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炭酸「アルカリ」聡入ノ呼吸ニ及

ボス影響ニ就テ

（大脳切除セノレ家兎ニ於ケル寅験的研究）

京都帝園大撃墜事部整形外科教室（伊藤弘教授指導）

大園正人

Am Experimental Study on the Influences of 

Carbonate Alkali upon the Respiration 

of the Decerebrate Rabbit. 

By 

Dr. Masato Ohsono. 

From the Research Laboratory of the Orthopedic Clinic 

(Director: Prof. Hiromu Ito), Kyoto Imperial University. 

In investigating the respiratory change brought about by administration of carbonate 

alkali, the auther has used the rabbits the cerebrum of which was removed after the 

practice of Scott, in order that the inhibitory effects of the narcotics upon the cerebral 

center as well as psychic and nervous disturbances incident to the experiment may by 

avoided. 

The decerebrated rabbits were injected with 5% or 10% solution of sodium carbo-

nate, the injection having been made rapidly in the one and slowly in the other series 

of animals. Both the respiratory conditions and the hydrogen ion concentration 

(Michaelis sting galvanometer methode) were observed. The results of there observa-

tions a1 e as follows. 

I) It is possible to produce a state of alkalosis by administration of carbonate 

alkali, though it is but temporary; and as the amount of the alkali injected is increa-
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S巴d,PH also increases. 

2) When the injection is given s]O¥内v and in a small amount the respi則 ion

becomes slow and shallow. When the amount injected is moderately increased 

the respiration b巴comesrapid and d巴巴p.人 further i11crGb巴 in the quantity introduced 

causes mor巴rapidand irregular respirations, ＇＇七 ichfinally becomes sp<tsmodic and ceases 

entirely. If the injection is discontinued江tthis stage, the animal recovers gradually, 

but if continued further death ensues. 

3) Th巴 injectionof the carbonate alkali at a rapid ralc （江口S了srespiratory failure 

with spasm in a short time. The rapidity o「the onset of th巴 re3piratoryfailure 

白pendsupon the co即日山anionof the alkali and the凶 eof injection. 

4) The chemical stimulus of the respiratory c了nterchiefly concerns （’H, but CO~ 

also acts as a I山 pirat円r_vhormone. (Authen abstract) 

〔内容妙録〕 呼吸巾恨興需ノ化率的影響＝閥スノレ資験的研先ハ1~ シトセズ卜雌モ呼吸中極＝直接刺
戟ヲ輿フ Jレモノノ、、血irt'i1炭酸瓦斯ノ蓄積ユ因Jレモノナノレ力、 E.X;ノ、血液中酸素ノi夫乏＝接ノレモノナリ

ャ、叉ハ血液中水素「イオン」濃度ノ鑓化＝因ノレモノナルカノ問題＝閥シテハ宵未ダ諸撃者ノ説一致セ

ザノレモノアリ。葱ユ於テ著者ノ、炭酸曹達溶液輸入ニヨノレ呼吸ノ鑓化ヲ観察セントシ、然モ麻酔築ノ呼

吸中橋抑制作用 7遊ケンガ矯メ、叉精神的作用、神経灼刺戟ヲ考慮セノレ潟メ、大目当切除セノレ家兎＝＇.！霊

験ヲ行ヒ且ツ、輸入前後二於ケル血液水素「イオン」湿度ヲ ifi1j定シ、失ノ成績ヲ得タリ。

1、 炭酸溶液輸入ユヨリ一時的ナノレモ代償不全ノ「アJレカロージス」ノ状態7惹起セシム Jレヲi号、輸

入量ノ増加＝ツレPHモ又増加ス。

2、 炭酸曹達溶液7極ク徐々＝輸入セパ、輸入量少量ノ場合ユノ、呼吸ハ回数ヲ減ジ且ツ浅表トナYレ

モ、輸入量或Fレ一定度＝違スノレヤ呼吸ハ著シク疾法且ツ深サ 7；槍ス。夏＝大量ヲ輸入セノ、、甚;,t'シク

呼吸頻数トナリ、ィ；整呼吸＂＊シ、主主＝強直性i底堅華ト共二無呼吸状強ニ ir~Jレ。此ノ｜努街輸入ヲ縫痕ス
レパ動物ノ、~）レノレモ輸入中止セパ巧・ピ呼吸ヲ始メ生活ヲ持捜ス。

3、 念法ナノレ炭酸）~i達i容液輸入ハ、容易＝強直性患箪ト共＝無呼吸二階ラシム。其ノ度ノ、液ノ浪度
及ピ輸入法度＝関係ス。

久呼吸中瓶ノ化撃的影響ハ血液中CH7以ツテ主ト λJレモ、 C02モ亦呼吸「ホ Jレモシ」トシテ作用 λ

Jレモ／ナリト信ズ。
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第一章緒 論

従来呼吸中偲興奮ノ化準的影響ニ開スル貫験的研究ハ宕：シトセス〉而シテ呼吸~1-1植テ流

JレJレ血液ガ、之テ刺戟シ、共／：興奮テ惹起シ、呼吸作用ノ調節テ司ルハ一般周知ノ事貫ナ

Jレモ、此ノ際呼吸中植ニ直接刺戟ヲ興フルモノハ、血液中炭酸瓦斯ノ蓄積ニ閃Jレモノナ Jレ

カ、或ハ血液中酸素ノ紙芝ニ擁Jレモノナリヤ、叉ハ血液中水素 f才ン濃度ノ愛化ニ悶ルモ

ノナルカノ問題ニ開シテハ向未ダ諸製者ノ説一致セずJレモノアリ。

プリユーグル Pfllig-er氏 0868年）、ツシツ Zuntz氏 (1903年）及ピホールデーン・プリー

と土と三 Haldane; Priestley剛氏 0905年）等ハ、炭酸瓦斯刺戟設テ唱へ、動脈血中ノ i炭

酸瓦斯ヵー呼吸中橋テ興奮セシメ呼吸作用テ調節シ‘防Ii胞内及ビ動脈血中ノ炭酸瓦斯張）） テ

一定ニ保ツトナセリ＠然Jレニウインテルスタイン＼\'interstein 氏 (1911年）出テ、民ハ ~J若

家兎ニ施セル瀧流賞験成績ヨリシテ水素「イオン」濃度刺戟説テ建設セリ。印チ呼吸中植ハ

水素「 fヰン」濃度ノ 鑓化ニ著シク過敏ニシテ、共ノ精力日ハ呼吸テ頻数ナラシメ、共ノ低下

ハ呼吸テ鎮静セシムト。叉、 1912年ハツセ Jレパルヒ Hasselbalch氏ハ水素「 4才ン」刺戟設

ニ賛シ、炭酸瓦斯ハ溶液トナリテ酸トシテ喜子生セル時ニ J i呼吸中植テ刺戟ス ）J.,ニ過ギズ

トナセリ。サレドラクエール・ヴヱ Jレツアール Laquer ; Verzal二氏（1912年）ハ、ウ fン

テノレスタ fン氏ト同一方法二テノ賞験成紘ノ結果、炭酸瓦斯ノ作用優レリトナシ、水素

「イ才ン」濃度刺戟説ニ反霊•J- シ炭酸瓦斯刺戟説ニ賛セリ。共ノ後キャンプペJレ・グークc ラス

Campbell ; Douglns及ピホプソン Hobson民等(1913年）叉水素「 4オン」濃度刺戟説ニ賛

シ、水素「 f才ン」濃度刺戟説ハ愈々優勢テ示スニ至レリ n

斯ノ如ク其ノ：本態ニ開シテハ未ダ判然タラザJレモノアリ。蕊ニ於テ余ハ炭酸「アルカリ j

輸入ニヨル呼吸ノ費化テ観察セントシ、~~モ肺酔薬ノ呼吸中植抑制作用テi監タンガ震メ、

叉精神的作用、市rli経的刺戟ラ考慮セル嬬メ、スコツト氏 Scott(1917年）が施セル寅験ノ如

ク大脳ヲ切除セル家兎ニ就テ寛験テ行へリ。

第ニ章賓験動物及ビ賓駿方法

貫胎動物ハ豆腐殻ニテ白由飼セ Jレ21ff前後ノ健康家兎47頭テmヒタリ。

賞験方法衣兎テ星野式回定器ニ股位ニ同定シ、頭部上面テ掠毛シ、正中線ニ於テ鼻根

部ヨリ後頭結節ニ至Jレ皮膚切開テ加へ、骨膜テ剥維シ、磐ト」三三三？氏銑匙欣骨甜子トテ

以ツア頭部頭蓋肯・テ充分炭ク切除ス。次ニ硬)I白膜テ開キ大脳テ全切除ス o !Wチ、注意シツ

ツ後頭佐テ商i上方ニ向ヅテヲ｜キ超スH寺ハJ七ノ下部ニ四墨惜表ハル。四墨惜ノ；充分表ハルJレ

ニ至リ共ノ少シク上部品於テ脳幹7鈍刀、叉ハ尖刀テ以テ切離シ大)I尚テ去Jレ0 litノl喋四品

館ニ機織的刺暁ノ加ハルカ、或ハ之テ損傷スル場合ーハ激シキ鴨動予31ミシ大出血 シ或ハ死

ニ至Jレコトアルモ、周到ナル性芯：ノモトニ行フ時ハ、比較的安静裏ニ位カ Iti＼血テヨ｜ミスノ
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i ニテ大m~1 テ杢除去スルハ高グシクハ困難ナラズ。而Jレ後「H1DL無クパ共ノ佳、多少ーテモ

