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緒 言

肝障碍時の白血球機能 に就 いては旧 くか ら色々の

報告があり,一 般に機能 の低下 とい う事が認め られ

ているが,そ の機能障碍 度との関係 については詳細

な報告をみない.著 者 は第1編 において急性,慢 性

の流行性肝炎の白血球遊走速度,墨 粒貪喰能に就 き

詳細に測定 したがその際肝障碍時にはいつれ も低下

を認め,大 概疾患の重篤度 と併 行す るのを認めた.

この際流行性肝炎時の変化は ビールス性疾患と して

の変化であるが,こ れに肝障碍 が如何な る役割を演

じたかについては審かでない.

そこで これ等の疑問を解明す るため,実 験的に肝

障碍時の遊走速度及び墨汁貪喰能 に就 き測定を行い

又これ ら肝障碍時の治療の影響 を検討 し,興 味 ある

成績を得たので報告す る.

実 験 材 料 並 び に 方 法

実験動物

体重8～10kg内 外の健 康犬を使用 した.

実験方法

標本の製作及び測定方法は第1編 の場合と全 く同

一方法を使用した
.

肝障碍法

急性肝障碍時には30mg/kg～50mg/kg,慢 性肝

障碍時には10mg/kgを 連続4日 間皮下注射 した.

治療用薬物

使用薬剤は犬に就いての適量が明 らかでないため,

便宜上次の如き量を使用 した. Cortisone 30mg/kg,

 DOCA 2mg/kg , ACTH 2単 位/kg, 5%葡 萄 糖 液

10cc/kg,鉄 クロ ロフ イル 製 剤1mg/kg ,グ ル ク ロ

ン酸製剤50mg/kgを 使 用 した.

実験成績

1.健 康犬に於 け る 白血 球 遊 走 速 度及び墨粒貪

喰能

健康犬10頭 を対象に測定 した.遊 走速度は,最 高

38.91μ/分,最 低28.07μ/分 で,平 均34.02μ/分

であつた.貪 喰能は,最 高2.19,最 低1.47で,平 均

1.74で あつた.

2.急 性 肝障碍に於 ける白血 球 遊走速度及 び墨粒

貪喰能

2.1.蟻 酸ア リル30mg/kg使 用に依 る影響

蟻酸ア リル(以 下A. F.と 略す). 30mg/kg障 碍

犬に於 ける遊走速度は表1の 如 く3例 中2例 では注

表1

射後1時 間でやや増加 したが, 3～5時 間で最低 と

なる如 くいづれ も減少 し, 7時 間でいづれ も注射前

より可成 りの低下を示す.墨 汁貪喰能は,表2の 如

く,注 射1時 間後1例 を除き低下 し, 3例 中2例 は

表2
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経過 と共に低 下 したが, 1例 では低下をみとめなか

つた.

2.2. A. F. 50mg使 用に依 る影響

A.F. 50mg障 碍 犬では,毒 性強いため長 時間観

察は困難で あつたが,遊 走速度は,表3の 如 く負荷

表3

前平均32.32μ/分 が5時 間 後27.68μ/分 と漸次減

弱 を示 し, 3～5時 間後最低 を示 した.一 方墨汁貪喰

で も表4の 如 く経時 的に低下 し,投 与前1.70が5時

表4

間 後1.51に 下 降 して い る.

2.3.各 種 薬物 に依 る影響

2.3.1. Cortisoneに 依 る影 響

a)健 康 犬 に 於 け る影響

健 康 犬 にCortisone体 重 毎kg 30mg注 射 し,白

血 球 遊 走速 度 を検 討 す ると,表5の 如 く投与1～3

表5

表6

時間で一過性の低下をみとめ る.そ の際同時に,墨

汁貪喰能を検討す ると,表6の 如 く3例 中2例 に却

つて一過性 の亢進 をみ とめ る.

b) A. F. 30mg/kg障 碍時に於 ける影響

A. F.投 与1時 間後 にCortisone体 重毎kg 30mg

を投与 し,白 血球遊走速度を検討すると表7の 如く

表7

又墨汁貪喰能を検討す ると表8の 如 く, 1例を除き

促進は認 め られなかつた.

