
〔616-089. 57-032: 611. 14+616-089. 583. 29〕: 612. 017. 3

耐性 と過敏 性 に及 ぼす静 脈 麻酔 剤 並 び に

寒 冷 麻酔 の影 響 に関 す る研 究

第2編

海〓 の ル ゴール液 に 対 す る耐 性 並 び に過 敏 性 に及

ぼ す ラボ ナ ール静 脈 麻 酔 お よび寒 冷 麻 酔 の影 響

岡山大学医学部第1(陣 内)外 科教室(指 導:陣 内教授)

森 芳 典

(本論文の要旨は第6回 日本アレルギー学会に発表した)

〔昭和34年4月20日 受稿〕

第1章　 緒言並 び に文献

家兎および海〓の血清過敏症に対してラボナールが

抑制効果をもつことは教室の前田1),北 山2),赤 松3).

田 淵4,お よび 佐 藤5)な どの実験からも明らかである

が,元 来この過敏症発症に対する抑制機転には大体次

の3通 りの解釈がな りたつ.す なわち, (1)抗原と抗体

との結合に対する抑制. (2)その結果生ずる化学反応物

質に対する抑制. (3)その化学反応物質に対する生体反

応の抑制などである.

私は前編において家兎に抗原物質た る卵白アルブミ

ンを用いてラボナールおよび寒冷麻酔の過敏症発症抑

制効果を再確認するとともに,過 敏性獲得前の耐性期

にも同様に反応度の抑制効果のあることを認めた.す

なわち,こ れらの麻酔が過敏性期にのみ特異的に抑制

効果をあらわすものでないことから,上 述の抑制機転

の第1段 階に対する作用ではな く,第2あ るいは第3

段階に対するものであろうと考えた.

前編の実験で卵白アルブミンは正常家兎か ら耐 性

期,過 敏性期を通じて白血球数の減少をきたし,た だ

その減少程度の差が認められたに過ぎず,反 応元の注

射による反応の質的な差は認められなかつた.

ルゴール液が海狸を感作して過敏性反応を発現せし

めることは 山崎6)に より示 されており,伊 志嶺,蔵

並,松 山,本 吉7)な どはルゴール液をもつて処置せら

れた海〓は耐性期に白血球数の増加を示し,過 敏性期

に白血球数の減少を示すことを報告している.

従つて本編では反応の質的な差をもたらすルゴール

液を用い,個 体差の少い海〓 について過敏症獲得の過

程を追及し,ラ ボナールおよび寒冷麻酔の抑制効果を

再確認せんとした.そ うすることによりこれ らの麻酔

がいかなる反応段階に働いてその抑制作用をあらわす

かということが一層明らかになるものと考えた.

第2章　 白血球数 の変動 お よび シ ョッ ク症

状 に及ぼ すラボナ ールお よび寒冷

麻酔 の影響

本章においては先人の業蹟にならい,ル ゴール液に

対する海〓 の白血球数の変動およびショック症状の発

現を指標としてその耐性と過敏性の過程を追及し,そ

れらに対してラボナールおよび寒冷麻酔がいかなる影

響を与えるかを実験した.

第1節　 実 験 方 法

第1項　 実験動物:体 重400g前 後の健常海〓 を用

いた.

第2項　 前処置:ル ゴール液(沃 素3.3g,ヨ ード

カリ6.6gを 蒸溜水に溶解して100ccと したもの)の

10倍液0.2ccを10日 間連続的に腹部皮内に注射した.

第3項　 静脈麻酔法: 0.3%ラ ボナ ール水溶液 を使

用時新製して, 0.6ccな いし1.0ccを 頸静脈内に徐々

に注射して深麻酔に導入した.

麻酔深度の測定には角膜反射消失の時期を深麻酔導

入の時期とみなした.し かし,な かには個体差のため

に呼吸停止をきたしたものもあつたが,こ れは人工呼

吸により間もなく恢復せしめ,そ のまま深麻酔に移行

せしめ実験に供した.

