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緒 言

松永･松 田1)ら はphenolsulfophthalein(以 下

PSPと 略す)を 用いた腹膜 吸収能検査法を提唱し,

従来にない優秀な方法であると述べたが.尿 中に排

泄されるPSP量 の消長を観察するため腎障害時に

おいてその価値は著しく低 くなるものと考えられる

が,松 田2)は血中吸収率の算定を行えば腹膜機能の

異常を推知 す るに役 立つとは述べているが, PSP

が腎より排泄されることか らする欠点に明確な解答

を与えていない様である.

そこで著者は腹膜吸収能検査法に検討を加える一

助として健康家兎,各 種肝障害家兎及び腎障害家兎

について,松 永 ・松田氏法の追試を行うと同時に,

肝障害時.腎 障害時如何なる差が生ずるかを実験し

て松永 ・松田氏法の応用の限界を検討 した.

実 験 材 料 並 び に 方 法

1. 実験動物

3kg前 後の健康成熟家兎を用いた.

2. 注入色素及び注入量

Phenolsulfophthalain(第 一化学薬品0.6%以 下

PSPと 略記す)を 体重毎kg0.2cc(用 時体温に温

めた生理的食塩水にて約15倍 にうすめたもの)を 用

いた.

3. 注入方法

松永 ・松田氏法2)に 準 じ,仰 臥位に固定した家兎

の臍上部に小切開を加え腹膜を直視して,先 端を磨

滅 したる人工気腹針にて徐々に注入した.

4.肝 障害法

第2編 と同様にchloroform,四 塩化 炭 素を用い

た.方 法の詳細は第2編 に譲る.

5. 昇汞に依る腎障害法

1.0%の 昇汞溶液を体 重毎kg2.0ccを 皮下に注

射し, 2～3日 後尿中に蛋白が強陽性となつた時に

実験を行つた.

実 験 成 績

1. 健康家兎について.第1表 に示す如 く, PSP

の尿中排泄の最高濃度は16.6%で あつた.又 最高濃

 第1表 健康家兎に松永,松 田氏法を応用した

場合

度の到達所要時間は45分 を要した.又 色素注入後60

分以後の曲線の経過はなだらかな傾斜を描いて下降

し, 4時 間後1～2.5%残 存 した.ち なみに松田氏

の成績を同時に表示すると, 60分以後の曲線傾向は

同一であつた.

2. 各種肝障害家兎について.

2.1. クロロホルム肝障害家兎について.

第2表 に示す如 く, 3例 中1例 は経過曲線の形状

では健康家兎に類似するが,尿 中最高排泄値は梢々
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低 く, 1例 では最高排泄値も低 く且つ経過曲線はな

だらかな高原状を呈し,腹 膜吸収能の低下を思わせ

る曲線を示した.又 他の1例 は最高濃度も低 く且つ

最高濃度に至る所要時間の遅延(75分)が 見られた.

第2表 Chloroform肝 障 害 家 兎 に 松 永,松 田

氏 法 を応 用 した場 合

第3表. 四塩化炭肝障害家兎に松永,松 田氏法

る応用した場合

第4表 腎障害家兎(昇 乗腎炎)に 松水,松 田

    氏法を応用した場合

2.2. 四塩化炭素肝障害家兎について.

第3表 に示す如 く, 3例 中2例 は最高排泄に至る

時間が梢々遅延し, 60分 ～75分を要している.最 高

排泄景は殆んど低下の傾向を認めなかつた.

3. 腎障害家兎について.

第4表 に示す如 く,最 高排泄は4.0～5.0%で あり,

且つ全例共に最高排泄時間が著 しく遅延 し,注 入後

180分 となつている.

総 括 並 び に 考 按

松永 ・松田氏の行つたPSPを 用いる腹膜吸収能

検査法を先ず健康家兎に使用して見ると,尿 中排泄

の最高濃度は16.6%で,松 田氏の12.5%よ り高いが,

最高濃度到達時間は45分 で,松 田氏の30分 よりやや

遅い.然 し1時 間以後の経過は著者の成績 も松田氏

のそれと同一であつた.松 田氏3)は正常家兎の腹膜

吸収能を色素注入後1又 は2時 間値を以て比較標準

としているが,そ の方法に依れば,著 者の成績 も同

値であつた.こ の点BSPを 用いた方法で最高値到

達時間を目標としたのと異るところである.

