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Aus dem Hygienischen Institut der Okayama Medizinischen Fakultat

(Vorsland: Prof. Dr. AL Ogata).

Experimentelle Studien uber die inverse
 Anaphylaxie bei isolierten Organen

(II. Mitteilung ).

Experimentelle Studien uber die inverse Anaphylaxie
 bei isolierten Gefasspraparaten von 

Meerschweinchen.

Von

Dr. Jiro Minato.

Eingegangen am 9. September 1935.

Als einen Teil der isolierten Organ

anaphylaxie stellte Verfasser mit Gefass

praparaten nach Friedberger und Seiden

berg vom Meerschweinchen, welches 

vorher mit Rinderserum als Antigen 

intravenos sensibilisiert worden war, uber 

die inverse Anaphylaxie mittels Durch

stromung mit dem Antirinderserum von 

Kaninchen, Versuche an.

1) Das Gefasspraparat von Meer

schweinchen, die vorher mit Antigen 

intravenos sensibilisiert worden sind, 

reagiert auch bei Durchstromung mit 

Immunserum wie bei gewohnlicher passi

ver Anaphylaxie und es vermindert sich 

die Stromungsmenge der Flussigkeit 

durch die Kontraktion der Gefasspra

parate.

91



774 湊 次 郎

2) Die Minimalsensibilisierungsdosis 

des Antigen, mit der man beim isolierten 

Gefasspraparat die anaphylaktische Er

scheinung erzeugen kann, ist abhangig 

von der Bindungszone des Immunpracipi

tins, und durch eine zu kleine oder zu 

grosse Autigeninjektion wird die Reaktion 
vermindert.

3) Es ist interessant, dass man wie 

bei anderer inverser Anaphylaxieunter

suchung die Inkubationszeit nach der 

Antigeninjektion bis zu 5 Minuten ver

kurzen kann. Die geeignete Inkubations

zeit betragt dabei zwischen 5 Minuten 

und 48 Stunden.

4) Die Minimaldosis des durch

stromenden Immunserums, mit der man 

beim isolierten Gefasspraparat eine in

verse anaphylaktische Erscheinung her

vorrufen kann, ist 1000 Einheiten von 

Pracipitin in 1000c.c. Durchstromungs

fl ussigkeit. Dabei ist es notig, die Auti

genmenge der ersten Injektion und der 
Inkubationszeit anzupassen. Nach geeig

neter Antigeninjektion wird diese Reak

tion durch Vermehrung der Pracipitin

menge in der Durchstromungsflussigkeit 

verstarkt.

5) Bei der inversen Anaphylaxie 

der Gefasspraparate von Meerschwein

chen kann man die Erscheinung der 

Antianaphylaxie nachweisen, da nach dem 

maximalen Antigenverbrauch bei der 

Immunserumdurchstromung mit doppel

ten Einheiten die nach folgende Kontrak

tion nicht auftritt.

6) Specifitat und Gruppenreaktion 
sind bei der inversen Anaphylaxie von 

Gefasspraparaten nachweisbar.

7) Die Zustandspecifitat des Auti

gen durch Hitzewirkung kann bei der 
inversen Anaphylaxie von Gefassprapa

raten ebenfalls nachgewiesen werden.

(Autoreferat.)
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第1章　 緒 論

Friedberger u. Seidenberg兩 氏ハ1927

年海〓遊離血管標本ヲ使用シテ行 フ過敏症實

驗ノ一新法 ヲ發表 シタ リ,即 チ前處置ヲ施セ

ル海〓ノ下半身ノ血管 ヲ抗原 ノ稀釋溶液 ヲ以

テ灌流シテ,其 ノ流出量ノ減少ヲ以テ過敏症

反應ラ判定セントスル方法ニシテ,尚 ホ血清

ノ遊離血管ニ及ボス毒性ヲモ併セ發表 スル所

アリタリ.兩 氏ニ依 レバ同種血清ハ家兎,海

〓及ビ家鼠ノ遊離血管標本ニ對 シテ働性又ハ

非働性 トナス ト難モ著 シク有毒性ニシテ,血

管収縮的ニ作用シ此抗温性毒性ハ再 ビ 「リン

ゲル」氏液ヲ以テ血管ヲ通洗スル事ニ依 リ殆

ド消失スルモノニシテ,又 異種血清 ノ遊離血

管標本ニ對スル作用ハ其 ノ血清 卜血管標本ノ

動物種類 トニ依 リテ異 リ,遊 離血管収縮 ノ程

度ハ其ノ血清ノ當該動物生體 ニ及 ボス有毒性

ト大略平行スルモノナ リト云ヘ リ.且 異種血

清ノ毒性ハ同種血清 ノ夫 レ卜異 リ非働性 トナ

ス事ニ依 リ著 シク減弱サルルカ,又 ハ全ク消

失スルモノニシテ又異種血清 ノ少量ハ遊離血

管ニ擴張的ニ作用シテ灌流液 ノ流出量 ノ増加

ヲ示スヲ實驗 シタリ.

同種竝ニ異種血清ノ遊離血管標本ニ及 ボス

毒性ハ本質的ニ凝固過程 ニ關係 シ,比 較的高

温ニ於テ凝固 シタル血液 ヨリハ毒性強キ血清

ヲ分離シ, 0℃ ニ於テ緩漫ニ凝固セシムル時

ハ殆 ド毒性ヲ有 セザル血清ヲ分離スル事ヲ得

ベク,「プラズマ」ハ毎常殆 ド毒性 テ示サズ.

正常血清 ヲ透析又ハ炭酸 瓦斯通 送 ニ ヨ リ

「グロプリン」卜「アルブミン」トニ分解 シタル

時ニ,前 者ハ遊離血管ニ對 シテ無毒性ナルモ

後者ハ毒性 ヲ示ス.

次 ニ前處置ヲ施セル遊離血管標本ニ於テハ

常該抗原 ノ灌流ニヨリ著明ニ血管収縮作用ヲ

呈シ,且 特徴 トシテハ流出液量ノ急激ナル減

少ヲ示 シ尚 ホ連續 シテ液流スル時ハ正常血清

ヲ以テシタル場合 ト反對ニ漸次血管収縮 ハ恢

復ニ向フ事ニシテ一種 ノ抗過敏症現象 ト見做

ス可 シ.兩 氏ハ此過敏症實驗ニ於テ血液 ヲ完

全ニ洗 ヒ流 シタル遊離血管標本ガ抗原ノ灌流

ニ依 リテ血管 ノ収縮 ヲ起 スヲ以テ過敏症ノ細

胞説ノ一ノ證明ナ リト唱ヘン ト欲 シタ リ.又

異種免疫血清ハ遊離血管標本ニ對 スル毒性ハ

異種正常血清 ノ夫 レト比較 シテ ヨリ高カラズ

ト報告 シタ リ.

以上 ノ如 ク兩氏 ノ研究發表 アリテヨリ多数

學者 ノ注 目テ惹 キ遊離血管標本ニ就テ過敏症

實驗又ハ臟器毒ノ研究 ノ發表ヲ見タリ.橋 本

氏ハ海〓 ノ遊離血管標本ニ於テ同種血清ノ毒

性ヲ檢 シ次デ靈菌 ヨリ製成 シタル過敏毒ノ實

驗 ヲ行 ヒ,更 ニ同種臟器「エキス」ノ影響ヲ檢

索 シテ著明ノ血管収縮作用ノ存在 スル事ヲ認

メ少量ニ於テハ却テ血管擴張的ニ作用 スルモ

ノナル事ヲ報告 シタ リ,最 近當教室ノ伊東氏

ハ海〓遊離血管標本ニ就テ抗體稀釋沈降反應

ニ依 リ系統的ニ過敏症ノ研究テナシ精細ニシ

テ興味アル成績ヲ發表 シタ リ.同 氏ハ能働性

過敏症 ニテハ一般ニ沈降素 ノ結合帶低 キ爲從

ツテ灌流抗原 ノ濃度大ニシテ本實驗ニ不適當

ナルタメ,主 トシテ被働性過敏症ニ就テ研究

シタルガ,反 應ヲ惹起スルニ必要ナル最少感

作沈降素量ハ200單 位ニシテ,潜 伏期ハ此時

24時 間ヲ好適 トシ尚ホ抗原量 ト免疫血清 ノ結

合帶 トノ關係ヲ闡明 シ,更ニ抗過敏症現象,特

異性竝ニ類屬反應 ノ在在ヲモ證明 シ,温 熱ニ
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依 ル抗 原 ノ状 態 特 異性 ノ證 明 可 能 ナ ル事 等 ヲ

併 セ テ報 告 シ タ リ.余 ハ先 キ ニ抗 牛 血 清 家 兎

血 清 ヲ以 テ スル家 兎遊 離 子宮 逆 過 敏 症 實 驗 ヲ

試 ミタ ルガ,次 デ今 囘Friedberger u. Sei

denberg同 氏 ノ提 唱 ニ係 ル海 〓 遊 離 血 管標 本

ニ就 テ抗 體 稀 釋 沈 降 反應 ニ依 リ逆 過 敏 症 ノ研

究 ヲ行 ヒタ ル ヲ以 テ之 ヲ茲 ニ報 告 セ ン トス.

