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第1章　 緒 論

輓近過敏症 ノ研究 ハ精 ヨリ微ニ進 ミ興味アル新事實ハ幾多學 界ニ提供セラレ枚畢 スルニ遑ア

ラズ,之 蓋 シ,過 敏症 ガ血清學上將タ又臨牀上重大ナル意義ヲ有 スルヲ物語ルモノナ リ.

1910年, Schultz氏 ガ感作海〓 ノ遊離腸管ハ生體 ト同ジク過敏症 ヲ呈スルヲ稱へ,以 來遊離

臟器 ハ過敏症研究 ハ益々多 キヲ加ヘタ リト雖モ,之 等遊離臟器ノ過敏症 ガ血清中ニ含有 セラル

ル沈降素 トノ關係ニ就テ,或 ハ古ヘヨリ論爭ノ焦點タル過敏性抗體 ト沈降素 トノ異同説 ニ言及
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實 驗 セル モ ノ ア ル ヲ聞 カ ズ,因 テ,余 ハ遊 離 腸管 過 敏 症 ト沈 降 素 トノ間 ニ如 何 ナ ル 關係 ヲ有 ス

ル ヤ,更 ニ進 デ抗 體 ノ異 同 ニ就 テ モ研 究 ノ歩 ヲ進 メ ン トセ リ,然 ル ニ從 來 行 ハ レタ ル沈 降 素 測

定 怯(U氏 法)ハ,只 抗 原 ノ被 沈 降 性 ヲ定 ム ル ニ過 ギズ沈 降 素 ノ性 状 及 ビ量 的 關 係 ニ至 リテ ハ

何 等指 標 ヲモ定 メズ,之 ニ反 シ,緒 方教 授 ノ發 表 ニナ リ同門 下 生 諸 氏 ニ依 ツ テ證 明 セ ラ レタ ル

免 疫 體 稀 釋 沈 降 反 應 測 定 法 ニ於 テ ハ,沈 降 素價 ハ正確 ニ沈 降 素 量 ヲ指 示 シ,且 免 疫 血 清 沈 降 素

ノ結 合 帶 ハ其 ノ特 性 ヲ表 徴 シ,極 メテ安 定 性 ヲ有 スル ヲ以 テ沈 降 反 應 ト過 敏 症,又 ハ 沈 降 素 ト

過 敏性 抗 體 トノ關 係 ヲ研 究 セ ン ト欲 セバ,必 ズ稀 釋 沈 降 法 ニ依 ル沈 降 素價 及 ビ結 合 帶 ヲ基 準 ト

セザル可 カ ラズ ト確 信 ス ル モ ノナ リ.故 ニ,余 ハ之 ニ鑑 ミ本 法 ニ準 據 シ,血 清 中 ニ含 有 セ ラル

ル 沈 降 素 量 及 ビ結 合帶 ト.遊 離 腸 管 ニ反 應 セ シムル抗 原,副 抗 原,加 熱 抗 原 トノ相 互 量 的 關 係

ヲ探 究 シ,進 デ分 離 抗 體 ノ被 働 性 過 敏 性 賦 與能 力 ニ就 テ モ追窮 シ,興 味 アル成 績 ヲ得 タル ト共

ニ,抗 體 異 同論 ニ對 シテ モ亦,一 ツ ノ證 左 ヲ得 タ リ ト信 ズ ル ヲ以 テ茲 ニ之 ヲ報 告 セ ン トス.

文献 ニ徴 スルニ遊離臟器 ヲ以 テ過敏症實驗 ヲ行 ヒ タルハSchultz氏 ヲ以テ嚆矢 トス,其 ノ後Dale氏 ノ被

働性感作海〓 ノ腹 部大動脉 ヨリRinger氏 液 ヲ環流 シ,殆 ド完全 ニ血 液 ヲ駆逐セ ル子宮筋過敏症 實驗 ニ依 レ

バ,感 作海〓 ト健康 海〓 バ抗 原 ニ對 スル反應度 ノ差違 ハ,其 ノ海〓 ニ抗原 ヲ注射 シテ得 タル反應度 ト一致 ス

ルヲ實驗 シ, Wiel氏 ハ被働性感作 海〓 ノ潜伏期中 ニ剔出 シタル子宮筋(洗 滌 セ ス)ハ 抗 原 ニ對 シ過敏症 ヲ示

サザルヲ觀テ.(潜 伏期 ト雖 モ子宮筋 ニ分布 セ ル血管 ノ血液中 ニハ抗體 ヲ含有 スルハ必定 ナ リ.)細 胞 内ニ未

ダ抗體 ノ固着セザ ルガ タメナ リト結論 セ リ.

1917年Manwaring u. Kusama氏 ハ,健 康海〓 ノ遊離 肺臟 ヲ感 作動物 ノ血清 ト抗 原 トノ混合物 ヲ環流 スル

ニ,常 ニ緩和 ナル而 モ遲延 シ タル過敏症 ト見做 ス可 キ反應 ヲ起 シ,稀 ニ完全 ナル氣胞固 着 ヲ呈 スル ヲ實驗 セ

ル ト共ニ.感 作海〓遊離肺臟ハ抗 原ノ ミニ依 ツヲ過敏症 ヲ惹起スル ヲ證明 シ,之 等過 敏症ハ半 バ細胞 ニ半バ

體液 ニ依 ツテ惹起 セラルルモ ノトナ シ,細 胞,液 體説 ノ折衷説 ヲ主張 セ リ,他 方武 田氏 ハ同一 實驗 ヲ行 ヒ抗

原 ノ ミニ依 ツテ過 敏症 ヲ呈スルヲ認 メ,類 屬反應及 ビ抗體抗原混合物環流 ニ依 ル過敏症 ヲ認 メス,最 近景山

氏ハ,血 清中 ニ含有セ ラルル沈降素量 ト,遊離 肺臟 ノ過敏症 トノ關係 ヲ研 究 シ,過 敏症 ヲ惹起 セシムルニ要

スル最小抗原量ハ,元 血清 ノ結 合帶 ト密接 ナル關 係ヲ有 スル ヲ證 明セ リ,以 上諸 氏 ノ研 究 ニ依 ツテ感作動物

ノ遊離臟器 モ亦,生 體 ト同 ジク過 敏症 ヲ惹起 シ得 ル ノ事實 ハ現今一般 ニ認 メラルルニ至 レ リ.

1909年Friedberger氏 ガ始 メテ沈降 素 ト,過 敏性抗 體 ハ同 一論 ヲ唱 へ,次 デDoerr u. Russハ 之 ニ實 驗的

根據 ヲ與 ヘテヨ リ兩抗體 ノ異同論漸次旺盛 トナ レリ. Friedeman, Braun, Peiffer u. Mita, Hartoch,ト 部,

國光,白 玖 氏等ハ同一論 ニ賛 シ,他 方Hintze, Kraus u. Novotony, Armit,杉 田,坂 本諸 氏ハ1.沈 降 素 ト

過 敏性抗體 ノ發現時機 ヲ異 ニス, 2.海 〓 ニ沈降素 ヲ證 明 シ得 ザル場 合 ニ於テ モ尚 ホ過敏症 ヲ起 シ得 ル場 合

ア リ, 3.兩 抗體 ハ理學的抵抗 力ヲ異 ニス, 4.能 働性又ハ被働性過敏症共 ニ抗 原再 注射 後 ニ沈降反應 ニ變化

ナ キ事實竝 ニ沈降素量 ト感作能力 トハ平行 セザル事實等 ヲ列擧 シ,之 ヲ駁 セ リ.

第2章　 實 驗 材 料 竝 ニ 實 驗 方 法

實驗動物 トシテハ,體 重260g内 外 ノ健 康海〓 ヲ使 用 シ,能 働性免疫 ニ際 シテ ハ,胸 部皮下 ニ新鮮 ナル牛
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血清,又 ハ山羊血清 ノ0.5ccヲ 注射 シ,注射後約14日 目ニ,又 被 働性免疫 ハ抗牛 血清家兎免疫 血清 ノ所 要量

ヲ生 理的食鹽水 ヲ以 テ數倍 トシ,之 ヲ海〓耳 靜脉 ヨリ注射 シ,常 ニ24時 間 後 ニ頸動脉 ヲ切斷 シ脱血死 ニ至

ラ シメ,直 チニ開腹小腸 ヲ摘出 シ, Ringer氏 液 ヲ以テ腸内容 ヲ清洗 シ, Ringer氏 液 ヲ盛 レルSchaleニ 入 レ

氷 室 ニ保存 シ,直 ニ實驗セ リ.反 應用抗原 トシテハ,嚴 格 ニ無菌 的 ニ採取 シタル牛血清,馬 血清,山 羊血清 ヲ

5日 以上氷室 ニ保存 シ タルモノヲ使用 シ,加 熱抗原 トシテハ血清 ヲ常 ニ蒸餾水 ヲ以テ10倍 トシ,重湯煎中 ニ

ヲ60°-100℃ ニ30分 間加熱 シタルモ ノヲ使 用セ リ.

