／・・9・…

Engelmann法にしたがい，　Uretha一　第2図　カエル生体内心臓にたいするPAM（100mg／］09）の作用。
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↑　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　↑
第3図　カエル摘出心臓にたいするParathion　　　　第3図　カエル摘出心臓にたいするPAM（100
　　　　（5mg％）の作用g　　　　　　　　　　　　　　　　　τng％）の作用。

みられなかつた。

Parathion　5皿g％の

PAM　100　mg％を

注入しても，Parat－－

hlonにたいするP

AMの拮抗作用はじ

ゆうぶん明らかにみ

とめられなかつた（

↑　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　動にたいする作用，
Pa「athi°n°・1mg／kg　i・▽・　　Pa「athiu・1mg／k9　　．　ならびに両者の併用

　第5図　ウサギの呼吸，」血圧・心動にたいするParathion単独作用・　　　　作用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成熟ウサギt？　Ur一

時記

　　　　　　　　　　　　　erhane麻酔のもと

に観血的に操作をおこなった。すなわち呼吸は直

接気管にカニユーレを挿入して，これをゴム管に

ンブールの動きをヘーベルにったえた。血圧は1

剤としてSodlum　Citrateをみたしたゴム管で

水銀マノメーターにっなぎ，1血圧の変動によるマ

ノメーターの動揺をヘーベルにみちびいた。心動

は開胸して心臓を露出し，心尖部に糸をかけてへ

塩水に溶解稀釈して耳介静肱内に注射した。

　Paraしhiunは1～2mg／k9以下の量では心動・

　　　　　　↑　　　　　　　　　　．　　　　　Ifrrl：E●呼吸ともに著変はみられなかつた（第5，

　　　　　　Pa「athi°n　2mg／kg　　　6図）。さらi。投糧をまして5・・g／kgとなると，

第6図　ウサギの呼吸，血圧・心動にたいする　　心動は振幅・搏動数とも軽度の増加をきたすとと

　　　　Pa「athon単独作用。　　　　　　　　　もに血圧は注射直後から，ゆつくり上昇しはじめ
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7～8’n後に最高．となり，注射前より20～30ml、1Hgも

1司　、　　　　J㍉　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

前の血圧値｝d，）どった。呼吸は注射後，一過性に振幅

には振幅は滅少して　（第7図），呼吸抑制の状態とな

みられる変化のほかに，眼球は水腫状となって突出

し，流涙がみられ，さらに流灘，気管の分泌充進によ

　　　　　　↑　　　．　　　　　　　　　　る喘鳴があり，苦悶状を呈し放尿。脱嫌をぎたし，呼
　　　　　　Parathion　3mg／kg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吸の抑制が持続すると血圧も動揺しつっしだいに下降
第7図 ﾉ忽鰐懲鑑需　　・・呼吸が阯す・・ひ・っつい・t・・1圧・急・・な下降

　　単独作用。　　　　　　　　　　　　・心動の抑制があらわれて死にいたることがおおい

心　　　　動

血　　　　圧

呼　　　　吸

時　　　　記

↑

　Parathion　5mg／kg　i．　v・

第8図　ウサギの呼吸，］fTt圧，心動にたいするParathion単独作用。

［rlL　圧

呼　　吸

時　　記

　　　　↑PAM　10mg／kg　i．　v，

第9図　ウサギの呼吸，血圧，心動にたいするPAMの作用。
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心　　　　動

血　　　　圧

呼　　　　吸

時　　　　記

↑

　　PAM　20mg／kg　i．v．

第10図　ウサギの呼吸，1丘L圧，心動にたいするPAMのf乍用Q

（第8図）。

　PAMは10mg／kg以下では心動・血圧。呼吸に変

化はみられなかった（第9図）。20mg／kgでは注射

開始後まもなく心動は振幅・数ともいちぢるしく増加

するが，2　一一・3nコ後には減少して注射前の状態にもど

る。血圧は心動の増大の時期とほぼ一致して著明な下

降をしめすが，4～5m後には回復する。呼吸も注射

直後に一過性の振幅増大がみられるが，急速に回復し

て1～2m以内にもとの状態にもどつた（第10図）。

さらに増量するとかかる血圧下降，呼吸興奮は著明か

つ持続的となる（第11図）。

　Parathion　smg／kgを静注して上記のごとき典型的

の急性中毒をおこしたウサギに，5m以内にPAM　　　　　　㌃’　．　　　　　　　　　　　　’．・・t

を10mg／kg静注すると，1血圧・呼吸・心動は一時回

復の傾向をしめすが，それも一過性でふたたび心動・

呼吸の仰制や，血圧の下降があらわれて死にいたる

（第12図）Qparathion　smg／kg静注による中毒ウサ

ギに，5m後PAM　10mg／k9静注，さらに10m後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
PAM　10mg／kg静注による後処置において，　Parat－　　　　　　　　　PAM　40mg／kg　i・v・

hionによる呼吸抑制は一時やや回復にむかうが，一　　　　　　　第11図　PAMウサギの呼吸，1血

過性であつてParathionによる呼吸抑制をまつたく　　　　　　　　　　　圧・心動にたいする作用。

除去することはできなかつた。血圧は一一時PAM　10

mg／kg静注により下降し，まもなく上昇するが，10m

後ふたたび下降した。心動はPAM　10mg／kg静注
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心　　　　動

血　　　　圧

呼　　　　吸

時　　　　記

　↑　Parathion　5mg／kg　i．v．↑PAM　IOmg／kg　i．v・

第12図　ウサギの呼吸，血圧，心動にたいするParathionおよびPAMの作用。

により2～3m後心搏動数の増加，
　　　　　　　　　　　　　　　　　心　動
振幅の増大をぎたすが，心動の停止

は呼吸運動の停止以前に停iLするこ

とはなく，まず呼吸運動の停1ヒがあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　j血　圧
らわれてのち心動の停止をきたした

（第13図）。

　さらに同様にParathion　5mg／kg

静注により中毒をおこしたウサギ
に，A・，。pi。。2，5m，／kgの静由。呼吸

よる作用をみると，Parathionにょ

り抑制された呼吸運動は，PAM　10

mg／kg雛時にみられるように一時言己

時的に呼吸数の増加増大をきたし，

心潮拠増力・t振1醐曽大・血圧　　P。，a、h、。n鎧鎚ll親9／kg　L　v°↑，AM　1しm、／kg．、．。．

も上昇するが・やはり一麗であつ　　　第、3図ウサギの呼吸，血圧，心動。たいするP。，。，hi一

て約lom後呼吸の抑制・血圧の下降心　　　　　　　　　　　　onおよびPAM　の作用。

心　動

呼　吸

時　詑

第14図　ウサギの呼

　吸，血圧，心動に

ionおよびAtr－－

opineの作用。

↑Parathion　5mg／kg　i．　v．　　　　↑Atropirne　2。5mg／kg　i．　v．
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榑動の減少をきたし，ま

