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實驗的諺積責疸の糖類同化に就て(岡 村舜三)

御前氏によれば家兎に膽汁酸を皮下に投與すれば飢餓血糖の降下を來し,更に葡萄糖投與竝に「アドレナ

リン」注入にて喚起せる人工過血糖を低下せしむ.又 動物髄内膽汁酸の損失は過血糖を,體 内過剰は血糖降

下を來し,胆内膽汁酸の増減は副腎「アドレナリソ」分泌の消長を示す(岡 村,村上). かかる膽汁酸の血糖

降下作用は多久,辻 氏によれば植物性神経系統の緊張と關係を有し交感神經殊に中樞に麻痺的に作用し副

交感神經を興奮せしむ.

他方家兎に謄汁酸を糖と共に輿ふれば糖の尿中排泄を減じ肝臓糖原質の増加を來すは御前,多久,藤田氏

之を謹せり.か く膽汁酸肝臓糖原質生成の促進作用は各種單糖體に起る(藤田)故に多久氏の膽汁酸の尿糖

排出閾の低下は肝臓等に於ける糖原質生成促進に起因するものなり.

如上の事實より體内膽汁酸の過剰を喚起せしむるため家兎の鬱積黄疽を起さしめて葡萄糖を静豚内に投

與し,尿糖,肝臓糖原質を檢し術前と比較し鬱積黄疸に於ける炭水化物新陳代謝の一般を窺はんとせり.其

の成績を総活すれば次の如し.

1.家 兎の實驗的2積 黄疽に於ける糖排泄閾は一般に降下し肝臓糖原質含有量は初期には増加すれども

長期後には却で減少す,しかし其の生成機能は尚ほ存在す.

2.之 により實驗的鬱積黄疽家兎の糖排泄閾の低下は髄内糖原質生成増加に偏し得ペく從つて共の増加

は膽汁酸の過剰に起因するものと思惟す.(自 抄)

二三毒物に因る中毒性腎臓炎に於ける細尿管Golgi氏 装置の變化に就て(鎌 倉令三)

著者は下記の毒物を以て家兎に急性中毒を起さしめ其の際に於ける腎臓のGolgi氏 装置に就き觀察を途

げ次の結論を得たり.

1)實 驗中毒腎に於て其のGolgi氏 装置は毒物の種類に從ひ細尿管の一定部に於て愛化を起す.

2)「 ウラン」及び昇果中毒にては細尿管主部の遠部及び蹄係への移行部竝に潤管に於て同装置の發育は

抑制さる,毒物注射後24時 間にありては只少数の装置粒子が細胞の遊離縁に近く或は核の上方に残留する

のみ.

3)砒 素中毒に於ては装置は最初却て少しく顯著となるも後には大に幽微となる.

4)「 クローム」酸「カリウム」中毒にありては細尿管主部の近部拉に中間部に於て装置は幽微となり24時

間を經過すれば大部清失するを見る.
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5)「 カンタ リヂ ン」中毒にあ りては主部近部潤管竝に蹄係 上行脚 に於て装置の發育抑制せ られ24時 間後

にては只僅數の微細な る装置粒子を見るのみ.

6)燐 中毒 に於ては 細尿 管の装置 は最初 は變化 を示 さざる も時間 を經過す る時は 著 しく幽微 となるを見

る.(自 抄)

腹 蛇 の毒 腺 分 泌 物 中の 酵 素 に就 て(星 島 忠 夫,高 田 弘,浦 城 二郎,澁 谷成 利)

蝮蛇 は生ける動物 を捕へて,容 易に嚥下す るに よ り,蝮蛇 の毒腺分泌物中には種 々の酵素を含有す るもの

な らん との考の もとに「ペ プチダ ーゼ」,「ア ミラーゼ」に就 きて檢索せ し著者等 の實 驗成績 大要衣の如 し.