沈降反應ハ次 ノ2法(輪 環法)ヲ 用 ヒ,反 應ハ室温 ニテ15分, 30分, 1時 間, 2時 間 ニ檢 シ,〓,〓,〓, +

ヲ以テ表示セ リ.

1. Uhlenhuth氏 法(輪 環 法)

沈降 原ヲ生理的 食鹽水 ヲ以テ 漸次稀釋 シ,之 ヲ免疫血清 ニ層疊 シ,輪 環 ヲ現 ス最高稀釋度 ヲ沈降價 ト定 ム

ル方法 ニ シテ,從 來一般 ニ慣用 セラ レ居 ルモ ノトス.以 下單 ニU氏 法 ト略稱ス.

2.免 疫 體 稀 釋 沈 降 反 應 法(輪 環 怯)

緒方博士 ノ1927年 發表セ ラレ タル方法 ニ シテ,免 疫 血清 ヲ10倍 海〓血清生理的食鹽水溶液,又 ハ1%

gum Acacia生 理的食鹽水溶液 ヲ以テ漸 次稀釋 シ,之 ニ對 シ沈降 原 ヲ生理的 食鹽 水 ヲ以テ順 次稀釋セルモ ノ

ヲ層疊 ス.然 ル時 ニ於テハ沈降 原 ノ某稀 釋度 ニ於テ最 モ強 ク反應 ス,之 ヲ結合帶 ト稱 シ,其 ノ結 合帶 ニ於 ケ

ル免疫血清 ノ最高稀釋度 ヲ沈降素價 トス.以 下單 ニ稀釋法 ト略稱 ス.

過 敏症實驗ハMagnus氏 ノ摘 出臟器懸垂法 ニ依 リ,營 養液 トシテハRinger氏 液 ヲ用 ヒ,液 ノ温度ハ常 ニ

38℃ ヲ保 タシメ,抗 原 ハRinger氏 液 ヲ以テ種 々ニ稀釋 シ,此2ccヲ 注入 シ全營養液50ccト セ リ.反 應 ハ便

宜 上極度 ノ攣縮,即 チ反應後 ハ腸管運動 ヲ停止 セルモ ノヲ極 度 ノ反應 ト稱 シ,一 旦相當 ノ反應 ヲ呈 スルモ,

反應後 ト雖 モ,尚 ホ腸管運動 ヲ停 止セザ ルモ ノヲ中等 度 ハ反應 ト呼 ビ,輕 微 ノ攣縮 ヲ弱反應 ト定 ム.

抗原 ノ注加 方法 ハ,使 用 セ ン トスル海〓 血清 ノ沈降素 ヲ稀釋測定 法ニ依 リ結合帶,即 チ抗 原ノ最 モ強 ク抗

體 ト結合 シ得 ル稀釋度 ヲ求 メ,其 ノ稀釋度 ニ營 養液中 ノ抗 原 ノ稀釋度ガ一 致 スル ガ如 ク注加 ス,例 ヘバ,今

結 合帶1:100ナ ル海〓 ヲ假 定セ バ,其 ノ遊離 腸管 ヲ營 養液48cc中 ニ懸垂 シ,一定時後 ニ抗原0.5ニ, Ringe

氏液1.5ccヲ 加 ヘ全量2ccト シ,營 養液 ト同温 トシテ注加 ス.然 ル時 ニ於 テハ此營 養液 中 ノ抗 原稀釋度 ハ,

結合帶 ノ稀釋度,即 チ1:100ニ 等 シキガ如 シ.

沈降素分離 法ハ當教室講師須之 内氏 ノ方法 ニ據 レリ,即 ナ沈降素 ト沈降原 ヲ結合セ シメ,此結 合物 ヲ清洗

シ,生 理的食鹽水Mediumヲ 以 テ65℃ ノ温 ヲ30分 間作用 セ シメ分離 セ シムルナ リ.

第5章　 實 驗

本實 驗ニ於 テ特 ニ注意 ヲ要 スルハ 腸管 ノ取扱 ナ リ.摘 出 ヨ リ腸 内容洗滌其 ノ他可及的外力 ヲ加 ヘザル ヲ

旨 トシ,腸 内容 ハ十分洗滌除去 スルヲ要 ス.然 ラザ ル場 合,或 ハ氷室 ニ保存時間長 キニ失 ス レバ腸管ハ,正

規 運動 ヲ起 サザ ルハ勿論,抗 原 ニ對 シテ モ亦,正 規的反應 ヲ示 リズ,故 ニ遊離 腸管 ノ保存期間ハ5時 間以内

トス.

表及 ビ圖 ハ反覆精 査セル實驗例 ヲ全部列擧 スルノ繁 ヲ避 ケ代 表的 ノ者1例 ヲ擧グル ニ止 ム.
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第1節　 海 〓 遊 離 腸 管 過 敏 症 ニ 使 用 ス ル 反 應 原 ノ 對 照 試 驗

他種血清 ノ遊離臟器 ニ對 シ毒性 ヲ有 スルハSchultz及 ビDale氏 ノ實驗 ニ徴 シテモ明 カナ り,武 田氏ハ反

應原ハ,少 ナク トモ3日 以上氷室 ニ放置 スルニ非 ラザ レバ, 2%血 清 ニ依 ツテ健康 海〓遊離 肺臟 ノ擴張 ヲ起

ス ヲ報 ジ,景 山氏ハ山羊血清 ハ,採 血後1日 以 上經過 セルモ ノハ1%溶 液 ニテハ肺組織 ニ對 シ何等 ノ影響 ヲ

モ與 へズ ト稱 ス.

實 驗1

營養液48cc中 ニ(38℃)5日 以 上氷室 ニ放置 シタル牛,馬,山 羊 血清 各1ccヲRinger氏 液 ヲ以テ2倍 トシ

營養液 ト同温 トナシタル者 ヲ注加 セル成績第1圖 次 ノ如 シ,

第1圖　 正 常海 〓 遊 離 腸 管 ノ使 用 抗 原 ニ對 スル對 照 試 驗.

上實驗 ニ依 レバ, 5日 以上氷室 ニ靜置 シ タル牛,馬,山 羊血清 ハ共 ニ2%液 トスル モ遊離腸管運動 ニ對 シ

何等影響 ヲ與 ヘザルモ ノナ リ.

第2節　 能 働 性 免 疫 海 〓 遊 離 腸 管 ノ 過 敏 症 實 驗

第2章 ニ記載 セル如 キ方法 ヲ以テ免疫 シタル海〓遊離 腸管ニ就テ以下諸項 ノ如 キ實驗 ヲ行 ヘ リ.

第1項　 遊 離 腸管 ノ過 敏 症 ヲ惹 起 シ得 ル 最 小抗 原 量 卜結 合 帶 トノ關 係

結 合帶 ノ高低 ト過敏猛 ヲ惹起 シ得 ル最小抗原量 トノ關係 ヲ檢 セ ントセバ,勢 ヒ,稀釋沈降素價及 ピU氏 沈

降 價 ヲ同 等 トシ,而 モ結合帶 ヲ異 ニセ ル海〓 ヨ リ得 タル腸 管ヲ使用セザ ル可 カラザ ルハ 言ヲ俟 タズ.故 ニ余

ハ所 要 ノ如 キA, B, C 3頭 ノ海〓 ヲ選 ベ リ,斯 ノ如 キ所要 ノ海〓 ヲ得 ルハ能働 性免 疫ニ於テハ甚 ダ困難 ニ

シテ多大 ノ時 日 ト試驗 動物ヲ要 スルハ勿論 ナ リ.