もなくウサギは死亡した　心動

（第14図）。っぎにPAM

lOmg／kg静注による前
処置，すなわちParath－　【lr旺

ion　5mg／kgを静注する

前10mに注射した場合，
　　　　　　　　　　　　呼吸
の呼吸運動はParathion

注射後まもなく減少する

が比較的軽度であり，J血　時記

圧も下降をきたすが前記

後処置におけるよりも軽　　　　　　↑　　　　　　↑

度であつた。心lli｝：動は一・　　PAM　10mg／k91・v・Parathion　5mg／kg　i・v・

時減少するがまもなく増　　　　　第15図　ウサギの呼吸，【血L圧，心動にたいするParathionおよびPAM

加し，心幅も増大をきた　　　　　　　　　の作用。

心　　　　動

血　　　　圧

呼　　　　吸

時　　　　記

↑↑　Parathion　5mg／kg　i．v．↑　　　　　　　　　　　　　↑
PAM　10mg／kg　i．　v．　　　　Lobelin　lcc　s．　c．　　　　　Atropine　2．5mg／kg　i．▽．

第16図　ウサギの呼吸t血圧，心動にたいするParathion．　PAMおよび
　　　　Lobeline，　Atropineの作用。

し，ウサギは約1hにわたり生存した（第15図）。　　　　呼吸は減少しまもなく停JLするかとおもわれたが，前

　また同様にしてParathionの中毒をおこしたウサ　　記PAMの注射によbしだいに呼吸数の増大をきた

ギに，PAM　10mg／kg，　Lobeline　lccを皮下注射　　　し，　Parathion前記中毒時にみられた諸症状すなわ

し，さらに10m後Atropine　2・5mg／kgの静注をす　　　ち流涙・流誕・気管支喘鳴などわまったく消失し，ウ

ると，Parathionにより抑制されていた呼吸は著明　　　サギは約5hにわたり生存しえた（第17図）。

に増加増大をぎたし，血圧も30～40mmHgの」二昇を　　　　IV．ウサギ心電図にたいするParathionとPAM

きたし，ウサギは24h後も死亡することがなかつた（　　の作用およびその併用作用。

第16図）。またPAM　LOmg／kgをParathion　5mg　　　Urethane麻酢ウサギを使用しt福田エレクbロ製

／k9静注の前に10mに11三射したウサギに，　Parathion　　　S　E型を使用し，誘導は｛票準肢誘導の第E誘導をとつ

5mg／kg注射後］Om，　PAM　10mg／kg，さらに10m後　　　た。薬液は耳介静豚内に注射した。注射前をコソトロ

PAM　10mg／kgの静注をすると，約40m後において　　　一ルとし注射直後，5【n後，10m後の心電図をとった。
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血　　　　圧

呼　　　　吸

時　　　　記

　　↑　　　　　　　↑　　　　　　　　　↑　　　　　　　　　　　　↑PAM　10mg／kg　i．　v．
PAM　10mg／kg　i．v．　Parathion　5mg／kg　i．v。　PAM　10mg／kg　i．v．

　　　　第17図　ウサギの呼呼，tht圧にたいするParathi。nおよびPAMの作用。

が，葡、の傾向をしめしTの鵜　1羊魎後

ついで平低化，あるいは消失をき

たし二相化ないし陰性化をしめし
た．なを。の洞性翻は鴨間で　∫拠後

明な洞性ないし心室1性瀕腺をきす

一一一YL－一一．uv－，．一．一．Yt－．：一一VL．．．一．一

繋享灘論難罐i。mU　一’」V－一一一一“一一一一一一一一w／V－v－一一一一一一一IV．．．．v－．一一．一．”

房細動をひきおこし死亡した（第

論塁議細器鎚2〃畷”v－N－一一一一一一一一一〉へ一一一～v～一

をこえると軽度のTの平低化をし　　　　　第18図　Parathion（5mg／kg　L　v・）のウサギE・C・Gにた
めした（第19図）。つぎにこの両　　　　　　　　　　いする作用。

薬物の併用による作用をみると，

まずParathion　5mg／kg静注直

後，・AM・・m・／k9雛の・・わ　隆月揃“↓沸一
ゆる後処置例においては，前記
Para・h・・n単独による・サギ心惨魎後」・・VPV・p・N－一，一・，一一・・．N－・・L．．．．，．．、F，．一

電図と著変なく，このときには

Parathion　5mg／kg　注射後30t，，

以上たつてからウサギは死亡し　切後一一
た。すなわち約10mの延命をきた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持

したにすぎなかつた（第2°図）・　1・77・・A9・YL・－YWV・－t－一．N…i

PAM　20mg／kg静注（Parathi－
・・注射前・・…いわゆ・前処　第19図錨即mg／kg　i．　v．）のウサギEC’Gにたいす

置においては，注射直後より洞性

ないし心室性頻豚のあとむしろ徐
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鱗驚岬鱒㊧矯　榊｛一脳傘一励｛榊
瑠鎌贈雰簾．い殆叫・轟→一一一

幣獣犠鵬黙、1、晦幌軸怖一砕
誤繋羅蹴ρ㌧1　1・a　7rL　ASi　N《↓・一一

心動脈に拶…唆挿入し・　　錦2鰍1ウ輝鳳C・GにおけゐP・r・tlli。・・PAMの1綿翻」・
M・・i。tt・撫りr定のEII．－C・Rl－　　　（Pa「atlli°n　5m・／k・i・v・ul”　PAM　20rn9／1“9　i・v・）

nger液を灌流せしめた。薬物ば

鵯欝轡臆漏　　繍執，・唇一トー帳一ト）㌻　一

塾麓駕欝隷撚　？潔負・vv－・」ト騨～緋

撫撮雛㌘灘　轍一」し」L碑ふレ
讐惣諮総憲繍繍　　1・晦一uady

ことなく40m以上もつずいた備　伽後　～　↓＿－
22図）。

・AM濾・・m・％液を・cc・・入　9徽・藏～．一
すると，直後一過性の灌流愚の減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

蝿・かえつて増加し約・・　第21図膣；温鴇讃鐸a職躍、r鰐帆
後には約20％以上の増加をみ売

（第23図）。　すなわちParathion

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫o

華　、・，　　．　　　　　　　　　　　孫

1。ノ　－　　1：：

）

　e　　　1。　　2。　　3。　　40　　　崎朋㈲　　　　　　　1°O　　　le　　2P　　SO　　”　　　　日岡園

第22図Parathionウサギ摘出耳介血管に　　　　　第23図PAMのウサギ摘出耳介血管にた
　　たいする作用　　　　　　　　　　　　　　　　　　いする作用。
　　註・Parathion・20mg／％ユml液を注入。　　　　　　　註．　PAM．40mg％1m互注入。
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20mg％液を1Cc注入すると，馨明かつ持続的な血管　　　W，ヒキガニル後肢血管にたいするParathionと

拡張がみられ，PAM　40mg％液1ccの注入では，初　　　PAMの作用，および両寝の併用作用。

期の一過性の血管収縮にっつく持続的な拡張作用がみ　　　　琉wen－Trende正enburg法にしたがつて，ヒキガ

とめられた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ニル後肢前L管標オ葛をつくり，薬液は上記同様にRin一

