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すみっこ@箱⼊り捨て猫 @nos…
2013.6.5〜摂⾷障害・⾃傷・薬物
依存で⼊院 7.15.⾃殺未遂、翌⽇
強制退院 通院歴14年め（鬱再発
クラスタ・双極性感情障害・精神
障害者2級）・脊椎側彎症・独
⾝・無職・猫飼い⼥(39)。基本的
には服薬メモと猫のことしか呟き
ません
えーと、なんかツイッターに新し
い機能が付いたので、⼆⼈に対し
て今送ってる。3⼈以上でDMする
機能なのかな？
5⽉23⽇

え、ホントだ、グループになってる！
￥ori5⽉23⽇

あ、そっちも2⼈がDM画⾯に表⽰されてますか。
5⽉23⽇

DMです
￥ori5⽉23⽇

なるほど。この機能って前あった？
5⽉23⽇

いや、なかったと思いますよ。初めてグループ機能を使いまし
た。
￥ori5⽉23⽇

新薬依ちゃんさんを追加しました

あ
5⽉23⽇

お、追加した⼈には、何か発⾔がなされると、DM通知が来る
んですね。追加されただけだと来ないし、追加された側からの
参加はできないけど。
で、追加された⼈の画⾯からは、追加される時点より前の会話
は⾒えない。
新薬依ちゃん5⽉23⽇

で、「他2⼈」と書かれてるので、アイコンで判断しないとい
けないっぽいです。紛らわしいアイコンだと苦労しそうw
あれ？私以外も追加できるのかな。
5⽉23⽇
https://twitter.com/i/notifications
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iPhone公式アプリからだと⾒られるのにEchofonだと表⽰され
ない！
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

とろん

さんを追加しました

ありゃ？ 新薬依ちゃんのDM画⾯で誰か追加しようとした時
は、あずぅすさんのIDでもとろんさんのIDでもヒットしなかっ
たのに、こっち（クローム）だと出来た。
新薬依ちゃんはTorブラウザだからかも。
えーと、誰か、知り合い追加できる？ グループDM開設者
（私）以外のユーザーでも、ユーザー追加の権限があるかを知
りたい。
5⽉23⽇

あ、できそうかもしれないです
￥ori5⽉23⽇

「お断り」 今回の会話は公開します。
5⽉23⽇

問題ないですよ
￥ori5⽉23⽇

DMというよりチャットになると思うので。
5⽉23⽇

そうですねｗ
￥ori5⽉23⽇

あれ？ DMからユーザーを追い出す⽅法はないのかな。
5⽉23⽇

グループ機能はどうやら2015年2⽉頃からあるみたいです。
￥ori5⽉23⽇

グループ名を偶然発⾒グループDM機能で遊ぶ。ログ公開に変更しました

タイトルを変えた。⽂字数制限がきつい。
5⽉23⽇

新薬依ちゃん さんがグループ名をあいうえおに変更しました

へぇー、知らなかった…
￥ori5⽉23⽇

ああ、誰でもタイトル変えられるのね。
https://twitter.com/i/notifications
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5⽉23⽇

￥ori さんがグループ名を本当だに変更しました
￥ori さんがグループ名をタイトルで会話すればログ残らないｗに変更しました

っていうか、誰でも「会話を削除」が可能ってことらしいw
いや、試さないけど。
5⽉23⽇

あいや、残るか
￥ori5⽉23⽇

普通のチャットとして使ったら、誰かが消したりするので危な
そう。
5⽉23⽇

私が今回気付いたのは、各ツイートの横に新しいボタンが設置
されたからです。
5⽉23⽇

しかし、問題はこの機能は、任意にDMを消せるという点です
ね。これが可能なので、証拠隠滅にはもってこいです。何か、
薬物取引の温床になりそう。
というか、薬物業者の私が⾔うセリフかのかという気もするけ
どw
× かのか

○

なのか
5⽉23⽇

なお、P4はまだ精製中だけど、ユーザーのニーズとしてはどの
程度の純度が要求されるのか、予想がつかなくて悩む。まだ原
液の状態で、粉にはなってないけど、ちょっと今回は副反応が
多めで茶⾊い不純物が多そうな予感。「粗製P」はちょっとベ
ージュがかってたけど、あのレベルでみんな満⾜なんだろう
か……
5⽉23⽇

なお、粗製Pは活性炭を使わず再結晶のみで精製。前回の
「P4」は活性炭使⽤。粗製Pは私は絶対に注射できないくらい
⾊々混じってたけど、P4は注射しても安⼼なくらい精製できた
（というか、した）。
5⽉23⽇

⽔に溶けるの？
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

⼀応、純度問題は「許可された医薬品ではない」ので、何か事
故が起こっても、「化学薬品を摂取したので⾃⼰責任」という
形にはなる。だけど、問題はこのPシリーズの場合、精製をし
ないと、⽔に溶かした時に⾮常に⽔溶性が悪い溶け残りが⽣じ
https://twitter.com/i/notifications
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ることだ。例えば粗製Pの場合、常温より暖かい⽔50mLに、
100mgがやっと溶けるレベル。しかし、今思うと、溶けにくい
微粒⼦は、主成分ではなくて不純物だったのではないだろう
か、と考えられる。というのは精製後のP4は100mgが7.5mLの
⽔に溶けきったので。Pも精製したとすれば、同じくらい⽔に
溶けやすい可能性はある。つまり、「粗製P」は10mL前後の⽔
に薬効成分本体は完全に溶けていた可能性もある。この事は、
「⽬視で溶け残っているように⾒える（液が濁る）状態でも、
実は溶け残ってない」という事なので、ユーザー（または⼩売
業者）が、⾊々と判断を誤る原因になるし、「⽔溶性が低い製
品」として低評価の原因になる。つまり、「精製をおろそかに
して、不純物が多いまま出荷する」ことは、薬効の強弱以外の
問題点があるので、ちょっと悩むんだよね……もし、不純物が
「単に茶⾊だから、製品が茶⾊っぽく⾒えるが、⽔にはよく溶
ける」物なら、この種の悩みは発⽣しないんだが、P系の不純
物は「薬効本体の溶け残り」と紛らわしいから困る。
何が？
5⽉23⽇

粗製Pは⽔に溶けなかった問題＝上の⽂章でまぁまぁ把握
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

注射はしないけど
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

なんというか、ななみさんはいきなり注射しようとして、「⽔
に溶けない」と気付いてあきらめたらしいw いや、まさか注
射を試すとはこっちも予想外で。
5⽉23⽇

注射⽤なら私も活性炭できちんと浄化したけど。まあ、少なく
ともP4は私が注射しても、すでにP4が体にあったので全く効
かなかった。基本的に注射の意味は薄いケミカル。
5⽉23⽇

https://twitter.com/i/notifications
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某⽒の押収品⼀覧
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

あの、このチャットログは後で公開する予定なんですけど、w
いいの？
5⽉23⽇

画像消して公開すればいいじゃないｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

私が消すと思ったか。
5⽉23⽇

消しなさいよｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

押尾の奥さん
「すがわら

ひとしと記載されているもの」
5⽉23⽇

菅原って誰だよｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

でもさ、なんで、この4つが押収されたわけ？ よりによって
その封筒は、注射器だの植物⽚と⽐べて、普通の家庭にありそ
うでしょ。彼が友⼈から届いた⼿紙とか、仕事できた⼿紙とか
の封筒だって彼の家にあるはずだよね？
なんで、よりによって彼の家からその封筒を1通だけ押収した
んだ……中に薬⼊っているならわかる。
5⽉23⽇

菅原等と記載された封筒に⼼当たりがありそうやね
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

あれ？

私、裏⾯に宮崎重明って書いたかな？ 忘れた。
5⽉23⽇

で、その画像のもっと⼤きい板はないの？
5⽉23⽇

ないよ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇
https://twitter.com/i/notifications
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そうか……
菅原さんが誰かは、多分⼝⽌めされてた記憶がするので⾔えな
い。
本⼈に聞けばよい。
5⽉23⽇

で、その封筒が押収されたことは、えー、私が狙われてる。だ
って、あの⼈っていろんなところから通販しまくってるでし
ょ。外国含め。その封筒とか⼩包とかは押収されず、その4番
の封筒だけ、注射器と植物⽚に混じって押収。こりゃ⼤変だ。
よし、私はこれから狙撃される。
よく教えてくれた。感謝する。P4は多く送る。あ、他⼈にばら
まいても売ってもいいよ。
5⽉23⽇

あれ？

私の添付書類は押収されなかったのかな。
5⽉23⽇

なんか持ってったって⾔ってたよね？
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

多分。
5⽉23⽇

>TEST
>TEST02
どうもどうも。
とろん

5⽉23⽇

あっ謎のとろんさんだ！！！
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

どうも謎のとろんです。あまりお話しないけど、よろしくね。
とろん

5⽉23⽇

ツイートから私⽣活が⾒えないと噂のとろんさん…
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

確かに、ブロンとスロットと変なツイートしかしてないや
とろん

5⽉23⽇

とろん
とろん

さんがグループ名をタイトルは40バイトに変更しました
さんがグループ名をタイトルは全⾓20⽂字で。に変更しました

半⾓⼊ってますがそれは
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇
https://twitter.com/i/notifications
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とろん

さんがグループ名をタイトルは全⾓、半⾓混合で20⽂字まで⾒に変更しました

失礼しました。タイトルは全⾓、半⾓混合で20⽂字まで⾒たい
です
とろん

5⽉23⽇

なるほどこちらこそすみません
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

全⾓20⽂字だったら、半⾓40⽂字じゃないのって思った。今は
関係ないのかもですね
とろん

5⽉23⽇

他の⼈のメッセージも消せちゃうのね
とろん

5⽉23⽇

そうみたいですねー
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

なるほど使い⽅が、だいたいが解りました。ありがとうござい
ます
とろん

5⽉23⽇

お疲れ様です、とろんさん。唐突にプロフ画像変えられました
ね。
⽂字数についてはUTF-8の時代では悩ましいところです。
￥ori5⽉23⽇

どうもどうも。新アイコンで気分⼀新。
とろん

5⽉23⽇

画像も出来た
とろん

5⽉23⽇

なんか懐かしいやつｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

これが出た頃はよく買ってました

https://twitter.com/i/notifications
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こんなのありましたっけ…？
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

5世代って⾔われてた時期に売っていたのですが、他のメーカ
ーから⾊々出てた頃だったのであまり⾒かけない奴だったかも
です
とろん

5⽉23⽇

うーん…確か第5世代くらいまで追ってて、1年離れて戻ってき
たら13世代とかになってて「！？」ってなったのが感慨深いで
す
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

世代が進むスピードが速かったですよね。3gあっても使いきれ
なくて捨ててました
とろん

5⽉23⽇

分かります。種類ばっかり⼿元に溜まっていって、最終的にま
とめて友達に送りつけたらコンビニのゴミ箱に捨てられました
ｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

ハーブ独特のケミカル臭がキツイんで、ジップロックで封印し
てたのもいい思い出です(´ρ｀)
とろん

5⽉23⽇

ジップロックに詰めて冷凍庫で保存してました。なんとなく
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

私は、おせんべいに⼊っていたシリカゲルを⼀緒の箱に⼊れて
押⼊れでした。あまり劣化は気にしてませんでした(結局、劣
化する前に捨てたのでした)
とろん

5⽉23⽇

逆にパウダー類やリキッドは劣化する前に使い切っちゃうので
常温で無造作に棚に放り込んでた私…
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

あらまあ、キメキメですね(*´ω｀*)
とろん

5⽉23⽇

MXEとかあった時代ですねー。リキッドは嫌いだったはずなの
に、何故か買っては空き瓶が捨てられずそのへんに転がされる
仕様(´・ω・)
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

リキッドタイプはコスパより⼿軽さ重視で、お店で買ってすぐ
誤飲しちゃったりできたので好き
https://twitter.com/i/notifications
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とろん

5⽉23⽇

確かに！ 買って即飲みって咳⽌め液と変わらないじゃないｗ
そのまま飲むとえもいわれぬ不味さでしたけどね。レッドブル
に混ぜたりしてました
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

⼤体ニガイので、味が濃いジュースとかで少しずつ交互に飲む
感じでしたよねー
とろん

5⽉23⽇

あの処⽅や市販薬とはまた違う毒っぽい苦さは何だったの…レ
ッドブルに混ぜると苦みがマスキングされるのか、わりと美味
しくいただけるんですよ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

レッドブルと飲むの確かに良さそう！
めしてみよっと
とろん

次の機会があったらた

5⽉23⽇

是⾮是⾮！
っていま使えるリキッドなんてあるんでしょうか…
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

それはなかなか難しいですが、リキッドタイプにはレッドブル
って覚えときます
とろん

5⽉23⽇

あ、どうも、このチャット（？）設置者の熾です。このチャッ
トは後でログが公開されますので、ご了承ください。
最初にこれ書いたんですが、多分、途中から追加した⽅には最
初からの発⾔が⾒えてないので。
5⽉23⽇

グループ名を（ログ公開前提）熾チャットに変更しました

すみっこさんも、お薬もぐもぐと猫についてだけ。w
5⽉23⽇

↑は「ブロンとスロットと変なツイートしかしてないや」への
返事です。
5⽉23⽇

ブプロピオン塩酸塩も強烈に苦いですが、ある栄養ドリンクと
混ぜると、なぜかかなり苦味が薄れました。
5⽉23⽇

ところでちょっと思ったんですが、押収品⽬録って後⽇渡され
るのかな？ 当⽇現場でなら、活字になってるってことは、携
帯式のプリンターまであっちは持ってるのか……
https://twitter.com/i/notifications
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まあ、近くにコンビニがあれば、プリンターがなくてもそこで
印刷できるが。
5⽉23⽇

了解しました。
とろん

5⽉23⽇

⼀度PDFにしてみますね。
5⽉23⽇

hobby/1494107830/255

http://

awabi.open2ch.net/test/read.cgi/…

載せました。
5⽉23⽇

例の書類の印鑑の部分だけ隠したかったけど、時間がないの
で、とりあえずPDFにして、⾒たらちょうど書類の⼤部分が⾒
えなくなっていたので結果的に良かったw 画像がリンクにな
るソフトじゃなくて、テキストも全部画像化されるPDF変換ソ
フトを使ったので、多分ソースを⾒ても隠れた部分は出てこな
い。
5⽉23⽇

私の隠された脱法歴が明らかに…！（別に隠してない
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉23⽇

脱法歴隠してたのか。シーティー薬物とかについてならわかる
けど、そうか、実は隠してたのか。
ああ、隠してないのね。いや、どっちだよw
5⽉24⽇

知ってる⼈は知ってるというスタンス
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

しーっていーる薬物
5⽉24⽇

まぁ上のMXEとかは規制前のお話ですからね？
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

まあ、3,4-CTMPが忘れられないなら、私もアナログ作るよ。
5⽉24⽇

CTMPは盛⼤にやらかしたODが忘れがたいｗｗｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

忘れがたいというのは、もう⼀度やりたいという意味？
5⽉24⽇

いや、なんというかあまりの落ちなさ加減にびっくりした…
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇
https://twitter.com/i/notifications
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⽇

⾃然に落ちないということ？落としを⼊れても？
5⽉24⽇

ベンゾでまったく落ちなかった
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

そうなのか、すごい
あ、ベンゾで落ちるものと落ちないもの、そういえば調べてみ
ると⾯⽩いかも。
5⽉24⽇

まぁ60mgくらい⼊れたからねぇ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

あ、うん、商売の時、「このドラッグはベンゾで落ちます」と
いう情報は貴重。
えっと、⽬分量？

何か量った？
5⽉24⽇

メジャーで落とせる落とせないものを分けていくのも⼤事
⽬分量ですぬ（スプーンでちょちょいと
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

でもメジャーはベンゾよりも落としとして持ってる⼈が少なそ
う。
うーん、物によっては⾒た⽬より重いから注意。MXEって重か
ったでしょ？
5⽉24⽇

メジャーは落としに使えるものと使えないものがあるからまず
そこの区別から
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

3,4-CTMPの⽐重は分からないけど、塩素が⼆つもついている
ので、⼀般のドラッグより⽐重が⾼い気がする。
ほほう、詳しく……
5⽉24⽇

MXEはそもそも計ってないから分かりません
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

あ、もしかしてα受容体遮断作⽤の事かな？
ああ、なるほど、そういう落ちかw

https://twitter.com/i/notifications
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フェンタニル⽒がMXEは⾒た⽬より重いぞって注意喚起して
た。
5⽉24⽇

ハロペリドールとか古いメジャーが意外と落としに使えたりす
るわけで
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

なお、今ラーメン2杯分を⾷べて消化され始めたころなので、
頭脳の回りが悪くなります。半分昼寝状態になる。
5⽉24⽇

α受容体遮断薬のことはよく分からないけど
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

ラーメンいいなぁ。ctmpの時はすみっこさん、過呼吸気味にな
ってましたよねw
￥ori5⽉24⽇

あれCTMPのときだっけなー…
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

あ、落としにならないメジャーってのは、「覚醒感も落ちな
い」ってこと？
⼼拍数や⾎圧についてなら、メジャーで落ちない部分があるの
は納得だけど。
5⽉24⽇

覚醒感も落ちないよ。4F1g1⽇で⾷べたときも落ちなかったけ
どｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

むむむ、メジャーって覚醒剤の正反対なのに、覚醒したままと
は。ちなみに、それはなんてメジャー？
5⽉24⽇

もしかするとドーパミン受容体に対する結合の親和性が低いの
かな。ドーパミンそのものよりも結合性が低いなら、あふれる
ドーパミンを受容体からどかせられない可能性はある。
その、効くメジャーと効かないメジャーって、⼒価（つまりク
ロルプロマジン換算とかのあれ）によって綺麗に分かれてる感
じ？
5⽉24⽇

こういう時、以前もらったエクセルファイルが役に⽴つww
5⽉24⽇

少なくともジプレキサ（多元受容体標的化抗精神薬）は落ちな
い。
⼒価は関係ないかな

https://twitter.com/i/notifications
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⼒価は関係ないかなー
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

な、なるほど。
5⽉24⽇

⼒価が⾼くても、覚醒感が消えないものもある、か……後で考
察してみよう。
5⽉24⽇

第⼆世代以降のメジャーは多種多様だからいちがいに括れない
⾮定型抗精神病薬ってやつね
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

ああ、⾮定型か。⾮定型含めたらそりゃそうだw
5⽉24⽇

※感想には個⼈差があります
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

定型は、全部覚醒感を打ち消す？
5⽉24⽇

さぁ、そもそもあんまり持ってないからなーｗ
ヒルナミンとか強制終了しそうだけど怖くて飲めねぇ！
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

今あの薬剤師の⼈誘うところだった。
5⽉24⽇

⾮定型でもリスパダールは落ちるっぽい
セロクエルとルーランは謎で、エビリファイはアッパーそのも
のを打ち消すらしい
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

ああ、リスパダールは⾼⼒価だっけ。
5⽉24⽇

あとなんだっけインヴェガ？
飲んだことないけど
リスパダールの活性代謝物らしいから使えそうではある
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

ロナセンは副作⽤で脚の震えが⽌まらなくなるから飲みたくな
い
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

ぶるぶる⾜症候群
https://twitter.com/i/notifications
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5⽉24⽇

すみっこさん近所で⼿⾜ぶらぶら病って噂⽴てられたんだぜ！
（真顔
なんだその病は_(´ཀ`」 ∠)_
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

⾜の震え
⼿⾜でブラウザ、ブラウザを操作することができる病気。
あるいは⼿にブラジャー、⾜にブラジャーを持つ病気w
5⽉24⽇

ロナセンの添付⽂書にも書いてない特殊な副作⽤だけど⽌めて
2年経っても治まらなかったおくすりこわい
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

やっぱり呼ぶ。
5⽉24⽇

Кодзіさんを追加しました

いぐるさんも呼びたかったけど、あの⼈はこっちをフォローし
てないし、DMを誰からも受け付けるという設定にしてなかっ
たので無理だった。
5⽉24⽇

私も貴⽅をフォローしてませんよ？ｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

まあ、あなたはDMを誰でも送れるようになってるから。
5⽉24⽇

フリーダムなアカウントです
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

なので、⾊々薬物購⼊法を相談される。
5⽉24⽇

されません（ｷﾘｯ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

健全な猫アカウントです！！！
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

なんかさっきから寝てた。
さて、あの薬剤師の⼈を呼んだから、ここぞとばかり相談した
いことあったらどうぞww
https://twitter.com/i/notifications
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精神病薬については寝てたのでまだ本で調べてない。
健全な猫と、不健全な飼い主の、アカウント。
5⽉24⽇

猫もむかし覚醒剤⼊りの⾎液⼊りの⽔を飲まされたりしてたし
な…
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

猫の語源は寝⼦なのに
5⽉24⽇

普通に寝てましたよ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

猫強いw
5⽉24⽇

猫は薬の効き⽅が違うんだと思う（フルニトラゼパムで⼤興奮
したりとか）
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

飲ませたの？
5⽉24⽇

いやフォロワさんちの猫が誤飲して＞フルニトラゼパム
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

なるほど。 猫にとっての1錠は⼈ならすごい量だから、もう
本当にロヒプノールの睡眠作⽤は効かないのかも……
5⽉24⽇

体重1/10だから、まぁシート飲みしたようなもん…しかし威嚇
しまくりでびっくりした
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

おっ、
￥ori5⽉24⽇

Кодзі_Wkjさん誘われたんですね。
￥ori5⽉24⽇

あっOD奴が来た〜
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

ctmpが！
￥ori5⽉24⽇

（醜い争い
https://twitter.com/i/notifications
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すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

あ、10分の1か、なるほど。⼥性基準だとそうなるか。
5⽉24⽇

威嚇は、飼い主に対しても？
5⽉24⽇

飼い主に対しても触らせない勢いだったようだよ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

そうか……
5⽉24⽇

マジでシュルギン3周忌まで⼀週間しかないｗ 「Ｐ4」のサン
プル発送と実販売が同時になる予感ｗ
というかサンプル発送対象者1〜2名がまだ住所教えてくれず。
なお、P4はまだ精製中w
5⽉24⽇

サンプル完成したのですか！
とろん

5⽉24⽇

いや、半分完成してるんですが、まだ原液です。塩酸塩の粉末
にはしていません。ここ数⽇、ずっと忙しくて発注やら何やら
やっていたので。狭い部屋でやってたので⼀部こぼしたり。多
分、この後分液で不純物を除去して、あとは再結晶で精製でき
るはずですが、なんか副反応が多くて、汚い粉になっていそう
な悪寒……
5⽉24⽇

あまり無理をされません様に、がんばって下さい！
とろん

5⽉24⽇

謎の半合法ドラッグメーカー、熾です。
（ずっと↑のとろんさんの発⾔と、最近のNVIDIAのネタを合わ
せた）
5⽉24⽇

半合法なのかよｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

またの名を脱法。
というか、出荷前に検査会社に頼んで分析結果取らないつもり
だし、100％未規制物質である保証がない。
5⽉24⽇

危ないなぁ(´д`;)
https://twitter.com/i/notifications
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すみっこ@箱⼊り捨て猫5⽉24⽇

あ、コストに反映してよいならもちろん検査するよ。
とはいえ、売った先がどっかの中国製ドラッグ（純度不明）と
混ぜたり、意図的に指定薬物と混ぜて供給する可能性は、全く
対応できない。
5⽉24⽇

というか、最近は普通にそれがあり得る。⼩売業者が指定薬物
の混⼊に鈍感になってるもの、私が⾼精度にやっても……
5⽉24⽇

遵法精神で頼むよ。五輪迄は相当
煩い筈。終わっても、何が規制さ
れているのか判らない有り様。営
利⽬的で物質を合成する事に賛成
も幇助もしないが、参考程度に構
造式等を。お好きでしょ⽬が覚め
そうなのは。
シブトラミン合成法を応⽤させて
も⾏けそうな気がする。
Кодзі5⽉25⽇

2%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%89%E8%AA%98%E5%B0%8E%E4%BD%93%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E7%AB%8B%E4%BD%93%E7%95%B0%E6%80%A7%E4%BD%93%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E8%AA%BF%E8%A3%BD%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%B3%E3%81%AB%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8/disp-A,2011-516506.html

http://www.

その他、参考になるかは知らな
い。⾃宅では難しいと思います。
ekouhou.net/%E3%83%95%E3%
8…
⼀番簡単な CNS には、画像の様
な物も。
Кодзі5⽉25⽇

シブトラミンの合成法は、以前調べたことがあり、その図のよ
うにニトリルが原料なので、劇物扱いなのでちょっと敬遠して
いたのですが、⼀応法⼈の形を取ってるので劇物はまあ買える
はずではあります。ここがシクロブチルではなくてジメチルに
なっている物は多分カチノンの等価体として有⽤のはずです。
ケト基とジメチル基とオキセタンは⽣物学的等価体なので。
5⽉25⽇
https://twitter.com/i/notifications

17/281

Twitter / 通知

2017/10/29

カチノンのケト基をオキセタンに変えた物を数⼗社に⾒積り依
頼しましたが、どこも⾦額を出してくれませんでした。やっぱ
り⾒慣れない構造のようで……⼀⽅ジメチル基の物はそこそこ
の⾦額で出ました。ただ、ちょっとしばらく興味が別の⽅向に
⾏って、ジメチル等価体の⽅は⼿を付けてません。なお、実は
サンプル程度の量なら、フェニル酢酸にジメチル基が付いた試
薬とアルキルリチウム試薬を反応させ、その後クロロトリメチ
ルシランを⼊れてから（収率向上のためなので、なくても出来
るはず）⽔を⼊れてフェニルアセトンアナログを作り、それに
アミン類を還元的アミノ化の⽅法で結合させると、多分お⽬当
てのものが出来ます。
5⽉25⽇

あ、上の表現は、「フェニル酢酸と、ジメチル基が付いた試
薬」を反応させるという意味ではなく、「フェニル酢酸にジメ
チル基が付いている構造の試薬」という⽂でひと塊でした。
5⽉25⽇

当時私は、シブトラミン的な物質の構造活性相関が分からなか
ったのですが、普通のα-PVPやペンテドロンなどのカチノン類
と違って、Nに⽔素がない物（第三級アミン）はかなり活性が
弱いようです。第2級、第1級アミンだと強⼒な活性を持つよう
で、シブトラミンのジメチル基のうち⽚⽅または両⽅が抜け落
ちた代謝産物のIC50はとんでもなく⾼かったはずです。なの
で、シブトラミンは飲んでから肝臓でメチル基が抜けると強⼒
になります。ここら辺、PVPやペンテドロンのように「第3級
アミンの⽅が活性が⾼い」グループとは根本的な差がありま
す。
5⽉25⽇

で、ちょっと公開チャットで⾊々企業秘密を⾔うのはあれなの
ですが、シブトラミン的⾻格でPVPに類似した構造を作った覚
えは（略）効きが悪かったのは第三級だったからなのだ、と後
で気づいて……で、今後考え直して⾊々やろうかとw
あ、このチャットは途中参加者にはログが読めないので、もう
⼀度ログを今まとめてアップしてみますね。
5⽉25⽇

hobby/1494107830/268

http://

awabi.open2ch.net/test/read.cgi/… ログを載せました。今回
は⽤紙を横型にしてみました。
5⽉25⽇

アミノテトラリン構造ですね。アミノインダンと⽐べて6員環
はそんなに強くなかったような気もしますが、その位置が2重
結合になってるものについてはまだ調べたことはありません。
5⽉25⽇
https://twitter.com/i/notifications
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anamine

https://

さらに簡単な構造の物はこれです。
en.wikipedia.org/wiki/Methylhex…
5⽉25⽇

これはスポーツ⽤サプリメントに含まれてます。また、メタン
フェタミンのベンゼン環をシクロヘキサン環に変えた物（プロ
ピルヘキセドリン）も、似たような感じの⾮芳⾹族系アッパー
ですが、作⽤は弱いです。ただ、私の推測では、6員環を5〜4
員環に変えればもしかするとメタンフェタミンに近い感じにな
るかも？と思います。
ベンゼン環とシクロブタン環の⼤きさは同じですから。シクロ
ヘキサンははるかに嵩⾼い。
5⽉25⽇

オキセタンとジメチルが、ケトン
の等価体になる話はこれです。
5⽉25⽇

ne

https://

シブトラミンの代謝物がぐっと強いのはウィキペディアにあり
ました。 en.wikipedia.org/wiki/Sibutrami… IC50じゃなくて
kiでしたね……
5⽉25⽇

609788897862

https://

あ、ちょっとその⾔論⽂を⾒たんですが、もしかして誤記があ
りそうな…… sci-hub.cc/10.2174/156802… 図が、なんかど
ちらも同じ形になってますが、本⽂を⾒ると、「デスメチル
体」と「ジデスメチル体」なので、図の⽚⽅の「デスメチル」
は「ジデスメチル」の誤りのような気がします。多分。
5⽉25⽇

× ⾔論⽂

○

原論⽂
5⽉25⽇

QAAQBAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq=%E8%AC%8E%E3%81%AE%E5%8D%8A%E5%90%88%E6%B3%95%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC&source=bl&ots=3lXD3W1Vxg&sig=VrlSQKeWRH06ZP-7-xFA8lCfhXs&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwi9q9yR8ovUAhVDm5QKHQOpCWoQ6AEINTAC#v=onepage&q&f=false

https://

books.google.co.jp/books?
id=WByiD… ⾯⽩い本の中⾝が
⾒られますw
5⽉25⽇
https://twitter.com/i/notifications
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あー、サプリの奴はゼラニウムか何かの植物性だったはず。
しかし、あれに中枢効果があるとは思えないが…（ドーピング
にはひっかかるらしい）
シクロブタンは恐らく無理ではないか？ファンデルワールス⼒
による結合が必要な事もある。
また、アミノ基物は酸化され易ので、ニトロ体を原料にして後
から接触還元し、⼀旦アミドにする事でアミノ基を保護にし、
後に酸で切る⽅法もあるし，ハロゲン化してからアミノにすり
替えたり、アミンでなくピロリジンにするなら、エナミン法で
カルボニルを取りアルキル化する事も出来る。
βナフチルアミンは発癌性があるが、置換基付け⾜りすると変
わるかも。ハロゲンやCF3等。
尚、アミノ基は簡単にジアミンに合成出来る筈。
…しかし”いつも四六時中こんなに薬の事ばかり考えていて疲
れないか？
21世紀以降、低分⼦でシンプルな新規化合物⾃体、結構探した
けど意外と少ないよ。
で、何故にで警察や国家に喧嘩売ろうとしてるのかよく解ら
ん。攻撃とか暴⼒は駄⽬だ。
私は⼈質と⾔うか物質取られてる⽴場≒免許持ちなので、薬事
に関する違法⾏為（幇助・共謀）は出来ませんよ…これは共謀
ではないｗ
Кодзі5⽉25⽇

えーと、ゼラニウムのあれは、とんでもない量を飲んで、強い
快感と、猛烈な吐き気を催した⼈の体験談がどっかにあったと
思います。
5⽉25⽇

hobby/1417009785/909-

http://

awabi.open2ch.net/test/read.cgi/… あ、ありました。
5⽉25⽇

でもそれは、中脳網様体上⾏賦活系路に直接作⽤による覚醒閾
値の低下とはまた別物の筈です。
Кодзі5⽉25⽇

えーと、四六時中お薬の事を考えているのは、むしろあなたの
⽅が、職業上、そうなってるはずですw 私は楽しいです。
5⽉25⽇

ナフチルアミンの発がん性ですが、アニリン構造を持つ物は、
置換基次第で、強⼒な発がん性を持ったり、無害になったりす
るから、なかなか厄介ですよね。例えばクレンブテロールなん
か、アニリン構造だけども医薬品だったりします。中国の⽜⾁
に混ざってるとか。
5⽉25⽇

https://twitter.com/i/notifications

あ、あとその物質がゼラニウムせいなのかは怪しくて、ゼラニ
ウムに含まれるかどうかは不明のようです。含まれたとしても
さすがにプロテインとかに⼊れるのには少なすぎるでしょう
し 多分合成かと思います
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し、多分合成かと思います。
5⽉25⽇

えーと、今戦わないと、後でもっとひどくなるから、です。
＞喧嘩売ろうと
あと、喧嘩売ってきたのは向こうです。
5⽉25⽇

%E3%82%89%E3%81%8C%E6%9C%80%E5%88%9D%E5%85%B1%E7%94%A3%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E8%80%85%E3%82%92%E6%94%BB%E6%92%83%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%8D

https://

ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%BC… こういう話もあるし、
私が防波堤にならないと……
5⽉25⽇

死⼈がデルかもしれない様な危険物を作って広めようとしてる
⾵に煽ってる以上、そりゃ圧⼒掛けられようが睨まれようが、
仕⽅無いがなｗ判ってたてた筈だ。勿論冤罪は困るがな。では
この季節朝⾵呂派なので失礼します。
Кодзі5⽉25⽇

えっと、全くドラッグ業者を標榜してないアカウントの話です
よ？
5⽉25⽇

それは知らんが、⽬を付けられてしまうのは覚悟してたでしょ
うに…。では。
Кодзі5⽉25⽇

うん、ずっと前から⽬を付けられてるのは知ってました。た
だ、今回の⾔いがかりで、とりあえずこっちは被害者だという
形になりましたw これでいつでも反撃できますw
5⽉25⽇

鳩とスパゴだったら、記事の様になるよね。
とろん

5⽉26⽇

えっと、記事ってどれ？
記事も無かずば、返答できまい
5⽉26⽇

ちょっと上の、⾯⽩い本の中⾝が⾒られますwのリンク先の記
事。⾵俗レポみたいな記事です。
とろん

5⽉26⽇

ああ、実は忙しくて⾒てませんでしたw

後で⾒てみます。
5⽉26⽇

謎の半合法…

https://twitter.com/i/notifications

返信
先: @timer64さ
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先: @timer64さ
ん
ありがとうご
ざいます！

b/status/867962659676733440

https://

twitter.com/JapaneseDrugLa…
なんかそろそろリツイートといい
ねが急上昇しそうな予感……（⾃
意識過剰かな？）
5⽉26⽇

池沼さんを誘おうかと思ったけど、フォロワー以外からのDM
受け付けてないのでダメだった。あずぅすさんは、こういう公
開チャットで薬物の話するとまずそうな⼈だから避けた⽅いい
よね？ クリスタルメスマンさんはどう？ あの⼈について、
ここに誘うかどうか検討中。
5⽉26⽇

.html

http://www.

fitwetshop.xyz/products-28838…

⾯⽩い商品⾒つけたw
5⽉28⽇

とろん

5⽉28⽇

この動画の02:23〜の映像が、AMTのエフェクトによく似てる
と思いました。背景はこんな感じで、⼿を横に振った時にもっ
と残像が出てました。
とろん

5⽉28⽇

なるほど。
5⽉28⽇

AMTというのは、分類としては何に⼊るのでしょう？
剤？ エンタクトゲン？ 催淫剤？

幻覚
5⽉28⽇

かなり強くきまった時は、北⽃の拳ごっこ、ジョジョのオラオ
ラごっこが出来たので、良く全⾝鏡を⾒ながらやったものです
とろん

5⽉28⽇

おはようございます。AMTは主に集中⼒が強くなるました。他
は根拠の無い⾃⾝であふれるたりしました。エロに持って⽣き
たいなら、草と同時にやればいいと思います
とろん

5⽉28⽇

なるほど、トリプタミンではあるけれども、むしろ覚醒剤に近
いのですね。ロシアで昔抗うつ剤として使われていたのもうな
ずけます。
5⽉28⽇

幻覚剤というにはLには及ばず、エロ向きかといえば5-meohttps://twitter.com/i/notifications
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diptやMDMAに及ばず、覚醒感、集中⼒はシャブの⽅が強いで
しょう。
とろん

5⽉28⽇

amine

%E3%83%86%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%B3

https://

https://

もし未経験でしたらすみませんが、MDMAやMDMA、メチロン
やPMA、PMMA、メテドロン（
ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1… ）、
Methamnetamine（ en.wikipedia.org/wiki/Methamnet… ）な
どに近い薬効だったりするのでしょうか？
なるほど、ちなみにODすると危険になるとか、あるいは「⼀
定ラインを超えると急激に薬効が強くなって危険」とかそうい
うことは？
5⽉28⽇

AMTは効果時間が⻑いので、強めに⼊れすぎると後半体⼒がな
くなってバテます。ただし、3、4回程途中追加してもたいして
強くならないという事がありました。初回で強めにいれると儀
礼で吐きまくると思います
とろん

5⽉28⽇

今、あげて貰った中では、罰(主成分MDMAと思われるもの)、
メチロンが経験有りです
MDMA、メチロンに⽐べると、AMTは多幸感が弱い(それなり
にある)、時間が⻑い(12時間程度)
とろん

5⽉28⽇

なるほど、参考になります。
その「吐く」というのは、内服でなくて直腸など経由での摂取
でも同じなんでしょうか？
5⽉28⽇

直腸は経験ないですが、経⼝より量が少なくて済むと聞いてお
ります。経⼝と同量を直腸⼊れだとかなりきつい儀礼になるの
ではないでしょうか
とろん

5⽉28⽇

なるほど、AMTはどうもセロトニン作⽤はさほど強くないよう
ですね…… メフェドロン（4-メチルメトカチノン）について
の経験はありますか？
5⽉28⽇

なるほど、儀礼は、薬物が直接胃を刺激しているのではなく、
体内に循環している薬物の薬効で間接的に吐き気が出る、とい
った感じでしょうか？
5⽉28⽇

メフェドロンは多分無いです
とろん

5⽉28⽇

薬効で吐き気が起きる様ですが

https://twitter.com/i/notifications

効き⽬が安定すると吐き気は
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薬効で吐き気が起きる様ですが、効き⽬が安定すると吐き気は
収まります。メチロンはそれが無いので使いやすかったです
よ。
とろん

5⽉28⽇

あ、メチロン派は効けないですか、⼤変ありがたい情報です。
罰は吐き気はありましたでしょうか？
訂正 「メチロンは吐き気ないですか」です。
5⽉28⽇

メチロンも罰も吐き気は無いです。その罰はちゃんと
MDMA(MDA)が⼊っていたのでしょうね
とろん

5⽉28⽇

なるほど。MDMAやメチロンなどのセロトニン放出剤系は必ず
しも吐き気は⽣じない、と……AMTの吐き気について、気にな
るので調べてみます。AMTのアナログを作る際、薬効が同等で
吐き気がない物が出来れば、売れると思いますので。
5⽉28⽇

実はブプロピオンとか3-クロロアンフェタミンについては、な
ぜか吐き気があるみたいなんですよ。ブプロピオンはセロトニ
ン作⽤がほとんどないのですが。ボブ⽒さんにDMで聞いたと
ころ、受容体作⽤かな？とのことでしたので、その線で調べて
みます。
5⽉28⽇

私の経験話が何かの参考になれば嬉しいです。おやすみなさい
ませ
とろん

5⽉28⽇

あ、おやすみなさいw

私は起きたばかりですw

あ、すいません、5MeO-AMTの経験は？
5⽉28⽇

起きる⼈はおはようございます！寝る⼈はおやすみなさいま
せ。良い⼀⽇を
5-meo-AMTは無いです。まったく違う利きだったそうですね
とろん

5⽉28⽇

かなりAMTと薬効が異なるようなので、ちょっとAMT系のアナ
ログを作る時は要注意ですねだと思いますが、5位に何かつけ
ればAMTに近い物ができる、とは思います。値段はともか
く……
わかりました。
× 要注意ですねだと
https://twitter.com/i/notifications

○

要注意だと
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5⽉28⽇

使⽤量もかなり少なくなってたと思います。注意ですね(´･ω･
｀)
とろん

5⽉28⽇

海外で、AMTを注⽂したら5MeO-AMTが届いてODした事故例
があったようです。
5⽉28⽇

（皆さんへ）誰かドラッグを摂取しながらのパチンコに興味あ
りますか？ あるいは、私が以前に送ったサンプルで、そうい
う経験をされた⽅はいますか？
5⽉29⽇

α-PHP喰ってでスロットしました。(・ω・)ノ
とろん

5⽉29⽇

アップ屋の「for gAme Player Vs Player 4.1」と「NEW EP
34RPM」、α-PHP、「粗製P」でスロットの経験あります。
とろん

5⽉29⽇

そうでしたか！

どうでしたでしょうか？
5⽉30⽇

hobby/1495376309/283-

http://

awabi.open2ch.net/test/read.cgi/… 興味を持ったのは、ここ
でのやり取りがきっかけです。パチンコとドラッグって、結構
関係ありそうですね。
5⽉30⽇

パチンコ、パチスロの⼤当たりの瞬間はとても嬉しいですし興
奮すると思います。それがいつにも増して嬉しかったら、頭は
お祭りモードになってとってもハッピーになるのだと思いま
す。
とろん

5⽉30⽇

キマッて⾃分が楽しいと思う事を存分に出来たら、それが⼀番
ですね。
とろん

5⽉30⽇

⾃分が挙げた例だと、パチンコ、スロットに
向いている→アップ屋の「for gAme Player Vs Player 4.1」「αPHP」
向いてない→「NEW EP 34RPM」「粗製P」
となります。(個⼈差はあります)
とろん

5⽉30⽇

なるほど、⼤変うれしい情報です！ ちなみに、その向いてい
るかどうかというのは、パチンコの勝敗基準でしょうか？ そ
れとも興奮度基準でしょうか？
https://twitter.com/i/notifications
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そして、その向いていない⼆つは、シラフの時と⽐べても悪い
感じなんでしょうか？
5⽉30⽇

向いてない2つは体の芯がふわふわして、体を動かし⾟くなる
傾向があります。パチスロは、特定の図柄を狙ってボタンを押
す必要があるので思った所で⽌めずらいのは楽しさ半減です。
パチンコはハンドルを抑えてないとダメなので⾟いと思います
とろん

5⽉30⽇

そのあたりも⾃分でコントロール出来れば、逆に遊べるかもし
れません。
とろん

5⽉30⽇

なるほど！ 確かにPは体が固まるとか、同じ姿勢になるとい
う副作⽤が報告されていますね。
ちなみにブロンは？
5⽉30⽇

ブロンは向いていると思います
とろん

5⽉30⽇

ブロンは私もよくやってパチンコ打ってましたね。まあ、とに
かく楽しいｗ
￥ori5⽉30⽇

どうせ遊ぶなら楽しい⽅がいいですよね(^p^)
とろん

5⽉30⽇

なるほど、ブロンはキメパチに向いている、と……（メモメ
モ）
ちなみに、「楽しい」のはよろしいのですが、肝⼼の成績の⽅
は…… （触れちゃだめなのかな？）
5⽉31⽇

「P4」の精製途中ですが、意に反して活性炭を使わなくても綺
麗であるため（ただし純⽩ではない）、このまま送ることにし
ました。原液はどす⿊くて、明らかに汚れてる感じだったので
すが、再結晶したら意外にきれいになりました。
5⽉31⽇

ついに｢P4｣お披露⽬ですね！
とろん

5⽉31⽇

あ、⼀応すでに2⼈にサンプルは送ってます（ある⼈と、電⼦
タバコ研究家の⼈）。
5⽉31⽇

評価はどうでしたか

https://twitter.com/i/notifications
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評価はどうでしたか
とろん

5⽉31⽇

うーん、量が少なくて約100mgずつしか送れなかったので、あ
まり多種類のテストをできなかったようですが、⼀応「Pと似
てる」的な感じだったと思います。
5⽉31⽇

「P」と「P4」のどちらを製品化するか、本当に迷ってまし
た。たまたまP4が先に出来ましたが、単にこれは⼿元の原料に
ゆとりがあったからで、Pが先でもおかしくはなかったです。
5⽉31⽇

そして、今回配布する未浄化のP4は、⾊が純⽩でないので「粗
製P4」と呼ぶことにします。ちょっと、この⾊で真打ちだと呼
ぶのは、私の美意識に反するので。多分、このロットを実売に
回す際は、活性炭で処理すると思います。サンプル配布の前に
活性炭処理すると、もしかすると2、3⽇ほどかかる可能性もあ
るのでw
5⽉31⽇

なるほど、完成が待ち遠しいです〜
とろん

5⽉31⽇

完成してますw ただ、未摂取なので、私が飲んでちょっと体
験してから送ります。
5⽉31⽇

⼀応、加熱して余分な塩化⽔素は⾶ばす予定ですが、私はスニ
ッフ実験はしないので、スニって痛い可能性はなくないです。
ただ、ドラッグとして送るわけではないので摂取⾮推奨です。
今回は、前回の精製済みP4と違って多少不純物が残っているの
で、100mgが7.5mLの⽔に溶けきらない可能性はあります。
5⽉31⽇

前回は画像の様に出してから、カプセルに移していましたが、
今回のもこんな感じで出来そうですね
とろん

5⽉31⽇

https://twitter.com/i/notifications
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とろん

5⽉31⽇

Кодзі_Wkjさん、もし「粗製P4」欲しければ⾔ってくださいｗ
5⽉31⽇

断る！ｗ
Кодзі5⽉31⽇

わ、分かりましたw
ださい。

⾃分でお作りになりたい時は、ご⼀報く
5⽉31⽇

いや作らんよ。何年前に引退したと思ってる？ｗまぁ、構造式
や反応式は拝んでみたい気もします。
Кодзі5⽉31⽇

引退って？ 薬剤師を？ 有機合成を？ 脱法ドラッグを？
構造式は、今のところ秘密ですが（ドクター・キリユさんとの
DMを⾒れば、類似物質の構造は分かってしまいますが）、将
来、この物質が規制されたら、「P4の中⾝はあれだった」と開
⽰します。
5⽉31⽇

得体の知れない物質の毒味をｗ
類似化合物でも、全く活性の無い物は多い上、不純物に毒性が
強い物が多かったりするから。
あ、5-MeO-AMTの事なら：摂取して数分後、吐き気の前に⾃
動ポンプの如く吐きます。しかも、既に吐瀉物は動いていた。
あれは確かに「もしかすると死⼈出るかも」と思った第⼀号。
Кодзі5⽉31⽇

なるほど。まあ、体に負荷をかける物質があったりしますし、
中⾼年になってからそういったものを毒⾒すると、かなり危険
ですね。5MeO-AMTについては興味深いです。やっぱりこれは
胃のセロトニン受容体に対する直接作⽤が原因なんでしょう
か？
5⽉31⽇

https://twitter.com/i/notifications

ブプロピオンもなぜか吐き気を誘発し、グラクソのフィルムコ
ーティング錠（⻑時間タイプの徐放）だと吐き気は起きません
が、速放錠や、短時間タイプの徐放錠だと、胃を刺激して吐き
気が⽣じます。3位に塩素があるあの構造が、もしかすると何
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気が⽣じます。3位に塩素があるあの構造が、もしかすると何
かの受容体に引っ掛かってるのではないかと考えてます。
5⽉31⽇

3-クロロアンフェタミン（不純物⼊り）も昔やりましたが、あ
れも結構吐き気というかげっぷがあった記憶があります。あの
物質はEC50とかの数値を⾒ると結構優良そうですが、吐き気
の点でちょっとマイナスですね。逆に、乱⽤しづらいという⾯
もw
5⽉31⽇

うーん、CTZ かもしれないけど、吐くのは異常に速かった。少
量だとAMT っぽいけど、良い雑味が⾜りない感覚。持続時間
は同じぐらいで、眠れないのも同じ。視界の変化はAMT より
あったかも。
⽬は覚めるけど疲れる。AMT でも⾎圧上180下120を超え、流
⽯にマズい気がしました。
試した物は、ピンク⾊と云うか、微妙に薄⾚い⾊でした。今⽇
はここで⼀旦切ります。
Кодзі5⽉31⽇

「既に吐瀉物は動いていた」って、体内で動き出したという意
味ではなく、もしかして、幻覚がすでに始まっていたって意味
でしょうか？
5⽉31⽇

Yes I do !?ㄑㄜ
Кодзі6⽉1⽇

クロームだと⽂字化け？

してますw
6⽉1⽇

細かい事は気にするない ( ՞)◔ةڼ
スマホアプリで打ってるので。
吐瀉物⾒ると既に動いてた。もう10年以上前かと。
確証はないが、5-HT3 →CTZ 刺激での嘔吐ではないか思いま
す。ならば、カイトリルやゾフラン，セロトーン等でマシにな
るかも。
Кодзі6⽉1⽇

なるほど。⼤変参考になります。もしAMT類似品の合法ドラッ
グで吐き気が気になる場合、それらの医薬品との組み合わせは
検討の価値あり、と思えておきます。まあ、それよりも「吐き
気が⽣じにくいドラッグ」を作りたいですが……もしかすると
AMT類って不⻫合成すれば⽚⽅のキラル体は吐き気が強く、も
う⽚⽅はユーザーの求める薬効が強い、とかってありますか
ね？ だとすれば⾯⽩いですw
6⽉1⽇

ぬら@クビレが欲しい！ @rad…
https://twitter.com/i/notifications

返信先: @JapaneseDrugLabさ
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返信先 @Japa ese
ん、@nos_daさん

ug abさ

「半分が優しさで出来ている」バ
ファリンでした。
鎮痛効果を求めてだったんです
が、今の医師⽈く「かなりの依存
状態」ではあったらしいです。
尚、当時は飲まないと37度から
38度台に発熱するという状態で
もありましたので、正常な精神状
態を保つ為に解熱効果も必要だっ
たのかも知れません。

status/870190891088007169

https://

あと、ちょうどいま
twitter.com/rad_rem_nura2/… ア
スピリンを1⽇に1箱飲んでいた⼈
が、多少抗鬱的作⽤があったとい
う話をしていて、私は理解しかね
ているところです。ブロンとかと
違って、アスピリンのODによる
乱⽤の話もあまり聞かないので。
なお、この⽅は統合失調症などで
各種処⽅薬を飲んでる⼈なので、
アスピリン単独での精神作⽤はな
くとも薬物相互作⽤が起きてる可
能性も⼗分あります。何かわかり
ますか？
6⽉1⽇

あ、あとAMT類のセロトニン作⽤的な吐き気には、ドンペリド
ンって無効の可能性が⾼いでしょうか？
6⽉1⽇

あ、さっき「粗製P4」のサンプルを発送しました。注意書きと
かは後で皆さんのDMに書きます。
6⽉1⽇

すみっこさんには⾚⽟も同封しました。
6⽉1⽇

もしかして：⾚⽟はら薬
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉2⽇

うん。
6⽉2⽇

https://twitter.com/i/notifications

あと、LINEについて詳しい皆さんにお聞きしたいのですが、
LINEってツイッターのアカウントのように、業者からアカウン
トを買う事って可能なんでしょうか？ 実は、最近ある知識⼈
とコンタクトを取るため、LINEの必要性が⽣じたのですが、ツ
イッタ のDMやスカイプでは今のところその⽅とご連絡が取
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イッターのDMやスカイプでは今のところその⽅とご連絡が取
れないようで、LINEは私がスマートフォンを持っていないため
使⽤経験がなく、何から何までLINEのシステムが分からない状
況です。LINEにはPC版もあるようですが、「ログインするた
びにスマホで認証する必要がある」とか、そうではない場合も
あるとか、さまざまな情報があってよく分かりません。⼀応、
検索すると売買業者は存在するようですが、認証についてどう
なってるのかよく分かりません。
6⽉2⽇

oo/q159169233/

http://

aucview.aucfan.com/detailtext/yah… 例えばこの商品の場合、
認証は1回だけで済むかのような説明があります。
6⽉2⽇

粗製P4が来るー（
とろん

ﾟ∀ﾟ）

6⽉2⽇

LINEはあまり詳しく無いけど、サブアカを取った時の事を思い
出しながら⾊々と試してみるよ。期待しないで待っててね。
とろん

6⽉2⽇

あ、実はLINEについては解決しました。すみっこさんと会話し
ています。LINEについて全く経験がないため、認証とかについ
ては憶測するしかなかったのですが、試しにPC版ソフトをダ
ウンロードしてみると、何のことはない、ツイッターと同様の
携帯電話SMSへのショートメール送信で認証コードを得るとい
う⽅式でした。そして、ある⽅法でこれを突破（ツイッターの
時より苦労しました）、⼀応今使えています。
袋は、0.5グラムと0.2グラムに分けました。
6⽉2⽇

多分その認証の所が肝だと思ってたんですが、何とかなったみ
たいで良かったです
届くの楽しみに待ってます
とろん

6⽉2⽇

あと、「M」も同封しました。今のところ、これを⾼評価して
くれたのはある⼥性だけです。
6⽉2⽇

熾⽒が居なくなった
(･ω･｡≡｡･ω･)ｷｮﾛｷｮﾛ
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉2⽇

はあ？
6⽉2⽇

LINEから消えたｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉2⽇
https://twitter.com/i/notifications
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ああ、そっちも消えたのか。ソフトが急に終わったと思った
ら、パスワード⼊れてもつながらない。
パスワード忘れたのかと思って、メールアドレスで再設定リン
クから再設定したけど、それを⼊れてもなぜか進まない。
6⽉2⽇