第4項　 寒冷麻酔法:海〓 を仰臥位に固定しChlor

promazin (Contomin)を 体重100gに つき0.1mg

筋肉内に注射するとともに,氷 嚢を頸部,胸 部および
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股部に置き送風冷却し,体 温を33.5℃ ないし35.0℃

まで下降せしめた.体 温計測に際しては直腸内糞便を

よく圧 出しておき,直 腸温を測定した.

第5項　 観察方法:前 処置をおこなつていない海狸

にルゴール液 を注射するものを無処置群,前 処置をお

こなつた海〓 にルゴール液を再注射するものを前処置

対照群,前 処置海〓 においてルゴール液を再注射する

前に ラボナール 静脈麻酔を施 したものを ラボナール

群,寒 冷麻酔を施したものを寒冷群とし,こ の4群 に

ついて前処置終了後3日 目, 5日 目, 10日 目および17

日目にルゴール液を頸静脈内に再注射し,注 射前30分

および注射後30分 の白血球数を算定し,あ わせてショ

ック症状 を観察した.

ルゴール液の再注射量は3日 目および5日 目では体

重1009に つき10倍液0.3ccを,10日 目および17日 目

では50倍 液0.5ccを 用いた.

白血球数の算定にはBurker-Turk計 算盤を用い,

 4回 の平均値を採用した.

第1表　 前処置終了後3日 目のルゴール液注射に

よる白血球数の変動およびショック症状

第6項　 記録方法:白 血球数の変動については上記

4群 の再注射前30分 および再注射後30分 の白血球数を

記載しその差を求め,ま たそれぞれ各群の平均値を求

め,再 注射前の値を100%と して再注射後の増減を百

分率をもつて示した.

ショック症状の観察記録にあたつては,ほ とんど変

化のなかつたものを(一),不 安状態のみを呈したも

のを(±),立 毛,排 尿,脱 糞,鼻 掻,ク シヤ ミ,不

安状態などの症状を示したものを(+),痙 攣発作の

あつたものを(卦)と した.

第2節　 実 験 成 績

前処置終了後3日 目に検した4群 の成績は第1表 お

よび第1図 のごとくである.

前処置終了後5日 目に検した3群 の成績は第2表 お

よひ第1図 のごとくであ る.

前処置終了後10日 目に検した4群 の成績は第3表 お

よび第2図 のごとくであ る.

また,前 処置終了後17日 目に検した3群 の成績は第

4表 および第2図 のごとくである.

第2表　 前処置終了後5日 目のルゴール液注射に

よる白血球数の変動およひショック症状

第3節　 小 括

本章の実験成績を小括すれば次のごとくである.

白血球数の変動:無 処置群ではルゴール液の注射に
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より白血球数は滅少するが,前 処置終 了後3日 目にル

ゴール液を再注射した前処置対照群ではかえつて白血

球数の増加をきたした.そ してその際の白血球数増加

に対してラボナールおよび寒冷麻酔はその増加度の抑

制を示した.ま た前処置終了後5日 目の前処置対照群

では3日 目の前処置対照群に比しその増加度は小とな

つているが,や はり増加した.そ してその際にもラボ

ナールおよび寒冷麻酔はやはりその増加度の抑制を示

した.

第1図　 白血球数の変動(耐 性) 第2図　 白血球数の変動(過 敏性)

第3図　 皮膚反応度の比較

また,前 処置をおこなつている海〓 では前処置終了

後10日 目および17日 目には,ル ゴール液の再注射によ

り白血球数は減少し,そ の程度は17日 目において高度

となり,漸 次過敏性に移行していることを示 し て い

る.す なわち,無 処置群に比し白血球数の減少度が増

してきている.そ してこの過敏期の白血球数の減少度

もラボナールおよび寒冷麻酔によりよく抑制されてい

るのが認められた.