實 驗2

海〓Aノ 血清沈降反應ハ結合帶50ナ リ,故 ニ營養液48cc中 ニ抗 原牛血清1ccト, Ringer氏 液lccヲ 混

ジ タルモ ノヲ注加 スル トキハ此營養液中 ノ抗 原稀釋度ハ50倍 トナ ル,之 ヲ結 合帶相當抗原量 ト稱 シ,圖 中

B. Z.ヲ 以テ表 ハス,故 ニ1/2 B. Z.ハ , A海 〓 ニ於テハ50ccノ 營養液中抗原 ノ0.5ヲ 含 有スル モノナ リ, B

海〓 ハ結合帶100ナ ル ニ依 リ,結 合帶相當抗原量 ハ0.5cc, C海 〓 ハ結 合帶250ナ ルニ依 リ結合帶 相當 抗原

量ハ0.2ナ リ(以 下之 ニ準 ズ).
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第2圖A.能 働性海〓遊離腸管過敏症ヲ惹起シ得ル最小抗原量 ト結合帶トノ關係

第2圖B.能 働性海〓遊離腸管過敏症ヲ惹起シ得ル最小抗原量 ト結合帶 トノ關係

第2圖C.能 働性免疫海〓遊離腸管過敏症ヲ惹起 セシメ得ル最小抗原量 ト結合帶 トノ關係
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上實驗成績 ニ依 レバA海 〓腸管ハ1/1000結 合帶相當抗 原壁マ デ, B海 〓腸 管ハ1/800マ デ, C海 〓 腸管

ハ1/500結 合帶相當抗原量マ デ反應 シ,何 レモ結合帯相富抗原壁 ニ於テハ極度 ノ反應 ヲ呈 スルヲ觀 タリ.過

敏症 ヲ惹 起シ得 ル最小抗原量ハ結合帶 ヲ基準 トスル時 ニ於 テハ,結 合帶 高ケ レバ 高 キニ從テ 比較 的大量 ノ

抗原 ヲ要 ス,即 チ50ノ 結含帶 ヲ有ス ルA海 〓腸 管ハ1/1000結 合帶相當抗 原量マデ反應 シ得ル モ100ノ 結

合帶 ヲ有スルB海 〓腸管 ハ1/800結 合帶相當抗原量 マデ反應 シ得 ルノ ミナ リ,然 ル ニ之 ヲ抗原絶對量 ヨリ

觀 レバ, A海 〓遊離腸 管ハ0.001, B海 〓遊離 腸管 ハ0.0006, C海 〓遊離 腸管ハ0.0004マ デ反應 ス,即 チ結

合帶高キ ニ從テ遊離 腸管過敏 症 ヲ惹起 シ得ル抗原絶對量ハ僅少 ニテ足 ル.然 レ ドモ 結合帶 ト抗 原絶 對量 ト

ハ絶對的反比例 ヲ爲ス モノニアラズ,例 ヘバ結 合帶50ノ 海〓遊離 腸管 ガ抗原0.001ニ テ反應 セシニ結合帶

100ノ 海〓遊離 腸管ハ抗原前者 ノ半量 トナル事ナ ク0.0006ト ナルガ如 シ.

第2項　 遊 離 腸 管 ノ過 敏 症 ヲ惹 起 シ得 ル最 小抗 原 量 ト稀 釋 沈 降 素價 トノ關 係 ニ就 テ

第1項 ト同様 ノ理 由ニ依 ツテ,本 項 ニ於テハ結合帶及 ビU氏 沈降價 ヲ等 シク シ而 モ稀釋 沈降 素價 ノ異 ナ

リタルA, B, C海 〓 ヲ選 ビ,其 ノ遊離腸 管 ニ就テ實 驗 ヲ行 ヘ リ.

實 驗3

第3圖A.能 働性 免 疫 海 〓遊 離 腸 管 過 敏 症 ヲ惹 起 セ シ メ得 ル最 小抗 原 量 ト沈 降素 價 ノ關 係

第3圖B.能 働性免疫海〓遊離腸管過敏症ヲ惹起セシメ得ル最小抗原量 ト沈降素價ノ關係
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第3圖C. 能働性免疫海〓遊離腸管過敏症ヲ惹起セシメ得ル

最小抗原量 ト沈降素價ノ關係

上實驗 ニ於 テA海 〓(沈 降素價5)遊 離腸 管ハ結合帶相當抗原量 ノ1/250,即 チ0.002マ デ, B海 〓(沈 降

素價10)遊 離腸 管ハ結合帶相當抗原量 ノ1/500,即 チ0.001マ デ, C海 〓(沈 降素價25)遊 離腸 管ハ結合 帶相

當 抗原量 ノ1/800電即 チ0.0006マ デ反應 ス.之 ヲ換言 セバ稀釋沈降 素價大 ナル ニ從 テ腸 管過 敏症 ヲ惹起スル

ニ要 スル抗 原量ハ益々僅少 ニテ足 ルモ結合帶 ニ於 ケル ト同様絶對的 反比 例 ヲナスモ ノニア ラズ.

第3項　 遊離腸管過敏症ヲ惹起シ得ル最小抗原量 ト

U氏 沈降價 トノ關係ニ就テ

第1項 ト同様 ノ理由 ニ依 リ,結 合帶 及ビ沈降素 價 ヲ等 シ クシテU氏 海降 價 ノ異 ナ リタルA, B海 〓遊離 腸

管 ニ就テ實驗セ リ.(結 合帶及 ビ沈降素價 ヲ同様 ニシテU氏 沈降價 ノ甚 ダ シク異ナ リタル海〓 ニ未 ダ嘗テ出

會 セズ).

實 驗4

第4圖A. 能働性免疫海〓遊離腸管過敏症ヲ惹起セシメ得ル

最小抗原 トU氏 沈降價トノ關係
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第4圖B. 能働性海〓遊離腸管ニ過敏症 ヲ惹起 セシメ得ル

最小抗原量 トU氏 沈降價 トノ關係

上實 驗ニ依 レバA, B海 〓遊離腸管共 ニ1/500結 合 帶相當抗 原量マデ反應 セ リ,之 ヲ以 テ之 ヲ觀 レバU氏

沈降價 ハ,海 〓腸管 ノ過 敏症 ヲ起 シ得ル最小抗 原量 トハ何等關 際ナキモ ノノ如 シ,併 シ乍 ラB海 〓腸 管ハA

ニ比 シ反應些カ強 キガ故 ニ若 シU氏 沈降價 ノ非常 ニ異 ナ リタル海〓 ア リトセ バ(結 合帶及 ビ沈降素價同等)

U氏 沈降價 モ亦多少關與 スルヤモ測 ラレズ.

第4項　 海 〓 遊 離 腸管 モ亦抗 過 敏症 現 象 ナル モ ノ ノ存 在 スル ヤ否

生體過敏症ニ於 テ抗過敏症 ノ存 スルハ一般識 者ノ認ムル所 ナルガ,之 等成 立 ノ機轉 ニ關 シテハSessau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 ツテ動 物體 細胞 ノ感 受 性 減 退 ヲ以テ説明 シ
, Fried-

berger, Doerr,小 酒井氏等ハ試驗管内抗體,抗 原反應 ニ於 ケルガ如 ク抗體 ノ中和 ニ期 シ
, Weil氏 ハ試驗管 内

ニ於 ケルガ如 キ定量的反應 ト異 ナ リ,膠 質反應即 チ物理的割 合 ニ依 ツテ 起 ル抗 體消失 ニ期 セ ントスルモ ノ

ノ如 シ.

實 驗5

第5圖　 能働性兎疫海〓遊離腸管ノ抗過敏症現象 ニ就テ

A海 〓 ヨリ得 タル遊離腸管 ハ,結 合帶相 當抗 原童 ノ1/100抗 原量 ニ依 リ一旦 中等度 ノ反應 ヲ呈 シ,數 十秒
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後 結合帶相當量抗 原ニ依 ツテ極度 ノ反應 ヲ呈 ス, B海 〓遊離腸管 ハ結合帶相當 量抗 原 ニ依 ツテ極度 ノ反應

ヲ呈 シ,之 ニ更 ニ10倍 量 ノ抗 原 ヲ注加 スルモ反 應セズ.

第5項　 副 抗 原 ヲ以 テ ス ル海 〓 遊 離 腸 管 ノ過 敏 症 ニ就 テ

生 體 ニ於 ケル過敏症 ハ,抗 原 ノ外近親度 ニ從 テ類屬 反應 ヲ呈スルハ一般周知 ノ事實 ナ リ.併 シ乍 ラ感作海

〓 ノ遊離 臟器 ヲ以テ 之ガ實 驗 ヲ行 ヘル者 ニ至 リテハ甚 ダ稀 ナ リ.武 田氏 ハ 緬羊血清 ヲ以テ免疫 シタル海〓

遊離 肺臟ハ山羊血清 ニ對 シテハ殆 ド主反應 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 ヲ唱ヘ,景 山氏ハ山羊血清 ニテ免疫 シタル海〓遊離肺臟 ハ牛血清 ニ對 シ類 屬反應 ヲ呈 セズ ト稱 ス.余 ノ山

羊血清 ヲ以テ免疫 シタル海〓遊離 腸管ニ就テ實 驗セル成績次 ノ如 シ.

實 驗6

第6圖A.類 屬反應.能 働性免疫海〓 ノ遊離腸管ノ主抗原ニ對スル實驗(對 照)

第6圖B.類 屬反應.能 働性免疫海〓遊離腸ニ副抗原ヲ以 テセル實驗

上實 驗 ニ依 レバ海〓遊離腸 管過 敏症 ハ沈降反應又ハ生體過 敏症 ト同様 ニ,共 ノ近親度 ニ從テ類屬 反應 ヲ

呈 ス,即 チ主抗原 ニ對 シテハ0.001マ デ反 應セ シ腸 管ハ牛血清 ニ對 シテ ハ0.05ヲ 要 ス,馬 血清 ニ至 リテハ

0.5ヲ 以テ シテモ決 シテ反應 セズ.