むむむ、妙だ。
⿇薬取締官の陰謀ダー！
6⽉2⽇

あり得るから嫌だｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉2⽇

シャロン⾸相
6⽉2⽇

急に「退出しました」って出たから何かあったのかと思った
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉2⽇

Mってなんだろ楽しみ。
とろん

6⽉2⽇

何かあったんですよ。
6⽉2⽇

あ、とろんさんは趣味⼀般板の⽅はあまり⾒てないですか？
あっちに「M」についてちょっと書きました。
6⽉2⽇

この物質は、正直駄作のはずです。ただ、ある⼀⼈だけから⼤
変強いという評価をもらい（ただし、違法薬物混⼊の疑いあ
り）、すみっこさんからは「耐性がない時にやったら効いた」
との評価がありました。私は数⼗mgを飲んでもほとんど作⽤
がなかったですが、よく効いた⼈は、少量の直腸摂取でかなり
強烈な効果が出たそうです。私も理由は分かりません。
6⽉2⽇

マジで狙われてるんじゃないかってレベルでSNSと相性悪いね
ぇ
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉2⽇

なお、パキシルと同様に肝臓の代謝酵素を阻害するので、パキ
シルと併⽤すると危ない医薬品を摂取してる⼈は、「M」も危
ないです。
スカイプは⼤丈夫。
6⽉2⽇

掲⽰板はあまり⾒ないです。Mに関してはパキシルとかは使っ
https://twitter.com/i/notifications
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てないんで多分⼤丈夫そうです。
とろん

6⽉2⽇

ああ、いや、パキシルというものは、肝臓の代謝酵素を阻害す
るので、他の医薬品の分解を遅らせてしまって薬の効き⽬を強
め過ぎてしまう性質がある、「飲み合わせの悪い薬」なので
す。なので、パキシル⾃体を使ってなくても、「パキシルと併
⽤すると作⽤が増強する医薬品」を使⽤している場合には注意
が必要です。
6⽉2⽇

とりあえずベンラファキシン（イフェクサー）は⼤丈夫だった
よ！
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉2⽇

http://

rokushin.blog.so-net.ne.jp/201109-27 この表にある「2D6」と
書かれている薬が、パキシルと相
互作⽤します。
6⽉2⽇

なるほど気をつけてみます(･ω･)
とろん

6⽉2⽇

本スレに、「今⽇からドラッグ商⼈」宣⾔を書きました。まだ
売れてないのに、強引にシュルギン⽒の命⽇に合わせて「私は
間に合った」という形にしてしまいました。
はい、⼀応「M」はただの化学薬品ですので、推奨摂取量は
0mgです。何があっても責任は負えませんので……
6⽉2⽇

事故るなよ。
Кодзі6⽉2⽇

ナウゼリン®は⾮⼒。
しかし吐かずにいると死ぬ事もある。
セロトニン症候群も考えられなくはないので、ペリアクチン
®（シクロヘプタジン）は持っておいた⽅がいい（抗ヒスタミ
ン作⽤と抗セロトニン作⽤がある）ただし、潰瘍持ち禁忌。
Кодзі6⽉2⽇

LINEは今またパスワードを変更して、それが反映されたのに、
電話番号ログインもメールアドレスログインも不能でした。さ
て、意味不明です。諦めます。
6⽉2⽇

https://twitter.com/i/notifications

まあ、事故は真っ先に私の体で起きます。他⼈が摂取しても、
まあ私の責任ではありません。私がいくら「この物質は○○mg
で効く」といっても、それをはるかに上回る量を摂取する⼈も
いますし。ある⼈（ボブ⽒）は、私が「粗製P」を200mg（た
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いますし。ある⼈（ボブ⽒）は、私が「粗製P」を200mg（た
だし実際には210〜220mg⼊れてた）配布していた時期に、
「250mg摂取してみたい」とか正⾯切って⾔ってきました。
5~10mgで効くという事をレポしてるのに……
6⽉2⽇

なるほど、そういえばアスピリンも、私のドラッグと併⽤する
と後で⼤変なことになりました。
6⽉2⽇

ただ、後遺症と云うものもありますからね。AMT 合法時代、
治ったからよいものの、ちょっと厄介な後遺症が顕れた（頭中
破裂⾳症候群）１ヶ⽉ほど。直接の原因は判らない。
昔（2C時代）は滅多に死亡例とか無く、⾃⼰責任で済んだが、
最近の物は毒性強い物が増え、死亡や後遺症ですぐ訴訟される
社会になるのでご注意を。
アスピリンに抗鬱作⽤はない。胃が荒れまくっても、統失⽤薬
が悪⼼を遮断するから、その分解熱や鎮痛に使え、それが依存
に導いたのかもしれないが、普通は依存性なく消化管の荒れや
潰瘍出⾎で酷い事になります。サリチリズム…代謝製アシドー
シス，難聴(⾼域），視⼒障害等です。⽇本⼈は欧⽶⼈よりア
スピリンに弱い体質です。
Кодзі6⽉2⽇

なるほど。ちなみに、私としては、⼀番頻繁に起こる後遺症は
「依存症」だと思っていますw
AMTは、確か眼圧上昇という危険な作⽤があるのでロシアで使
われなくなったんでしたっけ？
6⽉2⽇

2C系のようなフェネチルアミン系幻覚剤は、LSDと⽐べると、
⽤量と薬効が直線的に結びついて上昇していくので、ODした
時の被害が著しい、という問題が指摘されています。海外掲⽰
板で、DOC？だったか、何かをODした⼈の⾜の壊疽の写真が
載っていました。ただ、それでも「⽤法を守る」限りは、過去
には安全だったのですね。その当時は今のように「猫も杓⼦も
インターネット（ニャンサムウェアの事ではない）」という時
代ではなかったので、ある程度「意識⾼い系」の⼈しかパソコ
ンを買ったりせず、「危ない物については⾃分で調べる」とい
う意識がある⼈たちが、きちんとドラッグについてのページを
読んだり、⾃分で書いたりしていました。
6⽉2⽇

2005年前後のドラッグ系の⽇本語のページは、きちんと物質名
が掛かれていて学術的だったりします。ところが、2009年（確
か、「第⼀世代」という⾔葉が出てくるあたり）ごろからの脱
法ドラッグブームでは、あまりそういったきちんとした考察が
あるページが⾒られず、なんかユーザー層が「遊び⼈」になっ
てきた気がします。唯⼀、私のサイトだけがまともww
6⽉2⽇

https://twitter.com/i/notifications

とは

え私は2012年からの参⼊ですけどね

なんで 2005
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とはいえ私は2012年からの参⼊ですけどね……なんで、2005
年ごろのハイレベルな⼈たちが、2012年ごろ以降はあまり⾒か
けなくなったのか、不思議です。彼らは英語をマスターして海
外掲⽰板に移住したのだろうか……
6⽉2⽇

まあ、私はサンプル配布寺も、「分析依頼書」という書類を作
って、「この試料を分析してください」という形にしていま
す。「得体のしれない化学物質なので、当然、飲んだりしませ
んよね？」ってことで、「摂取禁⽌」とは書いていません。
6⽉2⽇

うちの業界は、薬局とは違って、どんな副作⽤があっても平然
と受け流す、医薬品業界の⼈々にとっては天国のような業界で
すのでw まあ医薬品業界も、サリドマイドの時代はまだきち
んとした試験もなかったりして、「多分これ効くから売ろう」
的な態度でしたが。超⼤⼿の⼤⽇本住友製薬ですらそうだった
のです。まあ、我々の業界は、そういう「古き良き（被害者に
とってはひどい）」医薬品業界と同レベルですw
6⽉2⽇

で、そういう臨床試験とか⼀切省くからこそ、不要なコストを
抑えられて、莫⼤な利益を得られるのですw とはいっても私
はまだ⼀銭も⼿に⼊れてませんけど……
6⽉2⽇

「統失⽤薬が悪⼼を遮断するから」なるほど。ちなみのこの悪
⼼というのは、吐き気の事でしょうか？ ちなみに、この場合
の遮断作⽤は、「胃のむかつきなどの感覚を遮断する」のみな
らず、「胃の荒れそのものも低減する」のでしょうか？
6⽉2⽇

アスピリンでの視⼒障害は初めて知りました。メタノール的
な、回復不能な物なのでしょうか？ 私は⾎縁者に緑内障の⼈
が居たので、眼圧なら多少気になりますが……
6⽉2⽇

「2005年ごろのハイレベルな⼈たち」は年齢的にお薬から撤退
しただけな気もするけどなーｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉2⽇

なるほど。
確かに、2005年に27歳だった⼈は、今39歳になっています
ね。
6⽉2⽇

そりゃ私だｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉2⽇

https://twitter.com/i/notifications

年齢的にお薬から撤退（乱⽤薬物）→20年くらい経つ→年齢的
にお薬が必要になる（病院）
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にお薬が必要になる（病院）
6⽉2⽇

ずーっとお薬飲んでる(#^ω^)
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉3⽇

で、たまたま薬を飲まないと（例:お薬もぐもぐのツイートがな
い）、「どうしたの？具合でも悪いの？」といわれるんです
ね、分かります。
6⽉3⽇

⾼齢者が病院の待合室で毎⽇雑談してて、ある⽇、誰かが来な
いと、「どうしたんだろう？ 病気かな？」と⼼配されるのと
同じw
6⽉3⽇

安否を危ぶまれるレベルｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉3⽇

安⾮他命
6⽉3⽇

眼圧上昇〜緑内障は、抗コリン作⽤の強い薬や、それこそ交感
神経刺激剤の⽅がハイリスク。
それはAMT にせよ DOC にせよ。しかも半減期が⻑いほど危
険。前にも⾔ったけどLSD は意外と短い。α-CH3 は⻑い。作
⽤の短いAET をアメリカで商品化（アップジョン）しようとし
ていたらしいが詳細不明。MDMA 同様、セロトニン神経毒性
の問題だった様に記憶してる。←確か⽇本の学者が（略
アスピリンの salicylism による視⼒障害は、サリチル酸中毒
（代謝性アシドーシス）と同じで、粘膜に対しての刺激作⽤か
と。
メタノールも、蟻酸によるアシドーシス＋網膜に対する別毒性
でで失明するが、そこまで急激ではない。
まぁ、リウマチに使う程の⼤量なら、ある程度仕⽅がないとす
る場合が多い。アスピリン1⽇4ｇ以上は危険。
AMT には幻視や不眠，急な⾎圧上昇もあったからね。医薬品
相当の低⽤量でも、⻑くて蓄積するし、医薬品のノリでワンシ
ートとかODした⼈も、ロシアには居たかもしれん。
Кодзі6⽉3⽇

AMTを毎朝少量を使っていたら、１週間⽬で謎の腹痛とおう吐
感、⾷欲不振などがおきました。チーズなどは⾷べない様に気
を付けてはいたのですが、やはりどっかで休みを⼊れないとダ
メなんだな。と思いました。
と、お話だったのさ

ー完ー

と、いうお話だったのさ
とろん

6⽉4⽇

https://twitter.com/i/notifications
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⼆⼈ともありがとうございます。
6⽉4⽇

緑内障は、市販薬の中には「眼圧を⾼める」物はいっぱいあ
り、コーヒーなどの飲⾷品も同様ですが、「薬局の棚に並んで
る医薬品」や、飲⾷品の中に「眼圧を下げる」性質のものがな
いので、意を決して眼科に⾏って何か処⽅されない限り、対応
が不可能であるという問題がありますね。それに、眼科で「あ
なたは眼圧は正常ですし、⼤丈夫ですよ」と⾔われたら、「実
は脱法ドラッグをよくするんですが、その時眼圧が⾼くなるの
で」とか⾔ったりすると、多分追い出されるか、精神科に回さ
れますｗ
⼤⿇は眼圧を下げますが……
6⽉4⽇

AET、半減期が短いんですね。α位がメチル基になったアンフ
ェタミン類はただのフェネチルアミンと⽐べて分解されにくく
て⻑くなりますが、AETが短くなるのは、逆にモノアミン酸化
酵素で分解されやすくなってしまうという事なのでしょう
か？ では、同様にアンフェタミンのα位をもう⼀つ⻑くした
薬物（海外で作られたことがあるらしいが、情報が少ない）
も、同様のことが起きえるんでしょうか？
6⽉4⽇

アスピリンはバイエル製だと500mg×3なので、1⽇に1.5gです
ね。私も、アスピリンと某ドラッグ（⾃作品）、あるいはアス
ピリンとコーヒーの併⽤は胃が痛くなります。私の場合はほぼ
箱記載の⽤量通りでしたが、先に上げたあの⼈は、多分4gは越
えてたでしょうねw
6⽉4⽇

ああ、AMTはチーズ禁忌なんですね……なお、プロセスチーズ
とナチュラルチーズがあり、ナチュラルチーズの⽅が危険だっ
たと思います。つまり、熟成されたチーズ、特にカマンベール
とかブルーチーズのように発酵したチーズを、常温で放置して
腐りかけレベルまで熟成させると、⼤量のチラミンがたまって
いますw
6⽉4⽇

今にして⾊々思い出してみると…AMT ⾃体が発酵してるかの
様な、異様な臭いでしたけどねｗ
恐らく可逆性MAOIなので、そこまで神経質にならなくても良
いと云う説もありました。
ただAMT ⾃体が代謝に抵抗するので（これはアンフェタミン
やエフェドリンですらそうです）なかなか抜けません。
⾎圧は188とか⾒慣れない数値が出て焦りましたが、AMT 経験
者にとっても、もう⼗年以上前の話で…何故か保管しようとは
思わなかったｗ
⼀般的なMAOIとチーズの関係は、クリームチーズやカッテー
ジはまだ⼤丈夫な様です（割と近年まであった国産サフラジン

https://twitter.com/i/notifications
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ジはまだ⼤丈夫な様です（割と近年まであった国産サフラジン
の場合）
Кодзі6⽉4⽇

あ、クリームチーズはプロセスなんですね。
6⽉4⽇

m/chemistry/it-290.html

https://

erowid.org/archive/rhodiu… AMTの合成法を調べてみました
が、匂いの原因は謎ですねw まあ、インドールが原料なので
多分こういう関係かも？
6⽉4⽇

AMTは良い思い出です( ´△｀)
とろん

6⽉4⽇

眼圧と⾔えば、ブロンもかなり眼圧が⾼くなりますね。200錠
も飲むと、もうパンパンになります。ヘルニアの件で、ある有
名な鍼師（視覚障害者）に診てもらったのですが、「眼圧⾼い
ですねー」と、盲⽬のはずなのに⾒抜かれました。素晴らしい
名医でしたね。
￥ori6⽉5⽇

200錠ですか！？それはパッキパキですね(汗)
とろん

6⽉5⽇

パッキパキでした。最終的にはアルコールと併⽤して騒ぎ起こ
して傷害で逮捕されましたｗ
あっ、これ公開されるんだった…まあいっかｗ
￥ori6⽉5⽇

もどってこれれば何であれセーフですよー
とろん

6⽉5⽇

http://

keikonohitorigoto.blogspot.jp/2010/07/di.html パキシルの相互
作⽤について調べていたらCYP2D4という聞き慣れない酵素が
出てきたので、混乱したんだけど、ただの誤記みたいw
6⽉7⽇

粗製P4は⼿⾜の寒気が多少緩和されているみたいです。
とろん

6⽉7⽇

但し、先⽇までブロンを併⽤していたので、コデイン、エフェ
ドリンの作⽤で粗製P4の寒気が緩和した可能性もありうるかも
ですね。
ブロンを抜いてから、粗製P4単体テストも試してみる予定です
とろん

6⽉7⽇

粗製Pにあった脚のむくみが今回は起こってないですね。いま
のところ。
https://twitter.com/i/notifications
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しかし、やっと3時間眠れました。69時間連続覚醒…新記録
だ…
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉7⽇

なるほど。ただ、今の時期は暖かくなっていますので、「粗製
P」と⽐べて⼿⾜が冷えにくいという感じになってる可能性は
あると思います。
えーと、数年前まで⾊々やりまくってた時、そんなに眠れなか
ったことってなかった？
私はアップ屋のカチノン類だと最⼤で5⽇弱かな……
⾜のむくみは、「粗製P」の断薬後ではなく、摂取中に起きた
のでしょうか？
6⽉8⽇

4年前のブルーマジックアイスで最⻑62時間だったと思います
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉8⽇

なるほど。
6⽉8⽇

⾜のむくみは断薬後かもしれません。
粗製Pのサンプルを受け取ったのが1/24で、アンチスタックス
を飲み出したのが2/14だったので
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉8⽇

なるほど。
6⽉8⽇

あっ嘘だ、受け取ったの1/30だ
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉8⽇

あ、⾜のむくみの話、とろんさんの発⾔だと思ってたw
6⽉8⽇

アンチスタックス飲み出す前はメディキュット（着圧ソック
ス）で対応していたので、いつから起きていたのかはっきりし
ませんね
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉8⽇

物騒な⼈もおおいなぁ逮捕なんて。まぁ、実質隔離や保護なら
いいのですが。酒との相性は、頭痛を抑える以外逆効果。
ブロラーの特徴として、普段は⼈のいい⼩⼼者が多く、⾮常に
丁寧な⼈が多いとききます。半合法って…事故や刑事事件おこ
しそうでヒヤヒヤします。
Кодзі6⽉8⽇

時間なくなって途中送信してしまった。酒ブロ肝臓注意。勿論
眼圧も（抗ヒスの抗コリン作⽤です）
https://twitter.com/i/notifications
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Кодзі6⽉8⽇

dia_n_16746954.html

http://www.

huffingtonpost.jp/2017/05/22/nvi…
なお、「謎の半導体メーカー」
と掛けていますw
6⽉8⽇

ブロンの酒との併⽤はまあ懲りたのでしなくなりましたね。そ
もそも酒と併⽤してもあまり楽しくないです。
￥ori6⽉8⽇

私の覚醒の最⻑時間は48時間位です。最近は30時間位でダルく
なりますね
とろん

6⽉8⽇

⼀番⾃分にあった運⽤⽅法でやるのがいちばんですね(´ρ｀)
とろん

6⽉8⽇

新薬依ちゃんさんがピグ太郎さんを追加しました

なるほど、私は池沼さんとフォロー関係ではないので追加でき
ないけど、フォロー関係にある⼈なら追加できるという事です
ね。
6⽉9⽇

ご無沙汰です。
どうしました？
ピグ太郎6⽉9⽇

何を作ったのか、P4とやらの構造式だけ⾒てみたいなぁ。。。
Кодзі6⽉9⽇

あ、こういうチャットがあれば、⾊々よさそうだなと思って。
昔からこの機能があったようですが、最近初めて知りました。
なお、このチャットのログは定期的に公開されます。
6⽉9⽇

P4については秘密ですが、例のキリユさんとのDMを⾒れば、
あらかた推測が付いてしまいます。PとP4は⾮常に構造が似て
います。ボブ⽒さん（私はブロックされてる）は、P4の構造の
推測が付いてるようなので、聞いてみると、ほぼ合った構造を
答えてくれると思いますw
6⽉9⽇

なお同じくPと構造が似ているP3は、抗コリン（ヒスタミン）
作⽤ばかりが強くて、覚醒作⽤はほとんどありませんでした。
ちょっとした違いですが、⾯⽩いです。
6⽉9⽇

チャットかぁ。なるほど。
https://twitter.com/i/notifications
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博⼠、今は何種類くらいのコードネーム付いたやつがあるんで
すか？
ピグ太郎6⽉9⽇

なお、私が構造式を開⽰しないのは、⽣成物を構造分析に出し
ていないので、推測でしか主成分が分からないからです。もし
かすると不純物がかなり含まれている可能性があり、化学名を
⽰すことで混乱が⽣じるからです。
6⽉9⽇

えーとですね、現実に⼊⼿したのは、「P」と「P3」と「P4」
と「D」と「D2」と「M」ですね。「T」は失敗して⻑期放置
状態です。あと計画中のは「A」です。
6⽉9⽇

他にもいろいろ構想がありますが、ちょっとどれから⼿を付け
ていいか、迷っています。
6⽉9⽇

これまたずいぶんと増えましたねぇ。
ピグ太郎6⽉9⽇

PとP4以外、おそらく商品価値はないです。Mは「ごく⼀部の
⼈に対してのみ」強烈に効きますが……
あ、AとTはまともな物が未⼊⼿なので、未評価ですが、おそら
く有効です。
6⽉9⽇

なかなか厳しい道のりのようですねぇ。
ピグ太郎6⽉9⽇

私P3でも覚醒するんだけど何なのｗｗｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉9⽇

答え:量が多いから
6⽉9⽇

どうもどうも。皆さんお集まりで
とろん

6⽉9⽇

覚醒しててもご飯を⾷べないといけません(´ρ｀) 慣れかも知
れないですが⾷欲が無くてもちょっと⾷べ始めるとそれなりに
⾷べれるのがいいですね
とろん

6⽉9⽇

良いお薬ライフを。
とろん

6⽉9⽇

くれぐれも、後になって出てくる重⼤な副作⽤やアナフィラキ
シ には御注意を MPTP の様な例もあれば 私が経験した頭
https://twitter.com/i/notifications
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シーには御注意を。MPTP の様な例もあれば、私が経験した頭
内破裂⾳症候群は、数⽇感治りませんでしたので（あの時は真
⾯⽬にデパス飲んだｗ…という訳で、⼆週間程デパス飲んだら
治りました）
Кодзі6⽉9⽇

はーい
とろん

6⽉9⽇

先⽇、久々に眠いのに無理に起きた×ストレス満開時に、シラ
フで無理に寝ようとしていたら、寝落ちする瞬間に、10年以上
振りの「バァン！」という爆発⾳。
頭蓋⾻内で落雷の様に響くので怖い怖い。⼀回で収まりました
が。
10数年以上前（AMT合法時代）は、寝落ちの⼨前の度に何度も
連続で来たので、⼀⽣寝られないのではないか？と云う恐怖も
あり…。
好んでAMT ばかり使っていた次期で、「もしや離脱症状？も
う⼀度AMT 喰えば治るかも？…でも⼿持ちは使いきったし、
近々違法になり、もう買えない！」と、相当焦りましたよ。
まあ、デパス3㎎程＋眠剤で治ったのでほっとしましたが、フ
ラッシュバックだったのかも。
フラッシュバックと⾔えば、朝起きると壁紙が呼吸している事
も、未だたまにありますｗ
Кодзі6⽉9⽇

破裂⾳じゃないんですけど、AMT使っていた頃たまに寝付くタ
イミングで呼吸が⽌まっている時があったみたいで、着替えな
ければならない位の汗が出たりしました。⼀晩で何回シャツ着
替えるんだよとか思ってました
今思えば怖いですね(･ω･)
とろん

6⽉9⽇

離脱も⾟かったけど、やっぱりAMTが⼀番好きでした(･ω･)い
い思い出。
とろん

6⽉9⽇

あれは離脱の⼀種だったのか…と⾔われても解る様な気がしま
す。
視覚変化はあるけど、2Cと違ってバッド⽅向に意識まで跳んだ
事はないし、少し酒にも似た＋薄く延ばしたMBDBっぽい多幸
もあった。聞き始めはアクビを連発させたけど。
瞳孔が開き過ぎ、眼を閉じても眩しかったのもいい思い出。
24時間眠れないのはキツかった。
Кодзі6⽉9⽇

コントロールしやすいのが良かったですよね。
6⽉9⽇

https://twitter.com/i/notifications

up.org1276595.pdf

dotup.org/uploda/www.dot… 久しぶりですが、ログをアップ
しました 今回は多分1週間くらいで消えます（サイズが⼤き
http://www.
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しました。今回は多分1週間くらいで消えます（サイズが⼤き
くなったので前のアップローダーが使えなくなった）。画像が
さっぱり収録されてないのは、意図的に消してるわけではな
く、変換ソフトが勝⼿に画像なしにしてしまう挙動になるため
です。
6⽉9⽇

なぜかPDFでピグ太郎さんのアイコンが表⽰されてません……
6⽉9⽇

ピグちゃんが素の⽂章書いているの始めてみましたｗ なかなか
新鮮ですね。
￥ori6⽉9⽇

ツイートじゃ、キャラ付けのためにズラです。キャラ薄いか
ら。
ピグ太郎6⽉9⽇

Кодзі_Wkjさんに「事故るなよ。」と⾔われて1週間で、さっそ
く⼀⼈病院に⾏く⽻⽬になってしまってます。えー、とりあえ
ず、私の責任じゃないとだけ⾔っておきます。いや、「いっぱ
い送られたらいっぱい使う」と分かってる⼈に⼀気に0.5gも送
ったのが私の判断ミスなのか……いや、向こうは「0.5gしか送
らなかったのを反省してほしい」と⾔ってきてるけどw
6⽉10⽇

なんか名前の部分が⽂字化けしてますね。
博⼠の有⼒候補は虻できるんですか？
ピグ太郎6⽉10⽇

誰の名前のでしょうか？ PDFのでしょうか？
PシリーズとMは不可です。AとTは可能のはずです。
6⽉10⽇

おいおい、病院送りか…物が何か知らないけど、500㎎ だから
なぁ。薬効が判らないと解毒のしようもないし。病院から通報
されると、成分によっては危ないかもしれんよ。まあ、中毒者
起こした成分の分析・鑑定に出すだけで終わると思うけど、指
定薬物や毒劇物が混⼊しているとマズいかも。
Кодзі6⽉10⽇

「粗製P4」、実質520〜530mg⼊りです。まあ覚醒剤の⼀種な
んですが、この化合物のネタ元になった医薬品は、正規⽤量は
「1⽇に3〜6mg」なんです。つまり、類似化合物の医療量から
計算して、かなりのODとなってるわけで……
6⽉10⽇

あ、中毒ではなく腹痛が酷くて病院⾏ってきました（あと頭痛
と不整脈を体感済み）。
⾎液検査しましたが炎症反応も⾒られず、レントゲンを撮った
ところ腸閉塞や腹壁ヘルニアでもないそうです

https://twitter.com/i/notifications
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ところ腸閉塞や腹壁ヘルニアでもないそうです
すみっこ@箱⼊り捨て猫6⽉10⽇

指定薬物の混⼊は、私の⽅の製造⽅式ではまずありえないで
す。ただ、「向精神薬指定」の物質の混⼊は、まずないとは思
いますが、1ppmもないかといわれると不明……マグネシウム
は絶対にフルオロベンゼンと反応しない、のであれば混⼊は
100％ないと断⾔できますが、部分的に⾼温になったりと、今
回はちょっと私もヘマをした気はしないでもないです。
6⽉10⽇

ただ、私がずっと懸念していて、かなり頭を悩ませている問題
があって、「主成分の⽔酸基が、過剰な塩化⽔素によって塩素
に変わってしまったのではないか」という疑いが抜けきれない
のです。今回、ちょっといろいろスケールが⼤きかったのに以
前と同じ⼩さなビーカーで精製をやってしまったため、粘度が
⾼くなって中和ポイントを⾒逃し、結構塩化⽔素を過剰にして
しまい、その後、乾燥のために加熱したので、ここで変な反応
が起きた疑いがあるのです。「舐めた時にピリッとした」とい
う報告があり、私は⾊々と⼼配してます。私⾃⾝は、粉を舐め
ずに⽔溶液を服⽤してテストしたので、味の異常には気付きま
せんでした。
6⽉10⽇

今回のすみっこさんの症状が、精製を⼿抜きした「粗製」のP4
だったから起きたのか（つまり、⽔酸基が塩素に置換した物質
の⽣成）、それとも単にあまりにも⼤量に摂取したためなの
か、判断が付かないので、私が粗製品を送ってしまったこと
は、ちょっとまずかったです。いや、まさかこんなに早く1袋
空にするとはだれも思わず……
6⽉10⽇

⾷べ過ぎに⼀票ズラ
ピグ太郎6⽉10⽇

まあ、中毒でなくて良かった。不整脈は（普段出ないなら）少
し気になるけど。
Кодзі6⽉10⽇

どう考えても中毒な気が……
6⽉10⽇

「強度の腹痛、尿閉」そして「0.5gを数⽇で使い果たす」とい
う⼆つの意味での中毒w
6⽉10⽇

尿閉って事は、抗コリン作⽤の問題かホルモン関係か判らない
けど。発熱や吐き気等が無かったのなら、中枢移⾏性はイマイ
チだったのかも。せめて⾎圧計と、普段との瞳孔径や脈拍数の
違いは⾒ておいた⽅がいいよ。
Кодзі6⽉10⽇
https://twitter.com/i/notifications
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Кодзі6⽉10⽇

なお、この「P4」のアナログである「P」は以前結構⾃分の体
で試験しましたが、なぜか⼤量摂取しても瞳孔の開きがほとん
ど⽬⽴たず、アドレナリン・ノルアドレナリン系に対する作⽤
が、ある⼀定レベル以上は⾼くならないことが分かりました。
⼼臓の⿎動なども、⼤量摂取してもあまり⾼まりません。いろ
いろ考えた結果、このドラッグは「ドーパミンやノルアドレナ
リンの再取り込み部位に対する結合能⼒は⾼いが、再取り込み
阻害能⼒は低い」と推測し、こういう性質が元になって「⼀定
量以上摂取しても、それ以上には効かない」という「効き⽬が
頭打ち」という性質になるのではないか？と考えています。
6⽉10⽇

⼀⽅で、末梢の⾎管収縮によって、寒い時にはしもやけを誘発
してしまう弊害も強く、当初は「あまりにもノルアドレナリン
作⽤が⾼すぎる」と考えたのですが、ノルアドレナリン作⽤の
せいで⾎管が収縮しているのであれば、瞳孔の⼤きさも同様に
著しく変化していなければならないので、腑に落ちない気持ち
でした。⾊々と調べるうち、薬理学書でヒスタミン神経が⾎管
の収縮を司るという記述を⾒つけ、「そういえばこの物質は第
1世代抗ヒスタミン剤に似ている」という事に気付き、「ノル
アドレナリン作⽤と抗ヒスタミン作⽤の相乗効果で末梢の⾎管
が収縮している」と結論付けました。
6⽉10⽇

第⼀世代抗ヒスタミン剤は、抗コリン作⽤も併せ持ちますの
で、それに伴って、この「P」も⼝渇とか排尿困難とかが起き
えることになります。私の場合、排尿困難はさほど強い問題と
はなりませんでしたが、⼝渇とか⼝の中の異味は気になりまし
た。
6⽉10⽇

m/chemistry/pyrrolidinyl.html

https://

erowid.org/archive/rhodiu… 関連した構造を持つ物質の、トラ
ンスポーターに対する結合能⼒と再取り込み阻害能⼒のレシオ
について書いてあるページです。ここによると、コカインのよ
うに両者の数値が近い化合物は、依存になりやすく（薬が切れ
るたびに再投与をすると効くので、連投を誘発する）、ジフェ
ニルプロリノールのように「結合能⼒は⾼いが再取り込み阻害
能⼒は低い」タイプの物質は、逆に依存をあまり起こさないと
いう事になるようです。
6⽉10⽇

喰い過ぎと起き過ぎには気をつけよう
とろん

6⽉10⽇

まだまだ視野が狭い様な所が多く、⼼配だ…再取り込み阻害作
⽤や遊離作⽤が依存を決定付けるものではありません。
単なる抗コリン剤でも依存傾向を⽰すアーテンの様な薬もある
が、健忘〜認知症を起こします。BZD や BARB にも依存性は
あります。某教団はチオペンタールを⾃作しました。
末梢はα刺激すると⽑細⾎管は収集しますが、しかしオートレ
セプタ も存在するので複雑です
https://twitter.com/i/notifications
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セプターも存在するので複雑です。
当然中枢は更に複雑で、⾮常に⾼度なバランスで保っていてい
ます。
5-HTレセプターだけでも、5-HT1A〜F，5-HT2A〜C，5-HT3A
〜C，5-HT4，
更にヒスタミンH3，ドパミンD3等、書ききれない程の受容体
が90年代既に発⾒されています。
くれぐれも変死者や不可逆性の後遺症が出ない様に…ヒヤヒヤ
します。
Кодзі6⽉10⽇

まあ、私がいくら注意をして物を作っても、使⽤者側が予想外
に摂取し過ぎたり、⾊々と制御しきれないことがこの先多いの
で、私は「⼩売り」ではなく「卸売り」になる予定です。医薬
品と違って、推奨⽤量を⾔えないので、⾃然、予想量よりもは
るかに⾼レベルな摂取が起きえます。私はよく「推奨量は0mg
です」と⾔っていますw
6⽉11⽇

5HTて、合法スマートドラッグとか⾔われてたやつですよね？
うぷ屋にあった。
虻できないから、まともにアタックしたことなかったですけ
ど。
ピグ太郎6⽉11⽇

？
5-ITじゃ?
5-IAIかな。
6⽉11⽇

5ITですね。
もはや名前うろ覚えズラ
笑
ピグ太郎6⽉11⽇

5-HTはセロトニンの事です。
6⽉11⽇

5-HT＝5-ヒドロキシトリプタミン＝セロトニン
5-HTP＝5-ヒドロキシトリプトファン＝セロトニンの原料
↑多分これの事でしょう。
ドパミンに対するL-Dopa（更にその原料がチロシン）みたいな
物です。
Кодзі6⽉11⽇

確か記憶では、最初にスマドラとして出て、後に合ドラとして
出てたような……？
ピグ太郎6⽉11⽇
https://twitter.com/i/notifications
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アップ屋は脱法ドラッグ⼤⼿なので、そこで5-HTP（普通に健
康⾷品として⾊々なところで売られてる）を扱うというのも考
えにくいです。なので、多分5-ITとかそっちだと思います。
6⽉11⽇

多分、それが正解だと思います。
アレの効きて、どんなんだったんだろう？
ピグ太郎6⽉11⽇

AMTの別の呼び⽅で、3-ITって書いてあった⾒たけど、そうい
うのってあまり関係ないですか？
とろん

6⽉11⽇

6⽉11⽇

この図の、どの部分にアルキル鎖がつくかで、AMTと5-ITのど
ちらになるかが決まります。3位についたのがAMTです。
6⽉11⽇

5位についたのが5-ITです。そういえば、AMTと5-ITはお互いに
不純物として混じってたりするという話があったと聞きまし
た。おそらく、合成時に⽬的でない⽅の場所にアルキル鎖が付
いてしまったのでしょう。そうなると、分⼦量が同じなので蒸
留で分離しにくく、混じったまま出荷されることになります。
6⽉11⽇

2-ITや6-ITなんてものがあったら、薬効について興味がありま
すw ただ、合成難易度の問題と、合成した場合の5-ITやAMT
の混⼊の問題があるので、なかなか難しいところですね……
吐き気とサイケ（A⽒）さんが居れば、こういう時、⾊々話を
聞けるのですが……
6⽉11⽇

はえーなるほど
とろん

6⽉11⽇

あ、ちょっと別な⼈誘ってみます。
6⽉11⽇

Louisはかせさんを追加しました

https://twitter.com/i/notifications
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ご無沙汰してます。ツイッタ でチャットが可能なようで、お
呼びしました。
6⽉11⽇

up.org1276595.pdf

http://www.

dotup.org/uploda/www.dot… このチャットの過去ログはこち
らです。アップローダーはあと数⽇でこのファイルが消えると
思います。なお、このチャットの過去ログは定期的に公開され
ます。
あずぅすさんにツイートでチャットに来るか聞いたけど、返信
がないので、多分そっとしておいた⽅がいいみたいですｗ
6⽉11⽇

吐き気とサイケさんがA⽒さんだったのかぁ。
何でもよく知ってますねぇ。
ピグ太郎6⽉11⽇

本⼈のプロフィールにあったかと。
6⽉11⽇

5234/

http://

fast-uploader.com/file/705272567… 某所で保存されていたロ
グです。諸事情あって画像版です。
6⽉11⽇

そういえば、⾝辺最近慌しく候、てことで垢⽌めたんでしたっ
け？
ピグ太郎6⽉11⽇

はい。
6⽉11⽇

最近、ある有機化学に詳しい⽅と知り合いになれる可能性が出
てきたのですが、LINEでなければ無理なようで、私がPC版
LINEを始めようとすると、原因不明のトラブルが発⽣していき
なり回線が⽌まり、復帰できなくなったりしてますw
まあ、このためだけに新たにスマホを買うのも抵抗があります
し、ちょっと様⼦⾒です。
6⽉11⽇

博⼠、スマホは良いズラよ〜、スマホは。
ピグ太郎6⽉11⽇

ほとんど外に出かけない私にとって、画⾯がやたら⼩さいイン
ターネット装置は、あまり価値がないですw
6⽉11⽇

あ、そっか。
でも実験中の電卓代わりにとか笑
ピグ太郎6⽉11⽇

https://twitter.com/i/notifications
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電卓はあります。ありまぁす。あと、薬品とかが掛かると、ヤ
バいです。
ジップロックに⼊れておけばいいか……
6⽉11⽇

ご存じかと思いますが、以下のサイトで解除番号を購⼊して⼊
⼒してやれば、期限が過ぎていてもＳＩＭロック解除可能で
す。私は期限切れで通常ＳＩＭロック解除不能のソフトバンク

https://

のスマホをただで⼊⼿しこのサイトから購⼊した番号でＳＩＭ
フリー化して利⽤しています。やや怪しいですが、料⾦も安い
ので試してみると良いかと思います。sim-unlock.net/jp/
Louisはかせ6⽉11⽇

えーと、最近の携帯電話情勢に疎いのですが、これは「回線が
繋がっていないSIMでもよい」という事なのでしょうか？ 私
はプリペイドSIMしか扱ったことがなくて、そこら辺の事情が
よく分かりません。
それともこれは、「脱獄」と呼ばれる、特定メーカー専⽤の
SIMを、他メーカーでも使えるようにする⼿法なのでしょう
か？
6⽉11⽇

上で出来てた 5-IT は、かなり強⼒な物質らしく、スウェーデ
ンでは死者も出ていて、殆どの国で違法になっていると思われ
ます。
3位にアルキルアミンをつけるのと、5位に付けるのでは、基本
的に合成法が違ってくる筈です。
5位をダイレクトにアルキル化して、プロピルアミンにするの
は困難で、最初から5位にアセトニトリルやクロロプロパン等
が付いる原料でないと難しい…5位にハロゲンだけでは脱離せ
ず困難かと。
分離は、万が⼀ AMTと 5-ITが混⼊していても極性の違い等
で、容易に分離出来ると思いますよ。融点も違う筈。組成やマ
スは同じですが。
Кодзі6⽉11⽇

あ、極性の差が結構あるんですか。正直、知りませんでした。
ただ、極性の差による分離というとシリカゲルカラムでしょう
か？ ⼤量合成だとコスト的に厄介だと聞きますが……
5-ITが危ないのは、遅効性なので、効かないと思って追加して
しまうのが原因だそうです。遅効性の理由が謎ですw
6⽉11⽇

https://twitter.com/i/notifications

3位にアルキル基を付けるのはフリーデル・クラフツ法になる
と思いますが、これだと場合によっては5位にくっつく物も微
量、⽣じてしまう可能性があります。つまり、AMTの不純物と
して5-ITが混⼊するというパターンですね。逆に5-ITを作る時
は、あまりAMTのような3位に何かついた不純物は⽣じない、
という事でしょうか
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という事でしょうか。

6⽉11⽇

5位にハロゲンというのは、マグネシウムとくっつけてグリニ
ャールにすれば何とかなる気がしないでもないですが、そもそ
もインドールってグリニャール試薬に出来るんだっけ…… 出
来なくても、ターボグリニャール試薬でハロゲン交換ならでき
るかも？
6⽉11⽇

ただハロゲン交換は、電⼦豊富な基質だと何⽇も時間がかかる
らしいです。ブロモベンゼンよりブロモチオフェンの⽅が確か
時間がかかったはず。
6⽉11⽇

ゆりきち @teruruseren86
最近話題の毒薬臭化ネオスチグミ
ン、普通に医薬品として売られて
るし東京化成でも売ってるんやけ
ど、ほんまに即死必⾄の毒薬なん
やろか

status/831861864317345793

https://

twitter.com/teruruseren86/… あ
とさっきのこの話題の流れで調べ
て知ったんですが、「ネオスチグ
ミンメチル硫酸塩」の「メチル硫
酸」って、メチル基がもう⼀個付
けばジメチル硫酸になるんです
ね。モノメチルだと、医薬品に使
えるくらい安全な物質になるとい
うのは驚きでした。
6⽉11⽇

5ITの死亡事故は⼤⽣板でも話題になってましたねぇ。
その当時の池沼はピービービーでトゥルーグリッドに⼊ってま
したんぐ。
ピグ太郎6⽉11⽇

インドール3位をアルキル化するのは簡単です。しかし、
Friedel-Crafts では、フェノール系化合物の様に、ベンゼン核
が活性化されている物に実施される事が多く、
⼀⽅、インドール3位なら、Vilsmeier 試薬を⽤いれば、3位をCHCl-N(CH3)→⽔を加えホルミル基CHOを導⼊する事が容易
です。
Кодзі6⽉11⽇

https://twitter.com/i/notifications
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ftRmRkC&pg=PA78&lpg=PA78&dq=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AB+%E3%80%803%E4%BD%8D%E3%80%80%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E3%80%80%E3%83%98%E3%83%86%E3%83%AD%E7%92%B0&source=bl&ots=VaFBqkZkFS&sig=QjO9MvunLh-rxK5jJXaxvJPgRps&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwiZgJnS3bXUAhVFopQKHVLlAW4Q6AEIQDAF#v=onepage&q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AB%20%E3%80%803%E4%BD%8D%E3%80%80%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E3%80%80%E3%83%98%E3%83%86%E3%83%AD%E7%92%B0&f=false

https://

books.google.co.jp/books?id=97z3… 以前ここを読んで調べたこ
とがあります。いま読み返すと、
フリーデル・クラフツだと酸触媒
にインドールが負けて壊れてしま
いやすいようですね。
6⽉11⽇

なんだか⾒てたら作れそうなほど専⾨的ズラ。
ピグ太郎6⽉11⽇

ちょっとインドール系の反応については、これまで無縁だった
こともあり（キリユさんとのDMにあるような、5-メトキシト
リプタミンのようなすでにあらかた形ができた物に何かアルキ
ル基を加える程度の事ならまあ分かるのですが、インドール環
に何かくっつけるような、何段階も前の原料合成については全
くわからないんです。
6⽉11⽇

ただ、ホルミル化反応という物は総じて何か発がん性の副産物
が出来たりとか、結構恐ろしいイメージを持っています。要す
るにベンズアルデヒド的な物質を作る反応なわけですよね？
以前いくつかチェックしたところ、なんかいずれも試薬とか⽣
成物とかにとんでもない発がん性物質があったりとか、私はや
りたくない感じでした。
6⽉11⽇

ま、まあトリプタミン系は、AMTとか5-ITのようなややこしい
奴じゃなく、5MeO-DiPTのアナログあたりから⼿掛けていきま
すよ。知識不⾜な状態で、何か作っても規制済みの物が混⼊し
そうで嫌ですし。特にフリーデル・クラフツには「転移」とい
う厄介な副反応があるので、予想していないことが起きかねま
せん。
6⽉11⽇

タール化ｗ以前正体不明のどす⿊い謎の物質がしょっちゅう⽣
成していたようですが。。というか、フェネチルアミン系のも
のはある程度区切りがついてトリプタミン系のものに取りかか
ろうとしているのでしょうか？カロパンもどきはうまくいった
のかな？いろいろ造っては摂取していたようですが。微量の副
⽣成物に強い発がん性があったら怖いな。とまあ⼀般論ばかり
⾔っていてもつまらない。トリプタミン系というと私は昔合法
だった時代にゴメオをＯＤして動けなくなってしまったことが
あります。若気の⾄りです。ちなみにスマホのＳＩＭフリー化
は脱獄じゃないですよ。
Louisはかせ6⽉11⽇

えーと、それはいろんな時のことが思い当りますが、正直、あ
りすぎて覚えていません。トリプタミンがどの程度酸に弱いの
かわかりませんが、10%塩酸でもタールになるのであれば、も
https://twitter.com/i/notifications
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しかすると私のタール化の原因は、それと関係あったかも……
6⽉11⽇

カロパンもどきは、「減圧蒸留できない」以外、もう完全に問
題なくて、私の商業の⾨出になりそうです。
6⽉11⽇

5MeO-DiPTは摂取量が1.5倍違っただけで⼤きく作⽤が変わる
ので、怖いですね……
6⽉11⽇

こわいですよｗで、ひとまず出す出す詐欺の汚名を拭い去るこ
とができそうですね。o-ニトロトルエンの誘導体をぐるっと巻
いてインドールは⾯⽩そうですね。
Louisはかせ6⽉11⽇

えーと、今はまだトリプタミン系の⽅に⼿を伸ばせる段階では
なくて（原料はいくらでもあるのですが）、フェネチルアミン
系の本格⽣産からです。以前、ある業者さん（今だから⾔いま
しょう。灯草やくさんです）から、「覚醒剤が揃わないうちに
5MeO-DiPT的なトリプタミンだけ揃っても、あまりビジネス的
に思わしくない」という意⾒を聞いて、まず先に覚醒剤側を何
とか開発しないといけないと認識しました。
6⽉11⽇

ああ、それは以前どこかで聞いたことが。ただフェニルエチル
アミン系のフロンティアというのもだんだん狭まっていくでし
ょうし、トリプタミン系の物も同様。いずれとも違う別の物に
可能性を⾒いだす努⼒も必要かも。シュルギン博⼠の次世代を
⽬指していく必要があるかと思います。
Louisはかせ6⽉11⽇

はい。⾊々とフロンティアが狭すぎて、以前から試⾏錯誤して
ましたw α-PiHPのように「私にとっては駄作」に思えても、
世間的には名作だったりと、実は商品化の価値があるというパ
ターンがあったりします。私は、「名作以外、売らない」とい
う主義が強すぎたようです。
6⽉11⽇

タール化の原因を思い出せないというか、思い出せるように実
験ノートは付けないといけないでしょう。同じ条件で同じ試薬
を使って同じ反応を⾏っても試薬の出所が異なり、微量の不純
物の組成の違いによって異なる結果になってしまうこともある
かなと思いました。ただ、そのノートが何らかの理由で他⼈の
⽬に触れると反合法故に危険な⾃体に陥るかも。。
Louisはかせ6⽉11⽇

半合法でしたねｗ
Louisはかせ6⽉11⽇

インドールの場合、（CH3)2NHCHO＋POCl3 で、⽔加えると
https://twitter.com/i/notifications
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インドール-CHO になります。
（フェノール類にクロロホルムとアルカリで、C-ホルミル化も
可能ですが、これは使えない⽣成物になる可能性⼤：パラヒド
ロキシベンズアルデヒド）
Vilsmeier 反応は、N置換ホルムアミドと POCl3 で反応する化
合物 [(CH3)2N=CHCl ]+…が、良い親電⼦試薬となり、インド
ール3位等に付きます。ベンゼン核なら酸を使っても出来るの
ですが。
まあ紙の上に書く反応式は⼀⾒簡単そうに⾒えでも、とても⾃
宅キッチン等で出来る様な物は殆ど無いと思いますが。。。
まず、蒸留装置があるなら、カラム（と各種溶媒）やエバポレ
ーターが必要かと。
ケトンのタール化と云えばアクロレインを思い出します。
Кодзі6⽉11⽇

全く新しい物質なら、3,6-ジヒドロキシノルボルナン（ベンゾ
ボラン）やテトラメチレン誘導体などが⾯⽩そうですよ。シュ
ルギンタイプ？のエチルアミン側鎖ではそこそこ活性も出てま
すし。
Кодзі6⽉11⽇

オキシ塩化リンは医薬⽤外毒物であると同時に化学兵器原料に
も指定されているんですよね。下⼿に⼿を出すと公安に⽬を付
けられそう。官憲に⽬を付けられていない新しい物質。興味深
いですが、合成して市場に流すとすると製造コストがネックに
なってペイしない可能性もあるかなと思いました。そのあたり
の詳細は勉強不⾜で判りませんが。。
Louisはかせ6⽉11⽇

tProperty_JP_CB1294732.htm

http://www.

