
823

所 謂 食 餌 性 白 血 球 減 少 卜膽 汁 成 分

トノ關 係 ニ就 テ(第 一 回報 告)

岡 山 醫科 大 學 金子 内 科 教室

原 勝 巳

内 容 目 次

第1章　 緒 言

第2章　 檢査方法

第3章　 稠厚牛膽 ノ經 口的投與後 ニ於 ケル食餌性白

血球 ノ消 長

豫備 試驗　 家兎 ノ空腹 時中末梢血管 ニ於 ケル白血

球数 ノ生理的動搖

第1節　 稠厚牛膽 ノ持續的 内服後 ニ於 ケル場 合

第2節　 稠厚 牛膽 ノ頓服後 ニ於 ケル場合

第3節　 稠厚牛膽 ヲ牛乳 卜共 ニ頓服 セ シ場合

第4節　 總 括

第4章　 稠厚牛 膽 ノ注射後 ニ於 ケル食餌性白 血球 ノ

消長

豫備試驗　 牛膽 注射後 ニ於 ケル白血球 數 ノ推移

第1節　 稠厚牛膽 注射後30分 牛 乳 ヲ與 ヘ タル場

合

第2節　 稠厚 牛膽注射後1時 間牛乳 ヲ與 ヘ タル場

合

第3節　 稠厚牛 膽 ヲ持續的 ニ数 日間注射 シ後牛 乳

ヲ與 ヘ タル場合

第5章　 各個 ノ膽汁成分 ガ食餌性 白血球増 多ニ及ボ

ス影響

豫備試驗　 酒 精注射後 ニ於 ケル食餌性 白血球 ノ消

長

第1節 「ビ リル ビ ン」ニ就 テノ試 驗

1)「 ビ リル ビン」注射後牛乳 ヲ與 ヘ タル場 合

2)持 續的 ニ數 日間「ビ リル ビ ン」注射後牛乳 ヲ

與 ヘ タル場合

3)成 人 ニ於テ持續的 ニ數 日間「ビ リル ビン」投

與後牛乳 ヲ與 ヘタル場合

4)總 括

第2節 「ヒヨレステ リン」ニ就テ ノ試驗

1)「 ヒヨレステ リン」注射後牛 乳 ヲ與 ヘ タル場

合

2)持 續的 ニ數 日間「ヒヨレステ リン」注射後牛

乳 ヲ與 ヘ タル場 合

3)總 括

第3節 「ヒ ヨール」酸 ニ就テ ノ試驗

1)「 ヒヨール」酸 注射後牛乳 ヲ與 ヘ タル場合

2)持 續的 ニ数 日間「ヒヨール」酸 注射 後牛乳 ヲ

奥 ヘタル場合

3)總 括

第4節 「タウ リン」ニ就テ ノ試驗

1)「 タウ リン」注射後牛 乳 ヲ與 ヘ タル場 合

2)持 續的 ニ数 日間「タウ リン」注射後牛乳 ヲ與

ヘ タル場 合

3)總 括

第5節 「グ リココール」ニ就テ ノ試驗

1)「 グ リココール」注射後牛乳 ヲ與 ヘ タル場 合

2)持 續的 ニ数 日間「グ リココール」注射 後牛 乳

ヲ與 ヘ タル場 合

3)總 括

第6節 「グ リコヒ ヨール」酸鹽 ニ就テ ノ試 驗

第7節 「タウロヒ ヨール」酸鹽 ニ就テ ノ試驗

第6章　 結 論

附　 主要文獻

53



824 原 勝 巳

第1章　 緒 言

余 ハ曩ニ所謂Widal氏 等肝機能檢査法中牛乳食後 ニ起ル所 ノ末梢血管ニ觀ル白血球減少 ニ關

シテ實驗的研究 ヲ爲 シ,少 ク 卜モ家兎・海〓・犬等 ニテハ,通 常空腹時牛乳食 ニ依 リ殆 ド毎常著

明 ノ末梢血管ニ於 ケル白血球過多ヲ起セ ドモ,肝 臓機能ノ障碍 ヲ起サ シメタル場合ニハ反對 ニ

甚 ダ屡々著明ナル所謂食餌性白血球減少ノ起ルコトヲ知 リ之 ヲ報告 セリ.其 ノ後此 ノ食餌性 白

血球減少 ノ本態ニ關 シテ研究 シ,今 尚ホ其 ノ途上ニアレドモ茲ニ其 ノ一部,即 チ之 卜膽汁性分

トノ關係ニ就テ成 セル研究成績 ヲ報告セント欲 ス.

食餌性白血球減少 卜肝機能 トノ間ニハ,少 ク トモ何等カノ關係 アル コ卜ハ既 ニ諸家ノ報告ニ

據 ルモ又田川氏竝ニ余等 ノ實驗 ニ徴 スルモ之ヲ疑 フコト能ハザ レドモ,夫 レガ如何ナル關係 ニ

アリヤハ今尚ホ明白ナ リトハ云 フ可 カラズ. Widal氏 等 ハ肝臓 ニ蛋白分解物ノ固定機能 アル ヲ

認 メ其 ノ障碍ニ依 リ 「ペプ トン」級ノ蛋白分解物質 ガ肝臓 ヲ通過 シテ血行中ニ入 リ所謂Crise

 hemoclasiqueナ ル症状 ヲ起 シ爲ニ白血球ノ減少 ヲ來 スモノ ト説明 スレドモ之ハ尚ボ一般ニ承

認 セラレタ リトハ云フ可カラズ.最 近Glaser氏 ハ食餌性 白血球減少 卜迷走神經緊張 卜ノ間 ニ

一定 ノ關係 アリ卜シ,肝 疾患ニ於テハ膽酸 ガ流血中ニ入 リ迷走神經 ヲ刺戟 シテ此 ノ現象ヲ起ス

モノ ト解釋 シ,健 康者 ニ牛膽ヲ經口的ニ投與ス レバ食餌性白血球減少ノ起ルモノナル コトヲ確

メタ リ.

肝疾患 卜過膽酸血 卜ノ關係竝 ニ後者 ト迷走神經緊張及 ビ食餌性白血球減少 トノ關係ハ果 シテ

Glaser氏 ノ唱 フルガ如クナ リヤ.之 ハ極 メテ興味アル問題ナルノミナラズ余 ノWidal氏 肝臓

機能檢査法 ノ本態 ニ關スル研究 ノ道程 ニ於テモ看過 スべカラザル重要事項ナ リ.從 テ余 ハ先ヅ

氏ノ假説 ニ於テ幾許ノ事實 アリヤヲ知 ラン卜欲 シ,之 等諸問題 ノ研究ニ着手スル 卜共 ニ第一 ニ

膽汁及 ビ其 ノ成分ガ室腹時竝 ニ食後 ノ末梢血管内白血球數 ニ對 シ如何ナル影響 ヲ及ボスヤヲ觀

察セ リ.茲 ニ報告セントスルハ即チ其ノ成績 ノ大要ナ リ.