　つぎにこれら両薬物を併用したさいの，末梢！血僧：に　　　ger液として，カ＝・・一一　．一レ上方のゴム管部より注入し

たいする作用をみるため，Parathionの注ス後にPA　　た。

Mを注入したとき、ならびにPAMの注入後に　　Parathion　20m露％液1ccを注入すると，濯流：踊は

Parathionを注入したときの作用を観察した。前記　　　10m前後に軽度f憐加をきたすが，その後しだいに減少

Parathion単独注入時と同様に灌流鍬は増加しはじめ　　　しはじめ，30m後にほ著明に1威少し7e（第26図）。

るが，PAMを追加注入すると灌流：鼠は一層増加する

　が，まもなく減少し，Parathion注入後3Qmころに　　　　　　EO

　はほぼ注入前の灌流鍛にもどる。すなわちParathion

，による翻かつ持続触血管撒作用は・PAMによ　　一；笹　ro

　りかえつて抑制される傾1’「11がみられ，またPAM単　　tS！

獺三入離みら泌一過性の撒櫛妙も・Parathi－－　　ial　3°

　onを前処羅するとみとめられなくなった（第24，25　　　　略

　図）。　　　　　　　　　　　　　　　　　暴2・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹

∫o

　　　謹A。
　　　巌．

　　　滴
　　　f　3°
「　　　紋
　　　：　2。
　　　か
　　　唄
　　　）　　　「o

o

10　2P　sρ　4。　　　疇隅‘旬、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第26図　Parathionのヒキガエル後肢血管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にたいする作用。

舜＼」　　誌㎞h㎞2°㎎％液囲翫
蒸

筑如
摘

第24図　ウサギ摘出耳介血管にたいする　　　　　　　　葵

鴇謡瓢欝離1注入後，　無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　PAM　40mg％液約10m後1m1注入。

釦

薙和
噺3。

翼

苓n°

胆，。

第27図　PAMのヒキガ」ル後肢血管にた
　　いする作用o

　　註．PAM　20mg％液1：η1注入。

1いwへへ　　・AMは・・m、％伽の注入蘭，灘購
　　　　　　　　　　　　　　　㌧し一曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明に増加しはじめ，約10m後には薬液注入前の2倍に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もたっした。かかる灌流量の増加は，時間とともにわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ずかに回復のけいこうをしめすが，30m後にもなおか

　et・、。、。。、。。、。時幡　　なりの増加がつずいている・

第2咽ウサ欄出恥血管，。たいする　　つぎにPa「athi°n・PAM併用時舳徽たいする
　　P。，athi。n，・PAMの桐解F用。　　　作用をみるために・つぎの撒をおこなつた・Pa「at卿

　　註。PAM　20mg％後1m1注入後，　　　　　　　hion　20mg％液1ccを注入して・20m後にPAM　2G

1Parathion　20mg％液ユm1注入。　　　　　　　mg％液1ccを追加注入すると，　Parathion単独注入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時にみられた灌流量の減少はま》うたくみとめられなく
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　40
衆

胤
’t／1・30

’i

塾

券20
磐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．ρ
ぴ　　VS，S“

、　　＼　　　　　　　　　　　暇，
一＋T�gHun’一v“一＋一一丁．一．一一一一一魑一騨ro

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳z．o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略瑠k今｝　　　　年
　　　t°　2°　s°　4°　Eit）　ω　　　　　　　ttl　l，o

第28図　ヒキガエル後肢1前L管にたいする

　　Parathin，　PAMの拮抗作用。

」〆／　ノ、“～

註．Parathion　20mg％液1m1注入ユOtl］　　　　　　　　　　　1…　　　　：ろρ　4ρ　b’0　6e

後，PAM　20mg％液1m1注入。　　　　　　　　　　策31図　PAMのウサギ刹尿にたい“嫁，作川。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註。PAM　10mg／kg（i，　v．）

鴫朋1お⊃

ヤヒ

泓40
凱

瓶

’Fsc
婆

本

iVN忽

　　　　　P4v　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　so

N　－》＼＼　　　　創
　　　　　　　ilt1
　　　　　　　　　ム，o
嘲r‘thS｝　　　　　駄

　　　ttT　　　2o　　　れ　　　4a　　　ぢゆ　　　（lll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　es

第29図ヒキガr・．ル後肢1㈱こたし、貿，　　　扉ρ
　　？・…hl・n．　PAMのll・航rl・11］。　　　　購

　　’irli，　PAM　20mg％液1m1注入10m後，

　　　　　　　？桝
　　　　　　　覧
？島f　　　　　．．．一・諭一…る帰｝』＋－nyt’肩魑○㎜‘繭

　　　，．」r

L／
イ

∬。　2。　s“　’。ゆ　，嵩on網㈲

Pa「athi・・20mg％液1ml宅｝1入・　　　　笛32図ウ・1ナ物利胸にたい一g－　7，，　P、，、thi。。，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PAMの拮抗作用。
4ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註．Parathion　3mg／kg　L　v，10m優，　PAM
　　　　　　　　’－N－NWt　　　　　　　　　　　　4emg／kg　i．　v．洗入。

　s，e

凧

i蘭u

数
o
分　1．o

肥

！　　　tt　　　輌轍騰蠣蜘・灘し鋪騨・一卵を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挿入し，礁接尿の流出滴下数を鍛：定した。なお利尿作

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用の観察には，いわゆるUrethane利罎の時期1をさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けて，尿排繊：鍛が一定になるのを捜つて薬液を耳介静

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脈内に淀射した。

t・a・s・・… @ω的細　　P、，。，hion　tX　lmglkg　L／下の翻1では沙翻で

　　第30図　Parathionのウサギ利尿にたいす　　　　は一・過性の軽度の尿排出愚の増加がみられた力二，大多

　　　轟IF臨・h・・n・・9／・、（i．・v，）　灘鐙藍1囎騰繍撫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もなく尿排1：i：撮は増加しはじめ，十数分後にはほとん

なるとともに，PAM　自身による灘流簸の増大も　　　ど2倍にたつする尿排出徽の増加をきたし，この傾陶

Parathionの前処謄ではまつたくみられなくなつた　　　はかなり特続性で60m以上も続くことがおおかつた

（第28図）。PAM　20m露％液1ccを、　Parathian　20　　（第30図）。　PAM　10mglk9では変化をみとめず，

mg％液1ccの注入前20mころに作凧させると，　PAM　　　20mg／kgをこえる投与では軽度の尿排出鍛の増加な

にょる灘流量の増大は，Parathi。nの淀入1麦まもなく　　みとめた（第31図）。

減少しはじめ，約20mころにはほとんど薬液灌流前の　　　つぎにParathionとPAMの併用による作川に

状態にもどつた（第29図）。　　　　　　　　　　　　ついてみると，Parathion　3rng／kg　l．R射後約1〔沖に

　、1L　ウサギ利尿にたいするParathionとPAM　　　PAM　40mgl　kgを注射すると，尿排lj構愚：は…時∫働11

の作用および両者の併用作用。　　・　　　　　　　　の傾向をしめすが，約30「”後には注射肖ilに’i，、どった

　輸尿管力＝・＝…一レ法により，Urethane麻酔ウサギ　　　（第32図）。－PAMの前処既，すなわちParathion　5
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mg／kg注射前20mにPAM　20mg／kgを注射する　　　が，約30m後には注射前の状態にもどった（第33図）。

と，尿排出量はかえつて一一‘ee増加の傾向をしめした　　　皿．ウサギ摘出腸管にたいするとParathionと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PAMの作用および両者の併用作用。

