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老人性変化を中心とする諸種体液相の研究

第2編

各 種 降 圧 剤 の 高 血 圧症 を伴 う老年 者 体 液 相 に 及 ぼ す影 響 に就 て
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緒 言

近時本態性高血圧症に対し降圧作用の顕著な各種降

圧剤が使用されるに至 り,そ の薬理作用も略々明らか

になっている.諸 種体液相に血圧が及ぼす影響につい

ては,第1編 に既述の如 く循環血漿量は成人本態性高

血圧者に於ては健康者に比して余り変化を認めないと

言 う説,或 は増加するとする説等がある.又 循環血液

量についても同様である. Grollman1)浅 野2)等 は細

胞外液相量の増加,細 胞内液相量の減少を説いている

が老年者高血圧症については余り記載がない.各 種降

圧剤が本態性高血圧症に及ぼす薬理作用に就ては,自

律神経の神経節遮断作用,中 枢性遮断作用,中 枢性血

管拡張作用等,そ の薬剤により作用部位と機序を異に

している.

著者は第1編 に於て老年者の諸種体液相に就て健康

老年者と高血圧症を伴 う老年者を夫々区別 し て測 定

し,両 者間に差異のある事を見出したので,更 に本編

に於て高血圧を伴う老年者に夫 々作用部位,作 用機序

の異る数種の降圧剤を使用しその効果をみると共に,

その際の諸種体液相の変化を追求し,老 人性変化の病

理の一端を触れえたので報告する.

実 験 方 法

1. 被 検 例

岡山市友楽園,報 恩積善会,倉 敷市向山養老院,和

気郡備前町在住の高血圧老年者25名 に就て観察した.

2. 測 定 方 法

各種体液相量測定法はすべて第1編 と同一の力法に

より行つた.測 定時期は降圧剤使用前,降 圧剤使用後

1週 ～2週 目及び約1ヶ 月後の前後3回 を選び経過を

追つて測定することとした.

使用降圧剤はHexamethonium塩 はBrom塩 の

Methobromin(山 之内), Pentapyrrolidiumは

Ansolysen(大 日本 製 薬) , l-Hydrazinophthalazine

はApresoline(Ciba), Verratrum Virideは そ の

Alkaloid製 剤 のTrapon(小 野 製 薬), Rauwolfia

 SerPentina製 剤 は,そ の 総Alkaloid製 剤 のSer

petin(エ ーザ イ)を 使 用 し た.

降 圧 剤 は個 々 の 症 例 に よ つ て,そ の使 用量,使 用時

期,伴 用 法 等 困 難 な問 題 を 含 む が,著 者 は実 験 上 一 応

次 の 様 に 投 与 した.

Serpetinは4錠(1錠 中1mg)を 持 続 投 与 し た .

Methobrominは 注射 と し て 用 い ,最 初0.25cc宛

1日2回 朝 夕 皮 下 注 射 し,数 日後0.5cc宛1日2乃 至

3回 皮 下 注射 し た(1cc中25mg含 有).

Ansolysenは 最 初1錠(1錠 中20mg含 有)か ら

初 め1日 量0.5乃 至1錠 宛 漸 増 し1日3乃 至5錠 乃

至6錠 を持 続 し た.

Apresolinは 最 初10mg含 有 錠 剤 を2乃 至4錠 を

1日4回 に 分服,漸 次 増量 して 第1週 中 に15乃 至20

mg,第2週 には1日50mg,第3週 に は60乃 至70mg

を夫 々1日4回 投 与 し た.症 例 に よっ て は1日 量120

mg乃 至160mg1日4回 分 服 に て持 続 し た 例 もあ る.

Traponは 最 初2乃 至4錠(1錠 中1mg含 有)を

服 用,数 日後 に5乃 至7錠1日4回 に分 服 せ し め た.