表8

c) A. F. 50mg障 碍 時 に お け る影 響

A. F.投 与1時 間 後 にCortisone体 重毎kg 50mg

を投 与 し白 血球 遊 走速 度 を検討 す ると,表9の 如 く

表9

3例 中1例 に促進 をみ とめたが,他 には影響をみと

め なかつた.又 墨汁貪喰能を検討すると表10の如 く,

全 く効果 をみ とめなかつた.

表10
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2.3.2. DOCAに 依 る影響

a)健 康犬に於 ける影響

健康犬 にDOCAを 体重毎kg 2mg注 射 した後経

時的に遊走速度を検討す ると,表11の 如 く, 1～3

表11

時間で一過性 に低下 し, 3例 中2例 ではその後投与

前値より促進 してい る,又 同時に墨汁貪喰能 を測定

すると,表12の 如 く, 1～3時 間で一過性に低下 し

表12

たが,そ の後 も旧値 に 復 して い ない.

b) A. F. 30mg障 碍 時 に於 け る影響

A. F.投 与1時 間 後 にDOCAを 体 重 毎kg 2mg注

射 して遊 走速 度 を追 及 す る と表13の 如 く, A. F.の

表13

み投与時にみ られる3時 間後 の低下は3例 中2例 に

は認めず,却 つて促進 してい る.同 一実験で墨汁貪

表14

喰 能 を み る と,表14の 如 くA. F.の み の投 与 と同様

に3～5時 間 に於 い て低 下 して い る.

C) A. F. 50mg障 碍 時 に お け る影響

A. F.投 与1時 間 後 にDOCAを 体 重 毎kg 2mg注

射 して,遊 走 速 度 を追 及 す る と表15の 如 く, A. F.

表15

単独投与時促進 した3例 中1例 では更 に促進 を示 し

たが,他 の2例 ではA. F.単 独投与時と同様低下 し,

 DOCAの 影響 は み られ なかつた.墨 汁貪喰能では,

 A. F.の みの投与時低下を来 して い るのに対 し表16

表16

の如 く, DOCA投 与後2時 間ではA. F.投 与前値に

略,恢 復 していた.

2.3.3. ACTHに 依 る影響

a)健 康犬 に於ける影響

健康例にACTHを 体 重毎kg 2単 位注射 した後,

経時的に遊走速度を測定す ると表17の 如 く,投 与1

表17

時間で著明に促進 し, 3時 間でやや減じ5時 間で再

び促進 した.墨 汁貪喰能では表18の 如 く, ACTH投

与後1例 に1時 間 目に一過性 に増加 した外いづれ も

低下 してい る,
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表18

b) A. F. 30mg/kg障 碍時 におけ る影響

A. F.投 与1時 間後 にACTHを 体重毎kg 2単 位

注射 して白血球遊走速度 を測定す ると,表19の 如 く

表19

A. F.の み投 与 例 に比 しACTH投 与後は3例 中2

例に促進が認め られ,促 進 を み なか つた1例 でも

ACTH投 与後2時 間後にはA. F.投 与前 よりは増加

し, ACTAに よ る促進作用がみ られ る.同 様の実験

に於いて墨汁貪喰能をみ ると,表20の 如 く, 3例 中

2例 に増加 し, A. F.単 独投与例 と異 る.

表20

c) A. F. 50mg/kg障 碍時に於ける影響

A. F. 50mg/kg投 与1時 間後 にACTHを 前同

様に投与 すると白血球遊走速度は表21の 如 く全例促

進 され た.又 同時に墨汁貪喰能を測定す ると,表22

表21

表22

の如 く, 3例 中2例 に僅かに増加 したが, 1例 には

み られなかつたが,こ の例 はA. F.投 与に依つて増

加 した例で, ACTH投 与によりA. F.投 与前値に復

したとも解 され る.