第2章　 實 驗 材 料 竝 ニ 方 法

第1節　 實 驗 動 物 竝 ニ免 疫 血清 及 ビ抗 原

實驗動物 トシテハ 體重260-300g内 外 ノ健康

活溌 ナル海〓 ヲ選定 シタ リ.抗 原 トシテハ新鮮 ナ

ル牛血清 ヲ使用 シ免疫 血清ハ家兎 ヲ牛血清 ニテ頻

囘免疫 シテ得 タル抗牛 血清家兎免疫 血清 ヲ用 ヒタ

リ.其 ノ沈降素價竝 ニ結 合帶 ハ第1表 ニ示 スガ如

シ.

第1表　 實驗 ニ使用セル免疫血清 ノ沈降反應

抗 胆 稀 釋 沈 降 反 應

Uhlenhuth氏 沈 降 素 價

第2節　 實 驗 方 法

第1項　 海 〓 遊 離 血 管 標 本 ノ製 法

血管標 本 ノ製法ハFriedberger u. Seidenberg

兩氏 ノ原 法ニ從 ヒタル ヲ以テ簡單 ニ敍述 スルニ止

ム.先 ヅ頸動脉 ヲ切斷 シテ海〓 ヲ脱血死 ニ到 ラシ

メタル後 ニ,急 速 ニ腹 壁 ヲ開 キテ全腸管 ヲ上方 ニ

擧上 シ直腸,膀 胱,睾 丸又ハ子宮 ヲ結紮 シテコレ

ヨ リ上方 ヲ切斷 ス.次 デ腎血管 ノ分岐 ノ下方 ニ於

テ大動脉及 ビ大静脉 ヲ二重 ニ結紮 シテ兩結紮 ノ中

間 ニ於テ躯幹 ヲ切斷 スレバ下半身 ハ即チ遊離血管

標本 トシテ使用 シ得 ベシ.此 海〓 下半身 ヲ仰臥位

ニ硝子板上 ニ 固定 シ タ ル後 ニ,大 動脉内ニ硝子
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「カニユウレ」ヲ挿入 シテ之 ヲ結紮 ニヨ リ固定 シ次

デ大静脉 ヲ切斷開放 シテ灌流 液 ノ流出 ニ便 ナラシ

ム.

第2項　 海 〓 ノ前 處 置 竝 ニ灌 流 方 法

抗原 タル牛血清 ノ 一定量 ヲ海〓 ノ頸 静脉 内ニ注

射 シテ感作 シ置 キ.一 定 ノ潜伏期 ノ後 ニ頸動脉 ヨ

リ脱血死ニ到 ラシメテ之 ヨ リ遊離 血管標本 ヲ作ル

次デ迅速 ニ大動脉 ヨ リ「リンゲル」氏溶液 ヲ通 ジテ

灌流シ血液 ヲ除去 ス.此 時「カニユウ レ」ト之ニ通

ジタル「マ リオツ ト」氏瓶 ノ水準 トノ高 サ ノ差 ハ常

ニ約40cmヲ 保 タシメ,絶 エズ液 ヲ適宜 ニ補充

シテ水壓 ヲ一定 ナラシメ以テ水壓 ノ變動 ニ依ル實

驗誤差 ノ防止ニ努 メタ リ.且 途 中ニ於テ灌硫液ハ

38℃ ノ重湯煎中 ヲ通過 セ シ メテ 之 ヲ加 温 スルモ

ノトス.灌 流ニ當 リテ注意 ス可 キハ嚴 密 ニ氣胞 ノ

「カニユウレ」中 ニ混 入スル ヲ防止 スル事ニ シテ重

湯煎中 ヲ通過 スル時 ニハ氣胞發生 シ易 ク,若 シ血

管内ニ氣胞 ヲ送入 スル時 ニハ其 ノ血管標本ハ實驗

ニ使用 シ得ザルニ到 ルナ リ.

斯 クテ下半身 ヲ灌流 スル事 數十分 ニシテ流出液

ノ無色透明 トナ リ些 ノ血液痕跡 ダ ニモ認 メラレズ

且毎分 ノ流出液量 ノ一定 トナ リタル後ニ,初 メテ

「リンゲル」氏液 ヲ試驗液 タル 抗 牛血清 家兎血清

「リンゲル」溶液 ト切換 ヘテ實驗 ニ移 ルモ ノ トス.

試驗液 ニテ灌流 スル事30分 ニシテ此 間毎 分 ノ流 出

液量 ヲ計量 シテ,最 モ減少 シ タル時 ノ値 ヲ取 リテ

血管標本 ノ過敏症反應 ノ指標 トス.尚 ホ試驗液 ニ

テ30分 間灌流 ノ後再 ビ 「リンゲル」氏液 ヲ以テ灌

流 シテ血管標本 ノ恢復状態 ヲ觀察 スルモ ノ トス.

第3章　 實驗 成績

第1節　 對 照 實驗

第1項　 抗 牛血 清 家 兎免 疫 血 清 ノ正 常 海

〓 遊 離 血 管標 本 ニ及 ボ ス影 響

Friedberger及 ビSeidenberg兩 氏 ノ實驗成績

ヨ リ見 ルモ異種又ハ同種血清 ニテ モ一定度以上 ノ

濃度 ニ於 テハ遊離血管標本 ニ對 シテ収縮的 ニ作用

スルヲ以 テ,余 ハ本實驗 ニ於テ使用 ス可 キ抗牛血

清家兎免疫血清 ガ海〓 遊離血管標本 ニ對 シテ収縮

的 ニ作用 セザ ル稀釋濃度 ヲ求 メン トシテ,各 免疫

血清 ニ就 テ次 ノ對照試驗 ヲ行 ヒタ リ.今 其 ノ成績

ヲ簡單 ニ圖示 スレバ第1圖 ノ如 シ.

第1圖　 抗牛血清家兎免疫血清 ノ正常海〓遊離血管標本ニ及ボス影響

即チ以上 ニ於テ見ルガ如 ク抗牛血清家兎免疫血

清A, B, Cノ 正常海〓遊離血管標本 ニ及 ボス影響

ハ 略 ボ 同 様 ニ シテ1:250稀 釋 「リンゲ ル」溶 液 ニテ

ハ 尚 ホ血 管 収縮 的 ニ作 用 ス レ ドモ1:500稀 釋 「リ
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ンゲル」溶液 ニ於 テハ最早毒 性 ヲ示 サザル ニ到 ル.

依テ本 實驗 ニ於 テハ1:500又 ハ尚 ホ コレヨ リモ稀

薄ナル免疫血清「リンゲル」溶液 ヲ使用 シ タリ.

第2項　 正 常 家 兎血 清 ノ正 常 海 〓 遊

離 血 管 標 本 ニ及 ボ ス影 響

Friedenberger及 ビSeidenberg兩 氏ハ異種血

清 ノ遊 離血管標本 ニ對 スル毒 性ハ其 ノ血清 ト血管

標 本 ヲ作 リタル動物 ノ種類 トニ依テ異 ルヲ報告 シ

タ リ.今 正常家兎 血清 ノ海〓 遊離 血管標本 ニ及 ボ

ス影響 ヲ觀察 セ ンガ タメ,正 常 家兎血清 ノ1:250

及 ビ1:500「 リンゲル」溶液 ヲ以テ夫 々灌流 ヲ行

ヒタルニ其 ノ成績 ハ第2圖 ニ示 スガ如 クニシテ,

 1:250稀 釋 ニテハ尚ホ血管収縮 的 ニ作用 スレ ドモ

1:500稀 釋 ニ テ ハ全 ク何 等 ノ影 響 ヲ モ及 ボサ ザ ル

ヲ見 タ リ.