尚 第1回 測 定 を使 用 前 に 行 い,第2回 目測 定 を1乃

至2週 間 後 と 決定 し た の は此 の時 期 が通 常 臨 床 効 果 の

出現 し初 め る時 期 に一 致 す る為 であ つ て,例 え無 効 の

例 に 於 て も急 性 期 の 体 液 変 動 を観 察 す る の に 適 し て い

ると 考 え た か らで あ る.第3回 測定 を1ヶ 月 後 と した

の は,も とも と降 圧 剤 は長 期 連 用が 推 奨 され,又 確 実

な効 果 は長 期 使 用 で初 め て期 待 出来 るの で あ るが,長

年 月 に亘 る観 察 は 後 日にゆ ず る事 と し,ひ と先 ず 安 定

し た効 果 の 出現 し は じめ る時 期 と し て選 ん だ もの であ

る.

降 圧 効 果 の 判 定 には 収 縮 期 圧20mmHg,拡 張 期 圧
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15mmHg以 上の下降を来たしたものを有効(＋),そ

れ以下の血圧下降のものを不充分(±),不 変或は却つ

て上昇したものを無効(-)と することとした.

又各種体液相の判定はただ増加,減 少で表わしたの

では意味不明瞭の場合が多いので,標 準誤差を参考に

して表現した.こ の場合正常域での動揺である場合に

は例え相当な変動がある場合(標 準誤差以上)で も不

変として表わした.

実験 成績並 に考 按

1. Serpeth投 与の場合

Serpetinは 男性2例,女 性3例 に就て観察した.

短期観察例ではTable 1に 示す通 り降圧効果は(＋)

60%,(±), 20%で 徐々に降圧作用の生ず るのを認め

た.自 覚症状は5例 中全例に好転の徴候を認め,降 圧

作用に比し比較的鎮静作用の強い事を確かめ得た.徐

脈作用が2例 を僅かに認められた.又,軟 便を訴える

もの3例 あつたが不快なものではなかつた.起 立性低

血圧,鼻 閉塞感,倦 怠感,顔 の熱感,眩 量,嘔 吐等の

副作用は1例 も認めなかつた.

次に体内諸体液相量に就て第1回 測定時の成績を第

1編 で得た健康老年者の成績と比較してみ ると,循 環

血漿量,同 血液量は正常域にあり,体 内全水量は男性

2例 において低値を示し,細 胞外液相量は男性1例 に

高値を,細 胞内液相量では男性2例 に低値を,女 性1

例に高値を示した以外正常値域を示した.こ の成績は

第1編 に示した高血圧老年者の成績に凡て一致すると

は云えないが,む しろ健康老年老の成績に近 く一部高

血圧例の成績を示すものと云える.

Table 1. Changes of Circulating Plasma, Blood, Extracellular Fluid Volumes, 

and Total Body Water by Administration of a Hypotonica, Serpetin.

Body wt....... Body weight

斯様な例に就てSerpetinを 使用したのであるが,

短期観察例では循環血漿量は増加4例,租 々減少1例,

循環血液量は増加2例,減 少2例,不 変1例 てあるが

何れも正常値域の動揺範囲を出ない.体 内全水量は使

用前低値を示した男性の2例 に就て正常値域まで増加

を示し,他 の3例 では軽度の増加2例,不 変1例 であ

つたが何れも正常値域を出なかつた.細 胞外液相量は

高値を示した男性の1例 では減少して正常 域 に近 ず

き,他 は減少1例,増 加3例 で増加の1例 は正常値域

の上界を示したが,そ の動揺は略々正常値域中にあつ

た.細 胞内液相量は低値を示した男性2例 では増加し



老人性変化を中心とする諸種体液相に及ぼす影響に就て　 3441

Figure 1. Changes of Various Body Fluids 
by Administration of Serpetin.

Figure 1. (Continued)

Table 2. Changes of Circulating Plasma, Blood, Extracellular Fluid Volumes, 

and Total Body Water by Administration of a Hypotonica, Mettnobromin.
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て正常値域に,高 値を示した女性1例 では滅少して正

常値域に復した.そ の他の2例 では減少したが正常値

域内での動揺であった.