尿

繭

5．o

4ρ

敏　Jo

7
Ffi　i，o

）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Magnus法にしたがって撲殺直後のウサギの廻腸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の一部を摘出し，冷Ringer液中に保存し使用時に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約2cmの長さに切断してもちいた。恒温槽温度は37°

　　　．　　　　　　　　　　　　　　　Cとし，薬液は標本を入れたMag面s管内のRinger

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　液中にピペットにて注入した。

覧／》＼　　晶轡㎞単鋼るウサギ摘出”易管に姻

ノ
　　　　1ρ　　加　　タ）　　4ρ　　po　　ω

第33図　ウサギ利尿にたいするParathion．
　　PAMの拮抗作用。　　　　　　　　　　　　　運動の振幅はかえつて減少し・3～4m後には緊張低

　　註．PAM　40mg／kg　i．　v．10m後，　Parath一　　　　下しはじめ，まもなく弛張し弛緩性の停止をきたした

　　ion　3mg／kg　Lv°　　　　　　　　　　　　　　（第34図）。　さらに高濃度になると注入直後緊張は低

　　　　　　　Parathion　lmg％以下の濃度では摘出腸管にたい

日蝸㈲　　　　して作用をみとめないが，それ以上になるといずれの

．　　　　　　場合においても注入直後一時緊張やや上昇するが，腸

　　　↑Parathion　2．　Omg％

第34図　ウサギ摘出腸管にたいするParathion（2．Omg％）の作用。

　　　　　　　　　　　↑Parathion　3mg％

第35図　ウサギ摘出腸管にたいするParathion（3mg％）の作用。
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↑PAM　20mg％

　　　第36図　ウサギ摘出腸管にたいするPAM（20mg％）の作用。

↑PAM　40mg％
　　　第37図　ウサギ摘出脹管にたいするPAM（40mg％）の作用。

下し，腸運動の振幅も低下し緊張ははじめの状態にも　　に，Magnus管内にピベツトにて注入するいわゆる

どり停止した第35図）。　　　　　　　　　　　　　　　前処置においては，筋緊張の一過性の上昇のあとだん

　b）PAM単独によるウサギ摘出腸管にたいする作　　　だん下降し，注射前の状態にもどつた。　PAM後処

用。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置，すなわちParathion　3mg％をMagnus管内に

　PAMは20mg％において，振幅の増大，律動数　 注入後5mにPAM　20mg％を注入した場合には，収

の増加をきたし，さらに高濃度になるとかえつて筋緊　　　縮高は減少し，律動数の減少をきたした（第38図）。

張は上昇するが，腸運動の振幅は減少しっX約7m後　　　d）Atropineのウサギ摘出腸管にたいする単独作

に停止した（第36，37図）。　　　　　　　　　　　　　用。

　c）ウサギ摘出腸管にたいするParathionとPAM　　　　Atropine　O・05mg％以下では腸管運動に変化はみ

の併用作用。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　られないが，Atropine　O．1mg％以上になると前記

　PAM　20mg％を，　Parathion　3mg％注入前5m　　pAMと同様腸管運動の抑制，収縮高の減少をきた
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↑PAM　20mg　　　↑Parathion　3mg　％

　　　第38図　ウサギ摘出腸管にたいするParathionおよびPAMの作用。

↑Parathion　3mg％　　↑PAM　20mg％

第39図　ウサギ摘出腸管にたいするParathionおよびPAMの作用。

　　　↑Parathion　3mg％↑Atropine　O．1mg％

第40図　ウサギ摘出腸管にたいするParathion・PAMの拮抗作用。

した（第39図）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅は減少する。前記Parathion，　PAM　20mg　96時に

　e）ウサギ摘出腸管にたいするAtropineとPar一　　おけるよりも腸管運動は著明で約10m後に拡張性の停

athionの併用作用（第40図）。　　　　　　　　　　　　止をきたした。

　Parathion　3mg％液1ccを注入後，　Atiopine液1　　　1X．　CholinesteraseにたいするParathion，　DFP，

ccを注入すると，筋緊張は一層上昇し腸管運動の振　　　ならびにPAMの作用。
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ChEの灘法・・）火脳ChE；樋3kg前後の　とvl牙。泌⑳．　ti・i｝’1．にしたがってウサ靴溝1・ついて

ウサギを使用し・頸動豚を切断して潟」血致死せしめて　　　も実験した。ChEの活性は，一定議のAchを一簸

から・濾紙にて血液をふぎさり秤燈してから，約20　　時間に分解する速度によって測定しうるから，1hく

m1の後記緩衝液を加えてPotter－Elevehjernの，　　らいで100％分解される条件が爽験洗として好遡であ

Homogenizerにてホモゲナイズしてから，さら　｝ご後　　　るので，かかる条件に適合するように血液の稀釈度，

寵緩術液を加えて脳の湿重景の1：50に稀釈して，実　　　雅質溶液の調製なおこな？た。すなわちウサギ大脳

験にはそのO，　lmlつつをもちいた。　　　　　　　　　　ChEホモゲナイズ材料については湿電鑑1：50に．な

　b）赤血球ChE調整法；ウサギの心臓より，i　ma　　　るごとく，」nL消材料においてを鼠ユ：3になるごとく調

穿針により採血した血液を使用し，脱線維索操作な行　　　製した。この材料にたいして・DFP，　Parathion，　Atr一

い遠沈により血蒲を除虫し，j血球を生理食塩水で5回　　　opineあるいはPAMを，それぞれ最終濃度が10曹’ll

Iづっ洗｝條し，同量の蒸溜水で濤血させたものを・後認　　　一・」　10－a・Mo1となる．ごとぐ蒸溜水，’もしくは前説緩

　　　　　　　　　　　　　援衝液で1沼に稀釈し，その0，1m1つっを使用し　　　術液をもつて稀釈使用した。なお補圧をつぎのごとく

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塊出した。

c）備ChE謙法・ウサ物心灘起接割llに　8．・・－Fi。、1．pll．th　Sp，，ifi、。ff，ct。f　pH

より掬1・Lした血灘速心鰍し，・購を翻醐嫌で　……’．猫f…磁，§「t，　”，ttt．tt「t　／t…

1：2にうすめたものを6．1m1つっ使用した。　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　’