第2圖　 正常家兎血清對照試驗

然ル ニ今正常家兎 血清 ヲ56℃ 30分 間重湯煎 中

ニ置 キテ非働 性 トシテ作用 セシムル時ハ,毒 性 ハ

著 シ ク減退 シテ1:100稀 釋溶液 ヲ以テ灌流 スル時

ニ於 テ,遊 離 血管標 本ハ流 出液 ノ減少 スル事著明

ナ レ ドモ, 1:250稀 釋溶液 ニテ灌流 スレバ最早流

出液量 ニハ殆 ド變化 ナキニ到 ルナ リ.

第3項　 抗 原 感 作 海 〓 遊 離 血 管標 本 ニ

及 ボ ス正 常 家 兎 血清 ノ影 響

海〓 體重 ノ1/13ヲ 以 テ其 ノ血液量 ト見 做 シ此 血

中 ニ於テ抗原 ヲ注射 シテ,各1:500, 1:1000及 ビ

1:10000稀 釋 トナル如 ク,即 チ免疫血清A, B, Cノ

各結合帶相當稀釋 トナル如 ク,牛 血清 ヲ海〓 静脉

内 ニ 注射 シタル後 ニ 各々5分 及 ビ24時 間ノ潜伏

期 ヲ置 キテ,海 〓 ヲ脱 血死ニ到 ランメテ之 ヨリ遊

離血管標 本ヲ作 リ,之ニ正常 家兎 血清 ノ1:500「 リ

ンゲ ル」溶液 ヲ灌流 セ シメタルニ,流出液量ニハ何

等變 化ナ ク即 チ血管標本 ニハ何等變化 ヲ及ボサザ

ル ヲ見 タリ.之 ヲ第3圖 ニ示 ス.

第3圖　 抗原感作海〓遊離血管標本ニ

及ボス正常家 兎血清 ノ影響

感 作 後5分

感 作 後24時 間

第4項　 免疫血清ニ依ル海〓遊離血

管標本ノ被働性過敏症試驗

本實驗ニ於テ使用セントスル3種 ノ抗牛血清家
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兎免疫血清A, B, Cハ 海〓 ヲ感作 シテ,其 ノ遊離

血管標本ニ被働性過敏症 ヲ發現 セシ メ得 ル能 力ア

リヤ否ヤ ヲ試驗 セン トスルハ本 實驗 ニ於テ意味 深

キ所ナル ヲ以テ,各 免疫 血清 ヲ以テ海〓 ヲ感作 シ

24時 間 ノ潜伏期 ノ後ニ抗原 ヲ以テ其 ノ遊離血管 ヲ

灌流 シ タ リ.

其 ノ成績 ハ第2表 ニ見 ルガ如 シ.

第2表　 各免疫血清ニ依ル被働性血管過敏症

即チA, B, Cノ 各兎疫血清ハ海〓 ヲ感作 シテ其

ノ遊離血管標本ニ於テ 十分被働 性過 敏症 ヲ發現 セ

シムル能カア リテ,且 其 ノ反應成續 モ伊東氏 ノ實

驗成績 ト比較 シテ略ボ相似 タル ヲ見 ルナ リ.

第2節　 感 作抗 原量 ト免疫 血 清 ノ結

合 帶 トノ關 係

前節對照試驗 ニ於テ使用ス可 キ3種 ノ抗牛血清

家兎免疫血清ハ各々1:500「 リンゲル」溶液 ニテハ

正常海〓遊離血管標本ニ何等影響ナ キヲ確證 シタ

リサレバ本節 ニ於テハ抗原 ヲ以テ前處置セル海〓

遊離血管標本 ニ就テ實驗 ヲ進 メン トス.

當教室 ニ 於テ1927年 抗體稀 釋沈降反 應發表 セ

ラレテヨリ初 メテ過敏症 ノ研究 ハ系統的 ニ闡明セ

ラルルニ到 レリ.就 中同法 ニヨ リ免疫 血清 ノ結合

帶 ヲ測定 シ得ル事 ハ免疫血清個 々 ノ性状 ヲ明瞭 ナ

ラシメ過敏症 ノ研究上幾多 ノ光明 ヲ與 へタ リ.

從來過敏症實驗 ニ於テ行ハ レタル抗原再注射量

ノ決定ハ多クハ毒素試 驗法 ノ如 クニシテ免疫血清

ノ性状 ヲ顧慮スル事ナク,又 ハ窺知 シ得ザ ルガ儘

ニテ行ハ レタルタメ
,從 ツテ其 ノ成績 ノ一定 セザ

リシモ亦 當然ニ シテ,人 ヲ異 ニ シ動 物又ハ免疫血

清 ヲ異 ニス レバ皆區々ナル成績 ニ終 リシモ亦 止ム

ヲ得ザ リシモ ノナル可 シ.然 ル ニ抗體 稀釋沈降反

應 ニ依 レバ能働 性過 敏症 ニ於 テハ動物個 々ニ就テ

ノ抗原再注射量 ヲ明確 ニ豫定 スル事 ヲ得,又 被働

性過敏症 ニ於 テハ豫定 シ得 ベキ任意 ノ沈降素單 位

ヲ以 テ動 物 ヲ感作 スル事 ヲ得 テ,且 抗原再注射量

ニ於 テモ同 ジク其 ノ量的關係ハ数學的正確 ニ決定

スル事 ヲ得 ルモ ノナ リ.先 人 ノ暗中模索 ニ苦 シ ミ

シ此問題 モ本法 ニ依 リ初 メテ明確ナ ル指針 ヲ得 タ

ルナ リ.最 近吾教室 ノ伊東氏ハ實驗的過敏症 ニ於

ケル抗原再注射量 ニ就 テ研究 シ再注射量ハ免疫 血

清 ノ結合帶 ト一定 ノ關係 ア リ,且 被働性過敏症 ニ

於テハ感作沈降素量 ト再注射抗原量ハ相互ニ一定

ノ關係ア リテ感作沈降素 量多 ケレバ過 敏症 ヲ惹起

スルニ要スル再注射 抗原ハ少量 ニシテ,反 對 ニ感

作沈 降素量少 キ時ハ過 敏症 ヲ惹起 スルニハ大 量 ノ

抗原 ヲ必要 トス,即 チ兩 者ハ反比 例 ニ近 キ關 係 ニ

在 ル事ヲ報告 セ リ.尚 ホ同 氏ガ海〓遊離 血管標 本

ニ於 テ試 ミタル過 敏症實驗 ニ於テモ免疫 血清 ノ結

合帶 ト灌流 抗原濃度 トノ間ニ於 テモ同 上 ノ如 キ關
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係 ノ存 スル事 ヲ認 メ,且 遊離 血管標 本過 敏症實驗

ニ於テ ハ生體過 敏症 ニ於 ケル ヨ リモ尚 ホ少量 ノ抗

原 ニ依 テ反應 シ,換 言 ス レバ血管標本過敏症ハ生

體 過敏症 ヨ リモ鋭 敏ナ リ ト研 シ,能 動性過敏症 ニ

於 テハ結 合帶相當量 ノ1/5乃 至1/10稀 釋 抗原 ヲ以

テ又被働 性過 敏症 ニ於テハ感作沈隆素量200單 位

ニシテ潜伏期24時 間 ノ場 合.結合帶相 當稀釋 抗原

ヲ以テ灌流 スル時ハ著 明 ナル血管過敏症反應 ヲ惹

起 スルモ ノナルヲ唱 へ タ リ.今 此海〓 遊離 血管標

本逆過敏症 ニ於 テ感 作抗原量 ト灌流液 タル免疫血

清 ノ結合帶 兩者間 ニハ如 何ナル關係 ニ在 ルヤ ヲ求

メ ン トス.