長期観察の場合ではTable 1に 示す如 く降圧効果は

(＋)60%,(±)20%で 短期観察の成績と同様の成績

であつた.体 内諸体液相量ではFigure 1の 如くで循

環血漿量は全例増加を示したが,女 性の1例 に就て正

常値域の上界をやや出た以外すべて正常値域内の動揺

であつた.循 環血液量は3例 増加, 2例 減少を示し,

減少の2例 では短期観察時より増加しているが,増 加

の1例 において正常値域の上界を僅かに超えた以外凡

て正常値域内の動揺であつた.体 内全水量では短期観

察時より増加したもの1例,不 変1例,他 はすべて減

少したがすべて正常値域内の動揺で投与前低値を示し

た男性2例 ではいずれ増加して正常値域の値 を示 し

た.細 胞外液相量は高値 を示した男性の1例 では短期

観察後,更 に減少して正常値域に復し,他 は減少或は

やや増加等不定てあるが正常値域内の動揺に過ぎなか

つた.細 胞内液相量では投与前減少を示した.男 性2

例の中1例 は増加して正常値域に復した後やや減少し

て正常値よりやや低値を示し,他 の1例 は益々増加し

て正常値を示し,投 与前増加を示した女性の1例 では

益々減少して正常値に止 り他の2例 では減少を示すも

のと略々不変のもので,何 れも正常値域内のものであ

つた.

以上の如くSerpetinを 投与すれば 体内諸体液相に

多少の変動を来すが多くは正常値域内に止る.た だ投

与前病的値を示した体内全水量,細 胞外液相量,細 胞

内液相量は投与後殆んど正常値に復し,改 善の跡がみ

られた.尚 正常値域の動揺ではあるが,循 環血漿量は

投与後全例において増加を示した点が注 目された.但

し循環血液量ではその傾向は3/5においてのみ認められ

た.

次にこれらの傾向を血圧作用と比較してみると必ず

しも明瞭な関連は認められなかつた.即 ちSerpetin

に依 る体内諸体液相の改善は血圧降下作用と必ずしも

一致せずして出現する事が判る.

Rauwolfia serpentina剤 は 末梢性抗ア ドレナ リ

ン作用も,自 律神経遮断作用もなく,血 圧降下作用は

中枢性であり3) 4),腎 循環,心 送血量の減少もない5)

 6)と 云われているが,著 者の成績でも循環血癩量,同

血液量は減少例は殆んど認め られず, Serpentina剤

は血圧下降に伴い,循 環血量,細 胞外液相量を改善す

ると云う木下7)等 の説と略々一致する.

2. Methobromin投 与の場合.

Table 2に 示す通り男性1例,女 性4例 に投与した

が,投 与後短期間で降圧効果は(＋)60%,(-)40

%で あつた.改善例60%は 何れも30mmHg, 50mmHg

の著明な下降であつた.自 覚症状の好転は3例 中2例

に認めたが,虚 脱状態に陥つたものはなかつた.

又,本 剤投与前の体内諸液相量に就ては健康老年者

に比して循環血漿量は凡て変化なく,同 血液量,細 胞

外液相量等はいずれも2例 に増加,他 は正常で高血圧

を有する老年者に認めた成績を示したが,体 内全水量,

細胞内液相量 も亦2例 に増加し必ずしも一致した成績

は得 られなかつた.

扨, Methobrominを 投与した際,短 期観察に就て

みると,循 環血漿量は増加3例,減 少2例 で増加の1

例では正常値域を越えているが,こ の際血圧も亦上昇

しているのが注目された.一 方他の4例 では増減いず

れも正常値域内の動揺であつた.循 環血液量は増加1

例,減 少4例 で,減 少4例 の中2例 は投与前正常値を

超えていたもので,血 圧の下降作用も同時に認められ

たものであつた.他 の動揺は正常値域内のものであつ

た.体 内全水量は増加3例,減 少2例 で,増 加の3例

の中2例 は正常値域を超え,そ の中1例 では血圧降下

を認めたが,他 の1例 では却て上昇を示した.又 減少

2例 はいずれも投与前正常値域を越えていたが投与後

1例 は正常値域に復し,他 の1例 は尚高値を示した,

而して前者では明らかな血圧降下を認めたが,後 者で

は殆んど認めなかつた.細 胞外液相量は増加2例,減

少2例,不 変1例 で増加例はいずれも正常値域の動揺

であるが,減 少例の1例 は正常値域への減少で,不 変

の1例 は正常値域を越えた高値のままであった.而 し

てこれらの変化は血圧降下とは何ら関係が認められな

かつた.細 胞内液相量は増加3例,減 少2例,増 加の

3例 の中2例 は正常値域を越えた増加であり,減 少2

例は正常値域を越えた高値よりの減少であるが,1例

は正常値域へ復帰し, 1例 は尚高値を示した.而 して

これらの動揺は血圧降下とは何ら関係を認 め なか つ

た.