2.3.4. 5%葡 萄糖液に依 る影響

a)健 康犬に於け る成績

健康例 に5%葡 萄糖を体 重 毎kg 10cc投 与 し白

血球遊走速度を検 討す ると表23の 如 く, 1例 に増加

し他 の2例 に減少をみとめた.こ の際同時に墨汁貪

表23

喰能を検討す ると,表24の 如 く, 1例 に増加し,他

の2例 に減 少をみ とめた.

表24

b) A. F. 30mg/kg障 碍 時 に於 け る影響

A. F. 30mg/kg投 与1時 間 後 に5%葡 萄糖を体

重毎kg 10cc投 与 し,白 血 球 遊 走速 度 を検 討す る

と,表25の 如 く,全 例 に投 与2～4時 間後 に促進 し

表25
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ているし墨汁貪喰能では表26の 如 く, 1例 に促進 を

認めだが他の2例 には認めなかつた.

表26

c) A. F. 50mg/kg障 碍時に於 ける影響

A. F. 50mg/kg投 与1時 間後に5%葡 萄糖を体重

毎kg 10cc投 与 し,白 血球 遊走速度を検討すると,

表27の 如 く,殆 んど改善 の徴候をみ とめなかつた.

次に墨汁貪喰能を検討すると,表28の 如 く1例 に

促進を認めたが,他 は認めなかつた.

表27

表28

2.3.5.鉄 クロロフイル製剤に依 る影響

a)健 康犬 に於け る影響

健康犬に グリンポール(鉄 クロロフイル製剤)を

体重毎kg 1mg投 与 した後,経 時 的に遊 走 速度を

測定すると,表29の 如 く, 3例 中2例 に促 進を認め

表29

た.墨 汁貪喰能では,表30の 如 く, 3例 中2例 に増

加を認めた.

表30

b) A. F. 30mg/kg障 碍時に於ける影響

A. F.体 重毎kg 30mg投 与1時 間後 にグ リンポ

ールを体重毎kg 1mg投 与 す る と,白 血球遊走速

度 は表31の 如 く, 3例 中2例 に促進を認めた.

墨汁貪喰能で は表32に 於けるが如 く増加をみなか

つた.

表31

表32

c) A. F. 50mg/kg障 碍時における影響

A. F.体 重毎kg 50mg投 与1時 間後にグ リンポー

ルを体重毎kg 1mg投 与す ると,白 血 球 遊 走速度

は表33の 如 く, 3例 中1例 に稍々一過性の促進をみ

とめたのみで ある.墨 汁貪喰能では,表34の 如 く,

表33
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表34

3例 中2例 に僅かの増加をみ とめた.

2.3.6.グ ル クロ ン酸製剤に依 る影響

a)健 康犬 にお ける影響

健 康犬に グロンサ ン(グ ル クロン酸 ソーダ)を 体

重毎kg 50mg注 射 した後,経 時 的に白血球遊走速

度を測定す ると,表35の 如 く,投 与1～3時 間にお

いて全例に促進を認めた.又 墨汁貪喰能について見

ると,表36の 如 く, 3例 中2例 に一過性に僅 かの促

進を認めた.

表35

表36

b) A. F. 30mg/kg障 碍時にお ける影響

A.F.体 重毎kg 30mg投 与1時 間後 に グ ロンサ

ンを体重毎kg 50mg注 射す ると,白 血球遊走速度

は,表37の 如 く, 3例 中2例 に一過性の促進をみと

表37

めたが,長 期の効果は期待 されなかつた.墨 汁貪喰

能 では表38の 如 く, 1例 に投与1時 間後に一過性の

増加 をみ とめたが,他 の2例 ではいつれ も減少した.