今沈降素價 ヲ等 シクシテ結合帶 ヲ異 ニセル2種

ノ免疫血清A, Bヲ 選 ビ兩血清 ノ結 合帶 ヲ基本 ト

シテ各 々ニ就 キ2倍, 1倍,1/2倍 及 ビ1/4倍 結合

帶相當抗原稀 釋 トナル如 クニ海〓 群 ニ就 キ抗原 ノ

静脉 内感作 ヲ行 ヒテ,潜 伏期8時 間ヲ置 キテ之等

ヨ リ遊 離血管標 本ヲ作 リテ,各 當該免疫血清 ノ各

1:500, 1:1000及 ビ1:2000稀 釋溶液 ヲ以テ血管ヲ

灌流 シタ リ.第1表 ニ於テ見 ル如 クA免 疫血清 ノ

結合帶 ハ1:10000ニ シテB免 疫 血清 ハ1:1000ナ

リ.故 ニA免 疫血清 ニ對 スル海〓 ノ感作抗原量ハ

B免 疫 血清 ニ對 スル海〓 ノ感作 抗 原 量 ニ比 シテ

1:10ノ 比 トナル.今 實驗成績 ヲ觀祭 スルニA, B

兩免疫 血清ニ對 スル海〓 ノ中,最 モ強 キ反應ヲ示

セルハ結合帶相當量又ハ其 ノ2倍 ノ抗原 ヲ以テ感

作セ シモ ノニ シテ,順 次感作抗原量 ヲ減少スルニ

從 ツテ過 敏症反 應 モ亦從 ツテ減退 スルニ到ル(第

3表 参 照).

第3表　 感作抗原量 ト免疫 血清結合帶 トノ關係
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又灌流シタル免疫血清 ノ點 ヨ リ觀察 スル ニ沈降

素濃度最モ大 ナル1:500稀 釋溶液 ヲ以 テ シタル時

ニ過敏症現象,即 チ流出液量 ノ減少最 モ著 明 ニシ

テ, 1:1000, 1:2000ト 順次 稀釋倍数 ノ増大 スルニ

伴 ヒ反應ハ從 ツテ減弱 シ,遂 ニ1/4,結合帶相當量抗

原感作ノ海〓 遊離 血管標本 ニ於 テハ1:500稀 釋免

疫血清ヲ以テ灌流 スル時 ニ於テ ノ ミ僅微乍 ラ反應

ヲ示 シ1:1000, 1:2000稀 釋免疫血清 ヲ以 テ灌流 ス

ルモ殆 ド反應セザルニ到 ルナ リ.

更 ニ感作抗原 ノ絶 對量 ヨ リ觀察 ス レバ, A免 疫

血清ニ屬スル海〓 ノ最大感作抗原量 ハB免 疫 血清

ニ屬スル海〓 ル最少感作抗原量 ヨ リモ尚ホ少 量ニ

シテ,斯 カル少量 ノ抗原感 作ニテハB免 疫 血清 ニ

屬 スル海〓 遊離 血管標本 ニ過敏症現象 ヲ惹 起 スル

事 ヲ得 ズ.然 ルニA免 疫 血清ニ屬スル海〓 遊離血

管標本ハ著 明ナル過敏症反應 ヲ惹起 シタ リ.

先キニ述べ タル伊東氏 ノ過 敏症實驗 ニ於 ケル抗

原再注射量 ノ研 究及ビ桑 名.大 城兩氏 ノ遊離海〓

腸管及ビ子宮 ノ過 敏症 實驗,更 ニ伊東氏 ノ海〓遊

離血管標本 ニ於 ケル過 敏症實驗 ニ於 テ報告 セルガ

如キ,免 疫血清 ノ結合帶 ト過 敏症 ヲ惹起 スルニ要

スル抗原 トノ量的關係ハ同一沈降素單 位ニ於 テ論

ズルナ レバ,結 合帶 ヲ基準 トシテ決定 セラ レ,結

合帶相當量 ノ抗原 ヲ作用 セシメタル時 ニ最 モ強 ク

反應シテ,之 ヨ リ相距 ル事愈 々遠 キニ從 ツテ過敏

症反應モ亦愈々減弱 スル ト證明 セラレ タル事實 ハ

又此海〓 遊離血管標本 逆過敏症實驗 ニ於 テモ證明

セラルル所 ニシテ,吾 人ハ免疫 血清 ヲ抗體 稀釋沈

降反應 ニ依 テ測定 シ結合帶 ヲ決定 シ得 レバ之 ニ從

ツテ所要感 作抗原量 ヲ期待 シ得 ベク,海 〓遊離 血

管標本 ノ逆過敏症實驗 ニ於テ最 モ著明 ナル過敏症

状 ヲ惹起スルニ要 スル感作抗原量ハ免疫血清 ノ結

合帶相當量 ニシテ, 1/4結合帶相當量 ノ抗原 ヲ以 テ

感作セシ時ハ殆 ド過敏症状 ヲ惹起 シ得ザ ルナ リ.

第3節　 感 作 抗 原 量 ト潜伏 期 トノ關 係

被働性過敏症 ニ於テ抗原再 注射 ニ要 スル潜伏期

ハ通常24時 間 ヲ慣用 スレ ドモ,必 ズシモ24時 間

ヲ必要 トスル ト限定 セ ラレタル ニハ非 ズシテ,之

ハ最少感 作沈降素 量ヲ以 テシ タル時 ニ於 テ然 ル ノ

ミナル事實 ハ景 山氏 ノ研 究 ニヨリテ明白ナ リ.

同 氏ハ海〓被働性過敏症 ニ於 テ感作沈降素量 ト

潜伏期短縮 トノ關係 ヲ研 究 シ,漸 次感 作沈降素壁

ヲ増 加ス レバ潜伏 期ハ從 ツテ短縮 セ ラレルモ ノニ

シテ,沈 降 素量500單 位 ヲ以テ感 作セ シ時ハ潜伏

期10時 間 ヲ置 キテ 再 注射 ヲ行 ヘ バ 稍強 キ過敏症

状 ヲ惹起 シタル モ, 17時 間 ノ潜伏期 ニテ 再注射 ヲ

行 ヒテ定型的「シヨツク」死 ヲ惹起 シタ リ.然 ルニ

感作沈降素量 ヲ著 シ ク 増加 シテ7500單 位 ヲ以 テ

前 處置 セル海〓 ニテハ,潜 伏期5分 ニテ再 注射 ヲ

行 ヒテ定型的「シヨツク」死ヲ惹起 セ シメテ,被 働

性過敏症 ニ於テ潜伏期ハ必ズ シモ 一定 不變 ノモノ

ニ非ザル事 ヲ證明 シタ リ.

今海〓遊離血管標本逆過敏症實驗 ニ於 テ感 作抗

原量 ト潜伏期 ノ關係 ヲ闡明 セ ントス.即 チ1群 ノ

海〓 ヲ選定 シ免疫 血清Bノ 結合帶 ヲ標準 トシテ.

結合帶相當量 ノ1/4, 1/2, 1, 2及 ビ20倍 ノ抗原 ヲ

以 テ感作 シタル後,種 々ナル潜伏期 ヲ置 キテ遊離

血管標本 ヲ作 リ, B免 疫 血清 ヲ以テ之 ヲ灌流試驗

シテ其 ノ成績 ヲ比較判定 シタ リ(第4表 参照).

結 合帶相當量 ノ1/4倍 ノ抗原 ヲ 以 テ 前處置 セル

海〓遊離 血管標本 ハ5分 ヨ リ24時間 ノ潜伏期 ニ於

テ實驗 セルニ過敏 症反應 ハ殆 ド陰 性ナ リキ.結 合

帶相 當量 ノ1/2倍 ノ抗 原ヲ以テ 感 作 セ シ海 〓 ノ遊

離 血管標本 ニ在 リテハ,潜 伏期5分 ニテ15.7%, 

2時 間 ニテ31.8%, 8時 間ニテ36.2%. 24時 間 ニ

テ20.6%ノ 流 出液 ノ減少 ヲ示 シ, 48時 間 ニテハ

殆 ド陰性 ナ リ.更 ニ抗原 ヲ増加 シテ結合帶相當量

ノ抗原感 作ヲ行 ヒ タル海 〓遊離血管標本ハ,潜 伏

期5分 ニテ46.7%, 2時 間73.3%, 8時 間 ニテ
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第4表　 感 作 抗 原 量 ト潜 伏 期 ト ノ 關 係

82%, 21時 間 ニテ42.5%ノ 流出液 ノ減少 ヲ示 シ

48時 間 ニテ尚 ホ26%ヲ 示 スモ, 72時 間 ニテハ過

敏症反應殆 ド消失 スルニ到ルナ リ.結 合帶相當量

ノ2倍 ノ抗原 ヲ以テ感 作セル海〓 遊離血管標本 ノ

實驗成績 モ之 ト略ボ同 様ナ リ.更 ニ著 シク大量 ノ

抗原 ヲ以 テ,例 ヘバ結 合帶相當量 ノ20倍 ノ抗原感

作 ヲ行 ヒタル海〓 遊離血管標本ニ就 テノ實驗成績

ハ,流 出液 量 ノ減少ハ結合帶相 當量 又ハ共 ノ2倍

ノ抗原感作 ヲ行 ヒタルモ ノ ト略ボ同様ナルモ,反

應陽 性期 ハ之 ヨ リモ尚 ホ少 シク延長 シテ, 96時 間

ノ潜伏期 ニ於テモ輕微乍 ラ反應 シ, 120時 間ニ到

リテ陰性 トナル.
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以上 ノ實驗 ニ依 リテ見 ルニ最 モ強 キ過敏症状 ヲ

惹起スルタメニ要 スル感作抗原 量ハ結 合帶相當量

ニシテ,此 時最適當潜伏期ハ5分 ヨ リ48時 間ナ

リ.著 シク感作抗原 量ヲ増加 ス レバ少 シク反 應陽

性期ヲ延長ス.然 ルニ海〓 ハ抗原感 作後時 日ノ經

過 ニ伴 ヒ體 内ニ於 テ抗體産生 スルハ勿論 ニシテ,

一方免疫 血清B中 ニハ1:10000稀 釋ニ抗原 殘餘 ヲ

含有 ス.故 ニ之 ト體内 ニテ産生 セラ レタル抗體 ト

ニ依 リテ能働性過敏症 ヲ惹起 スル虞 ナ シ トセズ.