「3,6-ジヒドロキシノルボルナン」で検索すると、
chemicalbook.com/ChemicalProduc… この「3,6-ジヒドロキ
シベンゾノルボルナン」が出てきましたが、これでしょうか？
6⽉11⽇

リン系の原料は、サリン防⽌法では塩素のものが規制済みで臭
素の物が未規制であったりすることも多いです。三臭化リンと
か。
6⽉11⽇

20160412_2/

http://www.

riken.jp/pr/press/2016/… アクロレインで検索したらこんなニ
ュースがありました。
6⽉11⽇

三塩化リンはエフェドリンからいけないお薬を造るのにも使え
る。この場合は三臭化リンでも代⽤可。以前持ってたけど、⽔
に触れるとたちまちバリバリと⾳を⽴てて分解して有毒な臭化
⽔素を発⽣する。こんなものが何故普通物かというと、まあ⾔
ってみれば⾯倒だと⾔うことでしょうね。毒劇として規制し出
すときりがないと。その代わりに⼀般には試薬は売るなと⾔う
ぉまわりの⾃主規制を求める声が隅々まで⾏き届いている。。
L i はかせ6⽉11⽇
https://twitter.com/i/notifications
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Louisはかせ6⽉11⽇

毒劇法は、労働者の安全のための法律なので、あまり⼯場など
で使われない物質は、指定が遅いようです。管轄は厚⽣“労
働”省なので。⼤学とかでよく使われていても、数量的に⼩さ
いと、あまり規制が及ばないようです。
6⽉12⽇

ただ、メチルホスホン酸ジクロリドとか、4-フルオロアンフェ
タミンとか、なぜかこの原則と無関係に指定されるものもあっ
たりします。
6⽉12⽇

アジ化ナトリウムが混⼊事件の直後に死亡者が出たわけでもな
いのに普通物から毒物に特進したのも労働者のための法律とい
う観点からして解せないんですけど。官憲のお⽬に⽌まると規
制の対象になる位に想像しています。
Louisはかせ6⽉12⽇

newsplus/1223181251/

http://

オキシ塩化リンは、この事故のニュースの記憶が印象的で、扱
いたくないです…… mamono.2ch.net/test/read.cgi/…
6⽉12⽇

三臭化リンも浴びれば同様の結果になりそうな予感。
Louisはかせ6⽉12⽇

はい、あれはトルエンやキシレン、酢酸エチルがシンナー乱⽤
防⽌の観点から劇物指定になり、その割にベンゼンが無指定だ
ったりと、薬物乱⽤防⽌の⽬的も担ってたり、⾊々なややこし
い点がありますw
6⽉12⽇

ややこしいというか意味不明な部分が覆いように思えます。。
Louisはかせ6⽉12⽇

薬師寺教授が捕まったみたいで
す。ちょっとあやしい話からは離
脱するかも。
Louisはかせ6⽉12⽇

うわぁぁぁぁぁ… 有能だけど無能！
すごいニュースです。
6⽉12⽇

しかし、MDAという古典的な物をばっちり作るとは、創薬能⼒
はなかったのか、気になります。
6⽉12⽇

仮に創薬していてもガサ⼊れで痕跡量でも違法な物が検出され
ればとりあえず逮捕でしょう。簡易検査でとりあえずご同⾏。
https://twitter.com/i/notifications
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で、詳細に分析されて違法性があればそのまま逮捕。この場合
は違法な物そのものズバリを造ってなおかつ卸してしまったみ
たいですが。合法でも後から違法になって突然屈強な警察官に
踏み込まれる⽇が来るかもね。
Louisはかせ6⽉12⽇

そうですね……3-クロロアンフェタミン製造時にRed-Al使って
しまってアンフェタミンが出来たと推測される件とか、まあ私
も未熟な時代が結構ありましたね。あと、廃液瓶に⾊々捨てる
と、中で未反応の原料が組み合わさって違法薬物になる可能性
もないではないですが、まあこれはこまめに捨てればいいです
ね。
6⽉12⽇

資源ゴミを捨てるときに、試薬の瓶が⼤量に捨てられている
と、内偵の対象になるらしいです。。警察からのお達しを⾒た
ことがあります。
Louisはかせ6⽉12⽇

はい。というか⾯倒なのでカップ麺の容器とかと混ぜて普通の
ごみにしています……
まあ、法⼈化して販売開始した以降は、「営業ゴミ」の袋で出
さないと違法なんでしょうけど。これを理由に逮捕されたら、
みんな笑いますw
まあ、7割くらい⾷品の容器とかの家庭ごみで、残りが事業ご
みなので、どっちの袋か迷いますがw
6⽉12⽇

安全第⼀で宜しく。コストも⼤事だが、安全性を無視したコス
ト削減は駄⽬ですよ。
公開前提と書いてあるが、念の為…私は共謀などしていない・
するつもりは⼀切ありません（キッパリｗ）
警察はそんなに怖くないし、知りあいも居るが、こちらは厚労
省の飼い⽝・トカゲの尻尾みたいなものなので、⼀応⼈格者で
なければなりませんｗ医道審議会の⽅が怖いのです。
Кодзі6⽉12⽇

MPTPやクロコダイルみたいになっちゃう薬も嫌だけど、創薬
中の事故にも気をつけてね
MPTPやクロコダイルみたいになっちゃう薬も嫌だけど、創薬
中の事故にも気をつけてね(・ω・)
とろん

6⽉12⽇

違法な物作るのはイクナイ！と⾔うわけで、私も教唆したこと
になるとアレなので⼀応書き込んでおきます。
Louisはかせ6⽉12⽇

https://twitter.com/i/notifications
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名前が出ていて、 サンプルか何かの授受がある」とされてい
たので、先⽇、あなたに「サンプル要りますか？」と聞いたの
は、あなたからはっきり答えをもらってこのチャットの内容を
多くの⼈に⾒せることで、あなたは⼀線を画してるってことが
はっきりするのではないか、と思ったからです。
創薬中の事故は、まあ⾊々不安です。部屋狭いし。
6⽉12⽇

家庭ゴミは⾊々と話し聞きますが、実際郵便物とかはどうなん
でしょうねぇ。
ロケットとか型で分かりますし。
ピグ太郎6⽉12⽇

パケならば⼤丈夫ですw
6⽉12⽇

あ、すみません。Louisはかせさんかピグ太郎さん、右上の
「参加者を追加」から、@zapabob さんを追加していただけ
ると助かります。
6⽉13⽇

スマホからいつも⾒てますけど、博⼠のおっしゃる項⽬が⾒つ
かりませんよ？
OS古いからかもしれないですけど。
ピグ太郎6⽉13⽇

ここです。
スマホだと、場所が分かりません。
6⽉13⽇

＞医道審議会の⽅が怖いのです。
夫だと思いますw

まあ、匿名なので⼤丈
6⽉14⽇

https://twitter.com/i/notifications
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最近、ふと思ったんですが、私が
以前、α-PiHP塩酸塩を作った時、
塩酸源として塩化⽔素イソプロピ
ルアルコール溶液を使ったため、
もしかすると、図のようにアセタ
ールになる副反応が起きていたの
ではないか？と思い⾄りました。
IPAは嵩⾼いので、本当に図のよ
うな物質ができるのかはわかりま
せん。ただ、もしできていたら、
以前ある⼈に送ったα-PiHPのサン
プルは、こういった不純物が混じ
っていたことになります。正直、
IPAが⽴体障害でこのように反応
するかは未知数ですが、あり得な
くもないので、次から、塩化⽔素
源としてはアルコール類以外の物
を使⽤します（試作は除く）。
6⽉14⽇

医道審議会（厚労省・お上）のやる処分は、昔は薬事に関して
重⼤な違反があり、且つ禁固刑以上になった者だけだったが
（保険調剤関係や名義貸しによる、業務停⽌処分場などが⼤
半）後の薬剤師法⼤改正で、その他の違法⾏為も加えられ
た“道交法とか。ボーガン殺⼈未遂事件が取り消し⼀号だった
様な。それでも起訴され有罪決定より後だったかと。
ところで、チオフェンにメチルアミノプロパンが付いた物も規
制品だったと思いますが、活性があるとは思えない。ベンベン
チオフェン等価変換と云う古い考え⽅もありますが、デパスや
レンドルミンじゃあるまいし。
しかし、破⽚の様なチオフェンのアミノプロパン等に、少しで
も活性があった場合…そこから発展する事もあるのかも。
今や何が禁制品で何が合法なのかも⾒えにくいのですが。
Кодзі6⽉14⽇

くろす某……いやなんでもないｗ
そのチオフェンのはメチオプロパミンでしょうか？ あれはメ
チレンジオキシアミノインダンと組み合わせるといいそうで
す。
6⽉14⽇

でも、なぜあまり活性がないのでしょう？ チオフェンとベン
ゼンのサイズ？ それとも電⼦の陰性・陽性？ チオフェンと
ベンゼンのサイズは、以前調べようとして、ちょっと何Åかわ
からなかった記憶があります。
なお、メチオプロパミンは、チオフェン3位になったものはも
っと強いとか。
https://twitter.com/i/notifications
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6⽉14⽇

hobby/1494107830/529

http://

awabi.open2ch.net/test/read.cgi/… このチャットのログの完
全版を載せました。例の押収品⽬録は印影をぼかしました。
6⽉15⽇

質問ですズラ。
コンサータやリタリン服⽤してる⼈が尿とられると、何か反応
出ますズラですか？
ピグ太郎6⽉15⽇

ブロンくって健康診断⾏ったけど何も⾔われなかったですよ
とろん

6⽉15⽇

そうなんですか。じゃ⼤丈夫そですね。
ピグ太郎6⽉15⽇

もしあるとしたら、肝臓の数値(?)が⾼⽬とか⾔われるかも知れ
ないです。
とろん

6⽉15⽇

お巡りさんの薬物検査はどうなんでしょ？？
ピグ太郎6⽉16⽇

⿇薬じゃないから簡易検査キットじゃ反応しないと思うけど、
じっくり検査されれば検出されると思います
とろん

6⽉16⽇

危険ドラッグ使⽤容疑で、コンサータ服⽤してて誤認逮捕、と
かあるんですかねぇ。
ピグ太郎6⽉16⽇

採尿して鑑定待ち、規制薬物が検出されたら後⽇お迎えが来る
とかかな？コンサータやリタリンだったとしても、⾃分で処⽅
されて無かったら何処から⼿に⼊れたのか⾊々聞かれそう。
とろん

6⽉16⽇

何にしても、家に来られたらアウトなんですねぇ。
ちなみにピグ太郎は、任意出頭の聴取要請をブッチしたことあ
りますが、何にもナシでした。
尿検スルー、押収物から激ヤバ物資が検出。というケースで。
ピグ太郎6⽉16⽇

ターイホだー！(⾚⽂字)
とろん

6⽉16⽇

今でも定期的にマトリックスから電話来ますよ笑
なんか良いネタ無いか？て。マトリックスの成績アップに繋が
る話無いか？て。ほんと、お巡りさんてアレですなぁ。
ピグ太郎6⽉16⽇

数打ちゃ当たるみたいに思ってやってるんですかね・・・⼤変

https://twitter.com/i/notifications
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数打ちゃ当たるみたいに思ってやってるんですかね
(汗
とろん

⼤変

6⽉16⽇

暑い…。こんな⽇は…アパで体温上がって汗だくヨナしたいズ
ラ〜〜。
ピグ太郎6⽉17⽇

室内熱中症にご注意下さい(`・ω・´)ゝ
とろん

6⽉17⽇

この現場系仕事、吐きそになる程度の軽度の熱中症なら、頻繁
になってますズラ。
そういや昔、アパヨナ36時間耐久で脱⽔症になりかけたことあ
るズラ。
ピグ太郎6⽉17⽇

今⽇も暑かったズラ。
そういえば、冷たいヤツは使うと冷たくなるそうズラけど、な
んで冷たくなるんズラ？？
ピグ太郎6⽉19⽇

お仕事お疲れ様です。冷たい奴じゃないけど、体温が出過ぎて
寒く感じる時はありますね。カゼ引いた時と似た状況なんじゃ
ないかなと思いました
とろん

6⽉19⽇

お疲れ様で〜す。
なるほど〜。⾵邪ひいたような、ですか。
脳内や化学的にはどうなってるんでしょうねぇ？不思議ズラ。
ピグ太郎6⽉19⽇

脳内の科学的なアレとかはきっと偉い⼈が説明してくれるズ
ラ。オラは使ったらどう変化が起きるか？と、⾃分に適切な使
⽤量はどの程度か？位しか気にしてないズラ
とろん

6⽉19⽇

おはようございます。
そうですね。
詳しい⽅〜、詳しい⽅〜！
ピグ太郎6⽉19⽇

お客様の中に、ケミカルに詳しい⽅はいらっしゃいませんか〜
とろん

6⽉20⽇

塀の中におられるかとお思います。
Louisはかせ6⽉20⽇

檻の中かぁ〜
とろん

・・・ってえええ(;´д｀)

6⽉20⽇

っていうか、先⽇MDA?MDMA?だかを作って逮捕された⼈の
https://twitter.com/i/notifications
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ニュースやってましたよね。確かに詳しい⼈だわ
とろん

6⽉20⽇

聞けないズラ〜。
ピグ太郎6⽉20⽇

聞いてまねしても⾃爆するだけだから知らない⽅が良いよ。
Louisはかせ6⽉20⽇

ですズラね。
ピグ太郎6⽉20⽇

で、話をもどして、冷たいものを⾷べて冷たくなる時、⼀体全
体、⾝体の中で何が起こってるのズラろうか…。
ピグ太郎6⽉20⽇

末梢神経の凍結。
Louisはかせ6⽉20⽇

チョッと調べてみます。
ピグ太郎6⽉20⽇

末梢神経はなんとなく解り申したズラです。
何で凍結するんでしょうね？
ピグ太郎6⽉20⽇

%E3%81%9B%E3%81%84%E5%89%A4

http://

bsd.neuroinf.jp/wiki/%E8%A6%9A…
Louisはかせ6⽉20⽇

ありがとうございます。読んでみますズラ。
ピグ太郎6⽉20⽇

阻害再取り込みということは、例えば病院で出るNDRIでした
っけ？ それは、緩やかに作⽤する覚せい剤、と思ってもよい
のでしょうか？
覚せい剤は急激に効き、薬効も如実に分かるから、依存を形成
し、覚せい剤病にもなるのでしょうか？
それとも、⼒価が桁違いなのでしょうか？
ピグ太郎6⽉20⽇

hrine%E2%80%93dopamine_reuptake_inhibitor

https://

さあ。。これのことですか？en.wikipedia.org/wiki/Norepinep…
Louisはかせ6⽉20⽇

コンサータがあるのは分かりました。あとは英語で分かりませ
ん笑
ありがとうございます。
ピグ太郎6⽉20⽇

??リタラーですか？アレならクリニック探せば出してくれると
ころもあるかもね。
https://twitter.com/i/notifications
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Louisはかせ6⽉20⽇

いえね、⼀年前からストラテラを少し処⽅され、すぐにコンサ
ータになったんですよ。
リタリンは飲んだことないから、どんなものか分かりません。
お医者さんが⾔うには、病院で新たにリタリンを処⽅するのは
難しい、と⾔われました。
ピグ太郎6⽉20⽇

そうですか。英語は⾃動翻訳でも使ってみれば？教授や博⼠も
論⽂を⾃動翻訳していたみたい。
Louisはかせ6⽉20⽇

チョッと翻訳かけてみますね。
ピグ太郎6⽉20⽇

こんばんみ。
ピグ太郎6⽉24⽇

塩酸塩て、全部、虻できるのでしょうか？
ピグ太郎6⽉24⽇

わからんちん(･ω･)
とろん

6⽉24⽇

出来るなら量が節約出来そう。
とろん

6⽉24⽇

んーところでこのチャットの主さんはどうしちゃったんだろ
う？忙しいんですかね？
￥ori6⽉24⽇

どうもどうも。チャット主は先週位から⾒かけないですね
とろん

6⽉24⽇

⾒かけないですよねー…
￥ori6⽉24⽇

ぱそこん壊れちゃったのかも(汗)
とろん

6⽉24⽇

あー、スマホ持ってないですもんねｗ
￥ori6⽉24⽇

携帯ゲーム機
とろん

6⽉24⽇

確かにスマホかPC無いとツイッターも⾒れないですね(;´д｀)
とろん

6⽉24⽇

壊れただけならいいですが
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￥ori6⽉24⽇

ツイートが再開されればいいですけどね
とろん

6⽉24⽇

そうですねー、無事再開出来れば良いのですが…
最近Skypeでも全くオンラインにならないんですよね。やはり
PC壊れたのかもしれないですねー。
￥ori6⽉24⽇

待ちましょう。元気ならすぐ帰ってくると思います
とろん

6⽉24⽇

そうですねー。気⻑に待ちましょうか。
￥ori6⽉24⽇

AMTがかなり回って来た後に動い
ている物を⾒ると、上の画像の様
な残像現象を体験する事が出来ま
す
この視覚効果を使い、全⾝鏡を⾒
ながら両⼿を動かすことによっ
て、
「ケンシロウの北⽃百列拳ごっ
こ」「ジョジョのスタープラチナ
ごっこ(DIOでも可)」などで楽し
む事が出来ました。
とろん

6⽉25⽇

巧いなぁ…マトリックスのアレですｗ
AMT の⼀般量での視覚変化は、は弱めで、壁紙が泳いでいた
り、にナスカの地上波が現れたりしました。⽬を閉じても眩し
い。多幸⽬的がメインでしたね。ただ寝付けない。
5-MeO-DIPT は⽂字顔⾯⽩く、⼀つ⼀つの⽂字がそれぞれ意志
を持っている様で、結構笑いました。聴覚変化は苦⼿でした
が。(只のDIPT は⾳変化のみ）
2C-I は割と派⼿でした。2-CT-2 が体質的に効きが弱かっので
すが、2CIは普通に効きました、（DOI は視界がジュビリー
（ギラギラ）で、完全に視界が塞がれる程。マツケンサンバの
服ｗみたいなのが視界を…
dragonfly はDOC やDOI に近かったが…派⼿さはないが落ちな
い 弱まって油断すると やはり復活して中々落ちない
度
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い。弱まって油断すると、やはり復活して中々落ちない。⼀度
寝たぐらいでは。発熱もした。しんどい。
2C-T-7 なら意識まで跳ばされる。TVがついてるのか、瞼閉じ
てるのか開けてるのか解らなくなるほど残像。時間も停まった
りします。地球圏外から帰ってこれなくなりそうな気になりま
したｗ（量によりかなり変わります） あと、⾃分が⾦⿂鉢に⼊
った感覚もありましたね。
強調：何れも合法時代でした。
現在、違法です。規制前の思い出。
⻑々申し訳ない。数々の思い出です。メモもあった。AMT や
dragonfly は⾎圧や体温まで計っていました。
私はメチロン規制頃に完全に試薬毒味を⽌めましたが（以降の
新種には、抜けやダメージ強い物ばかりで興味が持てなくて）
今使って捕まる事のない様。⾊んな意味で安全第⼀。
Кодзі6⽉27⽇

ドラゴンフライの配列て、pvpに似てるような感じがするのは
気のせいですかね？
ピグ太郎6⽉27⽇

これは多分、DOB に似た物だと思います。2,5-ジメトキシ（２
つのジメトキシ部＝-OCH3 部分に何らかの付加〜閉環反応が
起き、五⾓形（フラン環）になって活性が上がったと考えるほ
うが⾃然だと思います。（ベンゾフランもそんな感じかも。実
際、作⽤時間も特性も似ています。DOB はしらないのです
が、DOM 同様、⾎管収縮で脚切断とか多かった。LSDの偽紙
としても出回った。
Кодзі6⽉28⽇

なるほど…て、ほとんど分かりませぬ…涙⽬
ピグ太郎6⽉28⽇

いえ、そんなに難しくないです
よ。図形を⽐較すれば解り易いで
す。（図は 3C-Br-dragonfly )レセ
プターは、所謂鋳型みたいな物な
ので、
そこに嵌まる物質として、直鎖
の-OCH3 よりも、環を巻いて五
⾓形（フラン）になった物の⽅
が より強く作⽤する＝活性が強
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が、より強く作⽤する＝活性が強
かったと云うだけの話で。こうい
う事は複素環化合物にはよくあり
ます。
2C-B にも閉環体がありましたね
（2C-B fly でしたっけ未経験です
が）
最近では偶然なのか、-NBOMe 体
に縮合させ⾼⼒価になった物質が
多い(2C-I→25I-NBOMe の様な）
ですが、
これはα-メチル体（アンフェタミ
ン型）では何故か活性を⽰さず、
PEA体（β-フェニルエチルアミ
ン）でないとか謎（確証無し）

Twitter / 通知

Кодзі6⽉30⽇

次がDOB です。基本⾻格が同じ
α-メチル付きで、そこはアンフェ
タミン同様です。パラ位にハロゲ
ンがある事が解ると思います。フ
ラン環は巻いていません。
ところでここの主は、本当に捕獲
されてしまったのでしょうか？そ
れとも病院？
まあ個⼈が⾃宅で有機合成で物質
を合成するなんてとても無理な
上、反応中の事故や廃棄物⽣成物
等で、健康被害起こすと訴訟沙汰
になるだけだから、そんなハイリ
スクな商売するなとは⾔ったので
すが…まぁ、⽣きてりゃいいとす
るか。
Кодзі6⽉30⽇

なるほどケミカルは不思議( ´△｀)
とろん

7⽉1⽇

ふむふむ。⾊々な変異をきたすものなんですねぇ。
博⼠ですが、突然⼀カ⽉くらいネッツから居なくなる時ありま
すので、忙しいんやないでしょかねぇ？
https://twitter.com/i/notifications
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ピグ太郎7⽉1⽇

とりあえず帰ってくるのを待ちましょう(･ω･)
とろん

7⽉1⽇

覚醒剤（メタンフェタミン）は注射直後に体中が寒くなること
から「冷たいの」と呼ばれていますが、それはしばらくすると
収まり、次は通常より体温が上昇します。エフェドリンの作⽤
と同じです。摂取直後の冷感は、おそらく⾎管収縮や産⽑が逆
⽴つことと関係があるかと思います。
7⽉4⽇

まだ、本調⼦ではありません。PCも、結構前の機種にSSDが
はまってるタイプなので、壊さないように換装するのが⼤変
で。
7⽉4⽇

おかえりなさいませー
とろん

7⽉4⽇

おかえりなさいズラ〜〜
ピグ太郎7⽉5⽇

⼼配しておりました。良かったですー！
￥ori7⽉5⽇

SSDは何とかなりました。というかネットの分解体験談⾒ない
と絶対壊してた……
7⽉6⽇

沙耶（ケミィちゃんの店）の件をタレこむとか……w ＞なん
か良いネタ無いか？て。マトリックスの成績アップに繋がる話
無いか？て
7⽉6⽇

%E3%81%9B%E3%81%84%E5%89%A4

http://

未だに、「⼝渇」が「狡猾」と書かれているw ＞
bsd.neuroinf.jp/wiki/%E8%A6%9A… …
7⽉6⽇

「阻害再取り込みということは、例えば病院で出るNDRIでし
たっけ？ それは、緩やかに作⽤する覚せい剤、と思ってもよ
いのでしょうか？
覚せい剤は急激に効き、薬効も如実に分かるから、依存を形成
し、覚せい剤病にもなるのでしょうか？
それとも、⼒価が桁違いなのでしょうか？」について、解説し
ます。
7⽉6⽇

https://twitter.com/i/notifications

要するに、メタンフェタミンとメチルフェニデートの違いです
ね。確かにメチルフェニデートはメタンフェタミンよりも弱い
です。ヒロポンは1錠あたりメタンフェタミン塩酸塩が1mg
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です。ヒロポンは1錠あたりメタンフェタミン塩酸塩が1mg、
リタリンは1錠あたりメチルフェニデート塩酸塩が10mg、ちな
みに昔あったゼドリン（武⽥）は1錠あたりアンフェタミン硫
酸塩が2mgだったと思います。
7⽉6⽇

ただし、ヒロポンは終戦直後に薬局で売っていた時代の説明書
を読むと、1錠だけで服⽤するのではなく、何錠かまとめて服
⽤するものとされていたので、リタリンと⼒価の差は10倍もな
い気がします。とはいえ、堕落さん（リタリンを⽔に溶かして
注射してた⼈）の体験を読む限り、リタリンのラッシュはメタ
ンフェタミンのラッシュよりも弱いようです。なので、単に
「リタリンを多く摂ればメタンフェタミンに匹敵する」という
わけではなく、どこかで頭打ちになると思います。
7⽉6⽇

また、メチルフェニデートとメタンフェタミンの差は、メタン
フェタミンがドーパミンとノルアドレナリンの両⽅を強く賦活
するのに対し、メチルフェニデートでは「治療量では交感神経
刺激症状は起こらない」とされているなど、ノルアドレナリン
作⽤は弱く、ほぼドーパミン作⽤が中⼼であるという点に特徴
があります。この事は、メチルフェニデートの⽅が、メタンフ
ェタミンよりも、⼼⾎管系に負担を掛けない、医療⽤として優
れた覚醒剤だと⾔えることになると思います。
7⽉6⽇

そして、覚醒剤精神病は、ドーパミン神経が⻑期間、⾼濃度の
ドーパミンにさらされて（感作という）、「D2ハイ」と呼ばれ
る変質した状態になることによって起きます。なお、この状態
になるかどうかは、本⼈の体質が関係しています。近親者に統
合失調症の患者がいる場合はなりやすいです。本⼈が統合失調
症の場合は勿論です。
7⽉6⽇

基本的に、アンフェタミンやメタンフェタミンのようなドーパ
ミン放出剤でも、メチルフェニデートやコカイン、MDPVやブ
プロピオンのようなドーパミン再取り込み阻害剤でも、ドーパ
ミン神経の周りに⾼濃度のドーパミンがある状態を引き起こせ
ば、覚醒剤精神病の引き⾦となりえます。ただ、ブプロピオン
のような弱いタイプのドラッグの場合はなかなか起きません
し、MDPVやメタンフェタミンのような強いタイプのドラッグ
では、普通に起きうる、という事です。
7⽉6⽇

要するに、リタリンは⼤量摂取してもドーパミン作⽤がある⼀
定レベルで⽌まりますので、メタンフェタミンよりも覚醒剤精
神病を誘発しにくい、と⾔うだけです。ただ、過去にはリタリ
ン乱⽤者が殺⼈・放⽕した例などもあり、覚醒剤精神病の原因
になることは間違いありません。

https://twitter.com/i/notifications

で、「塩酸塩て、全部、虻できるのでしょうか？」について解
説します
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説します。
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7⽉6⽇

これはですね……元の物質の沸点が絡んできます。例えば、
MDPVの塩酸塩、コカインの塩酸塩は炙っても焦げると⾔われ
ています。なので、MDPVやコカインは、フリーベースにして
から炙るようです。ただ、MDPVはただフリーベースを炙るの
ではなく、その時使った重曹⽔をそのまま加熱し、⽔蒸気蒸留
のような形を取るのではないか？とも思いますが、よく分かり
ません。フリーベースを沸点まで加熱すれば熱分解する気がす
るので、ここら辺は推測です。
7⽉6⽇

なお、塩酸塩は、各種の塩の中で、最も炙りに向いている塩だ
と思います（炭酸塩とかマイナーな物は除く）。例えば硫酸ア
ンフェタミンは炙れませんし。
7⽉6⽇

ドラゴンフライとPVPが似ているのってのは、私としては意外
ですが、まあ、アンフェタミン⾻格の部分だけは似てますねw
「まあ個⼈が⾃宅で有機合成で物質を合成するなんてとても無
理な上」 えーと、薬師寺教授……
7⽉6⽇

DOBとかの画像を⾒て思うのは、β位にメチル基、またはジメ
チル基が付いている場合の活性はどうなのだろうという点で
す。例えば、MDMAやメチロンの、β位がメチルまたはジメチ
ルの場合ですね。実は、「ジメチルはケトンと⽣物学的等価体
（ただし脂溶性は向上）」という創薬業界での法則があるので
す。ただ、ジメチルではなくただのメチルの場合はどうなの
か、ちょっとわかりません。ジメチルにするのは⾊々と難しい
（私はある⽅法でやったけど）けれでも、ただのメチルなら、
MDMAの原料のピペロナールをMDアセトフェノンに変えれ
ば、ある程度簡単に作れそう。
7⽉6⽇

ちなみにジメチルはケトンの脂溶性向上型等価体ですが、脂溶
性そのままの等価体として、オキセタンというものがありま
す。しかし、あまりにも難易度が⾼くて合成⽅法は不明……
7⽉6⽇

458.html

http://

medchem4410.seesaa.net/article/
145637… ジメチルとかオキセ
タンがカルボニルの等価体になる
という話です。
7⽉6⽇

https://twitter.com/i/notifications

mmodity/P1409/

http://www.

tcichemicals.com/eshop/ja/jp/co… ジメチル型を求めるなら、
このフェニルイソ酪酸に、アルキルリチウムを使ってケトンを
作ります。アルキルリチウムは、n-ブチルリチウムは売ってい
ますし 空気中で発⽕することもないので まあ安全にでき
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ますし、空気中で発⽕することもないので、まあ安全にでき
た？です。ただ、コツがあって、これだけじゃなくて収率向上
のための試薬を添加します。⾼い…… で、ブチルリチウムを
使うと、α-PVPの⻑さ（再取り込み阻害剤として最適）よりも
⼀つ⻑い、α-PHPの⻑さになってしまうのですが、かといって
プロピルリチウムはあまり売ってないのでちょっとそこは妥
協、と。なぜかというとアルキルリチウムは、グリニャール試
薬と違って溶媒によって分解しやすく、物によっては試薬とし
て売れない短寿命の物があったりするからです。「会合」とい
う現象が理由のようです。
7⽉6⽇

で、それで私は以前何かを作った記憶があるのですが、当時の
資料が今⼿元にないのでちょっとあやふやな記憶を元に書くわ
けには…… ただ、「できた物を吸煙すると、ちょっと⼼臓に
嫌な変化が」という記憶があり、微量吸って以来試していませ
ん。気のせいかもしれません。ただ、その時私は、このタイプ
のドラッグはPVPのようにピロリジン環にすれば最強なのだと
思っていたのですが、シブトラミンの構造活性相関を⾒ると、
もしかすると、第三級アミンではなく第1〜2級アミンにとどめ
ておくべきなのではないかという可能性も考えうるのです。と
いうか、これに気付いていれば、もっとマシな物が作れたは
ず…… たとえばペンテドロンやヘキセドロンのケト基をジメ
チルで置き換えた物とか。
7⽉6⽇

シブトラミンも、このジメチルの部分がトリメチレンになって
はいるものの、かなり形は似ているので、構造活性相関的には
何か関わりがある数です。
× ある数です

○

あるはずです。
7⽉6⽇

昨⽇の等価体の話、こちらのファ
イルをチェックしたら、計画して
たのはこれでした。という事はシ
ブトラミンの構造からすれば⾏け
るはず…… ただ、量も少なかっ
たですし、ちょっと⼤事を取って
摂取は控えます。あまり実例があ
る構造でもないですし。
https://twitter.com/i/notifications
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7⽉7⽇

loroketamine.html

https://

eurochems.net/2-fluorodesch… ある⽅から、こういう
新型ケタミンがある事を教えてい
ただきました。私はこれ系には疎
いのですが、まあ普通に誰でも考
え付くアナログですね。
7⽉7⽇

854.html

http://

medchem4410.seesaa.net/article/
163121… おそらく、今回はこ
の「芳⾹環2位にフッ素が付くと
脂溶性が下がる」という法則は当
てはまらない気がします。酸素原
⼦がフッ素から4炭素離れていま
すので。
7⽉7⽇

ケタミンの塩素をフッ素または臭素に変えた場合、と⾔うのは
まあ誰でも思いつきますが、特にフッ素にした場合は、炙り性
が⾼くなるので乱⽤シーンが拡⼤するでしょうね。
7⽉7⽇

ケタミンなんか炙ったら死んじゃうぅぅぅ
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉7⽇

えーと、喉が？ エフェクトで？
7⽉7⽇

しかし、6⽉2⽇に発送したサンプルの件、本スレでさっぱり
「サンプル発送した」といういつもの報告をしていないことに
気付き、ちょっと多忙にしても限度があるだろという⾃⼰突込
み中。
7⽉7⽇

で、某エロ漫画家の⼈からは全く「サンプル下さい」という依
頼が来ず、落胆しつつ、今は未精製の「P4」しかないので、純
⽩の「P4」が出来てからの⽅がいいかな……とちょっと安堵し
てもいたり。
7⽉7⽇

数々の疑問に答えてくれて、ありがとうございますズラ〜
ピグ太郎7⽉7⽇
https://twitter.com/i/notifications
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コンサータ服⽤を警察に疑われる可能性を懸念してるのでしょ
うか？ ⼀応、警察はきちんとした錠剤の形になってるものは
普通にスルーすると思います。しかも、ちゃんと処⽅箋がある
ならなおさら。
7⽉7⽇

次、「P4」の酢酸塩か何かを再度サンプルとして配布する可能
性があります。塩酸塩だと、以前から懸念していた⽔酸基の塩
素化体の副⽣の懸念がどうしてもぬぐえず、であれば酢酸塩か
何かにしようと思いついたので。実売前に⼀度酢酸塩のサンプ
ルを配布しようかと考えています。
7⽉10⽇

粗製P4は塩酸塩タイプなのでしょうか？
酢酸塩タイプになる事で上記に書かれている問題が解消され、

より良い物になると、そういう認識で合っていますでしょう
か？
とろん

7⽉10⽇

はい。「粗製P」も「粗製P4」も塩酸塩でした。ただし、酢酸
塩に出来るかどうかは分かりません。今まで、数多くの化合物
を開発してきましたが、すべて塩酸塩でしたし、酢酸塩にする
と、吸湿性などの問題が⽣じる懸念もあり、理論通りにうまく
いくかはわかりません。
7⽉10⽇

ありがとうございます、期待しつつ続報を待ちたいと思いま
す！
とろん

7⽉10⽇

なお、配布量は、感想とかを多くいただいた⽅・公開レポをし
ている⽅に多めにする予定ですw （とはいえ、前回の凍結
で、せっかく頂いた感想を消失してしまった事については申し
訳なかったです）
7⽉10⽇

https://

twitter.com/UZIlWktOKLrgxTL こんな⼈からフォローされたw
7⽉12⽇

エリミンほしい…
あっ公開チャットだったここｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉12⽇

クリスタルメスマンさんなら、なんか売ってそうな雰囲気はな
いでもないけど、でもちょっと紹介することはしない。
7⽉12⽇

https://twitter.com/i/notifications

私のサイトのトップページと「みんなで作る⽤語集」は、ずっ
と前から 荒らしが⼤量投稿したためにデ タベ スがおかし
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http://

と前から、荒らしが⼤量投稿したためにデータベースがおかし
くなって編集も削除もできない状態が続いていましたが、やっ
と外部サイトに移設しました。 wikiwiki.jp/drugs/ ドラッグ
に関係する⽤語を、⾃由に投稿してください。なお、投稿され
た内容は、私のサイトの⽤語集にいつか組み込みます。
7⽉12⽇

えーと、ある⽅から「2,3-MDMAが欲しい」という打診を頂き
ました。3,4-MDMAと違って、ピペロナールという天然物を原
料に出来ないので、⾮常にコストが⾼く、理論倒れの化合物だ
と考えているのですが、もし、なんとか安価に2,3-メチレンジ
オキシ基を作る⽅法があれば現実的な検討も可能になるので、
情報があればお願いします。
7⽉12⽇

%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%8B%E3%83%AA%E3%83%B3

mmodity/H0262/

http://www.

https://

ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA…
tcichemicals.com/eshop/ja/jp/co… なんか、オルト-バニリン
という試薬が予想外に安かったです。2,3-メチレンジオキシ基
というと、あまりにも効果というイメージがあったのですが、
全くそうでなかったです。調べてみて気付きました。
7⽉12⽇

ただ問題は、これに3,4体が混⼊してる可能性で……うーん、
どうなのかな。天然原料由来なら、その植物が2,3体のみ作っ
てることが明らかなら、いいのだけれど…… 段数の低い蒸留
装置で蒸留して3,4体をより分けてるなら、結構不安です。
⼆つ上の私の発⾔が、きちんと⻘枠内に表⽰されてません
ね……ツイッターのバグですね。
7⽉12⽇

で、「バニリンからMDMAを作る法」を参考に、オルトバニリ
ンを2,3-メチレンジオキシベンズアルデヒドに出来るはずなの
ですが、バニリンを塩化アルミニウムや臭化アルミニウムで脱
アルキル化する作業があるのです。こういうフリーデル・クラ
フツ反応に適した環境だと、「転位」という反応が起きうるの
ですが、もし⽔酸基が⼿にしたら3,4体ができるのでえらいこ
とに…… ただ、アルキル基やアシル基以外は転位しないので
あれば、⼤丈夫なのですが……
7⽉12⽇

後でアレゲ化学さんに聞いてみます。
7⽉12⽇

ちなみに、ケタミンとかメトキセタミンって苦かったです
か？ ＞ケタミンなんか炙ったら死んじゃうぅぅぅ
いや、さっき「PCP系で無味の物質があった」という事をある
⽅から聞いたので。
7⽉13⽇

味は酸 ぱ
https://twitter.com/i/notifications

感じかな
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味は酸っぱい感じかなぁ
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉13⽇

あ、なるほど、苦くはないのね。
7⽉13⽇

スニりまくっても⿐痛くなかったから刺激性もあんまりないと
思う
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉13⽇

スニッフして3分で意識混濁したから炙ったりしたらその場で
倒れるのではと思って死んじゃうって書いた
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉13⽇

そういえば「エチルアミン塩酸塩」を舐めた時も苦くはなく、
わずかに酸っぱい感じだったので、確かにアミン類でも苦くな
いのがあるのは分かる。
意識混濁はケタミン？メトキセタミン？
7⽉13⽇

メトキセタミン
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉13⽇

なるほど。それがハーブだったら、消⽕が終わらないうちに倒
れて、⽕災になったり。
7⽉13⽇

DXMのめっちゃ回りが早い感じかなぁ
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉13⽇

というかあなたの場合、ジッポーだから、アルミホイルやガラ
スパイプで炙っても⽕災の危険が……
うーん、なるほど、⿇酔系は炙りに不適か……
7⽉13⽇

昔、ヒロポン時代に、ためしに睡眠薬を静注した⼈がいて、そ
の⼈は背もたれがない椅⼦に座ってて、後ろに⽕鉢があったの
で、静注直後に意識を失って背中が⽕鉢についたままになり、
⼤やけどをしたという話があったらしい。
7⽉13⽇

⿇酔系静注もたいがいヤバいかとｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉13⽇

マイケル・ジャクソンとかもそれで死んだし。
7⽉14⽇

https://twitter.com/i/notifications

無⽔塩化アルミニウムが、今後、劇物指定になる可能性があり
そうです 国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所のまとめた報告でそう書
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youkaindex.html

youka/2015/7440-70-0.pdf

http://www.

http://www.

そうです。国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所のまとめた報告でそう書
いてあります。 nihs.go.jp/law/dokugeki/h… 、
nihs.go.jp/law/dokugeki/h…
7⽉15⽇

まあ、これが指定されても臭化アルミニウムを買えばいいんで
すが、⾼い……w
まあ塩化鉄とか塩化ジルコニウムとか塩化ビスマスとか⾊々あ
るからあまり⼤した問題ではないですw
7⽉15⽇

【報告】「P4」の酢酸塩化計画は失敗です。再挑戦はせず、
「P」シリーズは塩酸塩で⾏きます。
7⽉16⽇

塩酸塩ですとぉ
虻できますズラな。
ピグ太郎7⽉16⽇

臭化⽔素酸塩とかはどうなの？
Louisはかせ7⽉16⽇

私が、なぜ塩酸塩ではなく酢酸塩にすることを思い⽴ったかと
いうと、「P」や「P4」の構造は、⽔酸基が含まれており、⽔
酸基は塩酸と⻑時間の加熱によって塩素に変わってしまうこと
が知られています。そして、「P」などの⽔酸基は、「ベンジ
ル位」という、通常よりも化学変化しやすい位置にあります。
そのため、普通に反応の後処理をしているだけでも、ある程度
塩素化体が出来ているのではないか？と疑っていました。そし
て、この塩素化体は、もしかすると「塩化ベンジル」という刺
激性の化学物質と同様に、体に有害なのではないか？と、私は
憶測したのです。そこで、塩酸などのハロゲン系の酸ではな
く、硫酸、酢酸、マレイン酸、クエン酸、リン酸などの酸を代
⽤に⽤いることを思いつきました。⼿っ取り早く酢酸でチャレ
ンジしたのですが、⾊々と難しい点があったため、断念しまし
た。
7⽉16⽇

勿論、塩酸塩のままにすると、私の懸念している有害な構造の
物質が⽣じかねません。しかし、そもそも胃液は薄い塩酸であ
ることと、「P」の酢酸塩を内服した場合、胃液の塩酸と反応
して同じ構造の有害化学物質が微量⽣じる可能性もあるので、
「どうせ酢酸塩でも、内服して胃酸と触れれば同じ」とも考え
られます。また、同様の構造の医薬品が、胃酸と反応して塩素
化体になると体に有害になるという問題は、私の知る限り、ほ
とんど聞かないため、おそらくそれほど⼤きな問題ではないの
だろうと考えました。
7⽉16⽇

酢酸塩にする作業のどこに問題があったのかというと、途中ま
では「溶液（MTBE）にヘキサンを注いだらしっかり⽩濁が⽣
https://twitter.com/i/notifications
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じたので、結晶が析出した」と認識し、喜んでいたのですが、
しばらく放置して容器を⾒ると、株にドロドロの液体が沈殿し
ていました。⼀時的に結晶化（⽩濁）したものの、最終的には
ペースト状になってしまうのです。ヘキサンの追加、その後、
溶媒部分を捨てて再度ヘキサンで洗い流すなどの⾏動を試みる
も、ペースト状の部分は、ガラス棒でひっかいても固体化しま
せんでした。これのにおいを嗅ぐと少し酢酸臭がしたので、酢
酸は過剰です。なぜこうなったのかわかりませんが、推測とし
ては「酢酸が吸湿していた」「酢酸が過剰だった」「製造時の
不純物が結晶化を妨げた」「もともと常温では液体の塩」など
があり得ます。なお、酢酸投⼊前の原液は硫酸マグネシウムで
乾燥させました。
7⽉16⽇

私にとって、最も予想外だったのが、「塩酸塩にする時と違っ
て、溶液のpHを試験紙で確認しながら、酸が⼩過剰になった時
点で酸の添加をやめる」という⼿法が不可能だったことです。
例えば、「塩化⽔素IPA溶液」を使⽤して塩酸塩にする場合
は、塩化⽔素が⼩過剰になった時点で、pH試験紙は真っ⾚にな
って、明⽩に完了時点を知らせてくれます。しかし、今回の酢
酸の場合は、pH試験紙は明らかな変⾊を呈せず、酢酸が過剰な
のに中性に近い⾊合いを⽰し、全くバロメーターになりません
でした。ちなみに、液に付けた試験紙に息を吹きかけると、揮
発した酢酸のためか、濡れてる部分と乾いている部分の境界が
ピンク（酸の⾊）にうっすらと変わりますw このように、酢
酸は弱酸であるため、pH試験紙によってその過剰を知ることが
難しいのですが、これほどとは思いませんでした。
7⽉16⽇

もしかすると、酢酸を過剰ではなく等量だけ投⼊していれば、
きちんと固体が⽣じていた可能性もありますが、ちょっと⾯倒
なので再挑戦はしません。また、マレイン酸などの固体の酸も
ありますが、これも固体なので添加が⾯倒ですし、今試す時間
はありません。有機酸による塩を作る試みは、時間の都合で中
⽌し、塩酸塩にすることに確定しました。
7⽉16⽇

というわけで、残念ですが「粗製P4酢酸塩」の配布は中⽌で
す。その代わり、「P」の本格製造に⼊ります。この夏に売り
出すのは「P」と「P4」のどちらにするかずっと迷っていまし
たが、なんとなく、「P」にすることにしましたw なお、
「粗製P4」配布対象者の⽅からの反対意⾒があれば、再考しま
す。
7⽉16⽇

お疲れ様です。あ〜何かだるいなぁ。ご褒美の丸善のアクセス
権の代わりにブ○ソ１年分くれたらうれしいと思うんだけ
ど。。
Louisはかせ7⽉16⽇

https://twitter.com/i/notifications
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出来ません。私が去年12⽉からずっと「P」の炙りを試して、
「これは炙り困難だ」と結論付けています。ただ、「炙り」で
はなく「葉に吸着させたものを喫煙」するなら、ガラスワンヒ
ッターで何とか成功しました。しかし、活性炭フィルターがす
ぐ詰まります。 ＞虻できますズラな。
えー、医薬品の譲渡は、法律上……いや、これ⾔うとノエルさ
んの件が……
うーん、臭化⽔素も、塩化⽔素以上に、⽔酸基をハロゲン化さ
せる⼒が強いと思います。 ＞臭化⽔素酸塩とかはどうなの？
7⽉16⽇

何かそんなに⽔酸基が⾯倒ならアセチル化しちゃったら？
Louisはかせ7⽉16⽇

アセチル化ですか？ それは、出荷前の⼀時的な？ それとも
そのまま製品として？
7⽉16⽇

さあ？ものにもよると思うけど。実験してみないとなんとも⾔
えませんなぁｗ
Louisはかせ7⽉16⽇

無⽔酢酸は特定⿇薬向精神薬原料だけど塩化アセチルはノーマ
ーク。これを使えばアセチル化できます。まあ調べればすぐに
判ることですが。
Louisはかせ7⽉16⽇

アセチル化って無⽔酢酸が必要なんでしたっけ？
あ、なるほど。
7⽉16⽇

まあ、私がなぜ、「塩素化された有害物質」の存在が気になっ
たかというと、サンプル配布後に「味がピリピリする」とか
「⼤量服⽤したらおなかが痛い」という意⾒を聞いたからで
す。私は、⽔に溶かして、それを注射器で測って飲んでるの
で、粉の味を確かめたことはありませんでしたが、塩化ベンジ
ルに似た構造が⽣じてたなら、ピリピリするのもわかるので
す。
7⽉16⽇

ただ、依さんのPDFレポートを⾒ると、「2回⽬の摂取はなぜ
かピリピリしなくなった」とあるので、もしかすると、単に過
剰の塩化⽔素のせいかもw そして、すみっこさんの腹痛は、
とっくにサンプルがなくなった今も続いているので、多分「粗
製P4」のせいではなかったですw というわけで、「⽔酸基が
塩素化された有害物質」は私の幻想である可能性もあります。
とはいえ、酢酸塩というものを、⽣まれて初めて作ろうとし
て、失敗した経験は、とても有益でした。
https://twitter.com/i/notifications
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7⽉16⽇

薬理活性に影響がないようならもう⽔酸基なんて取っちゃえば
いいんじゃない？
Louisはかせ7⽉16⽇

さて、先ほど、久しぶりに「粗製P4」を10mg相当量、飲みま
した。ここのところ、ずっと飲んでませんでした。
あああ、それやると、とんでもない駄作になりそうな…… お
そらくかなりダメなドラッグになります。
半減期が⻑くなり、眠れなくなるかも。⽔酸基がないと代謝の
とっかかりがないので。
7⽉16⽇

ふ〜ん。そうでつか。なかなか難しいですなぁ。
Louisはかせ7⽉16⽇

というか、この⽔酸基取るには、結構難易度の⾼い還元操作が
必要で……私の現在の状態だと、事故の危険があるので……
7⽉16⽇

意図的に⽔酸基をハロゲン化して、エフェドリンからクリスタ
ル作る要領でできないのかな。
Louisはかせ7⽉16⽇

では、今後「P」の商⽤⽣産に向
けて頑張ります。
7⽉16⽇

えーと、それが私にとってレベルが⾼いんです。ヨウ化⽔素酸
とか、強い還元条件とか、結構私の慣れないものです。
7⽉16⽇

まあ、⽔酸基を無くしたら炙れるようになるかも？
7⽉16⽇

「P」系は製造⾃体は⾮常に簡単です。難点は原料の価格、そ
して精製の難しさです。ここで、製造に、難易度の⾼い⽅法を
持ち込むと、私の事だから、数か⽉かかってやっとものにする
⽻⽬になって……
https://twitter.com/i/notifications
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まあ、⽔酸基外せば、沸点が下がるので減圧蒸留で楽に精製で
きるようにはなるかも？
7⽉16⽇

⽔酸基をアセチル化すれば極性が下がって有機溶媒への溶解度
も上がりそうだけどこの場合薬効はどうなんだろ。モルヒネは
アセチル化すると脂溶性が上がって作⽤が強まるけどこの場合
にも同様のことが⾔えるのかな。
Louisはかせ7⽉16⽇

うーん、フェノール性⽔酸基と、脂肪族⽔酸基で違うかも……
7⽉16⽇

そういえば以前、「ジアセチルドーパミン」という薬物は、静
注すればかなり強いドラッグになるかも？と思ったんですが、
ケミ速（フェンタニル）⽒という薬理学に詳しい⼈に、「俺も
昔考えたが、机上の空論だ」とか⾔われました。
あ、これから出かけるので返事は後になります。
7⽉16⽇

なお、さっき作った酢酸塩は、MTBEにもよく溶け（ただしヘ
キサンを注ぐとすぐ⽩濁し、その後ペースト状沈殿する）、ま
た⽔にも極めてよく溶けます。MTBEに溶けるなら、脂溶性が
⾼くなってるので⽔溶けは悪いだろう、と思ったらそんなこと
はなかったですww
7⽉16⽇

で、ＭＴＢＥって昔扱ってたけど独特の臭いがあるから近所か
ら苦情が来たりしないのかな？と疑問に思いました。
Louisはかせ7⽉16⽇

もったいないですが、この酢酸塩は捨てます。まあ、もう⼀度
フリーベースにして塩酸塩にすることもできるのですが、そも
そも今回の製造においては、⾊々ミスが重なって不純物が多く
なってしまったですし、これを塩酸塩にしても、「⽔に溶かす
と肌⾊になるドラッグ」しかできないので、ちょっと品質的に
はまずいです。
7⽉16⽇

肌⾊って。。ちょっと危ないんじゃない？何が混じっているか
謎です。
Louisはかせ7⽉16⽇

量としては、6⽉2⽇に皆さんに配ったサンプルの合計と、同量
かそれ以上あります。ただ、「着⾊してる品質の悪い物」を、
実売に回すのはやはり避けたいので、あきらめて転⾝します。
× 転⾝

https://twitter.com/i/notifications

○

転進

MTBEは確かに臭いはしますが、部屋の中だけでしか臭わない
と思います さすがに 窓の外までは
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と思います。さすがに、窓の外までは……
7⽉16⽇

おそらくグリニャール反応の副産物とか、過剰な原料とか……
なお、グリニャール反応については、「ジグリム」を少量添加
するだけでかなり副反応が抑えられると分かったので、今後は
改善できます。
なんか、久々に飲んだ「粗製P4」のせいか、出かけるはずなの
に、⽂章が⻑⽂に……そろそろ終わります。
7⽉16⽇

えーと、「粗製P4」を久々に飲んだせいか、買い物中にちょっ
と⼼臓に痛みが⽣じました。依さんが2、3⽇前感じたものの、
軽い版です。これが、主成分によるものか、不純物によるもの
かはわかりません。ただ、これを受けて、やはり最初の商⽤製
品は「P」の⽅にする⽅針を強めました。
7⽉16⽇

と⾔っても、私はP系を飲んで外出するという経験をあまりし
ておらず、今回の外出時の⼼臓の痛みも、「P」であっても⽣
じた可能性はあります。ただ、今更⽐較する時間もありません
し（⼿元には「P」の在庫もない）、そもそも、この種の物は
市場では「危険ドラッグ」と呼ばれるので、まあ、安全性確認
もほどほどにしますw
7⽉16⽇

昨⽇のアセチル化の件ですが、もしかするとアセチル化すると
沸点が下がって減圧蒸留可能になるかも？ だとしたら、アセ
チル化して蒸留して、再度加⽔分解した物を最終製品とする⼿
もないではないですが……
7⽉17⽇

まあ、「昇華精製」という奥の⼿もあるので、⽔酸基のままこ
れをやる⼿もありそうです。
7⽉17⽇

粗製P4酢酸塩バージョン開発中⽌は残念です、でも現状の粗製
P4も普通に使いやすいので個⼈的にはこっちもあれば嬉しいで
す。
アップ屋のEP-3.4
とろん

7⽉17⽇

EP？
7⽉17⽇

3,4-CTMPの話ですかね？
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉17⽇

すみません。寝ぼけてコメントを書いたみたいです。今の無し
https://twitter.com/i/notifications

78/281

Twitter / 通知

2017/10/29

でお願いします
とろん

7⽉17⽇

しかし、LAHのクエンチ後のエマルジョン対策についてはかな
りノウハウが存在するのに、グリニャール反応後のエマルジョ
ン対策については、あまり知られていないので、さてどうした
物かと、いつも悩みますw 通常、グリニャール反応の⽣成物
はアミン以外であることが多いので、塩酸でクエンチして、⽔
溶性の塩化マグネシウムにすれば分液であっさり除去できるん
ですが、⽣成物がアミンだと、当然この操作で⽔層に⾏ってし
まうので、アルカリ性にしなければならず、⽔酸化マグネシウ
ムのエマルジョンで悩まされます。キレート剤という⼿も考え
られますが、EDTAはマグネシウムに対する親和性が弱いので
多分無効です。
7⽉17⽇

ocol/log.pdf

http://www.

dojindo.co.jp/technical/prot… 各種キレート剤の元素に対する
親和性はこちら。EDTAはアルミニウムに対してはそこそこ効
くっぽいので、アルミニウム系還元剤のクエンチの際は有効か
も？
7⽉17⽇

なお、グリニャール反応後、セライト濾過する⼈もいる、とい
う話をネットで⾒つけました。セライト、⼀度詰め⽅が下⼿で
ボロボロと抜けが⽣じた経験があってから、嫌になってやって
ないですね……まあ、これまで何回もグリニャールをアルカリ
性でクエンチして、試⾏錯誤しながら分液してきたので、なん
とか⾏けるさと希望を持っていますw
7⽉17⽇

謎の半合法ドラッグメーカー …
@UZIlWktOKLrgxTL 同県ってど
こなんでしょう？ｗ
いや、買いませんが。

b/status/885724216854630400

https://

上で貼ったエリミンの⼈に、
twitter.com/JapaneseDrugLa…
こういう質問したら、返答なしで
フォロー外されたw なお、プロ
フィール欄に「同県の⼈は⼿渡
し」とか書いてあったんだけど、
今は消えてる。
7⽉18⽇

あ、ここの皆さんの中に、4-フルオロアンフェタミンと4-フル
オロメタンフェタミンの両⽅の経験がある⽅はいますか？ 以
前、「体内で4-フルオロメタンフェタミンに代謝されるドラッ

https://twitter.com/i/notifications

グ」のサンプルを⼀部に配ったんですけど、さっぱり効かない
と⾔われ、それなら「4-フルオロアンフェタミンに代謝される
ドラッグ」ならきちんと効くのではないかと考えたのです 4
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ドラッグ」ならきちんと効くのではないかと考えたのです。4FMAが、4-FAよりも薬効がかなり低いなら、この結果になるこ
とも納得できるのです。（他に、酵素の阻害によるベンジル基
の脱離が阻害される可能性も考えており、こちらが原因だとし
たら、残念ながら私の希望は当てが外れます）
7⽉18⽇

とんでもなく⾼い濃度のグリニャール試薬を作ってしまっ
た……マグネシウム600mmolで、完成時の液量は約170mL。ゆ
うべ、反応をほぼ終えてスターラーを回したままにしていた
ら、さっき撹拌⼦が踊っていました。冷えて粘度が上がり、動
かなくなったようです。まあ、これからジグリムを⼊れるの
で、流動性は上がりますが。
7⽉19⽇

ブレイキング・バッドで、かなりでかいフラスコを買うシーン
ありますよね？ 私も、ついにああいう⼤きさの容器が必要に
なったか……と感慨深いです。今回の容器は500mLです。
7⽉19⽇

なす型フラスコ？
Louisはかせ7⽉19⽇

去年末の「粗製P」の時は、多分250mLの容器でした。春の
「P4」第⼀ロットについては覚えていません（少量⽣産だっ
た）。6⽉に配布した「粗製P4」は500mL容器でしたが、⼩さ
かったので吹きこぼれました。今回も同じ容器を使いました
が、予想外に吹きこぼれました。これから、「⽣産⼯場」にな
るわけなので、規模を拡⼤しないといけませんね。
いいえ。ねじ⼝瓶です。
7⽉19⽇

ふ〜ん。そうでつか。
Louisはかせ7⽉19⽇

あまり⼤きな容器だと、振った時筋⾁痛になりますが。
あ、そうそう、同じ厚さのガラスでも、⼤きいほど割れやすい
んですよね。
まあ、外側に塩ビコートをしているねじ⼝瓶もあり、安全なの
ですが、結構透明度が低いので、グリニャール試薬の始動時の
微妙な気泡の確認ができませんw
7⽉19⽇

共通摺りじゃないんですね。。ナス型フラスコは昔蒸留⽤に１
リットルくらいのものを買ったことがあります。今も押し⼊れ
の中にあると思う。
Louisはかせ7⽉19⽇

共通すりと⾔うと、19／38とかのような、真空掛けられるあれ
https://twitter.com/i/notifications
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ですか？
7⽉19⽇

スリタイプは、反応液を保管する際に、蓋ができないので、あ
まり好きではないです。というか、スターラーに乗せるには、
丸形フラスコはダメなので。
7⽉19⽇

SPCジョイントとか気密性が⾼くて良いです。お値段も⾼いで
すが。摺りタイプには普通に栓もあると思うんだけど。。滴下
ロートとか三ツ⼝フラスコとか使わないんですね。。オイルバ
スで丸底フラスコを強⼒マグネチックスターラーで攪拌とかし
たことありますけど。
Louisはかせ7⽉19⽇

