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太 陽 燈 照 射 ノ生 物 學 的 作 用 ニ就 テ

(第2岡 報 告)

岡山醫科大學皮膚科泌尿器科教室(主 任根岸教授)

聾 士　檜 垣 律 夫

[昭和7年10月14日 受稿]

Aus der Dermato-urologischen Klinik der Okayama Medizinischen Fakultat
(Vorstand: Prof. Dr. Hiroshi Negishi).

Uber die biologische Wirkung der Rohensonnenstrahlen

(II. Mitteilung).

Von

Dr. Ritsuo Higaki.

Eingegangen am 14. Oktober 1932.

Als Erganzung der I. Mitteilung hat der Verf. unter Verwendung von erwachsenen 

Kaninchen die folgenden 2 Versuche angestellt.

I) Veranderung des Blutbildes und des Kalium- and Calciumgehaltes im Blut, 

welche innerhalb 12 Stunden nach der Bestrahlung auftritt.II

) Untersuchung des Blutbildes, sowie des Kalium- and Calciumgehaltes im 
Blute bei Serienbestrahlungen mit 6 tagigen Abstanden.

Bei der ersten Untersuchung gelang es mir die folgenden Resultate zu erzielen.

1) Durch die Bestrahlung zeigen das Korpergewicht, die roten Blutkorperchen, 

der Hb-gehalt, sowie der Farbeindex fast keine Abweichung im Vergleich zur Kontrolle.

2) Die Gesamtzahl der Leukozyten nimmt schon 1 Stunde nach der Bestrahlung 

deutlich zu; nach 5 Stunden zeigt sie auch den gleichen Befund, um sich nach 12 

Stunden etwas zu vermindern.

3) Die eosinophilen Leukozyten, die Monozyten und die Mastzellen sind durch 

die Bestrahlung kaum beeinflusst.
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4) Die Lymphozyten haben im prozentuellen Verhaltnisse immer abgenommen. 

Dagegen zeigt sich bei ihnen in der absoluten Zahl keine Veranderung, was auf die 

Vermehrung der gesamten Leukozyten zuruckzufuhren ist.

5) Die pseudoeosinophilen Leukozyten haben sich sowohl relativ als absolut in 

ihrer Zahl vermehrt. Die Kernverschiebung dieser Zellen tritt schon 1 Stunde nach 

der Bestrahlung deutlich auf, um dann mit der Zeit immer starker anzusteigen.

6) Der Kaliumgehalt im Blut zeigt immer eine deutliche Abnahme.

7) Der Calciumgehalt im Blut vermindert sick etwas 1 Stunde nach der Bestrahl

ung, kehrt nach 5 Stunden wieder zur Norm zuruck, um sich nach 12 Stunden ein 

wenig zu vermehren.

Die Ergebnisse der zweiten Untersuchung konnen in folgender Weise zusammen

gefasst.werden.
1) Das normale Kaninchen wird durch die Bestrahlung viel weniger beeinflusst 

als das anamische.

2) Durch die Bestrahlung erfahren das Korpergewicht, die roten Blutkorperchen 

and der Hb-gehalt keine besondere Abweichung.

3) Die Gesamtzahl der Leukozyten zeigt immer eine starke vermehrung.

4) Die Lymphozyten vermindern sich der relativen Zahl nach, wahrend bei ihnen 

der absoluten Zahl nach nachts Auffallendes zu konstatieren ist.

5) Die Zahl der eosinophilen Leukozyten hat stets sowohl relativ als auch absolut 
zugenommen, die Kernverschiebung ist auch stark erhoht.

6) Der Kaliumgehalt im Vollblut zeigt eine deutliche Verminderung, wahrend 

der Calciumgehalt im Vollblut eine leichte Vermehrung aufweist. Daher ist die Quote 

von Kalium and Calcium immer herabgesetzt. (Autoreferat).
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第1章　 緒 論

曩 ニ余 ハ家兎ニ於 テ太陽燈連續照射 ヲ行 ヒ,其 ノ際使用光線量ノ變化ニヨル血液像竝 ニ血中

K, Ca量 ノ移動 ニ就キテ研究 セル ガ,適 量照射 ハ生體 ノ生活機能亢進ヲ來 シ,過 度 ノ照射 ハ却

テ生活機能障碍 ヲ來ス事 ヲ實驗的ニ證明 セリ.蓋シ前實驗ハ太陽燈照射後24時 間ニ於ケル成績

ナル ヲ以 テ,今 回ハ照射後24時 間迄 ノ時間的變化,即 チ照射後1時 間, 5時 間, 12時 間ニ於テ

夫々檢査 シ,其 ノ間ニ於ケル血液像竝 ニ血中K, Ca量 ノ移動 ヲ檢 セリ.實 驗使用光線量ハ前實

驗ニ於テ家兎生體 ニ最適量 ト認 メタ レタル照射距離30cm,照 射時間10分 間ヲ使用 セリ.

