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I緒 言

ドリン剤は一般に神経毒で あり,実 質毒であると

云われてい るが,致 死 作用の機序は尚不明であり,

生理作用 についての研究 も非常に少い.血 液に対す

る作用について は2, 3の 症例報告に於 い て 白血

球数,白 血球分類,赤 血球数,血 色素量等に言及 し

ている程度の報告がみられ るのみであ る.

他の有機塩素剤に 於 い てはFriberg28)はDDT.

 BHC混 合剤 中毒死亡例 を報 告 し,特 にDDTは 造

血臓器に強い障害を及す と云 い,剖 検所見を併せ,

中毒の本態を汎骨 髄癆 と解 して お り, Danopoulos29)

は γ-BHC中 毒で著明な貧血あ り,骨 髄赤血球生成

機能障害と考え られ る,と 云 つ て お り,加 納26),

 Smith30)等 もBHC, DDTの 実験に 於 い て貪血を

認めてい る.ド リン剤中毒時 にも当然血液像に変化

のある事が考え られ,本 研究を行つた由縁である.

II実 験材料及び案験方法

(1)実 験動物

体重2kg前 後の雄性 白色家兎 を用 いた.

(2)被 験薬剤

エン ドリン　 19.5%乳 剤　 三共農薬部製

アル ドリン　 24.0%乳 剤　 日本農薬製

デイル ドリン　18.5%乳 剤　 日本農薬製

(3)実 験方法

ドリン剤の皮下注射及び経口投与によ り,急 性中

毒,慢 性 中毒を起 こさせた家兎の耳静脈 より採血 し

て,赤 血球数,血 色素量,白 血球数,白 血球百分率

を測定 し, Pappenheim氏 法によ り網状赤血球数を

算定 した.更 に一部に於いて骨髄像を検 し,教 室考

按の骨髄組織培養法34)に よ り中毒時 の骨髄機能を

検 した.又 肝,腎,肺,脳,脊 髄,骨 髄を主に心,

小脳,脾 の病現組織像 をHematoxyline-Eosin染 色

法によ り検索 した.

III実 験 成 績

(A)急 性中毒時の血液像

(I)エ ン ドリン急性中毒時血液像

半数致死量以上の エ ン ド リン20mg/kg, 30mg

/kgを 各4例,何 れも皮下注射 によ り急性中毒を起

させた家兎について血 液像を検 した.エ ンドリン50

mg/kg皮 下注射の1例 は 白血球数及 び 白血球百分

率のみを険 した.

(i)赤 血球数,血 色素量及び網状赤血球数

赤血球数,血 色素量 とも中毒の初期に極 く軽度の

増加 を示 したものが多 く,大 部分 は24時間以内に死

亡 した.数 日間以上生存 した例 では対照に比 し明 ら

かな変化を示 さず,著 明な貧血を来た したものもな

かつた.

(ii)白 血球数及び白血球百分率

急性中毒の初期 には白血球増多を示す ものが多 く,

特に激 しい痙攣を来た した例では白血球数が増加す

る傾向を示 した.白 血球百分率では偽好酸球の増加,
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第1図　 エ ン ドリン急性中毒家兎血液像

第2図　 エン ドリン急性中毒家兎白血球数

リンパ球の減少が あり,好 酸球は減少乃至は消失 し,

 24時 間以内に死亡す るものが多かつた.百 分率の う

ち単球,好 酸球,好 塩基球については平均値で示 し

た.

(II)ア ル ドリン急性 中毒時血液像

半数致死量以上のアル ドリンを次の如 く皮下注射

し,急 性中毒を起 させ た家兎について血液像を検 し

た.即 ち60mg/kg 1例, 90mg/kg 3例, 120mg

/kg 1例 であ る.尚250mg/kgの1例 は 白血球数

及び白血 球百分率のみ を検 した.

(i)赤 血球数,血 色素量及び網状赤血球数

第4図 に示す如 く,赤 血球数,血 色素量及び網状

赤血球数 には著明な変化 は認めなかつた.

(ii)白 血球数及び白血球百分率

第5図 の如 く著明な 白血球増加を示 した ものと,

減少を示 したものとがあ り,必 ず しも一定の傾向を

示 さなかつた.

第3図　 エン ドリン急性中毒家兎 白血球百分率

第4図　 アル ドリン急性中毒家兎血液 像

第5図　 アル ドリン急性中毒家兎 白血球数
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第6図　 アル ドリン急性中毒家兎白血球百分率

白血球百分率 では中毒の初期に偽好酸球の増加,

リンパ球の減少を示 すものが多かつ た.