第6項　 加 熱 抗 原 ヲ以 テ ス ル遊 離 腸 管過 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 ヲ失 フハ已ニ知ラレタル所ナ リ,之 ヲ遊離臟器過敏症
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實 驗 ニ依 ツテ製 タルハ只景山氏 アルノ ミ,氏 ハ抗 原ヲ75℃30分 加熱 シタル ニ微 ニ反應原性 ヲ有 シ,以 上

ノ加熱 ハ全 ク反應原性 ヲ消失 ス ト云 ヘ リ.

余モ亦上述 セシガ如 キ方法 ヲ以テ60°-100℃ ニ30分 間加熱 シタル抗原 ヲ以テ正常抗原 ニテ免疫 シタル

海〓遊離腸管過敏症 ヲ探究 シ,併 セテ正常抗 原ニ比 シ反應原性 ノ減退 度 ヲ實驗 セル成績 次 ノ如 シ.

實 驗7

第7圖A.能 働 性免 疫 海 〓 遊離 腸 管(加 熱 抗 原 ヲ以 テ實 驗 セル海 〓)ノ 主抗 原 ニ對 ス ル過 敏 症

第7圖B.能 働性海〓遊離腸管ノ加熱抗原ニ對 スル過敏症
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上實驗 ニ於テ觀 ル如 ク,抗原加熱度 ル進 ムニ從テ過 敏症 ヲ惹起 セ シムル能カバ次第 ニ減退 シ100℃ 加熱抗

原 ニ至 リテハ全 ク反應 ヲ呈セズ,而 シテ 加熱 ニ依 ル抗 原 ノ過 敏症 ヲ惹起セ シムル能力減退度バ 上圖 ノ如 ク

60℃ 30分 加熱 シタルモ ノハ正常抗 原 ニ比 シ1/3, 70℃ 30分 間加熱セル モノハ1/100, 80℃ 30分 間 加熱セル

モ ノハ1/800ニ 減退 シ, 100℃ 30分 加熱セル モノニ至 リテハ全然零 トナル,之 等減退度 ヲ沈降反應 ニ於 ケル

反應 原性 減退度 ニ比較スル ニ殆 ド平行状態 ヲ呈 スル モ沈降反應 ニ於テ 已 ニ反應 原性 ヲ消失 シタ適時 ニ於テ

モ 象過 敏症ニ於 テハ反應原性 ヲ有 ス,之 ハ遊離腸管過敏 症 ガ微量抗原 ニ對 シ反應鋭敏 ナル ト,沈降反應 ニ於

テハ加 熱抗原ハ多少溷濁 ヲ來 スニ依 リ反應制定 上困難 ナル等 ノ原因 ニ依 ル可 シ.

第3節　 被 働 性 免 疫 海 〓 ノ 遊 離 腸 管 過 敏 症 ニ 就 テ

被働性免疫 ニ使 用セル抗牛血清家兎血清ハ下表 ニ示 スA, B, C, 3種 ヲ以テ セ リ.而 シテ此3血 清ハ各自

異 ナ リタル結合帶 ヲ有 ス.

第1表　 被 働 性 免 疫 ニ使 用 セ シ牛 血 清 免 疫 家 兎血 清 ノ沈 降反 應
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第1項　 結 合 帶 相 當 抗 原 量 ノ再 注 加 ニ依 ツテ海 〓 遊 離 腸 管過 敏 症 ヲ

惹 起 セ シメ得 ル最 小 感 作 量 ニ就 テ

生體 ニ於テ被働性過敏症 ヲ惹起 セシメ得 ル最小感作量 ニ關 シテハ已 ニ白玖,須 之内兩氏 ノ業績 ア リ.即 チ

白玖 氏ハ抗大腸菌沈降素血清 ヲ以テ,須 之内氏ハ抗牛血清沈降素血清 ヲ用 ヒテ實 驗セ リ,共 ノ結 果 ニ依 レバ

最小感作量ハ潜伏期 ヲ24時 間 トス ル場合 ニ於テ沈降素150單 位内外 ナ リト云 フ.余 ノ遊離腸管 ニ於 ケル實

驗ハ次 ノ如 シ.

實 驗8

2609ノ 體重 ヲ有 スル6頭 ノ海〓 ヲ選 ビ上記A, B, Cノ 抗 牛血清家兎免疫血清 ノ沈降素100, 200, 500單

位 ヲ以テ各2頭 宛 ヲ感 作 シ, 24時 間後 ニ於 ケ血 液中 ノ沈降素 量及 ビ遊離腸 管 ノ過敏症 ヲ檢 セ リ.再注加抗

原ハ各血清 ノ結合帶相當抗量 トス.

第8圖　 結合帶相當抗原量再注加ヲ以テ海〓遊離腸管ニ被働性過敏症ヲ

惹起セシメ得ル最小感作量及 ビ海〓血清中沈降素量

上實驗 ニ於 テ明 カナル如 クA, B, Cノ 免疫 血清 ヲ以テ感作 シタル海〓血清 ノ沈降素結合帶 ハ原血清 ノ結 合

帶 ト同様 ナ リ.之 ハ已 ニ木村,白 玖氏 ノ證明セル所 ニ 一致 ス.而 シテA, B, C各 血清100單 位 ヲ感作 セル海

〓ハ何 レモ結合帶 ニ於テ2.5ノ 沈降素價 ヲ有 シ,遊離腸管ハ結合帶相當抗原 量,即 チA海 〓 ハ抗原0.1, B海

〓ハ0.05, C海 〓ハ0.02ニ テ過 敏症 ヲ惹起セ ズ,然 ルニ200單 位感作 セル海〓 ニ在 リテハ血清中 ノ沈降素
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價 ハ何 レモ5ヲ 有 シ遊離腸管 モ各結合帶相 當抗原量ニ依 ツテ過 敏症 ヲ惹起 シ, 500單 位感作 セルモ ノハ沈降

素 價10ニ シテ同等抗 原量 ニ依 ツテ ヨ リ強 ク反應 スル ヲ認 ム.即 チ260gノ 體 重ヲ有 スル海〓 ニ在 リテハ免

疫 血清 ノ結合帶 ノ高低 ヲ間ハズ紹 合帶相當 抗原量 ノ再注加 ニ依 リテ 遊離腸管過敏症 ヲ惹起 セ シメ得 ル最小

感作量ハ 沈降 素200單 位 ナ リ.

第2項　 種 々 ノ沈 降 素 單位 ヲ以 テ 感作 シタ ル海 〓 血 清 中 ノ沈 降 反 應 ト,

遊 離 腸 管 過 敏 症 ヲ惹 起 セ シ メ得 ル最 小抗 原量 ニ就 テ

Weil氏 ハ同一 免疫 血清 ノ種 々ナ ル量 ヲ以テ 海〓 ヲ感作 スル場合 ニ於テハ再 注射 ニ依 ツテ過 敏症死 ヲ來 タ

ス抗 原量 ハ,感 作血清量 ニ略逆 比例スル ヲ證明セ リ. Doarr u. Russ氏 モ亦感作抗體量多 キ時 ハ過敏症死 ヲ

來 タサ シムルニ要 スル抗 原量ハ少量 ニテ足 ル ヲ説 ケリ.

余ハ已 ニ能働性免疫 海〓遊離 腸管 ノ過 敏症 ヲ惹起 セ シムル 最小抗 原量ハ 其 ノ血清中 ニ含有 スル沈降素價

ニ依 ツテ異 ナルヲ證明 セ リ.本 項 ニ於 テハ被働性免 疫 ヲ以テ前實驗 ノ眞否 ヲ確 メ併 セテ 沈降反應 ト過敏症

反應 トノ關係 ヲ明カ ニセ ン トス.

實 驗9

上記B免 疫血清 ヲ以テ260gノ 體重 ヲ有 スル4頭 ノ海〓 ヲ選 ビ,沈 降素200, 400, 800, 1600單 位 ヲ以テ

感作 シ24時 間 ノ潜伏 期ヲ置 キ,血 清中 ノ沈降反應 ト過 敏症 トヲ比較實驗セ リ.