扨 テ次 ニ前實驗ニ於ケル主要目的ハ太陽燈照射 ニヨル健康正常家兎血液像竝ニ血中K, Ca量

ノ移動ニ存 セシモ,實 驗 ニ際 シテハ所要材料 トシテ毎常8-9ccノ 採血ヲ餘儀ナクセシメラレ,

從テ結果ハ貧血家兎ニ於ケル太陽燈照射ノ影響 ニ外 ナラザ リシモノナ リ.依 テ更 ニ本實驗ニ於

テハ毎日太陽燈照射 ノミヲ行 ヒテ採血ヲ行ハズ,唯6日 目毎 ニ實驗 シテ採血ニヨル影響 ヲ僅微
ら

ナ ラ シメ,以 テ主 ニ太 陽燈 照 射 ニ ヨル影 響 ノ ミヲ窺 ハ ン ト企 圖 セル モ ノ ナ リ.

即 チ本 實 驗 ハ主 ト シテ 上述2點 ニ就 テ檢 索 セル モ ノ ニ シテ,之 ニ ヨ リテ聊 カ前 論 文 ノ足 ラザ

リ シ所 ヲ補 ハ ン ト欲 ス.

第2章　 實驗材料及ビ其ノ方法

實驗動物ハ前實驗 ト同一 條件 ノモノヲ用 ヒ,血 液

像檢査 方法,血 中K, Ca定 量法等モ總テ前 實驗 ト同

一 方法 ヲ蹈襲 セ リ.太 陽燈 ハ前回用 ヒ シモ ノヲ其 ノ

儘使用 シ,照 射 光線 量ハ總 テ照射距離30cm,照 射

時間10分 トセル タメ 以下照 射光線量 ハ ー 々記載 セ

ズ.両 ホ記 事 ヲ簡單 ニスルタメ前回 ト同一 ノ諸種記

號 ヲ使用 セ リ.

第3章　 實 驗 成 績

第1節　 太陽燈照射 ニ ヨル血液像 竝ニ血中K, Ca量 ノ時間的變 化

前論文 ニ於ケル諸實驗ハ太陽燈照射後24時 間 ニ於ケル血液像竝ニ血中K, Ca量 ノ變化 ナル

ヲ以テ,本 節 ニア リテハ照射後24時 間迄 ノ時間的變化.即 チ照射後ノ1時 間, 5時 間, 12時 間

ニ於ケル血液像,血 中K , Ca量 ノ移動 ヲ檢査セリ.

第1項　 對 照 實 驗

前論文第1表 第1回 ノ成績ハ健常家兎 ニ於ケル血液像竝ニ血中K, Ca量 ニシテ,第2回 ノ成

績ハ第1回 採血後24時 間ニ於ケル血液像,血 中K, Ca量 ナ リ.第2回 採血1後24時 間 ノ成績 ハ

第3回 ニ示 セ リ.本 節 ニ ア リテ ハ採 血 後24時 間 ニ シテ太 陽 燈 照 射 ヲ行 ヒ,其 ノ後1時 間, 5時

間, 12時 間 ニ シテ血 液像,血 中K, Ca量 ヲ檢 査 セル モ ノ ナル ガ,夫 レニ相 當 スル對 照 實驗 ヲ

ー 々繰 返 スハ却 テ徒 ラ ニ煩 雜 ヲ招 ク ノ ミ ナル ヲ以 テ,前 論 文 第1表 ノ成 績 ヲ此 處 ニ其 ノ儘 使 用

シ,以 テ 對 照 試 驗 ニ代 フル コ ト トセ リ.即 チ第1表 ニ示 セル成 績 ナ リ.
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第

1

表
　

對

照

實

驗

第2項　 太陽燈照射實驗

前論文 ニ於テ述ベタル如ク太陽

燈照射距離100m,時 間10分 ニ

アリテハ光線 ハ生體 ニ過度ノ刺戟

ヲ及 ボシ,從 テ有害ナル諸作用 ヲ

及ボセルヲ以テ, 30cm, 10分 照

射 ヲ用 ヒテ實驗 セリ.以 下照射後

1時 間, 5時 間, 12時 間 ニ於 ケル

血液像竝ニ血中K, Ca量 ヲ檢査

シ,次 ノ如 キ諸實驗成績 ヲ得タ リ.

尚ホ 參考ノタメ其 ノ後單 ニ24時

間経過 セル時ノ成績 ヲモ檢査 シ各

表ニ附記セリ.

A.太 陽燈照射後1時 間ニ

於ケル血液像竝 ニ血中

K, Ca量 ノ變化

第2表 ニ於テ見ラルル如ク照射

後 ノ時間ニアリテハ體重,血 色素

量,赤 血球數ハ對照例 ニ比 シテ殆

ド變化 セズ、更 ニ24時 間後ノ成績

ニ就テ見ルモ略ボ同様ナ リ.從 テ

血色素量,赤 血球數ノ關係 ヨリ成

立 セル色彩指敷 モ亦對照例ニ比 シ

.相違 セル點 ヲ認 メズ.