長期観察に於ては降圧効果は(＋40)%,(±)20%

で1時 間降圧したが再び上昇を示したもの及び長期持

続により初めて効果を認めたもの1例 であつた.扨,

体内諸体液相量ではFigure 2の 如くで循環血液量は

多少の増減を示すが略々正常値域内にあ り一時正常値

域を越えて増加した例 も又正常値に復した.循 環血漿

量も亦動揺を示すが,投 与前正常値域を越えた2例 も

すべて正常値域に復した.然 しなが ら血圧降下は必ず

しも平行しなかつた.体 内全水量は減少を示すもの3
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例,増 加を示すもの2例 でいつれも正常値を越えて増

加した.而 してこの2例 では血圧降下作用を認めえな

かつた.細 胞外液相量では僅かの変動を示すにすぎず

投与前正常値域を越えた2例 は多少減少したが1例 は

遂に所常値域に復しなかつた.細 胞内液相量は増加2

例,減 少2例.不 変1例 で増加の1例 は正常値域を越

えて増加した.而 して増加の2例 とも血圧降下のみら

れなかつた例である.又 この細胞内液相量の消長を体

内全水量の夫れと比較してみるとよく平行関係を示し

ているのが注 目される.以 上に依 り, Methobromin

使用時の体内諸液相量の変動は甚だ複雑であつて循環

血漿量,循 環 血 液量は略々正常値域に於て変動する

が,体 内全水量,細 胞外液相量,細 胞内液相量の変動

は一定の消長を示さないが体内全水量と細胞内液相量

の消長の間には一定の関係があり血圧降下のみとめら

れなかつた例に却て増加め傾向を認めた.

Figure 2. Changes of Various Body Fluids by 
Administration of Methobromin.

Figure 2. (Continued)

Hexamethoniumは 自律神経節遮断剤で心送皿量

は減少するが,末 梢血管抵抗は低下する8).心 臓の仕

事は減少し0)腎血流量は多くは不変,著 しい降圧によ

り減少8) 10). Na.の 尿中への排泄減少を来す10)と 云

われているが,著 者の成績では循環血漿量.同 血液量

共に正常値域内の変動を示し一般に云われている本態

性高血圧症の場合程著明な変動は認められなかった.

これは脳,腎,冠 の血流量は一過性に減少しても,極

端な降圧を持続せぬ限 り,血 圧降下に順応して恢復す

るとの説12) 18)と同様な考えで肯定しえ られると思わ

れる.体 内全水量 と細胞内液相量との間に一定の関係

が認められなかつた例に却て増加するのは,老 人性変

化の複雑な要因が関連していると考えられる.

3. Ansolysen投 与の場合

男性3例,女 性2例 に就て観察したが,中1例 は顔

面,下 肢 に 浮 腫 が あ り,約2ヶ 月 前Rauwolfia

 serpentinaを 約1ヶ 月服用した経験を持つていた.

短期観察例に於て降圧効果は(＋)40%,(±)20%,

(-)40%で あつた.自 覚症状改善は3例 中皆無であ

つた.起 立性低血圧症 を3例,便 秘2例,視 力障碍1

例を認めた.扨,本 剤投与前の体内諸体液相量に就て

は, Table 3の 如 くであるが,之 を健康老年者の夫れ

と比較してみると循環血漿量,循 環血液量ともに正常

値域内に止り,体内全水量,細胞外液相量は各1例 にお

いて増加を示したが他は正常値を示した.細 胞内液相

量は正常値を示した.次 に本剤投与後の短期間観察に

就てみると,循 環血漿量は増加1例,減 少3例,不 変

1例 でいずれも正常値域内の動揺であり,循 環血液量
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Table 3. Changes of Circulating Plasma, Blood, Extracellular Fluid Volumes, 

and Total Body Water by Administration of a Hypotonica, Ansolysen.