表38

c) A. F. 50mg障 碍例に於 ける影響

A.F.体 重毎kg 50mg投 与1時 間後にグロンサ

ンを体重毎kg 50mg注 射 す ると,白 血球遊走速度

は表39の 如 く, 3例 中2例 に一遍性の僅かの促進を

認めたのみであつ た.墨 汁貪喰能 は表40の 如く1例

に僅 かの一過性増加をみとめたのみであつた.

表39

表40

3.慢 性肝障碍 に於 ける白血 球 遊走速度及び墨粒

貪喰能

3.1.蟻 酸ア リル(以 下A. F.と 略す)10mg/kg

 4日 間使用に依 る影響

蟻酸 ア リルを体 重毎kg 10mgづ つ4目 間投与し

た後,経 日的に白血球遊走速度並びに墨粒食喰能を

検討 してみ ると表41の 如 く,い づれ も9日 目を最低

と し著 るし く低下をみとめた.

3.2. A. F.少 量連続 投与肝障 碍 における白血球

遊走速度及 び墨粒貪喰能に及ぼす各 種 薬物 に依 る

影響
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表41

3.2.1. Cortisone使 用に依 る影響

A. F. 4日 投 与 の 後,次 い でCortisone体 重毎

kg 30mgを 投与 し経 日的に白血 球 遊 走速度を測定

する,表42の 如 く, Cortisoneを 投 与 しない例に比

し,そ の低下は著 し くな く,却 つて増加 の傾向を認

める場合す らあ る.墨 粒貪喰能では表43の 如 く,同

様にその低下度は少 く,却 つて増 加の傾 向をす らみ

とめた.

表42

表43

3.2.2. DOCA使 用 に依 る影響

A. F. 4日 投与後次いでDOCA体 重毎kg 2mg投

与 し,経 日的に白血球遊走速度を測定 すると表44の

如 く, 3～6日 後一過性 の促進を認めた.次 に墨粒

貪喰能を測定す ると表45の 如 く,い づれ も次第に増

加の傾向をみとめた.

表44

表45

3.2.3. ACTH使 用に依 る影響

A. F. 4日 投 与 後, ACTHを 体 重毎 kg2単 位投

与 し,経 目的に白血球遊走速度を測定す ると表46の

如 く, ACTHを 投与 しない例 に比 して明 らか に促進

を認め2例 で は1～9日, 1例 では15日 まで持続 し

た.又 墨粒食喰能について測定す ると表47の 如 く明

瞭な増加を認め,そ の状態 は消長を示 しつつ長 く持

続 した.

表46

表47

3.2.4. 5%葡 萄糖使用に依 る影響

A. F. 4日 投与後5%葡 萄 糖 体重毎kg 10cc宛 毎

日注射 しつつ経 日的に白血球遊走速度を測定 してみ

ると表48の 如 く,第1例 では葡萄糖投与例に比 し減

少傾向が少 く,第2例 では一過性 に促進を認めた.

墨粒貪喰能では表49の 如 く第1例 では殆 んど効果な

表48
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表49

く第2例 では一過性に増加 を示 し,効 果をみとめた.

3.2.5.鉄 クロロフイル製剤(グ リンポール)

に依 る影響

A.F . 4日 投与 の 後 グ リンポール体重海毎kg 1mg

投与 し,経 日的に白血球遊 走速度を測定 してみ ると,

表50の 如 く,第1例 では6日 後前値を上廻 り,第2

例 では12日 後前値 に達 した.こ れを グ リンポールを

投与 しなかつ た3.1.の 成 績 と比較すれば軽度で

あ るが効果をみ とめ られ る.次 に墨汁貪喰能では2

例 とも3日 目に一過性 の増加をみとめた.

表50

表51

3.2.6.グ ロンサ ンに依 る影響

A. F. 4日 設与の後 グ ロ ンサ ン(グ ル クロン酸 ソ

ー ダ)を 体重毎kg 50mg投 与 し,経 目的に白血球

遊走速度 を測定 してみると表52の 如 く3例 中2例 は

6日 後促進 を認めたが, 1例 にはみ とめ ることが出

表52

来 なかつた.墨 粒貪喰能では表53の 如 く, 3～6日

後 に一過性の増加を認 めた.

