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第1章　 緒 言

廿 日鼠の新生児が低 気圧に対 して驚 く可 き

抵抗力を有 してい る事は,早 くよ り諸家 の注

目し居 る事実である.余 の実験に於 ては,新

生児 は20mmHg～10mmHg以 下即 ちO2分 圧

に換算すれば4～2mmHg以 下 と言 ふ殆 んど

真空 に近 き低気圧 に対 して よ く其 の生命を維

持 し得 る力を有 して居 る.動 物が正常体温を

有 して居 るとすれば,か ゝる低気圧 に於 ては,

其 の血液及 び其 の他の体液 は遙かに沸騰点を

突破 し,即 ち動物は自己の血液及び其 の他 の

体液が沸騰 せ る状態 に於 ても猶 よ く其 の生命

を維持 し得 る と言はなければな らぬ.し か ら

ばか ゝる抵抗力 は,如 何な る理 由に由るか.

如何な る動物の新生児 も,其 の発育過程及び

出生時に於 て酸素不足を来す如 き機会多 く従

つて,仮 死状態 に対 して抵抗力大なるものに

して之は1)血 液 中のHbとO2と の結合

力 の強い事, 2)赤 血球数の多 き事, 3)反 射

中枢不完成の為痙攣等を起 さない事等の理 由

が挙げ られて居 るが,之 等 のみにては上述 の

如 き極 めて甚 だ しき抵気圧 に於 て生存 し得 る

理 由 としては不充分 な り.余 は廿 日鼠 の新生

児 の高空耐性を検査 中,新 生児が低気圧時に

於 ては,其 の体温 が可成低下す る事実 を認 め

た り.低 気圧 の際 に体温 の下降す る事は既 に

1877年Paul Bertが,犬,鳥,家 兎,「 モル

モッ ト」に於 て観察をな し体温が30℃ 以下

に下降する事を述べ,荒 木は家兎,鷄 に就て

同様 な観察をな しBehague, Garsaux, Richet,

 Loewy,等 によ り又此の研究は行はれた.又

ア リビッキー及び カル クシェスキーの研究あ

り,彼 等は気圧 の低下 の際O2缺 乏の作用を

受けて動物の体温下降す る事を指摘 した.パ

ル フェ ノーヴは1937年 気圧を100mmHg迄

急速に低下 させ,又 は一聯 の実 験 に於 て は

1mmHg以 下に迄低下 させた場合親家鼠の体

温が酷 く低下 した事を述べ,新 しく生れた動

物を眼の見 える様 にな る迄 気圧 の低い室で観

察 した所が其 の体 温が0℃ まで下降 し,気

圧を普通 に戻 してや ると,其 のま ゝ生きて居

たと言ふ.余 は親 鼠,雀 に於ては,単 なる低

気圧 によるのみにては低 気 圧 の程 度 甚 だし

く, 150～200mmHg程 度に於 て も短 時間 に

於 ては体温 の下降を認め得ざ りしも,廿 目鼠

の新生児に於ては 数分 に して体 温 下降を示

し,而 もこの体温下降が高空耐性 とある関係

を有す る事を知 り得 た ゝめ以下此 の関係につ

いて述 べる事 とす.

第2章　 廿 日鼠の新生兒の高空耐性

及び低氣圧 時に於け る体温

下降につい て

第1節　 高空耐性 の測定

高空耐性 の検査方法 は,第1編 に於て述べ

た ると同様 な る故本編 にては略す事 とす,但

し気 圧 低 下 の 速度 は第1編 に述べ し遠度 よ

り,稍 々大に して7～10分 間にて25mmHg程

度になる如 くす.一 般の親動物の場合は気圧
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低下の途中,あ る程度の低気圧に於て著 しき