醗方法・Mi・hel＠（1949）筋灘駕ておこ・i。。i・朗。鮒礫騎法，・・前諭サ歎脳ChE

なつた．　　’　　　　　・　　　をつくり．これに必要に懲じDFP，　Parathi。・Atr一

　試薬1緩衝液206189のBarbitalsodiumと　　’opineあるいはPAMの昏10…2Mol裡10－‘W【lll芝

2・0909のKB　HPQ，、をとり，750mlの蒸溜水で1β　　度lmlをそれぞれ加え，　Ach　Soltition溶液1m！を

となし・pH　8・2f｝8・4のあいだにあるように0・tN　　・加えると慧碍間を配録し，　pHな測定する。以後

HCIで適宜稀釈し・これをStock　buffer・3mJに．　DPHの憂化を時間的に測定する。ウサギ赤1血L球ChE

Working　bufferとしては，　Stock　buffer串m1を’，　にたいしても岡様におこ，なつた。なを以下の喫験はす

加え，毎日新鮮につくる。これを蒸溜水をもつて100’　　べてAch添加時「より，　1h後の値にLつき検討をおこ

m1となしpH　8・Oとする。．Acetylchbline　sol．utiop；　　tい5例の乎均傭をもつてあらわしだものである。つ

Acetylcholine　bromide（関東化学株式会社製）蒸溜　　　ぎにParatl〕ion，　Atropine，およびPAMの各9薬物

水をもつて37．3％溶液をつくりpH8．0とな・した。　　　の併用実験としては，　Parathtonの谷濃度すなはち

　操作；試験管にW⑪rking　buffer　10m1をとり，　　10－G　M、ユ0｝4　M，10－tl　M，ユ〇－2Mの濃度溶液をっ

25°C浴階中に10m入れておく。ウサギ大脳ホモゲナ　　　くりこ・れにたいし，’Atropine　10－BMもしくはPAM

イズ材料またはウサギ血清あるいは赤11血球材料なと．　10－S　M灘液を10瓜前か，あるいは直後作用させたも

り・その0・・m1緯ぴA・h・。1・ti…m且をこれにtttのである・　t’
加える。Ach　solutionを注入するとぎ。時間を正確　　　　in　Ivivoにおける鍵験方法：あらかicめParathi一

に記録し，このさい完全に混和する。試験管は栓をな　　　on，・Atropihe，もしくはPAMのそれぞれの濃度の

し，25°C浴槽に逆にLてたてておく。そしてpHの　　溶液を調製し，ウサギに皮下注射を船こない30m，1h

変化をPHメrター（日立製作所）によつhC測定し，　　2h，3h，4h・6hにわたり時間を追つて心臓穿刺によ

これを時間的に記録し，△pH／timeをChE　Activity　　　り採血し，その血清ChE値を測定し，さらにPar－

1の尺度とした。　’　tt　　　　　　　　　　・　　　athion注射の30m前もしくは3帥後にAtropineあ

　また対照．としそは正常ウサギの大脳ホモゲナイズ材　　　るいはPAMを注射した場合についても同様の鍵験

料，もしくはウサギ血清あるいは赤血球材料1h値を　　をおこなつた。

・もつて100％とした。このこどはChE・にはAch・を　　　　実験成緻：

とくにつよく分解する特異的ChEと，　Achその他　　　　　1）　ウサギ大脳ChEにおける爽験（in　vitro）

のEster類に一般的に作用をしめす非特異曲ChE　　　i）　ウサギ大脳ChE値におよぼす各薬物それぞれ

との二種類があり，ウサギ大脳は特異的ChEを含有　　　の単独作用。

し，ウサギ血液のばあいは血球，血清ともに特異的　　　　DFP，　Parathion，　Aセropine，およびPAMのそれ

ChEが含まれている。とくに臨床的にParathion中　　　それ10－2　Mo1，　IO－・9　M，10－th　M，10－6Mの各濃度

毒のさいには，血清ChEのほうがつよく障害される　　　溶液をつくり，それぞれの単独作用例について抽億
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についてChE値を検討した。なお阻審率の計騨は次

式・ご・く繊つた・阻淋（％）誇評・1・。．　1°°

Aは（無処畳）対照のChE活性値智，　Bは薬物添

加時のChE活性値をしめす。

　a）DFPのそれぞれの濃度溶液について実験する　　　　？fl

と10－6M：90。5％，10－・i　M：80，0％，10－S　M：　　　＆e

75％，10－2M・20．0％の活性1融しめした㈱壕　　傘s°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　b）Parathionにっいては10｝6　M：90．5％，1（」

－4　M：78％，10－El　M：63％，10一2　M：19．8％，

の活性値をしめした（第1蓑）。

第壌ウサギ描C、E偉およe，’す纏物の　　？齢仙評　42’＊t‘fit）
　　　単独作用（in　vitro）　　　　　　　　　　　　筑421玄1ウサギ火脳ChEにたいすξ，

＼、薬物

濃塵脚DFP
Mo1　＼，

10鼎6M

10’『4M

10’－aM

10’層2M

91，5

80．0

75，　0

20，0

Parathion Atropine

i　90，5　　　　　　102，9

　78．0　　　　　　103，0

　63．0　　　　102，9

　19．8　　　　100．0

『　 －　　　　　　　　　　　　　Paratl1Uon　．ige狙liSH，轡IHI，r良　（in　vltro）

PAM　　　　　　註・濃度は対数・阻霧率は1h値について。

98。0

94．O　　　　　　　　　　　　　lee

86．0

65．0

註　薬物を使用しないさいの活性値を10〔｝％とする。　　　　　tn

　　数値はいずれも1h値（％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吻

c）At「°P’ne　’zaついてはユ゜v’“M・1°2・9％1°　率

qM；103％ユO－sM：102．　9　％，10－ll　M二100％　　　　／、

であつて，糊腰化はみら泌かつた（Pt　1衷）n　　6

　d）PAMでは，10－O　M：98％，10叫M：94％，

10－aM：86％，10“’2M；65％をしめした（第1i浸）。

　これを縦軸に上記の武より鋒出したChE活性の阻

iea

5a

●

’　　　　　　　　　　　　PAMlo－’M　6　　　4　　　21xu（°s）

　　　　　　　　　　　　第43図　ウサギ大脳ChEにたいするPAM
　　　　　　　　　　　　　　単独阻轡曲線（in　vitr・）

　　　　　　　　　　　　　　註・濃度は対数，阻窃率はLli値について。

？a　　　　　　　　　　　　　害率（％）をとり，横軸に各薬物のM。1濃度の対数
t，｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をとり，グラフとしてあらわすと第、41，42，43図の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごとくあらわされる（第41，42，43図）この図におけ

奪5°　　　　　　　　舳繊みるとD・PとP、。a・h・。nの曲線購鯛
9　　　　　　　　　様のかプ縮き，融灘油てつよい鰭作融
）　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　認めた。またPAMは単独において低濃度では阻害

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度は低いが，濃度が増加するにつれて阻審度を増加す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ることがわかつたo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ii）　ウサギ大脳ChE値におよぼす各薬物の併用

　　叩P，ダ岡　ら　　　4　　　2麟亀（今、）　　　作用。

第41図　のウサギ大脳ChEにたいするDFp　　　　Pa「athionの各濃度適用例は第1表による・これ

　　単独阻審曲線（in　vitro）　　　　　　　　　　　にたいしてまず

　　註・濃度は徽・阻害率は1h働こつV・て・　　・）Atr。pi…。－8　M，をP・・athi。略濃度溶液
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，＼、響

　　’、齢

薙短＼蝋
騰欝’㌔

竃i子＼
9§’＼

1m1注入直後注入したばあいにおける活性値（1hfi／／〔）　　　　　（簾441測）。

は，Parathion　10－6M：85％，10－・L　M：80％，10　　　d）つぎにPAM　10－aM溶液hnlを．　Parathi‘，n

－’3M：60％，10－2M：15％であつて，　Parathion　　各濃度溶液1皿1孟柱入前10mに波入したばあいにおけ

単独適用例とほとんど変化なく，したがつてその拮抗　　　る活性値は，Parathion　10－eM：90％10”t　M：

勘果はみられなかつた（第2表）。　　　　　　　　80％，10－－aM：79．5％，1C・－2M：72％の活性値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をしめした（第44図）。
　　第2蓑　ヴサギ大脳ChE値にたいするParath一　　　以上AthopineとPAMのParationにたいする

