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緒 言

Strychnineは 中枢神経 に作用 し,こ とに脊髄 の反

射興奮性 を増大 して特異 の痙 攣を起 し,ま た識 官の

機能亢 進,筋 の緊張増加 を きたす など代 表的痙攣 毒

の一つであ る.他 方 では これの毒性 は強 くかつ 薬用

量 と中毒量 とが近接 す るために使 用上要注意 であ る

し,そ の上 に薬 用量で もこれの連 用によ る蓄 積作用

を招来す るおそれ はあ るが,興 奮 強壮剤 として屡 々

応用 されて い る.し たがつ てStrychnineに ついて

は数多 くの基礎並 に臨床 的報告が あ るが,そ の誘導

体 について は意外 にす くな く, Mamus1),教 室の小

泉2)と 長田3)の 研究以 外は未知で ある. Marcusに

よるとEthylatrychnine (Strychnal)は,母 物質 よ

り遙かに毒性す くな く薬 用量の範囲 はより広 く,蓄

積作用 も起 りに くく副作 用は軽微であ る.小 泉,長

田は新誘導体で あ るEthylatrychnine IとII, Iodo

ethyletrychnineお よびStrychnic acid ethylbetaine

の一般 薬理学 的研究 を行 つた.著 者は この研究 の一

環 どして前3者 の血液凝固 におよぼす影響を検索 し

た ところ興 味あ る知見を得 たので報告す る.新 誘導

体は武 田薬品工業研究部の 合成 に係 り, Ethylstry

chnine IはIodoethylstrychnineに 硫 酸銀を作用せ

しめて沃素を 硫酸(SO4)で 置 換 した も の,ま た

Ethyletrychnine IIはStrychnineに 硫酸dimethyl

を作用せ しめて得 られ,両 者 はと も硫酸塩で あ る.

比較の ため構造式 をあげ ると次の如 くである,

実験材料お よび方法

実験 には一定期 間教室 で飼育 した成熟雄性家兎 を

用 い,実 験前約20h絶 食 とした.血 液 凝 固 時間測

定 は教室 の田中法4)に,ま たfibrinogenとthrombin

量 はWohlgemuth法5)に よつた.薬 物 はすべて水

溶液 と して側腹皮下 に注射 し,用 量 は対体重kgで

あ る.

実 験 成 績

1.血 液凝固時間におよぼす影響

A.生 体実験

a. Ethyletrychnine I

本物質 は1mgで は軽微な 凝固時間 の短縮 を来 た

す か或いは然 らずであ るが, 2mgに い た ると毎 常

凝固催進 作用を,さ らに増量す るとそれに比 例す る

該作用の増強を示す.そ して催進 作用は注射 後15m

で現れ, 30～60mで 最高,そ の後漸次減弱 し約3h

で正常の凝固時間 に復帰す る(第1表).

b. Ethyletrychnine II, Iodoethylstrychnine

Ethyletrychnine Iの 場 合 と同様に,両 薬 物 各 々

8～10例 についての成 績によ ると,作 用法は前者 と

同軌で,た だ作 用強度 に優劣 があ るにす ぎない. 3

薬物 の凝固催進 作用の強度を最小有効量か ら比較す

ると, Ethylatrychnine IIは 同Iの10倍, Iodcethyletr

ychnineの5倍 強力であ る.

これ ら新誘導体 が血 液凝固催進作用を示す ことは

教室篠崎6)が 報告 したStrychnineと 同様で,ま た

3薬 物 の催 進作用強度の順位 は,さ きに小泉2)が 得
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第1表　 Ethyletrychniae I

第2表　 試験管内凝固実験
た最小致死 量についての それ に概ね一致す る.

B.試 験 管 内凝固実験

前項 の実験 か らこれ ら誘導体 は一定量 で血 液凝固

時間を ともに短縮 せ しめ ることが判つ たが,こ の凝

固催進 に薬物 の血 液に対す る直接作用 が関係 するか

ど うかをin vitroで 実験 した.

方 法.血 液9分 にCaloium citrate (4%)1分 を

加 えて遠心分離 して得 た血 漿0.5ccに,食 塩水(1

%,以 下同様)を もつて1～0.0001%に い たる種 々

の濃度 に稀釈 した薬液0.1ccを 加え,こ れ に食塩水

0.5㏄ を加 えて全量を1.1ccと し,そ して薬液の代

りに食塩水 を加えた等量の クエ ン酸血漿 加食 塩水を

対照 と し,さ らに各管にCalcium chloride液(5%)

2滴 を滴下 し,よ つて起 る凝固時間を測定 した.

得た成績 は第2表 に示す ように, 3薬 物 は実験範

囲内の濃度(0.0001～1%)で は凝固性 に殆ん ど影

響 をおよぼ さない.こ の ことは前項 の生体実験でみ

られ る凝固時間の短縮 は,薬 物 の血 液に対す る直接

作用で はな くて,生 体内一定臓 器に対 す る作用,所

謂生体反応 によ るで あろ うことを暗示 す る.

II.血 液 凝 固 要 素 量 に お よ ぼす 影 響

Wohlgemuth法 に よ つ てEthylstrychriine I 2～

5mg,同II 0.1～0.5mg, Iodcethylstrychnine 1～5

mgを そ れ ぞ れ 注 射 後30m, 60m, 120m, 180mの

fibrinogenお よ びthrombin量 を測 定 した.