(III)デ イル ドリン急性 中毒時血 液像

半数致死量以上のデ イル ドリンを次の如 く皮下注

射 し,急 性中毒を起 させた家兎 について血液像を検

した.即 ち50mg/kg 1例, 70mg/kg 3例, 90

mg/kg 2例 で120mg/kgの1例 は白血球数及び白

血球百分率のみを検 した.

(i)赤 血球数,血 色素量及び網状赤血 球数

第7図 に示 した如 く,赤 血 球数,血 色素量,網 状

赤血球数には著明な変化は認め られなかつた.

(ii)白 血球数及び白血球百分率

白血球数は中毒 の初期に増加を示 し減少す るもの,

減少後増加するもの,又 減少を示す ものもあ り必ず

しも一定の傾向を示さなかつた.死 亡前痙攣 を来た

した2例 は白血 球の増加を示 さな かつた.

白血球百分率 では偽好酸球増加,リ ンパ球減少を

示すものが多かつ た.

(B)慢 性 中毒時 の血液像

(1)エ ン ドリン慢性中毒時血液像

半数致死量以下のエン ドリンを次の如 く皮下注射

し血液像を検 した.即 ち毎週1回 皮下注射 群は5mg

/kg週1回3例, 10mg/kg週1回 が2例 で7日 毎

に採血 し,隔 日皮 下注射群 は4mg/kg 3例 , 9mg

/㎏ 3例 で5日 毎 に採血 した.図 に示 した対照IIは

正常家兎に ドリン剤乳剤の主成分 であ るキシ レンを

0.2cc宛 隔 日に皮下注射後採血 して 検 した2例 の平

均値である.

第7図　 ディル ドリン急性 中毒家兎血液像

第8図　 ディル ドリン急性中毒家兎 白血球数

第9図　 デ ィル ドリン急性中毒家兎 白血球 百分率

(i)赤 血球数,血 色素量及び網状赤血球数

毎週1回 皮下注射群は第10図 に,隔 日皮下注射群

は第11図 に示 した.隔 日皮下注射群の赤血球数,血

色素量が漸次減少の傾向を示 してい るが対照 も略 々
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第10図　 エン ドリン慢性中毒家兎血液像

(毎週1回 皮下注射群)

第11図　 エ ン ドリン慢性中毒家兎血液像

(隔日皮下注射群)

同様に減少を示 して おり,頻 回採血によ るものと考

え られる.

(ii)白 血球数及び白血球百分率

毎週1回 皮下注射群の白血球数は第12図 に,隔 日

皮下注対群の白血球数は第13図 に示 した.何 れ も対

照 に比 し著明な変化は認められなかつた.

白血球百分率では急性 中毒時程 偽好酸球の増加 を

示 さず,リ ンパ球の減少 も少なかつた.こ の傾向は

隔 日皮 下注射群によ り顕著であつた.

(2)ア ル ドリン慢性 中毒時血液像

半 数致死量以下 のアル ドリンを次の如 く,隔 日に

皮下注射 し血液像 を検 した.即 ち18mg/kg 6例,

 37mg/kg 2例 である.採 血 は5日 毎 に行つた.

(i)赤 血 球数,血 色素量及 び網状赤血球数

第16図 の如 く,特 に血色素 が軽度に漸 次減少す る

傾 向を示 したが対照I, IIも略々同様であつた.網

状赤血球は軽度 に漸次増加 を示 した.

第12図　 エ ン ドリン慢性 中毒家兎 白血球数

(毎週1回 皮下注射群)

第13図　 エン ドリン慢性 中毒家兎 白血球数

(隔日皮下注射群)

第14図　 エン ドリン慢性中毒家兎 白血球百分率

(毎週1回 皮下注射群)

(ii)白 血球数及び白血球百分率

第17図 の如 く白血球数 は増減区々で一定の傾向は

示 さなかつた.

白血球百分率 は第18図 に示 した.約2週 間後 より

漸次偽好酸球が増加 し,リ ンパ球が減少 した.

(3)デ イル ドリン慢性中毒時血液像

半 数致死量以下のデイル ドリンを次の如 く隔 日に

皮下注射 し, 5日 毎 に採血 して血液像を検 した.即
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第15図　 エン ドリン慢 性中毒家兎 白血球百分率

(隔 日皮下注射群)

第16図　 アル ドリン慢性 中毒家兎血液像

第17図　 アル ドリン慢 性中毒家兎白血球数

ち18mg/kg 6例, 36mg/kg 2例 であ る.