O2缺 乏の症状を示すため,高 空耐性の限度
ヒ

を比較的容易に知 り得 るも,此 等新生児に於

てはか ゝるO2缺 乏 の症 状非常 に不明瞭にし

て,気 圧の減少 と共に次第 に呼吸数減 じて来

て,遂 には殆ん ど呼吸運動を停止す るに至 る

も,其 の限界は甚 だ 決 定 し難 きため25～30

mmHg程 度の低気圧 に して生存 し得 る時間を

測定す る事 とせ り.実 験成績は第1表 に見 ら

れ る如 し.即 ち生 後3～9目 頃 迄 の若い廿 日

鼠は55mmHgに 於 ては12分 以上, 15mmHg

に於て も3分 以 上 生 存 し得 るものに して15

mmHgに 於 ては水の沸騰点は17.5℃ 位 なる

ため,従 つて体液 の沸騰点は水 よ り高温度 な

るも24～25℃ 以上 の体温 を有せる動 物 に於

ては,か ゝる低気圧に於 ては既 に体液 の沸騰

を来 して居 る筈 である.事 実動物は40mmHg

以下の気圧 になると次第 に腹部 の膨張著 明 と

なると共 に,更 に15mmHgに 達 す ると,腹

部,頭 部,背 部,次 第 に膨張 の度を増 し,頭

部 と背部 との境界不明瞭 とな り,遂 には薄 き

表皮にて体全体を包み し如 く全身 は「ゴム毬」

の如 くに膨隆 し,呼 吸運動 も次第 に減 弱 し遂

に全 く仮死状態 となる.之 を復圧 して も単に

復圧のみにて放置 すれば皆死 の帰転を取 るも

のなるも復圧後直 ちに人工呼吸を行へば,数

分に して蘇生す るものな り.而 して生後10日

を過ぎしものは,よ り若 い動物に比 し稍 々高

空耐性劣 るものな り.

第1表　 廿 日鼠の新生児の高空耐性

実験温度22～24℃

第2節 低気圧下 に於 け る体温測定

体温測定部 位は直腸 とせ り.測 定には熱電

対 を用ひ温度測定用 の針 を約1cm直 腸内に挿

入せ り.成 沢 は 鼠 に於 て肛 門 内に少 くとも

3cm挿 入せざれば固有の温度は得 られない事

を述べて居 る.余 の場合は被検動物小な る上,

測定用の金属針 の先端比較的鋭 き為,動 物を

傷 つけぬ如 く注意 し,最 大限1cm以 上 は挿 入

困難 な りき.新 生児 の低気圧下 に於 け る体温

測定は,其 の運動緩慢な る為,金 属針 を動物

の直腸 内に挿 入せ るまゝ,動 物を この金属針

に固定 し金属針 と動物 とを一緒 に低気圧用の

瓶 中に入れた り.巣 よ り取 り出 した直後は気

温24.8℃ な る時体温は33.7℃ 前後なるも,

約五分間にて28.5℃ に下降 し,其 の後は比

較的一定 の体温を保持す るも,長 時間の間に

は猶わづか乍 ら体温下降の傾向を有す.低 気

圧時に於け る体温下降及 び復圧后 の体温上昇

の模様 は第2表 に示す如 し.

第2表　 廿日鼠の低気圧時に於ける

体温下降(実 験温度25℃)

第3節　 体温下降を防ぎ し場合 の

高空耐性

前節に於 て述べ し如 く,新 生児は低気圧時

に於 て,其 の体温容易に下降する為,其 の体

温下降を防 ぐと共 に却 て上昇せ しめ,親 鼠 と

略 々等 しき体温 となせ る場合の高空耐性を測

定せん とし,体 温下降を防 ぐ方法 とし て,動

物を入れ る低 気 圧 用の瓶 を38～38.5℃ の温

湯 の中に入れて瓶 の周圍 より硝子壁を通 して
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温 め る如 くせ り.

他の実験方法は総て第1節 と同様なり.

実験成績は第3表 に示せる如し.

第3表　 体温下降を防ぎし場合の

鼠の高空耐性

生後4日 の鼠 は38～38.℃ の温 湯 中 に入

れ し瓶 の中に於 て, 70mmHgの 低 気圧に5分

間滯在せ る時の体温は,平 均31～34℃ の範圍

に して,生 後9～11日 の鼠に於 ては35～38℃

の範圍な りし.

第3表 と第1表 とを比較すれば明かな る如

く,生 後4日 の新 生 児 の体 温が,常 に31～

34℃ 以下に低下せざる如 く処理 せる場合は,

 70mmHgに 於 て, 7分 聞以上 は生存 し得ざ る

もの と考 へ得 るに反 し,体 温下降 を許す場合

は, 15mmHgに て尚 数 分間, 55mmHgに て

は12分 間以上 も生存 し得 る事 を知 る.即 ち,

斯 の如 く,新 生児 の体温下降を或程度防 ぐか,

ひ は上昇 せ しむ る事に より該動物は,高 空

耐性 を可成減 少す るものである.