如斯照射後1時 間 ニ於ケル血色

素量,赤 血球數 ノ變 化ハ認 ムべキ

モノ存 セザ リミモ,白 血球 ハ早ク

モ著明ナル變動 ヲ將來 シ,先 ヅ其

ノ總數 ニ於テ顯著ナル増加ヲ來 シ

各例共健常時白血球數 ヲ遙 ニ凌駕

セリ.該 白血球總數ノ變 動ハ本實

驗中最 モ顯著ナルモノニシテ,即
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第

2

表

　
太

陽

燈

照

射

實

驗

(
1

時
間
後
)

チ照射後既二1時 間 ニシテ血液 ガ

可成著シキ變化 ヲ蒙 レルヲ知 ル.

更 ニ白血球各種細胞ニ就テ看ルニ

「エ」嗜好細胞,肥 胖細胞,「モノチ

ーテ ン」等 ニア リテハ尚ホ認 ムべ

キ變化ヲ來サズ.然 ルニ白血球 中

其ノ大部 ヲ占ムル淋巴球,僞 「エ」

嗜好細胞等ハ既 ニ各例共著明ナル

變化 ヲ示 シ,淋 巴球百分率ハ大 イ

ニ減少 シ,白 血球總數 ノ増加 セル

ニ拘 ラズ,尚 ホ其ノ絶對數 ニ於 テ

モ輕度ニ減少 セリ.僞 「エ」嗜好細

胞ハ既ニ其 ノ百分率 ニ於 テ激 増

シ,從 テ絶對數 ハ最 モ著 シク増加

セ リ.

更 ニ僞 「エ」嗜 好 細 胞 ノ核 型 推 移

係 數 ニ就 テ 看 ル ニ,該 細 胞 ノ著 明

ナル 増 加 ニ伴 ヒテ本 係 數 モ亦 可 成

リ著 シク上 昇 シ,第1例 ハ0.17ヨ

リ0.41ニ,第2例1ハ0.1ヨ リ0.24

ニ,第3例 ハ0 .24ヨ リ0.49ニ 増 加

セ リ.如 斯 核 型 推 移 係 數 ヲ著 シク

變 化 セ シメ タル 各 種 細胞 ニ就 キ テ

檢 スル ニ骨 髓 細 胞 ハ未 ダ全 然 出 現

セズ.幼 若 型 細 胞 ハ對 照 ニハ殆 ド

出 現 セザ リ シモ,照 射 後1時 間 ニ

ハ 既 ニ可 成 多 數 ニ出 現 シ更 ニ24時

間 後 ニ ハ第1,第2例 ハ増 加 シ,

第3例 ハ減 少 セ リ.桿 状 型 細 胞 モ

可 ナ リ多 數 出現 シ, 24時 間 後 ニ ハ

輕 度 ニ減 少 セ リ.分 葉 型 細 胞 ハ第

1,第3例 ハ 増 加 シ,第2例 ハ照 射

前 ト變 化 ナ シ.更 ニ24時 間 後 ノ變
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化 ハ3例 共極 メテ輕度 ナリ.

次 ニ血中K量 ヲ看ルニ採血照射 ニヨリ著明 ニ減少 シ,更 ニ24時 間後 ニモ減少 セリ.即 チK

量ハ殆 ド赤血球數ニ比例 シテ減少 シ,對 照例 ト變化 ヲ見ズ.血 中Ca量 ハ第1例 ハ輕度 ノ下降

ヲ,第2,第3例 ハ更 ニ甚 ダシク減量 セルガ,對 照例ニ比 スレバ殆 ド變化 セズ.更 ニ24時 間後

ニハ3例 共却テ輕度ニ増量セルモ,第2,第3例 ハ24時 間後モ尚ホ原値 ニ復 セズ.再 度 ノ採血

ニヨル影響ヲ考慮 シ,尚 ホ對照例,前 論文第3表 ト對比 スレバ其ノ間 ノ消息 ヲ首肯 シ得ベシ.