一方實驗 ニ供 シタル海〓 ノ流 血中 ノ抗體産生 ノ

状態ヲ檢スルニ抗原感作後,抗 體 ヲ證 明シ得 ルニ

到ル時期ハ,多 ク72時 間以後 ニシテ沈降素價 低

ク,結 合帶 ハ1:25-1:100ノ 間 ニ在 リ.

免疫血清Bハ 灌流 ニ當 リテ1:500ニ 稀釋 シタ

ルヲ以テ,此 中 ニ含有 セ ラ ル ル 抗原殘餘 ハ更 ニ

(1:10000)×(1:500)=1:500.0000稀 釋 トナ リテ

之ヲ能働性 ニ免疫 セラレタル海〓血中 ノ結合帶 ト

關聯 シテ考慮スル ニ,大 約結合帶相當稀釋 抗原 ヲ

更ニ1:50000稀 釋 スル ニ相當 ス,斯 ク ノ如 キ高度

ノ稀釋抗原ハ殆 ド一見 シテ血管標 本 ノ能働性過敏

症ヲ惹起 スル作用 ナキ ヲ思 ハ シム.

對照 トシテ感作後72, 96, 120時 間 ニ於テ海〓

遊離血管標本 ノ能働 性過 敏症 ヲ實驗 シタル ニ結合

帶相當量 ノ1:10-1:20稀 釋抗原 ヲ以テ血管標本

ヲ灌流 シタルモ斯 ル範圍 ノ潜伏期 ヲ以テ シテハ全

ク反應セザ リキ.以 上 ヨ リシテ免疫 血清 中 ノ抗原

殘餘ニ依 リテ反應 ヲ誤認 スル事 ナ シ.

第4節　 感作 抗 原 量 ト灌 流 沈 降素 濃

度 トノ關 係

對照試驗 ニ於テA, B, C各 免疫血清ハ1:500稀

釋ニ於 テハ最早正常 海〓 遊離血管標本 ニ何等毒性

ヲ示サザル ヲ證明 シタ リ.サ レバ本節 ニ於 テハ各

免疫 血清ハ感作海〓遊離 血管標本 ニ奈邊 ノ稀釋度

迄作用 シテ過敏症状 ヲ惹起 スルヤ及ビ之 ト感 作抗

原 量 トノ關 係 ヲ求 メン トス.

免疫 血清A, B, C 3種 ニ對 シテ各 々結 合帶相當

量 ノ1/4, 1/2, 1及 ビ2倍 ノ抗原 ヲ以 テ感作 セル海

〓 ニ於 テ,一 定 潜伏期 ノ後 ニ遊 離血管標本 ヲ作 リ

當該免疫血清 ノ各1:500, 1:1000, 1:2000稀 釋溶

液 ヲ以 テ灌流 シテ實驗 シタ リ.

先 ヅ免疫血清Aニ 屬 スル1群 ノ成績 ヲ見 ルニ,

 1:500稀 釋溶液 ヲ以 テ灌流 シタル時 ニ結合帶相 當

量,又 ハ其 ノ2倍 ノ抗原 ヲ以 テ感作 セラ レタル海

〓遊離血管標本ハ略 ボ同程度 ノ反應 ヲ呈 シ,此1

群中 ニテ最 モ強 キ過敏症状 ヲ惹起 ス レドモ, 1/2結

合帶相當量 ノ抗原 ヲ以テ感作 セラレタルモ ノハ著

シク輕度 ニ反應 シテ其 ノ流出液 ノ減少率ハ前者 ノ

約半 量 トナ レ リ.

1/4結合 帶相當 量 ノ抗原感作 ヲ行 ヒタルモ ノハ免

疫 血清1:500稀 釋 ヲ以 テ灌流 スルモ僅 ニ過 敏症反

應 ヲ呈 シタリ.

次 ニ免疫血清Aヲ1:1000稀 釋 ニテ各感作抗原

量 ノ海〓 遊離血管標本 ヲ灌流 シタル ニ,結 合 帶相

當量及 ビ其 ノ2倍 ノ抗原 ヲ以 テ感作 セ シモ ノハ略

ボ同程度 ニシテ可成 リ強度 ノ流出液 量減少 ヲ示 シ

1/2結合帶相當量 ノ抗原 ヲ以テ感作セ シモ ノハ過敏

症反應著 シク減退 シテ輕度 ニ反應 スル ニスギズ,

 1/4結合帶相當量 ノ抗原 ニテ感作 セシモ ノハ殆 ド全

ク反應ナ シ(第5表 参照).

更 ニ免疫血清Aヲ1:2000ニ 稀釋 シテ灌流 スル

時ハ,結 合 帶相當量又 ハ其 ノ2倍 ノ抗原 ヲ以 テ感

作セ ラレタル海〓 遊離血管標本 ハ輕度 ナル流出液

量 ノ減少 ヲ示 スモ, 1/2及ビ1/4結 合帶相當量 ノ抗

原 ヲ以テ感 作セ ラレタル モ ノニ在 リテハ殆 ド全 ク

過 敏症反應 ヲ呈セズ.

免疫 血清Bヲ 使用 シテ以上 ト同様 ナル實驗 ヲ行

ヒ タルニ其 ノ成績 ハ免疫 血清Aノ 場合 ト略 ボ同様

ナ リキ.コ レハ兩 免疫 血清ハ結合帶 ハ異ナ レ ドモ

沈降素價 ヲ等 シクスル タメナ ラン.
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第5表　 感作抗原 量 ト灌流沈降素濃度 トノ關係
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次ニ免疫血清Cヲ 以テ灌流 シ タル實驗成績 ヲ見

ルニ,先 ヅ1:500稀 釋溶液 ニテ灌流 シタルニ結 合

帶相當量及ビ其 ノ2倍 ノ抗原感 作海〓 ノ遊離 血管

標本ニ於テハ兩者 ノ成績略 ボ同様 ニシテ相當 強度

ノ流出液量減少 ヲ示 スモ尚ホA, B兩 免疫 血清 ヲ

以テ實驗 シタル成續 ニ比 スレバ著 シク弱 クナ リタ

ルヲ見ル可 ク, 1/2結合帶相當量 ノ抗原 ニテ感 作 シ

タルモ ノハ更ニ一 層過敏症反應弱 ク シテ僅 ニ流 出

液 ノ減少 ヲ見 ルニスギズ. 1/4結合帶相當量 ノ抗原

ニテ感作セ ラレタル海〓遊離 血管標本 ニ在 リテハ

最早反應 ヲ惹起 シ得ザル ニ到 レリ.

免疫血清Cヲ1:1000稀 釋ニテ同様 灌流 セ シム

ル時ハA, B兩 免疫血清 ノ同 様稀釋 ヲ以テ灌流 シ

タル成績 ニ比較 ス レバ.極 メテ反應 ハ輕度 ニシテ

結合帶相當量及 ビ其 ノ2倍 ノ抗原 ヲ以 テ感作 シタ

ル海〓遊離血管標本 ニ在 リテハ流 出液 ハ輕度 ノ減

少 ヲ見ル ニスギズ, 1/2及 ビ1/4結 合帶相當 量 ノ抗

原 ヲ以テ感作 セシモノハ殆 ド過敏症反應 ヲ認 メ得

サルナリ,

更ニ免疫血清Cヲ1:2000稀 釋 ニテ灌流 セ シム

ル時ハA, B兩 免疫血清 ヲ同様稀 釋ニテ灌流 シテ

實驗セシ成績 ニ比較 シテ大イ ニ異 リ,結 合帶相當

量又 ハ其 ノ2倍 ノ感作抗原量 ヨ リ1/4結 合帶相當

量 ノ抗原 ヲ以テ感 作セ シ海〓遊離血管標本 ハ何 レ

モ認 メ得 ル程度 ノ流出液 ノ減少 ヲ示サ ズ,即 チ殆

ド過敏症現象 ヲ惹起 シ得ザル ヲ見 ルナ リ.

