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れ るo 之 に戯ては私共かな り背労 して殊たのであるが,之には三つの因子を大別 して考へ るべ きであると思ふ｡いつ

には之は可成 り少数ではあるが,偶人的:7:｢パス｣に敏感な人がある枚で,こういふ人には現布得 られる故 もJも質の

製剤を以て しても多少の副作用が現れるのである｡今一つをま製剤の間勉で,私共の経験だげで 申せば,液 として ｢ ,･

ンプル｣ に入れたIj5-も着色 して倍なければ便 FFH/--耐えるのであるが ,共で も粉末 と.して ｢アンプル｣'か ｢ケアイー,･

7L,｣こて入れたものを刷 て臨んで蒸溜水で輝か したものの方が長い錠 L,{思はれ るo

私共の経 翰は山東たての ｢サ ンプ 7L/｣を依ったので,あたか も戒元-行って利･約-を して駅る綴 なものであるか ら,

禍塞打.虜 に出た場合の経 年変牝を考- ると,や は りなる丈乾燥 した粉末を比和 tば空気を置換えて ｢シュ リーセン｣

することを希望するものである.第 3の杓子は注射の速度であるが,なるだけゆっ くり,少 く共10分はかけるのが適

当と思 はれ るOそ うでない と副作用起 り勝 ちである｡

｢,,'ス｣血中濃度に対する ｢ベネミヅド｣の影響

志 t泉 田 明

徳 島 著

｢ス トレプ tマイシン｣に続い て現れた椅核牝学療法剤 ｢パラア ミィサ 1)チ 7L,酸｣は,大貴授輿せねばな らない 点

に於て色 々な不都合が感ぜ られる｡ 千手々 は ｢パス｣内服時の主な副作用であるところの 食慾不振を避けると同時に

使用 した ｢パスJの景を より能率的に利用 したい との構想の下に ｢パス｣の一群泳内注射を企図 し,初期の 目的を津成

した ことは本年報の他の論文で述べた通 りであるが ,更に同株の 目的e/{向って,｢パス｣投輿に ｢べネ ミツ ド｣ (川

辺)を併用 した研究成績と/{裁て述べるo

｢べネ ミツ ド｣は 〔p･D-n-Propylsulfauylbenjoicacid〕 といふ化学-47であって'三三旦_旦の BogerPiLtsは不を縫rl

摸輿することL/TLよって ｢パス｣投輿時の血中濃度を高めるといふ ことを牝学的定量によって証明 してゐるのであるo

以下は私の研三先の中間部薯である｡

第 1珊 PAS4g 内服

fienelTlid2gltl前処 置

第 2Ⅶ PA S4g 内服

Benernid2gm 持てi処置
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第 1聞及節 2図は ｢べネ ミツ F｣2gm 頓用 30分後 ｢パス｣4gm 内服 し,その後のパスの血梁濃度を 30分,1時間

2時間,4時flrTl,6時間,6時間後迄催学的に定費 した成績である0第_3問及箪 4附は ｢ベネ ミッ ト｣2gm頓用,やは り

30分後に ｢パス｣4glllを覇豚内注射 した場合の成績である
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第 3蘭 PAS4g 瀞 注 ･

Benemid2gm 前処置

第 4蘭 PAS4g 静 江_

Penemid2gTIl置前処

(図1,と図3,･4とで縦軸の と り方が異って居る点l/{注意 あ りたい)

何れ:/.'t於 ても Boger及 PitLsの 申述べた如 く,｢べ木 ミツ F｣はノ化学的党費法e/{於て ｢パス｣の血中濃度を高めてゐ

ることは確である○

但 し以上は,丘Iyne&Newhouse 法L/{よって測定 した場合の成績であるが,此の測定t/{引つか ゝつてきたもの全部

採 血時間 流血 々清を加えた Rirclmer培地 中の蘭発育

:1.5時間 90% 75% 50% 25% 10% 培地 中の血清濃度■■- 備 ~ニ考

+ 十ヽ ヽ

3.0時間 - + + +
- 十 ナ 十 ノヾ ノヾ

4こ5時間 十 + + ス 及 ス-Jq
- 十 +.･.I.-ヽ ●七瓦ネ七

6時間 一十 + 一汁 瓦前 ミ瓦ノ処 ツ内

たが,抗菌力を もつ ｢パス｣の形であるか どうかは茂分娩

間の余地があるOつま り ｢パス｣が牝学的に変牝 した貴め

内の一部が此の定量法に引つか つゝて凍 るか も知れぬ恐が

ある｡そ こで常 々は以前に志保 [日が肇菅 した方法によって

パス内服投興 した患者の血液を時間的L/TL探 り,その血清を

90%に含む培地を用ひて締核園の発育阻止カを しらべ ｢ベ

キ ミツ r｣摸輿 の有無による差異を検討 した｡そのう陪農は

節 1表の如 くである｡即ち ｢パス｣1･7gm内服患者に於て

4時間牛後:/{は既L/{抗帝核菌カを 認めないの!/{,｢ベネ ミ

ツ ド｣で前処置 した同一人に於 ては 6時間L/{於 ても何抗菌

力を保持 してゐるのを知 る｡但未だ例数少 く最終的な輯諭

には達 して居ない｡今後例数を束ねて行 きたいO

ワクチン類の結核病巣に及ぼす影響 (第 1報)

回 一陽 博 行

予備及怜療eJ{虞 く一般l/{磨用 されて居る ｢ワクチン｣頻が結核性疾患に如何LJ{影饗す,るか と云 うことt/{関 しては,

既E/{ReubeuE.Sto°e,帝淵,長井,堀江等 L/Tlよる帝菅があるが,未解決の問題が甚だ多いo

私は哩等結核性疾患に及ぼす ｢ワクチン｣類の影饗を実験的に鶴察 し'究明を試みた占1931年SaTr,Ojloffが実験的

前眼部帝核症を有する家兎に今様濃度の旧 ｢ツベ ル クl)ン｣,或は滅菌牛乳等を皮下注射 して眼内圧 ,体温等を測定●
した｡膏が教室に於ては既に前川等が此の方法l/{よ り家鬼の~前野部緒核病巣L,{及ぼす各種の外界よりの刺戟の彰饗を

実験 して 居島が,私 も亦此方法を戯興 した｡

｢ヮクチン｣孝則ますべて京都徴産物研究所梨の死常 ｢ワクチン｣を用いた｡