概 括

照射後1時 間 ニアリテハ血色素量,赤 血球數 ノ變化 ハ對照 ト選 ブ所ナシ、從テ色彩指數 モ變

化少 ク照射 ニヨル影響尚ホ不明 ナルモ,白 血球ハ既ニ著明 ナル變動ヲ來 シ殊ニ其 ノ總數ニ於テ

著 シキ増加アリ.但 シ白血球各種細胞 ノ變化ハ尚ホ區々ニシテ,「 エ」嗜好細胞,肥 胖細胞,「モ

ノチーテン」等ハ認ムべキ變化 ヲ示サズ.淋 巴球ハ其 ノ百分率ニ於テ激減 セルタメ其 ノ絶對數

ニ於テモ尚ホ低下 シ,僞 「エ」嗜好細胞ハ其 ノ百分率 ニ於 テ既ニ著 シク増加 シ,從 テ絶對數 ハ最

モ顯著ニ増加セリ.本 細胞ノ核型推移係數モ亦著明ナル上昇 ヲ來 シ,幼 若,桿 状型細胞 ノ著 シ

キ増加アリ.分 葉型細胞 モ亦増加ス.以 上 ノ事實 ヨリ看ルニ,生 體ハ照射 ニヨリ著 シキ影響 ヲ

蒙ルモノノ如ク,造 血臓器ハ照射ニヨリテ直 チニ刺戟 セラレテ之 ニ反應 ヲ起 シ,殊 ニ白血球ハ

其ノ總數 ニ於テ顯著 ナル増加 ヲ來 シ,比 較的幼若ナル細胞 ヲ流血中ニ夥 シク動員 セリ.但 シ照

射後1時 間ニアリテハ幼若細胞數 ノ和ハ未 ダ分葉型細胞數 ヲ超 エズ.從 テ核型推移係數 ノ上昇

ハ未ダ左 シテ高度ナラズ.

血中K量 ハ採血ニヨル影響大 ナルタメ著明 ニ減量 シ,對 照 ト變 ラズ.血 中Ca量 モ亦各例共

減少 シ,光 線照射ハ未ダ之ガ消長ニ影響ヲ及ボサズ.

B.太 陽燈照射後5時 間ニ於ケル血液像竝ニ血中K, Ca量 ノ變化

照射後5時 間ニアリテモ體重,血 色素量,赤 血球數,色 彩指數ハ對照ニ比 シ變化 ヲ認 メズ.

白血球 ハ照射後1時 ノモノト同様大ニ變化 シ,先 ヅ其 ノ總數ニ於テ著明 ナル増加 ヲ認 メ,更

ニ24時 間後 ニハ第1,第3例 ハ共 ニ減少 シ第2例 ハ變化ナ シ.照 射後5時 間ニ於ケル「エ」嗜好

細 胞,肥 胖細 胞,「 モ ノ チー テ ン」等 ノ態 度 モ對 照 ニ比 シ變 化 ヲ認 メ難 シ.淋 巴 球 ハ各例 共 其 ノ

百 分率 ニ於 テ甚 ダ シク減 少 セル モ,白 血 球 總 數 増加 ノ タ メ絶 對 數 ニ ハ殆 ド變 化 ナ シ.之 ニ反 シ

テ僞 「エ」嗜好 細 胞 ハ其 ノ百 分 率 ニ於 テ既 ニ各例 共大 ニ増 加 シ,從 テ絶 對 數 ハ最 モ著 明 ニ増 加 セ

リ.僞 「エ」嗜好 細胞 ノ核 型 推 移 係 數 ノ移 動 ハ照 射 後1時 間 ニ於 ケル 夫 レヨ リ モ更 ニ大 ナル 變 化

.ヲ示 シ, 3例 ハ0.28, 0.33, 0,11ヨ リ夫 々0.54, 0.60, 0.42ニ 上 昇 セ リ.然 レ共 未 ダ骨 髓 細 胞 ハ 出

現 セズ シテ,幼 若型 及 ピ桿 状 型 細 胞 ノ著 シ キ増 加 ヲ認 ムル ノ ミナ リ.而 シテ 之等 兩 細 胞 増 加 度

ハ照 射 後1時 間 ニ於 ケル 夫 レニ比 シテ稍 々著 シ ク,分 葉 型 細 胞 ノ増 加 ヨ リモ 更 ニ著 シ.是 レ即
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第

3

表

　
太

陽

燈

照

射

實

驗

(
5

時
間
後
)

チ核型推移係數上昇 ヲ斯 ク來 セシ

所以 ナリ.

血中K量 ハ照射後5時 間ニアリ

テモ依然激減 シ採 血ノミ行 ヘル對

照 ト變 ラズ.更 ニ24時 間後ノ變化

亦然 リ.反 之血中Ca量 ハ第1,第

3例 ハ輕度 ナルモ健常時Ca量 ヲ

超過 シ,第2例 ハ僅 ニ及バズ.即

チCa量 全體 ノ變化 ヨリ看 レバ對

照 ニ比 シ既ニ輕度 ナルモ光線照射

ノ影響ノ存 スルコトヲ窺ハルルモ

ノナリ.

概 括

照射後5時 間ニアリテモ血色素

量,赤 血球數,色 彩指數等ハ左 シ

テ認ムべキ變化 ヲ將來 セズ.之 ニ

反 シテ白血球像ハ既 ニ著 シク變化

シ,其 ノ變化 ノ状態ハ照射後1時

間ノ成績 ト略ボ同様ナ リ.但 シ僞

「エ」嗜好細胞ノ核型推移係數上昇

ハ本實驗 ニアリテハ照射後1時 間

ノ變動 ヨリモ更 ニ一層顯著 ニシテ

幼若型及 ビ桿状型細胞 ノ流血中ヘ

ノ夥 シキ進出 ヲ認 ム.血 中K量

ノ變化ハ尚ホ對照ニ比 シ不明ナル

モ,　Ca量 ハ對照 ニ比 シ既 ニ輕度 ニ

上昇 ス.