(i)赤 血球数,血 色素量及 び網状赤血球数

第19図 の如 く赤血球数,血 色 素量は漸次減少す る

傾向を示 したが対照 も同様 であつた.う ち1例 が貧

血を来た したが中毒症状 は何等認めなかつた.

(ii)白 血 球数及 び白血球百分率

白血球数には著明な変化はなかつ た.

白血球百分率では死 亡前に偽好酸球 の増加,リ ン

第18図　 アル ドリン慢性中毒家兎 白血球百分率

第19図　 デ ィル ドリン慢性中毒家兎血液像

第20図　 ディル ドリン慢性 中毒家兎白血球数

パ球減少の傾向がみられた.

(C)骨 髄像及び骨髄組織培養所見

ドリン剤中毒家兎骨髄像は急性中毒,慢 性中毒と
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第21図　 デ ィル ドリン慢性中毒家兎白血球百分率

も白血球数 の増加例に於いて白血球系細胞の百分率

が増加 しているものがみ られた.第1表 に示 した骨

髄像 の うち デイル ドリン急性 中毒例 は 白血球数が

13400に 及び著名な偽好酸球の増加 を示 した例であ

る.

骨髄組織培養所見は第22図 及び第23図 の如 く,急

性 中毒例で梢 々高度の比較成長価を示 した例 もあつ

たが,一 般に慢性 中毒例の方が稍 々旺盛な比較成長

価 を示 し,細 胞密度も梢 々多い傾向を示 した.キ シ

レン注射対照群,採 血のみの対照群 も略々同様 の傾

向を示 した.

骨 髄組織像は 肉眼的には急性 中毒,慢 性 中毒何れ

も赤色髄であ り,顕 微鏡的には急性中毒例では実質

細胞と脂肪細胞の分布は略 々平均に混在 し,静 脈竇

も散在 して血球を充 たしてお り,正 常家兎骨髄 に比

し著変は認 めなかつた.慢 性中毒例の うちに実質細

胞の増殖 した傾向を示す ものが見 られたが対照 も略

々同様の傾 向を示 した.

市販 の ドリン乳剤 を稀釈 して添加 した骨髄組織培

養添加実験の成績 は第2表 の如 く, 10倍稀釈では何

れ も全 く増成を示 さず, 100倍, 1000倍 ではデイル

ドリン以外 は極 く軽度の増成を示 したにす ぎなかつ

た.

(D)病 理組織像

(1)急 性 中毒家兎組織像

(i)エ ン ドリン急性中毒 時組織像

エン ドリン10mg/kg皮 下 注射1例, 20mg/kg

 5例30mg/kg 3例 について検討 した.脳 では神経

表1.ド リン剤中毒家兎骨髄像

第22図　 急性 ドリン剤 中毒家兎
骨髄 組織培養比較成 長価

第23図　 慢性 ドリン剤 中毒家兎
骨髄組織培養比較成長価
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表2.ド リン剤添加骨髄組織培養偽好酸球遊走

速度　 (μ/m)

表3.ド リン剤添加骨髄組織培養比較成長価

細胞の変性を認めたもの3例,浮 腫4例,充 血2例,

グリア細胞 の増殖 を認めたもの1例 があ り,又 何等

変化を認めない もの もあつ た.

脊髄では神経細胞 の変性を認めたもの6例,壊 死

を認めたものが2例 あつ た.

小脳ではプルキンエ細胞の一部に変性 を認めたも

の1例,グ リア細胞の増殖 を認めたものが1例 あつ

た.

肝にはうっ血,出 血が認め られ,著 明な変性,殊

に空泡変性を認めた ものが2例 あ つた.

腎では出血性 腎炎が認め られ,う っ血が著 明で6

例 に認め られ た.

肺では出血 性肺炎 があ り,う っ血,出 血,浮 腫を

認めた例が各3例 あつた.

(ii)ア ル ドリン急性中毒時組織像

アル ドリン急性中毒例は90mg/kg, 150mg/kg皮

下注射例及び110mg/kg経 口投与例につい て 検討

した.

脳,脊 髄,小 脳では神経線維の軽度変性が認めら

れた例があ るが中枢神経系に特 に著明な変化はなか

つた.

肝 では脂肪変性,軽 度乃至中等度の実質変性が認

め られ,グ リソン氏鞘に円形細胞の浸潤を認めた例

があつ た.

腎では糸球体の充血,細 尿管上皮の実質変性が認

め られた.