すなわち,ラ ボナ ールおよび寒冷麻酔は白血球数の

増加あるいは減少のいずれの場合にもその反応度を抑

制していることがわかる.

ショック症状:正 常海〓に体重100gに つき10倍 ル

ゴール液0.3ccを 注射した場合には痙攣発作を起した
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ものが過半数であつたが,前 処置終了後3日 目および

5日 目に再注射 したものでは脱糞,排 尿,鼻 掻,ク シ

ヤミ,不 安状態などの軽度の症状 を示すに過ぎず,ル

ゴール液に対して耐性 を獲得しているのが 認 め ら れ

た.次 に正常海〓 に体重100gに つき50倍ルゴール液

0。5ccを 注射した場合には全例において症状 を認めな

かつたが,前 処置終了後10日 目および17日 目に再注射

したものでは 痙攣発作を起した り,脱 糞.排 尿,鼻

掻,ク シヤミ,不 安状態などの症状 を認め,い わゆる

過敏性を獲得していることを示してい る.そ して10日

目より17日 目と漸次強度の過敏性を呈した.

第3表　 前処置終了後10日 目のルゴール液注射に

よる白血球数の変動およびショック症状

また,前 処置終了後3日 目および5日 目の耐性期に

ラボナールおよび寒冷麻酔を施した場合にはその症状

は一層軽度となり過半数に症状 を認めず,前 処置終了

後10日FIお よび17日 日の過敏期においてもラボナール

および寒冷麻酔は明らかにシヨツク症状の抑制を示し

た.

第4表　 前処置終了後17日 目のルゴール液注射に

よる白血球数の疫動およびショック症状

第3章　 皮膚反 応に及ぼ す ラボ ナール

お よび寒 冷麻酔 の影響

本章においては皮膚反応を指標としてルゴール液に

対する耐性 と過敏性の過程を追及し,そ の変動に対し

てラボナールおよび寒冷麻酔がいかなる影響を与える

かを実験した.

第1節　 実 験 方 法

実験動物,前 処置,静 脈麻酔法およひ寒冷麻酔法は

前章と同様である.

観察方法:前 章と同様に海〓 を無処置群,前 処置対

照群,ラ ボナール群および寒冷群の4群 にわけ,各 群

について前処置終了後3日 目, 5日 目, 8日 目, 11日

日およひ17日 目にルゴール液を腹部皮内に注射し,24

時間後に皮膚反応を観察した.ル ゴール液の再注射量

は3日 目, 5日 目および8日 目の ものでは10倍, 20

倍, 40倍, 60倍, 80倍 および100倍 稀釈液を各試獣ご

と腹部に6ヶ 所0.1ccず つ皮内に注射し,ま た11日 目

および17日 目のものでは100倍, 200倍, 400倍, 800倍,

 1600倍 およひ3200倍 稀釈液を各試獣ごとに同様腹部に

6ヶ 所0.1ccず つ皮内に注射した.

記録方法:皮 膚反応の観察記録にあたつては,局 所

に長径5mm以 上の発赤と硬結 を生じたものを(++),
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第5表　 前処置終了後3日 目の皮膚反応

第6表　 前処置終了後5日 目の皮膚反応

第7表　 前処置終了後8日 目の皮膚反応

第8表　 前処置終了後11日 目の皮膚反応
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発赤のみを示したものを(+),針 痕の周囲のみわず

かに発赤腫脹を呈したものを(±),全 然変化の認め

られなかつたものを(-)と 区別して記録した.

第9表　 前処置終了後17日 目の皮膚反応

第2節　 実 験 成 績

上述のごとくして前処置終了後3日 目, 5日 目, 8

日目, 11日 目および17日 目に検した4群 の成績はそれ

ぞれ第5表,第6表,第7表,第8表 および第9表 の

ごとくである.

第3節　 小 括

本章の実験成績を小括すれば次のごとくである.