第3章　 成熟廿 日鼠,及 び雀の

高空耐性に就て

第1節 正常時の高空耐性の測定

成熟 廿 日鼠及 び雀 の正常時 の高空耐性 の測

定法及び実験成績 は,著 者 の第一編た る,動

物 の酸素消費量 と高空耐性 との関係に於て述

べ し場合 と全 く同一に して,茲 には単に,其

の実験成績 のみを,次 に述 べる第 二節 の実験

成 績 の対 照 として,第 二 節に於 て記す事 と

す.

第2節 強制的に体温を下降せ しめた

場合 の高空耐性の測定

一般的に言 へば
,温 血動物は体温の調節機

能が,正 常に保 たれて居 る間は,冷 血動物と

異 り,或 範 圍に於 ては外界 の温度に左右 され

る事な し. Leichtentrittに よれば,人 間及び

大なる哺乳動物に於ては,休 温調節作用は,

皮膚血管 の血管神経及び物理的調節作用が,

大なる役 目を為す も,小 動物に於 ては,化 学

的調節作用即ち,外 温が低下す る場合は,直

ちに体内の燃焼過程盛ん とな る事が主である

と言ふ.即 ち,廿 日鼠 の体温を下降せしむ る

に,単 に外 温 を 強 く低下 せ しむ るのみにて

は,外 温下降に従 ひ,新 陳代謝盛 んとな り温

熱 の産出増加 し,体 温の 下 降 は 来 し難 し.

Simpson及 びGoldsmithに よれば,鳥 類は総

ての動物 の中で,最 高の体温を示す ものであ

るが,其 の体温調節作 用は比較的悪 いもの多

く,特 に小 さい鳥は大 きい鳥 に比 して,体 温

調節作用悪い と言 ひ,又Lichtentrittに よれ

ば,雀 は,固 有の体温 は40.2～40.9℃ なる

も,15℃ の外 温にては37.5～37.7℃ にな

り,又 外温9.8℃ に於ては38.6℃ に低 下

せる例 を報告 し居 るも,雀 に於て も,実 験者

の求む る如 く,自 由にそ の体温を下降せしめ

得 る事は困難 と言ふ可 し.従 つて余は次 の如

くして,其 の体温を下降せ しめ以 て其其の高空

耐性 を検査 せ り.

先づ,動 物 を適 当な大 きさの硝子瓶 の中に

入れ.之 を器温1～2℃ の電気冷蔵器中にて

約 一時間,予 備的に冷す.次 に,此 の硝子瓶

を氷 水の中に浸 す.氷 水 の中に浸 してから後

は,室 温の空気にて換気せ る為,瓶 中の空気

の温度は,室 温 と大差なき為,動 物 は主 とし

て,硝 子壁 を通 して のみ冷却 される.故 に,

正常位を保 てる廿 日鼠,雀 は,氷 水中に浸せ

る瓶内に於 ても,殆 んど体温 の下降は来 さざ

る如 し.か か る状態 に置かれた動物は,其 の

装 置の儘,瓶 中の空気を其 の動物の高空耐性

の限度近 く迄稀薄 にしてや ると,動 物は正常

位 を保 ち得な くな り,遂 に腹逼 ひの状態 とな

り,腹 部 を硝子壁 に密着 した姿勢 となつて,

辛ふ じて生存 を続 け得 る.か ゝる状 態にて

1～2分 放置せ る後,序 々に復圧 して,廿 日鼠,
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雀,共 に250mmHg位 の気圧 にす る と,両 種

の動物共に依然 として,腹 部 を硝子壁 に密着

せる儘にして,こ の状態にて5分 間位放置す

ると,動 物は可成体温 の下降 を来 す.か くし

て平均10℃ 位 の体温下降 を来 し得.

か くの如 く体温の下降せ る頃を見計 らひて,

再び低気圧 とな して其 の高 空 耐 性 を 検 査 せ

り.実 験に用 ひし動物は,本 章第1節 に於 て

記せ る,室 温に於け る高空耐性を検査せ し,

其の同一動物 を用ひた り.

本節に於て行 ひ し,直 腸温度 の測定 は,低

気圧 より平圧に複圧す る時間,約2分 にして,

複圧直後施行せ り.

廿 日鼠 の実験成績 は第4表 に示す如 し.