出血シツツアル際ノ、JI::血スルテ待チテ皮Ir引を合ニヨリ頭蓋腔テ閉鎖ス。ヨ欠ニ家兎テ背位ニ

同定 シ直シ、 ruli頭部テ:rtJ毛シ縦切開テ加へ気管テ露出シ、之テ横断ス。下切断端ニ於テ気

管内ユ気・／.＇i＇；－カーユーレー」ノ一端テ持入シ、他端ハ開放シ自由ニタト京テ呼吸セシメ、側枝

ハt；む失：j~： ニヨリ 7 レ一氏「 タユフ・ Jレ 」ニ連結ス。 「タンフ・Jレ」ハ描汚損料：ニ ヨリ塗煤紙上ニ呼

吸曲線テ描窮 シf'.JJレ如ク装置スa 向手術ニ際シテ麻酔築ア則 ヒズ。

輸入ニ使用セ シ炭酸 「アルカリ jハ、 「メ ルク」曾枇製純炭酸曹達テ蒸簡水ニテ5%溶液

(PH 11.3）叉10%溶液トナ シ、煮沸減官、lシ使用セリ。此ノ揚合生理的食堕水ニ溶解スルノ

必要ナキハ鈴木氏ノ誼明セ Jレトコロナリ。質駒ハ揖氏21度前後ノ室温ーア行へリ。

輸入方法ハ、 50詫「ビューレ ツト j ノ下端ニ護諜管ニヨリ 1）、注射針テ連結ス。「ピユーレ

ツ ト」ノ 前栓ニヨリ自由ニjt入法度ヲ加減シ得。輸入部位ハ家兎耳静脈ア撰ピ、1分間1-3詫

（徐々ニ輸入セ Jレ揚合）及ピ3-5姥（念連ニ輸入セ Jレ場合）ノ割合ニ輸入セリ。

毛穴ニ i ハエ リ ス氏瓦斯連鎖扱~定法ニヨリ血液水素「イ才ン」濃度予測定セ h 先ツe手術的

操作ノ終 リタル数10分後'Nif.i$H.氏ヨリ採血シ水素「 4オン」濃度テ測定シ置キ、そ欠ニ輸入開始

後種々ノ輸入量時期ニ於テ探血測定 シタリ。

第三章賓 験

第一節 5%笈酸曹蓮溶液ヲ極メテ徐々＝輸入セ＇＂場合

本質験ハ5%炭酸曹建溶液ヲ1分間ニ約1-3沌ノ割合ニ輸入シ共ノ呼吸欣皆、テ観察セリ。

(27顕）

九%炭酸m主iiN主1分間1-3まEノ割合＝輸入セルモノ

性｜鰻重｜開 ｜山 ｜
15 I o I 1!111け ｜

HO .~ . ：；.； s 

備 考

輸入自'rJ＝－採血測定セルモノ

無呼吸ニ陪レル際＝静脈（額昔日）ヨリ採血

rn ! 0 I引）］ I) 

｜ ｜ 

1.:::s.5 輸入自riJ宋血測定

無呼吸前呼吸頻敬屡々痘聖書ヲ来セル際7け 8.000 

2~ 平 I 1 i:'iO 

4ユ

i.331 ｜輸入前採血測定

!J.018 ；無呼吸前呼吸緩徐浅表トナレル際採血

輸入前採血測定セルモノ

無呼吸＝陥レル際顕静脈ヨリ保出測定
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輸入前探血測定7.375 24 

無呼吸ニ陥レル際探血測定7.8fi7 

輸入前探血部1］定7.:l.f2 0 2.:; 

呼吸緩徐且浅表トナレノし際採血測定宵.5日715υ 

輸入前探血測定7.330 1650 も26 

無呼吸後呼吸疾漣トナレル際採血7.813 140 

痛入新i探血測定7.401 1570 ♀ 27 

呼吸深ク且ツ緩徐トナレル際探血液1］定7.826 110 

輸入前保血測定7.407 l 7ti0 中28 

無呼吸後呼吸煩数状態トナレル際保血8.028 

輸入前探血?Jll］定7.341 

無呼吸後呼吸煩！敬トナレル際探血7.860 

輸入前探血測定7.437 

I • I 1720 i ,,,J 

4il 

1750 0 29 

45 

1580 中30 

無呼吸後呼吸額数ヲ墨セノレ際探血測定7. 74:1 JOO 

輸入前探血測定7.399 1 /,)0 色1
 

3

，
 

‘．
 

無呼吸後呼吸頻敏トナレル｜努探血8.456 

輸入前採血?Jlll定7.201 16,)0 。け
"-

無呼吸後呼吸頻鍛ヲ墨セル時採血8.0:12 ］］ろ

輸入前探血測定7.483 1670 色
－．．， ’... 

無呼吸＝陥レル｜際＝採血液1］定8.2 9 

輸入前探j(n_測定7.204 1740 中31 
〆

' 
無呼吸＝陥レル際採血測定8.501 115 

輸入前保血測定7.307 3,5 

無呼吸＝陥レル｜療保血jQIJ定

輸入前採血測定

無呼吸＝陥レ lレ際ェ採血液1］定

7 058 

1.:106 

7.860 
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;;7 中 I17口。 7.443 1輸入前採血測定

120 I s.oog 1無呼吸＝陥レル際採血測定

38 ♀ I 1G70 

75 8.604 

7_;;;)-i l輸入前保rfu.測定

;;n I♀ I 1 G .~， n 7.343 

105 8.128 

了比二 I 7.::no 

7 .656 

41 円
子 7.:・ll/ ｜輸入前探血測定

無呼吸後呼吸頻数トナレ Jレ時採血測定I I 100 I ，川

~~に：；；－ I ，円I::
4;: 中 I1soo 7.230 ｜輸入前採血測定

好吸甚ダシク浅表緩徐トナレノし際保rfu.

｜輸入前探血測定

｜ 呼吸浅表緩徐トナレルl鰍血測定

輸入前採血測定

無呼吸＝陥リ其ノ億死亡セル直後頻静脈ヨリ保血

輸入前採血測定

呼吸浅表且ツ緩徐トナレ時採血

!JO I 向付'17 I 呼吸数ヲ減ジ浅表トナレノL際保血測定

IGSO 7；；付与

8け01)

];)!) 8.00!) 

輸入前＝j;来的1測定

無呼吸＝陥リ其ノ餓死亡七ノレ直後~古＇￥Jlli\ ヨリ採血

41i 7.308 輸入前保血測定

無呼吸後呼吸額数ヲ墨セノし際保血測定

47 
町内ーρ
/.t)/I) A

H
 

e
y
 

－
 

け
d

命。
80 戸081

第1二被 ]!)Ollj( 0 PH （輸入前1.::s

｛輸入i長リ，＇j.J.