E. Fisoher氏 の方法 によ り製出せ る「ヂベプチー ド」,「グ リチ ールグ リチ ン」,「グ リチール.エ ル.ロ イチ

ン」,「回イ チールグ リチ ン」に冬期に採取せる毒腺分 泌物を作用せ しめVan Slyke氏 の方法に よ り「アミノ」

室 素を測定すれば、其の程度微弱なる とも加水分解 を受 く.

「ペ ヲ トン」を同様に處置 したるに,毒 分泌 物に よ り「ア ミノ」基を生 ずる ことを同様に して知 りた り.

可溶性澱粉溶液に冬季に採取せる毒腺分 泌物 を作用せ しめ沃度 反應によ りて 其の 分解 さるるこ とを知 り

た り.

以上の結果 より冬眠中の腹蛇分 泌物中に も其の作用弱 けれ ども「ヂペプ チダーゼ」.「ボ リペプ チダ ーゼ」.

「ア ミラーゼ」なる酵 素の存在する ことを證明せ り,(自 抄)

胃原 基 の形 態 學 的 發 生 に就 て(村 山 高)

鳥類に於ける胃 の發生に就 きては,遠 くCattaneo氏 以來幾多の研究業績 の發表あれ ども.多 くは 組織學

的方面のみの檢索に して,更 に形 態學 上,發 生學 上,詳 細に攻究せ るものな きを以て,些 か此方 面に 封 して

闡明を加へん と欲 して,余 は家鳩胎 兒を材料 と して,體 長4.5mmよ り12.5mmに 至 るもの26箇 の連 續切

片竝に 夫等の複成蝋形模型を製作 して,腸 管系特に胃 原基の形態學的發生 を研究観察 し,次の結論 を得 た り.

1.家 鳩に於ては胃原基の初 現を孵卵3日 目の前半に於て,長 径5mm(原 節35)の 胎兒に見 る.

2.紡 鍾状胃原基に於て,初 めて胃の廻轉を孵卵4日 目,長 径5mmの 胎兒に於て見 る.

3.胃 の前胃及び筋胃に分離す るは,長 脛6.5mmの 胎兒に於て,初 めて 明か な り.

4.胃 の形態は初め前腸の紡錘状接大を以て起 り.次 いで將 來大 彎を形成 すぺ き後壁の膨出 著 しく,殆 ど

同時に主 と して肝臓原基の擴大のため獨自の胃廻轉竝に左側變 位をなす.胃 は初 め矢状位置 より先づ斜 位.

次 いで横位を 占む るに至る.(自 抄)

室外線の赤血球抵抗に及ぼす影響(山 本太郎)

普通治療に使用するHanovia製 人工太陽燈を以て人赤血球浮游液に菫外光線照射を行ひ溶血現象を観察

せるに温度對照に比し何等の變化を認めず.又 照射せる赤血球浮游液につき低張食鹽水及び8uponin液 に

封する赤血球抵抗力を鏡察せるに増強の傾向を認めたり.殊にSaponin液 に封して著明なり.

以上の成績よりして試驗管内赤血球は菫外光線照射により僅少ながら抵抗力増強し砂くも減退せず.又

この場合赤血球被膜の類脂肪體に或種の變化を起すものにして而も溶血作用に封する素質を作るよりも却

て抵抗力を強甚する作用あるものと想像さる.(自 抄)
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箆 形 二 口蟲 病 の新 陳代 謝 に 關 す る賢 驗 的 研 究(第2報)

實 驗 的 箆 形 二 口蟲 病 家 兎 の尿 中燐 及 び 「カ ル シ ユ ーム 」排 泄 に 就 て(吉 本精 一)

著者は本病家兎の窒素新陳代謝に關す る研究に 於て,尿 中「ア ンモ ニヤ」の甚だ しく増量 し,且,重 曹投與

に よりて減少す るを認 め,本 病に罹れ る家兎體 内には 酸を多量に發生 し増量せ る「ア ンモ ニヤ」は之を中和

す る爲 な りとせ り.