*•@ Interruption of the experiment. (by secondary effect).

Figure 3. Changes of Various Body Fluids 

by Administration of Ansolysen. Figure 3. (Continued)
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は増加1例,減 少4例 で正常値域内の動揺で必ずしも

血圧下降とは平行していない.た だ循環血漿量の増加

例は循環血液量の増加をも示した.体 内全水量は減少

2例,不 変3例 で減少の1例 は正常値域を超えたまま

で,未 だ正常値に復しなかつた.細 胞外液相量はこれ

らに反し増加4例,不 変1例 で増加の1例 は正常値域

を越えての増加であり,他 の1例 は投与前より既に正

常値域を越えていたものであつた.細 胞内液相量は減

少4例,不 変1例 でいずれも正常値域中の動揺であつ

た.本 剤投与でも体内全水量と細胞内液相量とはその

消長を一にしているのが注目される.

次に長期観察に就てみると,降 圧効果は(＋)50%,

(±)25%,(-)25%で,1例 は起立性低血圧症様

の発作を繰返し,持 続投与が困難であつたので中止し

た.体 内諸体液相量に就てはFig. 3の 如くで,循 環血

漿量,同 血液量ともに2例 は短期観察後も引続き減少

したが2例 は再び増加を示した.然 しなが らこれ らの

変動は凡て正常値域中のものであつた.体 内全水量は

著明な動揺もなく終始し,正 常値域を越えた値を示し

た1例 でも却て短期間観察値より増加した.細 胞外液

相量は4例 中3例 に就て引続き増加を示し,正 常値域

を越えた値を示した1例 では僅かに減少したが尚正常

値域を越えていた.而 して血圧の変動との間には関係

は認められなかつた.細 胞内液相量では多少の変動を

示したが殆んど正常値域の変動であった.

以上の如くAnsolysen使 用時の体内諸液相量の変

動は正常値域内ではあるが,循 環血漿量,循 環血液量

を一過性に低下させる傾向を示した.体 内全水量,細

胞内液相量には余り著明な影響がなく細胞外液相量の

み増加傾向を示した.

Ansolysenは, Hexamethoniumと 同様自律神

経節遮断剤で作用も全く同じであるが,作 用時間も長

く強力であるが14).高 血圧老年者にても略同様の成

績を得た.た だHexamethoniumの 場合よりも細

胞外液相量の増加の傾向が強いのは腎血流量及び糸球

体 濾 過 率 の減少の度合が強いのではないかと思わせ

る.体 内全水量,細 胞内液相量の平行関係については

高血圧老年者に於ては細胞膜の透過性,滲 透圧等が大

いに関連性を持つているものと思 わ れる.

4. Apresolin投 与の場合

男性1例,女 性4例 に投与した.短 期観察時の降圧

効果はTable 4の 如く(＋)100%で,こ れは美甘等

の報告している40～50%の 有効度を越えた降圧効果で

あつた18).然 し乍ら 自覚症状改善は3例 中1例 で副

作用は強く現われ, 1例 は心悸充進と起立性高血圧症

を,他 の2例 は食思不振を訴えた.又2例 に頭痛を認

めた.扨,こ れら薬物投与前の体内諸液相量に就てみ

ると循環血漿量,循 環血液量は, 1例 に於て健康老年

者の値より低値を示し,他 の4例 は健康値中に止 まる

が,そ の最低限界値に近い.即 ち被検全例とも比較的

低値を示していると云える.体 内全水量は1例 に異常

の低値を示すが,他 は正常値域に止る.細 胞外液相量

は正常値域を示すが,細 胞内液相量は3例 に就て高値

を示すが,他 の2例 は正常値域に止 まつた.