輸入開始後掻ク安静ナノレ呼吸ヲ借入輸入量約

輸入前採血測定

無呼吸＝陥 レル｜療保血判11定

｝輸入自ijl.；；草

箆](j競凶wn o PHJ輸入後時no

輸入開始後輸入高iJト大差ナシ。輸入量約40括頃

10-15犯頃ノ、輸入高i1Jユ比シ呼吸浅タナノレ。其ノ後 ヨリ女第＝産自鰍Hツ深クナリ、約GOi!jE頁ヨリ愈々

80姥頃ヨリ次第＝疾遁1=llツ派クナリ、輸入量約 激シク屡々痕鯵7：＞！（ス。 （輸入量約70）沌頃採血 l’

l』10；！（；＝主主セシ頃不整11'｝吸トナリ、 180i).＇［＝至リ品名 目測定）約05沌頃＝至リテ突然強直性痕筆ト共＝

＝弧直性虚経ト共ニ無呼吸＝陥Jレ。輸入中止ス採 無呼吸約30秒間ヲ主kス。愉入中止。刊l呼吸川原p此

lfiL l'H測定、約35秒間後再呼吸ヲナス。極ク疾法 吠態ナリ眼球突出セリ。

ナル旦ツ柾eクi宋キ呼吸収a態ナリ。目見様突出セ U。
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［輸入前7.35 本初jノ、輸入前ヨリ極ク浅表且ツ緩徐ナノレ呼吸収ー

第221鹿 17；）（）武 ♀ PH（輸入後!J.01 態ヲ墨九輸入開始後約100路頃迄ノ、特記ス可キ

輸入量約12il:I：頃惚動ト共＝呼吸額数ヲ曇スルモ 呼吸／鎚f七ナシ。 llO施ユテ強直性痘筆ト共＝無呼

寸時＝シテ平静＝復ス。約20託輸入λJレz及ビテ 吸約5秒間7来ス。術輸入7持綴スJレ＝、再呼吸ノ、

呼吸ハ者シタ緩徐ュ且ツ浅小トナFレ。輸入量約50 一時頻数ヲ曇セノレモ再ピ次第＝緩徐トナリ、終＝

施頃11'.：モ呼吸回数及ピ深サヲ減ズ。 （此ノ時採血 7杉問／無呼吸ヲタkスn 輸入中止。採血PH測定。

PH測定）英ノ後ノ、屡々痘箪＂＇＊シ、英ノ~~度一時 再呼吸ハャ、疾法＝シテ深シ。約10分間後再輸入

的＝呼吸回数ヲ増ス。約 100妬頃ノ、一般＝呼吸綬 ヲ行 7ニ、僅カ数秒ニテ強直性痘聖書ト共＝無呼吸

徐ナルモ援協大トナリ、 120路頃突然強直性窪型軽ト ＝陥Jレ。輸入中止。約7秒間ユテ再呼吸ヲナシ、始

共＝鍛秒間ノ無呼吸アリ。倫輸入7纏績スJレ＝碍 メ非常＝緩徐ニシテ鍛分後ノ、著シキ呼吸頻数ヲ来

ビ次第＝呼吸数7減ジ、約140耗輸入スル＝及ピテ ス。

死亡セリ。
（輸入前7.35

j(f~：lt慮 1620瓦 0 PU l輸入後8.0~

f輸入前7.40

第27競 1570叉早 PH（輸入後7.82

輸入量約10施迄ハ殆ン｜呼吸＝著書化ヲ墨セズ。
輸入開始後約5'.ffi迄ハ殆ンド呼吸ノ鑓化無夕、其

20~頃僅カユ呼吸放ヲ増セ F' モ、 30路頃ヨリノ、呼
ノ後ハ前ユ比シ僅カ＝浅小ナノレ呼吸ヲ綴ク。約55

吸鍛ノ減少 7来ス。其ノ後約 100蛇頃迄ハ呼吸著
施／輸入量＝逢k シ頃ヨり著シタ呼吸疾主主且ツ派

シク緩徐 A シテ、 llOil:lj頃ヨリ愈h甚ダシク3-4秒
クナリ屡々疲墜ヲ来ス n 110立~［：＇頁 '1 9次第＝呼吸困

間二一呼吸／割合トナル。採血PH測定， 140耗頃
数ヲ滅ジ 120立E頃ハ著シタ呼吸ノ、緩徐＝ジテ深サ

ヨリ儲カ＝呼吸回数ヲ増セドモ輸入前＝比スレパ
ノ、場見。終＝4-5秒間＝ー呼吸ノ割合＝テ、一見 泊 I .. 

玄邑 M －＇－＂’ J 。
死期＝鋲スルガk日夕見ヘタ Jレモ輸入中止セノレユ約 ［輸入前7目・10

1-5分後ノ、亦呼吸額数／｝伏態トナリ生存ス（輸入 第28競 1760叉 中 PH（輸入後8.112

中止直f去探血PHtn1定）H艮球突出ス。 輸入約持E迄ノ、呼吸＝告書化ヲ認メザ Jレモ、 10-40

第24掠 17001( 0 PH （輸入前7.：~7 路ノ問ハ甚ダシキ呼吸困！日Ul威令及i長表ナリ。 43

l輸入後7.86 託頃突然呼吸不整トナリ、終ニ強直性疲聖書ト共＝

輸入量約5銘頃迄ノ、呼吸ユ強化ナシ。英／後ノ、若 無呼吸＝陥Jレ。輸入中止セ Jレニ約8秒間後再呼吸

シク呼吸！汲ヲ減ジ旦ツ浅表トナル。輸入量約団施

頃ヨリ次第＝呼吸疾法トナリ、 fiJ;キ痘費量ヲ＊スo

m糊突然強直性痘筆ト共＝例吸＝陥ノベ輸入

中止，採血PH測定約20秒ノ後再呼吸ヲナシ、呼

吸綴~状態ヲ塁手ス。

｛輸入前7.34

第'25！慮 1750叉 o PH（輸入後8.53

ヲ傍ム。再呼吸ノ、著シク疾法旦ツ深ク呼吸額放ナ

リ。（此ノ時保血PH測定）

l輸入前7.:H

第2U競 1750叉 C: PH l輸入後7.~li

輸入量約5銘頃ヨリ少シタ呼吸濯ク且ツ浅シ。其

ノ後ノ、屡々痘筆＂＇＊シ其ノ都度一時的ニ呼吸頻鍛

トナリシモ一般＝輸入前＝比シ浅少ナリ。約40沌

輸入開始ト共ユ隠動アリテ不整呼吸ヲ来セルモ 輸入セル頃ヨリ著シ ク疾法Eツ深タナリ、其ノ後

漸次安静呼吸ユ復シ、 5鈍頃ノ、輸入前＝比シ洛＝呼 ノ、甚ダシク不盤呼吸トナJレ。其／間不純簿、墜ヲ来

吸ハ緩徐＝シテ且ツ浅小ナリ。此ノ状態ハ其ノ後 λ。終＝約50事［輸入セル頃強直性痘懲ト共＝無呼

殆 y ド望書化無夕、約150t£＝至人約14秒間ノ無呼 吸ニ隠ル。輸入中止。 が；5秒間ュテ再呼吸7ナλu

吸 j73悶繍ケ来リ、得呼吸ノ、依然トシテ遮ク且ツ浅 甚Yシキ呼吸疾主主且ツ深ク頻数ヲ曇 λ。採血 l'll

表ナリ。（此ノ時探IfILPH浪if定） 測定3

｛輸入前7.33

第2（）鍛 1650t( 0 PH （輸入後7.81

（輸入前7.4:1

第30競 J5Si'I天 平PHl輸入後7.74 
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輸入開始ト共ユ少シク呼吸／深サヲ減点輸入 輸入約 2i沌＝テ骨量動ト共＝一時的＝呼吸不整疾

量約10-20鈍頃ノ、著シク呼吸緩徐トナリ且ツ浅表 建トナノレ。輸入約4立E頃ヨリ呼吸ノ、著シク回鍛及ピ

トナノレ。此ノ状態ハ約!JOj);'f;~買迄鑓化無夕、約100路 深サヲ減ぜリ。約7(1,tt頃迄ノ、殆ンド此ノAA態ヲ持

ニ逢セシ頃、呼吸不整トナリ、終＝強直性痘筆ト 減セリ 0 ;¥'f.JSO施＝主主セル頃痕謬アリ 其ノ後，，ill! 
共：4-5弘、問ノ無呼吸3団結ifテ＊＇レ。輸入中止ス ＝比シ少シク因別及ビ深サヲ増ス。 115泥ザ強直性

再呼吸ハ疾法Eツ深シトEat.モ頻数ト瞬スノレ rn皮＝ 痘惇ト共＝無呼吸約 10秒ヲ来スの （採血PH測定）

至ラズ。採血PlI測定ス。

｛輸入前7.2!l

第；l1競 1650京中 PHl輸入ほ8.0il

輸入約2路頃憾動ト共＝一時呼吸／深サヲi曾セ

輸入中止。弱呼吸ハ級数ナリ。眼球突出 ス。

｛輸入両ij7.:.;0

第J5競 1720瓦 o I'Hl輸入隠7.95

輸入開始ト共＝骨量動、 不整呼吸7来セノしそ、間

ド号、 10犯－40銘頃迄 ρ 者シタ呼吸浅表＝シテ且 モ無夕、平静ユ復ス。其／後10虹頃迄，、強化無ク

ツ緩徐ナリ。英ノ：後ノ、屡々痕聖書ヲ来シ英ノ都度呼 20捉頃ノ、少シク呼吸浅クナノレ。其ノ後モ著シキ袋

吸頻鍛7墨ス。輸入品＇.jl15立［＝テ呼吸不幣トナリ、 化ナシ。輸入量約80犯頃ヨリ盛ンユ痘墜ヲ来シ、

終＝強直性癌.~ ト安ニ無呼吸ヲ来ス。輸入中止。 英／都度呼吸額数トナル。 llOtt(頃ヨリ呼吸困扱滅

約50秒ユテ再呼疲ヲナシ著シキ呼吸叛鍛ヲ墨ス。 少シ、 1 ~5;l:[t貰ノ、愈々緩徐トナリ、終ユ強直性痕撃
（保血PH淑11定）眼球突出セリ。 ト共ユ無呼吸約25秒ヲ来ス（比／時採血PH測定）