凡そ生體内に於て體液の反應を調節す る物質 と しては 上記「ア ンモ ニヤ」の外に,猶 ほ燐化合物,炭 酸化合

物,蛋 白質等を墨 げ得べ し.之 等 の物質 は體 内に酸 の異常發生を來す場合.直 ちに活 動 して 酸の作用を弱め

體 液の水素「イオ ン」濃度を一定に保 持す る ものな り.此 際過剰 となれる燐酸 「イオ ン」及び「アル カ リ」土金

屬等は尿中に排泄せ らる.故 に本病に罹れ る家 兎に於 て尿 中の燐及び「カル シユーム」等は増量せ ざるべ か

らず.余 は郎ち尿中の燐 及び「カル シユーム」量を定量 して次の如 き結果を得た り.

1.尿 中燐及び 「カルンユーム」は家兎 の本病に感染 した る後1週 間前後 より共に李行 して 増量 し死直前

に於ては約2倍 量となる.

2.雨 物質の増量は體中酸の増 量及び肝臓 の障礙に基 くものな り.(自 抄)

空 氣 遮 断 の 下 に 於 け る生 體 死 後 の變 化 の化 學 的 研 究(第2同 報 告)

腐 敗 菌 及 び 亜砒 酸 の 影 響 に就 て(恰 土 良三)

本研究の第1同 報告に於て,空 氣遮斷に よ りて 鶏 卵を窒息死に陥 ら しめた る後に卵 内に起 る 化學的變化

は,主 として酸素缺乏の下に於て 行は るる酵素作用に よる ものな ることを推定 し得 る結果を得 たる 著者は

更に次の實驗を行へ り.

(1)は 腐 敗試 驗に して,大 腸菌のみ,或 は大腸菌,醸 氣桿菌 及び「ブ ロテウス」3種 の菌 を含み たる もの

の菌俘游 液一定量を卵白 内に注入 して,此 後に現は るる化學的變化 を,前 報告 と略ぼ 同様な る物質 に就き同

様 なる方法に よりて研索せ り.

(2)は 毒物に よる試驗 の1に して.即 ち多數の學 者に よ りて,自 家融解 的作用に對する影響の略ぼ確定

せ る亜砒 酸の「アルカ リ」性溶液少量 又は比較的 大量,前 同様卵 白内に 注入 して,之 に よる影響を攻究せ り,

其 の結 果は左の如 し.

1.腐 敗菌を注入す る時は檢査 せる諸物質即ち 「ヂア ミノ」酸,「 モ ノア ミノ」酸.燐 酸等は總て第1同 報

告の ものに比 し顯著に 増加す るに反 し,乳 酸のみ は却つ て増加す ること稿 々僅少 な り.思 ふに乳 酸は之等

腐敗菌に よりて其の生成が抑制せ らるるか,又 は既に生 じた る乳酸が1部 更に分解 す るに よるものなるペ

し.

2.大 腸菌 のみ の場合に於て も,又 は3種 の菌 を混じて 使用 したる場合に於て も,變 化は略ぼ同様にあら

は る.

3.亞 砒酸 の少雌注入は 死後 の變化 を促進 し,大 量は第1同 報 告に於ける もの と大差な きか,又 は多少之

を抑制 す.こ の現象は 先人 の所 見に よく一致す.獨 り乳酸 のみは他の物質 と趣 を異に し.亞 砒酸注入に より

て殆 ど何等の 影響を受 けず,從 つて又 亞砒酸 の量 とも一定の關 係を示 さず.(自 抄)
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腸 竝 に肝 臓 に於 け る 「ヌ ク レ ア ー ゼ 」作 用 に及 ぼす 膽 汁 酸 の 影 響 に

就 て(其 の2)(岡 村 竹 次)

Furth u.　Sohutzは 既 に膽 汁酸は 膵脂肪酵素の脂 肪分解 を促進す れど,共 の酸化,或 は還元物質例へば 「ビ

リアン」酸,「チ リア ン」酸及 び「ヒヨラン」酸 は何等促進作用な きを證せ り.