ああ、シリコングリス要らないんですよね。まあ、シリコング
リスが⼊ったところで、別に医薬品製造レベルの品質管理でな
くてもいいので、⼤丈夫ですw
7⽉19⽇

あ、すりタイプの栓は1個持っています。温度計⼊れないで蒸
留するとき、温度計ポートにはめます。でも、当然、何か⽉も
しまっておくには無理なので。
7⽉19⽇

栓がなくてもとりあえずパラフィルムでOKじゃない？
Louisはかせ7⽉19⽇

滴下ロートは、50mL注射器で⼈⼒でやっていますw
えーと、そもそも丸底だと、普通に箱に⼊れただけだと横転す
るので、⻑期保管には無理です。なんか、何か⽉も放置してる
反応液があったりするので。
あ、パラフィルムは溶媒で溶けます。なんかTHFかジクロロメ
タンの蒸気で溶けたような……
7⽉19⽇

あ、そうかも知れないですね。＞パラフィルム
Louisはかせ7⽉19⽇

でも圧⼒平衡管付テフロンコック滴下ロートとかかっこいいで
すｗ温度が異常に上昇しやすいのは適当に注射器使ってるから
じゃない？滴下ロートで少しずつ試薬を加えていけば良いかな
と思いました。
Louisはかせ7⽉19⽇

まあ、マグネシウムをもうちょっと反応しにくい形状にすれ
ば、温度上昇は抑えられます。
7⽉19⽇

https://twitter.com/i/notifications
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圧⼒平衡管……確かに、THFがあまりにも加熱されて、ねじ⼝
瓶の⼊り⼝から、⼿で⾵を感じられるほど、蒸気が出ていまし
た。
7⽉19⽇

還流はしないんだね。ドラフトもないんだね。。
Louisはかせ7⽉19⽇

還流と⾔うとグリニャールで？
7⽉19⽇

いや、⼀般論として。
Louisはかせ7⽉19⽇

還流は、シリコンチューブを冷却管代わりに、やってみたこと
がありますが、私の反応は、これまで還流の必要性が薄い物ば
かりでした。
7⽉19⽇

空冷式ですか。。還流できるようになればまた可能なルートも
増えてくるかも知れない。
Louisはかせ7⽉19⽇

ああ、確かに、今考えている「MDAのようなドラッグ」は、な
ぜか反応が遅かったので、還流は有効そうですね。まあ触媒を
変えた⽅が効果的かも。
7⽉19⽇

還流しないといつまで経っても反応が進まないこともあるんじ
ゃない？有機合成の研究室で交代制で何時間も還流をすること
があるのにもそういう事情もあるのでしょう。ジャストフィッ
トする触媒が簡単に⾒つかれば良いですけどね。
Louisはかせ7⽉19⽇

まあ、今後、余裕があったらやってみます。還流は可燃性のガ
スが発⽣するので、部屋を整理して、装置の置く場所を確保し
てからです。
7⽉19⽇

L047QwC&pg=PA244&lpg=PA244&dq=%E3%82%B8%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%A0+%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB&source=bl&ots=gBzY6rT__Q&sig=b2MAQh5xOIaTpS_SakUeXR7OKBU&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwjfrcbTpJXVAhUEGJQKHSCHAWIQ6AEIajAL#v=onepage&q=%E3%82%B8%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%A0%20%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB&f=false

https://

books.google.co.jp/books?
id=pC9uT… グリニャール試薬
を⼯業スケールで使⽤するとき
は、エーテルを添加したトルエン
が⽤いられるようです。なるほ
ど、と納得しました。そういえ
ば、トルエンの中に、マグネシウ
ムに配位出来る量のTHFを加えれ
ば、グリニャール試薬を調製でき
る溶媒になるようです。
7⽉19⽇
https://twitter.com/i/notifications
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⼯業化学は、あまり教科書に載っていないやり⽅があるんです
ね。反応条件も、⼤学の教科書で紹介されている物は、古典的
なレシピであることが多いです。例えば、THFは、グリニャー
ル反応の際に副反応を多くしてしまう特徴を持ちますが、あま
り⼤学の教科書とかでは触れられていません。私は、先⽇、
CPMEという溶媒のパンフレットで、それを知りました。
7⽉19⽇

あと、フリーデル・クラフツ反応は教科書的には塩化アルミニ
ウムが基本ですが、実はこれは古典的な触媒です。教科書では
「アシル化（ケトン化）は、触媒が化学両論量必要」としてい
ますが、塩化アルミニウムと違ってケトンに配位しない触媒
（塩化ビスマスとか⾊々）も⾊々知られています。そして、塩
化アルミニウムは強酸すぎて⾊々な基質を壊してしまいますが
（メチレンジオキシ基など）、もう少しマイルドな触媒も多く
知られています。最先端の化学は、本当に改良されてるんです
ね。
7⽉19⽇

r-grignard-reagent-

pth=1&hl=ja&prev=search&rurl=translate.google.co.jp&sl=en&sp=nmt4&u=https://chemistry.stackexchange.com/questions/49080/1-bromo-2-fluorobenzene-reaction-with-magnesium-and-furan&usg=ALkJrhiUqNr5QEsBYO9CUaUuCFD-erK3lA

https://

grignard.html

http://

昨⽇はショックなことがありました。なんと、2-フルオロフェ
ニルグリニャール試薬は、きちんと反応しないという事が分か
ったのです。4-フルオロや3-フルオロはごく普通に反応が進む
のですが。 researcher-station.blogspot.jp/2016/10/my-dea
… ここで、2-フルオロフェニルや、2-クロロフェニルは、グ
リニャール試薬を製造するところまでは⾏けるけれども（でも
収率は悪い）、それをさらに反応に⽤いると、全く⽬的物がで
きないようだとされています。
translate.googleusercontent.com/translate_c?de… ここに、
理由が載っています。どうもマグネシウムの隣にフッ素がある
と、ベンザイン（ミンザインではない）になってしまうので、
副反応が起きるようです。逆に、フランと反応して普通とは異
なった⽣成物ができるようです。
7⽉19⽇

ドラッグには2Fとか4Fとかのフッ素化体が結構あったりし
て、法規制逃れにフッ素化は⾮常に有効だと認識していまし
た。しかし、グリニャール試薬を使った合成では、2Fは使えな
いわけです。もちろん、ベンズアルデヒドとか、安息⾹酸と
か、フェニルボロン酸などであればいいはずですが、グリニャ
ール試薬を原料にしなければいけない反応の場合、⼤変困った
問題になります。例えば、フェニルグリニャール試薬を2個反
応させて第三級アルコールにする反応とか……まあ、2Fの化合
物が本当に良い薬効なのか、というのはまた別問題ですから、
まあ、そんなに実害はありません。
7⽉19⽇

とまあ、そんなわけで、私の開発計画の「P5」は不戦敗に終わ
りました。「P2」と「P5」は多分ずっと⽋番ですw
7⽉19⽇

Pとかは、販路確保出来て流通させる場合、そのコードネー
https://twitter.com/i/notifications
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Pとかは、販路確保出来て流通させる場合、そのコ ドネ
ム？で、そのまま販売するのですか？なんかイカした名前とか
にしないんですか？
￥ori7⽉19⽇

えーとですね、私は、「P」が売れているうちは、⾃分から
「P」の化学名を開⽰することはありません。とりあえず、代
理店との取り決めがあるので。なお、私が代理店や⼩売業者に
卸す際は、きちんと構造式も化学名も開⽰します。その販売先
が、⼩売する際に化学名を開⽰するか、それともアップ屋みた
いに商品名を付けるかは、その業者の判断次第です。ただし、
「P」という名前を付けたりして、私の作品だと分かるように
することは禁じています。
7⽉19⽇

規制されて売れなくなったら、私が「P」の正体を公表しま
す。まあ、キリユさんとのDMを⾒れば、ほぼ推測が付いてし
まうんですがw、⼀応、商品が現役で流通している時は、私は
あえて公的にいう事はありません。また、私は成分分析をして
いないので、「P」の純度もわかりませんし、本当に主成分が
私の想定したものなのかは確実ではありませんので、とりあえ
ず分析を依頼して結果が出るまでは、化学名を⾔えない、とい
う事情もあります。
7⽉20⽇

まあ、去年は「4-フルオロベンズフェタミン塩酸塩」とか、
「α-PiHP塩酸塩」と、はっきり化学名を書いたサンプルを送り
ましたが、まあ、これも本当は分析していないので、確実だと
は⾔えないのです。
7⽉20⽇

イカした名前ですか……何か考えてますか？w
7⽉20⽇

Harmful @med_evidence
メマンチン（メマリー®） アルツ
ハイマー型認知症治療剤
グルタミン酸に対する神経保護
IC50=1,660nM
ミノサイクリン（ミノマイシン
®） ニキビ治療薬
グルタミン酸に対する神経保護
IC50=10nM

https://twitter.com/i/notifications

tatus/861777076097085440

https://

twitter.com/med_evidence/s…
そういえば、この⼈がミノサイク
リンについていろいろ調べている
ようなのですが、情報量が多く、
専⾨的なのであまりツイートをよ
く読んでいません。多分、以前
「医」というアイコンだった⼈か
な
私は
サイクリ は覚醒
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な？ 私はミノサイクリンは覚醒
剤精神病に効くという話を知って
から、時々、誰かにおすすめした
りもしたんですが、この⼈のツイ
ートを読むと、果たしてどうなの
か、⾊々と気になります。神経保
護作⽤もあるようですが、副作⽤
もあるようで。
7⽉20⽇

丸底でもナスフラでも、両端が細くなって真ん中が太いタイプ
の⼩型攪拌⼦なら、⾼速でスターラー回せます。
寧ろ平底で、⻑い均⼀のスターラーだと、三⾓フラスコとか特
に攪拌⼦が⾶び出し、回転が乱れフラスコを突き破って⾶び出
す事も。
摺り合わせフラスコで保存する場合、反応液はアルミホイル＋
パラフィルムで巻き冷暗所保存する事も多かった。光で変化す
る物もある。
昇華は出来る物出来ない物がある。⽔流アスピレーターより強
いバキュームが必須な事も。桐⼭有れば吸引濾過速い。
あとはカラムとエバポレーターかな。⼤学で不要になった中古
品とか。
せめてTLCで、溶媒毎のRf値ぐらい確認しようよ。私が喰う訳
ではないけど、粗製ペチジン事件の時の様に、事故って死⼈出
るかもよ。
Кодзі7⽉20⽇

ああ、ラグビーボール状撹拌⼦ですね。減圧蒸留の時は必需品
ですね。ナスフラスコでなく普通の容器で使うと、異⾳ととも
に異常な動きをしますw カラムは⼤量合成に向かないような
ので、とりあえず検討はしてません。エバポレーターは、減圧
蒸留器で対応できます。
7⽉20⽇

TLC、そういえばあんまり使ってません。確か、反応中に「原
料が消失したか」の確認に有⽤だそうですが、今回の反応は、
混ぜるだけで激しく発熱するので、まあ不要ですw ちなみ
に、Rf値というのは、販売時に参考資料として付けたりする⽬
的でしょうか？
あと、MPTPなら、多分ペチジン異性体です。確か、ペチジン
は⽶国で規制されてるので、未規制だった異性体を、あの⼤学
院⽣が合成しようとしたとか、読んだ記憶があります。
7⽉20⽇

なお、私はすべてのロットで、1回は⾃⼰摂取します。なの
で、真っ先に死ぬのは私です。とはいえ、私が10mgくらい摂
取してテストしてからサンプルを発送しても、数⽇で500mgも
使ってしまう⼈もいたりするので、やはり、限度があります。
7⽉20⽇

https://twitter.com/i/notifications
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え と、私は複数同時に開発しているのですが、正直⾔うとグ
リニャール反応のように⼤量の溶媒を必要とするものばかりで
はなく、無溶媒反応もあります。なので、10数万円かけてエバ
ポレーターを買う必要はないのです。というか、部屋が狭くて
置けないですw
7⽉20⽇

なお三⾓フラスコは使わないです。分厚い、ねじ⼝瓶を使って
います。撹拌⼦を⼊れたまま激しく振って分液することもあり
ますが、全く壊れません。なお、三⾓フラスコには極厚タイプ
もあるので、どうしても必要な時（あるか不明）はそれ使いま
す。
7⽉20⽇

「桐⼭有れば吸引濾過速い」というのは、ブフナーと⽐べてで
しょうか？
7⽉20⽇

桐⼭は陶器製のヌッチェと違って透明で中の汚れもよく⾒える
しね。
Louisはかせ7⽉20⽇

nnel-Buchner-Inner-Joint-Capacity-350ml-Joint-24-40-Frit-O-D-80mm-Porosity-G2/1451899735.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ddu7k4

https://

ja.aliexpress.com/item/Filter-Fu…中華製のこのような商品もあ
ります。
Louisはかせ7⽉20⽇

ああはい、それが理由で選択しました。ただ、⼆酸化マンガン
の濾過とかは、ブフナーの⽅がいいかも？ ブフナーは、⼆つ
に分離できるタイプでないと、汚くて嫌です。というか、分離
できないブフナー漏⽃って、どうやって掃除するんだろう？
これ、中の網が取り外せればよいのですが……
7⽉20⽇

漏⽃を使う時、⽬的物の結晶が漏⽃状に残るシュチュエーショ
ンなら、ブフナー漏⽃でも、汚れが問題になることはないので
すが、⼆酸化マンガンで酸化後の処理のように、漏⽃を通った
液体の⽅が⽬的化合物である場合、汚れは⼤きな問題になりま
す。
7⽉20⽇

× 漏⽃状

漏⽃上

○

7⽉21⽇

そういえば海外では、桐⼭ロートはあまり使われていないよう
ですが、コンタミが問題になる碁聖ではブフナー漏⽃はどうや
っているのか気になります。⼀流製薬会社では、1回ごとに新
品を買うのかな？w
× 碁聖
https://twitter.com/i/notifications

○
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7⽉21⽇

https://www.

⽬⽫か或いはこんなものを使ってみたら？？
monotaro.com/g/00093169/
Louisはかせ7⽉21⽇

ああ、DMで返事します。
7⽉21⽇

e/class_files/yuuka3_hosoku_11142014.pdf

http://www.

rs.tus.ac.jp/sakaigroup/sit… いまさらながら気になるのは、グ
リニャール試薬をアミンの含まれる基質に適⽤する場合、第⼀
級アミンや第2級アミンのように活性⽔素があるものだと、そ
こと反応してしまうのではないかという疑問です。このPDFの
1ページ⽬に書いてありますが、アルコールだけでなくアミン
もダメと書いてあります。私の基質のエステルには第2級アミ
ン部位が含まれ、もしかするとグリニャール試薬は3当量ない
といけないのではないか？とも思います（⾃信なし）。ただ、
私の場合、通常のエステルと同様、2当量あれば⼗分と考えた
ため、マグネシウムとハロベンゼンは3当量⽤意したものの、
あまりきちんと冷却せずにウルツカップリングが多少出ても構
わないという感覚で進めました。2当量⽣じていれば問題ない
と考えていたので…… しかし、もしかすると、根本的に計算
が合ってなかったのかも？
7⽉24⽇

実は、現時点では原料の中で⼀番⾼い物はグリニャール試薬な
んですよ。エステルは、その原料から⾃作すれば安くなること
が分かったので、価格のボトルネックではなくなりました。⾼
価なハロベンゼンを3当量を超えて余裕をもって使うというの
は、やはり避けたいです。さて、ここら辺、もう⼀度⾒直さな
いといけないですね…… もう商⽤⽣産なのに、なんとも混乱
が多いですw
7⽉24⽇

ne_syn.html

http://

原料から⾃作。。そいえば以前アズレンを⾻格に持つものに有
望なものがないか考えたことがあると⾔っていたように記憶し
ていますが、⾼過ぎであきらめたんですよね。アズレンも⾃作
してみたら？？かなりの⼿間がかかりますが、参考までに合成
を⼿がけている研究室が公開しているアズレン合成の様⼦で
も。ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~azulene/azule…
Louisはかせ7⽉24⽇

うーん、ジニトロベンゼンはなんか嫌な予感がします。
7⽉24⽇

hobby/1494107830/

http://

awabi.open2ch.net/test/read.cgi/… 1000を超えても私がなぜ
か書けますw 運よく、1000を超えた時点で私がスレを開きっ
ぱなしにしていたので、投稿フォームが消えなかったようで
す。
7⽉24⽇

防爆⽸で覆うとかすごいですねｗ逆にニトロ基が⼊ると喜びそ
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うな⼈もいるみたいだけど。努⼒を努⼒と感じずに返って喜ん
で⾏動してしまう。それが才能だという⼈もいるみたいだけ
ど。。
Louisはかせ7⽉24⽇

ああ、アレゲ化学さんですねw
7⽉25⽇

「P」の収率はどうも低いです。200mmolの原料に対し、塩酸
塩にするときに80mmolの塩化⽔素を投⼊した時点で、すでに
塩化⽔素過剰でした。ジグリムが副反応防⽌に効果がなかった
のか、グリニャール試薬が⾜りなかったのか、よく分かりませ
ん。ちょっと不純物で着⾊していますし（ただしまだ最終的な
再結晶は⾏っておらず、粗製品の固体の⾊です）、思い切って
今回、昇華精製にチャレンジしてみるかも？
7⽉25⽇

収率が低かったことについては、私は卸価格は「原価の○倍」
と原価をベースにしているので、単に卸価格を上げれば済むだ
けの話なのですが（その分お客さんの負担になりますが）、純
度については、低ければ私のブランドイメージに傷が付きます
し。
7⽉25⽇

で、アミンの保護基について、わざわざ改めて本を買わなきゃ
いけないとか？丸善のアクセス権とやらもあんまり役に⽴たな
いんだなぁと思いました。
Louisはかせ7⽉25⽇

ああ、あれ、さっき⾒たらグリニャール試薬について凄く役に
⽴ちました。今まで、第5版以外、古いと思ってみてなかった
んですが、実はあれ、旧版に役⽴つ内容のことが載ってること
あるんです。旧版に解説がある場合、新しい版では触れなかっ
たりとか。
第1版に、とんでもなく詳しいグリニャールの解説がありまし
た。今から読んでみます。
7⽉25⽇

っていうか、私は紙の版の第5版を書店で買って、⼀応有機⾦
属の箇所にグリニャールの解説はあるんですけど、さっぱり詳
しくないので、あんまり実験化学講座を⾼く評価していなかっ
たんです。で、まさか旧版に詳しい解説があると思わず、化学
書資料館でグリニャール試薬の事をあまり検索してもいなかっ
たんです。さっきたまたま検索したら、初めて⾒つけましたw
保護基については、まだ調べていません。保護基は私にとって
未知なので、まあ、おいおい調べます。そして保護基の価格が
原料の価格より⾼いなら使いませんw
7⽉25⽇
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そいえば、理化学辞典も改訂版で内容が乏しくなったことがあ
ったなぁ。
Louisはかせ7⽉25⽇

「P」の昇華精製のプランを考えているのですが、溶媒突沸防
⽌でまた悩みが出ましたw 改めて説明すると、「P」のフリ
ーベースはおそらく⾼沸点であるため、シリコーンオイルバス
（うちのは230℃まで）と真空ポンプの組み合わせで、おそら
く精製させることは不可能です。しかし、マントルヒーター
（450℃まで可能なはず）を使えば、温度的には問題ないはず
です。ただ、うちのマントルヒーターはオーソドックスな安い
タイプであるので、スターラーが付いておらず、突沸防⽌には
キャピラリー管を使う⽅法しか取れません。沸騰⽯という⽅法
もありますが…… ⾊々考えた結果、キャピラリー管は製造し
た経験がなく、またこれの代⽤として極細のテフロンチューブ
を買ったことはあるものの、酸素が⼊ると第2級アミンがアミ
ンオキシドになったりしてしまう懸念もあり、ちょっとリスキ
ーです。⾊々考えた結果、まずオイルバスで加熱して撹拌しな
がら溶媒を⾶ばし、その後、熱源をマントルヒーターに切り替
えるという2段階の⽅法を取ることにしました。溶媒が残って
なければ、突沸リスクも低いですし。ただ、この案を思いつい
た直後、撹拌⼦のPTFEの耐熱温度が260℃だという事を思い出
しました。熱源をマントルヒーターに切り替えて⾼温加熱する
前に、真空を解除して撹拌⼦を取り出すか、あるいはガラス撹
拌⼦を買うか……いや、たとえテフロンが溶けても、撹拌⼦は
安いので、使い捨ててもいいかも？
7⽉25⽇

ガラス攪拌⼦もありますよ。というかテフロンも溶けるような
⾼温にしたら⽬的物が分解しちゃわないのかな？疑問です。
普通に脱保護して、溶媒抽出で良いんじゃない？
Louisはかせ7⽉25⽇

えーと、ガラスパイプに⼊れてライターで炙った時は焦げなか
ったので、ある程度の⾼温には⼤丈夫です。
溶媒抽出は、仕上がりの⾊が良ければいいんですけど……純度
より、⽩⾊度の⽅が、この分野は重要ですw
7⽉26⽇
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ves/51085078.html?1501038171#comment-

form

http://

blog.livedoor.jp/route408/archi
… 有機化学美術館で、トリイソ
プロピルアミンについて書かれて
いたんですが、実験化学講座の初
版を読んでいると、実はずっと前
に合成されていたことが分かった
ので、コメント欄に書いてみまし
た。
7⽉26⽇

しかし、⽇本語論⽂しか出ていないのならともかく、海外論⽂
になっているのに、佐藤⽒がブログを書く際に調べて、この
1952年の物がヒットしなかったというのは不思議です。まあ、
私も、実験化学講座に乗ってる論⽂（特に古い物）を検索して
も、ネットになかったりして、どこで⼿に⼊れればいいのか迷
ったりすることは時たまあります。そういう、マイナーな論⽂
に出てくる合成例は、検索可能なデータベースに載らなかった
りするのかな……
7⽉26⽇

なお、「粗製P」を以前、ガラスパイプで炙った際に、煙を吸
うと⼤量にガラス管部に⽩⾊の物体が付着したことがありまし
た。これは塩なのかフリーベースなのか分かりませんが、とに
かく、この現象は、熱を掛ければ昇華精製できるという事を⽰
していました。
7⽉26⽇
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%E3%83%AA%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3

https://

トリイソプロピルアミンは、ウィ
キペディアでは「1991年に初め
て合成された後」と書かれていま
すね……
ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8
8… でも、図の実験化学講座で
はこのように書いてあります。
7⽉26⽇

で、確かに昇華精製できれば⾼純度なネタができそうですが、
どのような装置・⽅法を検討されているのでしょうか。なんと
なく気になったので。それ以前のグリニャールの⽅の装置もネ
ジ⼝のフラスコにチューブを刺して冷却。滴下は注射器で⼈⼒
とか。かなり無理があるかと。グリニャール試薬の調製はゆっ
くりと滴下しないと副反応が起こりやすい。で、エステルとグ
リニャール試薬の反応は⽬的物が込み⼊った構造なので、反応
も進みにくいかも。還流した⽅が良いかと。⽔分にデリケート
なので、ガラス器具の器壁についた微量の⽔分も炙って乾燥さ
せて、更に窒素ガス充填して湿気を追い出す⼈もいるほど。
Louisはかせ7⽉27⽇

精製は、今までの蒸留装置の、熱源をマントルヒーターに替え
るだけです。
グリニャール試薬は、ちょっと温度上昇が急過ぎたので、今後
反省します。THFが残ってるのに⾼温になるのが予想外で。
7⽉27⽇

ああ、反応後の還流は、65℃で⼀晩やりました。ただ、ジグリ
ムを使う原論⽂は0℃でやってたので、ここら辺の判断が難し
いです。
7⽉27⽇

tion/

http://www.

kiriyama.co.jp/products/diges…昇華精製についてはこのような
器具も市販されていますが。。
Louisはかせ7⽉27⽇

グリニャール試薬は⽔分での失活があったと思います。温度上
昇が急すぎるのは滴下する溶液の濃度が⾼すぎるand/or滴下に
注射器を⽤い⼈⼒で⾏ったため早すぎた。と思いました。ビフ
ェニルが⽣成して収率低下の⼀因になっているかと。
Louisはかせ7⽉27⽇

ああ、それ⾒ました。少量⽤なので、多分サイズ的に⼩さすぎ
ます。
7⽉27⽇

グリニャール試薬は、まあちょっとどうしようもないので、今
回は不慣れという事で、あきらめるしかありません。まあ、こ
の反応は⼤きい容器が必要ですが、どうも⽢く⾒ていたみたい
で……
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ブロモアレーン105gを、500mLの容器で反応させたので、明ら
かにサイズが不⾜しましたw
っていうか私、吉⽇を気にしていたので、⽇が変わらないうち
に急いでやろうと思ったのですw
7⽉27⽇

安定供給できるように頑張りましょう。⼯場では吉⽇を気にし
て休むなんてあり得ないです。
Louisはかせ7⽉27⽇

えーと、でも⼯場は⽇曜⽇は休みですよね？
7⽉27⽇

⽉⽉⽕⽔⽊⾦⾦。というわけで突貫で作業を続けましょう。エ
ネルギー源はPとやらでなんとかなるはずですｗ
Louisはかせ7⽉27⽇

というか、設備を有効に活⽤するために交代制で休みなしに稼
働する⼯場もあります。
Louisはかせ7⽉27⽇

いや、まあ⾼炉のある製鉄所とかはそうですね。
というか、部屋を整理して、⾊々な機材を置く場所を作りなが
ら、作業が進んでいるのです。
7⽉27⽇

そうですか。それではある程度仕⽅ありませんね。製鉄所以外
でも例えば電⼦部品の表⾯実装⼯程なんかでも無休で稼働して
いる⼯場もありました。
Louisはかせ7⽉27⽇

新作の開発を進めないとネタがいつまで経ってもできないばか
りか、出す出す詐欺だと某掲⽰板で叩きのネタばかりが出てき
そうな悪寒ｗ
Louisはかせ7⽉27⽇

ああ、カチノン類の開発を再開します。
あれは蒸留で直前の原料まで精製できるから楽です。
その代わり最終⽣成物は蒸留すると多分分解しまくるけどw
7⽉27⽇

ああ、そうそう、この「直前の原料の蒸留」の際、どうしても
酸性蒸気が真空ポンプに⼊ることになるので、アルカリトラッ
プを付けようとしたら、うっかりソーダ⽯灰を購⼊しそうにな
って、よく調べてみるとソーダ⽯灰にはかなり⽔分が含まれて
いることを知り、あわてました。
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ソーダ⽯灰は真空⽤じゃなくて、常圧⽤の吸収材ですね。真空
で使うには、無⽔の⽔酸化カリウムとかでないと……
7⽉27⽇

PTFE真空ポンプでも使えば。
Louisはかせ7⽉27⽇

えーと、油回転式の話です。
7⽉27⽇

PTFE真空ポンプは、アスピレーターと同じように、溶媒留去
などの低真空向けだと思います。
7⽉27⽇

Chemis @Chemis_twit
なんか気が狂ったみたいな論⽂が
出た……⽔にブチリチ放り込む発
想はなかった……ラボ⼊って教員
にこの実験やれって⾔われたら確

tus/890161383811293185

https://

かに俺はせんわ……w
「イミンの⽔溶液(懸濁液)に常
温、空気下でブチリチ放り込んだ
ら収率99%で求核付加→加⽔分解
⽣成物ができる」
twitter.com/angew_chem/sta…

atus/890177761913913344

https://

twitter.com/Chemis_twit/st… す
ごい反応が発表されたようですw
7⽉27⽇

PTFE耐薬品性には優れてるんだけどね。⾼いけど。。で、ブ
チルリチウムを⽔に。シンプルかつ斬新な⽅法ですね。
Louisはかせ7⽉27⽇

油回転式真空ポンプで、PTFE製はないので、仕⽅がないで
す。
まあ、トラップを使うことが前提で作られてるのだと思いま
す。
7⽉27⽇

そういえば真空ラインでは必ず液体窒素のトラップを付けてま
したね。
Louisはかせ7⽉27⽇

https://twitter.com/i/notifications
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が、臭化⽔素酸は、むしろアルコールを臭素化する能⼒がかな
り強いようです。『臭素およびヨウ素化合物の有機合成』の
105ページによると、第三級アルコールやベンジルアルコール
は、臭化⽔素酸と混合して室温でかき混ぜるだけですぐ反応す
るようです。私の基質は、第三級かつベンジル（しかもフェニ
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るようです。私の基質は、第三級かつベンジル（しかもフェニ
ル2つ）なので、かなり速いと思いますw なので塩化⽔素でも
同じことが起こってるのではないかと懸念したのです。
7⽉27⽇

そういえばエフェドリンからクリスタルを密造する過程では塩
素や臭素よりもヨウ素を使うルートがよく利⽤されているよう
です。というか、塩酸は劇物なので、塩化⽔素を含む有機溶媒
で塩酸塩を作るとかしているのでしたっけ？？極性の低い溶媒
を⽤いると塩素化次いで還元されて⽔酸基がとれるかなと思い
ました。
Louisはかせ7⽉28⽇

なるほど。溶媒の極性は気になるところです。ちょっと前、調
べた時に、トリフェニルメタノールの反応性について書かれて
いるページが出てきて、低極性溶媒で塩化⽔素が作⽤すると⽔
酸基が塩素になり、さらに還元されて消失するという話が出て
きました。この場合の「極性」がどの程度の物なのか分かりま
せんでしたが、ヘキサンだと結構そうなりそうです。
7⽉28⽇

この話は気になっていたので、いつかきちんと確認しなければ
いけないと思っていたところでした。ただ、トリフェニルメタ
ノールの場合、トリフェニルメチルラジカルが安定だという特
殊事情もあるようです。
7⽉28⽇

ジエチルエーテルならもう⽔酸基取れちゃうみたい。
Louisはかせ7⽉28⽇

溶媒の極性と⾔っても、イソプロピルアルコール程度なら、そ
ういう反応が起こるのかどうか、よく分かりません。なお、⽬
的物の塩酸塩は、メタノールにはよく溶け、エタノールにも結
構溶けますが、イソプロピルアルコールには、あまり溶けない
ようです。
あー、そうなのですか。ちなみに、それはトリフェニルメタノ
ールの場合でしょうか？
7⽉28⽇

そうです。
Louisはかせ7⽉28⽇

ちょっと⽬的物と思われるモノにどのような官能基が付いてい
るのかきちんと分析しないとまた得体の知れないモノができあ
がっていたりするような悪寒。。
Louisはかせ7⽉28⽇

なるほど……もしかすると、私のこの基質は、塩化⽔素の有機
溶媒溶液ではなく、濃塩酸を使って塩酸塩にした⽅がいいか
も……
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実際、類似物質について先⽇⾒た合成法でそうなっていたの
で。
7⽉28⽇

あれ？ 今、トリフェニルメタンの合成法を⾒たら、ベンゼン
と四塩化炭素と塩化アルミニウムでフリーデル・クラフツ反応
をすると書かれていました。四塩化炭素ってフリーデル・クラ
フツ反応起きるんですね。ジクロロメタンの場合は起きず（お
そらく起きないと思う）、塩化ベンジルのような物質は⽣成し
ないですし、むしろジクロロメタンはフリーデル・クラフツ反
応の溶媒になったりします。これは意外でした。
7⽉28⽇

四塩炭、劇だけどね。
Louisはかせ7⽉28⽇

まあ四臭化炭素なら普通物だったと思います。臭素と炭素が1
〜3の中間化合物も多分そう。
7⽉28⽇

しかしジクロロメタンがフリーデル・クラフツ反応を起こさ
ず、四塩化炭素が起こすなんて⾔う知識、なかなか⾃然には⼿
に⼊らないですね……うかうかしてると、こういう些末な知識
を取り込めず、何かの時に後悔する気がします。暇があった
ら、⾊々な物を読んで知識を増やさないと……
7⽉28⽇

化学反応、殊に有機化学は未だに理論的な取り扱いが難しい部
分があるのかな。何か反応をさせようとするならありとあらゆ
る副反応を考慮した上で慎重に実験計画を練るべきでしょう。
Louisはかせ7⽉28⽇

私は、慎重さのねじが外れていたので、ここまで来れましたw
7⽉28⽇

そいえばブロモフォルムなんか体に悪そうだけど重液として使
⽤されていたこともあるみたい。マロン酸タリウムも。今は毒
性のほとんどないタングステン酸塩が利⽤されているみたい。
で、ネジ⼝のフラスコは⾁厚で返って扱いにくいこととかない
のかな？
Louisはかせ7⽉28⽇

ねじ⼝瓶ですか？
7⽉28⽇

ええ、何か実験に使っているというモノです。
Louisはかせ7⽉28⽇

https://twitter.com/i/notifications
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と茶以外、密閉が悪くて使えませんw
7⽉28⽇

それはよろしくないです。
Louisはかせ7⽉28⽇

しかし、なんか私にはこれがあっています。三⾓フラスコと違
って密栓できますし。
7⽉28⽇

普通は三ツ⼝フラスコ辺りを使うところ。或いは⽬的物がどう
しても固体になってしまう場合はセパラブルフラスコを使うと
良いかと。
Louisはかせ7⽉28⽇

次のバッチを仕込む前にガラス器具を炙って乾燥させると良い
かと。
Louisはかせ7⽉28⽇

私、直⽴しない丸い容器は嫌なんですw
7⽉28⽇

スタンドというモノがあると思うのですが。
Louisはかせ7⽉28⽇

あ、乾燥はですね、エアダスターでやっています。
7⽉28⽇

ガラス⾃体表⾯に⽔分を吸着しやすい素材だと思います。エア
ダスターで⾶ぶんだろうか？かえって空気中の⽔蒸気がガラス
器具の内壁に凝結しそうな気が。
Louisはかせ7⽉28⽇

なんかですね、慣れないことをするのが嫌で……⾊々私はガラ
スを壊しそうで。
7⽉28⽇

慣れるしかないでしょう。それが無理なら才能がないかと。。
Louisはかせ7⽉28⽇

まあ、フラスコの⽅が優位であれば仕⽅ないですが、なんだ
か、私の反応の計画だと、今まで全く必要性が⽣じなかったん
ですよw
7⽉28⽇

とりあえず実験室レベルでの合成をセオリー通りに実⾏できる
程度の設備がないといくら試薬があっても、データベースがあ
っても限界があるかと。
Louisはかせ7⽉28⽇

で、なんとなく。昇華⽣成が成功すると得られたモノはもう炙
https://twitter.com/i/notifications
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りにもってこいのネタになりそうですね！うまくいくかどうか
がやや疑問ですが。
Louisはかせ7⽉28⽇

で、なんとなく。昇華精製が成功するとなると得られたモノは
もう炙りにもってこいのネタになりそうですね！うまくいくか
どうかがやや疑問ですが。
Louisはかせ7⽉28⽇

まあ、設備は、物が売れた後に買います。
まあ、炙ってもあまり効かなかったりします。というか、ガラ
スパイプの、管の部分に粉がいっぱいつくので……
7⽉28⽇

なるほど。
Louisはかせ7⽉28⽇

これ、フリーベースは固体なんですよ。なので、吸煙しても喉
とかになんか粉が付いたりして、ダメなんです。⾼沸点なの
で、普通のドラッグよりも、管とか喉とかの低温部で凝縮しや
すいし。
7⽉28⽇

粘膜で吸収されないのでしょうか？
Louisはかせ7⽉28⽇

というか、この「ガラスパイプの管で凝縮する」という性質
で、ライターのような⾼温なら蒸発することが分かりました。
なので、⾼温を掛ければ昇華精製できることは分かっていたの
です。
7⽉28⽇

ガラポじゃなくて、アルミホイルに振りかけて炙れば少しはま
しになるのかな。。
Louisはかせ7⽉28⽇

あ、吸収はされます。ただの吸煙ではなくて、ネオシーダーの
葉に、アルコールに浸して乾燥させてしみこませ、その葉を吸
煙したら、結構効きました。ただ、このドラッグの特徴とし
て、体内にある程度残ってる時に吸っても、ほとんど効果を感
じられないというのがあります。
ああ、アルミホイルの場合も、炙った場所の周辺に固体が付き
まくります。ストローの中はロウだらけ……
7⽉28⽇

LSDなど⼀回決めると１週間は効かないとのことですが、この
薬物にも同様のことが⾔えると⾔うことでしょうか？
Lo isはかせ7⽉28⽇
https://twitter.com/i/notifications
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或いはTHCみたいにヴェポライザーのような器具で吸⼊する形
にすることはできないのでしょうか？？
Louisはかせ7⽉28⽇

それ以前にネタの純度や正体が今ひとつ⾒えてこないのが気に
なります。
ビジネスの⾨出とはいえ、のっけから得体の知れない状態では
ちょっと怖い。
Louisはかせ7⽉28⽇

そうですね……おそらく、トランスポーターへの結合⼒が⾼い
半⾯、再取り込み阻害能⼒が低いという性質があるのだと思い
ます。なので、⼀定量摂取すると体内のトランスポーターが飽
和してしまうのだと思います。そして、薬効がさほど強くない
ので、効き⽬の最⼤値に限界があるという事だと思います。
ヴェポライザーについては、電⼦タバコの研究家の⽅が試して
います。
純度は不明です。1kgくらい作れるようになったら、出荷前に
分析会社に依頼します。
ま、まあ「謎の半合法ドラッグメーカー」なので、得体が知れ
ないですねw
7⽉28⽇

得体の知れない失敗作を１kgも作っちゃったら泣くに泣けない
と思うんだけど。
Louisはかせ7⽉28⽇

と⾔うか実験室レベルで丁寧に合成して分析を依頼して純度・
薬効・合成法にめどが付いたらラージスケールへ移⾏するのが
普通じゃないかな？？kg単位となると⼯学的な知識も必要にな
るのかな。
Louisはかせ7⽉28⽇

あ、30g単位で製造してるような今のレベルでは、分析会社に
依頼すると、コストがかかり過ぎてw もうちょっと⼤きなロ
ットにしないと、商品価格が⼤幅に⾼くなります。
まあ、多くのお客さんが買ってくれれば、⾃然に、分析費⽤も
出ます。
7⽉28⽇

医薬品を量産している⼯場⾒学したことがあるけど、ガラス製
のどでかい釜に数⼈がかりで薬品と投⼊してたりしました。。
Louisはかせ7⽉28⽇

https://twitter.com/i/notifications
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「指定薬物が混ざっているのでは？」という懸念を持たれます
から。しかし、中にはそれでもいいというお客さんもいて、ま
ず最初のころ、量がはけないうちはそういった⽅に売り、1kg
くらい作れるようになったら、純度保証を付けます。
7⽉28⽇

指定薬物混⼊前提となると、確信犯と⾔われるのでは？危険な
臭いがします。
Louisはかせ7⽉28⽇

なるほど。例えば、鉄イオンが⼊ると反応の流れが変わってし
まうような場合、ステンレス製の反応釜は使えないですから
ね……
7⽉28⽇

Ωが第七完成できなかったのも、化学担当が理論有機化学専攻
の修⼠中退で、実験室レベルでの合成スキルがあっても、⼯学
的な知識が乏しかったからじゃないかなと思いました。私もよ
くわからないけど。
Louisはかせ7⽉28⽇

で、トリフェニルカルビノールに関しては多分塩酸（⽔溶液）
で塩酸塩にすれば塩素化されてもハロゲンが離脱して⽔酸基に
なると⾔うことであんまり気にしなくても良いかと思いまし
た。
カロパンもどきについては知りませんが。
Louisはかせ7⽉28⽇

今、とんでもない⼤きさのロータリーエバポレーターの画像を
貼ろうかと思ったのですが、「ビッグ」とか「ラージ」とか英
語で検索しても⾒当たりませんでした……
7⽉28⽇

塩酸塩というか塩素化されてもですね。
hugeは？
Louisはかせ7⽉28⽇

まあ、最近は中国から来る脱法ドラッグも、何か混⼊してたり
するようで、業者ではそこを覚悟してるらしいです。
7⽉28⽇

ぢぁあ逮捕も覚悟のうえと⾔うことですね。
Louisはかせ7⽉28⽇

サティアンは、配管をしっかり組んだのはいいが、「粉を⼊れ
る」ためのラインがなく、パイプの中を固体を流すことになっ
たりと、予定外のことがあったそうですw 実験室では、フラ
スコのふたを開けて投⼊すればよかったですが、⼯場ではでき
なかったので。
7⽉28⽇
https://twitter.com/i/notifications
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7⽉28⽇

そうです。実験室で可能なルートもスケールアップするとその
まま当てはまらないことはままあります。
Louisはかせ7⽉28⽇

4&bih=812&tbm=isch&sa=1&q=extremely+large+industrial+scale+rotary+evaporator&oq=extremely+large+industrial+scale+rotary+evaporator&gs_l=psy-ab.3...124692.142513.0.143810.16.13.3.0.0.0.196.1633.0j11.11.0....0...1.1j4.64.psy-ab..2.0.0.LN-aM4B8s6Q

https://www.

google.co.jp/search?biw=162…⼤きなエバポ。
Louisはかせ7⽉28⽇

えーと、トリフェニルカルビノールについては、参考になりま
す。ただ、私、ちょっと気になってる実験例（外国特許）があ
るんです。後で探してみます。ベンゼンジメタノールと塩酸に
ついて……
7⽉28⽇

えーと、脱法業者がでしょうか？ 私がでしょうか？ ＞逮捕
も覚悟のうえと
7⽉28⽇

両⽅です。
Louisはかせ7⽉28⽇

で、実験に何か特殊⾦属を使う事ってありますか？
Louisはかせ7⽉28⽇

hugeでグーグル検索しても、ないですね……
7⽉28⽇

extremely large industrial scale rotary evaporator
しました。

これで検索

Louisはかせ7⽉28⽇

数か⽉前、どこかで⾒たのですが、直径1.5mくらいあるガラス
球を、外国⼈がそばに⽴って運転していたのです。
7⽉28⽇

ustrial-evaporation-solutions

https://www.

buchi.com/en/content/ind…これですか？
Louisはかせ7⽉28⽇

まあ逮捕はあまり覚悟していませんw まあ、初⼼者のころ、
3-クロロアンフェタミン（中略）、あのまま出荷していれば危
険でしたw なお、脱法ドラッグ業者は、最近は⾝元を秘匿し
てるので、逮捕を覚悟してないです。というか、指定薬物の
4F-PVPを平気で配合してるのに、家宅捜索も受けず、平気で
売り続けています。ビットコインを使って代⾦を収納してるの
で、警察も、業者の住所が分からないのです。
7⽉28⽇

ふ〜ん。ビットコインで地⾦買いだめしようとか考えてた所。
Louisはかせ7⽉28⽇
https://twitter.com/i/notifications
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特殊⾦属ですか…… まあ、マグネシウム、リチウム、塩化ジ
ルコニウム、塩化ビスマス、オルトチタン酸テトライソプロピ
ルとかですね……
臭化インジウム、塩化ハフニウムも検討中ですが、⾼いので後
回しですw 塩化ハフニウムは、どうも塩化ジルコニウムで代
⽤できるようで……
7⽉28⽇

では99.99５％インダストリアルグレードの⾦属インジウムを
少しお譲りしましょうか？
Louisはかせ7⽉28⽇

ああ、それです！ 最初、商品の⽅を⾒て、「これじゃない」
と思いましたが、上の⽅の画像が、まさにそれです。
いえ、今は結構です。ただ、将来……（これについてはDMで
書きます）
7⽉28⽇

中国の有⾊⾦属バブルが弾けて銀よりも⾼価だったインジウム
が銀の半値でも買い⼿が付かない状態になっている模様ですｗ
Louisはかせ7⽉28⽇

とまあ、今DMで書いたとおりの話ですw 私は、ドラッグでの
中毒とかについては、「⾃⼰責任」と割り切れても、発送時の
出荷などについては、ちょっとどうにもならないので、あの構
造は最初「名案だ」と思ったのですが、まあ徐々に問題が分か
ってきました。
× 出荷

○

出⽕
7⽉28⽇

http://

しかし「buchi.com」って、「溶媒を⼤量にぶち込む」って感
じですねw
7⽉28⽇

はあ？この場合、感想を英語で表現するとchillとでも⾔うべき
か。
Louisはかせ7⽉28⽇

な、なるほどｗ
7⽉28⽇

新薬依ちゃんさんがいぐるらいずさんを追加しました

有⾊⾦属というと、インジウムも⾊が付いているってことなん
でしょうか？
7⽉29⽇

極めて柔らかい銀⽩⾊の⾦属です。中国語で有⾊⾦属という場
合の有⾊は⾮鉄という意味があるようです。その対義語は⿊⾊
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合の有⾊は⾮鉄という意味があるようです。その対義語は⿊⾊
⾦属、⽇本語で⾔えば⿊⾦が当てはまるのかな。
Louisはかせ7⽉29⽇

「銀，鉛，銅，イオウ，硼砂を溶融した⿊⾊合⾦。ラテン語の
nigellus(⿊い)に由来し，⿊⾦と訳されることもある」という事
なんですね。
7⽉29⽇

この場合は「くろがねの⼒」のくろがね。すなわち鉄のことを
⽰しているものと思われます。
Louisはかせ7⽉29⽇

ああ、軍歌にありますね。
7⽉29⽇

ええ、時々道路越しに⼤⾳量で流れてきます。軍歌は「敵は幾
萬」辺りも個⼈的に良いかと思います。
Louisはかせ7⽉29⽇

なるほど、こちらは選挙演説を流す⾞はたまに来ますが、軍歌
は聞きませんねw あとは、灯油販売⾞の⾳楽くらい。
7⽉29⽇

敵は幾萬とか、あまりに強引で景気の良すぎる歌詞で、素⾯で
作っていたのか疑問に思うこともあります。突撃錠でも飲んで
作詞していたのかな。と思いました
Louisはかせ7⽉29⽇

a&sl=en&u=http://www.google.com/patents/EP1116720A1%3Fcl%3Den&prev=search

720A1?cl=en

http://www.

https://

昨⽇の、ベンジルアルコール部位の塩素化についてですが、塩
酸で塩素化されてしまう例があるようです。
translate.google.co.jp/translate?hl=j… （←機械翻訳）
google.com/patents/EP1116… （←原⽂） この特許による
と、実施例18（137と書いてある場所）を⾒ると、そういう反
応が起きてるようです。
私は、以前この特許を⾒てから、ずっと気になっていたので、
まあ⾊々と頭の⽚隅に残っていたのです。
まあ、塩素化されても、⽔酸基に戻すには炭酸カリウムとメタ
ノールで撹拌するといいようですが……
7⽉29⽇

アルコールが第⼀級、第⼆級、第三級のどれなのか。それによ
って塩素化の進み具合が異なるかなと思いました。
Louisはかせ7⽉29⽇

キリユ酸に聞いてみると良いよ。
キリユさんに聞いてみると良いよ。
Louisはかせ7⽉29⽇
https://twitter.com/i/notifications
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ああ、はい。先⽇引⽤した本だと、第三級、ベンジルだとかな
り臭素化が早いと書いてありました。混ぜただけで、反応して
油が浮いてくるとのことで。
キリユさんはDMで全く返事がないです……
7⽉29⽇

毒で他界されたのかな。。
Louisはかせ7⽉29⽇

「P」の進捗報告ですが、予想外に⾊が悪いです、ジグリムと
いう溶媒を使って副反応を抑える⾏為は、どうも無意味だった
気がします。むしろ、ジエチルエーテルをTHFに混ぜた⽅が、
ずっといい気がします、今回、明らかに緑⻘のような変な⾊に
なっています。なので、昇華精製にすることはほぼ確定です。
7⽉29⽇

グリニャール試薬の調整時に着⾊する事はあると思うんだけ
ど。ちょっと実験計画を練り直した⽅が良いんじゃないの？
Louisはかせ7⽉29⽇

まあ、すべて、昇華精製実験後、計画を構想します。これが終
わらないと、何から⼿を付けるべきか、わからないので。
7⽉29⽇

あと同時にカチノン類の合成を始めます。こちらは、⼀度に⼤
量に作れるので、溶媒の多さに辟易しながら苦労する必要があ
りません。
「P」はグリニャール反応によって作るので、1Lの容器を⽤い
ても、せいぜい50gが限度ですから……
キリユさんは、以前も半年くらい⾳信不通だった時期がありま
した。オーストラリアに旅⾏してたとか？
7⽉29⽇

カチノン類って包括指定が厳しい印象ですが。。
キリユさんについては布教か或いは現地視察にでも⾏ったのか
な。
Louisはかせ7⽉29⽇

hobby/1500834539/26

http://

awabi.open2ch.net/test/read.cgi/… ここにこのチャットのロ
グをまとめておきました。
7⽉29⽇

ええ、カチノン類は厳しいです……ジフルオロにすれば抜けら
れますが、原料が⾼くて……
7⽉29⽇

というか

つい調⼦に乗って訳のわからないことコメントを書
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というか、つい調⼦に乗って訳のわからないことコメントを書
き連ねてしまいました。。公開前提と⾔うことを忘れて。
Louisはかせ7⽉29⽇

後悔前提になりますねw
7⽉29⽇

後悔しないようにもうコメントは控えようかな。。あとインジ
ウムの試薬会社での値段を調べてみると4N~5Nグレードで５グ
ラムが５千だの１万だの舐めた値を付けていますが、必要なら
4N5グレードのモノをお譲りいたします。ただ同然で。グラム
５０円くらいでｗ原価はそんなもの。臭化インジウム作るのに
⼀⼿間かかりそうですが。
Louisはかせ7⽉29⽇

試薬会社のブランドなのでしょうね。⽂字通り、「印字の有
無」で値段が変わるというw
7⽉29⽇

じゃあ思いっきりデコったラベルに変えてCOA添付すればもう
試薬会社のぼったくり商品なんて買う気失せると思います。⾦
属のみならず、普通物なら⾊々取り寄せ可能です。
Louisはかせ7⽉29⽇

新薬依ちゃんさんがアレゲ化学と電気電⼦さんを追加しました

こんにちは。
しばらくROMります
アレゲ化学と電気電⼦7⽉30⽇

ntheticAmphetamine.pdf

http://www.