肺 ではうっ血 あり,著 明な肺炎は認めなかつた.

(ii)デ イル ドリン急性 中毒時組織像

デ イル ドリン50mg/kg 70mg/kg皮 下注射各1

例及び50mg/kg 2回 皮下注射例について検 した.

脳, 2例 に於いて空泡形成が認め られ,又 うっ血

を認めた.

脊髄,神 経細胞の変性 が2例 に認め られた.

肝では うっ血 あり,肝 細胞の萎縮,軽 度実質変性,

グ リソン氏鞘の増殖,胆 管上皮の増殖,剥 脱,上 皮

下の細胞浸潤を認めた例もあつた.

腎,う っ血 あ り,中 には細尿管上皮の実質変性髄

質の萎縮,糸 球体の充血 を認めた例 もある.

肺では出血性肺炎を1例 に認めた.

心筋には著変 を認めなかつた.

(2)亜 急性中毒家兎組織像

(i)エ ン ドリン亜急性 中毒時組織像

エン ドリン10mg/kg, 20mg/kg, 30mg/kgと 毎

週1回10mg/kg宛 漸 増 皮 下 注 射 し死亡せ る家兎

1例, 10mg/kg週1回 宛3回 注射家兎1例, 20mg

/kg週1回 宛2回 注射家兎1例 について検 した.

脳,小 脳 では神経細胞の一部に変性があり,又 円

形 細胞の浸潤,充 血 を認めた.

脊髄では神経細胞の変性,壊 死が2例 にみ られた.

肝 では うっ血 があり,デ イツセ氏腔 の拡大が著明

で肝細胞の脂肪変性,空 胞変性 を認めた例があつた.

腎には うっ血,出 血が認め られた.

(ii)ア ル ドリン亜急性中毒時組織像

アル ドリン25mg/kg, 50mg/kgと 毎週1回 宛2

回皮下注射後死亡せる家兎1例, 25mg/kg,毎 週1
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回宛2回 皮下注射家兎1例, 50mg/kg宛 毎週1回

合計5回 皮下注射せ る家兎1例 について検 した.

脳,脊 髄 では神経細胞 の変性を認めた例があ り
,

又何等変化 を認めないもの もあつた.

肝 では うっ血があ り,出 血や肝細胞の脂肪変性を

認 めるものがあ り,グ リソン氏鞘 に於け る円形細胞

浸潤,胆 管上皮 の乳嘴様増殖が一部にみ られた.

腎,著 変を認 めなかつた.

肺,う っ血 あ り,出 血性肺炎の像を呈 し,一 部に

肺胞壁の増殖肥厚 あり.

心 では一例に於 いて心筋の変性が認め られた.

(iii)デ イル ドリン亜急性 中毒時組織像

デ イル ドリン25mg/kg毎 週1回 宛4回 皮下注射

家兎1例 及び50mg/kg毎 週1回 宛3回 皮下注射家

兎1例 について検 した.

脳,脊 髄 では軽 度の うっ血があ り,一 部に於いて

神経細胞 の変性を認めた.

小脳 には著明な変化は認 められなかつた.

肝 には うっ血が あり,一 部軒細胞の変性を認めた.

腎では うっ血あ り,一 部糸球体の充血を認 めた.

肺 では出血性肺炎の像がみ られ た.

(3)慢 性中毒家兎組織像

(i)エ ン ドリン慢性 中毒時組織像

エン ドリン10mg/kg毎 週1回 宛16回 及び34回 皮

下注射家兎2例 及 び5mg/kg毎 週1回 宛34回 皮下

注射せ る象兎1例 について検 した.

脳,脊 髄では著明な変化は認めなかつたが,う っ

血,グ リア細胞 の軽度増殖 を一部に認めた例が あつ

た.

肝には うっ血があり,実 質の軽度脂肪 変性,胆 管

上 皮の増殖を認めた例 もあつた.

腎では糸球体の充血があ り,糸 球体腎炎の像 を呈

し,又 細尿 管上皮の実質変性を認めた例がある.

肺,う っ血 あり,一 部動脈壁の肥厚変性が認め ら

れた.

脾,著 変は認めなかつたが,一 部に うっ血,小 動

脈壁の肥厚 がみられた.

(ii)ア ル ドリン慢性中毒時組織像

アル ドリン10mg/kgを 隔 日に11回 皮下注射せ る

家兎1例, 18mg/kg隔 日7回 及 び8回 皮下注射せ

る家兎各1例 及び25mg/kg毎 週1回 宛30回 皮下注

射せ る家兎1例 について検討 した.