第9圖　 感作海〓血清中ニ含有セラルル沈降素量 ト遊離腸管

過敏症 ヲ惹起 セシメ得ル最小抗原量 ニ就 テ

126



免疫體ヨリ觀タル遊離腸管過敏症ニ就テ 415

上實驗 ノ示 ス所 ニ依 レバ200單 位感作 シタル海〓遊離腸管ハ結合帶相 當抗原量(0.05)ニ テ反應 スルモ

0.02ノ 抗 原ニ對 シテハ些 ノ反應 ヲモ呈 セズ, 400單 位感 作 シタルモ ノハ0.02, 800單 位感作 シタル海〓ハ

0.01, 1600單 位感 作 シタル海〓 ニア リテハ0.005(弱)マ デ反應 シ,以 下 ノ抗原量 ニ對 シテハ反應セズ,即 チ

遊離腸 管過敏症 ハ感 作セ シ沈降 素量多ケ レバ 多 キニ從テ 反應 シ得 ル抗 原量ハ益々少量 ニテ足 ル.即 チ能働

性免疫ニ於 ケル實驗 ト同 ジ,而 シテ之等 海〓遊離 賜管 ノ過 敏症 ヲ惹起セ シムル ニ要スル最小抗原量 ヲ,沈 降

反應 ト對照 スルニ 沈降反應 ニ於テ海〓血清 ヲ5倍 ニ稀釋 セル場合完 全 ニ1時 間 ニテ 反應 シ得 ル抗原最高稀

釋度ハ常 ニ腸 管過 敏症 ヲ惹起 セ シメ得 ル 最小抗原量 ニシテ 沈降反應 ニ於テ5倍 稀釋 血清 ニ反應 シ得 ル抗 原

ハ過 敏症 ニ於テ モ亦 反應 シ得 ル抗 原量 ナ リ,故 ニ海〓 血清 ノ稀 釋沈降反應 ニ依 ツテ 遊 離 腸管過敏症 ヲ惹起

シ得ル抗原量及 ビ最小抗 原量 ヲモ推知 シ得 ルハ極 メテ興味 アル事實 ナ リ.

第3項　 被 働 性海 〓 遊離 腸 管 過 敏 症 ニ於 テ モ亦 抗 過 敏症 現 象 ノ存 ス ル ヤ否 ヤ

余ハ 先キニ 能働性 海〓遊離腸 管 ノ抗過 敏症 ヲ實驗セ リ,今 被 働性海〓 遊離腸管 ニ就テ之 ヲ實施 セルニ次

ノ如 シ.

實 驗10

260g體 重 ヲ有ス ル海〓 ヲB免 疫血清 ヲ以テ免疫 シ24時 間後 ニ於 ケル沈降反應及 ビ抗過敏症 ヲ實驗 セ リ.

第10圖　 被 働 性 免 疫 海 〓 遊 離腸 管 ノ抗 過 敏症 實 驗

能働性免疫海〓遊離腸管 ニ於 ケル ト同様一旦極度 ノ反應即 チ生體 ニ於テSchock死 ヲ來 タセル時 ニ相當 シ

タル場合 ニ更 ニ大量 ノ抗原 ヲ注加セルモ反應セザ ルハ當然 ニ シテ 只一旦反應 シ タル腸管 ガ再 度大量 ノ抗 原

ニ依 ツテ明 カニ反應 スル ヲ認 ム.

第4項　 被 働 性 免疫 海 〓遊 離 腸管 過 敏 症 ヲ惹 起 セ シメ得 ル最 小

抗 原 量 ト結 合 帶 トノ關 係 竝 ニ最 適 當 抗 原 量 ニ就 テ

能働 性免 疫海〓遊離腸 管過 敏症 ヲ惹起 セ シメ得 ル最小抗原量ハ,其 ノ血清 沈降 素 ノ結 合帶 ニ依 ツテ左右

セ ラルル ヲ證明 セ リ.之 等關係 ガ果 シテ被働性海〓遊離 腸管過 敏症 ニ於テ モ存 スル ヤ否,竝 ニ遊 離腸管過 敏

症 ニ於 ケル最適當抗 原量 ヲ確定 セ ントス.
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實 驗11

上記A, C 2種 ノ抗牛血清家兎免疫血清ヲ以テ260gノ 體量ヲ有スル海〓ヲ各200單 位沈降素量ヲ以テ感

作シ, 24時 間後ニ於ケル海〓血清中ノ沈降素量ヲ測定シ,遊離腸管ノ過敏症ヲ惹起シ得ル最小抗原量及ビ抗

原最適當量ヲ檢スルニ次ノ如シ.

第11圖　 被働 性海〓遊離腸管過敏症 ヲ惹超セシメ得ル最 小抗 原量 ト

結合帶 トノ關係竝 ニ最適當抗原量

上實驗 ノ示 ス所 ニ依 レバA血 清 ヲ以テ感作 シタル海〓 ハ結合帶500, C血 清 ヲ以テ感 作シルタ者ハ結合帯

2500,共 ニ原血清 ノ結合帶 ヲ保有 スルハ上述 ノ如 シ,而 シテ之等海〓 ノ沈降素價ハ共 ニ5ヲ 示 ス.

A血 清 ヲ以 テ感 作セル海〓 遊離 腸管ハ1/2結 合 帶相當 抗原量 戸依 リ僅 ニ反應 シ,結 合帶相當抗 原量 ニ依 リ

中等度,又 ハ極度 ノ反應 ヲ呈 シ,以 上抗 原 ニ依 ツテハ同 ジク極度 ノ反應 ヲ呈 スル ノ ミニテ更 ニ増強 スルコ ト

ナ シ, C血 清 ヲ以 テ感 作セル海〓遊 離腸管ハ1/2結 合帶相富抗 原量 ニ依 テハ少 シモ反應 セズ,結 合帶相當抗

原量 ニ依 ツテ中等度 ノ反應 ヲ示 シ, 2倍 以上結 合帶相 當抗原量 ニ依 ツテ極度 ノ反應 ヲ呈 ス.顧 ル ニA, C海 〓

血 清 ノ沈降反應 ニ於テ沈降素 價ハ同一 ニ シテ 只結合帶 ヲ異 ニスル ノミナ リ,而 シテ 斯 ク反應抗原量 ヲ異 ニ

ス,即 チ前者 ニ於テハ0.1,又 ハ0.05ニ シテ,後 者ハ0.02ナ リ.之 ヲA, C海 〓血 清 ノ沈降素 ノ結合帶 ニ比ス

レバ略逆比例 スルヲ認 ム ト同時 ニ極 度 ノ反應 ヲ起サ シムル最小抗原量 ハ(最 小感 作量 ヲ以テ感作 セル場合)

結合 帶相當抗 原量又 ハ共 ノ2倍 量 ナ リ.

第5項　 抗 牛 血 清 家 兎 免 疫 血清 ノ沈 降素 及 ビ其 ノ

分 離 沈 降 素 ノ海 〓 感作 能 力 ニ就 テ

白玖,須 之内氏ハ生體過 敏症 ニ於テ元 免疫沈降素 ト分離沈降素 ノ過敏 性賦與能力 ニ就テ實驗 シ,分 離沈降
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素 ハ元免疫血 清ニ此 シ過敏性賦與能 力強 キヲ認 メタ リ,余 ハ腸管過 敏症 ニ於テ モ亦斯 ノ如 キ事實 ア リヤ否

セ ニ就テ實驗 ス.

實 驗12

A抗 牛血清家兎免疫 血清,分 離 シ,其 ノ分離 液 ト原血 清 ノ沈降素160, 240, 320單 位 ヲ食鹽 水ヲ以 テ同量

トナ シ, 260gノ 體重 ヲ有 スル海〓 ヲ感作 シ其 ノ遊離 腸管 ノ抗原(結 合帶相當 量)ニ 對 スル反應 ヲ實驗 セル結

果ハ次 ノ如 シ.

第12圖　 元 沈 降 素 ト分 離 沈 降 素 ノ過 敏 症賦 與 能 力 比 較

上實驗ニ依 リ分離沈降素モ遊離腸管過敏症ヲ惹起シ得ルハ明カナルノミナラズ感作能カハ反テ原血清ニ

比シ少シク優レルヲ認ム,即 チ原血清沈降素ニアリテハ結合帶相當抗原量ヲ再注加ニ使用スル場合ニ於テ

ハ160單 位ヲ要シ,感作海〓血清中5以 上ノ沈降素價ヲ有スル時ニ於テ反應シ得タリト雖モ,分離沈降素ヲ

使用セルモノハ120單 位ニテ足リ血清中ノ沈降素價2.5以上ハ反應スルヲ認ム.

第4章　 總 括 及 ビ 考 按

吾人ハ今迄事實 ルミヲ擧ゲタ リ,サ レバ本章ニ於テハ之等事實 ヲ綜合 シテ批判ヲ加へ,尚 ホ

之等事實 ヨリ歸納 シ得ル結論ヲ考察 セントス.