第4表　 強制的 に体温を下降 せ しめた

場合 の廿 日鼠 の高空耐性

成熟廿 日鼠 は 正 常状 態 に於 ては一般 に,

 155～180mmHgの 気圧 に於て0.5～3分 間以

上は耐へ得 られない.之 に反 し,強 制 的に其

の体温を16～20℃ 位 に迄 下 降 せ しめた るも

のは, 75～100mmHgに 於 て0.5～8分 間 も耐

へ得 る事を知 る.即 ち,成 熟 廿 日鼠に於 ても,

体温を強制的に下降せ しめ る事に よ り,其 の

高空耐性は著 しく増加す るものである.

次に,実 験に用ひ し雀 は,七 月 中旬捕獲 せ

るものに して,二 羽共に大体親雀 とみな し得

る程度に発育せ るものな り.

第1例　 室温33℃

3分 間 にて250mmHg以 後 は1分 間 に35

mmHgの 割にて低圧にす る と185mmHgに 於

て横倒 しとな り,殆 んど呼吸は停止 す.直 ち

に複圧 を行ひ,人 工呼 吸を行 ひしに蘇生す.

複圧直後 の直腸温度は40.6℃ な りし.

次 に,此 の雀 を前述の如 く冷却 せ る場合 は,

130mmHgに て横倒れ とな る.複 圧直後の直

腸温度34℃ な りし.複 圧後人工 呼吸を行ふ

迄 に手間取 り,遂 に死亡 す.此 の雀は実験 中

に,非 常に不安な る挙動を示 し常にが さが さ

動 き廻 る事 多 し.

第2例　 室温33℃

上述 と同様 に冷却 し乍 ら低気圧 となす.

160mmHg頃 より呼吸困難 可成激 しきも,依

然 として強 き抵抗力を示 し, 100mmHgに な

ると,急 に痙攣様 の症状 を現 し,激 しく動き

廻 り,直 ちに動けな くな り,横 倒れ とな りて,

呼吸運動 も殆ん ど停止す.複 圧直後 の直腸温

度を測定せ しに28.0℃ な りし.人 工 呼吸を

数分行ひて蘇 生 せ しめ得 た り.蘇 生後30分

にて,直 腸温度は40.5℃ とな る.

此 の雀 を5時 間後再び,室 温にて低気圧に

なせ るに, 160mmHgに て直 ちに横倒れにな

れ り.複 圧 直 後の直腸温度は40.5℃ な り.

人工呼吸を行ひ しも遂 に死亡せ り.此 の雀 は

実験 中,常 に安静状態 を示 し,硝 子瓶 中にて

も,ぢ つ と一 ケ所に止 りて余 り動 き廻 らず.

雀は前述 の如 く,比 較的体温調節作用の悪い

動物な りと言 はれ居 るも,単 に低気圧 にせ る

のみにては,体 温は下降 せず.

雀 に於て も以上 の如 く廿 日鼠 の場合 と同様

に,強 制的に体温を下降 せ しめ る事によ り第

1例 は 体 温406℃ に て185mmHg, 34.0℃

にて130mmHg,第2例 は40.5℃ にて160mm

Hg, 28℃ にて100mmHgな る気圧が其 の生

死の境界な り.

同 一動 物を1日 に数回低気圧の実験 に用ひ

し場合,鼠,鳩,蝙 幅等 に於 ては上述 の如 き

検 査法にては,常 に同一の高空耐性を示せ る

故雀 に於 て も, 1日 に2回 高空耐性を検査せ

るも, 2回 日の場合に,前 回の影響 は無視 し
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て大差な きもの と認め得 る.

第4章　 廿 日鼠の新 生兒の酸素消費

量 に及ぼす温度の影響

若い鼠 の新陳代謝 に及 ぼす外界 の温度 の影

響については,既 にPenbrey (1896)が,炭

酸 の排泄 と温度 の関係に就 き,詳 細 なる発表

を示 して居 る.彼 に拠 ると,生 後1日 の鼠は,

外温33℃ より23℃ に低下 す ると,炭 酸 の

排泄 は15.3mgよ り8.3mgに 減 少し,生 後3

日の鼠に於 ては,30℃ よ り20℃ に低下す る

と, 15.0mgよ り7.2mgに 減少す る と言ふ.

即 ち,外 温が10℃ 低下す ると炭酸 の排泄 は

約1/2に 低下する と言ふ.而 して彼は,生 後

1日 の鼠を用ひて実験前32℃ の体温を有せ

しものを,23℃ の外 温に20分 間放置せ しに,

体温 は23℃ となれ りと言ふ.即 ち,生 後1

日の鼠 は,全 く外温 と等 しき体温を有す る事

を述べて居 る.故 に,外 温が10℃ 低下す る

事は即 ち体温が10℃ 低下す る事 を示せ るも

のに して,体 温 の10℃ の下降 は炭酸 の排泄

を1/2に 減 少せ しめる事 を意 味す.而 して之

は生活現象が主 として一聯の化学反応 と考へ

れ ば,所 謂Van′t HoffのQ10=2～3な る値

よ り首肯 し得 る所である.