何か今更という感じもしないでもないけど。貼ってみる。アン
フェタミンへの道。nwafs.org/newsletters/Sy…
Louisはかせ7⽉30⽇

これ、情報量は膨⼤でしたが、なんか私が探していたのが載っ
ていなかったような……
7⽉30⽇

そうですか。まあ参考までにおさらいと⾔うことで。
Louisはかせ7⽉30⽇

アンフェタミンの合成ルート、なんか原料の⽅がよっぽど凝っ
た構造してるってのがいっぱいあってくさ
アレゲ化学と電気電⼦7⽉30⽇

しかし、世の中でよく出回るアンフェタミン合成ルートは、ベ
ンゼン環にハロゲンが付いているタイプのアンフェタミンには
適⽤できないものも多く、そういう物は還元反応を経由しない
ルートを経由する必要があり、神経を使います。
7⽉30⽇
https://twitter.com/i/notifications
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昔、スチレンから誘導できないか⾊々調べたなぁ
アレゲ化学と電気電⼦7⽉30⽇

原料の構造が凝ってたりするのは欧⽶でDEAなどが⽇本の試薬
規制よろしく⾊々な原料を監視の対象にしてたりするので、そ
れを迂回するために変わった原料を例⽰しているものと思われ
ます。⽇本とはまた違った事情があるようです。
Louisはかせ7⽉30⽇

スチレン アセトフェノン
ロロー２ーフェニルエタン

クロロアセトフェノン １ーク
みたいな感じになったな

アレゲ化学と電気電⼦7⽉30⽇

ost-3867.html

http://

hattorigawa.cocolognifty.com/blog/2016/04/p… なん
か、こんなのが売っていますw
ああ、間違えました。
7⽉30⽇

クロロアセトフェノンって催涙性がキツそう。
Louisはかせ7⽉30⽇

t/aldrich/424749?

lang=ja&region=JP

http://www.

sigmaaldrich.com/catalog/produc
… なんか、こんなのが売ってい
ますw
7⽉30⽇

実際、催涙ガスの主原料。今はノナン酸バニリルアミドに押さ
れ気味
アレゲ化学と電気電⼦7⽉30⽇

ニトロスチレンは塩化⽔銀（Ⅱ）とセットでeBayに出品されて
た。さすがに今は消されたけど。
Louisはかせ7⽉30⽇

１ークロロー２ーフェニルエタンだと、フェネチルアミンの原
料にはなるけど、アンフェタミンには炭素が⼀つ⾜りない気が
します。
7⽉30⽇

増炭反応でフェニルアセトンに持ってく
アレゲ化学と電気電⼦7⽉30⽇

うわ、増炭反応……プロですねw
7⽉30⽇

クロロの部分をグリニャールなりリチオなりにもっていって蟻
酸エステルと反応・・・
というかこれだけステップ数踏むと価格⾯で⾼くなりそう
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というかこれだけステップ数踏むと価格⾯で⾼くなりそう
アレゲ化学と電気電⼦7⽉30⽇

今、⼿元の『使える！有機合成反応241実践ガイド』の⽬次を
⾒たら増炭反応だけですごい数があったw
7⽉30⽇

7⽉30⽇

へ〜。丸善のデータベースには載ってないの？で、メタンフェ
タミンのメチルをニトロにすげかえるとどうなるの？まあろく
な結果にならないと思いますが。興味本位で。
Louisはかせ7⽉30⽇

7⽉30⽇
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7⽉30⽇

電話帳みたいｗ
Louisはかせ7⽉30⽇

そういえば、増炭反応って私はやったことないですね……もち
ろん、グリニャールとか使ってフェニル基とアルキル基くっつ
けるのとかは別として。
7⽉30⽇

基本的に増炭反応は難しい（C−C結合はそれだけ強固）。⼿頃
に分⼦⻑くしたいときはエステルとかアミド結合使う（タンパ
ク質とかそんな感じ）
アレゲ化学と電気電⼦7⽉30⽇

ぶ○そもぐもぐきもちえ〜な〜！
Louisはかせ7⽉30⽇

増炭有利じゃなく、増炭不利ですねｗ
7⽉30⽇
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そういえば、この図のような形の
原料ってどうやって作るのだろう
とずっと気になっています。上の
⽅は、直鎖タイプの原料よりかな
り⾼価なので、もし増炭反応か何
かで作れるなら、調べてみたいで
す。下の⽅は、そもそも売ってい
なかった気がします。
7⽉30⽇

AAAIAAJ&q=stimulant+ki+cathinone&dq=stimulant+ki+cathinone&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwiFsZuqmLHVAhVFipQKHTa2AwQQ6AEILTAB

https://

books.google.co.jp/books?
id=u2uCA… 今検索したら、科
警研が1994年にメトカチノンに
ついて何か書いてたことが分かり
ましたw メトカチノンはソ連時
代に流⾏ったらしいですので、ま
あ、この時期に⽇本で知られてて
もおかしくないです。
7⽉30⽇

合法時代によく作って遊んでました。＞メトカチノン
Louisはかせ7⽉30⽇

上の構造はMe2CH2CH2CNを加⽔分解かな。⽴体障害でかい
ところは第三ブタノールからぶち込みたい
アレゲ化学と電気電⼦7⽉30⽇

シクロペンタン環の部分は買っちまったほうが良さそう。シク
ロペンタノンとかで
アレゲ化学と電気電⼦7⽉30⽇

・・・意外とめんどくさいな。ただのカルボン酸のくせしてな
かなか地味にステップ数を使う
アレゲ化学と電気電⼦7⽉30⽇

talog/list/search?searchWord=%E3%82%B7%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%94%E3%82%AA%E3%83%B3%E9%85%B8&client=default_frontend&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=default_frontend&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&site=ja_jp&mode=0

http://www.

tcichemicals.com/eshop/ja/jp/ca…売ってることは売ってるみた
いだけど。シクロペンチルプロピオン酸。
Louisはかせ7⽉30⽇

25ｇ1万円はこの構造にしては安い
アレゲ化学と電気電⼦7⽉30⽇

40-77-2-moldata-221617.html

http://www.

molbase.com/en/synthesis_1…
Louisはかせ7⽉30⽇

ググったら合成法がわらわら出てきたよｗ
Louisはかせ7⽉30⽇
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7⽉30⽇

⼤昔。すぐに違法になってしまいましたが。あの頃は良かった
なぁ。KMｎO₄も幾らでも買えました。《環境依存⽂字》₄《環
境依存⽂字》
Louisはかせ7⽉30⽇

mmodity/C0510/

http://www.

talog/list/search?searchWord=79-31-2&client=default_frontend&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=default_frontend&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&site=ja_jp&mode=0

http://www.

tcichemicals.com/eshop/ja/jp/co…これと、
tcichemicals.com/eshop/ja/jp/ca…これから合成すれば格安でシ
クロペンチルプロピオン酸が⼊⼿できそう。何に使うのか知り
ませんが。
Louisはかせ7⽉30⽇

あ、実は上のシクロペンチル基の
ビルディングブロックが気になっ
てた理由は、海外の書籍にそうい
うのが載ってたからです。でも、
今そのURL⾒たら、残念ながら今
はそのページが⾒られなくなって
ましたw
ただ、私以外の⼈だと⾒られるかも？ googleブックスの、閲
覧制限の仕組みがよく分からないので。
7⽉30⽇

あ、Torブラウザで⾊々試したら⾒られました。

7⽉30⽇

あ、よく⾒たら、私の図の下の⽅は1炭素⻑かったですね。原
典のこの書籍が参照できなかったので、記憶が頼りでした。
7⽉30⽇

そうですか、半分判ったような半分判らないようなｗま、炭素
が⼀個⻑くても原料換えればなんとかなるでしょう。
Louisはかせ7⽉30⽇
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アレゲ化学さんは明⽇の労働があるからもうお休みかな。ぶ○
そもぐもぐすると元気が出るよ。伝えといてくださいｗ
Louisはかせ7⽉30⽇

うわ、モルベースにこんなに情報があったとは。
7⽉30⽇

この程度の情報なら検索で⾒つけるくらいのスキルがないと仕
事がなかなかはかどらないかと思いました。
Louisはかせ7⽉30⽇

あれ？ なんか、1炭素短い物の⽅がずっと⾼いです。 ＞25
ｇ1万円はこの構造にしては安い
7⽉30⽇

なんかおかしいな、炭素数短い⽅が⾼いとは…… もしかする
と、私が調べた時、「炭素が⻑いほど需要が少なくて価格が⾼
い」と思っていて、あんまり時間を掛けて調べなかったので、
気付かなかったのかな。
7⽉30⽇

https://

product.rakuten.co.jp/product/-/b7
88fdde8f185e0746a176dd877317/

32…
たたた、⾼い……
⼦書籍はかなり安いw

電

7⽉31⽇

紙の本だと解読が困難じゃないの？あんまり買得じゃないかも
ねｗ
Louisはかせ7⽉31⽇

あああ、そうか、電⼦書籍だと翻訳エンジンに⼊れられます
ね！
というか、電⼦書籍って買ったことがないので、そこら辺が分
かりませんでした。
コピー防⽌⽤に、テキスト選択ができないようになってたりと
かは、しないのでしょうか？
7⽉31⽇

プロテクト解除した⽅が良さげですね。
Louisはかせ7⽉31⽇

シクロペンチル酢酸。買うのは無理。⾼過ぎだから。合成した
らと思ったけどなんだかめんどくさい。シクロペンチルプロピ
オン酸から作ろうとすると、バルビエ・ウィーランド分解なる
ものが使えそうだと思ったけど、無⽔酢酸だの無⽔クロム酸だ
のレアアイテムが必要なのでこれも無理っぽい。
Louisはかせ7⽉31⽇
https://twitter.com/i/notifications

110/281

Twitter / 通知

2017/10/29

プロテクト、あるんですね……
7⽉31⽇

あるんです。
Louisはかせ7⽉31⽇

7206.html

https://

hyperreal.info/talk/a-pihp-t4… ちなみに、前述のカルボン酸の
⽚⽅は、この「α-PiHP」の原料となるので、個⼈的に安価な物
を探索しているのですが、結構苦戦しています。このドラッグ
は結構海外で最近⼈気が出ているのですが、海外の⼯場ではど
うやって安価に作っているのか、不思議です。
7⽉31⽇

mmodity/M2287/

http://www.

mmodity/M0750/

http://www.

tcichemicals.com/eshop/ja/jp/co… 私が今のところ現実的に使
⽤できるもっとも安価な原料はこれです。
tcichemicals.com/eshop/ja/jp/co… これを塩素化すれば、さら
に安く↑のメチルバレリルクロリドができるとは思いますが、
私の経験では、なんか事故が起こりそうで、躊躇します。やっ
たとしてもせいぜい半額くらいにしかなりませんし。
7⽉31⽇

この図の物質でいいんでしょう
か？ ＞上の構造は
Me2CH2CH2CNを加⽔分解か
な。

多分、⽔素が⼀つ少ない「Me2CHCH2CN」が正しいよう
な……
mmodity/I0292/

http://www.

tcichemicals.com/eshop/ja/jp/co… ま、まあ、値段は4-メチル
吉草酸とほぼ同じなので、やる意味は多分ないと思いますw
まだ東京化成の価格しか⾒てませんが。
7⽉31⽇

talog/list/search?searchWord=1-Bromo-2-methylpropane&client=default_frontend&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=default_frontend&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&site=ja_jp&mode=0
talog/list/search?searchWord=%E3%83%9E%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%85%B8%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AB&client=default_frontend&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=default_frontend&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&site=ja_jp&mode=0

http://www.

http://www.

tcichemicals.com/eshop/ja/jp/ca…これと、
tcichemicals.com/eshop/ja/jp/ca…これをくっつけてぶった切る
とできるらしい。
＞4-メチルペンタン酸
Louisはかせ7⽉31⽇

ster_synthesis

https://

en.wikipedia.org/wiki/Malonic e…
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Louisはかせ7⽉31⽇

このマロン酸エステル合成法も⽔分を嫌う反応だと思う。
Louisはかせ7⽉31⽇

ありがとうございます。活性メチレンって、こうやって利⽤す
るのですね。
7⽉31⽇

この⽅法だと安価に合成できるはず。多分海外でもこの⽅法を
使っていると思う。
Louisはかせ7⽉31⽇

脱⽔エタノールにマロン酸ジエチルとナトリウムエトキシドを
加えて、更にハロゲン化アルキルを加えてあとは分解してやれ
ば良い。
Louisはかせ7⽉31⽇

1，4-ジブロモブタンとこのマロン酸エステルを反応させると
ぐるっと丸まってシクロペンタンカルボン酸が得られる。これ
を増炭してシクロペンチル酢酸できないかな？
Louisはかせ7⽉31⽇

t/uploads/2014/06/kiyou14-14.pdf

http://www.

実験例。tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wp-conten…
Louisはかせ7⽉31⽇

労働から戻り。あんなカルボン酸をエレガントに合成しとる。
やっぱ現場から離れて何年も経つとセンスとか⾊々にぶるなｗ
アレゲ化学と電気電⼦7⽉31⽇

うわ、これ学⽣実験ですか。あ、じゃあ結構、初⼼者にもやさ
しいのかな……
7⽉31⽇

⾼専はわりとレベル⾼いと思うの…
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉31⽇

何の話？
7⽉31⽇

実験。
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉31⽇

はあ。
7⽉31⽇

紗倉まなが、キメセクしたさに謎の薬を学⽣実験で作るAVがあ
ったら、私は……監修する。
7⽉31⽇
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紗倉まなって⾼専出⾝なんだ…
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉31⽇

リアリティ（）
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉31⽇

男優は池沼さんで。
7⽉31⽇

ピグちゃん喜んじゃうｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉31⽇

よしゃっ！任されたズラー！
ピグ太郎7⽉31⽇

やったねピグちゃん！！！
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉31⽇

うわ、居たのwww
7⽉31⽇

以上、最近ここのチャットが学術的過ぎて怖くて近づけなかっ
たので少し混ぜ返してみましたー！
引き続き有意義な議論を続けてください。
失礼いたしましたー
|⼺ｻｯ
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉31⽇

しっかり、⾒てたんですねw
7⽉31⽇

意外とみんな⼊れないだけで⾒てたり（）
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉31⽇

学術的（脱法ドラッグの合成で⼀⼭当てようというたくらみを
成功させるための議論）
7⽉31⽇

稼げりゃええんやろ？（ゲス顔
すみっこ@箱⼊り捨て猫7⽉31⽇

実験例は⾦属ナトリウム使ってるけどナトリウムエトキシドで
代⽤。海外では普通に⾦属ナトリウムを使うところだけど、⽇
本は特異な事情があるので。。
Louisはかせ7⽉31⽇

ナトリウムエトキシドは新鮮なものを使⽤。痛みやすいので
ね。
Louisはかせ7⽉31⽇
https://twitter.com/i/notifications
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-01/

https://

axel.as-1.co.jp/asone/d/3-6014… この瓶が、⽔酸化カリウム
で酸性ガスをトラップする⽬的に使えるもののうち最も安くて
頑丈そうだったのですが、在庫数0ですw 「塩化カルシウム
管」というU時の物は、なんか⾼いし壊れそうで……
8⽉1⽇

今、「P」を減圧蒸留しています。てっきり、昇華精製になる
かと思っていたのですが、普通に冷却管（⽔を使わない空気冷
却管を使⽤）の中を褐⾊の液体が流れています。多分、振動を
与えれば固まると思うのですが……昇華精製専⽤機器は不要で
したｗ 専⽤機器だと、油状液体には対応できないので。
8⽉1⽇

なお、久しぶりにマントルヒーターを引っ張り出して、エアダ
スターで埃を⾶ばしながら使いました。今回の「P」は、ガス
ライターで炙っても焦げないので、熱に強いことは分かってい
るので、マントルヒーターのような粗雑な熱管理の機器でも安
⼼して使⽤できますw
8⽉1⽇

今回は油回転式真空ポンプではなく、アスピレーターで試しに
軽く真空にしてやってみましたが、マントルヒーターを最⾼温
度にすると、普通に蒸留できます。ただし、熱のせいか、蒸留
物が⾊が付いていますが……次回、油回転式で試してみて、結
果を⽐較します。と⾔っても、次回は反応溶媒を変えて、なる
べく副反応の少ない⽅式でやるので、不純物による着⾊が元々
少なくなりそうなので、正しい⽐較にはならないですがw
8⽉1⽇

で、ですね……掲⽰板でコードネーム「B」という物を開発中
だとお伝えしたのですが、ボブ⽒さんが、すみっこさんに「期
待薄」だと⾔っていたようです。私は、理由は分かりません。
ただ、すごく原料が安いので、私にとっては、これが当たれば
うれしいです。
⼈を選ぶ可能性があります。また、摂取後数時間して、効果が
強くなったりする危険もありますので、ODに注意したいで
す。
8⽉1⽇

死なないように気をつけて。お薬が切れたから昨⽇までの元気
がない。
Louisはかせ8⽉1⽇

もしかして：ブロン
8⽉1⽇

「リアリティ（）」ってリアリティが⾼いって意味でよかっ
た？
8⽉1⽇
https://twitter.com/i/notifications
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さあ？？とりあえず原料のカルボン酸を安価に調達するめどが
ついたということで、ご褒美にブ○ソ配給希望。
Louisはかせ8⽉1⽇

ああ、ゆうべから蒸留とか⽚付けで忙しくてまだカルボン酸に
ついてのこのチャットの発⾔をよく読んでません。後で読みま
す。
8⽉1⽇

なんだかうまくはぐらかされたような。優しい声よりブ○ソ希
望。
Louisはかせ8⽉1⽇

「ニトロスチレンは塩化⽔銀（Ⅱ）とセットでeBayに出品され
てた。」 しかし、どうやって精製するんだろうと思います
w 塩化⽔銀は⾦属化合物にしては結構揮発性があるので、蒸
留でアンフェタミンと分離できるのか気になるところです。あ
る本で、「合成に⽔銀を使うと、普通の精製法ではなかなかと
り切れない」と書いてました。
8⽉1⽇

ブ○ソ無理ならしょうがないからエチゾラムでもいいんだけ
ど。。
Louisはかせ8⽉1⽇

というか、ニトロスチレンと昇汞はまとめてぶち込むんじゃな
くて、昇汞の⽔溶液にアルミ⽚を浸して、アマルガムを作って
それを使ってニトロスチレンを還元する。
Louisはかせ8⽉1⽇

それでも⽔銀汚染されることもままあるのだとか。
Louisはかせ8⽉1⽇

ブ◯ソにはくれぐれもご注意を…
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉1⽇

もう⼿遅れ。＞ブ○ソ
Louisはかせ8⽉1⽇

えぇ…腐ってもオピオイドの仲間ですから癖になりませんよう
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉1⽇

https://twitter.com/i/notifications

「P」の精製は、かなり失敗です。量が少ないうえ、フリーベ
ースを塩酸で結晶化すると、液がピンクに変わり、明らかに不
純物の存在が分かりました。なお、以前普通に未精製の物を結
晶化した時も、液性をヘキサンを多くして低極性にすると、ピ
ンクの不純物が出ました。要するに、蒸留で精製してないのと
同じくらい、不純物が含まれていたわけで、もうこれは計画を
⼀度再構成しないといけないと思います。どうもジグリムがあ
まり副反応防⽌になっていませんでした
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まり副反応防⽌になっていませんでした。
8⽉1⽇

あと、先⽇「P」の容器が事故で倒れて、結構損失がありまし
た。で、コンタミ防⽌のために、この「P」は私専⽤にします
が、それでも、ごく微量しか残っていませんw 減圧蒸留は可
能なようですが、マントルヒーターに保温を⾏ない、よく加熱
する必要があるようです。というか、蒸留時の当初は透明な液
体がト字管の根元まで上がっていたので、おそらく、その後の
褐⾊の液体は熱分解が原因だと思います。ただ、マントルヒー
ターは熱効率が悪いので、何か温度設定を結構⾼くしてしまい
がちなんですよね……
8⽉1⽇

量産体制前途多難ね
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉1⽇

で、そのPとやらが本当に求めているPなのか。とりあえず定
性分析してみたら。その結果を次なる実験計画の練り直しに反
映させるのが良いかと。
Louisはかせ8⽉1⽇

量が少なすぎますw
8⽉1⽇

まあ、以前やった実験が、最良の条件だったようです。ジグリ
ムを使ったのがまずかったです。
8⽉1⽇

TLC。
Louisはかせ8⽉1⽇

不純物多すぎでw
8⽉1⽇

その不純物にどのような官能基が含まれていてどの程度の極性
があるのかをおおよそでも知ることが次の実験の糧となるか
と。そうしないと不⽑な実験の繰り返しばかりが続くかと。
Louisはかせ8⽉1⽇

https://

oshiete.goo.ne.jp/qa/2453420.htm
l うーん、マントルヒーターは
溶媒をかなり⼊れて使うべきです
ね。みんなそういっています。と
いうか、あれって多分側⾯に電熱
線があって、底にあまりないの
で、底に少量の液体がたまってい
るという私のような使い⽅ではか
なりダメですね。ただ、熱源とし
て⾼温にできるので、結構使い道
はあります。で、計算してみる
https://twitter.com/i/notifications
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と、どうもオイルバスで230℃で
加熱すれば、ギリギリ減圧蒸留で
きそうな気もするのです。かなり
微妙ですが。
8⽉1⽇

今回はアスピレーターを使いましたが、新品の油で油回転式真
空ポンプを使えば、オイルバスでも可能であるような感じで
す。とはいえ、試さないことにはわからないです。
8⽉1⽇

ents/learning-center/nomo-

assets.html

http://www.

sigmaaldrich.com/chemistry/solv
… ここで計算すると、どうもい
けそうなんです。ただ問題は、今
回の蒸留温度が、マントルヒータ
ーでの加熱が雑だったせいで温度
計の数字が結構上下しており、
230度前後で⼤幅に揺れていたの
で、本当にこの温度で蒸留できる
のか、不安であることです。また
蒸留量がごく少量だったので、温
度計の部分が⼗分温まらず、本当
は260℃くらいだったとしたら、
この計画は厳しいです。
8⽉1⽇

まあ、最悪、未精製で出荷します。溶媒をTHFとジエチルエー
テルの混合でやれば、特にそんなに努⼒しなくても結構⽩っぽ
い物が得られることは、過去に確認済みです。今回、ジグリム
でやったのが裏⽬に出ました。
8⽉1⽇

いやー、今回は過去と違って反応容器をエアダスターで冷却し
ながらやったんですが、それでも副反応が多かったようで……
よく分かりませんが、あの論⽂はケトンが対象で、エステルが
対象ではなかったから、というのが結論になると思います。
8⽉1⽇

「どのような官能基が含まれていてどの程度の極性があるのか
をおおよそでも知ることが」まあ、次回、精製できる量が得ら
れたら、改めて考えます。
8⽉1⽇

ああそうそう、うちのアスピレーターは今性能が低いんです
よ。ちょっと前、吸引濾過瓶からちょっとMTBEを沸騰させて
ホースの⽅に流出させてしまったことがあって、⽔にMTBEが
混じってるんです。ジエチルエーテルも混じってるかな……
で、さっき運転開始したらエーテル臭が漂いました。というわ
けで、純⽔よりも性能が低かったです。普段0.9くらいのゲー
ジが0.8でした。それでもギリギリ蒸留できたので、まあ次
回、装置変更をしても⼤丈夫だろうと考えています。
https://twitter.com/i/notifications
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8⽉1⽇

学⽣実験で冒しがちな過ち。なんだかよくわからんけど頑張っ
てください。
Louisはかせ8⽉1⽇

どれ？
8⽉1⽇

減圧時の操作ミス。
Louisはかせ8⽉1⽇

ああ、MTBEの流失ですか？
8⽉1⽇

ええ。
Louisはかせ8⽉1⽇

まあ、この沪液側には⽬的物はなく、捨てる⽅だったので惜し
くなかったです。また、実は瓶が⼩さいのです。これは分かっ
てたことで、⼤きい瓶を⼿に⼊れてます。
8⽉1⽇

ただちょっと、栓がですね……ちょっとサイズが合うのがなく
て（どこかに⾏って）、⼤きい濾過瓶に変えてませんでした。
っていうか、先⽇の「漏⽃を倒して⽬的物の半数近くを失う」
失敗を、⼤きい濾過瓶と漏⽃でやってたら、ガラスが割れてた
可能性もあるので、これは怪我の功名です。
8⽉1⽇

あ、すみません。⼤きい濾過瓶を使ってなかった理由はもう⼀
つあって、転倒防⽌⽤の重りが、⼩さいサイズしかなくて、⼤
きい奴がしばらく経たないと届かないからです。これが結構⼤
きな理由です。
8⽉1⽇

01/?cate=A

https://

axel.as-1.co.jp/asone/d/6-498-… これですね。
8⽉1⽇

今素⾯じゃないですね。私はなんとか薬が抜けつつある。別の
薬を投⼊していますが。
Louisはかせ8⽉1⽇

新薬依ちゃ… @
返信

先: @yakuichanさん、@7th_nu
さん
https://twitter.com/i/notifications
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さっき、フラスコ⽤のこの重り
が、吸引瓶にも使えることが分か
りました（ただし500mLとかの⼤
きなサイズのは多分無理）。
ご参考までに……
わた……いや、この⼈のこの写真
のように使います。
8⽉1⽇

そうでつか。あんまり重たいおもりを使うと、衝撃が加わった
ときにガラス器具が割れやすいような。
Louisはかせ8⽉1⽇

なるほど。まあ、この器具は三⾓フラスコ（減圧に耐えられな
い弱さ）に使うのも想定されてますが、吸引瓶（分厚くて頑
丈）なら⼤丈夫かと。あと、ガラス器具の価格と、漏⽃上の物
質の価格を⽐較するといいかな？w
8⽉1⽇

さあ、どうだろう。⼈のお財布事情まで判りかねますから。
Louisはかせ8⽉1⽇

まあ、正直⾔うとドラッグの原価は安いかも……
8⽉1⽇

ガセネタじゃ何の意味も無い。
Louisはかせ8⽉1⽇

「P」除く。「B」のように⼀気に⼤量合成できるのは安価
で、⼤きい漏⽃が必要。「P」は⾊々と⼤量⽣産しづらい……
まあ、最近の脱法業界は、「⾊⽔」というほぼ効かないアロマ
が横⾏しています。
8⽉1⽇

そえすか。⾊⽔より砂糖⽔（コー-ラ）の⽅が儲かりそう。
Louisはかせ8⽉1⽇

実際、アロマ容器にCCレモンを⼊れた「⾊⽔」もあったよう
です。
それを1本5千円とか、そのレベルの値段で買わされるのだか
ら……
もしコカ・コーラだったら、「⾼価コーラ」ですね。
8⽉1⽇

砂糖は⿇薬（）
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉1⽇

https://twitter.com/i/notifications
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すみっこ@箱⼊り捨て猫 @nos…
公開前提グルチャが専⾨性⾼過ぎ
で完全にテケボリ
ヾ(:3ﾉｼヾ)ﾉｼ”
8⽉1⽇

そうだよ(#ﾟДﾟ)y-~~
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉1⽇

はあ、専⾨性過ぎますか？⼤学の学部程度の知識とネットの情
報をかき集める検索スキルがあれば適当にもっともらしいチャ
ットなんてできると思うんだけど。
Louisはかせ8⽉1⽇

何か役に⽴つか判らんけど、貼っ
ておきます。
Louisはかせ8⽉1⽇

talog/list/search?searchWord=%09139631-62-2&client=default_frontend&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=default_frontend&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&site=ja_jp&mode=0

http://www.

⾼過ぎ。だめだ。tcichemicals.com/eshop/ja/jp/ca…
Louisはかせ8⽉1⽇

まぁここは熾⽒のチャットだから熾⽒が良ければ何でもいいや
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉1⽇

de,
Louisはかせ8⽉2⽇

で、前に貼ったアンフェタミンの合成ルート。キラルなネタ合
成の⽅法が沢⼭載っているので参考にならないかなと思いまし
た。駄作だと思い込んでいても不⻫合成して⾷べ⽐べてみると
名作であることが判明したりと。そんなこともあるのかなと思
いました。
Louisはかせ8⽉2⽇

定期的に⾒てまーす(／ロ゜)／
とろん

8⽉2⽇

なんか最近、化学の話ばかりですみませんw
8⽉2⽇

あ、キラル合成については、結構興味あります。カチノン類だ
と、エノールになった瞬間にラセミ化するような気がするの
で、不⻫合成の意味がないと思っていましたが、アンフェタミ
ン類については、ケト基がなければ⼤丈夫そうなので。
8⽉2⽇

「呑気にグリニャール試薬なんか作ってんじゃねー」とすみっ
こさんから⾔われました。
8⽉2⽇

https://twitter.com/i/notifications
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例えばですね、こういうカチノン
だと、せっかくキラル体を作って
も、下のようなエノール体が⽣じ
ると、光学活性が無になってしま
うのではないかと思います。例え
ば、塩酸塩にする際、ちょっとで
も塩酸過剰になると、エノール体
になるのではないか？という懸念
があります。ただ、ここら辺につ
いては、A⽒さんが詳しいか
な……？
8⽉2⽇

⼀⽅、アンフェタミンやメタンフェタミンのようなケト基がな
いタイプなら、エノール体にはならないので、キラル体の純度
が維持されると思います。
ボブ⽒さんがここに参加してくれればいいのに。www
8⽉2⽇

XTCとかストリートで出回ってるのってラセミ体だよね。クリ
スタルもΩブランドはラセミ体だったみたい。
Louisはかせ8⽉2⽇

まあ、あれは⿇⻩由来のエフェドリンと違って、キラルな天然
原料が存在しないので、ラセミ体が普通なのでしょうね。
8⽉2⽇

あ、確か、MDMAだったか3C系だったか忘れましたが、この
種のセロトニン系のドラッグは、キラル体だと⽚⽅が幻覚（セ
ロトニン？）寄りで、もう⽚⽅がドーパミン寄りだったか、な
んかそんな違いが出るようです。
メタンフェタミンみたいなのは、キラル体の⽚⽅が強くて⽚⽅
が弱いという単純な差異ですけど。
なので、セロトニン系の物は、不⻫合成すると、薬効のバラン
https://twitter.com/i/notifications
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スが崩れる可能性もありますねw
8⽉2⽇

コーヒーと⼤⻨若葉⻘汁を混ぜると、抹茶味になります。
8⽉2⽇

⼤量合成のために買いそろえた⼤型攪拌⼦（反応容器のサイズ
ギリギリ）を、グリニャール試薬調製時に使ったら、⾒事にマ
グネシウムの上に乗っかって全く回らないという、予想外のト
ラブルが発⽣しましたw ⼩さめの攪拌⼦を使えば問題はあり
ませんでした。なんとも、すごく新鮮な現象でしたw
8⽉2⽇

そうですか。不⻫合成に関しては元々キラルなモノからじゃな
くて⼯業薬品の類いからの合成にも適応できそうなモノもある
ような。
Louisはかせ8⽉3⽇

例のグリニャール試薬に、ジエチルエーテルを加えたら、⽩い
沈殿が⽣じ始めました。第1回⽬の挑戦では、THFで作り、⿊
⾊透明だったものに、ジグリムを加えたら緑⾊に濁りました。
今回は、THFで作って⿊⾊透明だったものに対して、ジエチル
エーテルを加えたら濁り始めています。どちらも、しばらく撹
拌してから濁るという特徴があります。
8⽉3⽇

ジグリムは多分THFよりも⾼極性で、ジエチルエーテルはTHF
よりも低極性なので、単純に「グリニャール試薬の極性から遠
ざかったから濁った」というわけではないようです。
シュレンク平衡とか、会合のような、別な理由が存在する可能
性はあります。ただ、その結果どうなるのかは、想像が付きま
せん。
8⽉3⽇

⼀応、THFとジエチルエーテルの混合溶媒を使えば、上⼿くい
くことは分かっています。なのであまり⼼配していないのです
が、「グリニャール試薬にジオキサンを混ぜると、沈殿が⽣じ
る（ジアルキルマグネシウム）」という話を聞いたことがある
ので、もしかして平衡が崩れているのだろうか……と、何か⼼
配ですw
8⽉3⽇

「P」の反応液に⽔を⼊れて反応を終了させたら、すごくきれ
いな⾊になりました。エーテルが、正解だったようです。
8⽉4⽇

Pってりんのことかな。えーてるってうちゅうにじゅうまんし
ているものかな。なんだかむづかしいことよくわからないけど
がんばってください。
Louisはかせ8⽉4⽇
https://twitter.com/i/notifications
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まあ、公開チャットだと、私はコードネームを使ってしまいま
すw
8⽉4⽇

まんはったんけいかくみたいなかっこいいこーどねーむがい
い。
Louisはかせ8⽉4⽇

TCDTU.pdf

http://www.

eyela.co.jp/products/pdf/D… 真空ポンプの純正のホースが⾼
すぎでワロタwww
8⽉5⽇

けみかるたいおうのぽんぷもってるよ。
Louisはかせ8⽉5⽇

すごいですね。ちなみに、減圧度は結構⾼いのでしょうか？
8⽉5⽇

わすれた。ずぶといほーすつないでげんあつした。
Louisはかせ8⽉5⽇

ホースは、細い物を使うと、コネクタに差し込むときにやりに
くくなりますね。6×15くらいの細さが限界です。
8⽉5⽇

にくあつのほーすつかわないとたいきあつにじゃまされてうま
くげんあつできない。
Louisはかせ8⽉5⽇

とりあえずかっこいいぷろじぇくとねーむきぼう。
Louisはかせ8⽉5⽇

えーと、6×12mmでも減圧は可能です。減圧中に指で押すと塞
がりますが、指を離すと戻ります。でも、この太さだと、吸引
濾過瓶のコネクタに差し込むとき、⽔か溶剤でコネクタを濡ら
してからでないと、ホースが折れ曲がって困難ですw
8⽉5⽇

逆に、以前21mm（だったかな？）の太さのを買った時は、冷
却器の⼆股アダプターの所になんか変な⼒が掛かって折れそう
で嫌でした。
8⽉5⽇

あ、9×24mmでした。
これは太すぎて、⾃重のせいで⼆股アダプターのコネクタが折
れそうでした。しかも、太くて曲がらないので、余計……
まあ、この内径9mmのは、実は内径が太すぎて元々サイズ不適
合だったので、適当なシリコンホースをはめてサイズをごまか
https://twitter.com/i/notifications
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しました。
8⽉5⽇

ふ〜ん。なかなかおかねにならないけどむなしくならない？そ
いえばあれげかがくさんもどっかいっちゃったｗ
Louisはかせ8⽉5⽇

-21/?cate=A

https://

axel.as-1.co.jp/asone/d/1-7483… これ、「吸引⼝径：
φ9.5mm×2」となっているので内径9mmのを買ったんですけ
ど、明らかに太すぎて全く減圧できないです。内径6mmのを買
ったら、ぴったりとはまりました。何か表⽰ミスではと疑って
います。
8⽉5⽇

そうですか。わたしはりかがくききてんにてきとうなほーすを
あれんじしてもらった。
Louisはかせ8⽉5⽇

太くても、コネクタにシリコンホースを⼀重か⼆重にかぶせれ
ば、応急措置にはなりますが。
アレゲ化学さんは、今、例の資料館の中⾝をダウンロードする
ことにはまってますw
なんというか、ログインしてなくても中⾝のPDFが⾒られるよ
うですwww
8⽉5⽇

じゃああくせすけんかってそんしたね。
Louisはかせ8⽉5⽇

まあ、今⽉、収⼊にならなければ所持⾦が尽きるので、なんと
かしますw
いや、あの⼈にあげたからこそ、こういう⽳があると気付けま
したw
8⽉5⽇

たしかにあやしいことぜんぱんにどっぷりはまっているいんし
ょう。
Louisはかせ8⽉5⽇

あれげかがくさんだけじゃなくてねずみさんたちもあんまりこ
ないみたい。
Louisはかせ8⽉5⽇

猫さんがいるので。
8⽉5⽇

ときどきねずみさんにかみつかれるみたいだね。ぐりにゃーる
なんちゃらなんてつくってんじゃね〜とか
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Louisはかせ8⽉5⽇

はよねただせ！＞ねこのかわをかむったねずみ。
みたいなかんじ。
Louisはかせ8⽉5⽇

あれ？それどこで⾒たんですか？
8⽉5⽇

ぼうきゃくのかなたでみました。
Louisはかせ8⽉5⽇

？
あ、「ぐりにゃーるなんちゃらなんてつくってんじゃね〜」の
ことです。
8⽉5⽇

そうです。おもいだしかたをわすれてしまいました。
Louisはかせ8⽉5⽇

すみっこさんとのDMが、もれてますねw
8⽉5⽇

そうかもしれない。
Louisはかせ8⽉5⽇

「「呑気にグリニャール試薬なんか作ってんじゃねー」とすみ
っこさんから⾔われました。」
⾃分で⾔ってるのでは
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉5⽇

ああ、わかりましたw
なんか最近、複数のチャットをしていて、記憶があいまいで
す。
Louisはかせさんともすみっこさんとも個別にDMしてるので、
どこの発⾔だったか忘れがちです。
8⽉5⽇

それはちゃっとのせいじゃなくておくすりのせいだとおもう。
Louisはかせ8⽉5⽇

(ΦдΦ)＜はよねただせ！
↑ねこのかわをかむったねずみ
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉5⽇

今、⼆⼈の「記⼊中」アイコンが横に並びましたw
https://twitter.com/i/notifications
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8⽉5⽇

ぶ○そぶそくでちゃいにーずきゃらくたーつかえないんだけ
ど。
Louisはかせ8⽉5⽇

暑い。化学書資料館のPDFへのURL構造は恐ろしく単純で何も
考えてないと思われる節がある。For⽂かましたシェルスクリ
プトで落とせるだけ落としてるけど引っかからないやつもあっ
て、多分命名ルールにも例外があるのだろう。
⼀度は正規にアクセスしてURLをヘッダーから⾒る必要がある
からアクセス権はそのときに有効
で、なんだかんだ9GBある。ゴミファイルとか消すと8GBぐら
いかな？
PDFのファイルサイズが版によって1MB近いものと50kBぐら
いしか無いのがあって、担当者とか設備が違ってたりするのか
もなぁ
アレゲ化学と電気電⼦8⽉5⽇

現在、取り残した例外的ファイルを取りにいくべきか別のフロ
ンティア（化学便覧とか）で⼤雑把に落とすか考えてる
アレゲ化学と電気電⼦8⽉5⽇

hobby/1500834539/9

http://

あのー、 awabi.open2ch.net/test/read.cgi/… ここにIDが使
⽤済みだったとの話を書いたので、顛末の報告のためにも、丸
善がなんと⾔ってきたのか、教えてくれるとありがたいです。
「彩」という、私の敵との連絡に使ったフリーメールだったの
で、何かハッキングされたのではないか？と疑ってしまってい
て。
「彩」は元⽇⽴製作所のシステムエンジニアです。
8⽉5⽇

9GBか。アドビマスターコレクションはそのくらいだったか
な。で、落としまくった電⼦辞書のファイルサイズ15GB位だ
ったかな。。
Louisはかせ8⽉5⽇

丸善だけに性善説なんですねw ＞恐ろしく単純で何も考えて
ないと思われる節がある。
8⽉5⽇

%E5%B4%8E%E5%B8%82%E7%AB%8B%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E4%BA%8B%E4%BB%B6

https://

あまりやり過ぎて、 ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1…
この事件のようにならないように……
8⽉5⽇

丸善からは普通に仮ID再送してもらってコトなきを得たよ
化学便覧などの別のフロンティアもご

https://twitter.com/i/notifications
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化学便覧などの別のフロンティアもごっそりいければ⼆桁GB
かと
アレゲ化学と電気電⼦8⽉5⽇

すみっこさんのツイート。数時間前から買ったポカリスエット
紛失したり、スマートフォンを紛失したりと、なんか変。
ADHDっぽくなってる？ ⼤丈夫かな、なんかの薬が切れたの
かな（⼼当たりはある）。
えーと、仮IDというと、やっぱりあの紙のIDは誰かに既に使わ
れていたという事なんでしょうか？
8⽉5⽇

⼀応、仮IDは10⽇くらいで使えなくなって、その後は本IDでの
ログインになるので、IDは2種類はあるのですが……
もしかして送信時、うっかり2回クリックしてしまっていた、
とか？
8⽉5⽇

そうかもしれない。というのも今使っているMacBookAirのタ
ッチパネルは調⼦が悪くなってしまっている
アレゲ化学と電気電⼦8⽉5⽇

あ、なるほど！ まさかそんなたんじゅんな・・・・・・Ｗ￥
あ、なるほど！ まさかそんな単純な……w ⼀応、それだと
確認メールは来ると思うけど……
8⽉5⽇

あ、今⾃分の去年の記録⾒たら、仮登録時ではなくて、正式登
録のメールしか来てませんでしたw
8⽉5⽇

すみっこさんは最近微熱が続いているようで、何か熱病で判断
⼒が落ちたのかも……
微熱……⽩⾎病でなければいいが。
8⽉5⽇

肌⾊のネタがあやしい。
Louisはかせ8⽉5⽇

まあ、ネタ⾃体はもっと⽩いのですが、⽔に溶かすと肌⾊っぽ
く不透明になるんですｗ
8⽉6⽇

https://twitter.com/i/notifications

%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%BF%BE%E9%81%8E/

http://

yuuki-gousei.com/2016/08/06/%E3… セライト濾過につい
て、初めて知った⼿法がありました。あらかじめ、エマルジョ
ンを起こしている液体にセライトを混ぜて濾過するというもの
です。
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漏⽃に敷く⽅法しか知らなかったので、とても新鮮でした。
8⽉8⽇

4-73/?q=%E3%82%B9%E3%82%BA&cate=A

https://

axel.as-1.co.jp/asone/d/61-033… なんかここのショップのメ
ルクの試薬はいつも図が間違ってるなあ……
8⽉9⽇

普通にメルクのサイトから持ってくれば間違いないと思うんだ
けど。わざわざ⾃分で描き直してるのかな？まあどうでもいい
けど。
Louisはかせ8⽉9⽇

いやー、マジで今⽉で軍資⾦が付きますw というか、本当は
とっくに尽きていて、⽣活費として取っていた⾦庫の⾦とか、
貯めていた硬貨とかを崩していたので、すでにゼロにはなって
いるのですが……今使ってるお⾦は、もともと薬物開発に回す
はずがないお⾦で、まあ、かなり予定外の「⾝銭を切る」状態
になってます。とはいえ、⾷費や住居費は家族がいるので全く
不⾃由はしないはずではあります。しかし、絶対に、家族に
「新型ドラッグを開発するのでお⾦を分けて」とは、頼めませ
んw さっき、部屋の奥にあった500円⽟50枚の棒をばらして
諸費⽤に充てるなど、かなり⾵前の灯⽕です。
8⽉10⽇

多分、来⽉のワイマックス通信費と、今⽉の社会保険料は物が
売れなければ絶対払えません。ただ、「P」は売れると思いま
す。とはいえ、1バッチ当たりの⽣産量が数⼗gしかないので、
ちょっと⾊々⾯倒ですw「B」はグリニャールじゃないので溶
媒はあまり使いませんし、1バッチでどっさり作れます。これ
は未体験ですが、効くといいなと思っています。
8⽉10⽇

あまり効かない気もしますが、昨今の雑草・⾊⽔オンパレード
の状況では、たとえ「B」が駄作でも、勝てそうな気はします
w 幸い、原価が安いので、あんまり買った⼈から恨まれない
気はしますw
（あ、原価が安いので、私も安く販売するという意味です）
8⽉10⽇

ちなみに、ボブ⽒さんがすみっこさん経由で「B」はあまり効
かないと思う…みたいな話をしたそうですが、理由は分かりま
せん。ボブ⽒さんの構造推定が⼤幅に間違っているのではない
かという気もしますw
8⽉10⽇

https://twitter.com/i/notifications
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08

http://www.

nicovideo.jp/watch/sm306716…
効くといいな。
Louisはかせ8⽉10⽇

君の⼼に。
Louisはかせ8⽉10⽇

何か暇だから貸しを作ってみた。
Louisはかせ8⽉10⽇

君の作るネタが今もパケに残ってる
ネタが減るのはなぜ あんなに好きだったのに
伝えたい
あの⽇ふたりでネタを炙り丸いガラポで
肌⾊のネタをガラポで吸った
今朝のこと
⽩い粉に新しい春を⾒た
ネタを炙り吸い込んだらキマル冴える
どんなに愛しても消えてゆくネタの効き⽬
⾒失うマブネタ追いかけてくる渇望
そばにいて
ネタを炙った時はまるで頭が冴えて
マブネタをそっと追加で炙っているよ
ときどきは
思い出してね
ネタの効き⽬教えてあげて
もしかして
いつか君の⼼を蝕んで
⾼いネタに指をくわ〜えている
炙るガラポ吸い込んだネタ効くといいな
君の⼼に
Louisはかせ8⽉10⽇

何か暇だったから勝⼿に歌詞を作ってみた。
Louisはかせ8⽉10⽇

後で聞いてみます。
歌詞ありがとうございます。
8⽉11⽇

https://twitter.com/i/notifications

蒸留装置の原液側フラスコの焦げがわずかに残ったまま、蒸留
を始めようとしていますw なお、この焦げは前回「P」の不
良ロットをマントルヒーターで超⾼温で加熱した時の焦げなの
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良ロットをマントルヒ タ で超⾼温で加熱した時の焦げなの
で、これが残ったまま再度使⽤しても、異種のドラッグの成分
が混⼊する可能性はないので、焦げ落としはさぼりましたw
もしこれが別のドラッグの焦げであれば、きちんと⽬視で⾒え
なくなるまで落とします。
8⽉11⽇

あれ、悪ノリして書いた歌詞消したんだけど。まだどこかに残
っているのかな？？
Louisはかせ8⽉11⽇

普通に⾒えます。
8⽉11⽇

ふ〜ん。私からは⾒えないので⾃分でも何を書いたのかよく覚
えてない。かなり⽀離滅裂でぶっ⾶んでいたことだけは記憶し
ている。
Louisはかせ8⽉11⽇

君の作るネタが今もパケに残ってる
ネタが減るのはなぜ あんなに好きだったのに
伝えたい
あの⽇ふたりでネタを炙り丸いガラポで
肌⾊のネタをガラポで吸った
今朝のこと
⽩い粉に新しい春を⾒た
ネタを炙り吸い込んだらキマル冴える
どんなに愛しても消えてゆくネタの効き⽬
⾒失うマブネタ追いかけてくる渇望
そばにいて
ネタを炙った時はまるで頭が冴えて
マブネタをそっと追加で炙っているよ
ときどきは
思い出してね
ネタの効き⽬教えてあげて
もしかして
いつか君の⼼を蝕んで
⾼いネタに指をくわ〜えている
炙るガラポ吸い込んだネタ効くといいな
君の⼼に
8⽉11⽇

あああ。書くんじゃなかった。。。。
Louisはかせ8⽉11⽇

わろたズラ

https://twitter.com/i/notifications
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ピグ太郎8⽉12⽇

ツイッターだけど、掲⽰板みたいな⼼構えが必要ですね
とろん

8⽉12⽇

ズラですねw
ピグ太郎8⽉12⽇

っていうか、DM画⾯って、⾃分で消しても相⼿側には残って
いるってこと、あまり知られてないんでしょうか……先⽇は、
すみっこさんが同じようなことをして、「消えてると思ってい
た」と⾔っていました。
何年も前の初期のツイッターのシステムでは、DMを消すと相
⼿側のも消えたみたいですけど。
8⽉12⽇

昔のWebチャットもこんな感じだったけど、書き込みミスがあ
ったら再送信すればいいだけだし、あんまり気にならないか
な…
とろん

8⽉12⽇

禁断ボーイ… @
「MacBook
Pro」
1台プレゼント
します
応募⽅法は
このツイート
をリツイート
のみ！
当選連絡はDM
で⾏うのでフ
ォローまたは
DM解放お願い
します。
⬇ユーチューブ

https://

ではさらに9台
プレゼントし
てます⬇
youtu.be/YCCk
Og2mHvs

https://twitter.com/i/notifications

atus/896313918846509056

https://

twitter.com/kindai_boys/st… こ
んなツイートを⾒つけて、リツイ
ート数がえらいことになっている
のに驚 たんだけど これ 脱法
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のに驚いたんだけど、これ、脱法
ドラッグ業者が同じ企画やって、
「応募はリツイートで」とかやっ
たら、かなり広がるだろうか？
8⽉13⽇

今のアカウントだとリスクあるので、私がやるとしたら別アカ
で……
8⽉13⽇

先に捕まるかと。
フレッシュライト ヨナホール プレゼント とか。
ピグ太郎8⽉13⽇

いや、脱法ドラッグを販売している業者のアカウントは野放し
ですよね？ 無償プレゼントの⽅が、危険？
8⽉13⽇

プレゼントのが応募者殺到しそうですねぇ。捨て垢とかで。
ツイッターの業者も買上げ調査⼊ってるんじゃないですかね
ぇ？ ツイッター業者の⼀⻫検挙もあるかもしれませんね。
ピグ太郎8⽉13⽇

脱法ドラッグとはなにをもって定義されるのでしょうか。偉い
⼈？がいけないと⾔ったららそれは脱法ドラッグということに
なるのでしょうか？⼀般の試薬とどう違うのか。よくわからな
い。試験研究⽤の試薬として販売すんだからいいんじゃない
の。そりゃ健康被害が出て指定薬物とかになれば話は別なんで
しょうけど。でも、やっぱり私はあんまり深⼊りしたくない。
Louisはかせ8⽉13⽇

⼈体摂取して、脳髄にポジティブに意識変容をきたす薬品ぜん
ぶじゃないですズラかねぇ。
ピグ太郎8⽉14⽇

チョコレートも⽴派な脱法ドラッグだね。
Louisはかせ8⽉14⽇

あ⁉ そう⾔われると⼆の句がつげませんズラ。
えーと、メッチャ気持ちよかったり、⾯⽩かったらアウト、て
いうのはどうズラでしょう。
ピグ太郎8⽉14⽇

コーラもお砂糖もコーヒーもお酒もぜんぶドラッグだわ('A`)
お酒は特にハードドラッグ
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

百種類のドラッグのトップである。
8⽉14⽇

百向精神薬の⻑ですか
https://twitter.com/i/notifications
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百向精神薬の⻑ですか。
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Louisはかせ8⽉14⽇

ヨナニーに使えればアウトてのは？
ピグ太郎8⽉14⽇

ぢゃあ酒はトップとは⾔えないような気が。
Louisはかせ8⽉14⽇

ピグ太郎的には遅漏になればドープですズラね。
ピグ太郎8⽉14⽇

そですか。そいえばむかしMMを規制するかどうかアンケート
取るとかやってたきおくが。いちおう脱法になるのかどうか⺠
主的な⼿順を踏んでいるよ！というぱふぉーまんすみたいなの
あったなぁ。アレ以外はどうだかよくわからんけど。
Louisはかせ8⽉14⽇

そんなのあったんですか。初めて知りました。
MMは海猿の⼈が救急呼んで、ほどなくアウトになりましたよ
ねぇ？
ピグ太郎8⽉14⽇

ああ、たぶんそれからほどなくだったかな。規制への流れはさ
すがに町中シャーマンだらけのような有様はよろしくないと⾔
うことだったのだろうと思います。
Louisはかせ8⽉14⽇

でけっきょくりんのききめってどうだったのかな。
Louisはかせ8⽉14⽇

りん、て？
ピグ太郎8⽉14⽇

002/p0423-1.html

http://www.

mhlw.go.jp/public/kekka/2…
8⽉14⽇

神に誓って本当のなりんじゃない⽅のりん。
あ、MMの資料発掘ありがとうございます。
Louisはかせ8⽉14⽇

マジックりん

（混ざった）
8⽉14⽇

あ、まざったのいいでつね。よくわからないけどつくってみ
て！
Louisはかせ8⽉14⽇

で、まじっくりんつながりで、MMに含まれているシロシビン
みたいにリン酸エステル構造を持ったお薬も⾯⽩そうだなと思

https://twitter.com/i/notifications
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みたいにリン酸エステル構造を持ったお薬も⾯⽩そうだなと思
いました。かんがえてみたら。
Louisはかせ8⽉14⽇

https://

twitter.com/MetahitoDenka ちょっと皆さんにアンケート取り
たいです。この⼈、最近私と初めてツイッターでやり取りを始
めて、まだどんな⼈かよく分からないのですが、サンプル発送
対象者にしても、無難な感じの⼈でしょうか？ まだこの⼈の
過去ツイートとかさかのぼってないのですが（忙しくて）、ご
意⾒を頂ければと思います。
8⽉14⽇

あ、そうそう、「P」についての報告です。油回転式真空ポン
プを使⽤して、減圧蒸留したところ、しっかりとした液体？が
⼤量に流出しました。⽔あめのような⾼粘度な物質で、冷却器
を溶媒で洗い流すのが⼤変なので、原液側に溶媒を⼊れて、常
圧で少しずつ加熱して、その凝縮溶媒で押し流すという楽な⽅
法を採⽤しましたw ただし、留分は飴⾊で、しかも、最後に
温度を上げて流出させた分が、明らかにわずかに濃⾊であるた
め、何か熱分解産物が最後の⽅に混じっている可能性はありま
す。とはいえ、以前サンプルを配布した「粗製P」は、蒸留す
らしていませんでしたが、それを飲んだ私や皆さんはぴんぴん
していますので、減圧蒸留を⾏なった今回は、「粗製P」より
も安⼼感は⾼いと思います。しかし驚いたのは、先⽉末の第1
回商⽤販売予定の製造で（結局、出来がひどいので捨てました
が）、⾒た⽬からしても不純物のせいでおかしな⾊をしてお
り、減圧蒸留に掛けるとほとんど流出してこず（ただ、これは
ポンプがただのアスピレーターで、しかもマントルヒーターで
かなりの⾼温を掛けたためでもあります）、収率はほぼゼロに
近かったのに対し、今回はあまりにもきちんと物が出来ていた
という事です。
8⽉14⽇

私はその⽅をフォローしたばかりなので、なんとも⾔えないの
ですが、ケミカルに興味があるか聞いてみてはどうでしょう
か。興味があれば話が進むのではないかと思います
とろん

8⽉14⽇

https://twitter.com/i/notifications

原料はほぼ同じで、異なっているのは、前回はTHF＋ジグリム
で⾏い、今回はTHF＋ジエチルエーテルで⾏ったという事で
す。むしろジグリムはこの反応の副反応を抑制させると確信し
て使ったのですが、期待は⼤幅に裏切られましたw ジグリム
は⾼価ですが、ジエチルエーテルは安価なので、むしろうれし
いのですが、なぜこんな差が出るのか、私のレベルではよく分
かりません。ルイスはかせさんかアレゲ化学さん、Кодзі_Wkj
さん（いまだに、何と読むのかわからない）なら、⾊々と⾼度
な議論ができる知識をお持ちだと思います。ちなみに、溶媒を
THFオンリーで⾏った場合、⾮常に収率は悪いです。多分、
THF＋ジグリム混合時よりも悪いかも？ THFと少量のジエチ
ルエーテルで反応を⾏なった場合、そこそこ固体は⽣成できま
すが、かなり⾊が悪く、そのままサンプルを送るのはあきら
め 活性炭処理をしてたった0 1グラム程度の物を2⼈にだけ送
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め、活性炭処理をしてたった0.1グラム程度の物を2⼈にだけ送
りましたw（活性炭に、⽬的物も結構吸着された） では、ジ
エチルエーテルだけで反応を⾏なえばいいのかと⾔うと、これ
をやると原料のエステルをある程度⼊れた段階で、反応⽣成物
が完全にエーテルから分離してダマになってしまうのです。餅
のようにねばねばして、ガラス棒でかき混ぜようとしたら棒が
折れましたw なので、THFを⼀定量⼊れないとダメです。た
だ、THFが副反応の原因になっている可能性もあるので、今
後、機会があったらグリニャール試薬を作る際、THFではなく
モノグリムで作り、その後ジエチルエーテルを⾜して、試して
みます。
8⽉14⽇