C.太 陽燈照射後12時 間

ニ於 ケル血液像竝 ニ血

中K,　Ca量 ノ變化

照射後12時 間 ニア リテモ體重,

血色素量,赤 血球數量ノ變化 ハ對
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第

4

表

　
太

陽

燈

照

射

實

驗

（1
2

時

間
後)

照 ニ比 シ尚ホ認 ム可 キモノ少 シ.

白血球 ハ其 ノ總數ニ於テ3例 失増

加ヲ示 セルモ照射後1時 間, 5時

間ノモノニ比 スレバ幾 分輕度 ニシ

テ,照 射 ニヨル造血臟器ノ刺戟 ハ

既 ニ消失 シツツアルヲ思ハシメラ

ル.「 エ」嗜好細胞,肥 胖細胞,「モ

ノチーテ ン」等 ノ變化 ハ依然對照

ト變 ラザルモ淋巴球,僞 「エ」嗜好

細胞ハ尚ホ著明ナル變化 ヲ示 シ淋

巴球ハ百分率 ニ於 テ低下セルモ絶

對數ハ變化少 シ.僞 「エ」嗜好細胞

ハ百分率,絶 對數共ニ著 シク増加

ス.但 シ其 ノ程度ハ5時 間後 ノモ

ノニ比 スレバ稍々輕度 ナリ.獨 リ

僞「エ」嗜好細胞 ノ核型推移係數 ノ

ミハ著變 ヲ呈 シ, 5時 間後 ノモノ

ニ比 シテ更 ニ輕度ノ上昇ヲ示 セル

ガ,是 ハ分葉型細胞 ハ殆 ド増加 セ

ザルニ反 シ,幼 若型及 ビ桿状型細

胞 ノ激増 セルタメナ リ.但 シ骨髓

細胞ハ尚ホ之ヲ認 ムルヲ得ズ.

血中K量 ハ依然 トシテ著明 ニ減

少ス. Ca量 ハ輕度 ナルモ各例共上

昇 シ,對 照 ニ比 シ光線照射 ノ影響

ノ存 スルヲ明 カニ認 メタ リ.

概 括

照射後12時 間ニア リテハ血色

素量,赤 血球數等ニ對 スル照射 ノ

影響ハ尚ホ認 メラレズ.白 血球 ハ

其 ノ總數ニ於テ増加 セルモ照射後

5時 間ノモノニ比ス レバ既ニ幾分
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輕度ニシテ,淋 巴球,僞 「エ」嗜好細胞 ノ變化 モ略ボ向様 ナル關係ニアリ.然 ルニ僞「エ」嗜好細

胞ノ核型推移係數ノ變動ノ ミハ照射後5時 間 ノモノヨリモ稍々高度ナ リ.以 上ノ事實 ヨリ考 フ

ル ニ照射後12時 間ニアリテモ一般 ニ造血臟器ニ對スル刺戟ハ未 ダ存續 シ,就中此時期ニ於テハ

骨髓 ノ再生機能著 シクシテ,幼 若或ハ桿状型細胞等ヲ多數 ニ流血中ニ認 ムルモノナ リ.

血中K量 ハ著明 ニ低下ス. Ca量 ハ對照 ヨリモ幾分上昇 シ,既 ニ照射 ガ血中Ca量 ニ影響 セル

事 ヲ示ス.

第2節　 實 驗 成 績 ノ 總 括

太陽燈照射 ニヨル血液像竝ニ血中K, Ca量 ノ時間的移動ニ關 シ之ヲ總括スルニ,體 重,血 色

素量,赤 血球數,色 彩指數等ハ對照ニ比 シ認 ムべキ變化 ヲ來サズ.然 ルニ白血球ハ既 ニ著明ナ

ル變化ヲ來 シテ照射 ニヨル影響,殊 ニ照射後時間ノ經過ニヨル變動ヲ可ナ リ明カニ示 セリ.白

血球總數 ニ就 テ看ルニ,照 射後1時 間ニシテ既 ニ著明ナル増加 ヲ來 シ, 5時 間後 ニモ大體同様

ナル成績 ヲ示 セルガ, 12時 間後 ノ變化ハ既ニ5時 間後 ノ變化 ニ及バザルモノノ如 シ.「エ」嗜好

細胞,肥 胖細胞,「 モノチーテ ン」等 ニハ左 シテ認 ムべキ影響ハ存セザ リシモ,淋 巴球,僞 「エ」

嗜好細胞 ハ共ニ大 イニ變化 シ照射ニヨル時間的變化ヲ明示 セリ.師 チ淋巴球百分率 ニ就テ看ル

モ照射後1時 間, 5時 間ニ於テハ著明ニ減少 シ, 12時 間後ニハ減少率幾分少 シ.僞 「エ」嗜好細

胞モ亦照射後1時 間, 5時 間ニ著明ニ増加 シ, 12時 間後 ノ増加ハ之 ニ及バズ.又 核型推移係數

ノ變化 ハ最モ顯著ニシテ照射後1時 間ニシテ既ニ大 ニ上昇 シ, 5時 間後ニハ其 ノ上昇度一層甚

ダシク, 12時 間ニ及べバ尚ホ一段 ト著明ナ リ.