正田の實驗に依 れば 膵脂肪酵素の脂肪分解の促進に 膽汁酸分子の第2環 の第7位 置の水酸基が或 る意義

あ る役を演 じ,こ の促進作用にか ぐベから ざる必要な るものな りと云へ り.「ピ リア ン」酸,「 チ リア ン」酸 及

び 「ヒヨラ ン」酸は その分子 中に水酸基 な し故に 膵脂 肪酵素 作用に何 等の影響な し.當 教室にて 上代 及び辻

はその分子中に水酸基を有する もの「アボヒ ヨール」酸,「 二.オ キシヒ ヨ レン」酸,「二.オ キシヒヨラデイエ

ン」酸及び 「オキ シ.三.カ ルボ ン」酸は脂肪分解 酵素作用を促進すれ ど水酸基のな き 「デヒ ドロヒヨール」酸

は促進せ ず.唐 澤,畠 山,上 代,小 林,關 藤の諸氏は膽 汁酸が「ヌク レイ ン」代謝に促進性に作用す と云へ り.

第1囘 報告に余は既に 「ヒヨール」酸,「デ ゾオキ シヒヨール」酸 及び 「エ シツヒヒ ヨ レイ ン」酸の如 き膽 汁酸

は腸竝に肝臓の「ヌク レアーゼ」作用に促 進性に働 く故 に余 の主張 の意味に於て尿中燐酸の増量す る事にな

る.又 實際に於て此事は 實驗的に畠山,關 腰の實驗に於て示 さる今や余は再び脂肪分解 酵素の場合 の如 く膽

汁酸分子中の水酸基 と「ヌクレアーゼ」の促進作用の間 に同 じ關係が存す るや否やを見る可 く腸竝に肝臓 の

「ヌクレアー ゼ」作用を檢せ り,余 の期待せ し如 く肝及び腸に よる「ヌク レイ ン」酸分解 は其の分子中に水酸

基を有す る「マルガ リンヒ ヨレイ ン」酸 及び「アボヒ ヨール」酸 によ りかな り強 く促進 され分子 中に水酸基 の

な き「ヒヨラン」酸,「デヒ ドロヒヨール」酸,「デヒ ドロデ ゾオキ シヒヨール」酸に より促進 されず寧 ろ減弱 さ

る.こ の事實に より膵脂肪酵素の脂肪分解 に及ぼ す膽汁酸の促進,正 田,上 代,辻 等の観察せ ると全 く同じ

く「ヌク レアーゼ」の「ヌク レイ ン」酸分解 に對する膽 汁酸の促進作用は膽汁酸分子中の水酸基 が最 も必要な

る役 目を演ず可 しと結論 し得可 し.(自 抄)

家兎に於て腎臓「エキス」の腎臓細尿管Golgi氏 装置に及ぼす影響に就て(鎌 倉令三)

著者は家兎に就き家兎腎臓「エキス」を反覆注射し次の成績を得たり.

數週に亙りて腎「エキス」を用ふるときは腎機能は最初に亢進し尿量増加し細尿管Golgi氏 装置の増殖を

起す.然れども後には腎機能減退し尿屋は減じ同装置は漸次幽微となる.是れ腎の新陳代謝が身體中過剰の

腎成分の存在に由て終に減退するに基くものならん.(自 抄)

家兎盲腸の再生機轉に關する實驗的研究(相 原義一)