余 は生後3～5日 の廿 日鼠の酸素 消 費 量 と

温 度 の関 係 を 求 め,果 してvan′t Hoffの

Q10=2～3な る値 を得 るや否やを実 験せ り.

動物の酸素消費量の測定法 は第1編 に於て詳

述 せ し方法 と全 く同様 な り.

温度の調節は,動 物を入れた瓶 を孵卵器 の

中に入れ て所要 の温度 となせ り.実 験成績は

第5表 に示す如 し.

第5表　 若い鼠のO2消 費量

生後3～5日 の廿 日鼠 は体温調節 作 用不完

全の為,其 の体温は気温 よ り稍 々高 きか殆 ん

ど等 しき為,第5表 の実験成績 は,直 ちに,

 29℃, 19℃, 9℃ の体温 に於 け る酸 素 消費

量 と見做 して 大 差 なか らん.即 ち, 29℃ と

19℃ との間 に於 てはQ10≒3.719℃ と9℃

との間に於てはQ10≒8な り.以 上 の実 験に

ょ り明かな る如 く,若 い廿 日鼠 は,外 温に対

して全 く冷血動 物 の如 く振 舞 ひ,外 温の上

昇,下 降 に従ひ其其の瓦斯代謝 は増減す.

第5章　 總括及び考按

新生鼠 は低気圧に於 ては,其 の体温容易に低

下す る事を知れ り.即 ち生 後3～5日 の廿 日

鼠 は,気 温25℃ に於 て其 の体 温28.5℃ 前

後なるも,同 温 に於 て,気 圧40mmHgに 於

て は, 10分 間 に28.5℃ よ り23.7℃ 迄即ち

約5℃ の体温下降を示 せ り.此 の体温下降は

如何なる理 由 に基 くか について考察せん.

 Pembrey (1896)は,鼠,鳩,の 如 く生 れ し

時体毛を缺ぎ,目 は見 えず,自 分 で餌を探 し

求めて食べ る事を得ず,又 活溌に走 り廻 り得

ざる動物は,生 後7～10日 位は,体 温の調節

作 用極めて不完全に して,一 定の休温を保持

す る能はず,外 温が低下す るも,熱 発生の調

節 も起 らず,外 温の変化に従ひ瓦斯斯代謝の

増減す る等,其 の外界に対す る態度は冷血動

物に於て見 られ るもの と,一 脈相通ず るもの

あ りと言ひ,小 泉, Sumner等 によれば,元

来温血動物の個体発生 の初期即 ち,胚 子時代

は勿論,孵 化又は産出 された後一定期間は.

冷血動物に似た体温現象 を示す もので,成 熟

せ る個体の体温に比 して低 く,変 化 し易い.

勿論母体か ら離れた新生児の体温調節作 用は,

出生時の発育程度に よ り異 り,よ く発育 して

生れた るものは,然 らざるものに比 して,体

温高 く又変化 し難 く,又 動物の種類によ り大

いに異 るものであ り,哺 乳類 に於ては鼠の新

生児 は体温調節能力劣悪 に して調節能力完成

には,生 後10日 位 を要す ると言 ふ.

斯の如 く新生児は平圧 に於 てさへ其の体温

調節作用不完全な る上, 15～40mmHgと 言ふ

低 圧に於 ては,水 分 の蒸発盛 ん とな り,又 体

の部位に よ り体内瓦斯の或 ひは等温膨張,或
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ひは断熱膨張に よ り,組 織 は温度下降す.即

ち廿 日鼠 の新生児の其 の他を総合 すれば低圧

時に於ける体温下降は,第1次 的に,其 の体

重の割に体表面積大に して,而 も体毛を缺 ぎ,

気道,及 び体表面 よ りの水分 蒸発,体 内瓦斯

の等温膨張,断 熱 膨張によ り多量 の熱が失 は

れる.第2次 的に,然 も体温 の調節作用不完

全な る為 と思はれる.