11命入両if7.3リ

第3:Z捺 i 1.:,n叉 o PHI輸入後円4,5

輸入約1犯＝テ健動アリ。一時呼吸深クナルモ間

モ無ク卒評＝t主人輸入約5,t［；頃ヨ P浅表 トナル。

此ノ状態ノ、竹50~ （ tf,l ；主総綴 シ、 其ノ 後ノ、漸次回敏

輸入中止。再呼吸ハ始〆不準ユテ遅キモ沌rr吹：疾法

瀕数ト ナノレ。 眼球突出セ九

（輸入前7.:J5

第：； 1 ；披 ~:zゐill( 0 PI! l輸入iが .86

輸入~J ~立E＝テ呼吸不整且ツ法クナレド、モ一時

ヲ；噌シ、約／（）託事命入セノし頃痕箪ヲ来シ、 呼吸困盟主 性＝シテ間モ無ク平静＝復シ、 英ノ後ノ、著シク呼

及ピ深サ頓ニ増加ス。 l~O立I頃ヨリ呼吸頻扱トナリ 吸回数及ビ深サ 7滅ズ。其ノ後約6υ)l;'f;頃迄ノ、依然

次デ不整呼吸ト ナリ、 終＝強直性痘筆ト共＝無呼 滋シ。其ノ後ノ、屡々療聖書アリ、英yi都度一時的ナ

I反＝陥Jレ。輸入中止セノレュ約30秒間後再ビ呼吸ヲ ノレモ呼吸頻数トナノレ。約70抗頃ヨリ再三痘蟻ト共

始ム。再呼吸ノ、額数状態ヲ曇 λ。（此ノ時探凪1,PI-I =2-3秒間／無呼吸ヲ来ス輸入llO).l'f頃再ピ呼吸

測定） 緩徐トナ P、終＝不登呼吸、強直性窪聖書ト共＝無

j輸入前7.48 呼吸＝陥Jレ（此／時採血PI-I測定〉輸入中止ス 1レユ

第：l3競 1G70J!C 0 I'll l輸入後S.22 約出秒ニテ再呼吸ヲブ ス。始メ樋タ浅ク且ツ濯タ

輸入量￥－J2粍頃官官カユ呼吸数7減ぜ P。其ノ後約 漸次疾法トナノレ。

』I)施迄ノ、特記ス可キ呼吸／鑓化ナシ。輸入量約43

立［＝逮セル頃痕態ヲ来シテ刃リ以来呼吸疾迷旦ツ

深サヲ増ス。然ノレ＝約55J);E頃ヨ H呼吸緩徐トナリ

l輸入前7.44

第；；7披 ，1750京平 PH（輸入後日j川

輸入開対ト共＝僅カ ＝11'1吸回目政ヲ滅ジ、 IOM,頃

80施頃ノ、著シ タ回数ヲ減ジ深キ呼吸ヲ綴ク。終＝ ＝主リ浅表トナJレ。輸入約／O;J_［；頃迄ノ、略此ノllえ態

不整呼吸トナリ線呼吸＝ ~［；！ノレ。輸入中止。採血 ナリ。 80粍頃ヨリハ－~呼政緩徐＝！！.ツ深サヲ減
PH測定。無呼吸ハ約1分50秒ノ長キ＝及ピ後牛期 ジ、 120Jl;(E頁最モ甚ダシ。 125先頃ヨリ不投呼吸ト

ノ、痕懸ヲ何υ、ズ。再呼吸ハ最初不規則＝テ退夕、 ナリ、次デ強直性痘怒ト共＝無呼吸＝陥Fレ（此／

きた第＝疾クナリ呼吸領政状態ヲ墨スルー至／~·o H良 時探血PlljP,I）定）輸入中止 λ。再呼吸ハ呼吸抱1H政ナ
球突出セ九 九約牛時間後再輸入ヲ試ミル＝、輸入開始ト共

第34.！慮 17411玄 早 PHj輸入前7 .~11 二次第ユ呼吸緩徐トナ人数分＝シテ無呼吸＝陥

l輸入後リ.）II Jレ。輸入＂＇止。硲呼吸ハ頻数状態ヲ曇ス。
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［輸入前7目；；3

第38掠 1670瓦平 PH(i輸入後9.60

輸入開始後約10路itノ、殆ン F＇呼吸ノ媛化ナシ。

約20沌頃ヨリ呼吸回数及ピ深サヲ減ジ、沌Ir宍輸入

量ノ増加ユツレ其ノ皮ヲ増シ、輸入約75括頃最モ

閲ノ無呼吸ヲ来シ其ノ都度一時性＝呼吸煩鍛7>1ミ

ノヘ。

｛輸入前7.28

第』：l競 :2:!1り瓦 平 PHl輸入後9.04

輸入]jl［ユテ穂動アリ、呼吸摂数トナノレモ漸失平

呼吸緩徐且ツ浅表トナリ、 2秒間ニー呼吸ノ割合ト 静ニ復シ、 15立E頃ヨリ著シク呼吸回数及ピ深サヲ

ナル。（此ノ時採血PH測定）輸入呈].JJ）~，f. ＝達ス Jレ
減ズ。其／後約!JO路頃迄ノ、略同様ナリ。（此ノ時保

モ依然此ノJ伏態7滋綴セリ。木例ハ比較的終始安 血PH測定）輸入量95括頃突然強直性痕肇ト共ユ無

静＝シテ痘墜無夕、時々深JJ'f－吸ヲ倍ムノミナリキ

（輸入古lji.:3.4

第3ll掠 1650瓦平日王（輸入後8.12

輸入lilt＝テ健動アリ、一時的呼吸頗数トナ Jレ。

其／後ハ屡々感態変作アリ、其ノ都度呼吸額数ト

ナノレモ一般＝ノ、輸入前＝比シ呼吸同激減ジ旦ツ浅

シ。 105沌頃最モ緩徐＝シテ且ツ浅表トナレリ。

呼吸ユ陥ル。輸入中止セノレ＝、 3-4秒後；再呼吸ヲ

始ム。 呼吸額敏状態ナノレモ一時的＝シテ再ピ緩徐

ナノレ呼吸トナJレ。

第44競 1680瓦 o PH（輸入前7.30

l輸入後8.00

輸入｜！日始ト共ュ穏事／］ アリ、呼吸不整疾法トナレ

1レモ寸時ユシテ平静ニ復シ、輸入量約10耗骨ヨリ
（此ノ時採血PH測定）

（輸入前7.30 呼吸緩徐且ツ浅小トナルo 其ノ後約60姥迄ハ特記

第40掠川）瓦 平日r1輸入後7.66 ス可キ礎化ナシ。其／後ハ屡々痘筆ヲ米シ其ノ都

輸入開始ト共＝穏!!VJアリ、呼吸不整且ツ疾法ト 皮呼吸頻敏ヲ皐ス。 135括頃ヨリ再ピ著シク呼吸緩

ナレルモ間モ無ク.zp.静＝復スr、其／後ノ、僅bユ呼 徐Hツilt友トナリ、終ニ1愚直性痕筆ト共ユ無呼吸

二階Jレ。 輸入中止スノレモ死亡ス。（死亡直後採血
吸放減ズ。約GO·~［頃j主ノ、特記ス可キ聖堂、f七ヲ認メス

SI)犯頃一時呼吸疾法トナレルモ其／；後ハ着シク緩 PH測定）

徐トナル。輸入約105~［＝達シ不整呼吸トナリ終＝

強直性感望ト共＝無呼吸＝陥 Yレ。 輸入中止セノレモ

其／憧死亡セリ。（死亡直後保血.PH測定）

第41競 1670瓦平日I（輸入前7.37

（輸入後7.98

輸入開始後屡々穂動ヲ来シ、其ノ都度呼吸旗数

トナJレモ一般品輸入前ト略同様ナリ。輸入!11:50苅

-80路頃ハ僅カユ呼吸浅小ナリ。 84銘頃突然強直

性癒聖書ト共＝4-5秒間ノ無呼吸ユ焔Jレ。 輸入中止

ス再呼吸ハ頻M1Zヲ嬰ス。（此ノ時採血_PH測定）

｛輸入前7.26

第42競 1750瓦 o PH l輸入後9.37

輸入開始後約10銘迄ノ、持記ス可キ呼吸ノ鑓化ヲ

認メズ。其ノ後ノ、呼吸凹政及ピ深サ 7減ジ、輸入

量ノ増加ト共＝愈々緩徐且ツ浅表トナリ、 70-!JO

蛇頃最モ甚ダシ。（此ノ時採血PH測定）輸入量108

Jl:［＝達セル頃強直性痕筆ト共＝無呼吸ユ陥1レ。約

4-5秒間ユテ碍呼吸ヲナシ、呼吸回数7;I曾セドモ

一時的ユシテ再ピ緩徐トナル。其ノ後屡々4-5f企

｛輸入前7日（）

第46按 1位。瓦 o PHl輸入後s.2::