脳 には著変を認めなかつた.

脊髄では前角細胞の萎縮 を認めた.

肝,グ リソン氏鞘の軽度 円形細胞浸潤,軽 度実質

変性を認めた例があつた.

腎では軽度充血,う っ血,細 尿管上皮の実質変性

等がみ られた.

肺.う っ血,出 血があ り,肺 炎像 を認め,又 軽度

限局性間質性肺炎を示 した例 もあ り,肺 炎を認めな

い例 もあつた.

心筋 には萎縮,充 血 を認めたものがあつた.

(iii)デ イル ドリン慢性中毒時組織像

デ イル ドリン10mg/kg隔 日18回皮下注射家兎1

例, 18mg/kg隔 日12回 及 び23回 皮下注射家兎各1

例, 25mg/kg毎 週1回 宛8回 皮下注射家兎1例 に

ついて検 した.

脳では出血,グ リア細胞 の増殖,結 節形成,神 経

細胞の軽度変性等が認め られた.

脊髄では神経細胞の変性,壊 死,萎 縮等がみられ

た.

肝では うっ血が高度に認め られ,慢 性 の脂肪変性

が認め られた.

腎,糸 球体に充血,出 血 あり,細 尿管上皮の実質

変性が高度に認め られた例があつ た.

肺,浮 腫,う っ血,出 血 がみられ,出 血性肺炎の

像 を呈 し,又 肺胞壁の肥厚 を認めた.

IV考 按

ドリン剤中毒時の血 液像の うち赤血球数,血 色素

量,網 状赤血球数等 の赤血球系 には 著明 な変化は

みられ ず, Friberg23)やDanopoulos29),加 納26),

 Smith30)等 がDDTやBHC等 の他 の有機塩素剤

中毒時 に報告 してい る様な貪血 を来た した例は認め

なかつた.

白血球系では他の毒物中毒の際と略 々同様で,白

血球数の軽度増加,好 中球百分率 の増加,好 酸球減

少の傾向を認めた.

福原5), Spiotta13), Nelson19)等 も白血球数の増加

を報告 してい る.然 しなが ら中毒の程度 と白血球数

の増加は必ず しも平行 して起 らず,死 亡前でも増加

のみ られない ものもあ り,中 毒 の程度 を血液像より

うかがい知 る事 は出来ない.他 の中毒時に出現す る

と云われる好中球の中毒顆粒は余 り認めなかつた.

骨髄像,骨 髄組織培養所見,網 状赤血球の動向等

よ りみても骨髄機能は良好に保持 されてお り,こ れ

等の点よりみて も ドリン剤中毒時の血液系に対する

作用 は二次的の ものと考え られ る.

病理組織 的には急性中毒,慢 性中毒とも変化は略

々同様で,容 易に中毒死 に至 らず長期間生存 した慢
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性中毒例では変化が軽度であった.