熾さん、今後は「P」の研究を優先に進めていくんですっけ、
「P4」は研究ストップですか？
とろん

8⽉14⽇

THFのような環状エーテルだと、グリニャール試薬に対する配
位の関係で、副反応が⽣じるかどうかが異なる、というのは分
かります。ただ、環状エーテルでないジグリムはTHFと同様に
収率を悪化させ、ジグリムを短くしたようなジエチルエーテル
は逆に収率を⾼める、というのは⾯⽩いです。そういえば、私
はこの化学反応は、「ある指定薬物（私の作っている物質から
フッ素を抜いて、環の⼤きさを変えただけの、ほぼ同じ構造の
物）」の合成を⾏なっている海外の論⽂を参考に⾏ったのです
が、その論⽂では、なぜかアニソールを反応溶媒に⽤いていま
した。ただ、その合成でも、収率は決して⾼くなかったです。
アニソールも⼀応「エーテル」の⼀種ではあるので、何かメリ
ットがある可能性はあります。あと、肝⼼の「P」の合成コス
トは、今回の「成功した合成」でも収率が25%前後でしかない
ため、残念ながら、あまり安価な物にはなりません。あと、原
料のある物が結構⾼い……この原料はさすがに⾃分では作れな
いし（作っても位置異性体を分離することができない）、なん
とか安いメーカーを探すしかないのです。
8⽉14⽇

あ、念のために書きますが、前回（7⽉下旬）と今回は、どち
らもグリニャール試薬にエステルを添加する際、グリニャール
試薬側の容器を、10℃以下に冷却しつつ、反応させ、なるべく
副反応を抑えました。⼀時期、「ジエチルエーテル混合溶媒で
反応させた⽅が収率が良い理由は、エステル添加時の反応熱
を、ジエチルエーテルが蒸発して冷却してくれるから、副反応
が抑えられるためではないか？」という仮説を考え、アレゲ化
学さんにDMで書いたことがありましたが、今回、どちらも低
温条件で反応を⾏なったことにより、この仮説は否定されまし
た。また、実は前回は、エステル添加後、65℃くらい（THFの
沸点の⼿前）で、私が眠っている間ずっと保温撹拌していたの
ですが、今回はその温度だとエーテルが気化するので不可能な
ので、35℃くらいでしばらく保温撹拌しました。室温が30℃近
い⽇だったので、ヒーターでの加熱はあってもなくてもほぼ変

https://twitter.com/i/notifications

わりませんねw この、「反応後に加熱するか」によって副反
応の強弱が変わった可能性はあります また 実は前回はため
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応の強弱が変わった可能性はあります。また、実は前回はため
しに粒状マグネシウム（グリニャール⽤より細かい）を使⽤し
たため、グリニャール試薬調製時にウルツカップリングが多発
した可能性もあり、それによって実はグリニャール試薬がきち
んとできていなかった可能性も、ないではありません。
8⽉14⽇

（でも、ウルツカップリングが起きた時は⾦属マグネシウムが
消費されずに残るような気もするんだけど……前回は、⾦属マ
グネシウムは容器にほとんど残らなかったので、「予想以上に
反応が激しく、⼿で触れないくらい⾼温になってしまった」と
いう「ウルツカップリングが起きても全くおかしくない状況」
ではあったものの、多分あまり起きてないだろうと楽観視しま
した。正しい判断だったのかはわかりません。
で、実はさっきから、トレイにこぼれた「P」を舐めて、覚醒
作⽤が来てますw というわけで、なんか⻑⽂になってしまい
ました。返事しますのでちょっと待ってください。
8⽉14⽇

メタヒトさんに対するご意⾒ありがとうございます。とりあえ
ず、何⼈かの意⾒を聞いて、無難なら、場合によっては本⼈に
DMで打診してみようと思います。
8⽉14⽇

えーとですね、「P4」は、どうも「P」より、弱いという意⾒
があるのです。「P」ではブロンを断薬できたが、「P4」では
できないという⽅もいます。ただ、実は「P4」の⽅が、ずっと
原価は安いのです。安いとはいっても、私は「薬の価値に応じ
て価格を決める」のではなく、「調達コストに応じて価格を決
める」⽅針ですから、私にとってのメリットはありません。原
価が⾼い化合物は、⾼く売り、原価が安い化合物は、安く売り
たいです。で、私は別に「P」と「P4」のどちらを、この夏に
製品化してもよかったのですよ。ただ、「P」の⽅が強そうだ
し、第⼀弾は、強⼒な薬効を持つ物質を送り出し、みんなに強
い印象を与えたいと考えたので、「P」を選びました。そし
て、「P」には「寒いときに使⽤すると、あとで⼿⾜の指にひ
どいしもやけが⽣じる」という確実な副作⽤がありましたが、
「P4」は私がテストしたのが温かくなってからだったので、寒
い時に使う際の危険性について、全く判断材料がないのです。
なので、「P4」も「P」と同様に冬季に使⽤するとしもやけの
危険性は⼗分にありますが、「もしかすると、実はそういう副
作⽤がない」という可能性もほんのちょっと期待できるので、
「夏は「P」、冬は「P4」」という順序にした⽅がいいと考え
ました。「P」と「P4」は構造的にも薬効的にも酷似している
ので、「P」が規制された後、「P4」が後継商品として流通さ
れれば、⼗分に代⽤になるとは思います。「やや弱い」という
評判はありますが、その分安いですし。
8⽉14⽇

https://twitter.com/i/notifications

なので、「P4」の研究は中⽌ではなく、「P」が売れなくなる
までの⼀時停⽌です。ただ、「P」が売れなくなるという理由
とし は もちろん 「指定薬物になる」と うものはありま
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としては、もちろん、「指定薬物になる」というものはありま
すが、「販売価格が⾼いので、あまり買う⼈がいない」という
可能性も、ちょっと考えざるを得ません。その場合、「P」が
法的にはまだ売ってもよいとしても、廉価版として「P4」を販
売開始する可能性はあります。
8⽉14⽇

あ、あとですね、実は「P」と「P4」の同時摂取って、私を含
めて、まだ誰も試していないんですよね……今後、もし同時に
摂取すると、⾼価な「P」が節約できるとか、そういった現象
が発⾒されればうれしいのですがw、さすがにそれは考え過ぎ
ですねw
8⽉14⽇

あと現実的な問題として、「P」の原料は買い置きがもうな
く、ほんのちょっとしか初回ロットは販売できないんです。2
回に分けて合成したうち、前回（7⽉後半）は失敗して全部捨
てましたし……で、最近化学会社とかが夏休み（お盆休み）だ
ったりして、すぐ動けない会社もあると思います。なので通常
よりも原料発注とかは遅めになります。しかも、安価な調達先
として、海外の会社のを買うと、下⼿すると2週間くらいかか
ります。「早急に欲しい」という需要があれば、東京化成とか
の国内物を注⽂すれば2〜３⽇で来ますが、この試薬が原料中
で⼀番⾼いので（価格のボトルネックとなっている）、下⼿す
ると販売価格が2倍近くなりますw というわけで、8⽉中には
実質的に「P」はもう⼀度作れません。ただ、「P4」の原料で
あれば、ある程度⼿元にあるので、今からでも作れないわけで
はないです。
8⽉14⽇

なるほど…個⼈的に「粗製P4」の⽅が使い易かったので、こち
らもいつかリリースされればいいなと思ってます
とろん

8⽉14⽇

えーと、どういった点でよかったでしょうか？
8⽉14⽇

「P4」は原料が安いので、グリニャール試薬を0.5当量くらい
余分に作れば、多少のグリニャール試薬の失活もカバーできま
す。
8⽉14⽇

とろんちゃ的「粗製P4」のここがイイ！
◎集中⼒がすごい、時間の経過が速く感じた事もある
◎量はアバウトでもOK(OD域まで余裕があると思う)
◎噛みしめが少ない
ここは注意
△⾼容量では、多少の噛みしめ以外にも、⽪膚の痒み、発汗
(特に⼿汗)が強く出る
△気分が逸れ易くなる
https://twitter.com/i/notifications
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どちらでもない(ケミ使っている⼈なら対処してると思われる)
発熱、⼝渇、⽬の渇き、⾷欲減退、多弁、不眠
※こまめに⼿洗いしたり、適度な⽔分補給、冷房、⽬薬などで
対処
気分が逸れ易いのは、個⼈差があると思うが、意識して⽬の前
の事に専念すればよい
などと思いました
※個⼈差があります
とろん

8⽉14⽇

⻑⽂すいません(´・ω・｀)
とろん

8⽉14⽇

3.4-CTMPとか、エチルフェニデート、メチルフェニデートな
どに近い感じがしました。
とろん

8⽉14⽇

⼤変詳しいレポートをありがとうございます。
「◎」の三つは、「粗製P」との⽐較ではなく、単独で⾒た場
合でしょうか？
8⽉14⽇

「気分がそれやすくなる」というのは、「集中⼒が⾼まる」の
とは逆だと思いますが、同じ量を摂取して、同じくらいの時期
（摂取後経過時間）に、起きるのでしょうか？
8⽉14⽇

「粗製P」との⽐較点は、２，３番⽬で「粗製P」は量が少な
くても強い。噛みしめも強い。 1番⽬はどちらも集中⼒はす
ごいですね
とろん

8⽉14⽇

「⽪膚のかゆみ」については申し訳ないです。⼀部の⽅（横浜
DeNAファンの⽅。名前を出さないでほしいと⾔っている）か
ら、不純物がどうこうという指摘があり（ただし、その⼈は私
との直接交流は避け、すみっこさん経由で部分的に伝わってき
ました）、「粗製P4」の不純物が原因である可能性もあるた
め、なかなか判断に迷うところです。現在は、以前と異なって
「P4」を蒸留で精製できる状況が整っているので、将来、機会
があったら何⼈かに再度お送りしてみます。
8⽉14⽇

例えば、洗濯物を⽚付けていたとします。途中で視界にゴミ箱
が⼊り→「そろそろゴミ捨てするか」と台所にゴミを捨てに⾏
きます→台所にコップをみつけ「そうだ何か飲むか」と飲み物
を⼊れて部屋にもどります→洗濯物をみて「あ、そうだ洗濯物
⽚付けなきゃ」と思い出します
https://twitter.com/i/notifications
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とろん

8⽉14⽇

3.4-CTMPに近いのは私も思いました
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

↑なんか⼈体実験を前提にした⾔い⽅になってすみませんw た
だ、かゆみとか⼝内炎の副作⽤が、不純物のせいなのかは私も
気になります。もちろん、摂取は⾮推奨です。
8⽉14⽇

痒みに関しては、我慢するレベルでもないんで蚊に刺された程
度のかゆみです
とろん

8⽉14⽇

粗製ではない「P4」！ そういうのもあるのか！期待してしま
う
とろん

8⽉14⽇

あとOD域まで余裕があるというか「粗製P」より即効性があっ
て（3,4-CTMPは遅効性だったけど）頭打ち感が少ないのでつ
い追っちゃう的な感じはありましたね
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

あ、わかりました。「粗製P」は、少量で効き、量を増やして
もあまり効果がないが、「粗製P4」は、もうちょっと量が必要
で、効き⽬も摂取量の多さに少し⽐例する傾向がある、という
事でしょうか？
あと、噛みしめが「粗製P」の⽅が強いというのは参考になり
ました。
8⽉14⽇

とろんさん、気分がそれやすくなるの分かりますｗ
躁状態みたいにちょっとアッパー感をコントロールできなくな
りますよね
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

噛みしめも私は「粗製P4」では殆ど起こりませんでした
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

「発汗(特に⼿汗)が強く出る」というのは、逆に安⼼しまし
た。というのは、「P」や「P3」（駄作）、「P4」はどうも構
造的に抗ヒスタミン剤（抗コリン剤）に似ているため、抗ヒス
タミン・コリン作⽤も持っていると考えられるのです。なの
で、⼝渇とか、排尿困難などが副作⽤として⽣じます。特に
「P3」は覚醒作⽤はないのに副作⽤の抗ヒスタミン・コリン作
⽤ばかりあり、スマドラと⾔うよりも単なる抗ヒスタミン剤で
しかありませんでしたw で、抗ヒスタミン・コリン剤の副作
⽤には、「汗をかかなくなる」というものがあり（⼝渇や⽬の
渇きと同じ原理です）、もし暑い時期にこの副作⽤が表⾯化す
https://twitter.com/i/notifications
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ると、暑い場所で働く⼈がこのドラッグを使うことは熱中症の
誘発につながって危険なのではないか？と考えていたからで
す。「P4」できちんと汗が出るなら、夏に出しても危険ではな
いです。
8⽉14⽇

粗製P4は、もうちょっと追いたい気分だなーって位の時が適量
だと思ってます。アッパー感のコントロールが難しいのも楽し
み⽅の⼀つです。 ケミカル⾷って仕事をするのは昔からNG
です
とろん

8⽉14⽇

で、「粗製P」は汗はかいたかを知りたい……のですが、あれ
を送ったのはだいたい冬〜春頃なのであまり汗をかかない時期
ですよね……なのであまり体験談はないと思います。
8⽉14⽇

もし「P」が発汗抑制作⽤もあるとしたら、「夏は発汗を抑制
し、冬はしもやけを誘発するので、春か秋にしか使えないドラ
ッグ」になり、ちょっとまずいですw
8⽉14⽇

「粗製P」も汗かきました。ただ冬場だったのでそこまで出ま
せんでした
とろん

8⽉14⽇

「粗製P」使⽤時、冬場だったという事もあったと思うのです
が、⼿先や⾜先が冷えますよね・・・
とろん

8⽉14⽇

なるほど、洗濯物とかの例えはよく分かりました。逆に⾔う
と、「⾏動⼒が上がる」という事ですね。普段なら、気になら
なかった細かい点が気になりだすという……もしかすると、
「アッパー系ドラッグをやった⼈は、部屋の汚れ（あるいは鏡
の曇り）が気になって、きれいになるまで掃除をしてしまうと
いう現象と似ているかも？ ある意味過集中関係ですね。
8⽉14⽇

「あとOD域まで余裕があるというか」
OD域まで余裕がなかったの？

えーと、「粗製P」は
8⽉14⽇

あー部屋の掃除を初めてはいけません！綺麗になるまで掃除し
てしまいます！
粗製Pでいつもの倍の量を使⽤した時、上
がりきるまえにグダグダになってしまい急遽落とした事があり
ます・・・(´・ω・｀)
とろん

8⽉14⽇

昔ケミカル⾷っては仕事してばっかりいたし、粗製P4はもうち
ょっと追いたい気分だなーって時にガンガン追ってしまい離脱
が酷い…。
筋⾦⼊り バカな かも れな
ﾞﾟ ﾟ
https://twitter.com/i/notifications
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すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

「「粗製P」より即効性があって」 えーと、確か「粗製P」
は内服メインで、「粗製P4」は直腸摂取メインだったんだっ
け？ ルートの違いによるという可能性は…？
「（3,4-CTMPは遅効性だったけど）」 これの摂取ルート
は？
8⽉14⽇

すみっこさん、仕事の内容にもよりますが、プログラマー的な
職業だったらケミ⼊れて仕事出来るかもしれません
とろん

8⽉14⽇

「ケミカル⾷って仕事をするのは昔からNGです」ちなみに、
どういったお仕事なのでしょうか？ 冷暖房のない屋外作業が
メインでしょうか？ 運転を伴うものでしょうか？
8⽉14⽇

掃除はもうピカピカになるまでやりますねー。おかげさまでお
⾵呂がえらい綺麗になりました
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

⼆⼈の「執筆中」マークが横に並
びましたw
8⽉14⽇

とろんさん、仕事は⼀般事務→ガッツリ⾁体労働でした。⽬を
覚ますためにだけ使っていたと⾔って過⾔でない
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

熾さん、「粗製P」「粗製P4」「3.4-CTMP」すべて経⼝で
す。スニも少しやったけど、特に経⼝と変わらずです。
とろん

8⽉14⽇

3,4-CTMPはスニッフと直腸だったかなー。⽔に溶けにくいか
らスニが多かったかも
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

◎AMT喰ってPGは経験あります。集中⼒が欲しかったの
で。
×倉庫内軽作業の時は、室内熱中症になりかけまし
た
ただ、当時の2ちゃんとかでケミ⾷って仕事はあまり良くない
よって⾔われました汗
https://twitter.com/i/notifications
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そりゃそうだ・・・
とろん

8⽉14⽇

最初に量が分からないで60mgくらい突っ込んだときは下から
⼊れた気がががが
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

熾さん、運転を伴う…たとえば⻑距離運ちゃんとか、ルート配
送は経験ないです
とろん

8⽉14⽇

「粗製ではない「P4」！ そういうのもあるのか！期待してし
まう」 と⾔っても、蒸留で精製して、⾼沸点の不純物を取り
除いただけの物です。主成分は同じですが、おかしな不純物が
⼊っていないので、何か副作⽤があっても「不純物が原因」と
いう可能性を外せます。逆に⾔えば、それは「ドラッグそのも
のが、副作⽤がある」という意味になるのですが…… なお、
蒸留でも、「有⾊物質」は多少残るので、これは再結晶時に溶
媒で流します。そして、さらに純度を⾼めたい場合は活性炭を
使いますが、昨⽇精製した「P」を⾒ると、結構⾊は⽩いの
で、まあ普通の⽤途であれば、活性炭による精製は⾏なわなく
ても、売れると思います。もちろん、注射⽤なら、ちょっと不
安ですが、この「P」系は元々注射に向きませんので、あまり
そういう使い⽅をする⼈はいないと思います（ある電⼦タバコ
の研究家の⽅が、あの「粗製P」を安易に注射しようと試みた
と知って、ちょっとヒヤッとした経験はありますw 幸い、⽔
にあまり溶けないので、注射器に詰めても溶かせなかったよう
ですが）。
8⽉14⽇

私が「粗製P」とか「粗製P4」という⾵に「粗製」という⾔葉
を⼊れているのは、基本的に⼗分な精製をせず、⾊がくすんで
いる物をサンプルとして送る時の「⾔い訳」です。で、こうい
う物を⽔に溶かそうとすると、濁った⽔になります。（ただ
し、実は濁っていても薬効成分本体はおそらくちゃんと溶けて
いるので、濁った部分を無理に溶かす必要はない。むしろ、濁
った部分＝不純物は捨ててもいいかも？） ってわけで、「粗
製」ではない「P」や「P4」は、薬効的に何かすごいわけでは
ありませんw
8⽉14⽇

経⼝、スニ、炙り(ハーブはこの⽅法) でしか経験ないので、
⽅法が違えば効率良く使えたり、効き⽬の強弱が出たりするん
でしょうね…
とろん

8⽉14⽇

直腸摂取は効きますが…腸内細菌が死ぬのでオススメはしませ
ん…
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

やっぱり

純度が良くなった⽅が良いには違いないですよ。
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やっぱり、純度が良くなった⽅が良いには違いないですよ。
とろん

8⽉14⽇

静脈注射も効くけど（略
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

「「粗製P」も汗かきました。」 そうでしたか。私はあまり
にも寒い時にテストしたので、分からなかったようですw ち
なみに、「P」の冷えは、葛根湯などのエフェドリン含有薬品
を飲むと、体温上昇作⽤によって、緩和できる可能性はありま
す。ただ、私はエフェドリンは過集中（常同⾏動？）が⽣じ、
しかも「P」によってその傾向がますます嫌な⽅向に強まるの
で、ちょっと寒さ対策のために併⽤するのは、あまり気が進み
ませんでした。ただ、「P」がエフェドリンの作⽤を増幅する
性質は結構強く、「P」摂取時に寒い部屋の中で、葛根湯の錠
剤をかみ砕いただけで、⼝内から吸収されたエフェドリンのせ
いで（？）⼿先がポカポカし始めました。これには驚きまし
た。
8⽉14⽇

うっかり⽬を覚ましたらとろんさんがレポされてたので、つい
参加してしまった(´д`;)
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

粗製Pも粗製P4も汗が痺れる味になって、これ毒が滲み出て
る…って気分になりましたね
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

もし、これまでブロンをスマドラ代わりに常⽤していた⽅とか
なら、エフェドリン系の薬効は、そんなに苦⼿な性質のもので
はないでしょうし、併⽤で⼿⾜の冷えをごまかすという⽅法
は、それなりに有効だと思います。もちろん⼼⾎管系への負担
はあります。
何を使ったのでしょうか？
ります・・・(´・ω・｀)

デパス？

＞急遽落とした事があ
8⽉14⽇

粗製P、粗製P4とブロンの併⽤は、かなり強い効き⽅になりま
すね。ちょっと同時に使うと楽しめないので、今はP4単体での
使⽤です、
落としはデパスです。
とろん

8⽉14⽇

「粗製Pでいつもの倍の量を使⽤した時」 これは何mgくらい
でしょうか？ 「上がりきるまえにグダグダになってしまい」
というのも結構気になるんですが、「効果が最⾼潮に達するま
での間、かえって嫌な精神状態になる」という事でしょうか？
8⽉14⽇

なんだか暴⾛している。。
Louisはかせ8⽉14⽇
https://twitter.com/i/notifications
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再び寝てきます。
⽬が覚めたらゆっくりログ読ませていただきます
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

熾さん、実はTスプーンを使⽤しているので正確に◎mgっての
はわからないのです
すみっこさん、おやすみなさいです
とろん

8⽉14⽇

「粗製P4はもうちょっと追いたい気分だなーって時にガンガン
追ってしまい」 これについて、「粉に唐⾟⼦とかワサビのパ
ウダー、あるいは⼤量のクエン酸を⼊れたら、直腸摂取やスニ
ッフは痛くてできなくなる（内服しかできなくなる）」と⾔っ
たことがあります。もし、「P4」の使⽤を⾃分でコントロール
できないと思う⼈は、最初にそうすると良いかも？wwww
8⽉14⽇

そうです「通過儀礼」中ガマンできなかったのです
とろん

8⽉14⽇

Louisさん、おこんばんはです
とろん

8⽉14⽇

「離脱が酷い…。」 あ、「粗製P」は離脱症状は弱いけど、
「粗製P4」は強いんだっけ？ まあ、ここ2、3⽇のあなた⾒
てると分かるけど……
8⽉14⽇

アミバさんのことをおもいだした。
Louisはかせ8⽉14⽇

あ、そういえばすみっこさんは「粗製P」の時は精神科の薬が
サインバルタで、「粗製P4」の時はイフェクサーになってるか
ら、併⽤薬の変化という要素もあるのでこれは単純⽐較できな
い。
8⽉14⽇

ほう・・・サインバルタですか懐かしいですね。私もお世話に
なったものです(バキ⾵)
とろん

8⽉14⽇

その頃、up屋のGameって奴良く⾷ってました汗
とろん

8⽉14⽇

「「粗製P」「粗製P4」「3.4-CTMP」すべて経⼝で
す。」
「3,4-CTMPはスニッフと直腸だったかなー。」
これ、どちらもCTMPは固体のまま（キチンと⽔に溶けずに）
摂取しているのだと思います。つまり、体内で、体内から出て
きた⽔分で溶けて吸収されるまで、時間がかかるという「物理
的性質」が、CTMPを遅効性にしてるのだと思います。
https://twitter.com/i/notifications
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8⽉14⽇

なるほど！道理で…CTMPって聞くまで2、3時間位かかってま
したし
とろん

8⽉14⽇

「×倉庫内軽作業の時は、室内熱中症になりかけました」 こ
れはAMTと、「粗製P4」のどっちでしょうか？
8⽉14⽇

AMTでした
とろん

8⽉14⽇

あ、「当時の2ちゃんとかで」だから、AMTの時期ですね。
PGってプログラミング？
8⽉14⽇

そうです。派遣のPGです
とろん

8⽉14⽇

「最初に量が分からないで60mgくらい突っ込んだときは下か
ら⼊れた気がががが」 DMのログに残ってるけど、忙しいか
らあとで読み返す。もし、CTMPが⽔溶性がよくて60mgが5mL
の⽔に溶けていたりすれば、吸収速度が⼀気すぎて、⼼拍数と
⾎圧の急上昇で死亡していたかも……幸い、あまり⽔に溶けな
いので、時間を掛けて徐々に強まってきたので⽣還できたのだ
と思う。
8⽉14⽇

虻可能なのはどれでしょう？PIHPだけ？
ピグ太郎8⽉14⽇

粗製P4をTスプーン半分位で丁度いい位なので、初回60mgは
⼊れ過ぎかなとおもった
とろん

8⽉14⽇

Tスプーンってアレですかねタミヤスプーン？（←寝たんじゃ
なかったのか）
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

https://twitter.com/i/notifications

分かりました。私のドラッグで事故とかあったら、⾊々責任を
感じますし。あ、ちなみに「P」や「P4」の発想の元になった
医薬品は、「運動失調」という副作⽤があるので、市場から消
えて⾏ったそうです。その医薬品は、⼼⾎管系への負荷が、他
の覚醒剤よりもマイルドなので、⾼齢者にも安⼼して処⽅され
ていたみたいですが、⾼齢者は⾜腰が弱いので、ちょっとの運
動機能の低下でも、転んでしまったりするのです。確かデパス
もそういう副作⽤があるんでしたっけ……ってわけで、「P」
系はバイクの運転みたいなバランス感覚を必要とする運転は、
むしろ4輪⾞よりも注意が必要であるという考え⽅もできま
す
＞運転を伴う たとえば⻑距離運ちゃんとか ル ト配
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す。 ＞運転を伴う…たとえば⻑距離運ちゃんとか、ルート配
送は経験ないです
8⽉14⽇

そうです。タミヤスプーンです。タミヤのお店に⾏ってプラモ
買わずにTスプーンをよく買いました
なるほど、運動失調・・・なんか解るきがします
とろん

8⽉14⽇

初回60mgはCTMPです…ほんと危なかった、⼼臓バクバクす
るし眠れないし。⽔溶性悪くて命拾いしました…
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

もちろん、バイクも4輪⾞も、得体のしれない化学物質を摂取
していいわけではありませんw あくまで、「本来、摂取⾮推
奨の物だけど、特に摂取をしない⽅がいいと思われる場合」の
解説です。
8⽉14⽇

すみっこさん、CMTPを60mgは⼤杉ィ・・・⽣きててよかっ
たですね
とろん

8⽉14⽇

無知って怖いわ:;(∩´﹏`∩);:
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

「腸内細菌が死ぬので」
あのー……、直腸摂取で⽔溶液が
広まる場所は直腸だけで、⼤腸の⼤部分、⼩腸にまで、⽔溶液
はいかないよね？ で、⼩腸や⼤腸にある腸内細菌は、便とと
もに、排便時に直腸を通るので、直腸の腸内細菌はすぐに復活
します。
8⽉14⽇

腸内細菌が死ぬので、はすとーんさんが前に⾔ってました
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

LGS説がマジなら病巣は⼩腸にあるから、浸透して腸内全体に
広がっちゃう可能性も微レ存
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

https://twitter.com/i/notifications

「粗製Pも粗製P4も汗が痺れる味になって、これ毒が滲み出て
る…って気分になりましたね」 私の解釈では、あなたの体に
たまってた毒素がにじみ出ているという意⾒になりますww
なぜこう考えるかと⾔うと、「P」系って10mgでも効くでし
ょ？ で、初回摂取時はそれだけでも活動的になり、汗が出た
りするでしょ？ でも、たった10mgの化学物質が、体重50kg
前後の⼈体内に拡散して、で、それまたはそれの代謝産物が汗
に混じっていたとしても、そんな微量で、味を感じると思
う? 多分、味を感じるレベルではない気はする。もちろん、
安息⾹酸デナトニウムのように、ものすごく微量でも味を感じ
る化合物はあるから、これは単なる「常識的な推論」に過ぎな
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る化合物はあるから、これは単なる 常識的な推論」に過ぎな
くて、絶対ではない。でも、私の感覚では、汗の変な味は、多
分⾁体⾃⾝が作ったものだと思う。
あ、念のために効くけど、汗を舐めた部位、化粧品を付けてた
りはしないよね?w
8⽉14⽇

実際お腹下しまくったし…
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

未知の薬物の⻑期連⽤に伴う予想外の副作⽤とか。。端的な例
としてサリドマイドの催奇形性なんか挙げてみたんだけど。怖
くないのかな？？気がついたら廃⼈。中枢神経に不可逆的な損
傷を受けて処置なしとか。。素⼈の密造で、ちょっとした副反
応の産物で死者が続出した例もあるし、ものすごい資本と頭脳
を投⼊して安全性をこれでもかと研究して製品化された薬物で
も⾊々と問題が起こることがあるのに。と呟いてみてもネタへ
の強烈な渇望の前には無⼒か。
Louisはかせ8⽉14⽇

「粗製P、粗製P4とブロンの併⽤は、かなり強い効き⽅になり
ますね。」あ、これ以前から知りたかったことです！ 「P」
系とエフェドリン類の放出剤の併⽤、体験談を求めていまし
た。
ちょっとトイレに⾏ってきます。
8⽉14⽇

Louisさん、AMTや5-moediptの頃も、使い続けたらどうなるか
解らんよーって良く⾔われました
とろん

8⽉14⽇

わからんものを使うのは。。控えた⽅が良いかと。運良く何の
副作⽤もなければいいですが。。
Louisはかせ8⽉14⽇

10mgとかそんなもんでなく、もっと⼊れてたので（）
図らずもデトックスしちゃってたのかも分からないけど汗の味
は何⽇か抜いたら戻ったから、薬のせいなのもあながち否定で
きないです
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

AMTは「ロシアで抗うつ薬として使われていた本格派！だか
ら」 という説明をする業者もいましたよ(害が無いとは⾔っ
ていない)
⽬に⾒えた⾮可逆の障害が無くても、内部的に損傷しているの
かもしれませんね・・・
とろん 8⽉14⽇
https://twitter.com/i/notifications
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⽇

当時の私は「処⽅薬だったの？へーじゃあ⼤丈夫だねー」なん
て呑気さんでしたよ。何事も無くて良かったです
とろん

8⽉14⽇

トリプタミン系もいずれリリースされる予定みたいだけど。
AMTの構造を少しいじるのも⾯⽩そうとか、傍観者として観察
する分には⾯⽩いんだけど。
Louisはかせ8⽉14⽇

Louisさん、私は極端な話、死んでも構わないつもりでやって
るので…まぁ廃⼈コースが怖くないと⾔えば嘘になります
が…。
⾃分の⾝体が⽬に⾒えて壊れていくの、⾃傷癖の持ち主として
はちょっと気持ち良くて('A`)
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

あと⾃⼰治療仮説で「今を乗り切れれば後先考えない」感はあ
りますね
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

そうですか。熾すさんのテスターとしては頼もしい存在です
ね。
Louisはかせ8⽉14⽇

死んだらおはかに花束を
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

丁度いい寮でまったりするのが⼀番ですよ
とろん

8⽉14⽇

あ、いつの間にか話題が進んでいますね。池沼さんも来ていま
すし。さっきの↑の「ブロンとの併⽤」は⾶ばして、今進んで
る話題にレスします。
8⽉14⽇

でも、死ぬのは苦しいじゃないですか。ストンと死ねればいい
ですけど、障害が残って⽣きる屍みたいになるのはやっぱりや
だヤダ。ブロンの⽅が良い。配給希望。
Louisはかせ8⽉14⽇

現状すでに⽣きる屍みたいなものですしね（⽩⽬）苦しんでじ
わじわ死ぬのは嫌だなぁ…アイキャンフライしちゃうかも
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

助かっても、下半⾝マヒとかなったらイヤや・・・
とろん

8⽉14⽇

その可能性もあるかもね。
Louisはかせ8⽉14⽇
https://twitter.com/i/notifications
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久しぶりに「P」の摂取で、⽂字が暴⾛しています。漏⽃から
落ちた粉を舐めただけですが、それでも効くので、強いです。
いや、ふとこのチャットに書いたら、いつの間にか誰か来て、
そして⼈数が増えて、⼀気に進んでいます。 ＞なんだか暴⾛
している。。
8⽉14⽇

「「通過儀礼」中ガマンできなかった」と⾔うと、吐き気とか
でしょうか？ 「P」系で通過儀礼というのが、あまり良く分
かりませんが、どういった感じなんでしょうか？
8⽉14⽇

下半⾝⿇痺どころか、⼤脳は⽣きていても体全体が⿇痺して意
思の疎通もできなくなるとか。
Louisはかせ8⽉14⽇

あ、したらば避難所で、名無し時代の私が、Gameを摂取し
て、⻑⽂で⾊々書いたことがあります。以前紹介したかどうか
は忘れましたが。 ＞その頃、up屋のGameって奴良く⾷って
ました汗
8⽉14⽇

Pとブロンの時ですね。吐き気は無かったのですが、体温が凄
く上がっている様な感じでした。酷い⾵邪を引いた時みたいな
感じでしたよ
とろん

8⽉14⽇

Pに通過儀礼なんかありましたっけ…
ブロンの離脱みたいですね＞酷い⾵邪
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

４-ホスホリルオキシAMTって合法なんでしたっけ？
Louisはかせ8⽉14⽇

んーー
どうなのでしょう？
とろん

8⽉14⽇

個⼈輸⼊はしたことないんです
とろん

8⽉14⽇

熾さんに聞いてみてください。ある意味天才過ぎると思いま
す。作るの難しそうだけどインドール４位にヒドロキシル基が
付くと作⽤がかなり変わると思う。リン酸エステル化はどの程
度薬効に寄与するのか不明ですが、製造コストが安上がりなら
試してみるといいかも。
Louisはかせ8⽉14⽇

https://twitter.com/i/notifications
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だった私が4F-α－PVPを使った時のリアルタイムの書き込みで
す。
8⽉14⽇

あ、確かにセロトニンに効くドラッグは体温上がりますね。
＞AMTでした
「虻可能なのはどれでしょう？PIHPだけ？」 私の今のライ
ンナップでですか？ 多分、「B」は炙れます。
8⽉14⽇

あ、Tスプーンはタミヤスプーンですね。ティースプーンかと
思ったw
8⽉14⽇

お薬は卸に徹していても逃げられないって誰かが⾔ってたけ
ど。捕まったら５年。
Louisはかせ8⽉14⽇

P4を⾒ティースプーンに半分っていくらなんでも多過ぎでし
ょ…
⾒は要らないｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

「タミヤのお店に⾏ってプラモ買わずにTスプーンをよく買い
ました」 消耗品なんですか？ プラスチック製とか？
8⽉14⽇

4F-α-PVPは思い出すと怒りが
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

「⼼臓バクバクするし眠れないし。」
い味はしなかったの？w

その時の汗は、毒っぽ
8⽉14⽇

タミヤスプーンは⾦属製ですが細くて失くしやすいとか、物質
によって使い分けるとかかな？
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

私は2本買って1本あげちゃって残りの1本を今年の始めからず
っと使ってますねー
あ、覚えてない＞汗の味
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

そうですかｗ まああの⼈は、あまりあてにしない⽅がいいで
す。 ＞すとーんさんが前に⾔ってました
8⽉14⽇

でもフェニデート系は汗かいてもあんまり毒っぽい味しません
よ

https://twitter.com/i/notifications
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よ

体臭は変わるみたいですが⾃分ではよく分からないです
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

まあ、昨今の脱法ドラッグ業界の劣化ぶりを⾒ると、私も、あ
る程度、⾃分の背負う品質追及意識を、軽量化できます。実は
去年夏に、「クリスタルワン」というとんでもない毒アロマが
登場して…… まあ、私は、「今の物よりマシ」なら、あまり
良⼼の呵責はないですw ＞怖くないのかな？？
8⽉14⽇

P4をTスプーン摺り切り半分位ですよ〜
とろん

8⽉14⽇

量については、個⼈差と⾔うことで・・・
とろん

8⽉14⽇

そうですね。例えばブロンとかなら、その点安⼼です。実際、
「粗製P4」からブロンに戻った⼈もいました。その⼈は「粗製
P」摂取時は、ブロンは断薬できたのですが…… ＞わからん
ものを使うのは。。控えた⽅が良いかと。
8⽉14⽇

また後で、ログ⾒ます(*_*)ﾉｼ
とろん

8⽉14⽇

「AMTの構造を少しいじるのも⾯⽩そうとか」 あー、あの位
にメチル基が付いている物は、以前原料を探したらなかったん
ですよね……
8⽉14⽇

いやー、処⽅薬併⽤多いので、まあテスターとしては、「参考
意⾒」という位置づけにすべき⽅なんですけど、DMで⾊々と
突っ込んで聞けるので、助かってます。 ＞熾すさんのテスタ
ーとしては頼もしい存在ですね。
8⽉14⽇

「Pとブロンの時ですね。吐き気は無かったのですが、体温が
凄く上がっている様な感じでした。酷い⾵邪を引いた時みたい
な感じでしたよ」 あ、ブロン併⽤でしたか。で、その時は
「粗製P」も、通常の2倍摂取していたのですね。なるほど。も
しかすると、メチルエフェドリンの作⽤が、かなり増幅したの
ではないか、と思います。確かエフェドリンは、ドーパミンや
ノルアドレナリン受容体に対しては、ドーパミンやノルアドレ
ナリンを介した間接作動薬として作⽤するのがメインですが、
⼀部のノルアドレナリン受容体に対しては、直接作動性があ
り、その受容体は体温上昇を司っています。なので葛根湯を飲
むと暖かくなるのですが、もしかすると、メチルエフェドリン

https://twitter.com/i/notifications

にも同様な作⽤があって、「P」の薬効によって効果が増幅さ
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ドリ
も に
はよく知らな
すが
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エフェドリンそのものについてはよく知らないのですが、エフ
ェドリンと構造が似ているので、⼗分あり得る話です。
8⽉14⽇

ただ、厄介なことにメチルエフェドリンは、あまり外国で使わ
れていない⽇本独特の医薬品なので、あまり海外論⽂がなく、
謎が多いドラッグなんですw 今後、機会があったら、メチル
エフェドリンが受容体直接作⽤があるか調べてみますね。
暑い時期に、うっかり「P」とブロンを併⽤して、体温が上が
ってしまうと、危険ですから。ちなみにその時は、ブロンは何
錠くらいでしたか？
ありがとうございます。 ＞ある意味天才過ぎると思います。
8⽉14⽇

ブロンは16Tです。Pとブロン16Tの併⽤で体温が上がってしま
いました。
とろん

8⽉14⽇

で、今のトリプタミンの話で思い出したのですが、少し前、4Acoシリーズって流⾏りましたよね。4－アセトキシという。あ
れ、アセチル基ではなくプロピオニル基なら、未規制なんです
かね？ そうなると、体内で加⽔分解されるかどうかわからな
いけど。
8⽉14⽇

確か、モルヒネなんかは、⿇薬取締法で「モルヒネのエーテル
またはエステル」と書いているので、「ジアセチルモルヒネ」
（ヘロイン）のアセチル基を1炭素伸ばして、プロピオニル基
に変えても、⿇薬指定ではあるはずです。ただ、ヘロインだけ
は⿇薬取締法で罰則が重くなっているので、アセチル基を他の
形に変えれば、「刑罰は」若⼲軽くなります。でも、4-アコ何
ちゃらの指定薬物の⽅は、条⽂がそうなってなければ、法的に
はできるはずです。
と⾔っても4-アコとか5-アコのドラッグの評判がどうだったか
よく分かりません。あまり流⾏らなかったのかな。あと、これ
らは空気中の⽔分で分解するので、やはり輸送中の変化による
違法化の懸念はあります。
8⽉14⽇

この、4-Aco系のアセチル基の炭素をいじった場合に、体内で
問題なく加⽔分解されるかについてはs、多分あの薬剤師さん
が詳しいと思いますw なお、私はこういう「湿気で違法化す
るドラッグ」は、扱うつもりはありませんので、あくまで勇気
のある皆さん（あとでこのログを閲覧する、国内ドラッグ業者
の⽅とか）に実際の⾏動をお任せします。
8⽉14⽇

（思うに、加⽔分解でOH体が出来たとしても、違法となる可
能性を無くするには、⽔酸基と反応する化学物質を混ぜるとい
https://twitter.com/i/notifications

152/281

2017/10/29

Twitter / 通知

う⼿はある。例えばグリニャール試薬は⽔酸基があるとすぐく
っつくから、売るドラッグにグリニャール試薬を混ぜれば、決
して⽔酸基は「⽣の状態で」存在しない。もちろん、ちょっと
でも⽔分を加えれば壊れるが、買い上げ調査の時、「⽔分が加
わったから違法になった」と⾔えば、通る。ただグリニャール
試薬だとこの場合、アセトキシ基はエステルなので反応してし
まうため、別な物質でないといけない。例えにグリニャール試
薬を使ったのは、アルキルグリニャールなら、「⽔を加えれば
アルカンガス（たとえばプロパン）と⽔酸化マグネシウムとい
う無害な物質になる」から。つまり、このように「無害な、⽔
酸基と反応する試薬」を添加すればよい。いま思いつかないけ
ど）
8⽉14⽇

「エステルとは反応しないが⽔酸基と反応する、無害な試
薬……」まあ、今⽇は遅いのであまり深く考えない。
8⽉14⽇

「リン酸エステル化はどの程度薬効に寄与するのか不明です
が、」
「ピロリン酸テトラエチル」は、無害なピロリン
酸と、無害なエタノールのエステルですが、体内のある構造に
はまるため、猛毒です。これは通称「テップ」で、たしか名張
の毒殺事件で使われました。リン酸系は、こういう隠れた伏兵
があるので、怖いです。不幸に、体内酵素系のある部位にはま
ってしまったら……とはいえ、既存の有機リン系毒物の構造を
⾒ると、有毒そうな構造は想像できますが、私は毒物について
は構造活性相関をこれまであまり真剣に考えてこなかったの
で、ちょっと注意を要します。
「リン酸エステル化はどの程度薬効に寄与するのか不明です
が、」
「ピロリン酸テトラエチル」は、無害なピロリン
酸と、無害なエタノールのエステルですが、体内のある構造に
はまるため、猛毒です。これは通称「テップ」で、たしか名張
の毒殺事件で使われました。リン酸系は、こういう隠れた伏兵
があるので、怖いです。不幸に、体内酵素系のある部位にはま
ってしまったら……とはいえ、既存の有機リン系毒物の構造を
⾒ると、有毒そうな構造は想像できますが、私は毒物について
は構造活性相関をこれまであまり真剣に考えてこなかったの
で、ちょっと注意を要します。
↑ あれ？ 「サーバーエラー」となったのでクリップボード
に保存した物を再度送信したんですが、2重になってますか
ね？
8⽉14⽇

「お薬は卸に徹していても逃げられないって誰かが⾔ってたけ
ど。」
でも、「試薬」、「化学薬品」扱いなら、⼤丈夫で
す。和光純薬や東京化成は、たまに精神活性系売ってるけど、
訴えられてないでしょ。例えば亜硝酸ペンチルも、ブプロピオ
ン塩酸塩も、東京化成の製品です。
8⽉14⽇
https://twitter.com/i/notifications
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しかし、4F-PVPは最近はやってますね。国内の脱法物に混⼊
しているケースが多い。最近、買い上げ調査で毎回のように出
てくるんだが……国内で製造されているのだろうか？ まさ
か、例のくろすさんが関わってるのか？ このドラッグは、使
われるケースが多いことを考えると、オールマイティなのかも
しれない。いや、実際に売れてるので、万能なのだろう。キメ
セクにも効き、スマドラにもなる（少なくとも私はアップ屋の
あれで⻑⽂になった）。そしてコストもおそらく安い。もちろ
ん、α-PVPの⽅が原価は安いが、⿇薬指定なので、業者側がそ
こまでのリスクを負えなかったとも考えられる。ここら辺は深
く考えても、真相を⾒誤る恐れはある。なぜなら、単に「昔国
内に輸⼊した在庫」を今使ってるだけという可能性もあるから
だ。4F-PVPなら以前⼈気だったから普通にあり得る。まあ、
ここら辺は参考材料にとどめたいです。
8⽉14⽇

あ、あと「4F-PVPが主成分の現在出回っていた脱法（の⽪を
かぶった違法）ドラッグは、どうも炙ってもあまり効かない」
という話も聞くので、これも謎。あのドラッグは本来炙れるは
ずだけど。私が経験上感じるのは、混ぜ物が不適切だと、同じ
ライターで炙っても、煙が出る時にロスを⽣じる場合があると
いうこと。つまり、例えばα-PVP塩酸塩が100％のドラッグを
炙った時の煙に含まれる有効成分を100だとして、α-PVP塩酸
塩80％、不適切な混ぜ物20％という構成のドラッグを、同じ炙
り⽅で炙った場合、煙には30くらいの有効成分と、効果を持た
ない分解産物が20くらい含まれ、そしてガラスパイプやアルミ
ホイル上には、50の焦げが残るという結果になるという場合が
ある気がする。つまり、ある種の混ぜ物は、少量混ざっている
だけで、主成分の気化を⼤きく妨げるのではないか？と思われ
るのだ。特にカチノン類は、加熱しすぎると分解するという性
質があるので、その「少量の混ぜ物」が、分解を促進する性質
（または、物理的性質から、熱伝導を妨げたりスポンジ状にな
ったりして煙の流れを妨害するなど）を持つ場合、こういう
「薬物の含有量に⽐して、吸煙時の薬効は弱い」という現象は
起こる。最近、「4F-PVPが買い上げ調査で結構含まれている
事が判明しているのに、吸煙者からの評判が悪い」というドラ
ッグがあって、興味を持っていた。
8⽉14⽇

ただ、その吸煙者は、あまり吸煙以外の摂取はしなかったよう
で、溶かして直腸から摂取していれば、かなり効果も変わった
可能性はあるのだけれど、そうやって⽐較検討したという話を
聞いた覚えは（多分）ないので、ちょっと残念。もちろん、指
定薬物（違法）だから、あまりよろしくない話でもあるし。
8⽉14⽇

「でもフェニデート系は汗かいてもあんまり毒っぽい味しませ
んよ」
えーと、メチルフェニデートなら、あまりアドレナ
リン系に作⽤しないので、発汗⽅⾯の動きが少ないのだとは、
思う。あ、ちなみにメチルフェニデートとか類似物質をODし
た時、結構汗かく？
https://twitter.com/i/notifications
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8⽉14⽇

「P4をTスプーン摺り切り半分位ですよ〜」
あー、結構、
「⽔溶液にして注射器で量る」⽅法は、皆さん使いませんね。
まあ「P」系は量にシビアでないのでいいのですが、レポ時の
摂取量がはっきりしない、という問題が後で発⽣しますね^^;
以前、あるサンプル送付者（粗製P4を2グラム送った⼈）に対
して、ガラス瓶と注射器を同封しようかなと思ったのですが、
その時に使った郵便局の封筒（宛名はすでに書いていた）には
厚さ制限があり、容器が⼊れられないことが発覚して、急遽取
りやめましたw 「⼀定量の粉を⽔に溶かして容器に⼊れてお
き、使う時に注射器で量り取る」なら、使⽤量は正確です。ち
なみに、その相⼿はタミヤスプーンで「粗製P4」を測っていた
ようですが、彼が毎⽇の摂取量を記録した表を⾒て私が⾜し算
した量と、彼が「これくらい（0.8グラム）残っている」と⾔
った時の実際の使⽤量（送付量2グラムとの差だから、1,2グラ
ムほど）は、実に倍近く差がありました（実際の使⽤量の⽅
が、記録の記載量よりも多い）。このように、調⾊スティック
での計量は、結構誤差が⽣じます。
8⽉14⽇

この⼈の例を元にすると分かるように、もしかすると「粗製
P4」は、他のドラッグ類と⽐べて、⾒た⽬よりも実際の重量は
重い（つまり、本⼈は20mg測り取ってるつもりでも35mgぐら
いになっている）のではないか？と思います。
8⽉14⽇

↑ちょっと補⾜しますが、同じ化学物質であっても、粉末が
「フワフワしてるかどうか、ギッシリしてるかどうか」は、結
晶化時の溶媒とか、撹拌の有無によって結構変わります。なの
で、今後の商⽤⽣産予定される「P」「P4」はサンプルの物と
同様の「嵩⽐重」だとは限りません。というか、「粗製」の物
は精製を再結晶法で⾏なったので、「富溶媒のアルコールに塩
酸塩を溶かし、貧溶媒のジエチルエーテルかMTBE、ヘキサン
を加える」という結晶化法でしたが、今回のように蒸留精製し
た場合、「あまり塩酸塩の富溶媒でないIPA（とジエチルエー
テル）に溶かしたフリーベースに、塩化⽔素CPME溶液を加え
る」という⼯程が結晶化を兼ねています。なので、結晶構造は
おそらくかなり差があるかと………（つまり、フワフワ度に差
があっても、製法が違うので仕⽅ないという話。影響として
は、「スプーンですくった時の⾒た⽬の重さの変化」に「スニ
ッフした時の粘膜吸収性」くらい）
8⽉14⽇

前に書いた思いつきなんだけどカロパンもどきの⽔酸基をリン
酸エステルにするとどうなるの？シロシビンとシロシンの関係
みたいに。有機リン系の神経毒は構造がかなり違うかと。
Louisはかせ8⽉14⽇

あ、えーと、リン酸エステルについては、今まで検討したこと
がなかったので、製法とか含めて、よく分かりません。
https://twitter.com/i/notifications
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8⽉14⽇

リン酸エステルは指定を逃れるためにも有効かと。
Louisはかせ8⽉14⽇

ただちょっと思いついたのですが、アンフェタミンって医薬品
としてはリン酸塩の形で供給されてるものもありますよね？
もし、私が気の迷いで、例えばそのドラッグを「リン酸塩にし
てみよう」と考え、安易にリン酸と混ぜたりしたら、エステル
化してしまう分もあったりするかな？と想像しました。ただ、
⽴体障害があるので、上⼿くいかない可能性はあります。でも
ベンゼン環ってA⽒さんによると「結構平⾯」らしいので、⽴
体障害は、実はそんなにないかも？ ただまあ、エステル化は
酸触媒が必要になるので、「リン酸そのもの」が触媒の役割を
果たすのかは、ちょっと分かりません。
8⽉14⽇

ベンゼン環は平らですね。シクロヘキサンは凸凹してる。
Louisはかせ8⽉14⽇

あ、いま思いついたんですが、リン酸は3価なので、エステル
化が複数の部位で起こる可能性もありますね。まあ、これはか
なりすっきりした構造の化合物じゃないと無理だと思います
が……
8⽉14⽇

例えばトリイソプロピルアミンは、かなり合成が困難ですが、
トリフェニルアミンは、それなりに安い値段で試薬が売ってい
ます。ベンゼン環が平らだから、ぶつからないのでしょうね。
8⽉14⽇

分⼦模型作成ソフトで描いてみればフィーリングだけどだいた
い判るんじゃないの？
Louisはかせ8⽉14⽇

マスター、PIHPとBをグラムで。ズラ。
ピグ太郎8⽉14⽇

ちなみに「2グラム送付して0.8グラムくらい残ったという⼈」
の部屋からは、後⽇、ロケットに⼩分けされた粗製P4が発⾒さ
れたというオチをご報告しておきます。
まぁそれをさっ引いても⽬測だと摂取量の誤差は回避できませ
んね
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉14⽇

マスター、PIHPはかなり匂い残るズラに、Bをグラムでお願い
しますズラ。
ピグ太郎8⽉14⽇

マスター、Bてどんなのズラですか？
ピグ太郎8⽉15⽇
https://twitter.com/i/notifications
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ピグ太郎8⽉15⽇

調⾊スティックの事をTスプーンって書いていました。正確に
は調⾊スティックで半分位の量です。
とろん

8⽉15⽇

マスター？マスターぁ？
ピグ太郎8⽉15⽇

随分な誤差が出ていましたからね…。私のタミヤスプーンさば
きが上⼿くなかったのでしょう。
￥ori8⽉15⽇

普通扱いやすいように百倍散みたいな感じにしてテストすると
思うんだけど。というかそもそものネタが純度不明だったか。
意味なかったかも。
Louisはかせ8⽉15⽇

「後⽇、ロケットに⼩分けされた粗製P4が発⾒されたというオ
チをご報告しておきます」 なお、それはその後どうなった
の？
初⽿でしたw

＞PIHPはかなり匂い残るズラに、
8⽉26⽇

本⼈が美味しくいただきました＞⼩分けされたP4
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉26⽇

4F-α-PVPもたいがい匂い残ったねぇ…おっと
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉26⽇

いかにもケミカル、て感じの薬品臭がけっこうな時間こびりつ
きましたよ。意外な問題点かと。
ピグ太郎8⽉26⽇

ハルカ @animaskypeople
妹が⾊気づいてきて、コッソリと
メイクとかしだした。でも照れ臭
いみたいで聞くと必ずしてないと
⾔う。
先⽇も妹の部屋に⼊ると除光液の
匂いがした。
「あれ？何でシンナー臭いのか
な？」
と笑って聞いたら妹は、
「す、吸ってただけだよ！」
と答えた。

https://twitter.com/i/notifications
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ぞ。

/status/899532648879505410

https://

twitter.com/animaskypeople…
除光液の吸引の話題です。あれっ
てアセトン以外にも酢酸ブチルと
か⾊々あったりしますね。さて、
どれなんだろう？
8⽉29⽇