1.先 ヅ過敏症Schockノ 原因 トシテ抗體抗原 ノ反應テ起ス場所ニ關 シテハ3説 ヲ有ス.即

チ1ツ ハ體 内ヲ循環 セル體液 ニ在 リトスル體液説, 2ハ 組織固定細胞ニ在 リト稱 スル細胞説,

 3ハ 之等2説 ヲ併用 スル折衷説之ナ リ.之 ヲ余 ハ實驗ニ徴スルニ海〓 テ脱血死ニ至ラシノ其ノ

遊離腸管 テ使用スル場合ニ於テハ其 ノ血管中 ニ含有セラルル血液ハ殆 ド度外視 スルヲ得ベシ,

然ルニ其 ノ遊離腸管ハ抗原 ニ對 シ程度 ノ反應 ヲ呈スルヲ觀 レバ細胞ハ過敏症ヲ起 ス場所 トシテ

主ナル役 目ヲ演ズルヲ證スルニ足ラン. Friedbergerハ 遊離臟 器過敏症ハ殘餘血液中ニ含有セ
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ラルル抗體ノ爲ニ起ル反應ナリト抗論 スレドモ,之 ハ余 ガ行ヘル被働性免疫海〓遊離腸管過敏

症 ニ於テハ能働性 ノ場合ニ比 シ,血 清中大量ノ抗體ヲ含有セシムルニモ拘 ラズ,腸 管過敏症ハ

能働性 ノソレニ比 シテ遙 ニ遲鈍ナルハ血液中ニ含 有セラルル抗體量ニハ大ナル關係ヲ有 セザル

ヲ物語ルモノナ リ,之 即チ被働性免疫 ニ在 リテハ血液中比較的大量ノ抗體ヲ含有スルモ能働性

免疫 ニ比 シ固定細胞ニ固着抗體ノ僅少ナルヲ意味スルモノタラズ ンバアラズ,故 ニ海〓遊離腸

管過敏症ハ少ナク トモ血液中ニ存スル抗體ノ助力ヲ仰 カズ トモ細胞 ソレ自身ニ依 ツテ過敏症ヲ

惹起 シ得ル場所 トナリ得ルモノナ リ.

2.斯 ノ如 ク單ニ細胞ニ固着 セル抗體ニ依テ惹起 セラルル遊離腸管過敏症 ト,母 體血液中ノ

沈降素ノ性状及 ビ量 トハ果 シテ如何ナル關係 ヲ有 スルヤ.

先人ノ業績 ニ徴スルニ,沈 降素 ト過敏症 トノ關係ヲ研究 シタル學者ハ幾多アリト雖 モ多クハ

沈降素測定法ハ, U氏 沈降法 ノミヲ以テ施行セルガ故 ニ沈降素量及 ビ結合帶 ヲ基準 トシタル實

驗ハ甚ダ稀ナ リ,唯 我 ガ教室ニ於テ景山,杉 本氏ニ依 リ生體又ハ遊離肺臟 ヲ以テ實驗 セルニ之

等過敏症 ヲ惹起 シ得ル最小抗原量ハ唯血清中沈降素ノ結合帶 ニ反比例 スルヲ證明 セリ,然 レド

モ古來幾多ノ研究者ニ依 リ過敏性 トナサレタル各動物血清中ノ過敏性抗體モ,他 抗體 ト同ジク

量的關係 ノ存 スルモノナルベ シト想像 セラレ,之 ニ寛驗的證明ヲ與 ヘントシテDoerr u. Rues

氏 ハ種々ノ方法 ト苦心ヲ以テ努力 セシモ未ダ満足ナル結果ヲ得ルニ至ラズ ト雖,同 氏及 ビWeil

氏 ハ被働性免疫 ニ同一血清ヲ使用 シ,種 々ノ量ヲ以テ海〓 ヲ感作 セバ,大 量 ヲ以テシタルモノ

ハ少量ヲ以テ感作 シタルモノニ比 シ少量 ノ抗原ニ依 リ過敏症死ヲ來タサシメ其 ノ抗原量ハ感作

血清量 ニ略逆比例 スルヲ證明セリ.最 近白玖氏ハ被働性過敏症 ニ於 テ過敏症 ノ強度 ハ沈降素量

ニ比例 スルヲ明カニ立證セ リ.

今過敏性抗體 ト沈降素,過 敏症 ト沈降反應 トノ關係 ヲ探究セントセバ沈降反應ハ緒方博士ノ

稀釋沈降反應 ニ立脚 シ試驗動物中ノ沈降素量及 ビ性状ラ簡明 シ而 シテ之等性状及 ビ量 ガ過敏症

ト如何ナル關係ヲ有スルヤヲ追窮 セザル可カラズ.

以上ノ理由ニ依 ツテ沈降素量ヲ同一 トシ結合帶 ヲ異 ニスル海 〓,又 結合帶 ヲ一定 トシテ沈降

素量 ヲ異ニスル海〓 ヲ嚴選 シ,實 驗セルニ,

a U氏 沈降價及 ビ稀釋沈降素價ヲ同一タラシムル時ニ於テハ海〓遊離腸管過敏症ヲ惹起セ

シメ得ル最小抗原量ハ結合帶(稀 釋度)ニ 略逆比例 ス.

b.結 合帶及 ビU氏 沈降價ヲ同一ナラシムル時 ニ於テハ,海 〓遊離腸管過敏症ヲ惹起 セシメ

得 ル最小抗原量ハ稀釋沈降素價 ニ略逆比例 ス.

c.結 合帶及 ビ沈降素量ヲ同一ナラシムル場合ニ於テハ,海 〓遊離腸管過敏症 ヲ惹起セシメ

得ル最小抗原量ハU氏 沈降素價ニ殆 ド無關係ナ リ.

即 チa,ハ 偶然ニモ景山,杉 本兩氏ノ實驗成績ニ一致 シ, b.ハWeil氏 ノ被働性免疫ニ於ケル

實驗成績 ニ一致セリ,然 レドモ之ハ感作 ニ使用 シタル免疫血清 ハ同一血清ヲ以テセルニ依 リ結
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合帶ハ各海〓 ヲ通 シテ不知ノ間系全ク同一 トナ リ,而 モU氏 沈降價モ亦略ボ一致セル筈ナリ,

即チ余ノ行ヘルb,ニ 一致 シ,其 ノ結果 モ亦同様ナリ,然 レドモ能働性又ハ種々ナル免疫血清 ヲ

以 テ感作シタル海〓 ハ各々其 ノ沈降素 ノ結合帶及 ビ量ヲ異ニスルニ依 リ,之 等海〓沈降素ハ性

状及 ビ量ヲ知 ルニ由ナカリシ, U氏 沈降法ニ依 リ沈降素 ト過敏症 ヲ惹 起セシメ得ル最小抗原量

及 ビ沈降反應 ト過敏症 トノ關係ヲ簡明セントセシ先人ノ努力 モ及バザ リシハ宜 ナル哉.然 ルニ

之ヲ沈降反應稀釋測定法ニ依 レバ,海 〓 ノ免疫方法ニ依 ツテ鋭敏度 コソ異ナ レ,沈 降素量及 ビ

結合帶 ト過敏症 ヲ惹起セシメ得ル最小抗原量 トハ關係ハ,上 記a, bノ 如ク一定ナ リ.而 シテ此

a, bノ 過敏症關係ヲ免疫體稀釋沈降反應 ニ比較 センニ,沈 降反應ニ於テハ同等ノ沈降素價ヲ有

シ,而 モ高低異ナ リタル結合帶ヲ有 スル2血 清 ニ在 リテハ,高 キ結合帶ヲ有スル者ハ,低 キ結

合帶 ヲ有スルモノヨリモ少量ノ抗原ヲ以テ同等 ノ沈降素價ヲ現ハスヲ得.郎 チ其ノ抗原量ノ比

ハ結合帶 ニ全ク逆比例 スル者 ナリ,而 シテ又同一結合帶 ヲ有 シ而モ異 リタル沈降素價ヲ有スル

2血 清ニ在 リテハ,沈 降素價高キモノハ,低 キモノヨリモ少量 ノ抗原ヲ以テ同等 ノ免疫血清稀

釋度迄反應 シ得,而 シテ其 ノ抗原量ハ沈降素價 ニ殆 ド逆比例 ス,即 チ遊離腸管過敏症及 ビ稀釋

沈降反應 ニ於 ケル結合帶及 ビ沈降素價 ト反應抗原量 トノ關係ハ,全 然相一致セリ.