輸入約lftf.＝テ穏動ト共＝不笠呼吸ヲ墨セルモ 3

括頃ハ平静ニ蹄ス。輸入約20蛇頃ヨリ呼吸回数ヲ

減ジilt小トナ1レ。 其ノ後特記ス可キ蓄量化ヲ来サズ

輸入1451均二逮セJレ頃呼吸不整トナリ、終＝強直l笠

痕寧ト共＝無呼吸＝陥ノレ。 （此／時探血PH測定）

輸入中止。碍呼吸ノ、始メ緩徐ユシテ漸失額数状態

7呈ースノレ＝至Fレ。

（輸入前7.37

第.J.7按 2130瓦 0 PH l輸入後8.08

輸入約1施ユテ骨量動ヲ来シ不整呼吸トナノレ。輸入

lOt!j頃ヨ日輸入前＝比シ回数及ピ深サヲ減ズ。約

25妊輸入セル際痕単ヲ来セシ以来一般ユ呼吸疾法

トナリ振｜隔大トナノレ。 然Jレ＝輸入約85Ji.1頃ヨリ再

ピ漸次呼吸緩徐且ツi長小トナリ、終＝拡直性痕聖書

ト共＝無呼吸＝陥Yレ。 （此／時採血Pl！淵11定）輸入

中止。高呼吸ハ始メ緩徐ユシテ、 ＊第＝頻数状態

ニ至1レ。
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本賓験 J紹括

大脳切除セ Jレ家兎ニ、 5%炭酸曹達溶液テ静脈内ニ 1分間1-3~毛ノ割合ニ輪入シ、輸入量

ノ増加ニツレ起ル呼吸AA態ノ費化テ観察スルー、一般ニ、輸入開始後関動ト共ニ不整呼吸

且ツ政注トナルモ間モ無ク平静ニ蹄ス。共ノ後ハ長シク呼吸回数及ピ呼吸ノ深サテ減ジ、

輸入量ノ増加ト共ニ盆々減ス・。然レドモ輸入量或Jレ一定！斐ニ建スルヤ、屡々産主要テ来シ其

ノ都民呼吸頻数欣態テ呈ス。夏ニ輸入量増加スレパ、呼吸不規則トナリ終ニハ強直｜生産g

F共エ無呼吸ニ陥Jレ。此ノ際向輸入手村悦セパ動物ハ終ニ死ニ至Jレモ、輸入中止セパ数秒

／後iヰピ呼吸テ始メ生在ス。再呼吸ハ頻数紙態テ呈ス。 第22,25, 28, 30, 33, 38, 42, 43 

1Jtlニ於テハ多少其ノ趣キテ異ニ シ、輸入量ノ増加ト共ニ呼吸ハ緩徐且ツ高小トナリ、突然

強直・J'I痘単ト共ニ無呼吸ニ陥レJレモノナリ。向共ノ内第22,25, 31), 38例ニアリテハ、再呼

吸ハ頻数ナラズシテ比較的安静呼吸テ；皆メリの

ヲ；＝血液PHハ‘輸入前平均7.3テ算シ、輸入後、呼吸回数ノ [r｝モ減ゼリト思，、レシ時期

ニ探血測定セ Jレモノニアリテハ、卒均8.6ニシア、無呼吸時ハ卒；J:bJ8.3、無呼吸後ハ卒均7.8

ヲ算シ、動物ハ炭酔曹達輸入ーヨリ著 シク「アルカロー ジス」ノ ilk態ニア Jレテ知ル。

第二節 5%浸醸曹建造；夜ヲ念蓮Z輸入セル場合

＊寅除ハ5%炭隈曹達溶液テ1分間約3一一5詑 Y割合ニ静脈内エ輸入シ共ツ経過中ー於ク Jレ

呼吸ノ愛化テ観察セリ。（10例）

5%炭E主君主jきi容J伐l分間｛－5姥ノ割合＝輸入セルモノ

H
 

nt 
液血量

）
入
沌

輸
（重慢性放苔兎家 備 考

2 1::0.1 輸入前採血測定

-!0 8.U20 無呼吸後呼吸額数ヲ曇セル際採血

3 

0 I削｜ 7.318 輸入前採血測定

..iu i.!)53 無呼吸後呼吸頻鍛トナレル際保Jfil

5 平 2180 7.383 輸入前探血測定

f).j S.0.57 無呼吸後呼吸頻鍛ナラザル際保血測定

6 0 2070 i.:aH 輸入高iJ保血測定

－内；・，ー 8.050 無呼吸後呼吸類型文ヲ黒セル時採血

I 0 ~140 7.::i:1:: 輸入前探的1淵11定

110 .~.084 無呼吸後呼吸額数ヲ曇セル｜際探血
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8 ♀ 2080 

100 

fl 色

JO 0 21みH

130 

11 中 moo 

11111 

4C> 色

第2競 2100叉 ♀ PH （輸入前1.35

（輸入後8.fl2

7.:no 

D.2i•j 

向I ;J;jj 

8.656 

7.367 

8.2fl5 

7.4'.l同

8 3i;j 

7.388 

7.G川｝

輸入前採血測定

呼吸緩徐トナレル際保前1

輸入前採血測定

呼吸敏ヲ減ジ呼吸ノ深サヲ精セル際限J(!l

輸入自iJ際血測定

無呼吸ユ階レル｜際保1(11測定

輸入前探血測定

無呼吸ュ陥レノレ際探I血液11定

輸入前探血測定

第三回目無呼吸後採血測定

輸入約2主f;：.テ骨量動ト共ユ不整呼吸且ツ呼吸領

叡トナレルモ、約10銘頃ヨリ著シク呼吸緩徐旦ツ

輸入閥蛤ト共＝骨量動ヲ来シ呼吸綴数トナレルモ 浅表トナノレ0 :!ll児頃最モ呼吸困鮫ヲ滅ゼリ。其／

約4お輸入セル頃ノ、司王静＝復ス。其ノ後ハ漸次呼 後ハ屡々痕寧n＊シ英ノj都度呼吸頻数トナ 1レ。輸

吸困盟主ヲ滅ジ浅表トナリ、亦屡々痘蟻ヲ来シ其ノ 入量約50鈍頃ヨリ呼吸額鍛ユシテ振幅甚ダ大ナ

都度呼吸額！肢トナレリ。輸入量約45j)'.(;再逮セル頃 リ。輸入量70銘頃不笠呼吸トナリ終ュ強直性痩墜

呼吸着シク不整トナリ、終＝強直性痕費量ト共＝無 ト共＝無呼吸約20秒間ヲ占拠ス。輸入中止ス、再呼

呼吸品陥Jレ。輸入中止。採血.PH測定。約25秒後 吸ハ頻鍛ナラズシテ遅タ且ツ深シ。 （此／日寺採血

再呼吸ヲナV、始メ極ク緩徐ナJレモ次第＝早ク且 PI-I測定ス）其／後約3秒＝テ碍ピ強直性痕蟻ト共

ツ深ク類似状態7曇 A。眼球突出セリ。 ＝無呼吸ヲ来ス。眼球突出セリ。

l輸入前7.:n

第；l銭 t:!:ll)瓦 o PH l輸入後7.Dλ

輸入開始後程動ト共＝不整且ツ頻鍛呼吸ヲ墨セ

｛輸入前i.36

第(i競 2070瓦 o PH l輸入後8.0:i

輸入￥12沌＝テ償動アロ、不整呼吸失ヂ一時的＝

Jレモ輸入約JO施頃ノ、輸入部iト略問機／呼吸状態ト 無呼吸状態ヲ曇スJレモ問モ無ク平静ユ復シ、 lOj).f;