第2章　 檢 査 方 法

血球計算 ニハThoma-Zeiss氏 血球計算 器 ヲ使 用 シ, Turk氏 液 ヲ用 ヒテ血液 ヲ稀澤 シ,法 ノ如 ク白血球數

ヲ計測 セ リ.生理 的食餌性白血球増多試 驗ニ就テ,人 ニ於 テハ早朝空腹 時 ニ所定 ノ寝毫 上 ニ仰臥 セ シメ心 身

共 ニ絶 對安静 ニ努 メル コト30分 以上,然 ル後採血 シ次 デ體 温 ニマデ加温 セ シ牛乳200g.ヲ 可及的速 ニ嚥下

セ シメ後毎20分 ニ100分 マデノ白血球 數 ノ消長 ヲ觀察 セ リ.採 血 ハFranke氏 刺針 ヲ以 テ耳 朶 ヨ リ爲 シタ

リ.家 兎 ニ於 テハ2日 間全 ク食 ヲ斷 タシメ, 3日 目ノ早朝所定 ノ小机 上ニ放 チ30分 ヲ經テ髄 温 ニマデ加 熱

セル牛乳20g.ヲ 細 キ「カテ ーテル」ニヨ リ嚥下 セ シメ,何 等緊縛 スルコ トナク
,全 實驗中 ヲ机 上ニ座 セ シメ,

以 テ牛乳 食前後 ニ於 ケル白 血球數 ヲ計測 スルコ ト前者 ノ場合 卜同様 ニセ リ.採 血ハ何 レノ場 合ニ於テモ勢

ヨク涌出 スル最初 ノ血液 數滴ハ清拭 シ,再 ピ一定 ノ速度 ヲ以テ迸 出,球 状 トナ リシモ ノヲ常 ニ同一 「メラ ン

ジエ ール」 ヲ以 テ速 ニ採血 シ稀釋液 ヲ吸 引セ リ.余 ハ既 ニ本研究 ニ先 ダチテ長期血液 ノ形態 學的研究 ニ從
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事 シ且所謂, Widal氏 肝機能檢査法 ニ就テモ既 ニ之 ヲ數百 囘,人 體 及 ビ動物體 ニ應用 シ,採 血 ニ對 シテハ多

少 自信 スル トコロアル ヲ以テ本實驗 ニ際 シ血液 及 ビ稀釋液 ヲ「メラ ンジエ ール」内 ニ急速 ニ吸引 セルモ ソノ

區劃 ヲ誤 ル コ トナ ク,毎 常滿足 スルニ足 ル實驗 ヲ爲ス ヲ得 タ リ.凡 テ實驗ハ常 ニ同一條件 ノ下 ニ爲 スペ ク努

メ,血 球計算 上子細 心 ノ注意 ヲ拂 ヒテ誤差 ノ僅少 ヲ期 セ シハ言 ヲ俟 タズ.以 下記 スル所 ノ白 血球數 ハ1cmm

中 ノ數 ナ リ.

尚ホ家兎 ニ於テハ 末梢 血管内白血球 數 ノ生理的動搖可 ナ リ大 ナルヲ以テ,之 ヲ血球計算 ヲ目的 トス ルガ

如 キ實 驗 ニ供 スルハ適應 セ リト云 フヲ得 ザルガ如 キモ,余 ハ諸種 ノ事情 ニ ヨ リ人 體 ノ ミヲ以 テ試 驗 ヲ續 ク

ル コ ト能 ハザ リシニ ヨ リ一定 ノ注意 ノ下 ニ家兎 ヲモ使用 シ略ボ満足 ス べキ成績 ヲ得 タリ.之 ニ對 スル對照

試驗 ノ成績ハ次章 ニ於 テ述 ブル所 ナルガ,畢 竟家兎 ト雖 モ周到ナル注意 ト,熟練ナル方法 トヲ以テスレバ之

ヲ血球計算 ヲ目的 トスル試 驗 ニ對 シ使用 シ得 ルモ ノ ト云 フベ シ.

第3章　 稠 厚 牛 膽 ノ 經 口 的 投 與 後 ニ 於 ケ ル 食 餌 性 白 血 球 ノ 消 長

Glaser氏 ハ健 者 ニ於 テ稠 厚牛 膽 ノ持 續 的 内服 後 竝 ニ牛乳 卜同 時 ニ牛 膽 ヲ服 用 ス ル コ トニ ヨ リ

テ食 餌 性 白血 球 減 少 ノ起 ル コ トヲ經 験 シ,更 ニ牛 膽 ノ ミノ内 用 ニ於 テ モ白 血 球 ノ減 少 ヲ來 ス コ

トヲ報 告 セル ヲ以 テ余 モ 亦氏 ニ做 ヒ次 ノ如 キ實 驗 ヲ試 ミタ リ.

豫 備 試 驗　 家 兎 ノ空腹 時 中 末 梢 血 管 ニ於 ケル 白血 球數 ノ生理 的動 揺

皮膚 ノ同一箇所 ニ於テ 短時間内 ニ相 踵ギテ計 測サ レ タル末梢血管 内白 血球數 ハ生理 的ニ 殆 ド動揺 ナ シ ト

云 フ多數 ノ説 ニ反 シテー 部 ノ學者特ニKjer-Peterson及 ビHahn氏 等ハ夫等計 測毎 ニ甚 ダシキ差違 アルペキ

ヲ主張 セ リ.故 ニ余ハ本研究 ノ性質 上豫 メ正常 時末 梢血管内 ニ於 ケル白血球數 ノ消長 ヲ詳 ニ スル必要 ヲ感

ジ,健 康家兎8例 ニ就テ同一耳 朶 ヨリ採 血 シ周到 ナル注意 ノ下 ニ空腹 時中 ノ末梢血管内白血球数 ヲ毎20分

ニ計測 セ リ.

第1表　 家 兎 ニ於 ケル 白 血 球 數 ノ生 理 的 動 搖

(總テ表中+ハ 増加, -ハ 減少 ノ%數 ヲ示 ス)
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其 ノ結果ハ第1表 ニ就テ觀ル如ク,白 血球數ハ常ニ多少ノ増減 ヲ示 シ一定ノ數 ヲ示 サザ レド

モ,其 ノ動搖ハ多クハ10%以 内ニアリテ増減不定,稀 ニ10%以 上ニ達スルコ トア リ.從 テ白

血球數増減一方 ニノミ偏 シ,其 ノ價毎囘10%以 上ニ及 ブトキハ之 ニ多少ノ意義ヲ附 シ得ルモノ

ト考へ得べ シ.

總テ實驗 ニ供 セシ家兎ハ外觀上健康ニシテ試驗前何 レモ食餌性白血球増多ヲ證 セシモノヲ選

ビタ リ.

第1節　 稠 厚 牛膽 ノ持續 的 内 服 ニ於 ケル 場合

Glaser氏 ハ食餌性白血球増多ヲ來 セル4例 ニ於 テ,稠 厚牛膽 ヲ1日3g.宛2-3日 間經口的

ニ投與 シ後,食 餌性白血球減少 ノ來ルヲ證 セリ,故 ニ余ハ先ヅ健者6名 ニ就テ稠厚牛膽1日 量

3g.ヲ3日 間毎日3囘 ニ内服 セシメテ後食餌性 白血球減少 ノ有無ヲ檢 セシガ第2表 ニ於テ見ル

如ク全例 ヲ通 ジテ投與前 ノ成績 ト反對 ニ何 レモ牛乳食後白血球ノ減少 ヲ來 セリ.