か く低気圧に於 て其 の体温下降 する為,第

四章の実験の如 く, 28.5℃ の体温 を有 せ る

ものが23.5℃ に ま で低下すれ ば,O2消 費

量は28.5℃ の時 の1/2と 見 做 し得 る.尚 新

生児が親鼠の体温34℃ 前後を有せ る際に於

け るO2消 費量 と23.5℃ の時のそれ とを比

較すれば,恐 ら く, 4:1前 後 とな らん.か く

してO2消 費量 の減 少す る事は高空耐性に就

いて考 へれば有利 な る事は,第1編 に於 て既

に述べた る如 し.又 此れに加ふ るに,酸 素缺

乏による体内の酸 化過程の滅 少も体温下降 の

重要なる因子 と思はれ る.

か くして,か か る幼若廿 日鼠に於 ては,体

温の下降は又新陳代謝の減 少を来 し之は又体

温の下降 を促進す ると云ふ如 く,所謂Circulus

 Vitiosusと な りて益 々体 温 は下降 す るもの と

考へ られ る.

又休温下降 によ りO2消 費量の減 少を来 し

以て高空耐性増大 する と云ふかか る事実 は次

の如 き実験 によ り決定 し得.即 ち

第1　 低気圧に於 て,廿 日鼠 の新生児 の体

温下降を抑制す るか,或 ひは体温を上昇 せ し

める事に よ り高空耐性を減 少す るや否や.

第2　 体温調筋作用の完成せ る親動物 に於

ても,何 等かの方法,例 へばKurareに よる

とか,或 ひは,過 度の冷却等によ り,其 の体

温調節作 用の機能障害を起 さしめ,以 て強制

的に其 の体温を下降 せ しめ,其 のO2消 費量

を減 少せ しむれば,高 空耐性をある程度増大

す るや否や.而 して,第1の 実験 として行ひ

しものが,第2章 第3節 の実験な り.

此の実験によれば,新 生児 の体温を上昇せ

しむ る事に よ り,其 の高空耐性 を減 少す る事

に既述 の如 し.第2の 実験 として行ひ しもの

が,第3章 の実験な り.

茲 に其 の成績を簡略に再述すれば,成 熟廿

日鼠,雀 を用ひて,過 度に冷却す る と同時に

O2缺 乏状態 とす る事に よ り,其 の体 温 を下

降せ しめて,廿 日鼠 に於 ては体温34.2℃ の

ものを17～20℃ に まで下降 せ しめ,高 空耐

性 は, 160～180mmHgの ものが,80～100mm

Hg即 ち,約2倍 に増大 す.雀 に於 ては,体

温40.5℃ のものを28.℃ 及 び34℃ に下降

せ しめる事 によ り,そ れぞれ160mmHgよ り

100mmHg, 185mmHgよ り130mmHgに 迄,

即 ち,高 空耐性 を1.5倍 に増大す.

以上 の諸実験によ り廿 日鼠 の新生児 は,低

気圧時に於て自己の体温下降 のため,其 の高

空耐性を増大す.而 も,体 温調節作用の完成

せ る成熟鼠 に於て も,雀 に於 て も,強 制的 に

体温を下降 せ しむ る事に よ り,其 の高空耐性

を増大する事を確 め得た り.

廿 目鼠の新生児 が親鼠 に比 し,非 常に大な

る高空耐性を有せ る原因については,以 上に

述べ し体温下降によるO2消 費量の減少の他,

猶赤血球数の相違,或 ひはHbとO2と の解

離曲線の相違,及 び之に対す るCO2の 影響,

体内に於け る乳酸生成の相違等 も又其 の原因

として考 へ得 るものに して単にO2消 費量の

減少のみにて総てを説明 し得 るものには非 ざ

らむも,新 生児が,低 気圧の程度強 くな るに

つれ,次 第 に呼吸数 も減 じ,遂 には1分 間に

数回或ひは殆 んど呼吸運動の認め られな くな

りて後の抵抗力強 きを考へれば,体 温下降 に

よるO2消 費量 の減 少が大な る役割 を演 じて

居 る事は疑 ひなき事実 な り.

第6章　 結 驗

廿 日鼠 の新生児に於 ける高空耐性 に就 いて

実験を行ひ,次 の結果を得た り.

1) 廿 日鼠の新生児 は,低 気圧に於て,其

の体温下降を来 し,そ の為O2消 費量
サ

減 少 して高空耐性を増大す.

2) 成熟せ る廿 日鼠,雀 に於て も,其 の体

温を人為的に下降せ しめ る事 によ り其

の高空耐性を増大す.
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