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緒 言

著者は以上の3編 の論文より腹膜吸収能検査法と

してのBSP検 査法及び松永,松 田氏法の長所並び

に欠点を明らかにした.

そこで両法の長所を生かし,欠 点を可及的に少 く

しようとして,同 一被検材料につき両法を実施し,

完全を期そうと企てた.

被検材料には腎障害家兎及び結核性腹膜炎を惹起

させた家兎を選んだ.処 で結核性腹膜炎の吸収能の

検索については, 1935年 堀尾1)ら は色素を用いて行

つており, 1949年 木村2)らは腹腔中のindigocarmin

の吸収経過を報告している. 1947年正木3)は 犬を用

いて急性腹膜炎に於けるindigocarminの 吸収能を

検し,又1947年 松田4)は結核性腹膜炎家兎の腹膜吸

収能を膜膜炎の経過と共に追及している.而 して急

性腹膜炎(正 木3))及 び人工気腹(清 水5),村 主6))

消化器疾患(村 主7))等 の際の一時 期に於ける腹膜

吸収能の業績は多 く見られるが,結 核性腹膜炎の経

過に伴つた腹膜吸収能の検討に関 しては僅 に松田4)

の報告が在 るのみである.

実 験 材 料 並 び に 方 法

1. 実験動物

体重3kg内 外の健康家兎を用いた.

2. 腎障害法

第3編 同様1.0%昇汞 水を体重毎kg2.0ccを 注

射 し,尿 蛋白の強陽性となるに及んて使用した.

3. 結核性腹膜炎誘発法

純培養の牛型結核菌20mgを5.0ccの 生理的食

塩水に懸濁 し,仰 臥位に固定したる家兎の上腹部の

正中線上に長さ約3cm切 開創を作り,筋 層を開

いて腹膜を直視下において先端を磨滅したる人工気

腹針にて懸濁液を注入し,直 ちに切開創を閉鎖した.

勿論この注入の全過程は完全滅菌の下で行つた.従

つて注入後急性腹膜炎と認められる症状は全 く発生

しなかつた.又,実 験が全部終了後直ちに家兎をチ

ォバール0.3gの 急速 なる静注 により殺し剖見す

るに腹膜の各所に多数の粟粒結節を認め,結 核性腹

膜炎の確実に惹起されたことを確めた.

4. 実験方法

4.1. 腎障害時の場合

PSPの 血 中停滞 による誤差を顧慮し,第1編 に

て行つたBSP法 を先ず行い, 2日 後に尚腎障害の

持続を確めてか らPSPに よる松永 ・松田氏法を実

施 した.即 ち腎障害時にはPSPは 長 く血 中に停滞

す るおそれがあるのでBSP法 を先に行つた.

4.2. 結核性腹膜炎例について

第3編 の如 く松永 ・松田氏法に よるPSP法 を実

施 した後2日 後第1編 において検討したBSP法 を

実施した.そ の際色素液の注入は温度を考慮し,又

徐々に行つた.

尚結核性腹膜炎例では健康時の検査を予め行つた

ものに就いて実施 した.

実 験 成 績

1. 腎障害例について

第1表 における如 く, BSP法 によ る場合の腹膜

吸収曲線 は最 高値はA, B共 に20,0%で,最 高値

到達時間は30分 であり, 4時 間後 にはAは5.0%,

 Bは3.0%と 緩慢に減少 した.一 方松永 ・松田氏法

では最高排泄A7.0%, B3.0%で あり,最 高排泄の
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到達時間はA150分, B120分 で非常に遅延した.

2. 結核性腹膜炎例について

2.1. 正常時の腹膜吸収機能曲線は第1編 の場合

と一致している.(第2表)

第1表 同一腎障害家兎に松永,松 田氏法及び

BSP法 を応用した場合

第2表 牛型菌注入前健常時腹膜吸収曲線松永,

松田氏法及B, S, P.法 併用

2.2. 結核菌注入8～10日 後における場合

第3表 に見 る様 に, PSP法 においては最高排泄

A12.5%, B14.5%,又 最高排泄値到達時間はA,

 B共 に30分 となつている.

次にBSP法 においては色素 注入後最高血中停滞

濃度はA20%, B21.5%を 示している.又 最高停滞

濃度に至 る時間はA, B共 に30分である.曲 線全体

の形状もPSPの 場合と同 じく.殆 ど健 康家兎の場

合に似ており両者の間に特別の差異を見出す ことが

出来なかつた.

第3表 牛型 菌 注 入後P. S. P.法8目BSP法

10日

2.3. 牛 型 菌注 入20～22日 後 に お け る場 合

第4表 に示 す如 く, PSP法 に お い て は最 高排 泄

はA9.0%, B4.0%.叉 最 高排 泄 に至 る時 間 はA

第4表 牛 型 菌 注 入 後BSP 22日PSP法20日 .

 B共 に2時 間を要 し,著 しい遅延を示している.従

つてその曲線はA, B共 に特有な丘陵型を示 し,な

だ らかな曲線を描いている.

次にBSP法 においては色素注入後最高血中停滞

濃度はA2.5%, B2.0%を 示 し,最 高停滞濃度に至

る時間はA, B共 に1時 間を要し,之 を健康家兎の

平均30分 に比すと著しい遅延が見 られている.