第2表　 成人ニ於テ牛膽投與前後 ニ於 ケル食餌性白血球消長比較

即チ牛膽投與前ニハ牛乳食後1時 間内ニ10%以 上, 4例 ニテハ20%以 上ノ白血球増多來 レ

ルガ,牛 膽投與後 ニ於テハ反對 ニ全例 ニ於テ牛乳食後1時 間以内ニ10%以 上, 2例 ニ於テハ

20%以 上ノ白血球減少ヲ來 セリ.從 テ試驗前後 ニ於 ケル食餌性 白血球數 ノ移動ニ關 スル差ハ之

ヲ單ニ偶然ノ出來事 トシテ看過 スルコ ト能ハザルべ シ。

尚ホ家兎ニ於ケル生理的食餌性白血球増多ノ關係ハ第3表 ニ於ケル如ク1時 間以内ニ白血球

増多來 ラザ リシバ22例 中僅ニ1例 ニシテ(4.5%),増 多來 レル中20%以 下ノ増多ニ過 ギザ リシ

ハ4例(19%)ニ シテ大多數例 ニ於テハ高度 ノ(2倍 以上ニ達 スルコ トアリ)白 血球増多來ルモ

ノナルガ,更 ニ8例 ニ就テ牛膽1g.ヲ1cc.ノ 水 ニ溶解 シ3日 間内服 セシメタル後牛乳食後 ニ

起ル白血球數ノ推移ヲ觀察 セシガ第4表 ニ於 ケルガ如ク牛膽 ヲ與ヘザル場合 トハ大 イニ趣 ヲ異

ニシ1, 2例 ヲ除ク外何 レモ著明ナル白血球減少 ヲ示 セリ.即 チ8例 中牛乳食後1時 間以内ニ白

56



所謂食餌性白血球減少ト膽汁成分 卜ノ關係ニ就テ(第 一囘報告) 827

血球減少ヲ來サザルモノナク,中5例 ハ大約20%以 上ノ減少 ヲ示 セリ.概 シテ上述 ノ健康人 ニ

於 ケル成績 ト相類セリ.

第3表  健康家兎ニ於ケル生理的食餌性白血球増多

第4表  家兎ニ於テ牛膽ノ持續的内服後牛乳ヲ與ヘタル場合
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第2節　 稠厚牛膽ノ頓服後ニ於ケル場合

Glaser氏 ハ健者 ニ就テ牛膽ノ頓服後白血球數ノ減少スルヲ證明セリ.余 ハ家兎6例 ニ就テ體

重毎瓩1g.ノ 割合ニ稠厚牛膽 ヲ水溶液 トナシ内服 セシメ,投 與前後 ニ於 ケル白血球數 ノ消長 ヲ

觀察 セ リ.其 ノ結果ハ第5表 ニ於 テ知ル如 ク明カニ白血球數ノ減少 ヲ來 セシハ1例 ノミニ シテ

他 ノ3例 ハ中等度 ノ白血球増多 ヲ示 シ, 2例 ニテハ生理的範圍内ヲ消長セリ.即 チGlaaer氏 ノ

人體 ニ於 ケル ガ如 キ成績 ハ家兎ニ於テハ得ラ レザ リキ.

第5表　 家兎ニ於テ牛膽頓服後ニ於ケル白血球數

第3節　 稠厚牛膽 ヲ牛乳 ト共 ニ頓服 セ シメ

タル場合

上述ノ如クGlaser氏 ハ人ニ於テ牛膽 ヲ牛乳 ト共ニ内服 セシメ食餌性白血球減少 ヲ實驗セシ

ヲ以テ,余 ハ家兎10例 ニ就テ牛乳20cc.中 ニ體重毎瓩約0.5-1.0g.ノ 牛膽 ヲ溶解 シ之ヲ内服

セシメ,其 ノ投與前後 ニ於ケル白血球 ノ推移ヲ觀察セシガ明カニ白血球 ノ減少竝ニ増多 ヲ來 セ

シハ共 ニ1-2例 ニシテ,大 多數 ニ於 テハ白血球消長ハ生理的動搖圏内ニア リト云 ヒ得 べシ.

然 レドモ家兎ニ於テ單ニ牛乳 ノミヲ投與 セシ時 ニ觀ル生理的食餌性白血球増多ノ場合(第3表)

ト比較對照 セバ其ノ間ニ多少 ノ差違 アルヲ知 リ得べク,從 テGlaser氏 ノ云フガ如キ適確ナル

食餌性白血球減少ハ證 シ得 ザルモ此 ノ場合牛膽ノ白血球増多 ニ對 スル多少ノ抑制作用ハ否定ス

ル能ハザルガ如 シ.
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第6表  家兎ニ牛膽 ヲ牛乳 ト共 ニ攝取セシメタル後 ニ於 ケル白血球數

第4節　 總 括

牛膽ノ持續的内服後 ニ於テハ人體 ・家兎共ニ明カニ食餌性白血球減少 ヲ招來 スレドモ,單 ニ

1囘 牛膽 ノミ或ハ牛乳 ト牛膽 トヲ同時ニ内服 セシメシ後 ニ於テハ少ナク,家 兎 ニ於テハ牛膽持

續的内服 ノ場合 ニ於ケル ト同一ノ結果 ヲ觀ル能 ハズ.是 レ家兎消化管内ニ於テ牛膽 ノ急速ニ吸

收 サレ難 キニ因ルカ不明ナルモGlaser氏 ノ人體ニ於ケル成績 トハ異ナル所ナ リ.

何 レニシテモ牛膽ヲ再三服用セシメ確實ニ之ガ血行中ニ吸收サ レタ リト思惟 シ得べキ場合 ニ

於テハ明カニ食餌性白血球 ノ減少テ來 ス事實ハ注目ニ値ス可 シ.

第4章  稠 厚 牛膽 ノ注 射後 ニ於 ケル 食 餌性 白血 球 ノ消 長

前述 ノ如ク膽汁ノ持續的内服ハ,家 兎ニ於 テモ食餌性白血球減少ノ因ヲ爲 シ得べ シト雖モ,

之ガ一時的ノ内服 ノミニヨリテハ牛乳ヲ加フル ト否 トニ關 セズ,家 兎 ニテハ顯著ナル白血球減

少來 ラズ.因 リテ余 ハ次 ニ膽汁ヲ直接皮下ニ注射 シ其 ノ後食餌性白血球ノ消長如何 ニ就テ實驗

ヲ重ネタ リ.

豫備試驗　牛膽注射ノ ミニ因ル白血球數ノ推移

先ヅ豫備試驗 トシテ4匹 ノ家兎ニ就テ ソノ空腹時ニ,體 重毎瓩0.5g.ノ 牛膽 ヲ皮下ニ注射 シ

白血球數 ノ推移ヲ觀察 セシガ,第7表 ニ於テ觀ルガ如ク唯1例 ニテハ注射後30分 ヨリ,又他 ノ
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1例 ニテハ2, 3時 後 ヨリヤヤ著明ナル白血球數ノ減少 ヲ觀タ リ.然 レドモ實驗例尚ホ少 ク殊ニ

爾他 ノ實驗例 ニ於 ケル成績 ハ之 ト相反 セルヲ以テ未 ダ此實驗成績 ヲ以テ決定的判斷ハ下 シ得ザ

ル べ シ.

第7表  家兎ニ於テ牛膽注射後ニ於ケル白血球數ノ推移

第1節　 稠 厚牛 膽1囘 注 射30分 後 牛乳 ヲ與 ヘ タル 場合

5例 ノ家兎ノ空腹時 ニ體重毎瓩0.5g.ノ 牛膽 ヲ皮下ニ注射 シ,後30分 ヲ經テ,經 口的 ニ牛乳

20cc.ヲ 與へ,白 血球數 ノ推移ヲ檢 セルニ第8表 ニ於ケルガ如ク1, 2ノ 例 ニ於テハ左程著 シカ

ラザ レドモ他ニ於テハ總テ牛乳食後顯著ナル白血球ノ減少 ヲ來 セリ.