次にchloroform及 び四塩化炭素を用いた肝障害

時の成績を見ると,前 者では実験 した3例 とも成績

がまちまちで,最 高濃度が低いか,到 達時間が遅延

するか,爾 後の経過が遷延するか等種 々であつた.

松田氏2)はchlorofom中 毒時最 高 排泄値に達す

る時間の遅延,最 高排泄量の僅かな低下等認め てい

る 後者では最高排泄値に達する時間が梢々遅延し

たが,最 高排泄値の低下の傾向を認めなかつた.即

ちchloroformと 四塩化炭素障害によりその成績に

若干の差異を認めた.松 田氏はchloroform障 害に

ついてのみ実験しているが,四 塩化炭素障害では若

干差異があることが分る.著 者 は第2編 にお いて

BSPを 用いた実験では肝障害 時 においては最高濃

度の高値 とその減少遅延は認めるが,最 高値到達時

間は健康例と異ならず,従 つてこれ ら薬物による肝

障害の場合に1は腹膜吸収能に異常のないものと考え
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た.そ こで以上PSPに よる検 査でえた成績はこれ

らの薬剤による腎障害をも考慮すると,肝 障害時の

腹膜吸収能の低下を端的に表示するものと考えるに

は些か蹄躇する.

次に昇汞を用いた腎障害時では最高排 泄値は4 .0
～5.0%で ,そ の到達時間は著しく遅延し, 180分 と

なつ ている.松 田氏はクローム酸 カ リを用いた腎

障害例につき,最 高 排 泄値8.3%,最 高値到達時間

30分を掲げており,著 者の成績 と著 しく異 る.即 ち

腎障害の程度に依 り著 しくその値を異にすることが

分る.

松田氏2)は 腎障害時の腎排泄障害より来 る誤差を

な くする為,同 一被検 例 につ き耳 静脈 に一定量の

PSPを 注入し,一 定 時間後の尿中排泄量(A)と ,

同一量のPSPを 腹 腔内に注入し,同 一時間後の尿

中色素排泄量(A')と を比較 して,A'/Ax100=X

(%)な る数式で腹 膜 吸収能(X%)を 推知しよう

としているが,腎 障害時ではPSPの 排泄量は少い

ため,上 記の数式より値を求めることは却つて誤差

を大きくするおそれもあつて,実 際には価値が少い

うらみがある.

結 論

松永.松 田氏1)に より提唱されたPSPを 用いた

腹膜吸収能検査法を追試し,次 の結果をえた.

1. 健康家兎では尿中排泄最高濃度16.6%,最 高

値到達時間45分 で,松 田氏の成緒とやや異るが.色

素注入後1又 は2時 間値を比較標準埴とする松田氏

法の場合では同一値であつた.

2. Chloroform,四 塩化炭素障害家兎では,前 者

において最高値の低下,到 達時間の遅延,爾 後の経

過の遷延等一定しないが,後 者では量高値到達時間

の遅延のみ認められた.こ れらの成績はこれら薬物

による肝障害時の腹膜吸収能の低下を表示するもの

とのみは断 じ難 く,薬 物による腎障害その他の要因

をも考えたい.

3. 昇汞による腎障害では最高排泄値4.0～5.0%,

その最高到達時間は180分で,腎 障 害 による因子の

介入が大きい.
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Studies on the Determinative Method of Peritoneal

 Absorptive Function

Part III Studies on the Matsunaga's and Matuda's Methods

By

Minoru Hasegawa
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Conclusions 

The tests of peritoneal absorptive function with PSP by Matsunaga and Matsuda were 
reexamined. And the results were as follows.

1. In healthy rabbits, the maximum concentration of excretion into urine was 16.6%
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the arival time to the maximum value was 45 minutes and it was a little different to the 
results and it was same to that by the method which took the value at 1 or 2 hours after 
the injection of pigment as the standard value.

2. In the rabbits with damage by chloroform and carbon tetrachloride, the decline of 

maximum value, the delay of arrival time to the maximum value and the prolongation of 
course etc. were not defined in the former, but the delay of the arrival time to the maximum 
value was only observed of the letter. It was thought that these results showed not only 
the decline of peritoneal absorptive function in liver damage by the above drugs, but also 
the kidney damage by drugs,

3. In the cases with kidney damage by corrosive sublimate, the maximum value of 
excretion was 4.5-5.0 %, the arrival time to the maximum value was 3 hours and the inter

vention of the factor by kidney damage was remarkable.