依之觀是海〓遊離 血管標 本 ノ逆 過敏症 ニ於テハ

灌流液中 ノ沈降素量 ノ多少 ニ依 リテ惹起セ ラルル

過敏症現象ニ強弱 ヲ生 ズルモ ノナ リ.吾 人 ハ對照

試驗 ニ於テ1:500ヨ リモ濃度大 ナル免疫 血清 ヲ以

テ血管標本 ヲ灌流 スル事 ヲ得ザ リシタメ,ヨ リ大

ナル沈降素濃度 ヲ以 テ實驗 シ タル成績 ヲ求 メ得ザ

リシハ遺憾 トスル所 ナレ ドモ, 3種 ノ免疫 血清 ヲ

通 ジテ沈降素量 ノ大量 ヲ以 テ灌流 スル ニ從 テ惹 起

スル過敏症反感ハ著明 ニシテ,灌 流液 中 ノ沈降素

量少量 ナ レバ從 ツテ反應 モ亦漸次微弱 トナルヲ見

ルナ リ.即 チ「リンゲル」氏液1000cc中 ニA又 ハ

B免 疫血清2cc即 チ2000單 位 ノ沈降素量 ヲ含有

スル時 ニ最 モ強度 ノ過 敏症反 應 ヲ呈 シタ リ.而 シ

テA, B兩 免疫血清 ノ0.5cc C免 疫 血清 ノ1ccヲ

「リン ゲル」氏液1000cc中 ニ含 有 スル時,即 チ500

單位 ノ沈降素量 ヲ含有 スル時 ニ於 テハ,結 合帶相

當量 ノ抗原感作海〓遊離 血管標本 ニ於 テ ノ ミ輕度

ノ過敏症状 ヲ惹起 シ得 タリ.而 シテ最少感作 抗原

量 ニ於テ過敏症現象 ヲ惹起 スルニ要 スル最少 灌流

沈降素量ハ, 1/2結合帶相當量 ノ抗 原 感 作 ノ時 ニ

「リンゲ ル」氏液1000cc中 ニ沈降素量1000單 位 ノ

割 ニ含有 セル時 ナ リ.

第5節　 海 〓 遊 離 血 管標 本逆 過 敏 症

ニ於 テ モ抗 過敏 症 現 象 存 在

スル ヤ否 ヤ

生體過 敏症實驗 ニ於テ抗過 敏症 ノ存在 スル事ハ

一 般學者 ノ認ム ル所ナ ルガ,之 ガ成立 ノ機轉 ニ關

シテハBessan氏 ハ再 注射抗原 ニ依 リ血中 ニ新生

セ ラレタル過敏毒 ニ依テ動物體細胞 ノ感受 性 ノ減

退 ニ依ル ト説明 シ,又Friedberger, Doerr,小 酒

井氏等ハ試 驗管内 ノ抗體 抗原反 應ニ於 ケル ガ如 ク

抗體 ノ中和 ニヨル ナラン ト唱 へ, Weil氏 ハ試驗

管内 ニ於 ケル ガ如 キ定 量的反 應 ト異 リテ膠 質反 應

即 チ物理 的割合 ヲ以テ起ル抗體 消失 ニ期セ ン トス

ルガ如 シ.

尚 ホ遊離臟器 ノ過敏 症實驗 ニ於テハ最 近桑名氏

ハ海〓 腸管 ヲ以 テ シテ抗過 敏症 ノ可能ナル ヲ報告

シ,又 伊東 氏ハ海〓 遊離 血管標 本 ノ過 敏症實驗 ニ

於 テ抗過敏症現 象 ノ成立 ヲ證 明 スル所 ア リタ リ.

余 ハ先 キ ニ家兎遊離 子宮逆過 敏症實驗 ニ於 テ抗

過敏症現象 ノ存在 ヲ證 明 シタ リ.今 此海〓 遊離血

管標 本逆過 敏症 ニ於 テモ抗過 敏症現象 ノ存在 スル

ヤ 否ヤヲ證 明セ ン トス.即 チ免疫 血清Bヲ 使用 シ,
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此結合帶相當量,其 ノ2倍 及 ビ1/2倍 ノ抗原 ヲ以

テ海〓 ヲ感作 シ一定潜伏期 ノ後 ニ コレヨ リ遊離血

管標本 ヲ作 リ,先 ヅ除感 作 トシテ免疫 血清Bノ 各

1:4000, 1:2000及 ビ1:1000稀 釋溶液 ヲ以テ灌流

ヲ行 ヒ其 ノ際 ニ發現 スル流 出液 ノ減少 ヲ觀察 シ,

30分 ノ後 ニ 「リンゲル」氏液 ニテ 血管 ヲヨク流通

シテ流出液量 ノ恢復 ヲ認 メタル後 ニ,免 疫血清B

ノ1:500稀 釋溶液 ヲ以テ 第 二次 灌流 ヲ行 ヒタリ

(第6表 參照).

第6表　 海〓遊離血管標本逆過敏症ニ於ケル抗過敏症實驗

今其 ノ成績 ハ上表 ニ於テ見ルガ如 クニシテ,除

感 作ニ於 テ強度 ナル流 出液 ノ減少 ヲ示 シタルモ ノ

程,第 二次灌流 ヲ行 ヒタル際 ニ發現 スル過 敏症現

象 ハ輕度 ナ リ.即 チ免疫 血清Bノ1:1000稀 釋 ヲ

以 テ第一次灌流 ヲ行 ヒタル血管標 本ハ第 二次灌流

ニヨ リテ殆 ド過 敏症状 ヲ示 サズ.然 ル ニ1:2000稀

釋免疫血清 ニテ一次灌流 ヲ行 ヒ タル血管標 本ハ,

第 二次灌流 ニヨ リテ輕度 ニ反應 シ,第 一次灌流 ニ

於 テ1:4000稀 釋免疫 血清 ヲ以テ シタル血管標本

ハ,第 二次灌流 ニヨ リテ相當強度 ノ流出液 ノ減少

ヲ示 ス.然 レ ドモ對照 タル除感作 ヲ行ハザ リシモ

ノニ比 ス レバ其 ノ過 敏症状ハ程度輕 キヲ認 メ得ル

ナ リ.以 上 ヨ リシリ海〓 遊離 血管標 本逆過 敏症 ニ

於テ モ生體竝 ニ伊東氏 ノ海〓 遊離血管被働 性過 敏

症 ニ於 ケルガ如 ク抗過敏症 ノ存 在 ヲ認 メ得ベ シ.

第6節　 副 抗 原 感 作 ニ依 ル海 〓 遊離

血 管 標 本 ノ逆 過 敏 症 實驗

過敏症 ハ 主抗原 ノ外 ニ其 ノ近親度ニ從 ツテ類屬

反應 ヲ呈 スルハ一般 ニ認 メラルル所ナ リ.併 シ乍

ラ感作海〓 ノ遊離臟器 ヲ以 テ之 ガ實驗 ヲ行へル者

ニ到 リテハ甚少 シ.武 田氏 ハ緬羊血清 ヲ以テ免疫

シタル海〓遊離肺 ハ山羊 血清 ニ對 シテハ殆 ド主抗

原 ト同等 ノ類屬反應 ヲ呈 スルモ牛,馬,犬 血清ニ

對 シテハ反應 セザル ヲ實驗報告セ リ.景 山氏ハ山

羊 血清ニテ免疫 シタル海〓 遊離肺ハ牛血清ニ對シ

テハ類 屬反 應 ヲ呈セズ ト稱 シ,桑 名氏ハ山羊血清

ニテ免疫 シタル海〓 遊離腸管ハ牛血清 ニ依 リ類屬

反應 ヲ呈 シ,馬 血清 ニハ反應 セザ ルヲ見 タリ.又

伊東氏 ハ抗 牛血清家兎 免疫血清 ニテ被働性 ニ免疫

サ レタル海〓 遊離 血管標本 ハ山羊血清ニヨ リ類屬
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反應 ヲ呈スルヲ報告 シタ リ.