第8表  家兎 ニ於テ牛膽注射後30分 牛乳 ヲ與ヘタル場合

第2節  稠 厚牛 膽 注射1時 間 後牛 乳 ヲ與 ヘタル場 合

10例 ノ家兎ノ空腹時ニ體重毎瓩1g.ノ 牛膽ヲ皮下注射 シ後1時 間ヲ經 テ牛乳20cc.ヲ 與へ

白血球數 ノ消長ヲ観タルニ,其 ノ結果ハ第9表 ニ於 ケルガ如 ク殆 ド全例ヲ通 ジテ明カニ白血球

數 ノ減少 ヲ來 セリ.
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第9表  家兎ニ於テ牛膽注射後1時 間牛乳ヲ與ヘタル場合

第3節　 稠 厚牛膽 ヲ持續 的 ニ數 日間注射 シヲ

後 牛乳 ヲ與 ヘタル場 合

5匹 ノ家兎ニ體重毎瓩0.1g.ノ 牛膽 ヲ3日 間3囘 皮下 ニ注射 シ最後 ノ注射 ヨリ16時 間ヲ經テ

後矢張 リ空腹時ニ牛乳 ヲ定量與へ白血球數ヲ計測 セルニ,其 ノ成績ハ第10表 ニ示 スガ如 ク本

實驗 ニ於テハ上記ノ二者ニ於ケルヨリ牛膽 ノ注射量著 シク小ナ レドモ, 1例 ヲ除ク外總テノ例

ニ於 テ明カニ白血球減少ヲ來セ リ.

第10表  家兎ニ於 テ牛膽ヲ持續的 ニ數 日間注射後牛乳 ヲ與 ヘタル場合
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第5章  各個ノ膽汁成分ガ食餌性白血球

増多ニ及ボス影響

上述諸實驗ニ據 リ兎 モ角モ牛膽 ガ食餌性白血球減少ノ因 ヲ爲 スコトヲ知 リ得タ レバ,次 ニ余

ハ膽汁ノ何 レノ成分ガ最モ重要ナル意義ヲ有スル ヤヲ知 ラント欲 シ,全 成分ヲ含ム牛膽ノ代 リ

ニ各個 ノ膽汁成分ヲ以テ實驗ヲ繰返 セリ.而 シテ膽汁注射ニヨリテモ目的ヲ達 スルヲ知 リ得タ

ル ヲ以テ便宜上各成分 ヲ注射 セルガ,即 チ家兎ニ於ケル實驗ニ際 シテハ,各 成分ノ單ニ只1囘

ノ ミノ注射後竝 ニ數 日間ノ持續的注射後 ノニ様ノ場合 ニ就テ實驗 セリ.

各膽汁成分ハ「タウ リン」ノ外總テMerk社 製品 ノ純粹ナルモノヲ擇 ビ,其 ノ使用量ハ夫々ノ

膽汁内ニ於ケル含量ヲ標準 トシテ少ク トモ前記使用全膽汁量内ニ含 マルル量 ヨリ劣 ラザル量 ヲ

使用 セリ.例 ヘバ「ビリル ビン」ニ就テ云ヘバ之ハ膽汁中約0.5%ヲ 占ムルヲ以テ,膽 汁1.0cc.

中ノ含量0.0005g.ヨ リ大 ナル量 ヲ毎瓩毎 ニ使用セルガ如 シ.

豫備試驗　家兎ニ於テ酒精注射後ニ於ケル食餌性白血球ノ消長

1, 2ノ 膽 汁成分 ヲ酒精 溶液 トナ シ實驗 ニ供 セシヲ以テ,豫 メ先ヅ酒精 ノ ミガ食餌性 白血球増多 ニ如何 ニ

影 響スル ヤヲ知 ラ ント欲 シ此實驗 ヲ施行 セ リ.

即 チ純酒精 ヲ家兎 ノ體 重毎瓩2g.ノ 割合 ニ皮下 ニ注射 シ,後30分 ヲ經 テ牛乳 ヲ輿 へ白血球數 ヲ計 測セ シ

ガ,明 力ニ白 血球 數 ノ減少 ヲ招來 セ シト思惟 セ ラル ルハ5例 中2例 ノ ミナ ルモ,他 ノ例 ニ於 テモ牛乳 食後 ノ

白血球増多 ハ單 ニ牛 乳 ノ ミヲ用 ヒ タル場 合(第3表)ニ 比 シ幾分輕度 ナルガ如 シ.

第11表  家 兎 ニ於 テ酒 精 注 射 後30分 牛 乳 ヲ與 ヘ タ ル場 合

尚ホ酒精 ヲ前同様ニ3日 間3囘 持續的ニ皮下注射 シタルモノニ就テ檢査 セルニ,第12表 ニ於

ケルガ如ク2例 ニ於テハ少ク トモ一時牛乳食後白血球減少セ リ.
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第12表  家兎ニ於テ持續的酒精注射牛乳ヲ與ヘタル場合

即チ大凡 ソ酒精注射 ノミニテハ食餌性白血球夥多ニ著 シキ影響ナ シトシテ差支ナキガ如 シ卜

雖モ,實 驗例中ニハ稀 ニ白血球減少 ヲ來 スモノア リ.又 食餌性白血球數ノ増多幾分抑制セラル

ルガ如 キモノアリ.是 レ偶然カ又ハ實際「アルコホール」ソノモノノ作用カ,之 ヲ決定スル コト

容易ナラザルモ第3表 ニ於ケル成績 ヨリ見ル時ハ多少「アル コホール」ノ作用ヲモ考慮 ニオク必

要 アルガ如 シ.

第1節　 「ビ リル ビ ン」ニ就 テノ試 驗

1)「 ビリル ビン」注射後牛乳 ヲ與ヘタル場 合

家兎ノ空腹時ニ「ビリル ビン」(1%ノ 酒精溶液)ヲ 體重毎瓩0.005ノ 割合ニ皮下ニ注射 シ,後

30分 ヲ經テ牛乳 ヲ與ヘタルニ,第13表 ニ於テ知ル如ク1例 ニハ可ナ リ著明ナル白血球減少起

レルモ其 ノ他ニ於テハ白血球數 ノ變化ハ前述 ノ白血球計測 上 ニ於ケル生理的動搖範圍 ヲ隔タル

コ ト遠 カラズ.全 體 ヨリミテ白血球減少ハ此場合必發スルモノ トハ云 フ可カラズ.然 レドモ之

ヲ單ニ牛乳 ノミヲ與ヘタル場合 ノ食餌性白血球増多 ト比較 スルニ,全 例 ニ於テ食餌性白血球増

多著明ナラズ.前 述1例 ノ外13例 ニ於テモ牛乳食後1時 間以内ニ10%以 上白血球減少ヲ來 セ

リ.從 ツテ此場合「ビリル ビン」が牛乳食 ニヨル食餌性白血球増多モ幾分抑制セルモノ ト考 フル

ヲ得べ シ.

第13表  家兎ニ於テ「ビリル ビン」注射後牛乳ヲ與ヘタル場合

63



834 原 勝 巳

2)持 續的ニ數 日間「ビリル ビン」注射後牛乳 ヲ與ヘタル場合

前項 ニ於 ケル ト同一條件 ノモ トニ家兎ニ「ビリル ビン」ヲ4日 間4囘 持續的 ニ注射 セル後空腹

時牛乳 ヲ與へ白血球數 ノ消長ヲ檢 セシガ,前 項 ニ於 ケル成績 ト全 ク同樣 ニ,少 ナク トモ牛乳食

ニ因ル食餌性白血球増多ハ著 シク抑制 セラレ,間 々著明 ノ食餌性白血球減少出現セリ.