すなわち,第3図 のごとく無処置群ではルゴール液に

対する皮膚反応出現限界は80倍 ないし, 100倍稀釈で

あるが,前 処置をおこなつたものでは, 3日 目および

5日 目には無処置群に比し反応度は低下し耐性を獲得

している. 5日 目のものは3日 目のものより耐性が幾

分減弱してきており, 8日 目に至つては無処置群とほ

ぼ同様な反応度を示してい る.そ してそのいずれの場

合にもラボナールおよび寒冷麻酔は反応度の抑制を示

している.

また,前 処置終了後11日 目および17日 目には前処置

対照群は無処置群に比し反応度は増強し過敏性となつ

ている.そ してそのいずれの場合にもラボナールおよ

び寒冷麻酔は反応度の抑制を示している.

いずれの時期においてもラボナール静脈麻酔の方が

寒冷麻酔に比し抑制度は軽度であ るが,こ れは前編で

ものベたごとくラボナールの麻酔持続時間が寒冷麻酔

のそれに比し短いためによるものと考える.

第4章　 総括 並び に考按

本編においてはルゴール液を反応元として用い,あ

らかじめルゴール液で処置された海〓が 日を追つてル

ゴール液の再注射によりいかなる反応を呈するかとい

うことを,前 編と同様に白血球数の変動,シ ョック症

状および皮膚反応を指標として調ベ,そ の反応に対し

てラボナールおよび寒冷麻酔がいかなる影響を及ぼす

であろうかとい うことを調ベた.

すなわち,第2章 では白血球数の変動およびショ ッ

ク症状について実験した.そ の結果正常海〓 は 体 重

100gに つき0.01ccの ルゴール液の注射ではほとんど

ショック症状を呈しないが, 0.03ctを 用いると ほと

んど全例に強いショック症状 を呈するようになる.し

かしながらあらかじめ微量のルゴール液で前処置を施

しておくことにより,海〓 は一時ルゴール液に対する

耐性を示し,シ ョック症状からまぬがれ しめることが

できる.そ の耐性は3日 日頃が最も強 く,5日 目にな

るとやや減弱してくる.そ の時期を過ぎ10日 目, 17日

目になるとルゴール液に対して過敏状態となり,微 量

のルゴール液の注射によつても強いショック症状を呈

してくるようになる.そ の強度は10日 目より17日 目の

ものが強い.

また,白 血球数の変動についてみれば,正 常海〓に

ルゴール液を注射すれば白血球数は一時的な減少をき

たす.し かしながらあらかじめルゴール液で前処置を

おこなつている海〓 の3日 目および5日 目において

は,か えつてルゴール液の再注射により白血球数は増

加して くるのが認められた.そ の増加度は3日 目に最

も強 くあらわれている.前 処置終了後10日 目の再注射

では白血球数は減少し,そ の減少度は正常海〓に比し

相当強度にあらわれ, 17日 目ではさらに著明な減少を

きたすようになる.も ちろんこうしたショック症状,

白血球数の変動などに対してラボナールおよび寒冷麻

酔はよく抑制効果を示しており,す ベての場合によく

その変動程度を滅弱せしめてい る.

第3章 では皮膚反応について調ベた結果,正 常海〓

にルゴール液の皮内注射をおこなつたところ,約80倍

稀釈で反応を認めるが,あ らかじめルゴール液で前処ゼ

置 を施 した海〓では, 3日 目で20倍 ないし40倍, 5日

目で40倍 ないし60倍稀釈まてしか反応を認めなくなつ

てくる.す なわち,ル ゴール液に対してよく耐性を獲

得していることを示しているが, 8日 目ではほとんど

正常海〓 と変 りなきまでに復旧し, 11日 口では400倍,
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17日 目では800倍 稀釈液にまでよく反応するようにな

り,過 敏状態に移行してきていることを物 語 つ て い

る.も ちろんこうしたすベての時期の海狸の皮膚反応

に対してラボナールおよび寒冷麻酔は抑制効果 を示し

ているが,前 編の場合と同様にラボナールの呈する抑

制効果はごく軽度であつて,寒 冷麻酔は著明な効果を

示している.