ナJレJ 其／後ノ、屡々痘態様健動ヲ＊ シ呼吸疾法＝ 頃ユ至リテノ、著シク緩徐＝且ツ浅表トナノレ。輸入

旦ヴj辰幅大トナリ、輸入量約30Jt[：頃ヨリ著シキ呼 量約九O立1}頃ノ、不笠呼吸ナルモ回車交甚タ少シ。 ：l"/j):[

吸頻鍛扶態トナリ。 411Jl＝－逮スノレヤ愈々激シ夕、 頃ユ至リテ愈 不々規則トナリ終＝強直性痕轡ト共

不t矧リトナリ、終斗愚直性痕筆ト共＝無呼吸ユ階 ＝無呼吸＝陥Jレ。輸入中止ス。再呼吸ハ頻理主状態

ル。輸入中止ス。約20秒ュテ再呼吸ヲナ シ呼吸額 ナり。｛此／時採血PH測定）

取状態ナリ。（此／時保血PH浪lj定〉 持輸入ヲ行 7＝－ 僅カ 4-fl~［ノ輸入＝テ 1愚直性療

再輸入ヲナス＝、輸入量ユー（）立Eユテ無呼吸＝陥 筆ト共＝無呼吸ユ陥リ、再呼吸ハ疾法貝ツ振幅大

Jレ。輸入中止セシ＝再呼吸ヲナセドモ終＝死亡セ

（輸入前i.:lS

第九慌 2180瓦 ~ I’Hl輸入後8.ilλ

ナリ。
｛輸入前7.:!!1

第7競 21 ~nn o !'II l輸入後メ11.-;

輸入約 1),:工＝テ激シキ惚動ト共＝不規則且ツ頻
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鍛呼吸ヲ墨セルモ、 10i!-"t頃ヨ H輸入前ユ比シ呼吸 j輸入前7.：；り

回数及ピ深サヲ減て。山花後ハl吃々痕懸ヲヰiシ、 第10競 2].)ll天 o PH l愉入後8.：！ ~J 

其ノ都度呼吸煩数ヲ墨ス。輸入70沌頃ヨリ振幅大 輸入開始後安静＝シテ呼吸ノ獲化無夕、約5立E頃

トナ p、！）I）立ち頃ノ、呼吸額放甚ダシ夕、 llll沌＝至リ ヨリ漸次浅表＝Jlツ呼吸回れヲ減アJ。：：o犯－50)!'TI

テ不整呼吸トナリ、終＝強直什：f<:i筆ト共＝無呼吸 ニ至ノレ関長モ呼吸緩徐、ナ日。輸入70立E頃ヨリ海！［次

（約］.－，干土問）＝陥Yレ。輸入中止再呼吸ノ、頻政状態 呼吸／深サヲ増シ、 100沌頃ニ至リテ呼吸額数トナ

ヲ手ス（此ノ時探血PHyfi1］定）眼球突出セリ。

（輸入前7.31

第8擁立（｝柿瓦早 PH（輸入後9.27

Jレ。 J:in花ニ至リテ呼吸不整トナ目、終ニ強直性痕

堅苦ト共＝無呼吸ユ陪ノレ（此ノ時採血PH測定）再呼

吸ノ、始メ緩徐、ユシテ弐第＝早クナリ呼吸頭数トナ

Yレ《
輸入開始後~－3悶ノ激シキ穏動アリテ呼吸額盟主 ν 

｛輸入前1.4:!
トナレルモ、約10括頃ユ至リテ平静＝蹄ス。其ノ 1 

第11競 moo瓦 ♀ PH l輸入後i'U/
後屡々痘撃7＊シ其ノ都度呼吸頻放トナノレ。輸入 、

輸入開始ト共ユ骨量動アリテ呼吸煩扱トナレルモ
約4,5括頃ヨリ盆々呼吸頭数トナ νノレモ、約llの括頃

15まE頃，、輸入前ト略同様トナノレ。 20路頃ヨリ漸次
ノ、著シク呼吸緩徐トナル。 (J比ノ日寺保出.PH測定）

深サヲ減ゾ、輸入約SO]il}＝至リテ呼吸ノ深サ増セ
輸入約115沌頃強直性痕撃ト共＝無呼吸（約30秒間 ' 

ドモ回数ノ、減ジ、］IIηE ＝－至リテ著シク呼吸緩徐ト
ユmFレ。輸入中止。再呼吸ノ、甚ダシキ額数 7曇

ノ、。

（輸入前7.::lλ

第日競 l'.1日（）瓦 0 P. l ｛輸入後8.li.)

輸入約 1立£＝テ激シキ穏illアリテ呼吸額数ヲ黒

ナノレ。 問モ無ク突然、強直性痕聖書ト共ニ無呼吸＝

隠 Jレ。（此／時探血PH測定）再呼吸ハ疾法且ツ深

サヲ増スト維モ頒数ト稿写スル迄ユノ、至ラズ。

第45競 17GO叉 ,0 PH（輸入前7.:i向

（輸入後7.1川

セノレモ、約5銘頃ハ子育￥ニ蹄ス。約10:,ti;頃ヨリラた 輸入i止Jli)ifa乞ハ呼吸ノ鑓f七ヲ胃、メズ。約1日括＝

第＝呼吸浅平ニシテ且ツ遅クナリ、輸入呈SO!tflif; テ痕聖書ヲ来シ呼吸額数トナJレ。約18路頃突然強直

ノ、此ノ状態ナリ。 go沌頃ヨリヨ欠第二呼吸深クナレ 性癌筆ト共＝無呼吸（約.）－Ii秒間） =F>~ ）レ。輸入中

ドモ回蚊ハ返ツテ減少ス。（此ノ時期ニ於テ採血 止：ス。再呼吸ハ<ii敏状態ヲ尋ス。其ノ後ハ遅主主－

PH測定ス）輸入増加ト共＝！包ノr呼吸回数減ジ、］.）II 定セズ。

日後ノ、数秒間ノ無呼吸2-3回績イテ来リ、其ノ後 約ゴ｛｝分i討ヰ輸入ヲナス＝、約4ーら沌＝テ強匝性

ノ、ャ、呼吸数ヲ増ス。輸入i正午JlSO}tfニ逮シ強直性 痕寧ト共＝無呼吸＝陥ノレ。輸入中止ス。碍呼吸ハ

痕墜ト共＝fnli呼吸ヲ来ス。輸入中止セノレモ死亡セ 頻盟主＝シテ其ノ H再三底堅手ヲ来ス。（此ノ時期＝探

Ifn.PH測定）

本責験 J締括

5%炭股曹j主i'f}il支テ1分間3-5沌ノ割合ニ市長脈内ニ愉入シ、共ノ呼吸J伏態テ観察ス Jνニ、

輸入開始ト共ー二i＼｝！｛ シキ開動アリテ呼吸頻数ilk態テ引ス Jレモ、数分間ニテ:tp:静ニ復シ、共／

後ハ呼吸回数及ピ深サア減スツレア ＇，；；：iトス Jレモ、江}8,6, 31)'1]ニ於テハ輸入開始後呼吸回数／

減少テ認 j ずリキ。輸入；I：令一定：1~：ニ j主スノレヤ屡々山与~テオミシ、呼吸頻故トナリ、更ニ＇/iii~入

景！j;fb日スレパ、呼吸引再トナリ、終ニ強直•／＇＇/11i1＇.単ト ;JI，：ニ無呼吸ニ陥ルモノ、及ピ再ピ呼吸

絞i余トナリヴ〈テ強直性ペザト共ニf!!li呼吸ニ陥Jレモノト相＇／とス。輸入中止セパ再呼吸テナシ

生存シ、呼吸頻敢テ皐ス。
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各呼吸ノ蜜化ニ至Jレ迄ノ輪入量ハ個々別々ナレドモ一般ニ1分間 1-3詑ノ割合ニ輸入セ ,,. 