意識溷濁,激 しい痙攣,時 にみ られ る四肢麻痺等

の中枢神経障害 は ドリン剤 中毒時の最 も重要な病像

であるが,中 枢神経系の病理組織所見 に つ い て は

Dutra13)等 はアル ドリン中毒の為死亡 した動物で広

範なうっ血,節 細胞の変性, Neuronophagiaを 認め

ているが,他 方Conley14)福 原5)等 は病理組織的に

中枢神経系には決定 的な変化は認めなかつた と述べ

ている.著 者の実験で は脳,脊 髄の神経細胞 の変性

を認めたものが稍 々多 く,一 部壊死を認めたもの,

グリア結節を認 めた もの等が あるが,殆 ん ど変化を

認めなかつたもの もあ り,全 例 に必ず認め られるよ

なう組織変化はなかつた.又 動物実験に於いて意識

溷濁,喘 鳴,チ アノーゼを伴 う激 しい痙攣の為死亡

直前にある如き家兎で も,ネ ンブタールの如 き強力

な鎮痙,鎮 静剤 を投与す る事 により,呼 吸は平静と

なり,救 命 し得ない迄 も死亡迄の時間を大 巾に延 長

する事が出来 る,等 の点 よ りみて も本剤 中毒時には

組織的に決定的な変化を大脳に来たすものではな く,

中枢神経系の酵素化学的又は生 化学的な変化の為に

極めて重大 な中枢 神経の機能異常が惹起 されるので

はないかと考え られる.他 方 ドリン剤は神経毒であ

ると同時に実質毒であると云 わ れConley14)福 原5),

佐藤6), Treon22)等 は腎細尿管 の変性,肝 細胞 の 腫

張,変 性,肺 浮腫,心 内膜炎等を 認 め て い るが,

 Conley14),佐 藤6)等 は他の有機塩素剤同様非特異的

な変化であると云つている.著 者の実験 でも肝,腎,

肺等に変化を認めているが実質臓 器に於け る最 も特

微的な所見 は うっ血が著明な事であつた.臓 器別に

所見を総括す ると次の如 くである.肝 では特 に中心

部うっ血が著明で肝細胞の変性を認めた.腎 では う

っ血が殆んど全例に認 められ,一 部糸球体の充血,

出血があ り,出 血性糸球体 腎炎の像を認めた.肺 で

は多数例 に出血性肺炎を認 めた.以 上の如 く実質臓

器にかなり著明な変化がみ られる点は ドリン剤中毒

の治療の際特に考慮 を要す るもの と思われる.

V結 語

著者は家兎 について急性,亜 急性及び慢性 ドリン

剤 中毒を惹起せ しめ,そ の血液像,骨 髄像,病 理組

識的変化を検 し次の結果を得た.

1.急 性 中毒,慢 性中毒 とも赤血球数,血 色素量,

網状赤血球数等の赤血球系には対照に比 し著明な変

化は認め られ なかつた.

2.白 血球系では急性中毒時,特 にエン ドリン急

性 中毒時に白血球数の増加,偽 好酸球百分率の増加,

リンパ球百分率 の減少並に好酸球減少の傾向を認め

た.慢 性 中毒時には著明な変化 はなかつた.

3.骨 髄機能 は急性中毒時慢性中毒時何れも殆ん

ど障害 されなかつ た.

4.病 理組織像は急性 中毒,慢 性中毒 とも略々同

様 で脳,脊 髄では神経細胞の変性があ り又壊死,浮

腫,充 血,グ リア細胞の増殖等 もみられた.肝 では

うっ血,肝 細胞 の変性 が,腎 では出血性糸球体腎炎

及 び尿細管上皮の変性が,肺 では出血性肺炎があ り

又浮腫を認めた.

擱 筆す るに当 り終始御指導と御校閲を賜つた恩師

平木教授並に武田講 師に深甚な る謝意を表 す.

組織標本所見について御高教を頂いた本学病理学

教室小 田助教授,木 本講師に深謝す.

(本論文の要 旨は第35回産 業医学会総会に於いて

発表 した.)
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Studies on Drin Intoxication

II. Hematological and Histological Studies of Rabbits

 Intoxicated with Drins

Yoshiharu Niiya

Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

The author induced acute, subacute, or chronic drin intoxication in rabbits and studied 

their peripheral blood pictures, myelograms, and histological changes. The results obtained 

are as follows.

1. Erythropoietic activities as reflected by red cell counts, hemoglobin, and reticulocyte 

counts were not significantly altered in comparison to controls by acute or chronic intoxication 

of drins.

2. In acute intoxication, particularly of endrin, there were leukocytosis and pseudoeosin

o philia with relative lymphopenia and eosinopenia. Chronic drin intoxication caused no signifi

cant changes in the white blood cell series.

3. Hematopoietic activities of the bone marrow were hardly damaged in either acute or 

chronic intoxication of drins.

4. Histological changes induced by drins were almost identical in acute and chronic intoxi

cation. The brain and spinal cord showed degeneration and necrosis of the ganglion cells, 

edema, congestion, and proliferation of the glia cells. In the liver there were congestion and 

degeneration of the liver cells. The kidneys revealed hemorrhagic glomerulonephritis and dege

neration of tubular epithelium. The lungs also showed edema and hemorrhagic pneumonitis.
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新 谷 論 文 附 図

エン ドリン30mg/kg皮 下注 射 家 兎,脳,

グ リア細 胞 増殖 し,ク リ ア結 節 を形 成 して い る.

同上家兎,

背髓前角領域の神経細胞 の変性あ り.

エン ドリン10mg/kg皮 下注射家兎,

出血性系球体腎炎及 び細尿管上皮の変性がみ ら

れ る.

デ イ ル ド リン50mg/kg 2回 皮 下注 射 家 兎.

出 血性 肺 炎 を示 して い る.

エ ン ド リン30mg/kg皮 下注 射 家 兎.

肝 細 胞 の著 明 な変 性 あ り.

デ イ ル ドリン慢性 中毒 家兎.

肝 の うつ 血.著 明 な脂 肪 変性 が 認 め られ る.