3.沈 降反應ハ,結 合帶 ニ於 テ最モ強ク反應 シ,之 ヲ基準 トシテ抗原濃度ン増減 ニ トモナヒ

反應モ亦徴弱 トナル,過 敏性抗體 ト沈降素 ト同一物 ナ リト假定セバ遊離腸管過敏症 ニ於テモ亦

沈降反應結合帶ニ相當セル最 モ強ク反應 シ得ル抗原量ノ存 ス可キ筈ナ リ,之 ヲ能働性免疫海〓

遊離腸管ヲ以テ實驗 セル結果ハ結合帶相當抗原量 ノ1/10,又 ハ1/100,或 ハ大量抗原ニ依 リ極度

ノ反應ヲ呈 シ,最 適當抗原量ヲ發見スルヲ得ズ,コ レ能働性免疫海〓遊離腸管ハ反應甚 グ鋭敏

ナル上ニ使用時期 ニ沈降素價 ノ極 メテ低キモノヲ得ル能ハザリシガ爲 メナル可シ,然 ルニ被働

性免疫海〓腸管ハ血清中ノ沈降素價5ヲ 示ス時ニ於テハ結合帶 ノ高低ヲ問ハズ,結 合帶相當抗

原量ニ依 ツテ中等又ハ極度 ノ反應ヲ呈 スルモ抗原ヲ減少セシムル時ニ於テハ反應ハ弱 ク,遂 ニ

ハ全ク反應セザルニ至ル,而 シテ又抗原 ヲ増量スル場合ニ於テハ極度 ノ反應 ヲ呈 シ,遂 ニハ抗

原 ノミニ依 リ健常海〓遊離腸管ニ攣縮 ヲ起サシムルニ至ル抗原量ニ移行ス,故 ニ遊離腸管過敏

症ニ於テハ沈降反應 ノ如ク大量抗原ニ依ツテ反應阻止現象 ヲ呈セズ ト雖モ,最 小感作量ヲ以テ

感作 シタル海〓 ノ遊離腸管過敏症 ヲ極度ニ反應セシメ得ル最小抗原量 ハ,常 ニ結合帶相當抗原

量又ハ2倍 量ニシテ以 上抗原ヲ増量スルモヨリ以 ヒノ反應 ヲ現 ハス事ナ シ.

4.次 ニ生體過敏症 ニ於ケル特異性抗過敏症 ハ,抗 原 ノ再注射 ニ依 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 ルニ余

ノ實驗ニ於テハ,遊 離腸管過敏症 ヲ惹起 シ得ル最小抗原量ヲ以テ一旦反應 シタル腸管 モ,再 度

注加ノ大量抗原 ニ依 リ反應 ヲ呈スルヲ見 レバ感受性 ノ減退ヲ以 テハ證明 シ得ザル ト共ニ,物 理

的割合ヲ以 テ抗體ノ消費ヲモ認ムルヲ得ズ依之觀之 レバ,抗 原抗體ノ反應 ハ抗原ニ依 ツテ試驗
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管内抗體吸収 ニ於 ケルガ如ク,抗 體 ノ定量的ニ吸収 セラルル者 ト推論 シ得 即 チ再注加ニ使用

スル抗原量僅少(而 モ過敏症 ヲ呈ス)ニ 過 ギ抗體 ノ吸収不十分 ニシテ尚ホ細胞中ニ,一定沈降素

量 ヲ殘存 セル場合 ニ於 テハ抗過敏症 ナル現象ハ存 セザルモノニシテ,其 ノ抗體 ヲ十分吸収 シ一

定量以下 トナ リ始メテ抗過敏性 トナルモハノ如 シ.

5.生 體過敏症ニ於テハ,各 動物 ノ近親度ヲ表徴スルニ至ル類屬反應ヲ呈スルハ已ニ諸家ニ

依 ツテ證明セラレタル所ナ リ,然 ルニ遊離臟器ヲ以テセル過敏症ニ於テハ生體 ノ如ク類屬反應

ヲ呈セズ,極 メテ特異性 ヲ有 スルハ武田,景 山氏ノ證明スル所ナリ,余 ノ行ヘル山羊血清 ヲ以

テ免疫 シタル海〓遊離腸管ハ,主抗原ニ依 リ過敏症 ヲ惹起 シ得ル最小抗原量ノ10倍 又ハヨリ以

上ノ牛血清ニテハ過敏症ヲ惹起 シ,明 カニ近親抗原ニ對 シ類屬反應 ノ存 スルヲ示 シ,馬 血清ニ

在 リテハ主抗原 ノ反應 シ得 ル最小抗原量 ノ100倍,又 ハ500倍 ヲ以テシテモ反應 ヲ惹起 シ得ズ,

即 チ遠縁 ノ者 ニ對 シテハ反應 セザルヲ示セリ,之 ヲ沈降反應ニ比較スルニ此海〓血清ハ牛血清

ニ對 シテハU氏 沈降價25ヲ 示 シ(稀釋沈降法ハ比重 ノ關係上實施 スルヲ得 ズ)馬 血清ニ對 シテ

ハ全ク陰性 ニ終 レリ,即 チ沈 降反應 ニ於 テ類屬反應ヲ發現スル抗原 ニ對 シテハ少ナク トモ,必

ズ遊離腸管 モ亦過敏症類屬反應 ヲ呈スルヲ立證セリ。

6.正 常血清ヲ以テ免疫 シタル海〓遊離腸管 ノ加熱抗原ニ對 スル過敏症ハ,景 山氏ニ依 リ始

メテ試 ミラレ70℃ 30分 間加熱抗原ハ尚ホ反應原性 ヲ保有スルヲ證明セリ,余 ノ腸管ニ於ケル

加熱抗原ノ過敏症 ヲ惹起セシムル能力,即 チ反應原性 ハ60℃ 30分 加熱 セルモノニ在 リテハ,

正常抗原ノ1/3, 70℃ 30分 ニ在 リテハ1/100, 80℃ 30分 ニア リテハ1/800ニ 減退 シ, 100℃ 30

分加熱 セル者ニ至 リテハ全ク反應原性 ヲ消失スルヲ證明 セリ.之 ヲ沈降反應ニ比較 スルニ60℃

 30分 間加熱 セルモノハ正常抗原ニ比 シ結合帶ハ1/2ト ナルモ沈降素價 ニ至 リテハ何等愛化ヲ認

メズ,即 チ反應原性 ガ1/2ニ 減退 シタルヲ意味スルモノナ リ, 70℃ 30分 加熱抗原ハ沈降反應

陰性ナルモ過敏症 ハ陽性ナルハ一見奇ナルガ如キモ加熱血清抗原ハ混濁 シ反應著 シク不明瞭 ト

ナルノミナラズ,血 清 ノ10倍 以上濃キ抗原 ハ,比 重 ノ關係上檢査不能ナルタメ極 メテ少量 ノ抗

原性 ヲ有スル際ハ之ヲ檢出 シ得 ズ,須之内氏 ハ抗原ヲ100℃ ニ30分 間加熱 セル抗原ヲ以テ家兎

ヲ免疫 シ抗體發生ニ依 リテ,其 ノ抗原中尚ホ極ク微量ノ生蛋白 ノ存在スルヲ證明セリ,然 ラバ

70℃ 30分 加熱抗原ノ上記海〓遊離腸管過敏症 ヲ惹 起セシメ得タルハ毫モアヤシムニ足 ラザルレ

所ナ リ,之 ニ依 ツテ沈降反應上證明 シ得ザル少量抗原ヲモ,腸 過敏症ニ依 ツテ證明 シ得.

7.被 働性免疫 ニ使用 セントスル各発疫血清ノ抗體 量ヲ決定 センガ爲 メDoerr u. Russ氏 ノ

提案 ニナリ,現 今多數 ノ學昔ニ依 ツテ使用 セラ レツツアル方法,即 チ抗血清 ノ種々ノ量ヲ海〓

腹腔内ニ注射 シ24時 間ノ潜伏期ヲ置キ抗原ノ一定量ヲ靜詠内注射 ニ依 ツテ試驗 シ,少量ノ抗 血

清 ニ依 ツテ過敏症死 ヲ來タシタルモノヲ抗 血清 ノ抗體含有量大ナリト定 メタルハ, 1免 疫血清

ヲ使用 スル場合ニ於 テハ比較的正確ニ定 メ得シ(結 合帶同等ナルニ依 リ最小抗原量ハ沈降素量

ニ逆比例ス)然 レドモ如斯 シテ定 メタル甲血清 ト乙血清ノ抗體量ヲ同一ナリト云フヲ得ズ,何
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ントナ レバ,此 方法ニ於テハ各血清共 ニ一定 ノ抗原量ヲ使用 シテ各血清ノ結 合帶ヲ全然無視 ス

レバナ リ(最小抗原量ハ結合帶 ニ反比例 ス)故ニ氏ノ提案即チ一定量 ノ抗原ヲ再注射 シテ トアル

ハ各血清 ノ結合帯相當量 ヲ再注射 シテ ト改メテ始メテ完全ナルモノ ト云フ可 シ.以 上改正方法

ニ依ツテ各血清ノ最小感作量ヲ決定 セルニ260gノ 體重ヲ有スル海〓 ヲ使用 セバ,沈 降素200

單位(海 〓血清中沈降素價5)ヲ 有スル時 ニ於テハ結合帶 ノ高低ヲ問ハズ遊離腸管過敏症 ヲ惹

起 セシメ得タ リ.杉 本氏 ハ生體過敏症 ニ於 テ各血清ノ結合帶相當抗原量ヲ再注射 ニ使 用スル時

ニ於テハ如何ナル血清モ500單 位(海 〓血清中25)ナ ルヲ實證 セリ斯 ノ如ク生體或ハ腸管過敏

症反應ニ於テモ(腸 管過敏症 ハ生體過敏症 ニ比 シ甚ダ鋭敏ナ リ故ニ感作抗體量モ亦少量ニテ足

ル)再 注射抗原量 ヲ結合帶相當抗原量 トスル時 テ於 テハ如何ナル免疫血清 ト雖モ其 ノ最小感作

量ハ常ニ一定ニシテ沈降反應 ニ依 ツテ最小感作量及 ビ感作海〓遊離腸管ハ結合帶相當抗原量ニ

依 ツテ過敏症ヲ惹起 シ得ルヤヲ判定 シ得.