第14表  家 兎ニ於ケル「ビリル ビン」ヲ持續的注射後牛乳 ヲ與ヘタル場合

3)成 人ニ於テ持續的ニ數日間「ビリル ビン」投與後牛乳 ヲ與ヘタル場合

次 ニ健康ナル人 ニ於 テ「ビリル ビン」1日量0.025ヲ1日2囘 分服3日 間投與 シ,其 ノ持續的

投與前後 ニ於ケル食餌性(牛 乳200cc.)白 血球 ノ消長 ヲ比較 セルニ第15表 ニ於 ケル ガ如ク,

第15表  成人ニ於テ持續的 ノ「ビリル ビン」投與前後 ニ

於ケル食餌性(牛 乳食)白 血球消長

64



所謂食餌性白血球減少ト膽汁成分トノ關係ニ就テ(第 一囘報告) 835

第1竝 ニ第2例 ハ共 ニ初 メハ著明ナル生理的食餌性白血球増多 ヲ示 サザ リシガ,「ビリル ビ

ン」内服後 ニ於テハ2例 共ニ寧 ロ却 テ顯著ナル白血球増多ヲ示 セリ.

第3例 ハ「ビリル ビン」投與前極メテ輕度 ノ食餌性白血球減少 ヲ示 セルガ「ビリル ビン」内服後

ハ之モ却 テ白血球ノ増多 ヲ示 セリ.

第4例 ハ不定ナル成績 ヲ示 シ「ビリル ビン」投與前第1囘 檢査 ニ於 テハ白血球數増多ヲ示 セル

モ,第2囘 檢査ニ於 テハ寧ロ之 ガ減少ヲ呈シ,「 ビリル ビン」投與後 ニ於テハ同 ジク減少 ニ傾ケ

リ.但 シ何 レモ其ノ増減ノ%僅 少ニシヲ生理的動搖ノ範圍内ニアリト云 フモ差支ナキガ如 シ.

第5例 ハ初メ著明ナル定型的生理的食餌性白血球増多ヲ示 セルモノナルガ,「 ビリル ビン」内

服後ニ於テハ幾分其 ノ度ヲ減 ジタル ガ如キ觀 ヲ呈セリ.

4)總 括

以上ノ動物及 ビ人體ニ於ケル成績 ヨリ判ズルニ,純 「ビリル ビン」ノ投與後 ニ於テハ幾分食餌

性白血球増多ノ抑制 セラルルガ如キ現象現ハルルモ必發的ナラズ且又其度著明ナラズ.到 底全

膽汁成分ヲ投與 セル場合 ニハ比 スルコ ト能ハズ.然 レドモ動物實驗ニ際 シテハ時ニ明カニ食餌

性白血球減少 ヲ來 セル例アリ.前 項實驗 ノ如 ク單ニ酒精注射ノミニヨリテモ食餌性白血球減少

ヲ來スコ トアルモ,食 餌性白血球増多ノ抑制竝ニ白血球減少ハ「ビリル ビン」ノ酒精溶液ヲ注射
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セル場合ニ於テ稍々著明ナルヲ以テ,「 ビリル ビン」ノ食餌性白血球増多ニ對 スル抑 制作用ハ全

然之ヲ看過 スル コトモ不當ナルベ シ.

第2節　 「ヒ ヨ レス テ リ ン」ニ就 テノ試 驗

1)「 ヒヨレステ リン」注射後牛乳ヲ與ヘタル場合

家兎ノ空腹時 ニ「ヒヨレステ リン」(酒 精溶液)ヲ 體重毎瓩0.02g.ノ 割合 ニ注射 シ後30分 ニ

シテ牛乳 ヲ與ヘタルガ其 ノ成績 ハ第16表 ニ於テ觀ルガ如ク1, 2ノ 例ニ於テハ20%以 上 ノ牛

乳食後 ノ食餌性白血球減少來 リ其 ノ他 ノ例ニ於テモ,食 餌性白血球増多幾分輕度ナル傾向ヲ示

セリ.

第16表  家兎ニ於テ「ヒヨレステ リン」注射後牛乳 ヲ與ヘタル場合

2)持 續的 ニ數 日間「ヒヨレステ リン」注射後牛乳 ヲ與ヘタル場合

前項 ト同一條件 ノ下 ニ「ヒヨレステ リン」ヲ持續的ニ3日 間注射 シ最後 ノ注射 ヨリ15時 間ヲ

隔テテ牛乳ヲ與ヘタル場合ニ於テハ5例 中4例 ニ著明ナル白血球増多來 レリ.

第17表  家兎ニ於 テ「ヒヨレステ リン」ヲ持續的注射後牛乳 ヲ與 ヘタル場合
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尚ホ1例 ノ人體實驗ニ於テ「ヒヨレステ リン」1日量0.25g. 1日2囘 分服3日 間内服 セシメ,

後食餌性白血球増減如何 ヲ観察 セシガ其 ノ成績ハ第18表 ニ於テ示 スガ如クニシテ本例 ニ於 テ

ハ初 メヨリ毎囘多少 ノ食餌性 白血球 ノ減少アリ,「 ヒヨレステ リン」投與後 モ白血球減少來 レル

モ特ニ高度 ト稱 スルヲ得ザ リキ.

第18表  成人 ニ於テ持續的「ヒヨレステ リン」投與前後ニ

於ケル食餌性白血球消長

4)總 括

本節第一實驗 ニ於テ1, 2ノ 例 ニ於テ白血球減少來 レルモ之ハ生理的除外例 トモ又 ハ「ヒヨレ

ステ リン」 ノ溶液タル酒精 ノ影響 ニ因ルモノ トモ考 フルヲ得べク,第 二實驗中人體試驗ニ於テ

ハ白血球減少來 レルモ之ハ「ヒヨレステ リン」投與前 ニ於ケルヨリモ輕度ナリ.動 物試驗ニ於テ

ハ殆 ド總テノ例ニ於 テ著明ナル白血球増多來 レリ.從 テ「ヒヨレステ リン」ハ幾分食餌性白血球

増多ヲ抑制スルコ トアリトスルモ大體 吾人 ノ問題 トスル點 ニ於 テ膽汁ノ重要成分 ニハ非ザル ガ

如 シ.

第3節　 「ヒヨール 」酸 ニ就 テ ノ成 績

1)「 ヒヨール」酸注射後牛乳 ヲ與ヘタル場合

家兎ノ空腹時 ニ「ヒヨール」酸(酒精溶液)ヲ 體重ノ毎瓩0.1g.ヲ 皮下ニ注射 シ,後30分 經口的

ニ牛乳 ヲ與 ヘタルニ第19表 ニ就テ觀ルガ如ク2例 ニ於テハ持續的 ニ,他 ノ3例 ニ於テハ40分

後迄 ノ間ニ於テ可ナ リ著明ナル白血球減少來 レリ.爾 他ノ1例 ニ於テモ食餌性白血球増多アマ

リ著明ニ現 レザ リキ.
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第19表  家兎ニ於テ「ヒヨール」酸注射後牛乳ヲ與ヘタル場合

2)持 續的ニ數日間「ヒヨール」酸注射後牛乳ヲ與ヘタル場合

「ヒヨール」酸ヲ前項 ト同一量 ニ於テ3日 間3囘 注射 シ最後 ノ注射後15時 間ヲ經テ空腹時牛

乳 ヲ與ヘタルニ,第20表 ニ於 ケルガ如ク半數例 ニ於テハ少ナク トモ40分 後迄 ノ間ニ於テ可ナ

リ著明ノ白血球減少來 レルモ爾他ノ例 ニテハ牛乳食餌後稍著明 ノ白血球増多來 レリ.