哺乳動物に於ける腸管の再生は蟲様垂を除くの他,從來観察せられたることなし.然るに著者は家兎の腸

管就中盲腸は固有なる再生能力を有することを實驗的に證明せり.部ち雄家兎盲腸の大部分(約90%)を 手

術的に切除し螺状皺襞1乃 至2旋 囘,長 さ約3.5-5.0cmを 残 して51乃 至400日 間飼養後剖檢せるに98日

以上生存せし家兎の盲腸残留部は何れも著しく大さを増し螺状皺襞の旋囘數を増加し盲腸壁は當初切斷せ

られたる部位より突隆する特異なる盲嚢状擴張を形成せるを認めたり.盲 腸壁は硬鞏にして殊に粘膜及び

筋層著しく肥厚し厚徑正常家兎盲腸壁の約3倍 以上に及ぶ.粘 膜は大なる絨毛状或は樹枝状の突起を現し, 

Bryptenの 發育著しく上皮の増殖著明なり。小腸竝に結腸粘膜には變化なく又畠様垂組織の再生を認めず.
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上述の所見は盲腸全組織の統一的變化を示し盲腸固有の形態の1部 を囘復せるものなるが故,軍 なる組

織再生に非ずしで盲腸の缺損せる部分を補充せんとする臓器としての再生機轉なりと云ふぺし.而 して斯

かる變化は唯盲腸部に限局して存するのみにして爾他の腸管に於ては認められざるが故に盲腸上皮は恐ら

く小腸又は結腸等に於て代償せられざる特殊なる機能を保有するものなるペし.(自 抄)

箆 形 二 口蟲 病 の 新 陳 代 謝 に 關す る實 驗 的 研 究

3.實 驗 的 箆 形 二 口蟲 病 家 兎 の 「プ リン」新 陳 代 謝 に 就 て(吉 本 精 一)

著者は嚢に箆形二 口蟲病に罹れ る家兎に 就き新 陳代謝試驗 を行ひ,尿 中に 「アラ ントイ ン」の著 しく減 少

し,「ブ リン」體の増加す るを確 めた り.依 て更に本病家兎に醸母「ヌクレイ ン」酸曹達を經 口的に與へ,其 の

分解排 泄の状態を窺へ り.先 づ健康家兎に酸母 「ヌク レイン」酸 曹達を投與 して 其の分解産物 の尿 中に排 泄

せ らるる状 態を檢 した る後,本 病に罹 患せ しめ,感 染2週 後,即 ち本病 の略ぼ 重症期 に入 るに 及び 再び酸母

「ヌク レイ ン」酸 曹達 を奥へ,其 の尿中排泄の状態を檢せ り.

其の 結果によれば,健 康家 兎に於 ては釀 母「ヌク レイン」酸 曹達投與の翌 日に於て尿 中紬窒素,尿 素,「アラ

ントイ ン」,「プ リン」鹽基及び尿酸は著明に増量す るも第3日 に於て は正常値に 復歸す.然 るに本病に感染

後は尿 中に排泄せ らるる尿酸は 漸次減少す る も,感 染 後2週 間を紐過 した る頃に於け る「ヌクレンイ」酸投

與に よ りては殆 ど影響無 く,其 の際 總窒 素,尿 素及び「ア ラントイン」は稍 々其の量を増す も健康時の増加量

に比 し甚だ少 く,且 投與後數 日に亙 りて其の増加を持續す.而 して 其の増 量の總和は健康時1日 の増加量に

比 して小な り.尿 「プ リン」鹽基は之に 反 して 甚だ しく増量 し,且 投與後數 日間は尚ほ増量を續け,増 加の總

和は健康 時に比 して甚だ しく大な り.

上記 の結果 によ り,著 者は本病家兎體内に於て 「ブ リン」鹽基の尿酸にまで分解 せ らるる機轉が障碍せら

れ,「ヌク レイ ン」酸投與に際 し,其の分解産物 の尿 中排泄 可な り遅 延す.又 恐ら くは尿酸 々化作用 も障碍せ

られ居 るベ しとな し,之 等尿成分の變化は 主と して 本病に依 り肝臓 實質 の侵 さるるに基 くものな らんと緒

論 せ り.(自 抄)

肝 臓 内 脂 肪 新 陳 代 謝 に及 ぼ す膽 汁 酸 の 影 響(辻 鹿 子 治)