以上述べタル照射 ニヨル血液像 ノ時間的關係 ヲ更 ニ約言スルニ,本 照射 ハ總 テ赤血球像ニ對

シテハ影響スル所少 キモ,白 血球像 ニ對 シテハ著明 ナル刺戟ヲ與ヘ.概 シテ其 ノ一般機能 ノ亢

進 ヲ促 シ,此 状態 ハ照射後既 ニ1時 間ニシテ現 レ, 5時 間ニシテ更 ニ顯著 トナ リ,照 射後12時

間ニ及べバ漸次稍 々衰 フルモノノ如 シ.但 シ僞 「エ」嗜好細胞 ノ再生機能ハ12時 間後ニ於テモ

尚ホ輕度 ノ亢進 ヲ認 メ,斯 ル状態 ハ照射後24時 間後迄モ持續 スルモノノ如キモ,其 ノ後ノ變化

ニ就テハ前論文 ニ詳述 セル所ナルヲ以テ茲ニハ再 ビ繰返サズ.

次 ニ血中K量 ハ主 ニ赤血球中ニアリテ採血ニヨル影響大ナルタメ照射 ニヨル影響 ヲ示 サズ.

然 ルニCaハ 赤血球中ニハ殆 ドナク,從 テ採血ニヨル影響少ク シテ,照 射ニ ヨル變化ヲ可ナ リ

明カニ出現セリ.即 チ照射後1時 間ニハ尚ホ低下 シテ對照 ト選 ブ所少ナカ リシモ, 5時 間後 ニ

ハ既 ニ低下 ノ度輕度 トナ リ,更 ニ12時 間後 ニハ對照ニ比 シ輕度ナリトハ云ヘ明 カニ増量 シテ,

照射 ガ血中Ca量 ニ影響 セルコ トヲ明カニ示 セリ.

第3節　 太 陽燈連續照射 ニ ヨル血液 竝ニ血 中K, Ca量 ノ變化

前論文 ニ於テハ太陽燈ノ種々ナル光線量 ヲ用 ヒ家兎ニ於テ照射實驗 セル ガ,其 ノ際照射 ニヨ
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ル影響ヲ毎 日檢査 セルタメ,實 驗所要材料 トシ

テ毎日最低8-9ccノ 血液 ヲ採取セリ.既ニ述べ

タル如ク家兎ノ如 キ小動物 ニ於 テ毎 日8-9cc

ノ採血ヲ行 フコトハ生體ニ甚 ダシク不良 ナル影

響ヲ及ボシ,直 チニ可ナ リノ貧血 ヲ招來 スルハ

勿論,血 中無機物質 ニモ變動ヲ來 シ, K, Caモ

亦變化移動スルモノナ リ.就 中Kハ 屡々前述 セ

ル如ク殆 ド血球中ニ存在 シ,採 血 ニヨル影響甚

大ナリシタメ照射 ニヨル影響ヲ知ルニ甚ダ シク

不便ヲ感ジタ リ.依 ツテ本節ニア リテハ採血ニ

ヨル影響 ヲ成ルべク輕減 シ,光 線照射ノ影響ノ

ミヲ知 ラント欲 シ,健 常家兎ノ血液像竝ニ血中

K, Ca量 ヲ檢セル後 ハ毎 日太陽燈照射 ノミ行 ヒ

テ, 6日 目毎ニ血液像ヲ檢 シ,同 時ニ採血 シテ

血液中K, Ca量 ノ變 化ヲ檢査 セリ.

第1項　 對 照 實 驗

太陽燈連續照射 ニヨル家兎血液像竝 ニ血中K,

 Ca量 ノ移動ヲ檢スルニ當 リ,成 ルべク其ノ正

鵠ヲ期センタメ對照試驗 トシテ6日 目毎ニ單 ニ

8-9ccノ 採血ノミ行へルモノニ就 テ檢 セリ.

今其 ノ代表的2例 ヲ表示 スルニ第5表 ノ如 シ.