余 ハ抗牛血清家兎免疫血清 ニ依 ル海〓 遊離 血管

標本逆過敏症實驗 ニ於 テ主抗原 ノ外,副 抗原 ニ依

ル類屬反應 ヲ檢 シダリ.

副抗原 トシテハ山羊,家 兎,海 〓 及 ビ家鶏血清

ヲ使用 シ,之 等 ノ各 々ヲ免疫血清Bノ 結合帶相當

量及 ビ其 ノ2倍 量 トナル如 ク海〓 ノ静脉 内ニ感作

シタル後,一 定 ノ潜伏期 ヲ置 キテ脱血死 ニ到 ラ シ

メテ遊離 血管標 本 ヲ作 リ,之ヲ免疫血清Bノ1:500

稀釋溶液 ニテ灌流 シテ實驗セ リ(第7表 參照).

第7表　 副抗原感作ニヨル海〓遊離血管標本逆過敏症

R. S.=牛 血 清, Z. S.=山 羊 血 清, K. S.=家 兎 血 清, Ms. S.=海 〓 血 清. H. S.=鶏 血 清

其 ノ實驗成績 ハ第7表 ニ示 スガ如 ク海〓 遊離 血

管標本逆過 敏症 ニ於テ モ其 ノ近親度 ニ從 ツテ類屬

反應 ヲ呈 ス,即 チ主抗原 タル牛 血清 ヲ以テ感 作セ

ラレタル血管標 本ハ強度 ノ流出液 ノ減少 ヲ示 スニ

對シ,山 羊血清 ヲ以テ感作 セラ レタル血管標 本ハ

輕度ニ流出液 ノ減少 ヲ示 ス,他 ノ家兎,海 〓 及ビ

家鶏血清 ヲ以テ感作 セラ レテル血管標本 ハ總 テ反

應セズ.

第7節　 加 熱 抗 原 感 作 ニ依 ル海 〓 遊

離 血 管 標 本 逆 過 敏 症 ニ就 テ

加熱抗原ガ加熱時間及 ビ温度 ニ比例 シテ反應原

性ヲ減退消失 スルハ既 ニ知 ラ レタル所 ナ リ.之 ヲ

景山氏ハ海〓遊離肺過敏症 ニ於 テ實驗 シテ抗原 ヲ

75℃, 30分 加熱 シタル ニ微 ニ反應原性 ヲ有 シコ レ

以上 ノ加熱ニ依 リテハ全 ク反 應原性 ヲ失 フ ト云 へ

リ.桑 名氏ハ海〓 遊離 腸管過 敏症ニ於 テ同 様ニ加

熱抗原 ヲ以テ實驗 ヲ行 ヒテ抗原加熱度 ノ進 ムニ從

ヒテ過敏症 ヲ惹起 スル能力ハ次第 ニ減少 シ100℃

加 熱ニ到 リテハ全 ク反應 ヲ呈 セズ ト唱 ヘ タリ.伊

東 氏ハ海〓 遊離 血管標本 ノ被働性過敏症實驗 ニ於

テ同様ニ加 熱抗原 ノ作用 ヲ研究 シテ,同 ク抗原加

熱度 ノ進行 スル ト共ニ反 應原 性 ノ減退 ヲ見 ルヲ證

明 シ, 100℃, 30分 加熱 抗原ハ全 ク反 應 ヲ惹 起 シ

得ズ ト報告 シタ リ.

余ハ此海〓遊離血管標本逆過 敏症 ニ於テ加熱抗

原 ヲ以テ感作 シタル時 ノ反應 ヲ知 ラン トシテ,抗

原 タル牛血清 ヲ蒸餾水 ニテ5倍 ニ稀釋 シ,之 ヲ

各 々56℃, 60°, 70℃, 80℃ 及 ビ100℃, 30分 間重

湯 煎 ニテ加熱 シ,後0.85%ノ 割ニ食鹽 ヲ加 ヘタル

モ ノヲ各々海〓 ノ頸静脉 内 ニ免疫 血清Bノ 結合帶

相當量 ノ割 ニ注射 シ,一 定潜伏期 ノ後 ニ各 血管標
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本 ヲ免疫 血清Bノ1:500稀 釋溶液 ニテ灌流 シタリ.

然 ルニ100℃ 30分 加熱 抗原 ニテ感 作 シ タル血管

標本 ハ全 ク過 敏症反 應 ヲ呈 セズ. 70℃ 30分 加 熱

抗 原ニテ感作 シタル血管標 本ハ輕度 ノ流 出液量 ノ

減少 ヲ示 シ, 60℃ 30分 加熱抗原 ニテ感作 シ タル

モ ノハ稍 著明ナル過 敏症状 ヲ呈 シ, 56℃ 30分 加

熱抗原 ニテ感 作 セヲレタル血管標本 ノ反應ハ對照

ト比較 シテ殆 ド差異 ナキ ヲ認 メタ リ.以 上 ニ依 リ

海〓 遊離 血管標 本逆過 敏症 ニ於 テモ加熱抗原 ニテ

感作 スレバ其 ノ加熱 度 ノ進 ムニ從 ツテ過 敏症惹起

能カ ノ次第 ニ減退 スルモ ノナル事 ヲ證明 シ得ベシ

(第8表 竝 ニ第4圖 參照).

第8表　 加熱抗原感作ニ依ル海〓遊離血管逆過敏症

第4圖

第4章　 總括竝ニ考按

本章ニ於テハ以上實驗成績 ヲ綜合 シテ批判

ヲ加へ尚ホ之 ヨリ歸納 シ得ル結論 ヲ考察セン

トス.

1.抗 體稀釋沈降反應ニヨリ免疫血清 ノ結

合帶 ヲ測定シ,過 敏症 ヲ惹起 スルニ要スル抗

原再注射量 ヲ決定 シ得ル事竝 ニ結合帶相當量

ノ抗原 ヲ再注射 スル事ニ依 リ最モ強ク過敏症

状 ヲ發現 セシメ得 ル事ハ吾教室諸氏ノ研究ニ

ヨリ明白ナル所 ニシテ,之 ヲ今海〓遊離血管

標本逆過敏症ニ就テ見ルニ感作抗原量ヲ免疫

血清 ノ結合帶相當量 トナス時ニ最モ強度ナル

流出液 ノ減少ヲ示 シ,感 作抗原量ヲ漸次減少

ス レバ從 ツテ過敏症状モ亦次第ニ減退スルヲ

見タ リ.伊 東氏ノ生體竝ニ遊離血管標本ニ於

ケル過敏症實驗及ビ桑名,大 城兩氏ノ海〓遊

離腸管及 ビ余 ノ子宮ノ過敏症實驗 ニ於テモ結

合帶 ト抗原再注射量 トノ關係ハ同様ナル成績
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ヲ示 シタリ.

海〓遊離血管標本逆過敏症 ニ於テ免疫血清

ノ結合帶ヲ正確ニ測定スレバ感作抗原量 ヲ豫

定シ得ル事ハ頗ル意味深キ所ナ リ.