最近生 馬氏は諸組織竝に臓器中の 「リパーゼ」の作用に及ぼす膽汁酸の影 響を檢 し,膽 汁酸 は肝臓 に於て

は一程度迄「リパ ーゼ」の作用を促進す ることを認 め,次 で御前,藤 田,岡 村(舜)及 び余等の實驗に依 り膽汁

酸は肝臓 内に於ける「グ リコーゲ ン」生 成を著 しく促迫 す るものに して植 物神經系 作用と密 接なる關係を有

す ること闡 明せ り.尚 ほ 畠山氏の實驗に依れば膽汁酸は空腹時 及び人 工的過 血糖状態に於け る家兎 のR. Q

を低下せ しむ ることを認 物た り.此 處に於て 余は 膽 汁酸が肝臓内脂肪新陳代謝に如何 なる影響 を及ぼすや

廷 ひては 又之が膽 汁酸供給後 に於けるR. Q.と 如何な る關係を有す るやを闡明 なら しめんと欲 して本實驗

を企てた り.先 づ家兎に 就て第1群 は空腹24時 間後,第2群 は 室腹24時 間後膽汁酸を經 口的に投與せ るも

の,第3群 は皮下注射 を行へ る ものに就て肝臓内脂肪量を測定 し互 に 比較考究せ るに其の結果は第2群 竝

に第3群 に就ては肝臓 内脂 肪量 は第1群 に比 して 一般に減少 を示せ り.即 ち 膽汁酸を家兎に與 ふる時は肝

臟 内脂肪量を減少せ しむ.此 成績は生馬 氏の實驗 に依る膽汁酸が肝臓 内「リパーゼ」の作用を促進 して脂肪

248



抄 録 537

分 解を旺盛な ら しむる と云ふ事實 と一致 し,尚 ほ肝臟 内脂肪分解 が旺盛とな さるるに依 りて 膽 汁酸 の供給

に より家兎のR. Q.を 低下せ しむ ると云ふ畠山氏の實驗成績 を説 明 し得べ し.(自 抄)

膠質沈澱帶と免疫反應結合帶の比較(杉 本信義)

膠質化學反應に於て陰性荷電「マスチツクス」と陽性荷電硫酸「アルミニユーム」溶液が一定の量的關係の

下に沈澱帶を生ずることは既に證明せられたり.一 方免疫反應殊に沈降反應に於て免疫原と免疫血清との

量的關係によりて結合帶の生ずることは我教室に於て1927年 以來研究せられ,尚 ほ補體結合反應或は過敏

症現象に於て免疫血清に對する免疫原の好適結合量の存することも發表せられたり.予 も亦此現象を過敏

症竝に沈降反應に於てZeissの 液體干渉計を用ひて光學的に研究せ り.仍 りて膠 質反應に於ける沈澱帶 を先

づ混合法を以て檢 し次で 沈降 反應に於け ると同様に輪環法を用 ひて研究 し免疫反應に於けるそれ と比較せ

り.

(1)陰 性荷 電「マスチツクス.ゾル」に稀釋せ る「アル ミニユーム」溶液を等量に附加す るに「マ スチ ックス,

ゾル」は 「アル ミニユーム」溶液の一定 稀釋度に 於て最 も強 く沈澱 しそれ よ り濃度 の高 き方竝に 低き方に向

ふに從て其の沈澱度輕度な り.此 現象は 緒方教授 の沈降反應檢査法實施に際 し免疫 原の一定 稀釋度に於て

沈降反應が最 も強 く現はるる事實 によ く一致せ り.即 ち 沈澱 帶と結合帯 とは相似せ る現 象な り.

(2)免 疫原の濃き部分 に於 ける免疫 反應抑制 現象或は免疫體の過剰に よる抑制 現象は膠 質に於け る陽性

或 は陰性 荷電膠質の過剩に よる沈澱抑止 現象と椙 似せ り.