第1回 採血後6日 後 ノ成績 ヲ看ルニ,尚 ホ血色

素量,赤 血球數ハ輕度ノ減少 ヲ示 シ,第2回 採

血後6日,即 チ第1回 採血後11日 目ノ檢査 ニハ

更ニ稍々減少 セリ.色 彩指數ハ第2回 ノ成績ハ

第1回 ノモノヨリモ低下 セルモ,第3同 目ハ變

化少 シ.白 血球ハ總數ニ於テ輕度ニ減少 セルモ,

「エ」嗜好細胞,肥 胖細胞,「 モノチーテ ン」等ハ

殆 ド變化ヲ認 メズ.淋 巴球 ハ輕度 ニ減少 シ,僞

「エ」嗜好細胞ハ變化少 シ.核 型推移係數 ハ輕度

ニ上昇 シテ桿状型細胞 ノ増加ヲ認 メ
,分 葉型細

胞 ノ變化ハ著明ナラズ.血 中K量 ハ赤血球數ノ

低下 ト共ニ毎常減量 シ, Ca量 モ亦極 メテ極度ニ

第

5

表
　

對

照

實

驗
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減量 ス. K/Caノ 比モ漸次低下ス.

第2項　 太陽燈連續照射實驗

前述 セル如ク本項ニア リテハ殊

ニ採血ニヨル影響 ヲ避 ケ毎 日照射

ノミ行 ヒテ, 6日 目毎ニ檢査スル

コ トトセリ,其 ノ成績 ハ第6表 ニ

示 セルガ如 シ.

體重ハ實驗ニ ヨル影 響 ヲ示 サ

ズ.血 色素量,赤 血球數ハ毎常低

下 スルモ,對 照 ニ比シ變化少 シ.

色彩指數ハ輕度ナルモ第2,第3

回共低下 シ,對 照 ニ比 シ減少率幾

分大ナリ.

以上赤血球,血 色素ノ變 化ハ極

メテ輕微ナルニ反 シ,白 血球 ハ可

ナ リ強ク變 化シ,先 ヅ其 ノ總數 ニ

於 テ各例共大ニ増加ス.「エ」嗜好

細胞,肥 胖細胞ハ増減不明ナルモ,

「モノチーテ ン」竝ニ淋巴球ハ其 ノ

百分率ニ於 テ共ニ低下 セルモ,白

血球總數増加ノタメ其 ノ絶對數ハ

變化少 シ.僞 「エ」嗜好細胞百分率

ハ3例 共可ナリ著明ニ増加 シ,殊

ニ第1例 ニ於 テ最 モ顯著ナリ.從

テ白血球總數ノ増加 ト共ニ僞「エ」

嗜好細胞絶對數ハ最 モ著 シク増加

セルモノナリ.而 シテ其ノ核型推

移係數 モ各例共大ニ變化シ,健 常

時0.24, 0.17, 0.13ヨ リ6日 目ニ

ハ夫 々0.6, 0.7ト ナリ, 11日 目ニ

ハ更 ニ強ク變化セリ.之 ヲ各種細

胞別 ニ看ルニ,幼 若型竝 ニ桿状型

細胞 ハ正常時ニハ極メテ少數 ニ之

第

6

表
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ヲ認ムルニ過 ギザ リシモ,第2回 竝 ニ第3回 ノ成績ハ13-17%ヲ 出現 シ可成 リ著 シク増加 ス.

分葉型細胞ハ第1例 ハ増加 セルモ第2,第3例 ハ共ニ低下ス.

次 ニ血中K量 ハ赤血球數減少 ト共ニ毎常明カニ減量 シ, Ca量 ハ第1,第3例 ハ輕度 ニ増加

シ,第2例 ハ最 モ強ク増加 セルモ全體 トシテハ對照ニ比 シ左 シテ著 シキ上昇ヲ示サズ.殊 ニ曩

ニ採血血ニ照射ヲ行 ヒシモノニ比 スレバ,其 ノ増加率 ハ遙 ニ輕度ナルモノナ リ. K/Caノ 比ハ

K量 ガ常ニ低下 セルニ反 シ, Ca量 ガ輕度ナルモ増量 セルタメ對照 ニ比 シ張ク低下 ス.

概 括

體重ハ連續照射 ニヨリ變化ヲ來 サズ.血 色素量,赤 血球數 ニ於 テモ對照ニ比 シ認 ムベキ變化

ヲ證明セザリシモ,色 彩指數ハ其 ノ最後 ノ成績ニ於テ對照 ヨリモ低下ノ度稍々著 シキヲ認 メタ

リ.サ レド其ノ變化ハ前論文第3表 ノ貧血家兎ニ於テ照射 セル場合 ノ變化ニ比 シ著 シク輕微 ナ

リ.