　　　＿童趨嚇よ∵A避1撒鴛慧臨諜瓢烈：1論l
　　　　　　　Atropiue　IU“tl　　　　　（tS
　　　　　　　　　　　　M併用

10｝OM

10－‘孟M

10－8M

10－PM’

評

田

ff

6’

90．5

78．0

63，0

19．8

鑓
豊喜
器§’

　十

黙
鵜
器
噂

85．0

80．0

60。0

15，0

90，0

76，0

65、〔〕

20．0

註難簿胤晶’欝伽1°°％とする゜　・）・・P・・つ・・て1・一・－2％，1・一・M・8・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％，10－SM：73％，　IO－9M：2〔1％の澗ノk値（1h

　b）っぎにAtropine　10『3M溶液1m1を，　Para一　　値）をし8）した（第鋤～）。

thion溶1液各濃度1m1注入10m前に注入した場合に　　　b）Paratllion｝こついて10　B　M：91％11，0’”’t　M

おける活性値は，Parathion　10－6M：90％以下，10　　：77％，10唱M：65％10　・一　il　M書・20％の活性値

・一@，L　M’ F76％，10－－8M：G5％，10－2M：20％であ　　をしめした（第3褒）。

つた。このばあいParathionにも単独適用例とほと　　　c）Atropineについてle－　（｝　M；100％，10轟M

んど変化がなかつた（第44図）。　　　　　・　　：100％，10一B　M言99　o％，10『2M：100％の活｛lli値

　c）PAM　10－13　M溶液1m！を，　Parathion各濃度　　　をしめした（第3表）。

溶液1m1注入直後に注入したばあいの活憾値は，　　　　d）PAMについて10『6M：99％，1（）－rv’t’　M：59

Parathion　IO－6M：90％，104M：80％，10－s　　％，10・”aM：88％，10”2M：70％の活性値であっ

Ml78％10－2M：70％，の活憐値をしめした　　た（第3裳）。

PAM　1〕｝馴鼎　 が物同一るにつれて糊な1猷1乍1肋しめした㈱2

霞1陰1衷ll嫉謙購螺雪欝膿凱

　　＋・．、一？一…．　　た。すなわちDFP，　Parathi‘，n　Atropineおよび

90・0190・O　　　PAMについてそ1｝1それ10唱M，1〔｝…nM，10・tM，
8°・°［82・° @1・－fiMの徽度で賜した。　、
78・079・5 @　i）ウ・げ赤血球ChEにお庶す榊1物騨挽ll作

　　　　72．0　70，0
　　　　　　　　　　用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3表　ウサギ赤血球ChE値におよぼす各薬物
’　　　d°°　　　　　　　　　　　　　→＿＋＿　P‘，utk：npte　　　　　　　　　　の単独作用（in　vitrO）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“鼠電川県　　　　　　＿＿．“一．．．一一＿＿一＿　　　　　＿　　　　　　　．＿＿＿＿＿一一一t－　　　＿＿

　　　　　　　　　　　　　ノ　　　｛）一．．・PrP紳い陶

　中，。　　　　貿　　’紺鳳　　10圃“M
　’一　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　エO－4M

　／　　　　ク・／da’　　　層　1。一・M
、締・、・耀〆’　　　・・－2M

＄’i’　グ三轍講 DFP

92．0

80．0

73，0

20．O

Parathion

9LO
77．　0

65．0

20．0

Atropine

lOO．0

100．0

99，0

PAM

99．0

95。0

88．0

100．0　1　70、　O

’rﾇ馳・　　　　　・…’　　　　　　　　　　　　　　融薬物を使用しないさいの活性億を100％とする。

1解　　6　。1脚）・　　数櫛いず禍1聴（％）
　凝　．　私減諏酬轟

　　’．第44図　ウサギ穴脳ChEにたいするParath・・　　　　これを前寵同様にグラ：　eeてあらわすと第45，46，

　　　　購鞭鞍品婚議謁魏　姻のこ…朔徽球・・Eは大・・…
・　’揃線（i。。it。。）　　’　　　胴様に特異的ChEにぞくし・その拮抗剤にたし’す

　　　　駐・濃度は対数，阻害率は1h値にっいで。　　　る作用態度は同様であつた。
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第45図　ウサギ赤rflL球ChEにたいするDFP　　　　　　単独阻’ll繍1線（in　vitro）
　　蝋独阻鴇曲線（in　vitro）　　　　　　　　　　　　　　　／／ll．濃度は対数．　lill∫；1獅｛は11i値Pこついて。

　　註．濃度は対数，阻轡率欧1h値について。

1且

100

1セ

ボ゜

E

第4衷　ウサギ血清ChE値におよばす各薬物の
　　　単誰1｛t／F∫円　　（in　　viVO）

　、「　1采，［tI田寺閥（h）

薬物種類＼＼．、、

　　　　　　　　　Parathion
°　　　　　　　　　　　　　3mg／1cg

　　　　　　　　　AtrQpine
　　　　　　　　　　　⑪・、1m露／1｛9

　　　　　　　　　PAM
　　　　　　　　　　　152mg／kg

O，5

87，9

99．8

1

78，0

2 3

70，0　66，Q

99．8　　　　　，

1C。，oil．02、oi1．02，0

99．oliOO　O　100，0

1　1　1

4

58．0

99，5

98．0

6

53．0

98，　O

98，0

註　薬物を使用しないさいの活性値を100％とする。

　　数値はいずれも波射後301u～6hの活憔値（％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたえなかつた（第4衷）。

　　　で“Y繍“，ガ舗も　　　　4　　　　z峰覆（勺　　　　　っぎにPAM　152mg／kgを皮下に注射したウサギ

　第46図　ウサギ赤血球ChEにたいする　　　　　　のtflire　ChE活性値はつぎのごとく，30m：99・8％・

　　　Parathion単独阻霧曲線（in　vitro）　　　　　1h；99・0％，2h；100％，3h：100％，4h：98％，

　　　註・濃度は対数・阻霧率はlh値について。　　　6h：98％であり，　Atropineとほとんど同様なChE

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活悔値をしめした（第4蓑）。

　　3）　ウサギ血清ChEにおける爽験（in　vivo）　　　　　ii）　ウサギ煎溜ChEにおよぼす各薬物の併用

　i）　ウサギ血清ChE値におよぼす各薬物それぞれ　　　　　　作用e

の単独作用。　　　　　　　　　　　　　　哩　　　　　Parathion　3mg／kg単独投与については上認のこ

　Parathion　3mg／kg単独投尊（i，　v，）ウサギの血清　　　とし。

ChE値はそれぞれ30m：87・9，1h：78％，2h　370　　　a）Atropine　O．】mg／kgをParathion投与の30

0／e’3h；66％・4h：58％，6h；53％であつた。　　　　m前に注射した群のChE活性値は，30m；93％，

ウサギにAtropine　o．ユmg／kg皮下注射30m後，心　　　1h：80％，2h：75％，3h　l　68％，4b：80％，6h　2

臓穿劇により採血した血液の血清ChE活性値を，　　　58％であつた（第5表）。

30「nより6hにわたり時間的縄過を追つて測定した活　　　　b）PAM　152！P9／kgをParathion投与の30，t．，，ut

性値は第4衷のごとし。すなわち30m：99・8％，1h　　に皮下注射した群の」血rw　ChE活性値は，30m：90％，

：100％，　2h　：102％，　3h　：102％，　4h　：99。5％，　6h　　　　　　lh　；80％，　2h　：72％，　3h　：68％，　4h．：60e／o，　6h　；・

