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                                 KW (10/02/13) 

緊縛ストレス 

○成熟メスラットを毎日 8 時間，10 日間の immobilization で LH レベルが低下． 

この状態で GnRH+TRH を投与すると LH 放出の反応性が高くなる（下垂体含量の増加に

よるか?）．(1) 

絶食 

○LH は有意に低下する．(3) 

エーテル麻酔： 

○卵巣摘除ラットでエーテル吸入により 2 分以内に LH が上昇した． 

   1 時間後にはコントロール群以下に下降した．(2) 

  ○エーテル容器に入れ unconscious になったら取り出し，部分的に意識を回復したら断頭 

   LH は有意に上昇した．(4) 

○Proestrus ラットで 3 回短時間のエーテル処理をすると LH レベルは 2 倍となった． 

 Diestrus ラットでは同じ処理で LH レベルに変化はなかった．(8) 

○卵巣摘除ハムスター（実験 3 週間前手術，LH は実験時には 400-600ng/ml）にエーテル深

麻酔を施すと 30-60 分後に血中 LH が上昇した．(10) 

○Proestrus のハムスターに午後早く（13:00-15:00）に投与しても排卵はブロックされなか

った．血中 LH の ovulatory サージの最初の上昇は 1 時間遅延し，ピークの高さは変わら

ず平行にずれた．(5) 

Pentobarbital 

  ○Proestrus のラットに午後早く（13:20），いわゆる critical period に投与すると，LH の

preovulatory サージをブロックし，排卵もブロックした．(8) 

○Proestrus のハムスターに午後早く（13:00-15:00）に投与しても排卵はブロックされなか

った．血中 LH の ovulatory サージの最初の上昇は 1 時間遅延した．ピークの高さは低く

なった．(5) 

  ○ラットに於いて発情期の朝 pentobarbital を投与 (6) 

   後 cervix uteri を刺激すると血中の LH, プロラクチンは上昇し，偽妊娠の発生を妨げた．

この際刺激無しでは LH,プロラクチンは低値にとどまる． 

   非投与群では cervical stimulation は偽妊娠を起こす． 

○L-DOPA をラットの発情前期の午後 1 時に動脈内投与すると，25mg/kg で急速に LH が上

昇する．Pentobarbital 麻酔を 12:30 に行うと，L-DOPA の LH 急速放出作用をブロック

する．この量の L-DOPA は diestrus ラットでは LH 放出を起こさない．(7) 

○卵巣摘除ハムスター（実験 3 週前に摘除，LH の血中レベルは 400-600ng/ml に達している）

で pentobarbital sodium (8mg/100g ip)による深麻酔は LH レベルを一時的に低下させた．

(10) 

 



Thiopental sodium 

○Thiopental sodium 20mg/kg を発情前期の critical period に 3 回動脈内投与（ラット）す

ると preovulatory LH, プロラクチン surge をブロックし，排卵もブロックした． 

Phenobarbital 

○卵巣摘除ハムスター（実験 3 週前に摘除，LH の血中レベルは 400-600ng/ml に達している）

で phenobarbital は麻酔は起こさなかったが，pentobarbital よりも遥かに LH を低下させ

た．LH の低下は麻酔作用とは関係ない．(10) 
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