(3)更 に沈降試驗管を用ひて膠質沈澱反應 を輪環法 によ りて檢す るに結合帯 に比すベ き沈澱帯を認 め尚

ほPaltauf氏 の総へ し免疫反應に於ける凝集現象は 二次的に沈降反應に 續發す るものな りとの読を 膠質反

應に於て明かに認め得た り.(自 抄)

家 兎 生 體 内に 於 け る「デ ゾオ キ シ ヒ ヨー ル 」酸 の蓮 命 に 就 て(藤 原 寛 治)

膽汁酸は一般 に健康體 の尿 中には 之を證 明せず.然 れ ども種 々の肝臟疾 患にあ りては 其の尿 中に膽汁酸

が排出せ らるる事は既 に多數學者の研究に より間接に證明せ られた り.

又Szilard, Rosenthal,細 川竝に田代の諸氏は膽汁酸の一定量は常に健康血液中を循環せ る ものな りと主

張せ り.東 氏は 蝦膜 の皮下に 注射 した る「ヒヨール」酸は1部 は變化せず又抱合 もせ ず して再 び尿中に排出

せ らるるものなることを立證 せ り.

岡村氏は家 兎嚢膽は主 と して「デゾオキ ンヒヨ ール」酸 よ り成ることを報告 し,又 關藤氏は「グ リコヒヨ レ

イ ン」酸と して膽 汁中に存す ることを證明せ り.

他 方Wielwudは 膽汁中の「デ ゾオキ ンヒヨール」酸は脂 肪酸 と加合 し「ヒ ヨ レイ ン」酸 と して存す るものな

る事を報ぜ り.

此意味に於て著者は家兎に就て皮下に「デゾオキシヒヨ ール」酸 を注射 し其の尿中に其の幾何量 を排出す

る ものなるか 或は何物か と抱合又は加 合 して排出せ らるる ものなるかを知らん と欲 して 本實驗 を行 ひ次 の

結論を得た り.

即ち家兎の皮下に注射 した る「デ ゾオキ シヒヨール」酸は1部 は變化せず して再び尿 中に排出せ らるるも
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のな り.此 際8.8gを 注射 した るに僅に36.4mgを 其の尿 中に證 明せ り.

即ちBayerも 亦彼の實 驗に 於て證 明せ しが如 く,肝 臓 は 「デゾオキシヒヨール」酸に對 して一 大親 和性を

有す るものな りと思 考す.(自 抄)

淋 疾 膿 球 の 「ドーパ 」,「イ ン ドフ エ ノ ー ル 」竝 に 「ペ ル オ キ シ ダ ー ゼ 」

反 應 に就 て(内 田茂 雄)