8.沈 降素分離ニアタ リ分離液中ニハ,過 敏性抗體 ト沈降素 ト同時 ニ分離セラレ,且 其ノ分

離液ノ沈降素價 ト海〓腸管過敏性賦與能力 トハ一致 シ,且 遊離腸管ノ過敏症 ノ強度ハ當該海〓

血清ノ沈降素價ニ正比例 シ,分 離液ハ原血清ニ比 シ過敏性賦與能力些力大ナ リ,此 事實ハ當教

室白玖氏ノ實驗 ニ一致ス.

9.被 働性免疫 ニ於 テ海〓血清中ニ沈降素價5ヲ 有スル時ニ於テハ,遊 離腸管ハ結合帶相當

抗原量ニ依 ツテ反應 シ, 1/2結 合帶相當抗原量 ニ依 ツテハ反應 セズ,之 ヲ沈降反應ニ觀ルニ免疫

血清ヲ5倍 ニ稀釋 シタルモノハ結合帶 ノ抗原ニ反應 シ, 1/2結 合帶抗原ニハ反應セズ,之 ト同様

ニ如何ナル結合帶及 ビ沈降素價ヲ有スル被働性免疫海〓 ト雖 モ,其 ノ血清ヲ5倍 ニ稀釋 シ,之

ニ種々濃度 ノ抗原ヲ作用 セシメ沈降反應ヲ呈シ得ル,抗 原量 ニアツテハ又其 ノ海〓遊離腸管過

敏症ヲモ惹起 シ得ルモノナ リ.

10.以 上ノ理由ニ依 ツテ沈降素 ト過敏性抗體 トハ全ク同一物ナ リト信ズ.

第5章　 結 論

1.能 働性及 ビ被働性免疫 ニ於ケル海〓遊離腸管ハ抗原ニ依 ツテ過敏症 ト見做ス可キ収縮ヲ

起 ス.

2.能 働性及 ビ被働性免疫海〓 遊離腸管過敏症ヲ惹起 セシメ得 ル最小抗原量ハ,血 清中ノ沈

降素ノ量竝ニ質ニ依 リテ左右 セラ レ動物個々ニ依 ツテ一定セズ.

3.能 働性及 ビ被働性免疫海〓遊離腸管 ニ強 キ過敏症 ヲ惹起セシムル最適當抗原量ハ沈降素

ノ結合帶,或 ハ其 ノ2倍 量ニ相當 ス.

4.沈 降反應 ニ於 ケル ト同様,感 作海〓 ノ遊離腸管過敏症ハ類屬反應ヲ呈ス.

5.加 熱抗原ヲ以テスル海〓遊離腸管過敏症試驗 ニ依 リ沈降反應上證明 シ得ザル微量殘存正

常抗原 ヲ證明 シ得 タリ.
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6.被 働性免疫海〓遊離腸管ニ,定 型的過敏症 ヲ惹起 セシメ得ル最小感作量ハ,沈 降素200

單位ナリ(海〓260g 24時 間ノ潜伏期).

7.沈 降素分離 ニ當 リ過敏性抗體モ同時ニ分離 セラレ免疫血清及 ビ分離液ノ沈降素價 ト過敏

性賦與能力 トハ互ニ平行ス,而 シテ分離沈降素ノ過敏性賦與能力ハ,元 血清ニ比 シ稍々大ナ リ.

8.被 働性免疫海〓 血清中ノ稀釋沈降反應ニ依ツテ,海 〓遊離腸管ノ過敏症 ヲ惹超 セシムル

ニ必要 ナル抗原量ラ定メ得.

9.以 上ノ事實 ニ依 ツテ沈降素 ト過敏性抗體 トハ恐 ラク同一物ナル可 シ.

掴筆ニ當リ,終始御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ辱フセシ,緒 方教授ニ衷心感謝ノ意ヲ表シ,併 セテ實

驗材料ノ提供ヲ受ケシ,學兄景山氏昌深謝ス. (5. 9. 27.受稿)
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615. 37

Kurse Inhaltsangabe.

Uber die Bedeutung des Prazipitins bei Anaphylaxie des 
isolierten Darmes.

Von

Seiro Kuwana.

Aus dem hygienischen Institut der med, Universitat, Okayama
(Vorstand: Prof. Dr. M. Ogata).

Eingegangen am 27. September 1930.

Bei Meerschweinchen, welche vorher im aktiven und passiven anaphylaktischen 

Zustand sensibilisiert worden waren, stellte ich unter Anwendung des Magnus'schen 

Apparates uber die Anaphylaxie des isolierten Darmes Untersuchungen an. Bei der 

passiven Anaphylaxie habe ich das Meerschweinchen mit Prazipitin aus Haninchen
immunserum sensibilisiert.

Die Beziehungen zwischen der Anaphylaxie des Darmes und des Prazipitins im 

Serum habe ich auf die Weise untersucht, dass ich die starke der Darmkontraktionen mit 

dem Prazipitintiter und der Menge des wieder hinzugefugten Antigens verglich und 

weiter die Spezifizitat der Reaktion je nach der Art und dem Zustand des Antigens genau 

untersuchte.

Die von mir erreichten Schlusse lauted, wie folgt:

1) Der isolierte Darm vines Meerschweinchens im anaphylaktischen Zustand zieht 

sich unter Einwirkung des Antigens ebenfalls in einer solchen Weise zusammen, dass 

man es als Anaphylaxie ansehen darf.

2) Die Minimaldosis des Antigens, mit welcher man bei dem isolierten Darm eines 

aktiv und passiv immunisierten Meerschweinchens sine anaphylaktische Erscheinung 

hervorrufen kann, ist abhangig von der Menge und der Eigenschaft des Prazipitins im 

Serum, d. h. sie geht parallel mit dem Prazipitin.

3) Die geeignetste Menge des Antigens, mit welcher man bei dem isolierten Darm 

eines aktiv und passiv immunisierten Meerschweinchens eine starke anaphylaktische 

Erscheinung hervorrufen kann, entspricht der Menge in der Bindungszone oder dem 

Zweifachen derjenigen Menge, die in Vitro nach der Prazipitinreaktion bestimmt wird.

4) Die Anaphylaxie beim isolierten Darm eines sensibilisierten Meerschweinchens 

zeigt eine Gruppen-Reaktion ebenso wie in der Prazipitinreaktion.

5) Es vermindert sick bei der Anaphylaxie des isolierten Darmes die Starke der 

Kontraktion je nach der Zustandsanderung der Antigens durch Hitzewirkung, wie bei
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60•Ž2/3, 70•Ž1/10, 80•Ž1/800, 100•Ž•à0, zu nativem Antigen. Jedoch ist die Reaktion 

etwas scharfer als die Prazipitinreaktion, weil bei der Anaphylaxie die Trubung der 

Antigen weniger Einfluss auf die Reaktion ausubt.

6) Die sensibilisierende Minimaldosis, mit weloher man beim isolierten Darm eines 

paasiv immunisierten Meerschweinchens eine typische Anaphylaxie hervorrufen kann, 

entspricht auf 260gr Korpergewicht nach einer Inkubationazeit von 24 Stunden 200 Eh. 

des Prazipitin.

7) Mit isoliertem Prazipitin konnte ich auch passiv die Anaphylaxie des isolierten 

Darmes nachweisen. Dabei fand ich die Uebertragungsfahigkeit der Anaphylaxie mit 

isoliertem Prazipitin etwas starker als die mit Originalimmunserum.

8) Gestutzt auf die oben angegebenen Tatsachen mochte ich behaupten, dass 

Prazipitin und anaphylaktischer Antikorper wohl identisch sind. (Autoreferat.)
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