表53

総 括 並 び に 考 按

健 康 犬 に お け る白 血 球 遊 走 速度 は28.07～

38.91μ/分,平 均34.02μ/分 であつた.小 野田は好

中球のそれを25.0μ/分,三 好は雄性犬25.2μ/分,

雌性犬26.7μ/分 と記載 してお り,い ずれ も著者の

値 より低値であつた.

白血球墨汁貪喰能 は1.47～2.19平 均1.74で,谷 が

成熟犬の好 中球及び仮性好中球に就いて検査しえた

成績は1.3で,著 者 の成績よりやや低値である.

扨蟻酸ア リルを体重毎kg 30mg投 与す ると白血

球遊走速度 は投与1時 間でやや促進 し,次 いで急速

に低下す る.墨 汁貪喰能 は投与後次第に低下した,

蟻酸 ア リルを体重毎kg 50mg投 与すると,両 機能

とも急速に低下を認め,一 過性の亢進はみとめなか

つた.

即 ち急性肝障碍時には白血球両機能の低下は著明

にみとめ られ,こ の ことは第1編 において急性肝炎

時病症極期にその低下が強 く,そ の際肝機能障碍程

度と相関性を認めた事 実 を裏 書 きす るものであつ

た.

次にこれ ら肝障碍時におけ る各種薬剤の影響を急

性肝炎 治療 剤 と して使 用す るCortisone, DOCA,

 ACTH, 5%葡 萄糖液,鉄 クロロ フイル製剤.グルク

ロン酸に就いて検討 した. Cortisoneで は白血球遊走

速度の一過性低下を,墨 汁貪喰能の一過性亢進をみ

とめたが,蟻 酸ア リル中毒時の白血球両機能の低下

を改善す るに至 らなかつた. DOCAで は単独投与時

両機能 とも一過性に抑制 し,遊 走速度では後に促進

の傾 向 を示 すが, A. F.投 与後に使用すると遊走速

度はA. F. 30mg/kg投 与 後 で は却 つ て促進し,

 50mg/kg投 与後では効果がな く,墨 汁 貪喰能では

A. F. 30mg/kg投 与後では効果な く, A. F. 50mg/kg

投与後では2時 間後 その低下を恢復 させた.以上の

成績は甚だ不 均 一で,従 つてDOCAは 両機能障碍
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の恢復に効果がないか,あ つて も不定 と云わ ざるを

えない. ACTH投 与ではA. F.に より障碍され た両

機能の低下を恢復 させ るか,更 に促進 させ る.そ れ

はA. F. 30mg/kg投 与 後 で も, 50mg/kg投 与後

でも同様であつた.

以上により副腎皮 質 ホルモ ン乃至ACTHの 白血

球遊走速度及び墨汁貪喰能への影響を検討 したが,

 Epphlger, Hは 所 謂 カ タ ル性 黄 疽 の治療に副腎

皮質 ホル モ ンが 効 を奏 す る こ とを報 告 し,後 に

Cortisone, DOCA, ACTH等 のホルモ ンの分離並び

に精製の成功に伴い,流 行性肝炎特 に電撃性肝炎の

治療に使用 され るに至つてい る.

而もCortsioneかDOCAか の議論はその作用機

序の不明のまま尚議論が多 い.教 室の佐藤はA. F.

肝障碍時の肝血流の改善にDCCAが 最 も効果 のあ

ることを明 らか に して い る.著 者 の例で はACTH

のみ効果が認め られた.