著 者は膿 球の「ドーバ」,「イ ンドフエノール」竝 に「ペ ルオキシダーゼ」反 應を比較 して大略次 の結論を得

た り．

上述3反 應は其の性状頑 る類似する も他方可な り著 しき差異な しとせず. 3反 應共骨髄性 細胞 のみ が染色

に 與 り,淋 巴細胞,淋 菌等は全 く染色せ られ ず,且 諸種理化學的前處置に對 して 其の 出現,消 失 を同 うす る

は よく一致す.次 に「ドーパ」反應が「ペル オキンダ,ーゼ」反應 と一致 し,「イ ン ドフエ ノール」反應と相 違する

鮎 を列學すれば, 1)「 ドーパ」竝に「ペ ルオキシダーゼ」反應 を施せ る標 本は 永久標本と して保存せらるる も

「イ ンドフエ ノール」反 應を施 せる ものは寸 時の後變化 す. 2)一 旦出現せ る「ドーバ」竝に「ペ ルオキシダ ー

ゼ」反應は諸種の理化學的操作の影響を蒙 る事殆 ど或は全 くな きも 「イ ン ドフエ ノール」反應は種 々の程度

に 障碍せ らる. 3)前2反 應は豫 め標本を酸.「アルカ リ」等 にて障 碍すれば其の後如何な る金屬鹽類を作用

せ しむ る も再 出現不能 なるに反 し「イ ンドフエノール」反應に ありては 金,銀.銅.「 マ ンガ ン」,「ニ ツケル」,

「コパル ト」,白金の粉末及び當該鹽類に よりて明かに染色 力を恢復す. 4)不 染色標本を「フオルマ リン」溶

液 又は空 氣中に放置すれば 前2反 應は可 な り速 に染色 力を失 ふに反 し「イ ン ドフエ ノール」反應は比較的永

く染色 力を保持 す. 5)「 ドーバ」竝 に「ペル オキシダーゼ」反應(第1液 を併用せ ざる場 合)に 於ては 原形質

は 屡々瀰蔓性に染まる も「イ ンドフエ ノール」反應 は毎 常顆粒 状をなす. 6)「 ドーパ」反應を施せる標本に重

ね て 「イ ンドフエ ノール」反應を行へば褐色頬粒の間に明かに青色顆粒の混在す るを詔む るも「ドーパ」反應

後 「ベ ルオキ シダーゼ」反應を試むれば「ドーパ」顆粒 のみ見 らる.

佐藤,關 谷氏怯に よる「ペ ルオキ ンダーゼ」反應 に於て 原形質 の青染す るは第1液 と して使用す る金屬鹽

類 の水素「イ オ ン」濃度に關係す るものと思 はる,(自 抄)

膽 汁 酸 注 入の 際 現 は る る尿 中 鹽 基 に 就 て(田 中敬 三,箭 田 繁 福)

膽 汁酸が「ヌ クレイ ン」新 陳代謝 を促進す る事は唐澤,畠 山,小 林の諸氏に依 りて明か となれ り.畠 山氏は

家 兎に膽汁酸を注射せ る際,若 くは實驗的鬱 積性 黄疽の際尿中「アラ ントイ ン」竝 に燐酸 の増加 を認め,小 林

は 此際 核酸の成分た る五炭糖を證明せ り.核 酸 と結合せ る蛋 白が主 と して 「プ ロタ ミン」及び 「ヒス トーネ」

の如 き ものな る事は周知の事實なれば 膽 汁酸 注入の際若 くは 血中膽汁酸 の過剰 に増加 せる際か かる蛋白の

分解 が促進せ られ分解産物 の尿 中に排泄せ らるるは推測に難か らず.唐 澤 氏は 睾丸 自家融解に於て 膽汁酸

に 因 り「ヂア ミノ」酸の増加せ し1例 を認めた り,又 「アルギ ニン」が「ク レアチ ン」形成 と密 接なる關係を有

す るは已に幾 多の研 究あ り.生 馬 氏は筋肉 自家融解 に於て 膽汁酸 の供給に因 り筋 中「アルギ ニン」は増加 し,

「ク レアチ ン」は減少せる事を認め,上 代,多 久,岡 村(舜)は 家兎に膽汁酸を 注射せ る際,若 くは實驗的鬱血

性 黄疽の際尿 中「クレア チン」の減少を認め,之 は膽 汁酸 が交感 神經系を麻痺す る作用を有する爲な りとせ
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り.如 上の理に基 き一方「アル ギニ ン」の「ク レアチ ン」形 成に對す る關係を追求 し,一 方膽汁酸の「ヌク レイ

ン」新陳代謝に及ぼす影響 を一層闡明な ら しめ ん骨,余 等は 家兎に 「ヒヨール」酸を注射 し得たる16.70Lの

尿 よ り「ブ リン」鹽基及び「ヂ ア ミノ」酸を檢 して 「キサ ンチ ン」90mg.「 ヒボ キサ ンチ ンビクラー ト」23mg,

「グアニン」15mg,「 アデニ ン」15mg,「 アル ギニンビクラー ト」108mg,「 ヒス チヂ ンピク ロロナ ー ト」

72mgを 得た り.こ の「アルギニン」の出現は注 目す可 き事實 に して,こ は筋 中「アル ギニ ン」の増加せ し爲め

か又は「ヌク レイ ン」新陳代謝 が促進せられたる結果と も考へ得.(自 抄)
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