2.4. 牛型菌注入40～42日 後における場合

第5表 に示す如 く, PSP法 におけ る成 績は最高

排泄はA17%, B11%で,最 高排泄値に至 る所要時

間はA45分, B30分 である.

次にBSP法 では,最 高血中停滞 濃度はA30労l

B20%を 示し,両 者の最高停滞濃度に達す る所要時

間は共に30分であつた.



腹膜吸収機能測定法に関する研究　 7829

第5表 牛型菌注入後PSP法40日BSP法42日

総 括 並 び に 考 按

昇汞による腎障害の家兎の腹膜吸収能をBSPで

先ず調べ ると,最 高吸収値20%,最 高値到達時間30

分で, 4時 間後でも3～5%を 示し,緩 慢に減少し

た.こ の値は第1編 で明らかにした健康例の値と変

らない.即 ちBSP法 により腎障害の因子を除去す

ることが出米た.次 でPSPに よる松永 ・松田法を

行うと, 第3編 の場合と同様に最高吸収値の低下と,

到達時間の遅延がみられた.即 ちPSPで は腎排泄

因子が大きく影響することが分る.

以上により腎障害時の腹膜吸収能はBSPに より

PSPの 欠点を償 うことが出来 る.

次に家兎の腹腔内に結核 菌を注入 して結核性腹

膜炎を起させ,腹 膜の吸収能を検査すると,先 ず結

核菌注入8～10日 後のPSPに よる腹膜吸収能は,

最高排泄値12.5～14.5%,最 高値到達時間30分 で,

以後緩慢に減少しており,こ の結果は第3編 でえた

健康例のそれと一致 している.次 にBSP法 を行う

と最高値20.0～21.5%,最 高値到達時間30分 で,第

1編 でえた健康値と同様であつた.

次に結核 菌注入20～22口 後 におけるPAPに よ

る検査では最高排泄値4.0～9.0%,最 高他到達時間

2時 間,そ の曲線は丘陵型のなだらかな曲線を示し,

明 らかに吸収能の低下が認あ られる.次 にBSPに

よる検査では最高値2.0～2.5%,最 高値到達時間1

時間で同様に吸収能の低下を認めた.

更に結核菌注入40～42日 後におけるPSPに よる

検査では最高排泄値11～17%,最 高値到達時間30～

45分で,健 康例の値に近ずいてい る.次 にBSPに

よる検査では最高値20～30%,最 高値到達時間30分

で,健 康例の値に復している.

以上により結核菌を注入し,結 核性腹膜炎を起さ

せると, 20～22日 後に腹膜吸収能の低下を来 し, 40

～42日後には恢復している.そ の成績はPSP, BSP

いずれも用いた場合も同一の値を得た,松 出はPSP

を用いた実験で結核菌注入後2～3週 間で腹膜吸収

能の低下を来し, 5週 後には正常値に復するとのべ

たが,著 者の成績 と略 々一致 している.

結 論

BSPを 用いて腹膜 吸収能 を検査する方法を, PSP

を用いる松永.松 田氏法8)と共に同一条件家兎に施

行して検討を加え,次 の結果を得た.

1. 昇汞 による腎障害家兎 ではBSP法 は健康例

の値と同一値を示すが, PSP法 では明 らかに排泄

値の低下,最 高値到達時間の遅延及び排泄曲線の変

形を認めた.即 ちBSPで は腎障害 因子を除 くこと

が出来る.

2. 家兎の腹腔内に結核菌を注入 し,結 核性腹膜

炎を起させたことを確認した家兎 につきBSP法 と

PSP法 を行つて 見ると,結 核菌注入8～10日 後で

は両法とも異常所見を認めず, 20～22日 後では両法

ともに最高値の低下と,最 高値到達時間の延長を認

め,吸 収能の低下を確 忍したが, 40～42後 では両

法ともに略々正常 値に復した.即 ちBSPとPSP

法では共に同一傾向を確認することが出来た.
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Studies on the Determinative Method of Peritoneal

 Abeorptive Function 

Part IV Studies on the Peritoneal Absorptive Function, Employing

 Both of the Peritoneal Absorptive Function Test by BSP,

 the Matsunaga's and Matsuda's Methods by PSP

By

Minoru Hasegawa

The First Department of Internal Medicine, Okayama University, Medical School, 

(Chief: Prof. K. Kosaka, . Director: H. Makino Ph. D., Tsuyama National Sanatorium)

Conclusions

The peritoneal absorptive function test by the use of BSI', the Matsunaga's and Matsuda's 

methods by the use of PSP were observed on the rabbits under the same condition. And the 

results were as follows.

1. In the rabbits with kidney damage by corrosisve sublimate, the BSP method showed 

the same value with healthy cases, but the decline of excretion, the delay of arrival time 

to the maximum value and the transformation of excretion curve were observed on the PSP 

method. In other words, the factor of kidney damage could be removed in the BSP method.

2. Making the BSP and PSP methods on the rabbits with tuberculous peritonitis by 
the intraperitoneal administration of tuberculous bacillus, abnormal findings were not obser

ved, at 8-10th day after the injection of tuberculous bacillus, on both of method, and the 

decline of maximum value, the delay of arrival time to the maximum value and the decline 

of absorptive function were observed, after 20-22 days, on both of method, but the rever

sion to normal value was observed, after 40-42 days, on both of method. In other words, 

the same tendency could be observed on both of BSI' and PSP methods.