すでに緒言でこうしたラボナールおよひ寒冷麻酔の

呈する抑制効果は決して過敏性期における反応に対 し

て特異的なものではなくて,正 常期および耐性期にも

同様な効果を示していることから,抗 原と抗体との直

接の結びつきに対して働いているのではないと推論し

た.ま た, Pasteur, Valley, Radot8)な ど に よ る

と,抗 体が体内に出現しはじめるのは抗原の注射後24

量時間ないし48時間であるとされている.す なわち,当

然耐性期である3日 目および5日 日にもこうした抗体

がすでに産生されており,そ の抗体と再注射による抗

原との結合の量的あるいは質的の差によつて耐性とか

過敏性とい う反応を示し,そ の結びつきに対してこれ

らの麻酔が作用するものであると仮定するならば,過

敏症症状発現を減弱せしめるラボールおよび寒冷麻酔

は当然耐性能力に対しても減弱作用を呈するものと考

えられる.

しかしながら,本 実験にみ るごとく,ラ ボナールお

よび寒冷麻酔は耐性に対してはこうした仮定とは全然

逆な作用をあらわしている.こ うしたことから考えて

も麻酔剤の呈する過敏症抑制作用は直接抗原と抗体と

の結合に対して作用するためのものとは考え難いのて

ある.

また,第1編 での実験で家兎は卵白アルブミンの注

射によつて白血球数の減少をきたすが,耐 性期には再

注射によりその減少度が少 く,過 敏性期には著明な減

少度を示してい るゼしかしながら本編の実験ではルゴ

ール液の注射によつて白血球数減少をきたす海〓 も耐

性期におけ るルゴール液の再注射によつてはかえつて

白血球数は著明に増加してきており,過 敏性期にはい

つてはじめて再注射による著明なる白血球数の減少を

認めるようになつてくる.こ の本編での実験結果のご

とく,耐 性期には白血球数の増加をきたし過敏性期に

おいては著明な白血球数の減少をきたすという質的に

異つた反応が,再 注射により生じた同一物質によるも

のとは考えられない.

すなわち,過 敏性期に再注射したために生ず る化学

反応物質と耐性期に再注射したために生ず る化学反応

物質とが同一のもので,そ の量的な差によつて耐性能

を示したり,過 敏症症状 を呈したりするものとは考え

られない.も しそのようなことが考えられるならば前

編における卵白アルブミンの実験においても当然耐性

期には再注射により白血球数の増加を示しているもの

であろう.

以上のごとく考えるならば,正 常期,耐 性期および

過敏性期の各期を通じてその反応をよく軽減し抑制す

るラボナールおよび寒冷麻酔の呈する作用は,反 応元

の注射によつて生ずる化学反応物質に作用するためで

もなく,ま た抗原と抗体との結合に作用するためのも

のでもなく,そ の結果生ずる化学反応物質そのものに

作用するためのものでもなくて,そ の化学反応物質に

対する生体の反応に対して作用して抑制効果をあらわ

しておるものと考えるのが妥当であろう.

元来,冬 眠麻酔はすベての生体反応をよく低下し,

外来刺戟から生体を保護するとい う考えのもとに現在

各治療方面に使用されていることは周知のことである

が,ラ ボナール静脈麻酔の呈す る全身過敏症発症抑制

作用も同様な機序によつていとなまれているものと考

えるのである.

教室の前田1).北 山2).赤 松3)な どがすでに主張し

ているごとく,麻 酔剤の呈する麻酔作用が浅い うちは

過敏症発症に対してほとんど抑制効果がないのにもか

かわらず,深 麻酔にはいり作用が視床下部に及ぶと急

に強い抑制効果を示すようになつて くるが,こ のこと

から考えてもその作用機序は過敏症発症過程の最終段

階である生体の反応に対して抑制的に働 くためによる

ものと考える.