第20表  家兎 ニ於テ「ヒヨール」酸ノ持續的注射後牛乳 ヲ與 ヘタル場合

3)總 括

動物實驗 ノミノ本項成績 ヲ觀ルニ,第 一,第 二實驗共 ニ其 ノ半數例以上 ニ於テ食餌性白血球

減少來 レルヲ以テ(第 二實驗ニ於 テハ40分 後迄 ナルモ,其 ノ度著明 ニシテ且其ノ後白血球増加

ガ著明ナラザルヲ以テ,此 ノ所見重視 スル必要 アリ)「 ヒヨール」酸ハ食餌性白血球増多ニ對 シ

確 カニ抑制的 ニ作用 スルナラ ント考ヘラルルモ,未 ダ必發的 ト云 フ可カラズ,之 ノミヲ以テ全

膽汁ノ抑制作用 ヲ説明スル ニハ足 ラザルべ シ.
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第4節　 「タ ウ リ ン」ニ就 テノ實驗

1)「 タウ リン」注射後牛乳ヲ與ヘタル場合

家兎ノ空腹時 ニ「タウ リン」(アサヒ社製)毎瓩0.04ヲ 皮下 ニ注射 シ後牛乳 ヲ飲用セシメテ食餌

性白血球 ノ消長ヲ觀察 セルニ,第21表 ニ就テ知ル如 ク6例 中5例 ニ一時又ハ持續的ニ白血球

ノ減少來 レルモ1例 ヲ除ク外 ハ極メテ輕度ニシテ,而 モ3例 ニテハ40分 後 ヨリ白血球増多 ニ

移行セリ.然 レドモ其ノ際白血球増多 ノ程度 ハ寧ロ輕度ナルヲ以テ,「 タウ リン」ニ於テモ多少

ノ食餌性白血球増多抑制現象 ヲ認 メ得べ シ.

第21表　 家兎ニ於テ「タウ リン」注射後牛乳 ヲ與ヘタル場合

2)持 續的ニ數 日間「タウリン」注射後 牛乳ヲ與ヘタル場合

前項 ト同一量ノ「タウ リン」ヲ家兎 ニ於テ持續的ニ3-4日 間毎 日1囘 皮下注射 シ最後 ノ注射

ヨリ15時 間ヲ經テ空腹時 ニ牛乳 ヲ與へ白血球數ノ推移ヲ觀察 セシガ,其 ノ成績ハ第22表 ニ於

ケルガ如ク可ナ リ著明 ノ食餌性白血球減少來 レリ.即 チ本試驗 ニ於テハ注射終了後永ク食餌性

白血球數ノ消長ヲ觀察 セルニ多クノ例 ニ於テハ注射終了當 日ヨリ1, 2週 稀 ニハ3, 4週 ニ亙 リ

テ尚ホ食餌性白血球減少來 レリ.但 シ其ノ度ハ一般ニ注射終了直後 ヨリ1, 2週 ノ間ニ於テ最

モ強ク,爾 後漸次減 ジ, 3凋 内外 ニテ白血球減少消失スルモノノ如 シ.

第22表  家兎 ニ於テ「タウ リン」ノ持續的注射後 牛乳 ヲ與ヘタル場合
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3)總 括

「タウ リン」ヲ以 テセル食餌性白血球減少ニ關スル家兎試驗中第1實 驗 ニ於テハ餘 リ著明ナル

陽性成績 ヲ擧ゲ得ザ リシモ尚ホ多少 ノ食餌性白血球増多ノ抑制作用ヲ觀得タルガ「タウリン」ヲ
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持續的ニ數 日間注射 セル第2實 驗ニ於テハ稍々著明ナル食餌性白血球減少來 レリ.從 テ少 ク ト

モ市場 ニ販賣セラルル「タウ リン」ヲ持續的ニ使用セバ家兎ニ於テハ食餌性白血球減少ノ素因 ヲ

爲 シ得ルモノ ト考察 シ得べ シ.

第5節　 「グ リココー ル」ニ就 テノ試 驗

1)「 グ リココール」注射後牛乳 ヲ與ヘタル場合

家兎ノ空腹時ニ體重毎瓩0.1g.ノ 割合ニ「グリココール」ヲ皮下ニ注射 シ後30分 ヲ經テ牛乳

ヲ内服 セシメ,食 餌性白血球増多ノ有無 ヲ檢 シタルニ,第23表 ニ於ケル如 ク食後重要時間(20

分, 40分)内 ニ於テ著明ノ白血球増多ヲ示 セル例ハ殆 ド無ク, 4例 ニ於テハ可ナ リ著明ナル白血

球減少現ハレタ リ.

第23表  家兎ニ於 テ「グリココール」注射後牛乳 ヲ與 ヘタル場合

2)持 續的ニ數日間「グリココール」注射後牛乳 ヲ與ヘタル場合

「グリココール」ヲ前項 ト同一要領 ノ下 ニ毎 日1囘3日 間持續注射 シ,最 後 ノ注射 ヨリ15時

間ヲ經テ空腹時牛乳 ヲ與へ白血球數ヲ計測 セルニ第24表 ニ於テ示 スガ如ク 「グ リココール」投

與前 ニハ何 レモ多少高度ナル食餌性白血球増多ヲ示 セルニ,「 グリココール」投與後ハ,僅 カ1

例ヲ除ク外總テ少 ク トモ注射終了當日ニ於テ著明ナル食餌性白血球減少ヲ示 セリ.内1例 ハ1

週後ニ於テモ尚ホ明カニ白血球減少ヲ來 セリ.

第24表  家兎ニ於テ「グリココール」ノ持續的注射後牛乳ヲ與ヘタル場合
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3)總 括

本實驗ニ於テハ「グ リココール」ヲ水溶液 トシテ試用 セシヲ以テ,「 アルコホール」ノ作用 ニ就

テハ顧慮スルヲ要 セズ.然 ルニ「グリココール」注射後殆 ド毎常可ナ リ著明ノ食餌性白血球 ノ減

少 ヲ來 セルハ,吾 人 ノ問題 トスル點 ニ於 テ蓋 シ「グ リココール」ハ稍重要ナル膽汁成分 ト考 フ可

キモノナランカ.

第6節　 「グ リコ ヒヨー ル」酸 鹽 ニ就 テ ノ試 驗

以上 ノ諸實驗 ニ依 リ余ハ少 ク トモ家兎ニ於 テハ牛ノ膽汁成分中 「タウリン」竝ニ「グ リココー

ル」等 ガ他 ノ成分ニ比 シ幾分著明ナル食餌性白血球減少ノ因ヲ爲スヲ知 リ得タ リ.次 ニ然ラバ

各個膽汁成分 ノ復合物 ニシテ正常膽汁固形分中ノ主要成分ヲナセル膽酸鹽,即 チ「グ リコヒヨー

ル」酸竝 ニ「タウロヒヨール」酸鹽 ガ人體 ニ於 テ食餌性 白血球増多ニ如何ナル影響ヲ及ボスヤヲ

知 ラント欲 シ,先 ヅ「グリコヒヨール」酸鹽ヲ投與 シ,食 餌性白血球増多ノ状ヲ觀察 セリ.即 チ

豫 メ正常時牛乳食後 ニ起ル食餌性白血球數 ノ移動状態ヲ檢 シオキタル健康成人ニ就キ,「グ リコ

コール」酸 「ナ トリウム」1日3囘 毎 日0.675g. 3日 間内服 セシメ,後牛乳食後 ニ於 ケル白血球數

ノ推移ヲ觀タ リ.

其 ノ成績ハ第25表 ニ示スガ如 シ.
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第25表  成人ニ於テ持續的「グリコヒヨール」酸「ナ トリウム」

投與前後 ニ於 ケル食餌性白血球消長
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即チ第1及 ビ第2例 ニ於 テル「グリコヒヨール」酸「ナ トリウム」投與前ニ,殊 ニ第2例 ニ於テ

著明ナル食餌性白血球減少來 リシガ,投 與後ニハ少ナクモ主要時間内ニ於 テ極 メテ輕キ食餌性

白血球數ノ増多アルカ又ハ白血球數ノ不變ヲ示 セリ.