次に本剤投与後の短期間観察に就てみ ると, Tab1e

 4の 如く循環血漿量,循 環血液量ともに増加を示し低

値を示した1例 では正常値に復し,循 環血漿量の1例

では正常値域の上界を越えたもの1例 を認めた.体 内

全水量は増加2例,減 少3例で,増 加の1例 は投与前正

常値域より低下していた例が正常値域に復した例であ

り,減 少の1例 は正常値域より低下した例であつて一

定の関係 を示さなかつた.細 胞外液相量は増加4例,

不定1例 であつたが何れも正常値域中の 変 動 で あつ

た.細 胞内液相量は増加1例,減 少4例 で減少の3例

は正常.値域を越えた値よりの正常化であり1例 は正常

値より正常値域下への減少であつたが,い ずれにせよ

減少傾向を示すものと思われる.

更に長期観察例に就てみると,降 圧 効 果 は(＋)

100%で,短 期観察例と 同様の 成績であつた.自 覚症

状及び副作用も短期観察の際記したものと同様,同 程

度であつた.体 内諸体液相量に就てみるとFig. 4の 如

くで循環血漿量,循 環血液量共に増加しているが,い

ずれも正常値域の動揺範囲を出てない.む しろ長期観

察時異常に増加した例も却て減少を示しており,経 過

と共に 明かに 増加を示したものは1例 に過 ぎなかつ

た.体 内全水量は動揺が強く,短 期観察時著しく減少

した2例 は再び旧値に近く復し,長 期観察時には略々

旧値に近く固定する.細 胞外液相量は却て変動が不定

となるが,正 常値域の範囲を出でななかつた.細 胞内

液相量は短期観察時より増加したもの3例,不 変2例

であるが,投 与前の増加例は正常値に復し,短 期観察

は却て正常値域以下に下降した例は再び正常値に復し

てい る.

本剤の作用機転については交感神経遮断剤 として中

枢性に作用すると云われ16),循 環系に 対する作用は

特異的で心送血量,心 搏数を増す11) 17)と 云われた老

年者高血圧に於てもその傾向が認め られた.

5. Trrapon投 与の場合

女性5例 に就て観察した.短 期観察に於てTable 5

の如くその降圧効果は(＋)60%,(±)20%で あつ
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Table 4. Changes of Circulating Plasma, Blood, Extracellular Fluid Volumes, and 

Total Body Water by Administration of a Hypotonica, Apresolin.

Figure 4. Changes of Various Body Fluids 

by Administration of Apresolin.
Figure 4. (Continued)
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Table 5. Changes of Circulating Plasma, Blood, Extracellular Fluid Volumes, and 

Total Body Water by Administration of a Hypotonica, Trapon.

Figure 4. Changes of Various Body Fluids 

by Administration of Trapon.

Figure 5. (Continued)
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た.自 覚症状は3例 中2例 に改善され ,　2例 に徐脈を

自覚したが,確 認出来なかつた.副 作用では嘔気を訴

えるもの1例 を認めたが,虚 脱症状等は認め な か つ

た.

投与前の体内諸体液相量については健康老年者に比

し循環血漿量,循 環血液量に差異はなく,体 内全水量

では2例 に正常値域の下界を僅かに降る程度の低値を

示したが,他 の3例 は正常値域にあり,細 胞外液相量

は1例 に高値を,1例 に正常値域の上界を僅かに越え

る程度の増加を認め,他 の3例 は正常値域にあつた.

細胞内液相量には差異がなかつた.

Trapon投 与後の短期観察に於てはTable　 5の 如

く,循 環血漿量は増加3例,減 少1例,不 定1例,循

環血液量は増加2例,減 少1例,不 変2例 でいずれも

正常値域の範囲を出てないが増加の傾向を示す様であ

る.体 内全水量は減少4例,不 変1例,減 少例の中2

例は投与前正常値域の 下界を僅かに降 る値であつた

が,投 与後更に減少した細胞外液相量は増加1例.減

少4例 で,減 少の4例 の中2例 は投与前正常値域を越

えていたが投与後下降して正常値域に復した.細 胞内

液相量は増加2例,減 少3例 で,減 少の3例 中2例 は

正常値域より更に下降した.

投与後の長期観察に於ては降圧効果は(＋)20%,

(±)40%で 却て短期観察の成績より悪い.副 作用は

嘔気を訴えるもの1例 があつたが,虚 脱症状等は認め

なかつた.