：98・0％であつた。これはChE値に著明な影響を　　55％であつた（第5表）。
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、＼一＼、．．　　採．［血時間（h）

薬物種類　　　　”・～．

第5表　ウサギ血清ChE値にたいするParath一　　おける結果と…・致するものである。
　　　　i・n．・At・・pi・・およびPAMのfF用　　L。。mi，㊥，　Wil、。t、1⑳お」：びB・the　et・1⑯によ

　　　　（’nvi塑　　、＿　　れぽ，・AMと・・・・・…の併用がそa・灘螺・・

Parathion　3mg／kg

Atropine　O．11ng／kg
　　　　一ト
Parathion　3mg／kg

Parathion　3m露／k9
　　　　十
Atropine　O，1mg／kg

PAM　152mg／kg
　　　　十
Paratllion　3mg／kg

Parathion　　3mg／k9

　　　　十
PAM　152mgllζg

0．5

87．9

93．0

86。5

90．0

87、5

1

78。0

80．O

79。0

80。0

77。5

2 3

70．ol　66．O

46　おいて最もすぐれた作月捲しめすことを指摘し℃お

り，PAMとAtropineの併川が，　P△M単独・ま

　　註薬伽使肌ないさいの潔i伽1・・％とす・　機辮1　灘灘さ泌［｝脚歌澗交榊il㈱1察は
　　　　数値はいずれも注射後30mny6hの活性値（％）　　るi嫡ll臓暑恥こあらわれるMuscarine様作用，　lllll勘神

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経または自律神経f訂Sj刺激によるNicotin¢様作用癬」；

　　・）P・・athi・n　3mg／k酬愛与しAt・・pi・e　O．ユmg／　び・II｝1榊織　II醐鰍プよいし麻噺鰍がおもな姻・ので

　kgを30m後，皮下濾射したウサギのiflLnv　Chl，］値は　　　ある⑤＠。そしてこれら有機燐製剤による死【灘瓢神

　っぎのごとく，30m：86．5％，1h：79％，2h：72．5　　経節遮断にもとずくとか，気管：芝収縮のためとか，あ

％，3・・68％、4h：60．5¢6，6h：54％であつて，　るい顧盾環階脈よるとか繍くの・柵あるが，鰍

　Parathion嵐独投与時のChE活性値と像とんど同　　　の陳因はr，i－1枢における呵i吸麻輝にもとむべきものとさ

様であつた（第5衷）。　　　　　　　れているが⑭鰍轍燐製斉uの・瞬症状のすべてな

　　d）Parathion　3mg／kg　l窒与しPAM　152mg／lcg　　chE．活挫阻轡作用で説明することは蔦うぶんでない

　を30m後，皮下注射したウサギ血清ChE値はっぎ　　　ことは，すでに諸学蒋の指摘しているところである。

　のごとく，30「n：87．5％，1h：77．5％，2h：70．5％，　　　Parathionの呼吸r血圧セこおよぼす影響は，その火

　3h：67％，4エi　：59．5％，6h：　54．　5％であつた。こ　　：蹴投与時において，呼吸促迫および増大・血，尿下降・

　のばあいにもParathion単独投与時のChE値と岡　　　頻豚ならびに中枢神経症工伏をしめしたが，　Parath，lon

　様iであつた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中源の木態についてはChE阻審がもつともヨ三要な意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　義を有することはうたがいえない。また前記せるごと

　　　　　　　考　　察　　　　　　　　　　　　　　　く有機燐製剤のChE阻．‘1｝’磯序に関して，　Wilsonは

　　以上の実験を通じてつぎのことがらが考禦される。　　　阻膚剤と酵素との結合・すなわち‘‘Phospharylation”

　PAMはカエルの心臓あるいはウサギの心臓［nL管系に　　　が阻審のf乍用機序であることをしめし・酵素の活性褒

　たいしては比較的襟性が低く著明な作用がすくない。　　　而における作用点について卓越した見解を報告した。

　Parathionのウサギにたいする実験で，呼吸運動は　　　さらにかかる有機燐製剤によって阻霧されたChE活

　一般に10旧。以内で陣止する。さらに大景をもちいると　　性が，PAMによつて非常に強力かつ迅速に復活され

　死にいたる時間は短く，呼吸運動の停止は心臓停止よ　　　ることから，その作用点を薩接ChEにもとめ，　PAM

　りさきに現はれた。呼吸運動の停止前，PAMを大鍛　　　が，‘DephQsphorylation”によつて阻霧復活性用をし

　20～40mg／kg静注しても，　PAM単独ではParath一　　　めすことをあきらかにした⑩⑰。したがつてPAM

　至on中灘をたすけることはでき・なかつた。　Atropineで　　の作用機序については，それが現在まで有機燐製剤に

　も同様であつた。しかしこのAtropineおよびPAM　　　よる中毒にたいして使用されてきた治療薬物である

　両渚の併用により延命するか，あるいは24～48h後　　　AtrQpineおよびその類似薬物とは，根本的にその作

’に回復しえた例を経験した。とくにPAMの前処罎，　　用態度を異にするものとかんがえられている。

　しかもParathion中糠前le　”v　30m以内のものが最　　　　今回の実験において，　PAMによるウサギ大脳ChE

　も効果的であつた。この結果はKewitz⑯，　Wiison⑱　　　または赤血球をもちいた試験管内実験においては，こ

　のマウスにおける，またBethe⑲らのモルモツトに　　　れをAtropineの作用と比較すると，　Atropine　lO・－B

　　　　58・053・0　　たはAtropine単6虫1’「…用に比較して…段と強：カな効

75．068．063．OS8．O　　果をしめすようであるo

　　　　　　　　　　　　また，DFP，　TEPP，およびParathionなどのイ∫

72，568．060．554．0　　機燐製剤の中毒作用に関しては・すでに緒需において

　　　　　　　　　　　前跨己せるごとくおおくの研究があり①②③④⑩，その

72，。68。060．。155．0　中・淋態については聯三1“Zぼ敏し観徽しめして

　　　　　　1　いる．すt・わv・einらの囎L動物㍑いす酬燃・

…，・7・・P59・r）1…論藁；膿81難職と繍’瞬；
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Mでは認むべきChE阻轡作用がなく，　PAM　IO…1猛　性およびその藁理作用捉爽験し，ことにMethylpar－