PiHP、私の物は臭うのですねw
かも？

ただ、製造技術が未熟なせい
8⽉29⽇

nda

http://

yori.postach.io/post/buronkare…
あ、カレンダーで確かに最近の
摂取分がありますねw しばらく
間隔があいた後の再摂取、これは
結構強く効いたと思います。
8⽉29⽇

効きましたよ！不眠になりましたね。
￥ori8⽉29⽇

「薬品臭がけっこうな時間こびりつきましたよ」
ですか？

服とかに
8⽉29⽇

https://

twitter.com/hosemutsu この⼈もメタヒトさんと同様にサンプ
ル発送者候補として検討中です。何か、懸念（性格とか持病と
か）をご存知でしたらお聞かせください。ゲイ？でもあるよう
で、ドライオーガズム系に興味あるのかな？とも思います。
8⽉29⽇

実は5MeO-DiPTとかの使⽤経験のあるゲイの⽅（ドライ経験あ
り）で、DMを頂いている⽅は他にいるのですが、あまりツイ
ート数がない⽅だったりするので、どうせサンプル発送対象者
として「ドライオーガズム経験者」を組み⼊れるなら、宣伝効
果もかねてツイートの多い⽅にしようかと思っていますw
8⽉29⽇

たまには書き込んでみる。
5-DIPT は安くて⼒価もあり⾯⽩かったので、合法時代は割と
試したが、これはゲイ御⽤達とは限らないかと。 ただ、⼥性の
多くが『振動に弱い・反応する』…男が⼥性化する感覚が⾃分
でも良く判った気がした。
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でも良く判った気がした。
⾳＝振動＝波なので、この物質が聴覚変化を引き起こし、⾳程
変化を低い側にシフトさせ、振動効果を上げる事と、何か関係
あるかもしれないとは思った。残像も延⻑する。
ただ、5-メトキシなしのDIPT では、聴覚変化はあるが、視覚
変化や意識まで持って⾏く程の強さはなかった。
結局、「ドライって何？」の段階で終わったが。予想通り違法
になるのは早かった（AMT同様）味が悪すぎるｗ
もう何年も前の話。
緩下剤の様な効果がある（腹痛少ない）
今思えば、あの頃は合法ばかりで今の様に事故も少なく⾊々⾃
由に試せた。今と違い、70〜80年代迄に素性が判っている化合
物が殆どでしたし。
では。
Кодзі8⽉29⽇

5MeO-DiPTのような苦すぎる物質は、塩の種類を変えてもやは
り苦みは変わらないのでしょうか？ 塩酸塩、硫酸塩、酢酸塩
など。
8⽉29⽇

実はここ2週間ほど「P」と、謎物質の併⽤でへばっていまし
た。この件についての推理は後程DMで。
8⽉29⽇

塩と云うのは、味を変える為ではなく、⽔溶性を増すために⾏
う事が多い。つまり、⼝に⼊れると⽔分で塩と塩基部分に解離
するから、変わらないと思うよ？解離定数には⾊々ある。
Кодзі8⽉29⽇

なるほど。分⼦量の⼤きなカルボン酸の塩なら、トリプタミン
のアミン部分の周囲が酸分⼦で覆われるような形になって味覚
細胞に接触しにくいかな？と思ったんですが、もし苦みの原因
がアミンではなくインドール窒素にもあるならば無意味ですね
w やはり酸の種類を変えることで苦みを緩和することは無理
ですか……
8⽉30⽇

そういえば、レッドブルに苦いアッパー系ドラッグ（たしか数
年前に流⾏ったカチノン類かな？）を⼊れると、なぜか味がま
ろやかになるようですw
いわゆる「マスキング効果」というものですが、シクロデキス
トリン以外にもこういう作⽤を持つ物があるなら、結構汎⽤性
があるかも？
ちなみにブプロピオン塩酸塩を、栄養ドリンクに混ぜて飲む
と、なぜか苦みが緩和されました。ドリンク名は覚えてないの
で、どの成分がこうした効果を⽣んだのかは分かりません。
まさか、両者に共通する「砂糖」という落ちは……w
8⽉30⽇
https://twitter.com/i/notifications

159/281

Twitter / 通知

2017/10/29

メタヒト親王殿下 @MetahitoD…
あらいけいゐち→あらい→
新井→新井将敬(帰化⼈)
反⽇極左アニメ認定不可避やろな
tus/899627098108645377

https://

あ
twitter.com/sawasiro96/sta…

status/902439512466276352

https://

twitter.com/MetahitoDenka/… 先
⽇のこの⼈、妙なツイートをして
いました。なんか嫌な予感がする
ので、サンプル発送先にするのは
やめます。右翼なのかとも思うの
ですが、よく分かりません。
8⽉30⽇

⽢いんですかぁ。まるで⼤戦中、⾷料が無くなってダイナマイ
トのニトログリセリンを⾷べるかのようですねぇ。
何でもニトログリセリンて、⽢いらしいですよ。
ピグ太郎8⽉31⽇

ベリリウムや鉛や⽔銀の塩にも⽢いものがありますよ。試して
みるといいよ。
Louisはかせ8⽉31⽇

そうなんですか。意外です。でも化学素⼈の池沼には怖くて試
せもはんw
ピグ太郎8⽉31⽇

何事も挑戦ですよ！試してみないと判らないことって多いと思
う。
Louisはかせ8⽉31⽇

…ググッてみました。
ベリリウムは⾮常に発ガン性の⾼い毒性を…
…ズ、ズララッ⁉
ピグ太郎8⽉31⽇

⽔銀のは⽢コウ、鉛は酢酸鉛ですね。鉛の⽅はローマの滅亡の
原因。
8⽉31⽇

ベリリウムは粉末の吸⼊と、化合物の摂取で毒性が結構違うの
ですよね。
8⽉31⽇

レッドブルにリキッドはガチだけどリキのほうの成分が分から
ない…
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉31⽇

https://twitter.com/i/notifications
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どのリキッドでもそうなったの？
8⽉31⽇

あんまりリキッド好きじゃなかったからそれほど種類試してな
いけど、たぶんどれもそう
すみっこ@箱⼊り捨て猫8⽉31⽇

もしかすると、カフェイン飲料にはカフェインの苦みをごまか
すために、何かが添加されていて、それが効いてるのかも？
9⽉1⽇

コーヒーにはカフェインの苦みをごまかすための何かが添加さ
れているの？
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉1⽇

？ コーヒーにアロマを混ぜても効くの？
効くというか、苦みが消えるの？
9⽉2⽇

そういう意味じゃなくて、コーヒーもカフェイン飲料だけど添
加物なくても普通に飲めるじゃん…ってこと。
コーヒーに混ぜたことはないから分かんない
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉2⽇

あー、苦いコーヒー飲んだことない。もしかすると砂糖がコー
ヒーの苦みを緩和してるのかな。
9⽉2⽇

4-ニトロアニリンは第⼆次世界⼤戦後の混乱期に、世界各地で
砂糖の代⽤品として使われて中毒事故が多発したそうです。ニ
トロ化合物は⽢い傾向があるのかな？
9⽉2⽇

「普通扱いやすいように百倍散みたいな感じにしてテストする
と思うんだけど」 えーとですね、たしかにそうなんです。た
だ、私はこれに適した粉末を知りません。粉末の選び⽅がまず
いと、薬効成分と粉末の⽐重差・粒⼦径差により、保存中に衝
撃で次第に上下に分離します。例えば、透明な瓶に塩と⽶を⼊
れて振ると、その直後は綺麗に均⼀になりますが、何回も机の
上に瓶を置いて衝撃を与えると、次第に上下に分離してしまい
ます。こういった問題があるので、私は粉末薬物に粉末を加え
て「散」を作るのは、私の知識ではちょっと今は奨められない
です。
9⽉2⽇

https://twitter.com/i/notifications

「分⼦模型作成ソフトで描いてみればフィーリングだけどだい
たい判るんじゃないの？」 そうですね……ただ⽴体障害はど
のくらいが限界か、⾒極めるのは多分難しいです。結構、他の
反応でも「え、こんなので⽴体障害？」と思う例とかあります
から。第2級アミンだと⽴体障害があるが、ピロリジンだと⼤
丈夫 とか 微妙なケースもあるので
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丈夫、とか、微妙なケ スもあるので。
9⽉2⽇

「マスター、Bてどんなのズラですか？」 まだ不明です。諸
外国でもあまり情報がありません。もしかすると、摂取後しば
らくすると性質が変化するかも？
9⽉2⽇

マスター、虻できるイケてるヤツ、3gくらいお願いしますズ
ラ。
というわけでおはようございますズラ。
ピグ太郎9⽉2⽇

「保存中に衝撃で次第に上下に分離」コーンスターチなんか使
うとあるかも知れませんね。乳糖辺りなら問題ないと思うので
すが。しかも少量ならなおさら衝撃で不均⼀になることはあま
り気にならないかと。医療⽤の薬品でも乳糖を使って散を作る
ことはあるしこれが衝撃で不均⼀化して薬効に変化を来すとい
うのも聞いたことが無いです。。炙りようとかならどうだか知
りませんが。
Louisはかせ9⽉3⽇

そういえばニトロじゃないですけどオキシムを含む紫蘇糖なる
物質が強い⽢味料として太平洋戦争中に⽤いられたものの毒性
が問題となり使⽤が禁⽌されたのだとか。
Louisはかせ9⽉3⽇

よくパウダーとかの⽔増しに使われてる虻できる粉て何なんで
しょうかズラ。
ピグ太郎9⽉3⽇

えーと、池沼さん、今の住所だとサンプル受け取れないとか聞
いた気がするんですが、違ったの？w
9⽉3⽇

乳糖は確かによく聞きます。ただ、私はこの分野に疎いので、
医薬品製剤学とかの本でしっかり確認しないと分かりません。
乳糖と薬物の⽐重差、粒⼦径の差による影響はないのか、よく
分かりません。どちらかが着⾊してあるなら、不均⼀になって
も⽬で⾒れば分かりますが、どちらも⽩⾊だと分かりませんw
炙りの場合、砂糖や乳糖などの糖類は焦げます。なので不適で
す。注射だと溶けるのでいいですが。
砂糖だと､湿気でべとついたり、保管中にアリが寄ってきたり
しますが、乳糖の場合、そういった問題点がないなら、結構良
さそうです。ただ、スニッフ⽤途に向いているかはわかりませ
ん。
9⽉3⽇
https://twitter.com/i/notifications
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乳糖はスニれる（きっぱり）
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉3⽇

%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89

ine

https://

https://

紫蘇糖というと、なんか天然⾵の良さそうなイメージですが、
実は化学調味料なんですねw
ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A… これが原料で、
en.wikipedia.org/wiki/Perillart… これが⽢味料ですね。
なるほど、オキシムを含む医薬・⾷品というのは珍しい。
9⽉3⽇

「パウダーとかの⽔増しに使われてる虻できる粉て」
こ
れ、未だにわかりません。誰か詳しい⼈いないかな。XERE⽒
は、すみっこさんと⽝猿の仲だし。
9⽉3⽇

安息⾹酸なんかどう？あれカルボキシル基が簡単に外れそうで
気持ち悪いんだけど。
Louisはかせ9⽉3⽇

えーと、カルボン酸ですか……酸ってことは⿐から吸った時、
痛いような……
9⽉3⽇

実物⾒たことないの？買ってみたら。それとも安息⾹酸ナトリ
ウムにしてみる？
Louisはかせ9⽉3⽇

安息⾹酸、そういえば不確実ですが、何かそれでできてるチョ
ークというのを⾒たことがあります。布地に印をつけると、し
ばらく経つと消えるとか。
安息⾹酸ナトリウムは、炙った時に揮発するか分かりません。
9⽉3⽇

安息⾹酸アンモニウムか安息⾹酸無⽔物だったらどう？
安息⾹酸無⽔物は⽔に溶けないけどね。
Louisはかせ9⽉3⽇

えーと、酸無⽔物、なんか怖いw
アンモニウムは良さそうです。
略称は「安安」になるのかな。
9⽉3⽇

まあそのおかしなニックネームはともかく、安息⾹酸無⽔物の
恐ろしさってどんなところなのでしょうか？
Louisはかせ9⽉3⽇

https://twitter.com/i/notifications
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反応性がありそうで。
9⽉3⽇

ネタと勝⼿に反応してベンゾイル化すると⾔うことでしょう
か？
Louisはかせ9⽉3⽇

まあ、毒性の⾯では、⼤丈夫です。アンモニウムは、フィンラ
ンドの珍味に塩化アンモニウムとして⼊ってたりします。安息
⾹酸は、塩として、⾷品に添加されています。
えーと、ネタと反応する可能性、そして体内の何かと反応する
可能性です。
9⽉3⽇

そもそも⽔にもほとんど溶けない物質ですよ。＞無⽔安息⾹酸
Louisはかせ9⽉3⽇

摂取前に⽔に溶かせば、しばらく時間が経ったうえで安息⾹酸
に分解されるはずですが、無⽔物のまま⿐から吸い込んだ場合
は……
9⽉3⽇

そんなにシビアな扱いを要求されるような試薬ではないと思っ
ていましたが＞無⽔安息⾹酸
Louisはかせ9⽉3⽇

謎なんですねぇ。⽔増し混ぜ物。
ピグ太郎9⽉3⽇

ああなるほど。酸無⽔物は潜在的に危険っていう思い込みがあ
ったので。無⽔酢酸は⽬に⼊ると⾮常に危険らしいです。
9⽉3⽇

じゃあラウリン酸みたいな⾼級脂肪酸は？毒性もほとんどない
し炙れば揮発するかと。
Louisはかせ9⽉3⽇

えーとですね、難しいですが、酸の蒸気って喉が痛くならない
のかな……
9⽉3⽇

酸って⾔っても超⾼級だからね。刺激性はほとんどないかと。
なが〜い炭化⽔素の先端に⼀個カルボキシル基が付いてるだけ
みたいな感じ。安いし試してみたら。
Louisはかせ9⽉3⽇

そういえば以前、クエン酸で覚醒剤類の固体化を試みたことが
あり、たしかに固体はできたのですが、酸過剰だったので、炙
ったら咳き込んでしまいました。
https://twitter.com/i/notifications
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9⽉3⽇

クエン酸は刺激性が強そうですよね。⾼級脂肪酸も限度を超え
てくるとほとんど⽔に溶けなくなる。酸と⾔うよりパラフィン
の親戚みたいな感じ。咳き込むことはないとは思うのですが。
Louisはかせ9⽉3⽇

あ、もちろん炙りはそうですけど、ある程度の⽔溶性がない
と、使⽤⽅法が限られてしまいます。
9⽉3⽇

アミノ酸とかどうでしょう。グリシンとか。
Louisはかせ9⽉3⽇

と⾔うか適当にハイポで⽔増ししたらいいんじゃない？別に炙
ってもネタさえきちんと蒸発すれば良いのですから。
Louisはかせ9⽉3⽇

うーん、ここら辺、もうちょっと詳しく調べてみます。ハイポ
ってナトリウムが⼊ってるので、ちょっと炙り時にどうなるの
かわかりません。
アスカが「疑似炙り」に使ってる薬品が分かればいいです。
あれなら無害で薬効がないので。
9⽉3⽇

ハイポはぜんぜんダメですん。煙キツすぎて…。
ピグ太郎9⽉4⽇

やはりそうですかw
9⽉4⽇

どうも、例の「疑似炙り」の薬品
って、実際に吸煙できないものだ
った可能性が出てきましたw
9⽉4⽇

「あぶり使⽤の⽅だった場合は、ガラスパイプやアルミホイル
を使って、⾷塩や砂糖をあぶる動作で疑似摂取を⾏います」
つまり、実際には吸煙しないということです。
9⽉4⽇

吸えなきゃねぇ。
ピグ太郎9⽉4⽇
https://twitter.com/i/notifications
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ピグ太郎9⽉ ⽇

news/2014/07/05/kiji/K20140705008504960.html

http://www.

sponichi.co.jp/entertainment/…
「第⼀⼈者の医師は、吸引しても
⼈体に影響のない“気化する結
晶”を持っているため、ＡＳＫＡ
被告はこれを何度もあぶって吸
い、「覚せい剤は効かない」とい
う意識をすり込んでいく治療とな
る」
あ、やっぱり気化する
タイプがあるみたいですね。
9⽉4⽇

酢酸アンモニウムはどうかなと思ったけど、炙るとからだに悪
そう。
Louisはかせ9⽉4⽇

ハッカとか樟脳とかメントールとか
アレゲ化学と電気電⼦9⽉5⽇

樟脳は毒性強いんですって奥サマ。
ピグ太郎9⽉5⽇

酢酸アンモニウムは湿気ます。
9⽉5⽇

テルペン類とかでなんとかならんかなぁ？
アレゲ化学と電気電⼦9⽉5⽇

平井医師にメールしてみます。
9⽉5⽇

メントールは考えたけど、刺激が強くてあんまり良くないと思
う。そもそも内服やポンプならともかく、炙り前提の薬物を増
量することにどんな意味があるのでしょうか。仮に理想的な増
量材が⾒つかったとして、それを炙った時に炙りの温度や吸引
量などにばらつきができて、あまり薬効の評価として意味がな
いように覆えてきました。
Louisはかせ9⽉5⽇

それについてはある種の熱媒体なんじゃないかと思っていま
す。つまりｍｇ単位の純粋なやつだと適切な熱を与えるのにシ
ビアになるけど熱容量がデカければ⼀定温度に達しやすいとか
アレゲ化学と電気電⼦9⽉5⽇

なるほど。とりあえずそのネタが効くものなのかどうなのか評
価する上で有意義と⾔うことでしょうか。副反応で⽣成した不
純物・ネタそのものの純度は脇に置いておくとして。
Louisはかせ9⽉5⽇

https://twitter.com/i/notifications
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「そもそも内服やポンプならともかく、炙り前提の薬物を増量
することにどんな意味があるのでしょうか」 まあ、この増量
剤の議論は元々、先⽇の「普通扱いやすいように百倍散みたい
な感じにしてテストすると思うんだけど」とのご発⾔を受け
て、私がいろいろ考えてアイディアを出しただけですw
9⽉7⽇

そういえば昔、「MAM-2201」というカンナビノイドがあっ
て、0.5mgで効き、2mgでODとか⾔われてた気がします。こん
な物質は、たとえ増量剤と混ぜてあっても、粉末の濃度が不均
衡になってたりすると危険ですね。
9⽉7⽇

適量が５００γか。強烈ですね。
Louisはかせ9⽉7⽇

そういえば、2⽇ほど前から、塩化リチウムを飲むという実験
をしています。約5gを50mLの⽔に溶かし、昨⽇までは1回あた
り2mL（200mg）を注射器で吸って飲みました。今⽇は、さっ
き400mgを飲みました。まあ、精神への影響はですね……最近
「P」の断薬期で離脱症状でイライラが出ていた感があるの
で、たしかにリチウムを飲んだ後、それが収まった感はありま
すが、単に離脱症状の時期が終わっただけの可能性もありま
す。
9⽉7⽇

塩化リチウムは潮解性が激しいでしょ？炭酸リチウムの⽅が扱
いやすいし医療⽤のリチウムも⼀般的に炭酸リチウムの形で⽤
いられると思うんだけど。
Louisはかせ9⽉7⽇

ああ、潮解性が激しいので⽔溶液にしたのです。
飲むたびに粉を量るよりも、⽔溶液にした注射器で量る⽅が楽
なので。
9⽉7⽇

あ、塩化リチウムは薬包紙に乗せただけで吸湿して紙がベトベ
トになるので、飲むたびに粉末を量ることは実質的に無理で
す。もし炭酸リチウムが⼿元にあった場合の話です。
9⽉7⽇

どうせ⽔に溶かすなら炭酸リチウムでOKじゃない？
保存も⽤意。
塩化リチウムでなければならない理由が他にあるなら別だけ
ど。
Louisはかせ9⽉7⽇

多分、炭酸リチウムも、飲んだら胃の中で塩化リチウムに変わ
るとは思います。ただ、もしゆっくりしか化学変化しないな
https://twitter.com/i/notifications
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ら、その分体の電解質の急激な変化を防いでいる可能性はあり
ます。なので、塩化リチウムで代⽤するのは、最初ちょっと警
戒していました。でも200mgで⼤丈夫だったので。
あ、家に塩化リチウムはあったけど炭酸リチウムがなかったの
です。
9⽉7⽇

じゃあ炭酸リチウムにした⽅が良いよ。
試薬瓶に⼊れても塩化リチウムは勝⼿に吸湿して濃度も訳がわ
からない状態になると思うから。
Louisはかせ9⽉7⽇

kfcode=124-01131

http://www.

siyaku.com/uh/Shs.do?dspW… 炭酸リチウムはあまり溶けな
いので……
9⽉7⽇

たしかに使った塩化リチウムは、中でダマになってました
ね……100g⼊りで買ったので、グリニャールなどの禁⽔反応に
添加するために使う場合、何回も開け閉めしないといけないの
で、多分あまりいい状態ではないと思います。で、仕⽅ないの
で摂取⽤に転⽤しましたw グリニャール⽤の塩化リチウム
は、必要になった時に新品を買います。
9⽉7⽇

Louisはかせ9⽉7⽇

で、医療⽤の炭酸リチウムって、もしかすると塩化リチウムと
⽐べ、⾎中濃度の上昇がマイルドなのではないか？と疑う理由
があって、少し前に某ジェネリックメーカーの炭酸リチウム
が、先発品のリーマスに⽐べ、溶出が遅くて、患者の⾎中リチ
ウム濃度が低いというような現象が存在し、回収騒ぎになった
という事件があるので、もしかして医薬品の錠剤は、ゆっくり
と溶ける設計なのだろうか？とも思うのです。だから、塩化リ
チウムを直接飲むのは、⾎中濃度急上昇の懸念はあるかも？
9⽉7⽇

適当にリチウム飲んでると中毒になるよ。
Louisはかせ9⽉7⽇

まあ、炭酸リチウムで1⽇当たり1200mgを、2、3回に分けて飲
むというのが許容されているようですので、私が塩化リチウム
400mgを1回で飲んだ⾏為は、まあ⾃分としては安全だと計算
しています。
あ、医療量よりも低い量を飲んでれば⼤丈夫です。
9⽉7⽇
https://twitter.com/i/notifications
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多剤服⽤の危険性についてはどのように認識されているのでし
ょうか。
Louisはかせ9⽉7⽇

1週間くらいかけて、1gずつ飲んだりすると、双極性障害の治
療域に達するそうですが、私はそのレベルは危なくてできませ
ん。低量で試験的にやってます。
えーと？

ほかに何か？
9⽉7⽇

⼀応、「リチウム濃度の⾼い飲料⽔を摂取している地域の⼈は
どうこう」という話もあるので、微量でも何か効果がある可能
性もあるかも？と思って。⼀応、薬理学書などでは「かなりの
⾼⽤量（治療量と中毒量が近い）でなければ効かない」となっ
ているのですが、であれば飲料⽔中のリチウム濃度の⾼低くら
いで何か有意な差はないはずですし……
9⽉7⽇

ええ、普通ならね。でも他にも⾊々なものを飲んでるんでし
ょ？実態はよくわかりませんが。
Louisはかせ9⽉7⽇

あ、「P」の断薬期に飲み始めましたw 半減期が⻑いので、
ちょっと体内に残ってた可能性はあります。それ以外はコーヒ
ーくらいです。
9⽉7⽇

そうですか。そのPとやらの適量がどのくらいでどのくらいの
時間をかけてどのように代謝されているのかとか。判らないこ
とだらけなんだけど。
Louisはかせ9⽉7⽇

バイエルアスピリンとリチウムはいちおう併⽤注意だよ（相互
作⽤ないとは⾔われてるけど）
あとカフェインはリチウムの吸収を阻害するから、あんまり効
かなくて飲み過ぎちゃって急にコーヒー飲まなくなると危ない
かもね
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

なるほど。実際にリチウムに関しても併⽤を注意すべき局⾯も
あるわけですね。更にPの場合は⼈体への影響もよくわかって
いない。半減期と⾔っても実際にどのくらいの速度で代謝され
ているのかも謎。注意すべきですね。
Louisはかせ9⽉7⽇

リチウムには抗メタンフェタミン作⽤があるようです。
9⽉7⽇

http://www.

naoru.com/limas.html 先⽇、検索してこのサイトで、その作
⽤の事を知ったんですが この語を検索してもこのサイト以外
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⽤の事を知ったんですが、この語を検索してもこのサイト以外
全く出てこないので、「あれ？ この作⽤ってあまり知られて
いない作⽤なのかな？」と思って調べるのをやめたんですが、
今、再度検索したら普通に製薬会社のサイトとかでいっぱい出
てくるので、⼾惑ってしまったんですが、よく⾒たらこのサイ
トに誤字があったので検索した時に正しく検索できなかっただ
け、という結末でしたw
「抗メタンフェフェタミン作⽤」という誤字になってて、これ
で検索してしまったのです。
9⽉7⽇

リーマスを処⽅されている患者は定期的にリチウムの⾎中濃度
を測定されます。主に個⼈差によるものと思われます。てきと
ーにリチウムを飲んでいると思わぬ副作⽤が出るかもね。
Louisはかせ9⽉7⽇

…⾦属ですからねぇ
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

⾦属というかこの場合はイオンですけどね。
Louisはかせ9⽉7⽇

ジェネリックだとなぜか先発品と⽐べて結構な差があったりし
た例があったそうですw 上記の通り、すでに回収されている
ので、今は⼤丈夫ですが、なぜそんなに差が出たのか、謎です
w もちろん、胃は酸性でも、腸に⼊るとアルカリ性になりま
すから、きちんと錠剤が溶けないうちに腸まで達すると、⽔溶
性の低い炭酸リチウムのまま素通りしてしまうのでしょうけ
ど。
まあ、⾦属だけど、ナトリウムも⾦属ですし。
9⽉7⽇

カリウムもカルシウムもマグネシウムも⾦属ですけど。
Louisはかせ9⽉7⽇

ジェネリックもただ猿まねしているだけじゃなくて主成分は同
じでもそれなりに有効成分以外の部分で⼯夫しているのでそれ
が作⽤の違いとなって現れてしまうこともあるのでしょう。
Louisはかせ9⽉7⽇

ジェネリックでも効きは変わらないってよく⾔われますけど、
モノによっては本当に全然違ってきますからね
添加物の差なのかしら
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

まあ、添加物の配合は違うでしょうね。
Louisはかせ9⽉7⽇

てかPはもういいからはよB出さんかいごるぁ！！とか⾔われ
https://twitter.com/i/notifications
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ないのでしょうか。
Louisはかせ9⽉7⽇

なるほど、じゃあバファリンにします。 >併⽤注意
いや、このチャットでも⾔われてます。
まあ、私が体調不良で半⽉伸びたので。
9⽉7⽇

⾔い訳はいいからはよ新しいネタ出せやごるぁ！！とか⾔われ
ないのでしょうか。
Louisはかせ9⽉7⽇

hp/BAS_package%20insert.pdf?id=109e7d9a90fad1739d7ea278c76b4a026

http://www.

「相互作⽤ない」のに併⽤注意ってw bayerhv.jp/hv/files/pdf.p… ここに書いてあるのは、相互作⽤とは⾔
わないの？
9⽉7⽇

安全を確保するならアセトアミノフェンがベストだと思います
＞鎮痛剤
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

-12281909983.html

https://

ameblo.jp/kahakai4/entry… こん
な記事⾒つけた。
9⽉7⽇

アスピリンはいちおうNSAIDsの中では⼤丈夫そうとかいう説
もあるからよく分からない
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

で、よく分からないものは飲まない選択をしたほうがいいと思
う
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

えーと、それ、どっちのこと？ アスピリンと、塩化リチウ
ム……
9⽉7⽇

アスピリン常⽤してるなら塩化リチウム飲まないほうがいいと
思います
で、何故メンタルがヘラってるわけでもないのにリチウム飲ん
でるの？って疑問はさておき、塩化リチウム飲むならアスピリ
ンは避けたほうがいいと思いますね
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

まあ、上の添付⽂書では「⾼⽤量の場合」とあるので、⼤丈
夫。
メンタル、ヘラってるの。
https://twitter.com/i/notifications
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9⽉7⽇

じゃあメンタルのお医者様に⾏きましょうです
餅は餅屋
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

せっかく健康保険料も払ってるわけだし
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

いや、無気⼒で外出できない。⼀⽅塩化リチウムは家にあっ
た。
9⽉7⽇

まあ本名の健康保険料は払ってないけど。
9⽉7⽇

餅が⾷べたいからって⽣の餅⽶を⾷うなよ…
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

つうか、「P」の離脱症状らしきものでへばってるだけなの
で、⼊浴して服着替えて精神科に⾏く準備できる頃には治って
るw
9⽉7⽇

ああ、そうそう、数⽇前に書いた、「疑似あぶり」の内容物を
平井医師に問い合わせた件、返事来ました。これから貼りま
す。
9⽉7⽇

そんなん⾔ったらリチウムの効果が出るころには治ってるわ
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

結論としては、「気化する結晶」については教えてくれません
でした。そして、現在では、「本当にライターを使う」のでは
なく、空のライターを使って真似をするという⽅法を推奨して
いるようです。
まあ、即効性あるかどうか、試したかったので。っていうか、
今⽇は飲んだら効いてきたし。単に離脱症状があけただけとも
いえる。
9⽉7⽇

デパスちゃんでも飲んでおふとぅんかぶって世を儚んでいたら
治る
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

▼私の質問⽂▼
条件反射制御法学会 会⻑
https://twitter.com/i/notifications

初めまして

平井 愼⼆ 様
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/

http://

初めまして。
私は『嗜好性薬物の世界』（drug.toratora.wiki）というサイト
の運営をしている滅智蓮寺 熾（めちれんじ おきし）という
者です。
私は以前から、依存性薬物については、「⼿を出すことは簡単
でも、⾜を洗うのは容易ではない」という、逆戻り困難な⼀⽅
通⾏のような世界であることに対して、「我慢などの意志の
⼒ではなく、科学的な⽅法で逆戻りはできないのだろうか？」
と考えていたのですが、先⽣の開発した疑似注射器に関する記
事を読んで、条件反射制御法を知り、「本⼈の⾏動で乱⽤者
になったのなら、本⼈の⾏動で治せる」のだということに感動
しました。
news/2014/07/05/kiji/K20140705008504960.html

http://www.

sponichi.co.jp/entertainment/…
今回メールを差し上げたのは、この記事に出てくる「疑似あぶ
り」に使われる物質について知りたかったからです。
もしよろしければ、ASKAさんなどが⾏なっている「疑似あぶ
り」に使われる物質名をお教えいただければ幸いです。
また、この物質は⼤量に摂取しても毒性や、肺に対する負担は
ない物なのでしょうか？
お忙しいところ、お読み頂きまして恐縮です。
今後とも先⽣のご活躍と、条件反射制御法の発展をお祈りして
おります。
9⽉7⽇

これ書いたの、「P」断薬後の離脱症状の起きてる時期だか
ら、あまり頭が回らず、私の⽂章⼒が控えめになってるかも？
9⽉7⽇

▼ 平井⽒の回答

▼

滅智蓮寺熾様
ご質問をいただきました。
特定の患者さんに関しては回答しません。
⼀般的な⽅法をお伝えします。
ガラスパイプに何かを⼊れ、ライターであぶって吸うのは、有
害物質が出たり、⼝唇や⼝腔を⽕傷したりすることがありま
す。その場合、第⼀信号系は、危険を超えて⽣き延びる体験し
たのであり、報酬効果が⽣じる可能性があります。それを回避
するべきです。

https://twitter.com/i/notifications

従って、⽬下のところ、塩や砂糖をガラスパイプに⼊れ、ガス
が切れたライターであぶる真似をすることが最良の⽅法である
と考えています
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と考えています。

直前ではありますが、９⽉９⽇に千葉で次のURLで開く学術
集会があります。
http://www.

crct-mugen.com/sg_170909.php
都合がつけば、参加をご検討ください。
下は抄録集に掲載する私の挨拶⽂です。
条件反射制御法学会 第六回学術集会の開催にあたって
条件反射制御法学会会⻑
平井愼⼆
ヒトの⾏動と進化を研究したパヴロフは信号系学説を唱えまし
た。その学説においてヒトの⾏動に関して重要なところは次で
す。ヒトは第⼀信号系と第⼆信号系の２つの中枢をもちます。
第⼀信号系は動物もヒトももち、思考せず、反射が⾃律神経、
気分、動作を直接司って、過去に防御、摂⾷、⽣殖に成功した
⾏動を無意識的に反復し、動物全体の⽣命を⽀える中枢です。
⼀⽅、第⼆信号系はヒトだけが持ち、評価、計画、予測、決断
をして、意識的に動作を直接司り、⾏動を牽引し、個⼈の計画
する未来を成功させようとする中枢です。
その学説を基に条件反射制御法を⽤いた臨床と研究により、ヒ
トの⾏動を効果的に改善するために⼗分なところまで、２つの
中枢の関係を正しく把握しました。その把握は、ヒトの２つの
中枢は強調して働くこともあり、摩擦したときは、強く作動す
る側の中枢が司る⾏動が実現されるというものです。
上の把握を基に、当学会は条件反射制御法の向上だけでなく、
反復する逸脱⾏為に対応する社会制度のあり⽅をも研究の対象
にして活動しています。
条件反射制御法学会第六回学術集会では「意識と無意識に対す
る技法と制度」をテーマにして、次の考え⽅の妥当性や実現性
等を検討します。
広く知られている⾔葉である意識と無意識は⾏動の中枢であ
り、意識は第⼆信号系に、無意識は第⼀信号系に当たります。
また、精神科領域の治療技法と逸脱した⾏動に対応する社会制
度は、いずれもヒトの⾏動をよい⽅向に変化させることを⽬的
とするので、働きかけの対象は第⼀信号系（無意識）と第⼆信
号系（意識）の２つであり、働きかけの内容は各中枢の特性に
応じたものでなければなりません。
⼀般演題では条件反射制御法を⽤いた働きかけ、あるいは裁判
における信号系学説に従った主張への反応等に関する報告がな
され、検討が加えられます。
https://twitter.com/i/notifications
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また、⾏動療法に造詣が深い原井宏明先⽣を迎え、精神科領域
の治療技法を効果的にすることを焦点にして、原井先⽣と私が
対談をします。
シンポジウムでは、次を前提にして法曹の⽅達が有責性と判
決内容について討論します。
幻覚妄想や思考障害、意識障害、精神発達遅滞がないヒトある
いは軽微なヒトにおいて、ある⾏動を司る第⼀信号系（無意
識）の反射連鎖の作動が第⼆信号系（意識）による制御より強
く、その⾏動がそのヒトの計画に反して再現を反復する疾病状
態に⾄ることがあります。計画とそれを実現する作⽤は司法の
領域では「意思」という⾔葉で表されますが、「意思」は第⼆
信号系（意識）による作⽤であると考えるべきです。従って、
そのヒトに反復して⽣じるその⾏動が違法であっても、その疾
病状態は、その⾏動に関して第⼆信号系（意識、「意思」）に
よる制御能⼒が第⼀信号系の反射連鎖の作動に劣る状態であ
り、そのヒトのその⾏動の発現に関しては、弁識能⼒が正常で
も、制御能⼒が障害されているのです。つまり、反復する違法
⾏為⾃体は責任能⼒が障害された状態で⽣じています。
皆様の活発なご意⾒、ご質問等を歓迎いたします。皆様が楽し
みながら学び、より多くの⼈を救う知識を深め、現場において
その知識を実践し、広めていただきたいと思います。
平

井愼⼆

私が関係する研修会や学術集会は次のように開催されます。
条件反射制御法学会 第六回学術集会（2017年9⽉9⽇）
ine.php

http://www.

crct-mugen.com/sg_170909_outl…
∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞
平井愼⼆
〒266-0007
千葉市緑区辺⽥町578
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構
下総精神医療センター
hirai-1@hosp.go.jp
shinjih@love.email.ne.jp
PHO:043-291-1221
https://twitter.com/i/notifications
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∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞Ψ∞
9⽉7⽇

いや、デパスは分かるけど、気分をどうにかしたいんじゃなく
て、早く現役復帰したいの。デパスは、気分は安定するけど、
スマドラじゃないでしょ。
早く「P」の残りを精製して、実売、そして他の仕事を⽚付け
なくちゃ。
って⾔うかデバスは、買い置きを、この離脱期よりも前に飲ん
で、「落とし」にした。で、⼤したことがないので、今度は塩
化リチウムを試してみた。つまり、興味によって⾏った⾏動。
9⽉7⽇

リーマス（炭酸リチウム）だってスマドラじゃないですよ…
あと「P」系に関してはベンゾじゃ落ちませんでした
デパスちゃんチエノジアゼピン系だけど
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

⼀応、リチウムは鬱にも躁にも効くので、離脱症状緩和ができ
ると考えた。
あれ、ベンゾだめだったの、意外だ。
9⽉7⽇

お眠剤セットを3⽇ぶんドブに捨てた私が⾔うんだから間違い
ない（）
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

P4では結局82時間連続で覚醒してた
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

8⽉15⽇にとろんさんが「落としはデパスです。」と書いてい
たのを今⾒つけたので、多分体質によるみたいですね……
9⽉7⽇

まぁ耐性とか摂取量とかでだいぶ違ってくるとは思いますけど
ね
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

ってわけで、千葉近辺で9⽉9⽇に平井医師の学術集会があるよ
うなので、興味のある⽅はどうぞ。
9⽉7⽇

あずぅすさんあたりどうだろうw
「お眠剤セットを3⽇ぶんドブに捨てた」って、もしかして粗
製P4の⼤量摂取中？
https://twitter.com/i/notifications
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9⽉7⽇

そうよー
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉7⽇

ああ、多分、当該物質と落としの量がアンバランスだったので
は……
9⽉7⽇

どうもどうも「落としはデパス」とろんです。皆様いかがお過
ごしでしょうか。
とろん

9⽉7⽇

急降下は危険ですので、ソフトランディングを⼼がけていま
す。
とろん

9⽉7⽇

デパスの喰いすぎに注意しましょう(´･ω･｀)
とろん

9⽉7⽇

そうですね、私は処⽅されてないので、以前輸⼊した物しかな
く、消費したら補充できないので⼤切にします。
hobby/1502458370/51

http://

awabi.open2ch.net/test/read.cgi/… このチャットの最新のロ
グをアップしました。
9⽉7⽇

博⼠、⾄急DMください
ピグ太郎9⽉8⽇

あ、このアカウントからできません。そちらの設定を変更する
か、私をフォローしていただければ。
9⽉8⽇

DM発射
ピグ太郎9⽉8⽇

あ、ちなみに「P」とアスピリンを併⽤すると、胃が荒れるの
で、後で胃痛が⽣じますw ＞アスピリン常⽤してるなら
9⽉8⽇

「乳糖はスニれる（きっぱり）」 あ、返事遅れたけど参考に
なった。あぶり以外のほぼすべてに対応できるっぽいね。た
だ、想像だけどもしユーザーが、乳糖の混ざったパウダーを⽔
と混ぜて⾃家製アロマを作った場合、数⽇経つと雑菌が繁殖す
る気がするｗ
9⽉8⽇

砂糖とかの糖類が含まれたジュースは開封すると腐るから。な
ので、ユーザーが⾃家製の調剤をするリスクを考えると、糖類
はリスクあり。「糖が含まれてるので、すぐ消費する場合を除
https://twitter.com/i/notifications
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いて⽔溶液は作らないでください」という注意書きをすればい
いけど、そこまで詳しくショップが書くかどうか……
9⽉8⽇

このチャットに、あと誰招待したらいいか考えています。候補
者あったら⾔ってください。あ、私以外の⼈でも招待可です
し、皆さん⾃由に招待していいです。ただ、⼀度招待したら外
せないかも？
いぐるらいずさんは招待済みだけど、いまだ発⾔がありません
w
9⽉10⽇

おっすどうも、こんにちは m(__)m
ロム専させていただいてます。
結構ちょくちょく⾒に来ていますw
いぐるらいず9⽉10⽇

始めましてよろしくです
とろん

9⽉10⽇

とろんさんはじめまして。よろしくですー。
いぐるらいず9⽉10⽇

あ、いつも⾒てたんですねw
9⽉10⽇

https://

twitter.com/dark_qiwei この⼈、チャットに誘うかどうか考え
中です。なお、この⼈は今後、サンプル発送対象の⼀⼈として
考えています（本⼈に連絡済み）が、懸念などを感じる⽅が居
ましたらご指摘ください。
9⽉10⽇

⼀応、鍵アカウントの⼈に対しては、本来はあまりサンプルは
発送しないつもりではあるのですが、今回は例外として……
9⽉10⽇

Yesひっそり⾒てますw
いぐるらいず9⽉10⽇

https://twitter.com/i/notifications
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で固体らしく ゆっくりと流れ
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で固体らしく、ゆっくりと流れ、
最終的には固まってしまっていま
す。なお、今回掲載している写真
は、初めての「P」の蒸留だった
ため、初留（合成原料などが主成
分）を取り分けていないという問
題がありますが、現在実⾏中の再
挑戦で、ある程度この問題を解決
しています。なお、この写真で分
かるように、左側の⾼粘度物質の
あたりが、⾊が濃いですが、おそ
らく加熱により化学変化が起きて
不純物が発⽣しています。しか
し、初留のあたりも茶⾊く、どの
温度でも有⾊物質が留出します。
私は、この現象についてはあきら
めることにしています。
9⽉10⽇

どうも、着⾊した不純物と、⽬的物質（「P」）の沸点が近い
ことによる、分離困難さが根底にある模様です。通常のドラッ
グ（あぶれるやつ）だと、ドラッグの沸点は着⾊不純物の沸点
よりも低いので、蒸留で分けられるのですが、「P」⾃体、沸
点が⾼いので、蒸留での精製は、この部分で問題が⽣じます。
とはいえ、これまで「粗製P」というコードネームで皆さんに
配ったり、私が飲んだりしていたものは、この減圧蒸留の作業
を全く⾏っていなかったので、それに⽐べるとはるかに綺麗に
なってますw 「粗製P」はこういう不純物を多く含んでいま
したが、私は覚悟して飲んでいました。
9⽉10⽇

虻したらよく煙出そうですねぇ。
ピグ太郎9⽉10⽇

受け器フラスコです。かなり⾼粘
度です。なお、これは前回蒸留時
https://twitter.com/i/notifications
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の、初留を分けなかったもので、
今回はもっと⾼粘度です。
9⽉10⽇

左が、蒸留済み化合物の、IPA・
ジエチルエーテル溶液です。右
が、蒸留前の反応原液です（硫酸
マグネシウム⼊り）。
9⽉10⽇

うーむ、これがどうやって粉ななるのかサッパリ…。
ピグ太郎9⽉10⽇

あ、塩化⽔素を⼊れると塩酸塩になります。
9⽉10⽇

じゃあ、虻できる粉になる、と？
ピグ太郎9⽉10⽇

いや、困難です。お勧めしません。
「P」は⾼沸点なのであぶりが難しいです。ネオシーダーの葉
に混ぜて喫煙したら効きますが、あまりいい使い⽅ではありま
せん。
9⽉10⽇

なるほど。
ピグ太郎9⽉10⽇

第⼀、⼤量摂取しても作⽤が頭打ちです。
葉に混ぜて喫煙した場合、活性炭フィルターがすぐ詰まりま
す。
9⽉10⽇

うーむ。⼒価が低いのはなんでなんでしょねぇ。
ピグ太郎9⽉10⽇

あ、これはですね、説明するとちょっと微妙なので、公開チャ
ットでは⾔いませんが、後で私があなたのDMにある英語ペー
ジを貼りますので、もしご興味があれば、それをКодзі_Wkjさ
んに伝えて、考察をお聞きするといいかも？ 私は残念ながら
https://twitter.com/i/notifications
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諸事情で「P」の構造を推定できるヒントを出せませんが（基
本的に、規制対象になって販売終了になるまで公開の場で構造
を伝えないというスタンスで、代理店側との合意が取れていま
す）、ドクター・キリユさんとのDMのPDFを⾒れば、なんか
⾃然と類推できる気がしないでもないので（笑）、まあ
Кодзі_Wkjさんなら「P」の構造をほぼご存知でしょう。
9⽉10⽇

簡単に⾔うと、「DATに対する結合親和性の⾼さ」と、「DAT
に結合した時のドーパミン再取り込み阻害能⼒の低さ」を併せ
持つアンバランスさが存在するのではないか？と⾒ています。
この事が、作⽤の頭打ち感と、依存性の低さに繋がっていると
いう解釈は可能です。
9⽉10⽇

貼りました。チャットではとりあえずこれくらいまでにして、
興味のある⽅はそれぞれDMとかで議論すると良いかと思いま
すw
9⽉10⽇

ところで、昔のアップ屋のPV3というパウダーについて、DM
で池沼さんと議論していたのですが、このパウダーのロットに
よる成分変化について、気になっていることがあります。アッ
プ屋の「PV3」は時期によって中⾝が違うのですが、確実なの
は、2012年冬を境に、規制によって代替わりしていることで
す。それ以前はα-PVPが主成分、それ以後はα-PVTが主成分の
はずです。
9⽉10⽇

これが、初代のPV3です。
9⽉10⽇

https://twitter.com/i/notifications
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これが、後継のPV3です。
9⽉10⽇

ところが、これの最初のPV3⾃体、ある時から中⾝が変更にな
ったと⾔われています。おそらく、どちらもα-PVPが主成分で
すが、微妙な配合変化があるはずです。これを突き⽌めたいの
です。どうもユーザーからの評判が結構変わったようで……
9⽉10⽇

0000*/http://upya.jp

https://

web.archive.org/web/2013031500… アップ屋の当時のサイト
の記録。
9⽉10⽇

これは先⽉精製した時の写真で
す。濾過後の塩酸塩の結晶が、固
く、突き崩すのに少し⼒が要りま
す。おそらく、原料が混じったま
まになってしまって、それが固形
化の原因になっていました。現
在、これをフリーベースに戻して
いる最中です。
9⽉11⽇

http://

ncode.syosetu.com/n6924d/ エステルの加⽔分解について検
索していたら、こんな⼩説が出てきましたw
9⽉13⽇

https://

twitter.com/GothicLo この⼈の登録年⽉がすごいw
9⽉13⽇

あ、ところで「P」の精製の中間報告ですが、やはり「P」は
⽔にはなかなか溶けません。「不純物が混じってるから溶けな
い」と解釈していましたが、この仮説は間違いでした。「P4」
は⽔にかなり溶けるので、類似構造の「P」が溶けないのはお
かしいと思ってたのですが、どうも私の知らない理論による、
⽔溶性の変化があり得るようです。
https://twitter.com/i/notifications
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9⽉13⽇

不純物が混じっていたせいで溶けないという仮説はどのように
導かれたのでしょうか？
Louisはかせ9⽉13⽇

精製前よりも、精製後の⽅が、より⼤量の⽔でなければ溶けな
くなっている感じです。つまり、精製前の「粗製P」は、不純
物（おそらく⽔に溶ける）がある分、主成分の量が少なかった
ので、より少ない量の⽔に溶けきったということです。この結
果は意外でした。
9⽉13⽇

ほぼ類似構造の物質である「P4」が、かなりよく⽔に溶けたか
らです。活性炭で精製した物も、未精製の茶⾊がかった物も。
また、「P3」もある意味類似構造ですが、こちらもまだマシで
した。
9⽉13⽇

不純物としてどのようなものが考えられますか？
Louisはかせ9⽉13⽇

えーと、あるアミノ酸エステルですw ⼀応、チャットでは物
質名はあげません。
あ、エステルが加⽔分解された物質も、考慮に⼊れています。
9⽉13⽇

なお、このアミノ酸エステルは、塩酸塩にすると完全に⽔に溶
けることを確認しました。希塩酸を⼊れた瓶の中に、このエス
テルを滴下すると、発熱して完全に混和しました。つまり、エ
ステル部位があっても塩酸塩になると⽔に溶けるようです。な
お、この瓶はこのまま放置しておき、エステルが塩酸によって
加⽔分解されるのを待ちます。加⽔分解されても、不溶性物質
にならないかどうかを確かめたいので。
てっきり、途中まではこのエステル塩酸塩が、⽔に溶けない原
因かと思っていましたが、この実験を⾏うことにより、疑いは
晴れました。つまり、薬効成分本体が、⼀番溶けていないのだ
という、最悪のパターンになりますw
9⽉13⽇

考えられるとすれば、未反応のブロモフルオロベンゼン、ビフ
ェニエル、未反応のエステル、フルオロベンゼン、グリニャー
ル試薬不⾜或いは反応条件が不⼗分だったために部分的にしか
反応せずに⽣成したフルオロベンゼンとピペコリン酸を構造に
含むケトン、更に塩酸などが加えられていれば⽬的物の⽔酸基
が塩素に置き換わったものなどがありそうですが。
Louisはかせ9⽉13⽇

https://twitter.com/i/notifications
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うん、まあ、化学物質名は、あまりここでは私は明⽰しません
が、その中のいくつかは、ただの有機化合物なので、「塩酸塩
にして、それをジエチルエーテルとかで洗い流す作業」（たと
えば桐⼭ロートに溜まってる塩酸塩の上から掛ける）で、有機
溶媒とともに流れていきます。問題は、アミン部位を持ってい
る不純物です。これは、分液では⽬的物と同じ層に来るので、
これでは除去できません。
9⽉13⽇

で、確かにグリニャールは3当量では⾜りなかったようです。
原料のエステルが蒸留時に多少出ました。臭いがあるので、残
っていたと分かりますw なので、「ケトン」はまああり得る
のですが、⼀応、グリニャール試薬側にエステルを添加すると
いう⽅法を取ったので、まあ⼤丈夫だと思います。
9⽉13⽇

塩酸での塩素化については、今回はpH試験紙を使い、注意深く
中和したために余剰の塩化⽔素は少ないです。また、たとえ塩
素化体が出来ていたとしても、それを⽔にとかして何⽇も放置
すれば、⽔酸化体に変わるはずです。これを観察するため、と
りあえず容器はしばらく放置しています。
9⽉13⽇

確かに塩素化体は、⽔酸化体よりもlogP的に⽔に溶けにくいは
ずです。しかし、⽔を⼊れた瓶に⼊った状態で放置すれば、⽔
酸化体になるはずなので、もし本当に塩素化体が不溶性物質の
正体なら、数⽇後には不溶性物質は少なくなっているはずで
す。
9⽉13⽇

グリニャール試薬の調整⾃体デリケートである程度熟練を要す
るうえに、どうも調整のしかたが雑で、３当量⼊れたつもりで
も本当に３当量なのか判然としません。更にグリニャール試薬
側にエステルを加えていっても、⽬的物の構造⾃体が⽴体的に
込み⼊っているため、反応が途中までしか進まず⽬的物になら
ない＝収率低下は不可避でしょう。更に⽴体的に込み⼊ってい
ると⾔う点についてベンゼン環よりもピペコリン環の⽅がより
嵩⾼いことを考慮すると更に反応が進みにくいように思えま
す。
Louisはかせ9⽉13⽇

失礼！ピペコリン環ではなくピペリジン環と⾔うべきでした
か。
Louisはかせ9⽉13⽇

あー、そういえば、第2級アミンの活性⽔素に、グリニャール
試薬が結びつく可能性もありますね。⽔でクエンチしない限り
あの部位にくっついていると思うので、結構な⽴体障害になり
ますね。ただまあ、⾊々微妙な問題もあって、まあ今の⽅法が
ベストという感じです。
9⽉13⽇
https://twitter.com/i/notifications
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ジエチルエーテルだと、反応後に加熱できない点、そして、原
料価格が⾼いのでグリニャール試薬を多めに使うとコストに跳
ね返る点、他⾊々あるので、とりあえずこの製法で⾏きますw
「P4」なら原料は安いのでグリニャール試薬過剰に出来ます。
9⽉13⽇

で、不完全な反応の際に⽣ずると思われるもの、フェニル－２
－ピペリジルケトンphenyl(piperidin-2-yl) ketone似たものは⼤
量にヒットするのにそのものずばりはシンプルな構造なのに全
くヒットしない。この物質の構造はメチルフェニデートとかな
り類似したものです。何か関係があるのかな。
Louisはかせ9⽉13⽇

⼀旦還元して細⼯すればリタリンもどきができそうｗ
Louisはかせ9⽉13⽇

t/aldrich/cds008181?

lang=ja&region=JP

http://www.

sigmaaldrich.com/catalog/produc
… 4位の物はあります。

9⽉13⽇

まあ、確かにその構造にアルキルグリニャール試薬を付けれ
ば、「エステルでないリタリン」になります。あれはエステル
じゃなくてアルキルでも効き⽬はあるようです。
9⽉13⽇

４位のものは２位のものと真逆の作⽤を⽰すので何の価値もな
いかと。
というかこの不完全なケトン⾃体に薬理活性がある可能性はあ
るのでしょうか？
Louisはかせ9⽉13⽇

こんな感じですね。⽔酸基がない
⽅は、外国特許に出ています。
9⽉13⽇

副反応で⼤量のケトンが⽣成してしまうのは避けられないの
で、うまく分離してやればカロパンもどきの製造ついでに別系
統の薬物の製造原料として有効活⽤できるかも知れません。
Louisはかせ9⽉13⽇

iperidine

https://

en.wikipedia.org/wiki/4-Benzylp…
す。

こういうドラッグもありま
9⽉13⽇

https://twitter.com/i/notifications
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まあ、このケトンに薬理活性がある可能性は⼗分にあります。
ただ、ケト基が体内で⽔酸化されやすいので、そうなるとどう
なるか分かりません。
9⽉13⽇

構造⾃体覚醒アミンと⾮常に類似しているので、包括指定の網
にかからないか注意する必要はあるかも知れません。
Louisはかせ9⽉13⽇

あらかじめ２級アミンに保護基を付けた後、ケトンを還元し臭
素化してからマロン酸ジエチルと反応させるたのち、分解させ
て保護基を取ればリタリンもどきができそう。薬効は不明。
Louisはかせ9⽉13⽇

このケトンはいわゆるカチノン類と⽐較してそんなに早く代謝
されてアルコールになるのかな？なるとすればそれは何でなの
でしょう？アルコールになったところで覚醒作⽤素のものは弱
まっても全くなくなるわけではないように思えるんだけど。
Louisはかせ9⽉13⽇

talog/list/search?searchWord=2635-13-4&client=default_frontend&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=default_frontend&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&site=ja_jp&mode=0

http://www.

tcichemicals.com/eshop/ja/jp/ca…
これでグリニャール試薬を調整してエステルと反応させるとど
うなるんだろ？
Louisはかせ9⽉13⽇

あ、今化合物の精製で忙しいので、科学的考察については後で
⾒ます。
⼀応、カチノン類と同じくらいだと思います。私にとってカチ
ノン類はすぐ効果が切れるので、この類の物質は効きにくいと
考えていました。
9⽉13⽇

えーとそれでグリニャール試薬をと⾔うと、「P」の調製です
か？ あー、多分嵩⾼過ぎて無理です。この種のドラッグで、
メチレンジオキシ基くらい⼤きくなると、なんか、予想外の受
容体が作動しそうで、危険です。例えば「P3」というコードネ
ームの物は、まあ「P」とほんのちょっとしか⼤きさが変わら
ないのに、覚醒作⽤はなく、抗コリン作⽤ばっかりでしたか
ら。
9⽉13⽇

ふ〜ん。確かに嵩⾼いけど。。
Louisはかせ9⽉13⽇

じゃあ、メチレンジオキシフェニル-2-ピペリジニルケトンを調
整して、その後グリニャール反応でベンゼン環をくっつける⼆
段階は無理っぽいのでしょうか。
Louisはかせ9⽉13⽇

https://twitter.com/i/notifications
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あ、要するに⽚⽅のベンゼン環だけMD付けて、例のあれにす
るわけですね。私もこういう⾮対称タイプは以前から気になっ
ていて、現在作っている対称タイプが規制された後の後継品と
して有望だとは思うのですが、まだいろいろ知識不⾜で、どう
にもなりませんw
9⽉13⽇

あ、今ちょっと思い出しましたが、同⼀化合物内にアミンとケ
トンが共存すると、縮合します。前記のリタリン類似物質（カ
ルボン酸メチルエステル部分がケト基に変わった物）は、塩に
しないでいると⾃⼰反応して別物質に変わります。
9⽉13⽇

なので、そのピぺリジニルケトンは、作ったそばから少しずつ
⾃⼰反応して壊れていきます。塩酸塩にすれば安定しますが、
当然グリニャール試薬は塩酸塩に対しては塩化⽔素と反応して
1分⼦無駄になってしまうので、ここら辺が難しいです。
9⽉13⽇

保護基付ければいいんじゃない？
Louisはかせ9⽉13⽇

t/aldrich/cds008181?

lang=ja&region=JP

http://www.

sigmaaldrich.com/catalog/produc
… 前記のこれも、塩酸塩の状態
で売られていますが、フリーベー
スだと⾃⼰反応するからだと思わ
れます。これは、ケトンとアミン
が反応してイミンまたはエナミン
になる反応と同じで、それが同⼀
分⼦同⼠で起こってしまうので
す。
確かに保護基があれば完璧です。ただ、私はいまだに保護基に
ついて全く理解できてないという……保護基の専⾨書も買って
ませんし。
9⽉13⽇

保護基に関しても情報⾃体はネット上にあふれかえっているん
じゃ？まあ、確かに私もケトンとアミンの反応についは考えが
浅かったです。
Louisはかせ9⽉13⽇

⼆段階で反応を⾏うメリットとしては他にも、⾼価なブロモフ
ルオロベンゼンの量を半分に抑えることができる可能性がある
かと思います。フッ素は１個⼊っていれば法的な問題は回避で
きるかと。
Louisはかせ9⽉13⽇

段数が増えてもコスト⾯で⼗分ペイするかと。保護基もグリニ
ャール試薬を作⽤させる前にあらかじめ付けておけば完璧で
す。
Louisはかせ9⽉13⽇
https://twitter.com/i/notifications
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Louisはかせ9⽉13⽇

まあ、情報はあるんですが、保護基を付けるための試薬が、ち
ょっと危なくてドラフトが欲しかったり、あと、脱保護の容易
性とか、⾊々課題は多いです。ただ、類似構造物質（5員環）
について、⾊々な論⽂で保護基を付けて反応させているので、
あの論⽂を参考にすることが可能であり、その点は助かりま
す。
9⽉13⽇

mmodity/B0304/

http://www.