白血球ハ赤血球ニ比 シ可成 リ著明 ニ變化 シ,先 ヅ其ノ總數 ニ於 テ對照 ヨリモカナ リ高度 ニ増

加セリ.「エ」嗜好細胞,肥 胖細胞 ノ態度 ハ明瞭ナラズ,「 モノチーテ ン」ハ淋巴球 ト共ニ其 ノ百

分率 ニ於ヲ可成 リ減少 セルモ絶對數 ニ於テハ變化少 シ.僞 「エ」嗜好細胞ハ百分率,絶 對數共 ニ

可ナリ強ク増加 セルモ,其 ノ程度ハ前論丈第3表 ノ變化ニ及バズ.核 型推移係數モ大 イニ増 加

シテ照射ニヨル影響 ヲ示 スモ,尚 ホ貧血家兎ニ於ケル照射實驗 ニハ及バズ シテ,未 ダ全ク骨髓

細胞ノ出現 ヲ見ズ.斯 ル核型推移係數 ノ上昇ヲ來ス所以ハ,幼 若或ハ桿状型細胞 ノ増加 セルニ

拘ラズ,分 葉型細胞 ガ寧ロ減少 セルニヨルモノナルモ,其 ノ程度ハ前論文第3表 ノ成績 ニ比 ス

レバ尚ホ遙ニ僅微ナリ.

以上血液像所見ヲ綜合考察スルニ,對 照ニ比スレバ張ク變化セルモ,採 血竝 ニ照射ヲ行へル

成績ニ比スレバ尚ホ遙ニ及バズ.即 チ光線照射 ノ影響ハ健常家兎ニアリテハ貧血家兎ニ於ケル

ヨリモ著 シク輕度ナリ.

更ニ血中K量 ヲ看ルニ6日 目毎 ニ採血 セルニ拘 ラズ尚ホ且常 ニ低下 シ, Ca量 ハ毎 日照射 セ

ルニ拘 ラズ輕度 ニ増量 セルニ過 ギズ.即 チ光線照射 ノ影響 ハ健常家兎 ニア リテハ貧血家兎ニ於

ケル ヨリモ血液像,血 中Ca量 ニ於テ共 ニ著 シク輕微ナルモノナ リ.

第4章　 結 論

A.太 陽燈照射(距 離30cm,時 間10分)ニ ヨル血液像竝ニ血中K, Ca量 ノ時間的變化ニ關

シテ研究 シ,次 ノ如キ結論 ニ達 セリ.

1)體 重,赤 血球,血 色素量,色 彩指數ハ照射後1-5-12時 間ニ於 テハ對照ニ比 シテ殆 ド

變化ヲ認 メズ.

2)白 血球總數ハ照射後1時 間ニシテ既ニ著明 ニ増加 シ, 5時 間後 ニハ略ボ同様 ノ成績ヲ示

45



1126 檜 垣 律 夫

セルモ, 12時 間後ニハ既 ニ幾分輕度ナ リ.

3)「 エ」嗜好細胞,肥 胖細胞,「 モノチーテ ン」等 ハ照射後1-5-12時 間ノ何 レニ於テモ對

照ニ比 シ認 ムベキ増減ヲ示サズ.

4)淋 巴球ハ其 ノ百分率 ニ於テ照射後1時 間, 5時 間, 12時 間何 レモ低下スルモ,白 血球總

數増加ノタメ其 ノ絶對數 ハ變化少 ナシ.

5)僞 「エ」嗜好細胞ハ照射 ニヨリ百分率,絶 對數共 ニ増加 シ,其 ノ核型推移係數ハ照射後1

時間ニ シテ既 ニ可成 リ著明ニ増加 シ,以 後5時 間, 12時 間 ト時間ノ經過 ト共ニ益々上昇ス.

6)血 中K量 ハ毎常著明 ニ減量ス.

7)血 中Ca量 ハ照射後1時 間ニハ輕度 ニ減少 シ, 5時 間後 ニハ變化最 モ少 ク, 12時 間後 ニ

ハ一般ニ輕度 ニ増量ス.

B.太 陽燈連續照射(距 離30cm)ニ ヨル血液像竝 ニ血中K, Ca量 ノ影響ヲ檢査 シ次 ノ如 キ

結論ヲ得タリ.

1)健 常家兎 ニ於ケル太陽燈照射 ノ影響ハ貧血家兎ニ於ケル夫 レニ比 シ著 シク輕度 ナリ.

2)體 重,赤 血球,血 色素量等 ニハ著變 ヲ認 メズ.

3)白 血球總數ハ常ニ増加ス.

4)淋 巴球ハ其 ノ百分率ニ於テ低下スルモ,其 ノ總對數ハ變化少ナ シ.

5)僞 「エ」嗜好細胞ハ百分率,總 對數共 ニ増加 シ,其 ノ核型推移係數 ハ著明ニ上昇 ス.

6)全 血K量 ハ明 カ ニ減 量 シ,全 血Ca量 ハ輕 度 ニ増 量 ス.從 テK/Caノ 比 ハ常 ニ低 下 ス.

稿 ヲ終 ルニ臨 ミ始終御懇篤 ナル御 指導 ヲ賜ハ リ且御校閲 ノ勞 ヲ忝 フセル恩師根岸教授 ニ満 腔 ノ謝意 ヲ

表 ス.尚 ホ常 ニ御 鞭撻 ト御 助カ ヲ賜ハ リシ小池講 師ニ深謝 ス.
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