2.被 働性過敏症ニ於テ慣用 セ ラル ル24

時間ノ潜伏期 ハ感作抗體ガ動物體細胞ニ固定

スル爲メニ要 スル時間ナリトセラルルモ,景

山氏ノ研究ヲ參照スレバ必ズシモ一定不變 ノ

モノニ非ザルガ如 シ.汎 ク知 ラレタル如 ク動

物體内ニ於テ過敏症 ヲ發現 スル爲ニ抗體 ト抗

原 トガ反應スル場所 トシテハ從來ノ3説,即

チ細胞説,體 液説及 ビ此兩者ノ折衷説 アリテ

尚ホ未ダ諸説一定セザルガ如 シ.細 胞説 ヲナ

ス一派ノ學者ハ被働性過敏症ニ於テ潜伏期 ヲ

必要 トスル事實及 ビ血液ヲ洗滌除去セラレタ

ル臟器ニ於テモ尚ホ過敏症ヲ惹起 シ得ル事實

等ヨリシテ,其 ノ説 ヲ爲ス ト雖 モ例ヘバ景山

氏ノ實驗 シタル大量沈降素感作ニ依 リテ殆 ド

潜伏期ナクシテ被働性過敏症 ヲ惹起 シタル事

實ヲ説明スルニハ,尚 ホ盡 シ得テ餘 リナ シト

ハ云ヒ難 シ.又 體液説 ヲ以テノ ミシテハ説明

シ盡 シ得ザル幾多ノ事實 アリテ諸説容易 ニ一

定シ得ザル状態ナリ.逆 過敏症ハ被働性過敏

症 ト抗體抗原ノ作用順序ヲ轉倒 シタルノミニ

シテ,體 内ニ於クル之等兩者ノ作用状態ハ一

般過敏症 ト全ク同一ナリヤ否ヤ未ダ判明セザ

ル所ニシテ,直 チニ被働性過敏症 ト對比 シテ

論ズルハ不可能ナル所ナ レドモ,海 〓遊離血

管標本逆過敏症ニ於テ殆 ド潜伏期ヲ必要 トセ

ザルハ注目ス可キ所ナ リ.何 故斯 ク潜伏期 ヲ

殆 ド必要 トセザルカバ尚 ホ今後ノ研究ニ俟タ

ザル可ラズ,然 レドモ恐 ラク大量 ノ沈降素 ヲ

以テ感作 シタル景山氏 ノ被働性過敏症 ト一脉

相 通 ズ ル モ ノ ア ル ニ 非 ズ ヤ ト思 ハ シ ム ル モ ノ

ナ リ.

3.被 働性過敏症實驗ニ於テ結合帶同一ナ

ル免疫血清ヲ以テ感作 シタル時ニ,感 作沈降

素量多キ海〓ハ,少 キ海〓ニ比 シテ,ヨ リ少

量 ノ抗原再注射ニヨリテ過敏症 ヲ惹起 シ,換

言 スレバ少量沈降素ニテ感作セラレタル海 〓

ハ大量沈降素感作ノ海〓ニ比 シテ比較的大量

ノ抗原ヲ以テ再注射 ヲ行 フニ非ザ レバ過敏症

ヲ惹起 シ難 キハ伊東氏ノ研 究 ノ報 ズル所 ナ

リ.海 〓遊離血管標本逆過敏症ニ於テモ同 一

沈降素單位量ヲ以テ血管 ヲ灌流 スル時ニ,少

量抗原 ヲ以テ感作 シタル海〓ハ,大 量抗原 ヲ

以テ感作セラレタル海〓ニ比 シテ反應弱 ク,

感作抗原量,ヲ減少スレバ遂ニハ殆 ド反應ヲ認

メ得ザルニ到ル.又 或ル沈降素量ヲ以テ灌流

シテ認メ得ベキ反應 ヲ惹起 シ得ザル感作抗原

量ニテ前處置 シタル海〓遊離血管標本モ,更

ニ大量ノ沈降素量ヲ以テ灌流スレバ尚ホ著明

ナル過敏症現象ヲ發現 シ得ルヲ見 レバ,一 般

過敏症 ト比較 シテ抗原抗體 ノ作用順序ハ表裏

逆ナガラ海〓遊離血管標本逆過敏症ニ於テモ

過敏症 ヲ惹起 スルニ要 スル抗原抗體 ノ量的關

係ノ存在 ヲ認 メ得ベシ.

4.生 體過敏症ニ於ケル特異性抗過敏症ハ

抗原 ノ再注射ニ ヨリ血中ニ存 スル抗體ガ化學

的定量的ニ,或 ハ膠質反應即チ物理的割合ヲ

以テ起ル抗體消失ニ因ス ト稱 シ,又 ハ之等 ト

全ク根據ヲ異ニスル過敏毒發生ニ依ル動物體

ノ感受性減退ヲ以テ説明セル者 アリ.然 ルニ

海〓遊離血管標本逆過敏症實驗ニ於テハ一旦

少量沈降素ヲ以テ灌流 シテ反應 シタル血管

モ,再 度大量 ノ沈降素ノ液流ニ依 リテ反應ヲ
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呈 スルヲ見 レバ,感 受性ノ減退ヲ以テハ説明

シ盡 シ得ザル ト共 ニ物理的割合 ヲ以テ抗原 ノ

消費 トモ認 メ得 ズ.依 之觀是,抗 體抗原 ノ反

應ハ抗原ニ依 テ試驗管内抗體吸収ニ於 ケルガ

如 ク抗體 ノ定量的ニ吸収セラルルモノ ト推論

シ得ベク,即 チ第一次灌流ニ於ケル抗體 ハ僅

少ニシテ抗原ノ吸収不十分ニ シテ尚ホ細胞中

ニ一定量ノ抗原 ヲ殘存 セル場合 ニ於テハ抗過

敏症ナル現象ハ成立 セザルモノニシテ,其 ノ

抗原ヲ十分吸収 シテ一定量以下 トナリテ始 メ

テ抗過敏性 トナルモノノ如 シ.

5.生 體過敏症ニ於テ主抗原 ノ外ニ動物相

互ノ近親度ニ從 ヒ類屬反應ヲ呈スルハ既ニ諸

家 ニ依 リテ證明セラレタル所ナルガ,遊 離臟

器 ヲ以テスル過敏症反應ニハ生體ニ於ケルガ

如 ク類屬反應ヲ呈セズシテ極 メテ特異性 ヲ有

スルハ武田及 ビ景山氏 ノ報告スル所ナ リ.又

桑 名氏ハ海〓遊離腸管過敏症ニ於テ山羊血清

ニテ免疫 シタル腸管 ハ牛血清 ニ依 リテ類屬反

應ヲ呈 スルヲ證明シ,伊 東氏ハ海〓遊離血管

標本ノ抗牛血清家兎免疫血清 ヲ以テスル被働

性過敏症ニ於テ,山 羊血清 ヲ以テ灌流スル時

ニ類屬反應 ノ存在 テ認メタ リ.

海〓遊離血管標本逆過敏症 ニ於 テ此問題ヲ

探求 シタルニ,山 羊血清 ヲ以テ感作 シタル血

管標本ハ抗牛血清家兎免液血清ヲ以テ之 ヲ灌

流 スル時ハ輕度乍ラ流出液ノ減少ヲ見テ明 カ

ニ類屬反應 ノ存在 ヲ認メタ リ.

6.加 熱抗原ハ加熱度及 ビ加熱時間ニ從 ツ

テ抗原性 テ消失スルハ汎ク認メラルル所ナル

ガ,桑 名氏 ハ海〓遊離腸管過敏症 ニ於 テ70℃ 

30分加熱抗原ハ著 シク抗原性 ヲ減弱スルヲ報

告 シ,伊 東氏ハ海〓遊離血管標本ノ被働性過

敏症 ニ於テ加熱抗原 ノ抗原性減退ヲ證明スル

所アリタリ,海 〓遊離血管標本逆過敏症ニ於

テ感作スルニ加熱抗原 テ以テスル時ハ,其 ノ

加熱度 ノ進 ムニ從 ヒ次第 ニ抗原性 テ減退 シ,

抗原ノ温熱ニヨル状態特異性 テ證 明 シ得タ

リ.

第5章　 結 論

1.抗 牛血清家兎免疫血清 ニ依 リ抗原ヲ感

作 シタル海〓ノ遊離血管標本ニ逆過敏症 卜認

ム可 キ反應 ヲ惹起 シ得タ リ.

2.海 〓遊離血管標本ニ於テ逆過敏症ヲ惹

起 スルニ必要ナル感作抗原量 ハ使用セントス

ル免疫血清 ノ結合帶相當量ニシテ,各 免疫血

清 ニ就テハ一定ナリ.

3.海 〓遊離血管標本ニテ逆過敏症ヲ惹起

スルニ要スル最短潜伏期ハ抗原感作後5分 ナ

リ.

4.灌 流液中ニ於ケル所要最少沈降素量ハ

最少抗原量感作 ノ時ニ於テ灌流液1000cc中

ニ沈降素量1000單 位ヲ有スル事ヲ必要 トス.

5.海 〓遊離血管標本逆過敏症ニ於テモ抗

過敏症現象存在 ス.

6.類 屬反應及 ビ加熱抗原ノ状態特異性ヲ

海〓遊離血管標本逆過敏症ニ於テ證明スルヲ

得 タリ.

終 リニ臨 ミ終始御懇篤 ナル御指導 ト御校閲

トヲ賜ハ リタル恩師緒 方教授 ニ衷心感謝 ノ意

ヲ表 ス.

本論文 ノ要 旨 ハ岡山醫學會第44囘 總會ニ

於テ演説 シタ リ.
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