Jレ場合ニ比シ造ーカニ少量ナリ。

ヲ；ニlin.液PHテ按ス凋Jレニ輸入前平均7.3テ算シ、輸入後強直信｜：原型前ニ於テ ハ平均8.6ニシ

テ無呼吸時平均8.2、無呼吸後半均8.0テ算 シ、I閃ドヵ ーアルカロー ジス」I!j}~態ニア Jレテ知ル。

10%表酸菖謹溶液ヲ極ク徐々二輸入セJI-場合第三笥

10%炭酸曹達溶液1分間1-3/l割合＝輸入セルモノ

考

輸入前探血潮lj定

無呼吸＝陥レノレ際探血

輸入前採血測定

｜ ｜ ｜輸入量｜
家兄番波｜性｜信重｜ ｜ 

｜｜｜〈均） ｜
備血液PH

7.418 0 ]'.I 

7.lili暗

色20 

無呼吸後呼吸額鍛ヲ嬰セル際採血

10%炭酸曹達i容液1分間4-5沌／割合＝輸入セルモノ

輸入前探血測定

無呼吸ェ陪レル際係自測定

輸入前係自測定

無呼吸＝陥レル際保血測定

輸入所JI宋血測定

｜川I ＇・川 l

7 ；：ろ時]!l:!'I Q 

7 7九4

:!llろ（｝。18 

i . ~舟711:!0 ♀ 21 

無呼吸後呼吸額鮫 7曇セル際保血7 1;;?.-, 

12 中 ] !liill 7.:111 輸入高ij採血液lj定

;!;-,I) 7 .：.~！） 輸入後採血液1J定

13 0 7.31 輸入前採血測定

i.35 輸入後採血測定

滅菌蒸倒水ヲ1分間a-5括／割合ェ輸入セ Jレモノ針照仰j

吸深クナリ、 35路頃、突然強直性痘堕ト共ュ無呼

吸ユ陥ノレ。（採血l'H測定）輸入中止セルユ約10秒

間ユテ再呼吸ヲ対ム。呼吸摂取ナリ。

再輸入ヲナスェ約 λ茸Eノ輸入ュテ強直性痘聖普及

ビ無呼吸ヲ来シ、再呼吸ハ頻政状態ナリ。三度輸

0 PH（輸入前7.41

1輸入後7.llll

2050京第rn1慮

輸入開始ト共＝激シキ健動ヲ来シ呼吸頻数、不

整トナレ ｝~· モ 2-3分＝テ平静＝復ス。輸入1 0Jl;1§頃

司日呼吸浅表トナJレ。輸入約30姥頃ヨリ少シク呼
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入開始ス ）J.,.＝.呼吸鮫甚ダシク減ジ終＝死亡セリ。

眼球突出ス。

第コI）競 1890瓦色 PH（輸入前7.:2 ~I 

l輸入後7.86

輸入開始ト共＝激シキ穏動ヲ来シ呼吸不整、頻

ナ九輸入約.j(l;i[頃ヨリ呼吸間的滅ジ、 Wt幅増大

シ、抑iO銘＝達スJレヤ不規則呼吸、 ヲたデ強直性感

態ト共＝無11'1吸＝陥Jレ。輸入中止z。再呼吸J、頻

数ナリ（探血PH測定ス）

約10分間後再輸入ヲナス＝輸入約ゴ立（..＝.テ呼吸

披トナリ、次デ約IO秒間ノ無呼吸状態＝陥Jレ。輸 緩徐トナリ、約3沌／輸入ユテ強直性原箪ト共＝無

入1路線セ Jレ＝英ノ後ノ、呼吸坂！§J｛ナル毛抜分間＝シ ll'l吸.＝.~白人蒋呼吸ハ頻数状態ナ P 。

テ2f'静＝§Iiiス。其ノ後ノ、屡々痕箪ヲ来シ呼吸額放

第四節 10%茨酸曹蓮溶液ヲ急7謹＝輸入セ，.，場合

第17競 1'.1:!11天 平 PH（輸入前7.3G 頃呼吸不豊富トナリ、次デ強直性的懲ト共ユ無呼吸

！輸入後i.75 ＝陥Pレ。（採血PH測定）輸入中止セ Jレユ約3；）秒間

輸入開始ト共＝激シキ総動アリテ呼吸頻数J1ツ 後再呼吸ヲナシ、呼呼額鍛ナリ。

不整トナレルモ、輸入約：：立L頃ノ、平静zf主ス。 15j);(j 約10分後再輸入ヲナセル＝、約社［＝.テ強耐性涼

頃ヨリ呼吸回鮫ヲ減ジ、約30立L頃ノ、愈々呼吸緩徐 匁ト共ニ無of吸＝陥Jレ。再呼吸ノ、頻j敬状態ナリ。

トナノレ。 35事E頃突然強直性痴鯵ト挟＝無of吸ニ陥

ル。（此ノ時限Jfu.PIl測定）輸入中止セルュ、 が；：.＇；，秒

後商呼吸ヲナシ、頻数状態ナリ。

｛輸入高ij7.21'

第21競 17:.'0京 ♀ PH！輸入後／.f;:.'

輸入開始ト共＝激シキ稔到jアリ、呼吸不整頻微

約JO分後再輸入ヲ開対セルェ、問モ無タ著シク ヲ曇セ Jレモ、約5蛇頃＝ノ、平静＝復シ、其ノ後一時

呼吸緩徐トナ p、約lOj);fjノ輸入＝テI愚直性痕単ト 呼吸回数ノ減少ヲ来セルモ、輸入15銘＝テ強直性

美＝無呼吸＝陥ノレ。輸入巾止ス。再呼吸ノ、頻数ナ 痘箪ト共＝無呼吸＝隠Pレ。輸入中止セノレ＝約i;，秒

第18競 ~I山 i瓦 6 PH（輸入自i/7.::.'i

l輸入後7川

輸入開始トミ~＜＝－激シキ値動アリ、呼吸不整且ツ

間ユテ干IJ.Jllf吸ヲナシ、最初ノ、非常＝深ギi恩キ呼吸

ナルモ、 衣第＝疾主主トナリ額数以ー態 7J?..ス。（此／

日寺採血PHi町l]/i:)

約］I I分間後再輸入開始。輸入子j：，托＝テ呼吸ハ甚

額数ヲ曇セJレモ輸入約lOJ);(j頃＝至り平静＝後ス。 ダシク緩徐トナ p、輸入］II；！：［.＝.テ強直性持一筆 l、共

輸入が！？｛呪頃ノ、!If吸緩徐、浅表トナル。輸入30沌 ＝無呼吸＝陥ル。再呼吸ハ頒飯状態ナリ。

第三節第四節J賓験穂括

10%炭聞を曹j主出i皮ノ静脈内輸入品ヨ Jレ呼吸朕態テ視察スルニ、一般ニ輸入開始ト共ニ政

シーT一暢動テぅkシ、呼吸不1；宅且ツ頻敬トナ Jレモ、数分間ーシテ不静ニ復ス。共ノ後世カニ呼

吸回数テ減ジ且ツ涜クナ Jレモ、間モ 1IT~ ク屡々花轡テ護ス Jレニ軍人呼吸頻教テ長シ、途ニ

不整呼吸トナリ、次デ強直l'IJ’i<t~ ト共ニ無呼吸ニ陥 Jし。輸入中止セバ数秒ノ後再呼吸テナ

ー呼吸頻数ア星ス。無呼吸ニ至 ）J.,輸入：：；：：ハ5%挟酸曹達溶液輸入ノ際ニ比シ、進カニ少景ニ

シテ、従テ僅カニ「アルカロージス」ノ Jlk態ヲ認メ、血液 PH モ亦前i資！~f.:t ノ；場合ニ比シ著シ

ク少ナク、輸入前平均7.3、怖入後卒均7.7ヲ算ス。

針照試験

針j照試験ハ減j'.f<f蒸餓＇＇lkテ1分間3-5詫ノ割合ニ静脈内ニ輸入シ共ノ呼吸JU；態テ蹴祭セリ。
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第12競 1900瓦甲 PH（輸入前7.36