次に5%葡 萄糖を投与 した場合,健 康例の白血球

両機能には一定の傾 向 を与 えないが, A. F.投 与後

の肝障碍時には白血球遊走速度の改善更 に促進 をみ

とめるが白血球墨汁貪喰能では3例 中1例 に促進作

用をみとめたのみであつ た.仙 波は家兎 に各種の5

～20%糖 類を静脈内に投与 し
,白 血球遊 走速度を検

討してい るが,注 入量が少いと余 り大 きな影響はな

いが,増量すれば促進す るとのべ,その際諸種の糖類

の中,葡 萄糖が最 も秀れてい ることを明 らかにして

いる. Winter, E. H.は 流行性 肝炎の急性期 には5

%葡 萄糖 の点滴静脈注射が卓効 を奏す ることを認め,

教室の佐藤はA. F.投 与 後の肝障碍の血 流に対 し,

 5%葡 萄糖液の投与 は改善 作用を示す ことを明 らか

にした.

次に鉄 クロロフイル製剤 を投与す ると,健 康例の

白血球両機能 に はや や促 進作用を示すが, A. F.投

与後ではA. F. 30mg/kg投 与後の 場 合白血球遊走

速度のみ促進作 用 をみ とめたが, 50mg/kgの 場合

殆んど効果な く,墨 汁貪喰能には殆ん ど効果が認め

られなかつた.教 室の前畔 は流行性肝炎例の指爪根

部微細小血管 の走行 を観察 した際,鉄 クロロフイル

製剤はその病的像 を著 しく改善す ることを明 らかに

し,更 に臨床治療に応用 して効果 を認 めてい る. 本

製剤は上記の如く白血球両機能に対し直接乃至間接

的に作用を期 待 され た が,軽 度 の作用のみを認め

た.

更にグル クロン酸製剤を投 与す ると.健 康例では

白面球遊走速度を促進 し,墨 汁貪喰能 をも一過性 に

促進 した, A. F.投 与後 に使 用 すると,白 血球遊走

速度は一過性に促 進されるが,長 期の効果はな く,

墨汁貪喰能で は殆んど効果がみとめ られなかつ た.

グル クロン酸の生理作用及び薬理作用 は現今尚確立

した結論がえ られていないが,肝 被護作用を有す る

ことは一般 に信ぜ られている.流 行性肝炎時に本剤

を使用 しての効果 も多数の報告があるが,上 記の如

き白血球機能の賦活作用 も弱いなが らその治療効果

に影響 を与え るものであろう.

次にA. F. 10mg/kg 4日 間使 用し て白血球両機

能えの影響をみ ると,い ずれ も9日 目を最低と して

著 るしく低下 してい る.

この際上記 と同 様 に各 種 薬 剤の効果をみ ると,

 Cortisoneで は両機能 の 低下に対 し,軽 度ではあ る

が改善作用があ る. DOCAも 略 々同様であ る. ACTH

はその作用が最 も強 く,そ の促 進 作 用 が明瞭で,

 A. F.多 量1回 投与 の場合と同様であつた.

次に5%葡 萄糖投与では白血球遊走速度 を軽度 に

恢復乃至促進 させ るが,白 血球墨汁貪喰能 には効果

を認め難 かつた.鉄 クロロフイル投与では白血球両

機能に軽度なが ら効果 的に作用 した.グ ル クロン酸

で も岡様 の作用をみ とめたが,白 血球 墨汁貪喰能に

対 しては一過性 の作用 であつた.

以上 の如 く各薬剤の効果はA. F.多 量1回 投与時

に認めたと略々同様で あるが,そ の際認めえなかつ

た効果 も,本 実験では経度 なが らも認め られた.即

ち流行性肝炎例の治療 に効果があ るものと認め られ

てい る以上の薬剤はA. F.障 碍時の本実験効果 より

類推すれば,白 血球両機能 の賦活作用を通じて も効

果を期待 されるものと考 え られよ う.

結 論

蟻酸ア リルを1回 多量に投与 した場合及び少量連

日投与 した場合におけ る白血球遊走速度及び墨汁貪

喰能を検査す ると共に,流 行性肝炎 の治療剤として

使用 されてい る各種薬物の これ ら白血球の両機能 に

及ぼす影響を検討 し,次 の結果をえた.