第3例 モ所置前ニハ輕度ノ食餌性白血球減少 ヲ示 シタル ガ,「 グリコヒヨール」酸 「ナ トリウ

ム」内服後ハ著明ナル食餌性白血球増多ヲ示 セリ.

第4乃 至第5例 ハ生理的食餌性白血球増多試驗ニ於テ中等度 ノ白血球増多ヲ示 セルモノナ レ

ドモ,表 ニ就テ觀ル如ク,本 試驗 ニ際 シテハ時 ニ成績動搖 シ,概 シテ白血球増多 ヲ以テ反應 セ

ルモ又時 ニ之ガ減少 ヲ示セ リ.「 グリコヒヨール」酸「ナ トリウム」投與後 ニハ極 メテ輕度 ノ白血

球増多 ヲ示 セ リ.

第6例 ハ中等度 ノ食餌性白血球増多ヲ示 セルモノナルガ「グリコヒヨール」酸「ナ トリウム」投

與後ニ於テハ牛乳食後40分 以内ニ極 メテ輕度ノ白血球減少 ヲ來 セルモ後増多ニ移行セ リ.

總括
之 ヲ要 スルニ少數例ナルモ人體 ニ就テ一定 ノ食餌性白血球減少ヲ來ス場合 ニ 「グ リコヒヨー

ル」酸 「ナ トリウム」ヲ内服 セシムルモ内用前ニ於 ケルヨリ,強 度ナル白血球減少 ヲ來 スコトナ

ク却テ著明 ノ白血球増多ヲ示 スコトアリ,又 生理的食餌性白血球増多ヲ示ス場合 ニ 「グ リコヒ

ヨール」酸 「ナ トリウム」ヲ内服 セシムルニ食餌性白血球増多其 ノ度 ヲ減ズルガ如 キ場合アルモ

未 ダ生理的動搖範圍 ヲ脱 スルモノニアラザルガ如 シ.

第7節　 「タ ウ ロヒヨール 」酸鹽 ニ就 テノ試 驗

「グ リコヒヨール」酸鹽 ト共 ニ膽汁固形分中主要成分タル「タウロヒヨール」酸鹽 ニ就テ次 ノ如

ク亦人體 ニ就テ實驗ヲ施行セ リ.

前項「グ リコヒヨール」酸鹽試驗 ト同一筆方 ニ於テ「タウロヒヨール」酸「ナ トリウム」1日3囘

毎 日0.135g.ヲ3日 間内眼 セシメ,後 牛乳食後 ニ於 ケル白血球數 ノ消長ヲ檢 セルニ其 ノ結果第

26表 ニ於 ケル ガ如 シ.
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第26表  成人ニ於テ持續的「タウロヒヨール」酸「ナ トリウム」

投與前後 ニ於 ケル食餌性白血球消長
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第1竝 ニ第3例 ハ試驗前略ボ同一程度 ノ食餌性白血球増多 ヲ示 セルモノナルガ,「 タウロヒ

ヨール」酸 「ナ トリウム」投與後 ニ於テハ,第1例 ハ輕度ナルモ檢索 ノ全經過 ヲ通 ジテ食餌性白

血球減少 ヲ示 シ,第3例 ハ爾他ノ時 間ニ於 テハ稍顯著ナル食餌性白血球増多ノ傾向ヲ トレルガ

尚ホ主要時間タル牛乳食後20分 ニ於テハ多少ノ白血球減少ヲ示 セリ.

第2例 ハ所 置前稍著明ナル食餌性白血球増多ヲ示 セドモ「タウロヨール」酸「ナ トリウム」内服

後 ハ牛乳食後60-80分 ニ於テ輕度 ノ白血球減少ヲ呈 セリ.

第4例 及 ビ第5例 ハ共 ニ試驗前明カナル食餌性白血球増多ヲ示 サザ リシガ「タウロヒヨール」

酸「ナ トリウム」内服後 ハ殊ニ第4例 ニ於テハ著明ナル食餌性白血球減少來 レリ.サ レド總テ健

者ナルニ拘ハラズ殊 ニ第4例 ハ此 ノ膽酸鹽服用後 ハソノ爲 カ否カ不明ナルモ空腹時既ニ稍著明

ナル白血球増多 ヲ呈セ リ.

第6例 ハ試驗前牛乳食後1時 間ニテ輕度ノ白血球増多ヲ示 セルガ「タウル ヒヨール」酸 「ナ ト

リウム」投與後ハ食餌後1時 間後 ニ於 テ稍著明ナル食餌性白血球減少ヲ呈セリ.

總括

本實驗 ニ於テ余 ハ生理的食餌性白血球増多 ノ著明ナルモノヨリ,漸 次其 ノ度低減 シ終 ニ輕度

ノ白血球減少ヲ示 セル諸種 ノ例ニ就テ觀察 シ,「 タウロヒヨール」酸「ナ トリウム」投與前後 ニ於

ケル成績 ヲ比較對照 セシガ,「 タウロヒヨール」酸「ナ トリウム」内用後 ニ於ケル牛乳食後 ノ白血

球 ノ減少率ハ各例 ヲ通 ジテ幾分増加 セル ガ如 キモ未 グ明確ナル判斷ヲ下 シ得ル程度 ニ高度ナ リ

卜ハ云フ可カラズ.

第6章　 結 論

以上各章ニ於ケル實驗成績 ヲ總括 シ結論 スレバ次 ノ如ク云 ヒ得べシ.

1.健 康家兎ノ空腹時中ニ於ケル末梢血管内白血球數ハ余 ノ實驗 ニヨレバ,毎20分 時採血檢

査 スルニ,常 ニ多少 ノ消長ヲ示 セドモ,増 減一方ニ偏 セズ,其 ノ程度モ多クハ10%以 内ニア

リ.稀 ニ之 ヲ超 ユル コトアルノ ミナ リ.

2.健 康家兎空腹時 ニ牛乳 ヲ與へ20分 毎 ニ100分 時 マデ白血球數 ヲ觀察スルニ,殆 ド毎常

(76%) 1時 間以内ニ20%以 上ノ白血球數増多ヲ來タスモノナ リ.
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3.人 竝ニ家兎ニ於テハ持續的ニ數 日間牛膽ヲ内服 セシム レバ食餌性白血球減少ヲ來 ス.

4.家 兎ニ於 テ牛膽 ヲ内服 セシムレバ輕度ノ白血球増多ヲ來 スコ トアルモ,白 血球減少ヲ招

致スル場合ハ寧 ロ稀 ナリ.

5.家 兎 ニ於テ空腹時 ニ牛乳食 ト同時ニ牛膽ヲ内服 セシム レバ,一 定 シテ白血球ノ減少ヲ來

スモノニハアラザルモ,食 餌性白血球増多ハ確 ニ幾分抑制 セラルル ガ如 シ.

6.家 兎ニ牛膽ノ皮下注射 ヲナス時 ハ其 ノ後 白血球數ノ動搖一定 セザ レドモ,其 ノ後30分 乃

至1時 間ヲ經テ牛乳ヲ投與スル時ハ,食 餌性白血球増多現 ハレズ却テ殆 ド毎常可ナ リ著明ナル

白血球減少 ヲ來 スモノナリ.數 日間牛膽ヲ皮下注射 シ,後 牛乳食ヲ與ヘタル場合 モ又 同ジ.