第5章　 結 論

(1) 正常海〓にルゴール液を注射すれば,体 重100

gに つき0.01ccで は全身症状をきたさないが, 0.03

ccで は多 くの場合ショック症状を呈する.

(2) 正常海〓にルゴール液を注射すれば,白 血球数

は減少するが,あ らかじめルゴール液で前処置を施し

たものは3日 目および5日 日ではルゴール液の再注射

により白血球数は増加する.そ の増加の程度は3日 目

のものが強く,体 重100gに つき0.03ccの 注射でもシ

ョック症状をきたさない.

(3) あらかじめルゴール液で前処置を施した海〓の

10日 目および17日 目にルゴール液の再注射をおこなえ

ば白血球数は著明な減少をきたし, 17日 目のものが最

も強い減少をきたす.ま た体重100gに つき0.01ccの

注射でもショック症状を起す.

(4) 正常海〓 でもルゴール液の皮内注射 に よ り発

赤,硬 結を生ずるが,あ らかじめルゴール液で前処置
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を施したものは3日 目および5日 目ではその反応が軽

減され, 8日 目に至つてほとんど正常海〓 と同様の反

応となる.ま た11日 目および17日 目では著明な反応を

示すようになる.

(5) 以上の各反応に対してラボナールおよび寒冷麻

酔は反応程度の軽減作用を示す.た だ皮膚反応に対し

ての抑制はラボナール静脈麻酔ではごく軽度に認めら

れるに過ぎない.

(6) 抗原の再注射による全身過敏症発症に対するラ

ボナールおよび寒冷麻酔の抑制作用機序は抗原と抗体

との結合に作用するためのものでもなく,ま たその結

果生ず る化学反応物質に作用するためのものでもなく

て,そ の化学反応物質に対する生体の反応力低下に基

ずくものと考える.

稿 を終 るにあたり終始御懇篤なる御指導,御 校閲を

賜つた恩師陣内教授並びに田中助教授に厚 く感謝の意

を表します.
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The influence of intravenous anesthetics and cold anesthesia

 upon tolerance and anaphylaxis

Part 2. The influence of intravenous anesthesia

 of Ravonal and cold anesthesia upon the tolerance•@

and anaphylaxis of guinea pigs to Lugol solution.
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The Lugol solution was administrated and the changing of leukocytes, shock symptoms 

and skin reaction were studied every day after the prelimiary management. Thus the 

influence of Ravonal intravenous injection and cold anesthesia was researched. The results 

were as follows:

1) Injecting 0.03cc Lugol solution to normal guinea pigs each weighting 100g, shock 

symptoms appeared but using 0.01cc solution no general symptoms were found.

2) In normal guinea pigs, leukocytes decrease after the Lugol solution injection. Those 

which were managed preliminary by Lugol solution, leukocytes incresed in three or five days 

by the reinjection of Lugol solution. Even by injection of 0.03cc per 100g weight guinea pigs, 

they showed no shock symptoms and acquired tolerance.

3) On the 10th and 17th day from the preliminary management leukocytes decrease 

markedly if the reinjection of Lugol solution be done. Shock symptoms will be caused 

even by injection of 0.01cc per 100g weight guinea pigs and anaphylaxis found.

4) The skin reaction descends on the 3rd and the 5th day from the preliminary 

management (tolerance). On the 8th day it becomes nearly similar to normal guinea pigs 

and then gradually moves to anaphylaxis on the 11th and the 17th days.

5) For each reaction above mentioned the intravenous injection of Ravonal and cold 

anesthesia shows reduction. Only the control effects of Ravonal to the skin reaction is very 

slight.

6) The controlling mechanism of Ravonal and cold anesthesia for the general anaphy

laxis is not the effect of the antigen and antibody combination nor that of the produced 

chemical reactive substances but is regarded to act on the decrease of reactive power of a 

living body.