長期観察時の体内諸体液相量に就ては循環血漿量で

は短期観察後僅かに増加するか不変を示す程度で投与

後1時 減少した例も旧値に近ずいている.循 環血液量

も略々同様の消長を示し何れも正常値域内の動揺であ

つた.体 内全水量は短期観察時減少を示した例も再び

増加して旧値に近ずき正常値に復している.細 胞外液

相量は短期観察時と殆んど不変のままに移行し,細 胞

内液相量は体内全水量と殆んど同様の消長を示し,短

期観察時増加を示した1例 では遂に正常値城の上界を

僅かに越えて上昇した,

Verratrum virideは 中枢性血管拡張作用があり,

徐脈を現わすが, Freis17)等 は心搏出量の軽度の増

加と未梢血管抵抗の低下を記載しているが老年者高血

圧症に於ては著者の成績でもその傾向が認められたが

一過性に近い軽度のものであつた.

結 論

Serpetin, Methobromin, Ansolysen, Apreso

rin, Tra-ponの5種 の降圧剤を使用して循環血漿量,

同血液量,体 内全水量及び細胞内外液量を経過を追い

測定して次の結果を得た.

1. Serpetin使 用例では循環血液量は僅かに増加,

循環血液量も大半軽度増加,体 内全水量,細 胞外液相

量,細 胞内液相量 も夫々改善された.

2. Methobromin使 用例では循環血漿量,同 血液

量は略々正常値域に於て変動するが,細 胞外液相量は

著変なく,体 内全水量及び細胞内液相量の変動は平行

関係を示した.

3. Ansolysen使 用例は循環血漿量,同 血液量が

一過性に減少したが ,細 胞外液相量のみやや増加傾向

を示し,体 内全水量,細 胞内液相量には余り著明な影

響はないが消長を共にしている.

4. Apresolin使 用例では循環血漿量,同 血液量何

れも増加の傾向強く細胞外液相量は不定だ が著 変 な

く,体 内全水量,細 胞内液相量は一過性に動揺しても

正常値に復る傾向が強い.

5. Trapon使 用例は循環血漿量,循 環血液量は一

時僅かに増減するが,旧 値に復し体内全水量,細 胞内

液相量は消長を略々共にし一過性に動揺しても旧知に

復す,細 胞外液相量は殆んど変化なかつた.
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Studies on Various Body Fluid Phases with Senile Change as the Center

Part 2. Influences of Various Pressure-Depressants on the Body 

Fluid Phase in the Old Persons with Hypertension

By

Yasuhiko FUJIMORI

Department of Internal Medicine Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyowo Kosaka)

Using five depressants, namely, Serpetin, Methobromin, Ansolysen, Apresorin, and Trapon, 

the author estimated the contents of circulating blood-plasma, circulating blood, total body 

water, and intra and extra cellular fluid in hypertensive old persons along with the lapse 

of time; and obtained the following results.

1. In the case of Serpetin administration it has been observed that the volume of 

circulating blood is slightly increased, and likewise a slight increase of blood-plasma in a 

greater majority; and the contents of total body water, the value of extracellular and 

intracellular fluid phase are all improved.

2. In the case using Methobromin, the volumes of both the circulating blood-plasma 

and circulating blood fluctuate about the normal value threshold, but the value of the 

extracellular fluid phase shows no marked change. Changes in the content of total body 

water and the value of intracellular fluid phase show a parallel relationship.

3. In the case of Ansolysen administration the contents of circulating blood-plasma and 

circulating blood show a transient decrease, but the value of extracellular phase alone 

shows somewhat increasing tendency. Whereas the total body water and the value of intra

cellular fluid phase are not markedly affected but their fluctuation is parallel with one 

another.

4. In the case of Apresolin administration both circulating blood-plasma and circulating 

blood show a strong tendency to increase. The value of the extracellular fluid phase, though 

not constant, shows no marked changes, while the total body fluid and the value of intracel

lular fluid phase, though fluctuating transiently, show a strong tendency to return to the 

normal level.

5. In the case of Trapon administration, the contents of circulating blood-plasma and 

circulating blood fluctuate slightly for a time being but return to the original values; and 

the total body water and the value of intracellular fluid phase, though fluctuate temporarily 

together, return to their original values. The value of extracellular fluid phase shows hardly 

any change.