l輸入後7.:.rn

輸入約2施頃健動アリ、呼吸疾法トナレ Jレモ、間

モ無ク平静＝蹄ス。其ノ後ノ、殆ンド輸入前ノ呼吸

収態ト鑓Jレコトナ夕、但シ、輸入経過中2-3回／

隠動ァ p、其‘都度呼吸顔鍛トナレルモ一時性ユシ

テ卒静＝復シ、全輸入量約250g毛＝達ス Jレモ炭酸曹

達溶液輸入＝見Jレガ京日キ鑓化ヲ来サズ。

［輸入前7.::1

第i：；競 2010瓦 o PHl輸入後1.::.5

輸入経過中ノ呼吸状態ハ、第12$，~ト大差ナキア

以テ略ス。

第四章全賓験J総括

茨酸曹達溶液ノ静脈内輪入ニヨリ、一時的ナルモ「アルカロージス」ノ朕態テ招来シ得可

ク、動物ハ PHノ増加ニ封シア可ナリ大ナル抵抗力テ有ス。 gpチ、血液PHノ増加1-2ニ

建シアモ尚生活現象テ持績スルテ得。然シテ炭酸曹達溶液ノ輪入経過中、強；；－スレバ：＿PH

ノ増加ニヨ ）！.－呼吸祇態テ槻察スルー、其ノ費化ハ輸入速度、及ピ輸入液ノ濃度ニ閥シア差

異アリ。 5%炭酸曹達溶液テ徐々ニ輸入セル揚合ニ於アハ、輸入開始後僅カニ不整呼吸テ呈

スJレモ間モナク平静ニ復シ、其ノ後ハ著シク呼吸敷及ピ深サテ減ズ。輸入量一定度ニ建ス

ルヤ、再ピ呼吸ハ疾蓮ニHツ深サテI曾シ、屡々底箪テ来ス。夏ニ輪入テ持続ス Jレヤ、呼吸

ハ著シク頻敢トナリ、頓ア不整呼吸テ呈シ終ニ強直性陸軍ト共ニ無呼吸ニ陥Jレ。此ノ｜際向

輸入テ纏続スレパ動物ハ終ニ艶ルノレモ、輸入中止セパ数秒後再呼吸テ始メ生日ア持韻ス。

然シテ、各呼吸ノ明化ニ至）！.－迄ノ輸入量ハ、各動物ニヨリ著シキ差アリ。殊ニ急速ニ輸入

セ）！.－場合ニハ、徐々ニ輸入セル場合一比シ共ノ量少ク、叉痘轡ヲ31ミスコト屡々ナリ。夏ニ濃

度強キモノハ濃度弱キ揚合一比シ共ノ量僅カノ輸入ーテ弧一直性痘号無呼吸ニ陥JL。従ツア

叉血液PHニ於テモ、 5%ノ場合ニハ卒均8.2ナルニ反シ、 10%テ輸入セル揚合一ハ卒均7.7

テ算セリ。

第五章考 按

炭酸「アルカリ」輸入ユヨリ一時的ナ Jレモ容易ニ「アルカロージス」ノ献態トナステ得、輪

入量ノ増加スルニツレ著シク PHノ増加テ示ス。今、余ノ貰験成総ニ就テ観察スルー、炭

酸「アルカリ」ノ静脈内輸入」ヨリ、 PHノ；示セル如ク「アルカロージス」ノ献態トナリ、輸

入量少量 1際ニ於テハ、呼吸回数減ジ且ツ滞去トナリ、夏ニ大量輸入スルヤ、呼吸ハ著シ

ク疾蓮トナリ、建ニ甚ダシキ呼吸頻敢テ来シ、三欠第ニ不規則呼吸テ示シ、突然強直性昨単一

ト共ニ無呼吸ニ陥Jv，此ノ際向輸入テ持績セパ動物ハ死ニ至ルモ、輸入中止七バ再呼吸テ

ナシ生活テ持積ス。此レスコット氏、鈴木氏等ノ貫験成績ト一致ス Jレ庭ニシテ、此ノ呼吸

蟹化テ、 -2.Jンアルスタ 4ン氏一波ノ水素「 fオン」濃度刺戟説ニ伏ル時ハ、 4恥入末期ニ於

テハ著シク PH増加セ Jレι ヨリ呼吸ハ鎮静セザル可カラずル理ナ Jレ一、事貫ハ是一反シ、

輸入少量 f 揚合ニ於テハ呼吸緩徐且ツ洩表テ示スト民＂~毛、輸入量或ル一定度ニj主ス ）！.－ ヤ呼

吸頻数テ＊タセルナリ。
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スコット氏ハ、大脳ヲ切除セJレ猫ニ炭酸瓦斯テ合メル空気テ呼吸 t シメ、僅カ 1 C02増

加ニヨリ著シク肺ノ換気ハ盛ニナリ、 C02量4%ニ達セ Jレ時血中 CH ノ費化ラ見Jレト論ゼ

リ。叉同氏ハ、 ii~自主l ア Jレカリ」テ徐々ニ血管内ニ輸入シ、「アルカロージス」テ惹起セシメ

此ノ際明ヵー PHノ増加七ル事貰ニJ古jラズ、著シク呼吸頻敷テ来シタル事貫ニwリ、尖／

如ク結論七リ。印チ、ウ 4ンテルスタイン・ハツセルパJレヒ氏等ノ論丈ニ伏リ想像セラレ

タル呼吸ト動脈血液CH ト／間 ι ハ空白接ナ JI.-闘係無ク、叉、分離セずJレC02ハ特殊ノ呼

吸ホルモン」トシテ作用ス。共レ故、呼吸ニ於テ C<l2J生理的効果ハ軍ニ溶解シテ酸トシ

テノ特性ニ J t蹄スルテf＇.｝－ズト n フーカー・ワ f}J,ソン雨氏、及ピコンネット氏等 (1917

年）ハ、同ジ水素「 f才ン j濃度テ有スル溶液ニ於テハ、放同支ハ臨酸ヨリモ呼吸中幅ヲ刺戟

スルコト大ナリトナシ、（HC03）モ亦 CH ト濁立シテ呼吸中植テ刺戟シ得トナス。共ノ後

7 クレオド、ピアス同氏(1919if.）及ピコーリップ氏（1920年） モ亦（HC03）自己モ呼吸

「ホルモン Jトシテ作用シ得ルモノナルコトテ貰験的ニ謹明セリ。

三欠ニ余ノ貫験成績テ炭酸瓦斯刺戟説ラ以ツア説明セントスルー、長酸「アルカリ」輸入品

ヨリ、血中炭酸瓦斯ハ絶ヘズ増加スルニヨリ．呼吸ハ輸入開始ト共ニ次第ニ対数トナラダ

Jレ可カラザル品、輸入末期ニ於テ呼吸疾蓮トナレルハ可トスルモ、輸入初期ニ於タル呼吸

緩徐且ツ潟表テ＊タセ Jレ事責ア誼明シ得ズ。

此ノ如ク余ノ：賞験成績ノ、水素「イ 4ン」濃度刺戟設及ビ炭酸瓦斯刺戟説ノ何レテ以ツテス

Jレモ全ク相一致セリト言フテi'Jズ。鈴木氏ハ（大疋14年）家兎ニ炭酸「アルカリ」ヲ輸入シ呼

吸ノ蟹化ア観察シ、 ~Jl：ノ蟹化ガ従来ノ M レノ説トモ一致セズトナシ、ヘンダーソム氏 (192

2年）ガ、硫化物ノ轍入ーヨル呼吸盤化ノ寅験成績ヨリシテ、呼吸中植／化事的影響ハ H2S

ノ如キ硫化物ニハ非ズヤト想像セル如ク、呼吸中枢ニ刺戟テ輿フルモノハ、血中 CHーモ

非ズ、 C02ニモ非ス。シテ、他ニ或Jし物＇t'{Xノ存在テ信ス骨ルモノナリト言へリ。余モ亦、血

中 CH叉ハ C02ガ呼吸中値テ刺戟スル唯一ノ物質ナリト信ス拘ルテ得ズ。血中 CH ノ作

JU 7 I：トス Jレモ、 cu,モ亦呼吸「ホ Jレモン」トシア呼吸中極ニ f'i'I日シ得Jレモノナリト信スo

第六章結 論

1、 炭酸「アルカリ」輸入ーヨリ一時的ナ Jレモ「ア Jレカロージス」ノ HJ＼態テ惹起シ、輸入量

ノ増加ーツレ l'Hモ亦増加ス。

2、 炭酸「アルカリ」テ徐々ニ静脈内ニ輪入七パ、輸入量少量ノ揚合ニハ、呼吸回数テ減

ジ且ツ浅表トナノレモ、輸入量或Jレ一定度ニ建スルヤ、呼吸ハ著シク疾蓮ニ且ツ深サテ増スo

夏ニ大量テ輸入セノ、、甚ダシク呼吸頻敢トナリ、不幣呼吸トナリ．途ニ強直’i"lrl<'.*il'ト共ニ

~！！~呼吸j状態ニ ~fi ）レ。此ノ際輸入テ継続スレパ動物ハ死ニ至Jレモ、輸入中止セパ再ピ呼吸テ

ナシ生活テ持続ス。
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3、念蓮ナ ）！.－炭酸「アノレカリ j輸入ハ、’＃易ニ強直性盛単ト共ニ無呼吸ニ陥ラシム。共／

松度ハ波ノ濃度及ピ輸入蓮皮ニ閥係ス。

4、呼吸中恒興官ノ化串的影響ハ、血rf~ C l-1 テ以ツア主トスルモ co~モ亦呼吸「ホルモ

ン」ト シテ作月1シ得Jレモノナリト信ス・。
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附図説明

第一国第18放、 10%炭酸曹達溶液ヲ念泌＝輸入セル場合＝於ケル呼吸曲線。

第二園第則被、 5%炭酸曹達溶液ヲ続ク徐々＝輸入セル場合＝於ケル呼吸曲線。