1.蟻 酸ア リル30mg/kg投 与 す る と,白 血球遊

走速度は投 与1時 間でやや促進 し,次 いで急速に低

下 し,墨 汁貪喰能は投与後 次第に低下 した.蟻 酸 ア

リル50mg/kg投 与す ると,両 機能 とも急速に低下

した.

2.上 記 の如 き蟻 酸 ア リル投与後,各 種薬剤を投

与 してその効果をみると, Cortisoneで は効果 なく,

 POCAで は効果が不明, ACTHで は白血球両機能の
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低下を恢復 させ るか,更 に促進させ る. 5%葡 萄糖

は白血球遊走速度の低下を恢復 させ,更 に促進 させ

るが,墨 汁貪喰能には効果が認め難 かつた.鉄 クロ

ロフイル製剤 は30mg/kg蟻 酸ア リル投与後では白

血球遊走速度の低下 を恢 復させ るが, 50mg/kg投

与後で は効な く,白 血球墨汁貪喰能 には全 く効果が

なかつた.グ ル クロン酸 は白血球遊走速度のみ一過

性に促 進す るが,墨 汁貪喰能 には効果がなかつた.

3.蟻 酸 ア リル10mg/kg 4日 間連用 してみ ると,

白血球 の両機能はいずれ も9日 目を最低 として著 し

く低下 してい る.

4.上 記の蟻酸 ア リル少 量 連続投与例ではCorti

sone, DOCAは 白血球両機能に対 し軽度の改善作用

を示 し, ACTHは 明瞭 な 効 果を示 した. 5%葡 萄

糖 は白血球遊走速 度にのみ効果 的で,鉄 クロロフイ

ル製剤は両機能に軽度 なが ら効果を,グ ルクロン酸

も同様の作用を及ぼすが,白 血球貪喰能には一過性

の作用のみであつた.
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Studies on Leukocyte Functions in Case of Liver Impairment

Part 2. Leukocyte Motility and Leukocyte Phagocytosis of Indiaink 

in Experimental Liver Impairment.

By

Takeshi NISHIDA

The First Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School.
(Chief: Prof. Dr. K. Kosaka)

Observing leukocyte motility and leukocyte phagocytosis of India-ink in the two groups 
of cases, the one of the which had formic acid allyl for only once and the other had daily 
small dosis, and studying the effect to the motility and phagocytosis of leukocyte of various 
drugs for infectious hepatitis, and the following results were obtained.

1. Following the administration of formic acid allyl (30mg/kg), the leukocyte motility 
was accelated within one hour and thereafter depressed abruptly. On the other hand, the 

phagocytosis of Indiaink have dicreased after giving formic acid allyl. Both functions of 
leukocyte depressed markedly in the cases given increased formic acid allyl up, to 50mg/kg.
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2. Following the administration of formic acid allyl, no effect to the both functions 
by giving Cortisone, unclear by DOCA, and an accelation and regaining of the both fnnctions 
were noted by giving ACTH. Regaining of the motility, not of the phagocytosis, from 
depressed state and further accelation were observed following the administration of 5% 
dextrose in water. Ferric chlorophyll preparations had the leukocyte motility regained from 
depressed state following the administration of formic acid allyl of 30mg/kg, but no effect 
was seen after 50mg/kg of formic acid allyl. There was no effect by ferric chlorophyll. 
Glucuronic acid showed a transient effect do leukocyte motility, but not to the phagocytosis 
of India-ink.

3. The both functions of leukocyte have markedly depressed, the maximum at 9th day 
in the cases who had been having formic acid allyl 10mg/kg for 4 days.

4. In the above cases a slight improvement to the both functions of leukocyte was seen 
by giving Cortisone or DOCA, a distinctive improvement, on the other hand, by ACTH. 5% 
dextrose in water was effective only for leukocyte motility, and ferric chlorophyll demonst
rated a slight effect for the both functions and so did glucuronic acid although transient 
for the phaocytsois.