各薬物 につ き3～4例 宛 の 成 績 に よ る と(表 省

略),と もに両凝固要素量 の増加が みられ,そ の時

間的経過は既述の凝固時間 によ く一致 し,注 射後30

～90mが 最 も顕著で,約3h後 に注射前に回復す る

ことが多い.従 つて本薬物 らによ る血液凝固性の亢

進 は,主 として凝固要 素曇の増加に基因す ると思 う,
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III. Luminalと の関係

Lnminalの 血 液凝固に対す る作 用について は教室

青山7)の 報告 があ り,そ の少量 は殆ん ど影響を およ

ぼさないか或 いは僅 かに抑制す る.著 者は予備実験

として,そ れ の80mgの 作用を調べ た ところ,氏 と

同様 の成績 を得た.そ こでLuminal 80mg注 射後

30mにEthyletrychnine I 5mg,同II 0.5mg, Iodo

ethyletrychnine 2mgを それぞれ注射 して凝固時間

を測定 した.

その結果 によ ると, 3薬 物の凝 固催進 作用はLu

minalに よつて殆ん ど完全 に抑 制 され る(第3表) .

IV.両 側 内臓 神経切除並 にYohimbineの 影響

Luminalと の併用実験 か ら,こ れ ら誘導体 の血液

凝固催進作用 は恐 ら く中枢性で あろ うと想像 でき る

が,こ の作用が交感 神経 系を介す るか ど うかをみ る

ため本項 の実験 を行 つた.

a.両 側 内臓神経切除家兎 におけ る実験

Schultze8)法 に よつて横 隔膜下 で両側の該神経を

切除 し,体 重の回復 を まつ て, 3薬 物 のLuminal

併用時 と同量を注射 して凝固時間を測定 した.

得た成 績は第4表 に示すよ うに,凝 固催進作用 は

本切 除によつて殆 んど影響 を〓 らない.

b. Yohimbineと の関係

少量 のYohimbineは 血 液凝固 に殆 んど影 響をお

よぼ さない との教 室田中4)の 報 告を追試確認後,こ

れ の2mg投 与 し30m後 に3薬 物の前記量の作用を

調 べた.

得 た成 績は第5表 に示 すよ うに,凝 固催 進作用は

Yohimbineに よつて殆 ん ど抑 制 されない.

総括お よび結論

1.新Strychnine誘 導体 で あ るEthylstrychaine

 I,同IIお よびIodoethylatrychnineは 母物質 のStr

ychnineと 同様 に,一 定量 においていつれ も家兎生

体内で血液凝固時間を短縮 し凝 固要 素量 を増加せ し

め る.こ の作用 を最少有効量 から比較す ると, Eth

ylstrychnine IIが最強でIodcetbyletrychnineは これ

第3表　 Luminal前 処置家兎におけ る実験

L•cLuminal  E. I•cEthylstrychniue I  I.•cIodoethylstrychnine
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第4表　 両側内臓神経切除 家兎 におけ る実験

第5表　 Yohimbine前 処 置 家兎 に お け る 実験

につ ぐ.こ の順 位は教室の小泉2)が 得 た最小致死 量

のそれに一致す る.

2.該 作用 はin vitroで は証明 し難い.し たがつ

て生 体実 験 でみ られ る凝固催進 は薬物 の血 液に対 す

る直 接作用 によ るのではな くて,生 体 内臓 器に対 す

る影 響に基 づ く生 体反応 とみ るべ きであろ う.

3.こ の凝固催進 作用は脳幹麻酔薬Luminalに よ

り殆ん ど完全に抑制 され るが, Yohimbine前 処 置お

よび両側横隔膜下 内臓神経切除に よ り影 響 を 〓 ら

ない.

4.本 作用 の本態 は中枢性で,恐 ら く間 脳 の血液

凝固催進 中枢 を刺戟 し,所 謂 生 体 反 応 とみ られる

fibrinogen, thrombinの 如 き凝固要素の 増 量 を招来

す るにあ ると思われ る.こ の場合該 中枢か ら交感神

経 末梢への興奮伝達 には内臓神経 は殆ん ど関与 しな

いよ うだが,そ れが交感神経催進 繊維 を経 由す ると
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の根 拠 は本 実 験 の範 囲 内 で は証 明 で きな か つ た .
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Author's Abstract

while there are many basic and clinical studies on strychnine, reports on its derivatives 

are rare, except for a few reports by Koizumi and Chiyoda of our laboratory. They conducted 

general pharmacological studies on ethylstrychnine I, II, iodoethylstrychnine and strychnic 

acid ethylbetaine, new derivatives of strychnine. As a link in the series of such studies the 

author carried out some inverstigations on the effects of these three derivatives on blood clot

ting. and briefly presents the main results of the inverstigation.

1. Both ethylstrychnine I and II as well as iodoethylstrychnine, like their mother sub

stance, strychnine, were found to shorten the blood clotting time of rabbits, and to enhance 

the blood coagulating elements. This effect was predominant in ethylstrychnine II followed 

by iodoethylstrychnine. The order of this potency coincides with that of the minimal lethal 

dose as found by Koizumi.

2. It was difficult to demonstrate this effect in vitro. Consequently, it is reasonable to 

assume that this effect to accelerate the blood clotting time is not due to a direct action of 

the drug on blood itself but is due to the bioreaction.

3. This accelerating effect on the blood clotting is almost completely inhibited by lumi

nal, a brain-stem narcotics, but it is not affected by the premeditation with yohimbine nor 

by the resection of bilateral, subdiaphragmatic splanchnic nerves.

4. It seems that this accelerating action is of a central nature and probably it is indu

ced by an increase of coagulating elements such as fibrinogen and thrombin, resulting from 

the stimulating effect of the drug on the so-called blood coagulation-accelerative center in the 

diencephalon. In this instance, it appears that the splanchnic nerves are not involved in the 

transmission of excitation from the above metioned center to the peripheral region, but in 

this experiment it was impossible to demonstrate any evidence proving that the transmission 

of such stimuli is conducted via sympathetic accelerative fibers.