Mでは単独でChE阻害「1…用をしめした。すなわち　　athionとのあいだにおける拮抗闘係につき，　Atrop－一

ウサギ大脳ChEについての成績からみると，　Atro・－　　ineと」七較しっつ｛疲詞した。

pine　10－－B　MあるいはPAM　10沼Mの処澱による　　　　1，　PAMはカーT＝・ル生体内心臓には毒性が低く著明

ChE活性値は，それぞれ1（10％、86％であつた。こ　　　な作用をみとめなかつた。カエル摘出心臓にたいして

のことはPAMがChE活性炎面において，すくな　　　も同様である。ウサギの呼吸，1白L圧および心動にたい

くともより強力な反応性な：何することをしめすもので　　　しても変化をlf．えず，ウサギの耳介血管，またはヒキ

あつて・PAMそれじしん抗ChE．作用を有すること　　　ガエルの襖肢噴L管にたいしては，軽慶の1爵L管拡張作用

を示唆するものである。しかしながらPAM　10－：i　M　　　がみとめられた。しかしウサギの利歩1是試験には著蜘象

による前処澱の」齢∫1’arathi・1・のChE活1｛kl；1階　 なかつた。またウ・V－　．．Ndの摘出　騨・には・1破の抑｛lll酌傾

は，Parathion単独で｝ま約37％の阻害をしめしたの　　　向がみられた。

にたいし，PAM前処慨下では約20％の阻轡をしめ　　　　2．　ウサギの心動・1血旺および呼吸にたいし，　PAM

したにす湿なかった。しかしこのChR復活作用は，　　　はその前処置下にはParatllionの源性にたいして防

At・。pi・・10”’1臆11拠i肋」齢とはrF用態度はまつ　禦的に働き，ことにAtr・pi。eとのf｝剛1削こ粕男ゼ

たく異なり・縦軸にChE活・l！liの阻霧薦分率，殿軸　　　あつた。しかしParathion中1｝云をおこしてからは，

にParthionのMo1濃度対数をしめした濃度作用　　　PAMの大旨1：なあたえて竃、，効果をみとめtsかつた。

曲線であらわすと、Parathion単1」1阻轡曲線と，　　　　3．ウサギ火脳ChE，赤血球および1血L溜ChEを

Atropine前処蹴によるlllL磐曲線とが岡じカープなし　　　使用して，　ParathionのChE阻害作用にたいする

めしたのにたいし，PAMの場合は前後処既ともその　　　PAMの’｝’L「1抗作用を，　in　viヒr‘｝およびin　vivo　l瓢お

阻審曲線はことなり，阻鶴剤の纏度が高くなるセこした　　　いて検討した。PAMじしん高濃度においてはin

がつてその復活作用も強くあらわれた。このことは摺　　　vitroで阻’、ll的作用をしめした。　in　vitro（犬脳ChE，

木⑳峨織一附るものであって，淋のいうよう　獅1球Chl，；，’〉ではP・・a・hi。nの灘燦菖く・t、るにつ

にAtropineがParathiOnとChE活1生表而におい　　れて，　PAMの拮抗度は強くなつた。またin▽lvo（

ておなじ作用点を有するのにたいし，PAMはことな　　　煎L溝ChE｝ではPAMの前後処1灘における1’f，一｛抗f乍

つた作用点を有することを瞬示するものであり，　　用は著明でなかつte。

At「opineの競禽的浩抗作用にたいして・PAMは非　　　　稿を終るにあたり，ご指導，校閲を賜つた赤羽治郎

競合的拮抗作用を暗示するものとい丸よう。　　　　　　教授ならびに伊古美書櫛百に感謝し，またこ助雷をくだ

　また前記ウサギ大脳ChEの爽験（in。it，。）にお　さつ畑灯学部小沢教授・岡1⊥伏学医¢矧灘波講

・・て・・・…h・・n・…たい・て・A購…拮抗を離縣繍蕩縫騰留騨京研蜥，

しめすのにかかわらず，ウサギ血清Ch「cの実験（in　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

vi・・）における同様嫉脚こおいてはこの拾抗は著明　　　　文　献　　　　　　　　’
でなかつた・・の・とは…dl・⑱ら・いうごtiく・　①J、．R．．W。。・，J．　A．　M．．A，．144、6。6，、957解

PAMはそれじたいが四級ア・モ・ウ噸であり・　耀・轍・谷。，輪8，967，1957　⑤D，
Blood－b「ain　barriersの通過が園難であるため・中　　　Grob：J．　A．　M．　A，144：105，1950　　④上田ほか

枢への到達が困難であり，また求核性にとぼしいなど　　　：農林省，83；昭27．　　⑥1申中ほか：日本医窮新報，

の｛蠣と，もつと繍お欄速するもののように　肺　N・・533，3544；昭28．④囎秀次，翻繍研蜥，

れる。さらにこの毒実はParathionがPAMの作　　No　3，昭30．　　⑦田沢二長野県薬務課，儒濃衛生新

用点にもなんらかの影響をあたえていることを膿示す　　　聞，昭和34年12月3日，　　⑧Du　Bols，　et　a1：J，

るもので，これはPAMがAnionic　siteに，　Par－・　　Pharrnacol，＆Exp，　Therap．，95：79，ユ949．

athionがEsteratic　siteに作用し，両者はその作　　　⑨Frawley，　et　ah至bid，，105：X56，ユ952．　⑩Grob，

用点が興ると説くWilsonらの説にあてはまらない　　　et　al　：Bul）．　Johnes．　Hopkins。　Hosp．，84：217，1947．

ようにおもわれるという猪木の説を皮持するものであ　　⑪Eτdmann：Arch．　Bxper，　Path．　u．　PllarmakoL，

る・　　　　　　　　　　　230，・957．　⑫A。F．　Child・・エBi・1．・Chem．，　lp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：462，1955。　　　⑬Koppanyi：ibid．，工01　：326，1951．

　　　　　総　　括　　　　　　　　　　　　　　　⑭Aldridge：Biochem，　J．，53：621＆110，1953，

PAM（2－Pyidine　Aldoxime　Methiodide）の毒　　　⑯紫田・他：医学と生物学．，37：184，1955，　　⑯沖
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中1日新医学，40：37ユ，1953．日本医事新報No，1533，　　⑪小沢・山本：1；1薬］1韮諮，53：〔ll　19S8，　繭池1｛｛：

1953・　⑰蔑在ら荊1経研究の進歩1：901956．　日本1牲学会誌13：93，1⊆〕55，　側｝畑・鈴木：

⑱W量lson：D・Nachmansohn：Advances　in　Enz・一　　日本医嶺：新報N。，1792，1958．　㈲イ1繭：lll｛岡lf・lli．1、：，

yi「再ol・12：259・1951・　　⑲Holmes　and　Robins：　　49：12，1958，　　⑩Kewitz：Arch，王3iochonコ。鵠d．

Brit・工PharmacoL・10；490，1955・　⑳Chi！ds，　　Biophys，60：2｛ll，／956，　⑯Wilson：J．13k，L　Ch－

et　a1：Brit・J・Phamユaco1・，］．01462，1955，　⑳Hob－　　em．19〔｝：111，：1951，　　⑰Michcb1：E1館ctrom轄葦tri¢

biger：BritJ．　Pharmacol．10：356，1955．　　　　　Method　for　the　deterrninution　of「od　hl（，od　cell

㊧Parkes，　M．　W．、　Sacra　P．：Brit，　J．　Pharmacol．，　　and　plasma　clivlenesterac　se　activity，…｝escl　P「◎c・呂
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