7.膽 汁成分中 「タウリン」,「グ リココール」等ハ食餌性白血球増多ニ對 シ最モ著明ナル抑制

作用 ヲ有スルガ如キモ,之 等物質投與後 ニ常 ニ高度ナル食餌性白血球減少來ルモノ トハ云フ能

ハザルガ如 シ.且 又其 ノ他ノ膽汁成分「ビリル ビン」,「ヒヨール」酸其 ノ他膽酸鹽 ニモ多少ノ食

餌性白血球増多抑制作用アルガ如 シト雖モ尚ホ明確ナル成績 ヲ擧 ゲ得タ リト云 フ可カラズ.

要之,余 ガ人體竝ニ家兎ニ於 ケル實驗ニ據 レバGlaser氏 ガ云 フ如ク膽汁ニヨリテ幾分生理

的食餌性白血球増多現象 ガ抑制 セラレ屡 々著明ナル食餌性白血球減少ノ來ル コトハ確實ナルガ

如 シ ト雖モ,膽 汁成分中果 シテ何 ガ此 ノ食餌性白血球増多抑制作用 ヲ有スルヤニ至 リテハ未 ダ

全 ク明白ナ リトハ云フ可カラズ.之 ガ斷定ニハ尚ホ多數ノ材料殊ニ人體及 ビ他 ノ肉食動物等 ヲ

使用 シテ研究ヲ繰 リ返サザル可カラザルモ,余 ノ以上ノ研究ニ據 レバ,「 タウ リン」竝 ニ「グ リ

ココール」ニ於テ最モ著明ナル食餌性白血球夥多抑制作用ヲ認 メ得べ シ.然 レドモ,余 ノ檢査

セル他 ノ膽汁成分中ニモ多少ノ同様作用 ヲ有 スルガ如ク見ユルモノア リ.果 シテ膽汁ノ食餌性

白血球過多抑制作用ハ主 トシテ此ノ「タウリン」竝 ニ「グリココール」ノ作用ニ因ルヤ又 ハ他 ノ膽

汁成分 モ之ニ對 シ共同補佐的 ニ大ナル關與ヲ有 スルヤ尚ホ不明ナリ.更 ニ膽汁中ニハ云 フ迄モ

ナク余 ノ檢査 セル以外ニモ幾多含有物 アリ.之 等物質 ハ勿論上記物質 ニ比 スレバ生物學的ニ觀

察 シテ大 ナル意義ヲ有 セザルガ如ク見ユルモ,果 シテ之 ガ食餌性白血球増多 ニ對 シ如何ナル影

響 ヲ與 フルヤ之亦ナホ不明ナ リ.更 ニ「タウリン」,「グ リココール」等 ニ食餌性白血球増多抑制

作用 アリトスレバ何故通常膽汁中ニ存在 シテ之 ガ重要ナル成分ヲ形成セル「グ リコヒヨール」酸

「タウロヒヨール」酸 「ナ トリウム」等ノ膽酸鹽 ニ於テ 著明ナル該作用 ヲ證明スルコ ト能ハザル

ヤ.吾 人 ノ今日マデ有 スル此方面ノ知見ニ據 レバ膽酸又ハ膽酸鹽 ニ於テ最 モ著明ナル食餌性白

血球増多抑制 アルガ如ク想像 セラルルモ,余 ハ未ダ之ヲ的確ニ證明 スルコ ト能ハザルナ リ.或

ハ純粹 ニ抽出セラレタル化學的成品ニ於テハ生體内ニ於 ケル生物學的作用失ハルルモノナ リヤ

又 ハ主成分 ニ他 ノ幾多ノ膽汁成分 ガ附隨 シテハジメテ生物學的作用 ヲ呈 スルモノナリヤ亦不明

ナ リ,
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之等諸種ノ疑問ニ對 シテハ尚ホ追次之ヲ確ムル コ トトシ,茲 ニハ先ヅ膽汁成分中余 ガ檢索 シ

得 タル範圍ニ於テハ「タウリン」,「グリココール」ニ於テ最 モ著明ナル食餌性白血球増多抑制作

用 アル コ トヲ報告スルニ止 メント欲 ス. (2. 1. 5.受 稿)

擱筆ニ當 リ謹ミテ金子教授ノ御指導ト御校閲ツ感謝ス.

主 要 文 獻

1) G1laser, Der abdominelle Vagusreflex. (Die Vagotonische Leukopenie) II. Mitteilung, Mediz. 
Wochenschr., Nr. 15, 1922. 2) Hahn, Zur Frage des Leukozytensturz nach intrakutaner Injektion.

 Dtsch. Mediz. Wochenschr., Nr. 34, 1924. 3) 原,田 川,大 森, Widal氏 肝 機 能 檢 査 ニ 就 テ ノ實 驗 的 研

究.岡 山 醫 學 會 雜 誌 大 正12年. 4) Kjer-Peterson, Ref. Fol. haematolog. Bd. III.

Kurze Inhaltsangabe.

Ueber den Einflues der Galle und ihrer Bestandteile 

auf die Verdauungsleukozytose.

Von

Dr. Katsumi Hara, Assistent der Klinik.

Aus der medizinischen Klinik der Universitat Okayama

(Vorstand: Prof. R. Kaneko)

Eingegangen am 5. Januar 1927.

Dass bei wenigstens einem Teile der Leberkranken, wie Widal und andere be

haupteten, eine alimentare Leukopenie anstatt einer Leukozytose im peripheren Blut 

nach Aufnahme von 200ccm Kuhmilch eintritt, wurde schon von vielen Seiten 

bestatigt. Nach Glaser, der these Erscheinung auf die Vagotonie beziehen wollte, 

scheint sie durch die Vagusreizung durch die Gallensaure im kreisenden Blut bei 

Leberkranken hervorgerufen zu werden.
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Der Verf. untersuchte klinisch und experimentell, ob wirklich die Rindengalle 

auf die Verdauungsleukozytose hemmend wirkt, und dann welche Bestandteile der 

Galle dabei die Hauptrolle spielen, und bekam folgende Resultate.

1. Die Leukozytenzahl im peripheren Blut bei gesunden Kaninchen zeigt, jede 

20 Minuten gezahlt, nur eine kleine Schwankung innerhalb ca. 10% des Anfangs-

wertes.

2. Beim gesunden Kaninchen tritt zu hohen Prozenten (ca. 76%) eine deutliche 

Verdauungsleukozytose (uber 20%) auf, innerhalb 1 Stunde nach Kuhmnilchaufnahme 

im nuchternem Zustande.

3. Nach mehrtagiger oraler oder subcutaner Darreichung der Rindengalle tritt 

beim Menschen und Kaninchen eine deutliche Verdauungsleukopenie, anstatt einer 
Leukozytose nach Kuhmilchaufnahme auf.

4. Unter den Gallenbestandteilen wirken Glykokoll und Taurin, chemisch rein 

darstellt, auf solche Verdauungsleukozytose am starksten hemmend, wahrend die 

Natriumsalze der Glykocholl- und Tauricholsaure keine so deutliche Hemmungs-

wirkung zeigen.
5. Da aber these Wirkung von Glykokoll und Taurin viel schwacher als bei der 

Rindenvollgalle ist und die sonstigen Bestandteile der Galle auf die alimentare Leu

kozytose mehr oder weniger gleichdeutig wirken, wollte der Verf. folgern, dass die 

genannte Wirkung der Galle nicht nur auf die einzelnen Bestandteile der Galle und 
auch auf die Gallensaure allein, sondern auf die biologische Beschaffenheit der ganzen 

Zusammensetzung der Galle zuruckgefuhrt werden soll. Wenn man aber nur auf die 

Gallensaure allein das Gewicht legen will, wie Glaser meinte, sollte sie nach dem Verf. 

nicht im reinen Zustand, sondern nur im Mischzustand mit anderen Substanzen in der 

Galle erst wirksam sein. (Autoreferat.)
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