で、触媒を使って⽔素添加できるのであれば、フェニル－２－
ピリジルケトンを得て。。と⾔うか普通に売ってるじゃないで
すか！！しかもこの⼿の有機系としては値頃に。
tcichemicals.com/eshop/ja/jp/co…
これの窒素に保護基を付けて⽔素添加してフェニル－２－ピペ
リジルメタノール、Phenyl(Piperidin-2-Yl)Methanolを得て、こ
れをケトンにして再度グリニャール反応で様々な⽬的物を得が
えられるかなとか考えたのですが。このフェニル－２－ピペリ
ジルメタノールの製法としては、グリニャール試薬だの⽔素添
加だのしなくてもピペリジンの窒素に保護基（Boc）をつけ
て、ジエチルエーテルを溶媒としてベンズアルデヒ
ド/TMEDA/sec-BuLiを⽤いて反応させることで得られるようで
す。或いはグリニャール試薬を⽤いないでフェニル－２－ピペ
リジルケトンを得る⽅法として、窒素にBocを付けたピペコリ
ン酸を原料にできるようです。
Louisはかせ9⽉14⽇

グリニャール試薬や有機リチウム
試薬を使うとケトンで⽌まらず３
級アルコールまで反応が進んでし
まいますが、ワインレブアミドと
して次いでフェニルリチウムを使

%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%96%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%89

https://

うことでケトンを得ることができ
ます。
ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A
F…
ただ脱⽔・不活性ガス充填。低温
で反応させる必要があります。
https://twitter.com/i/notifications
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上記の２つの反応は有機リチウム
化合物を使うという点で似ていま
す。
うまくすればコストを抑えられま
すが、慣れないと危険性がありま
す。
得られたケトンにグリニャール試
薬を作⽤させれば⾮対称なネタも
得られます。
場合によってはコストを削ること
もできるかと。
Louisはかせ9⽉14⽇

Louisはかせ9⽉14⽇

ただ、窒素の保護基としてＢｏｃが使われているけど、この保
護基はケトンが含まれているのでそのままグリニャール試薬を
作⽤させるには不適。
ps/amino.shtm

http://www.

organic-chemistry.org/protectivegrou…
Louisはかせ9⽉14⽇

リンクに載っている保護基の例の中から選ぶとすればBnかTrを
使うと良さげだけど、脱保護に⼿間がかかりすぎるのも考え
物。
Louisはかせ9⽉14⽇

というか,Bocについてはケトンではなくカルボニル基と⾔うべ
きでした。焼きがまわっているなぁ。
Louisはかせ9⽉14⽇

すみません、わざわざありがとうございます。ここ最近、商品
の梱包と、加熱乾燥とかで忙しいので、あとで返事します。
9⽉14⽇

最近、「P」は⽔に溶かして瓶に⼊れておき、使うたびに注射
器で量り取るのが良いという話をすみっこさんにしたら、「⽔
は放置すると腐る」と反対されました。そこで皆さんにお聞き
したいのですが、アップ屋などで使われていたアロマは、何か
防腐剤が添加されていたのでしょうか？
9⽉14⽇

ああいったアロマの製造に使う⽔は、精製⽔なのか⽔道⽔なの
かも、よく分かりません。なお、精製⽔は、塩素が⼊っていな
いので、⽔道⽔と⽐べて、むしろ雑菌の繁殖を防ぐ⼒が低いで
す。
9⽉14⽇

https://twitter.com/i/notifications
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同じ原理）、かなり⾼濃度の薬物が含まれている⽔溶液の場
合、細菌は繁殖しません。例えば、ジャムには⼤量の糖分が含
まれていますが、防腐剤を添加せずに常温で保存しても腐らな
いのは、糖分濃度が⾮常に⾼いからです（ジャムを⽔で薄める
と腐ります）。なので、アップ屋が2012年末に出した「第6世
代最終兵器」のような超⾼濃度製品の場合は、腐敗しないと思
われますが、低~中濃度の製品の場合、細菌の繁殖が起きる可
能性は否定できません。
9⽉14⽇

防腐剤を使うとしたら、どんな防腐剤が良いのか、意⾒を求め
たいです。なお、⽔道⽔のように次亜塩素酸ナトリウムを使う
⽅法は、薬物と反応する恐れがあるので、ダメです。
9⽉14⽇

a/03.html#03-4

http://

temaeitamae.jp/health/care-1/…
Louisはかせ9⽉14⽇

あ、安息⾹酸ナトリウムに「毒性が強いのですが」と書いてあ
るw
9⽉14⽇

それを⾔ったら、たらこは猛毒になるでしょうｗ
Louisはかせ9⽉14⽇

よくアンナカとかが処⽅されていますが……
9⽉14⽇

栄養ドリンクなどには配合されなくなった模様。
000707.pdf

http://

database.japic.or.jp/pdf/newPINS/00…
毒性が強いというのは体内で代謝されその⼀部がベンゼンにな
るのではと⾔う説によるもんだと思います。＞安息⾹酸ナトリ
ウム
Louisはかせ9⽉14⽇

de,
Louisはかせ9⽉14⽇

download/tcimail/application/153-25a.html

http://www.

で、ワインレブケトン合成については詳しく知らなかったので
すが、試薬会社のサイトにて有機リチウムを使わないルートに
も⾔及されていました。tcichemicals.com/ja/jp/support-…
Louisはかせ9⽉14⽇

N-メトキシ-N-メチルカルバモイルクロリドを使えば、グリニ
ャール試薬だけでケトンを綺麗に作ることができる。けど⾼過
ぎでペイしないですね。
Louisはかせ9⽉14⽇

sci-hub bz/10 1246/cl 199 これによると

https://twitter.com/i/notifications
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Louisはかせ9⽉14⽇

「カルバモイルクロリド」という名前の何か、なんか危ない物
質だったような……
9⽉14⽇

mmodity/T1467/
mmodity/D1899/

http://www.

http://www.

tcichemicals.com/eshop/ja/jp/co…これと、
tcichemicals.com/eshop/ja/jp/co…これを原料に合成できそう。
Louisはかせ9⽉14⽇

トリホスゲン。催涙性があるもののホスゲンほどの猛毒ではな
いみたい。
Louisはかせ9⽉14⽇

あ、ご存知かもしれませんが、「アセチルアセトン鉄」を触媒
にすれば、グリニャール試薬でケトンが出来ます。
9⽉14⽇

Fe（acac）3という化学式だったと思います。
9⽉14⽇

それは知らなかったですね。ワインレブケトン合成よりも有望
ならそちらを利⽤することも視野に⼊れるといいかも。とにか
くクリーンにケトンを作る事ができれば⾊々と便利だと思いま
す。
Louisはかせ9⽉14⽇

あと保護基についても検討を進めて実験計画を⽴て次のバッチ
で試してみるといいかも。
Louisはかせ9⽉14⽇

実験化学講座の1ページをあなたのDMに今貼ります（著作権対
策）。
9⽉14⽇

で、ここに例の触媒について書いてあります。ただ、この触媒
は低温で反応させる⽅がいいようなのですが、以前、冷やし過
ぎてなんか⾼粘度になってスターラーが回らなくなり、反応剤
を流し込んだ時、局所的に⾼熱になってしまうようなハプニン
グがありましたw
9⽉14⽇

ページ⾒ました。検討するに値するかも知れません。また、有
機リチウムも低温で反応させる必要があり、⽔分の影響を受け
やすく、不活性ガスを充填する必要があるなどデリケートで扱
いにくいので、いずれにせよ⼀定の実験スキルが必要になるの
と、ラージスケールで反応を進めることができるのか考えなが
ら計画を練ると良いでしょう。場合によっては実験室レベルで
少量作ることは可能でもキログラム単位で作るのは不可能にな
https://twitter.com/i/notifications
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ってしまうかも知れない。
Louisはかせ9⽉14⽇

今、別のページを貼りました。これは⾦属リチウムをナフタレ
ンと反応させることで特別な状態にして、危険なアルキルリチ
ウムを系中で発⽣させることである程度安全に反応を⾏なうこ
とができます。ただ、ちょっとこれ、⾊々よく分からない点が
あって不安なんですよね……
9⽉14⽇

例えば、リチウムとナフタレンを混ぜると濃緑⾊になるはずで
すが、確かに私が試すと、反応直後は濃緑⾊の液体が⽣じるも
のの、だんだん茶⾊になってしまい、変⾊は分解を意味してい
るのか、どうもよく分からず、悩んだことがありました。⼀
応、この種のナフタレニドは保存できないのでその都度作ると
いう記述がどこかに書いてあったと思いますが、ということ
は、製造後しばらく放置すると分解してしまうのか……
9⽉14⽇

というか、反応例でフェニルリチウムが例⽰されていたのでア
ルキルリチウムが必要だと思い込んでいましたが、とにかくワ
インレブアミドまで持って⾏けばあとはグリニャール試薬と反
応させケトンが得られることに気づいていませんでした。。
Louisはかせ9⽉14⽇

01502894

http://

で、ワンポットでお望みの⾮対称ケトンを得る⽅法として以下
のような論⽂があります。sci-hub.bz/10.1002/anie.2…
Louisはかせ9⽉14⽇

謎の半合法ドラッグメーカー …
返信先: @rad_rem_nura2さん
粗暴な⾏動の原因になりやすい薬
剤らしいですw

b/status/907274588530212864

https://

twitter.com/JapaneseDrugLa…
えーと、この「ぬら」さんという
⼈はすみっこさんの友⼈で、統合
失調症で服薬中の⼈なのですが、
禁煙のためチャンピックスを服⽤
し始めたら、意識喪失を起こしや
すくなってるようです。なお、本
⼈はそれまでも意識喪失発作を
時々起こしていましたが、チャン
ピックスで強まってる感じです。
私は喫煙者ではなく、禁煙薬は縁
遠いので、全くわかりません。ど
なたかアドバイス可能でしたらし
てあげてください。
9⽉16⽇

https://twitter.com/i/notifications
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デパスの硫⻩の位置を逆にすると
どうなるんだろう？
9⽉16⽇

スーパーコンピュータでも使ってみれば。
Louisはかせ9⽉16⽇

ない。
9⽉16⽇

r/s0059.html

http://www.

hummingheads.co.jp/reports/semina…
Louisはかせ9⽉16⽇

誰かこういうベンゾ系の脱法ドラッグ作れる⼈いないですか
ね？ 難易度は⾼いのだろうか……
9⽉16⽇

今はあまり⼿を広げすぎないで、stimulantの合成及び製品化に
注⼒すべきでは。
Louisはかせ9⽉16⽇

私がやる気がないので、他⼈にしてもらおうとしてるのですw
誰か作って、⽇本で売りさばいてくれればいいと思うので。私
はあまりデパスとかには興味はないのですが。
すみっこさんとか⾊々デパスファンはいるので。
9⽉16⽇

pipradrolのanalogはもう打ち⽌めと⾔うことでしょうか。
Louisはかせ9⽉16⽇

ベンゾジアゼピン⾃体は、何か染料化合物を作ろうとして何か
を混ぜたら異常反応が起こってできてしまった化合物なので、
難易度は低いはずなのですが。ただ、⾊々進化した形になって
ると……
あ、えーと、物質名がはっきりと推測できる件は、ノーコメン
トです。
9⽉16⽇

⾮対称ケトンとアミンの保護・脱保護の作業を習得すれば⾶躍
的に様々なstimulantの合成の可能性が広がると思います。
https://twitter.com/i/notifications
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⾮対称ケトンの合成ね。
Louisはかせ9⽉16⽇

はい、今⽉で資⾦が尽きて、とにかく化合物を売らないと、本
も買えない状況なので、まず、⼿元の物を売ることに専念しま
す。
9⽉16⽇

Кодзі @KojiWkj
返信先: @F9QbKgVrgtc2bRxさ
ん、@nos_daさん
レタスとはレスタミン？（レスタ
スならBZD）あれはODしても何
も良くない…ヒジキや蛇やトカゲ
の幻覚⾒た⼈は居るらしい。健忘
起こす物は、寝る前枕元に置かな
い様に…無意識にバリボリ喰って
たり外に出たり意味不なメール送
ったりｗ

/909092962537062401

Depas_No2_restas

http://

https://

twitter.com/KojiWkj/status… こ
のツイートで、「レスタス」とい
うベンゾジアゼピン系睡眠薬があ
ることを知りました。
andshesaid.hatenablog.com/entry
/replace_… なんと、デパス禁⽌
後も、輸⼊できるようです。
9⽉16⽇

レスタス（フルトプラゼパム）超⻑時間型抗不安薬ね
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉16⽇

使⽤経験ある？
9⽉16⽇

⾒たことないなー、さすがにメイラックスより⻑いBZDにはお
⽬にかかったことがない
すみっこ@箱⼊り捨て猫9⽉16⽇

秋吉 美歌 @miuprostituee
低⾎圧で頭痛になる仕組みが分か
らん

status/909074211259392000

https://

twitter.com/miuprostituee/… 誰
か分かる⼈教えてあげて。私は分
からない。

https://twitter.com/i/notifications

そもそもカフェインからして、脳のどの⾎管を縮⼩させるの
か、薬理学書によってなんか⾷い違っているみたいで、何回か
読んでもわからなかった あれは謎
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読んでもわからなかった。あれは謎。
9⽉16⽇

カフェインは脳の⾎管を細くして頭痛を改善するらしいけど、
だったら脳⾎流量が減って、知⼒が低下して勉強に不適になる
気がするので、受験勉強にカフェインがいいというのはおかし
いことになるので、この辺りがよく分からなくて、⼿元の薬理
学書を読んで⽐較したら、脳の太い⾎管と細い⾎管で違うらし
い？ 奥が深い。
9⽉17⽇

/index.html

https://www.

jaici.or.jp/casproducts/rn… なんか、すごく気になる⽂章を⾒
つけてしまいました。CAS番号を書類に記載する場合、ここに
料⾦を払わなくてはいけないようです……えーと、これって守
る必要はあるのかな？
9⽉19⽇

熾（どこかの業者の中の⼈） …
【告知】脱法ドラッグ・違法薬物
と線維筋痛症の関係について調べ
ています。過去に（何年前でもよ
い）脱法ドラッグなどを摂取した
ことがあって、現在、線維筋痛症
であるか、「もしかして線維筋痛
症かな？」という疑いを持ってる
⽅は、このツイートに返信してく
ださい。
#脱法ドラッグ
#線維筋痛症

status/910434678393380864

https://

twitter.com/JapaneseDrugs/…
良ければリツイートしてくださ
い。
9⽉20⽇

ピグ太郎はダッポードープのせいで……早漏になりましたズラ
に…涙⽬
ピグ太郎9⽉20⽇

えーと、ドラッグをやってない時に早漏になったということで
しょうか？
9⽉21⽇

ting/product/262-deschloroetizolam-6mg-pellets

deschloroetizolam/deschloroetizolam-250mg/

https://

http://www.

ezbuychemicals.com/categories-lis…
syntharise.com/products-page/… デパスのアナログを探して
いたら、デスクロロエチゾラムというのもが海外で出回ってい
ることを発⾒しました。デパスから塩素を抜いた形です。
9⽉21⽇

translate.google.co.jp/translate?hl=j…
https://twitter.com/i/notifications
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a&sl=en&u=https://psychonautwiki.org/wiki/Deschloroetizolam&prev=search

https://

a&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Deschloroetizolam&prev=search

https://

translate.google.co.jp/translate?hl j…
translate.google.co.jp/translate?hl=j… 物質情報です。
9⽉21⽇

a&sl=en&u=https://drugs-forum.com/threads/deschloroetizolam-first-impressions.255429/&prev=search

https://

translate.google.co.jp/translate?hl=j… 掲⽰板のレポです。
9⽉21⽇

まあ、ここに出したショップの信頼性は分かりません。リスク
のある⾏為として、勇気ある⼈だけ⼿を出してください。
9⽉21⽇

ここのテスターはみんな勇気のある⼈だと思うんだけど。。
Louisはかせ9⽉21⽇

そうズラです。素⾯の時に早打ちマックに…。
ピグ太郎9⽉21⽇

勇気と⾔っても、摂取する勇気のことではなく、摘発リスクの
ことです。海外の脱法ドラッグショップの中には、発送管理が
ずさんで、注⽂と違うものを送ってきたり、勝⼿にサンプルを
同梱してくる場合があるのです。合法物質を注⽂しても、間違
って違法薬物が送られてきたり、違法薬物が試供品として付い
てくることがあるのです。
9⽉21⽇

海外メーカーは、⽇本の法規制を知っていません。ただでさ
え、毎⽉指定薬物が増える、世界⼀厳しい規制なので、⽇本⼈
ですらよく分かりません。で、海外の⼈は無頓着なので、あま
り気にせず送りつけてきますが、⽇本の警察はその場合、逮捕
するのです。
9⽉21⽇

海外には海外の厳しい包括指定があったりしますよ。アメリカ
なんかにも幻覚作⽤のある物質についての包括規制があって何
⼈もあげられていますよ。⽇本は確かに厳しいとは思います
が。厳しいというかむしろ⽇本の規制は根拠がよくわからない
部分もあります。マスメディアで脱法ドラッグを投与したネズ
ミの脳と通常のネズミの脳の顕微鏡写真を⽐較して、脱法ドラ
ッグは脳を破壊する危険な痲薬だとアナウンスしていました
が、あれどのような物質をどのような量どのような期間投与し
た結果なのかとか⼀切触れていないで恐怖⼼だけを煽って視聴
率稼いでましたね。あのような報道を⾒ると逆に⽇本の法規制
のいい加減さを感じさせられ不信感を覚えます。もちろん危険
性も⼗分吟味する必要はあるかと思いますが。
Louisはかせ9⽉21⽇

熾（どこかの業者の中の⼈） …
@zapabob 【朗報】 線維筋痛
症の治療⽅法、⾒つかったよ。
https://twitter.com/i/notifications
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00010008-abema-soci&p=2

https://

headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20170917-…
＞「就職が決まった、結婚したと
いった⾮常に⼤きなハッピーイベ
ントがあると軽快したり、場合に
よっては完治するケースがある」
というわけでセックス、セック
ス！ （続く）

status/911023088019451905

https://

ボブ⽒さんと、もう⼀名の知り合
いの⽅（鍵アカウントなのでとり
あえず伏せる）が、線維筋痛症ら
しく、私も⼼配しています。ま
た、「芝」さんという⼥性も同じ
病気ですが、この3⼈に共通する
ことはいずれもしばらく前まで脱
法ドラッグを使⽤していたことで
す。⾊々関連がある可能性はあり
ます。で、余計な御世話かと思い
ますが、
twitter.com/JapaneseDrugs/…
こんなことをボブ⽒さんに書い
て、「セックスすれば治るか
も？」とか提唱してみましたw
まあ、簡単には⾏きませんw
ほつま @hotsuma
線維筋痛症の⼥性では 抑うつが
⾼く 性交が少なく 性的機能が低

http://www.

い J Sex Med. 2012
Mar;9(3):779-85.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/222400
36

/652998697886679040

https://

twitter.com/hotsuma/status… 関
連する論⽂その1
ほつま @hotsuma
線維筋痛症の⼥性では性的パート

http://www.

ナーとの関係における満⾜感と性
的機能が相関 J Sex Marital Ther.
2006 Oct-Dec;32(5):409-23.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/169596
64

/653002974139027456

https://

twitter.com/hotsuma/status… 関
連する論⽂その2
例によって英語は読めないので、タイトルだけの紹介です。
9⽉23⽇
https://twitter.com/i/notifications
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ゆき @yukixxsnow
⾃殺未遂はしました。それに値す
る程の不幸が沢⼭あり今はそれさ
えも全て思い出せません。今年に
なり胃潰瘍で震災が起こり全⾝の
痛みもあり線維筋痛症⾔われたの
にSEXすると凄く動くしなぜか痛
みはなく快楽のみです。潮吹きま

tatus/815793676731367424

https://

くるし体がおかしいけど病気でし
ょうか？
twitter.com/mirumayaruma/s…

tus/815795670955147264

https://

twitter.com/yukixxsnow/sta… あ
と、体験談だけど線維筋痛症はセ
ックスは苦痛ではなく、最中は痛
みも消えるらしい。
9⽉23⽇

なぜこのチャットにわざわざ線維筋痛症の話題を書くかという
のは、まあ、2⼈（ボブ⽒さんともう⼀⼈の⼥性）に参考にな
るかと思ってです。あと、脱法ドラッグ使⽤との関連があるな
ら、他⼈事ではないので。
9⽉23⽇

⼾⽥克広（Katsuhiro Toda) @…
線維筋痛症⼜はその不完全型の可
能性が⾼いと思います。不完全型
まで含めると有病率は少なくとも
20％なので、その可能性が⾼い

/910459451236270080

https://

と思います。
twitter.com/K4qXtgd/status…

D/status/910479142264594433

https://

twitter.com/KatsuhiroTodaM…
線維筋痛症は、不完全型まで含め
ると、⼈⼝の2割くらいいるって
ことかな？
9⽉23⽇

あ、アメリカは、脱法ドラッグの規制が、物質個別指定じゃな
くて、かなりファジーな指定なので、何が脱法なのかよく分か
らないという恐ろしさがありますw いったん裁判になってみ
ないと、違法かどうかわからないという国らしいです。
ただ、アメリカはフラッカという通称でα-PVPが流⾏ってお
り、「脱法ドラッグ」らしいので、まあ意外に緩かったりしま
す。いや、アメリカはヘロインやメタンフェタミンにすら刑罰
が緩いですがw
https://twitter.com/i/notifications
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まあ、オバマ⼤統領が若いころコカインをやったということを
⾃伝に書いて、それで問題ないような国ですから。
9⽉23⽇

0bc1d50558a065183e2b1bac0d99d

http://

「オバマ⼤統領 コカイン」で検
索したらこんな記事がトップ
に。
blog.goo.ne.jp/zaurus13/e/67d…
なんだこれｗ
9⽉23⽇

⼾⽥克広（Katsuhiro Toda) @…
間接受動喫煙（喫煙者の息、服、
髪の⽑から出る有害物質をすうこ
と）により痛みが強くなる線維筋
痛症患者さんは少なくありませ
ん。そのため、配偶者の禁煙は必
須です。配偶者と同⼀空間にいる
頻度が⾼く、セックスをすること
もあるからです。その他の家族は
屋外喫煙が必要です。

D/status/147684665266941955

https://

twitter.com/KatsuhiroTodaM…
タバコ（ニコチン）は線維筋痛症
にとって⾟いようです。
9⽉23⽇

野村俊⼀ @mansaqu
返信先: @FACELESS2015さん
今、若倉雅登先⽣の⽂章をつぶや
きましたが線維筋痛症や慢性疼痛
に⼤切な情報です
「眼瞼けいれんの約40％が薬物
https://twitter.com/i/notifications
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タがある
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性とのデータがある。抗精神病
薬、ベンゾジアゼピン、チエノジ
アゼピン系薬物（抗不安薬、睡眠
導⼊薬）の服⽤歴は診断および原
因診断に必須な情報である」

/851634111450030080

https://

twitter.com/mansaqu/status… デ
パス（チエノジアゼピン）はポピ
ュラーな薬なので、当然これが危
険だとは⾔えませんが、⼀気に
63mg飲むのは勇気ある⾏為です
w
9⽉23⽇

あ、「危険だとは⾔えない」のは、線維筋痛症の原因として、
という意味です。転倒とか呼吸抑制とかの、⼀般的な副作⽤に
ついては指していません。
9⽉23⽇

https://

twitter.com/med_evidence しかし、この⼈何者なんだろうw
正体不明です。まあ、私だって正体不明なんですけどw ⼀⼈
称が「ワイ」だったりと、結構フランクな感じです。
9⽉24⽇

貴ガスマン @melancholy621
実験が苦⼿すぎる化学科です
この場合どのような職につくべき
なのか

status/905843078367395840
status/908347984819060736
status/911976406732595200

status/910912492691374081
status/911290345782075392

https://
https://

https://

https://

https://

twitter.com/melancholy621/…
twitter.com/melancholy621/…
twitter.com/melancholy621/…
twitter.com/melancholy621/…
twitter.com/melancholy621/…
この⼈はボブ⽒さんとツイッター
上での知り合いなんですが、ボブ
⽒さんと同様に発達障害のため化
学実験が不得意で悩んでいる⽅で
す。ドラッグの⽅に興味を⽰して
くれれば味⽅（アドバイザー）に
なってくれるのではないかと、期
待していますw ボブ⽒さんは私
のアカウントをミュートしている
し（何に恐れているのか……兄が
ヤクザで、⿇取に⽬を付けられる
と考えているから？）、以前と違
ってさっぱり相⼿してくれないの
で、⼈材を集めないといけません
w
https://twitter.com/i/notifications
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9⽉24⽇

https://

上の⽅に書いた、線維筋痛症の芝さんはこの⽅です。
twitter.com/shivacanworks しばらく前から⾏⽅不明になって
いてツイートが⽌まっています。元「シヴァのカンヅメ」とい
うHNの⼈で、お茶の間掲⽰板とかで活動していた⼈です。
9⽉24⽇

_replies

https://

twitter.com/hosemutsu/with… 以前、このチャットで書いたホ
セムツヤクロウさん、かなり⻑いことツイートがなくて、⾏⽅
不明です……まあ、サンプルはまだ候補者がいますので⼤丈夫
ですw
10⽉11⽇

まだサンプルの配布とかやってたんだｗ結局ブロソもエチゾラ
ムもくれない。。丸善の資料館のアクセス権なんていらないか
ら、資料本体へのリンクだけ教えてYO!適当に内容は抜き取
る。
Louisはかせ10⽉11⽇

ブロンは買うお⾦がありません。エチゾラムは違法です。えー
と、アレゲ化学さんが、えーと（以下略）。コピーを推奨する
のは避けますが、アレゲ化学さんにコンタクトすると良いか
も……
10⽉11⽇

熾さんは知っていても教えてくれないんだね。。アレゲ化学さ
んに危ない橋を渡らせて⾃分は合法⼀筋というのはちょっとず
るいＹＯ！
Louisはかせ10⽉11⽇

えー、最近脱法ドラッグショップが閉店を始めていますが、私
は、数少ない⽣き残りのショップに、販売攻勢を掛けなければ
ならなくなりました。掲⽰板では、ショップのアドレス⾃体を
秘匿する傾向が続いています。そして、アドレスが掲⽰板など
で頻出するショップは、雑草・⾊⽔の多い不評店であるようで
す。もしよろしければ、私が販路として⼗分期待できるような
ショップを、皆さんに教えていただければと思います。ショッ
プではなくて個⼈でも構いません。
10⽉11⽇

今は雑草・⾊⽔ショップでも作品に⾃信があるのであればマブ
ネタを卸してあげることでショップの評判も上がっていくんじ
ゃないの？⼀流店でもガセネタなんか卸すようでは相⼿にされ
なくなるだろうし。
Louisはかせ10⽉11⽇

私は、PやP4でも⼗分通⽤すると思います。
とろん

10⽉11⽇

新作開発のつなぎ資⾦調達のために、ひとまずてきとーな店に
Ｐとやらでも卸してみたら？？
https://twitter.com/i/notifications
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Ｐとやらでも卸してみたら？？
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Louisはかせ10⽉11⽇

えーと、雑草や⾊⽔が多い店に売るべきかどうかは、結構迷っ
ているのです。メリット・デメリットもよく分からなくて。
10⽉11⽇

はい、「P」の初回販売を、どこのショップに対して⾏うか、
迷っているのです。ちなみに、⽣産量がわずかであるため、1
袋しか販売できませんw
10⽉11⽇

業界をリードして⾏くみたいな覇気が感じられませんね。なん
だかんだ⾔ってもやっぱり作品に⾃信がないのかな。純品なら
少量でもかなりの値段で卸せるんじゃない？
Louisはかせ10⽉11⽇

えーと、業界に覇気がないんですよw どんどん閉店してしま
っているし。作品には、「私の⾃⼰摂取においては」⾃信があ
りません。ただ、私はどうも少数派なようで、私にとって良い
と感じられないドラッグでも、他⼈にとっては良いものがある
ようです。
10⽉11⽇

「P」は私にとっては佳作で、⾊々⽋点だらけです。私は⿇⻩
湯やブロンがスマドラとして使えないタイプなので、「P」も
イライラ感が強く、塩化リチウムと併⽤して、多少そのイライ
ラ感を抑えられるかな？という程度です。ただ、ブロンをスマ
ドラとして使える⼈にとっては、「P」は名作に近いらしいで
す。
10⽉11⽇

あー、昨⽇、眠る前に「P」の落としのために塩化リチウムを
500mg⼀気に飲んだんですが、横になって安静にしてるのに⼼
臓が違和感を覚えて焦りましたw 乳系アイスかヨーグルトと
⼀緒に飲んだと思うので、単独で飲むより吸収はゆっくりだと
は思いますが、やっぱり負担だった模様。塩化リチウムだけの
せいなのか、「P」が聞いていたのがそもそもの原因なのかは
わかりません。ただ、おかげさまで「P」の薬効は相殺され、
それなりにぐっすり眠れました。起きたのは12時くらい……
10⽉12⽇

まあ、というわけで「P」の落としに塩化リチウムは使えま
す。多分炭酸リチウムも同じだと思います。とはいえ、デパス
と⽐べてどうなのかは、もちろんわかりませんw
10⽉12⽇

で、結局なんでこのチャットに私がいるのか。それは。。⼀⾔
で⾔ってしまえば⾃⾝が炙りにも使えないルサンチマンの結晶
体と化してしまったからなのかも知れない。
Louisはかせ10⽉12⽇
https://twitter.com/i/notifications
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しばらくぶりに画像をアップしま
す。「P」の製品版の余剰分（円
形容器⼊り）と、サンプル発送⽤
のパケです。容器の中にある紙⽚
は、pH試験紙で、過剰な塩化⽔
素の存在をチェックしています。
今回はしばらくの⽇数を掛けて塩
化⽔素⾶ばし（と⾔っても保温し
て蓋の隙間を開けて放置するだ
け）したので、全く試験紙の⾊が
変わりません。
10⽉19⽇

で、これは「P」を⼀度アルカリ
でフリーベース化した時の写真で
す。どうも、2回に分けて蒸留し
たうちの、初めの⽅は、初留を⼗
分取り切れていなかったので、2
回⽬の物と⽐べると、明らかに結
晶化して漏⽃で濾した後の塊がガ
チガチで、⽬視で、不純物の存在
が分かるほどでした（⾊は⽩いの
ですが）。なので、こうやってフ
リーベースに戻して、再度蒸留し
たのです。⾒てわかるように、フ
リーベースは固体です。ドラッグ
類のフリーベースには液体の物が
多いので、私としては珍しいで
す。
10⽉19⽇

https://twitter.com/i/notifications
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フリーベースが固体であるため、反応時に瓶のふたを閉めたり
するとき、ネジ⼭の部分に付着すると、溶媒が乾燥したあと糊
のようになって、蓋が動かなくなる原因になりますw 思わぬ
注意点ですw
10⽉19⽇

初留を取り切れなかったためにガ
チガチになったものはこちらで
す。スプーンで突き崩すと結構簡
単に崩れますが、この容器を振っ
ただけではどうにもなりません。
ちなみに、きちんと初留を取り除
いた2回⽬蒸留の物は、スプーン
で突き崩さずに、この円形容器を
振っただけで、結構簡単にサラサ
ラに崩れました。
10⽉19⽇

Pがいっぱいだ。末端価格すごそう(⼩並)
とろん

10⽉19⽇

負の末端価格が⽣じるかも。
Louisはかせ10⽉19⽇

「⾚字」という意味？
10⽉20⽇

さあ？？というかもこぽさんと遊んでたらアク禁くらっちゃっ
たＹＯ！熾さんやっぱり怒りっぽいんだね。
Louisはかせ10⽉20⽇

中国の⼈⺠解放軍の兵⼠からフォ
ローされましたw
https://twitter.com/i/notifications
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喱咖喱 @g…

咖

明⽇国旗が掲

揚されますΣ(|||
▽||| )

tus/919560118122921984

https://

twitter.com/galigalila/sta… 多分
⾃分の写真なので、兵⼠だと思い
ます。
10⽉20⽇

アク禁ってどれ？
10⽉20⽇

偉い⼈。
Louisはかせ10⽉20⽇

？？？
10⽉20⽇

まあ、気にしないでください。もこぽさんは判ってると思うけ
ど。
Louisはかせ10⽉20⽇

というか、ブロンくれとかエチゾラムくれとか資料館のリンク
送れとか無茶⾔ったり、あとツイッターで死ぬかも知れないぞ
とかキツいこと⾔って悪かったよ。
Louisはかせ10⽉20⽇

エチゾラムは、私は売れませんが、すみっこさんとかはどこか
らともなく⼿に⼊れてるようです。
10⽉20⽇

ありがとね。ベンゾ系のお薬は他にも飲んでるからもういい
や。それに、そもそも私はすみっこさんに何かしてあげたわけ
でもないのに急にお願いとかするのもずうずうしいから諦めた
よ。
Louisはかせ10⽉20⽇

deschloroetizolam/deschloroetizolam-250mg/

https://

以前貼ったデスクロロエチゾラムは？
syntharise.com/products-page/…
10⽉20⽇

嫌な死に⽅をしそうなので⽌めておきます。
Louisはかせ10⽉20⽇

https://twitter.com/i/notifications

さて、やっとガラス器具を洗い終えて実験準備が完了したの
で、そろそろコードネーム「B」の製造に取り掛かります。今
回は、真空ポンプ⼿前に苛性カリのトラップを設ける予定で
す。酸性の中間体を吸うので、真空ポンプがまた壊れると⼤変
なので。「P」の蒸留はフリーベースがアルカリ性なので真空
ポンプは傷まなかったけど
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ポンプは傷まなかったけど。
10⽉21⽇

苛性カリ劇だね。コールドトラップは使わないの？？
Louisはかせ10⽉21⽇

えーと、ドライアイスや窒素の安定供給はできませんw しか
も、部屋に換気扇がないので……
10⽉22⽇

どうしても減圧蒸留装置の原液側フラスコの焦げが洗剤では落
とせず、もういいやと思って「B」の製造に⾒切り発⾞します
w 機械的にこすれば落ちるはずだけど、まあいいやw
10⽉22⽇

⼀般的にはコールドトラップが⽤いられると思っていました
が、調達困難ですか。ガラス器具の汚れは昔はクロム酸混液を
使っていたけど今は毒性が嫌われてあんまり使われない。クレ
ンザーなんかでこすると傷が⼊ったりしてあんまり良くないみ
たい。硝酸でも使ってみますか？アレゲ化学さんに分けてもら
うと良いよ。焦げはできれば取り除いた⽅が良いかも。場合に
よっては反応系におかしな影響がでるかも。詳細は不明。
Louisはかせ10⽉22⽇

ちょw硝酸の量産はまだ達成していないw ちょっとでよけれ
ば硝酸マグネシウムの熱分解で作れるけどすぐにフラスコがダ
メになる
アレゲ化学と電気電⼦10⽉22⽇

フッ素コーティングフラスコでもダメなのかな？
フッ素樹脂ね。
Louisはかせ10⽉22⽇

はくり材とかはどうです？
ホームセンターや⾦物屋で売ってますよ。
ピグ太郎10⽉22⽇

有機溶媒の類で溶ける性質のものであればこするまでもなく容
易に洗浄できると思うけど。。
Louisはかせ10⽉22⽇

テフロンコーティングは試してない。というか買うかねない
アレゲ化学と電気電⼦10⽉22⽇

確かに市販の濃硝酸⼀本の価格を考えると恐ろしく⾼価な設備
投資ですね。しかもそれでうまくいくかもよくわからない。塩
化ナトリウムやらエタノールのようなものまで⼀般には売らな
いという異常な試薬規制をなんとかして欲しいよ。
Louisはかせ10⽉22⽇

https://twitter.com/i/notifications
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このチャットを前回と同じように
HTML版で保存したら、図のよう
に⼤きな⽮印がかぶさる仕様にな
りました……諦めてPDF版にしま
す（PDF版だと貼ってる画像の上
下が切れる問題があるけど）。
10⽉22⽇

hobby/1502458370/649

http://

awabi.open2ch.net/test/read.cgi/… いつものようにチャット
ログを公開しました。今回はPDF版です。
10⽉22⽇

ニュータイプのドラッグ業者・…
@Dr_Kiriyu 各所で返信が滞って
hobby/1502458370/649

http://

てすみませんw
awabi.open2ch.net/test/read.cgi/
…
例の熾チャットのログを再度アッ
プしました。ルイスはかせさんと
アレゲ化学さんもいます。あなた
も、ご希望であれば招待します。

/status/922014789882208258

https://

twitter.com/JapaneseDrugs2…
ドクター・キリユさんを誘いまし
た。
10⽉22⽇

2chは5chになったけどopen2chのドメインのままなのか
アレゲ化学と電気電⼦10⽉22⽇

コールドトラップ⾃体はあります。アスピレーターで溶媒⾶ば
しをするとき、⽔を⼊れた容器に浸します。ジエチルエーテル
は常温の⽔ではトラップできませんw（氷⽔だと多分⼤丈夫）
10⽉22⽇

https://twitter.com/i/notifications

例のナスフラスコは、「P」の蒸留に使ったやつで、おそらく
マグネシウム化合物か何かが固着したのだと思います。「P」
は⾼温を掛けないと出てこないので、オイルバスは最⼤の
230℃まで上げました。で、その後しばらく放置し、洗浄前に
無⽔ タ
を⼊れ 中⾝を溶か
後
カリ性洗
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無⽔エタノールを⼊れて中⾝を溶かし、その後、アルカリ性洗
剤とブラシで洗い、まだ焦げが残っていたので10%塩酸を⼊れ
て振り、全く効果がないので中性洗剤とブラシで洗い、全く効
果がないので、「諦める」という解決策を取りましたw
10⽉22⽇

原液側のフラスコなので、いくら焦げが付いていても、受け器
には無関係ですw 230℃で留出しなかった焦げ成分なのだか
ら、「B」製造の際の中間体（多分180℃くらいで全部留出す
る）の蒸留の際に、⼀緒に出てはきませんw
10⽉22⽇

留出しないから⼤丈夫と⾔うよりも、焦げ、或いはそれにに固
着していているであろう得体の知れないモノがおかしな影響を
しないか気がかりです。可能な限りクリーンな試薬と装置で丁
寧に反応・操作を進めないと。。杞憂なら良いですが。
Louisはかせ10⽉22⽇

⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイアさんを追加しました

ヒャッハー！！硫化⽔素ブシャー！！
１１⼈いる！！（ふるい）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉22⽇

キメセクという単語は⾒たことがあるが、キメパチとか初めて
⾒るわｗｗｗｗｗｗそんなジャンルがあるのか。（驚愕）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉22⽇

どこで⾒たのですか？
10⽉22⽇

どうもどうも。よろしくお願いします
とろん

10⽉22⽇

すみっこ@箱⼊り捨て猫 @nos…
返信先: @JapaneseDrugs2さん
現在、⾃宅から1km圏内のところ
に避難勧告が出ています
"\(°ω° 三 °ω° 三 °ω°)/"
キリユさん、あの⼈なにしはった
んですか…御本⼈はバタフライ効
果の蝶だって⾔ってましたけど

922066780712873984

https://

なお、この⼈の前歴は
twitter.com/nos_da/status/…
発⾔ツリーが詳しいです。

の

10⽉22⽇
https://twitter.com/i/notifications
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私は、闇に舞う蝶、パピヨン。（ＣＶ：⼭本陽⼦）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉22⽇

なんか化学やドラッグから話が連れそうな気がしてくる
ずれそう
アレゲ化学と電気電⼦10⽉22⽇

社会をアタックする有効な⼿段は別種の社会であるとか⾔うよ
くある構造にハマりこみそう
アレゲ化学と電気電⼦10⽉22⽇

わああん。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉22⽇

⾏き⽅や中⾝がアウトサイダーであったとしてもむやみにアウ
トローにはなりたくないわけでして
アレゲ化学と電気電⼦10⽉22⽇

ん〜なんか思考が排泄的になってしまってるな。しばし様⼦⾒
しよう
アレゲ化学と電気電⼦10⽉22⽇

混ぜるな危険（それはハイター的）
10⽉22⽇

ith_replies

https://

twitter.com/CHEMICALS_JP/w… ケミ速⽒、最近⾳沙汰な
い。逮捕されたんだろうか？ 最近、⼤⿇買ったツイートして
たけど。
10⽉22⽇

hobby/1507628308/

http://

awabi.open2ch.net/test/read.cgi/… このスレで「an」という
名前でレポをしている⽅を、サンプル発送対象者として検討し
ています。実はこの⼈は私にDMでコンタクトしてきている⽅
です。このチャットでは誰なのかを明記しませんが、知りたけ
れば個別DMで教えます。そろそろ「B」が⼊⼿できるので、彼
を感動させられるかも？
あれ？ 「排泄的」なんですね。さっきは「排他的」に誤読し
てました。
10⽉23⽇

https://twitter.com/i/notifications

反応容器の瓶に油膜のような物がどうしても残るため、思い切
ってスチールウールでこすったら、油膜でなくて単なるガラス
の曇りだったことが判明w フッ化⽔素みたいなガラス溶かす
物質は使った経験はないのだけど、フルオロベンゼンとマグネ
シウムでグリニャール試薬を作った時とかに、ごく微量のフッ
化⽔素が発⽣した？ いや、フルオロベンゼンはマグネシウム
と反応するはずがないし、反応したとしたら、⽣成物に「無置
換フェニル基」が導⼊されてることになるので法的に偉いこと
になる（規制薬物）。なので、まあ昔使った何かが原因だと思
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になる（規制薬物）。なので、まあ昔使った何かが原因だと思
いたい…… ねじ⼝瓶は⾊々使いまわしているので、もしかす
ると昔使った何かの反応でガラスが溶けたのかも。
10⽉23⽇

スチールウールを使うと鉄イオンが混⼊しますが、これは今回
の反応（臭素化）の際に副反応を起こしてしまいます。とはい
え、ちゃんと⽔で流したので⼤丈夫なはずw。後で写真撮って
おきます。
10⽉23⽇

これがその瓶です。アルカリ性洗
剤、中性洗剤、スチールウールで
洗ってもこうなります。
10⽉23⽇

メラミンスポンジでゴシゴシしてもダメですかね？
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉23⽇

ここの過去ログダウンロードできません（T-T）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉23⽇

PDFがですか？
メラミンは試してません。でもスチールウールよりはるかに弱
いと思いますw
あ、メラミンスポンジは瓶の中に何を使って挿⼊すればいい
か……スチールウールは、円筒状なので真ん中に「ポリスマ
ン」を刺して挿⼊しましたが。
10⽉23⽇

メラミンは粒⼦が細かいから、スチールウールよりは落ちる可
能性あるかも
割り箸とか使えばいいんじゃない？
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉23⽇

まあ、次回試します。どうせ何か残っていたとして、規制薬物
ではなく「P」なので、⼤したことではないです。それに洗剤
で洗ったので有機物なら完全に流れ落ちてるはずですし。
10⽉23⽇
https://twitter.com/i/notifications
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メラミン使うときは洗剤つけないで⽔で湿らすだけね
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉23⽇

ガラス器具は塩基性の試薬なんかで表⾯が侵されて⽩く曇った
状態になるともう元に戻すのは難しいかも。汚れならなんとか
なるかも知れないけど。
Louisはかせ10⽉24⽇

実⽤上⽀障ないとは思っているのですが、⽬視で汚れと区別が
つかないので、⼼理的に負担になりますｗ
10⽉24⽇

オイルバスの温度計が狂っている
ことが判明…… 肌寒いのに、電
源を⼊れたらなぜか30℃w まだ
加熱していません。

仕⽅ないので、アナログな⽅法を
併⽤します。シリコンオイルに直
接⼊れたら18℃でした。気温と同
じです。
10⽉24⽇

オイルバスの温度計は、ねじが緩むと温度が⾼くなります。
前、⼀度緩んで、締め直したらいったん回復しました。今回
は、オイルが⼊ってるので⼯具を漬けるのが嫌だったので、ス
プーンで何とか閉めようとしたがびくともせず、温度は変わり
ませんでした。なお、加熱中は95℃に設定したら液温が85℃に
なるなど、やはり10℃下の温度となります。
10⽉24⽇
https://twitter.com/i/notifications
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10⽉24⽇

しかし、単体のマグネチックスターラーは1500回転を掛けても
粘性の強い液体でもまあ普通に回るのに、なぜオイルバススタ
ーラーは800回転くらいにしないと攪拌⼦が踊るのだろう？
弱い磁⽯を使っているためか、それとも磁⽯と⾦属槽との距離
があるためなのか……
10⽉24⽇

磁⽯に熱が直接加わっているなら、磁⼒は落ちる。
Кодзі10⽉24⽇

なるほど！
えーと、冷却すると磁⼒回復するんでしょうか？
あ、ちなみに今回は冷たいうちに撹拌始動させたので熱は関係
ないです。
10⽉24⽇

回復しない合⾦製もあるけど、普通のセラミックフェライト磁
⽯なら回復するのでは？磁⽯の専⾨家じゃないから判らないけ
ど。スターラーの形によっても回転し易さは変わる。ガラス容
器の汚れや焦げは超⾳波で落ちる事もある。メガネ屋にある様
なやつ。
Кодзі10⽉24⽇

まあ、三⾓フラスコではなく、分厚いねじ⼝瓶を反応容器に選
定しているため、底の形状のせいで⼤分攪拌⼦が磁⽯から遠い
ことが、諸悪の根源ですw ねじ⼝瓶を反応容器にする⼿法
は、なぜかやめられません。まるで依存性薬物やかっぱえびせ
んのようだ…… まあ、下⼿な三⾓フラスコよりも分厚いので
めったなことで割れないのがメリットです。
10⽉24⽇

値段を当ててみてください。
https://twitter.com/i/notifications
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10⽉25⽇

本物なら５００円そこそこ。贋物なら１千万円超。
Louisはかせ10⽉25⽇

趣味⼀般板本スレで触れていた、
例の漫画が載ったようです。皆さ
んどうぞ、お早めに……
さっきスーパーに⾏った時、知らなかったので買わなかったw
10⽉25⽇

まあ、本物（？）なのでよく当たっています。でも、「⼤東化
学」なのに「もりもとかせい」と書いてある値札、謎ですね
w（写真撮ってから気付いた）
10⽉25⽇

で、1，3-ジメチル尿素と塩化アルミニウム無⽔物とエチルベ
ンゼンを取り寄せてもらえるか問い合わせて⾒ようかな。どう
しようかな。悩み厨。
Louisはかせ10⽉25⽇

フリーデル？
塩化アルミニウム、どこかの審議会で「劇物相当」との勧告が
出てるので、もしかすると近年中に劇物指定になるかも？ 早
い⽅がいいですw
まあ、フリーデル・クラフツなら塩化鉄とか塩化ビスマスとか
塩化ジルコニウムなど、塩化アルミニウムの代替になるものが
いっぱいあるので、そんなに⼤変ではないです。臭化アルミニ
ウムも代替になるけど、⾼いw
10⽉25⽇

ちなみにその3つを反応させるとかではなくて、別々の⽤途
に？
10⽉25⽇

いや、ジメチル尿素は炙りの増量剤として有望かなと。⼀応使
⽤⽬的を聞かれる可能性があるので ジメチル尿素と塩化アル
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⽤⽬的を聞かれる可能性があるので。ジメチル尿素と塩化アル
ミニウムを混合するとイオン液体が⽣成し、更にＢＴＸを添加
することで室温付近でアルミニウムメッキが可能となります。
という⾔い訳で、Ｂは有毒。ＴＸは劇物。エチルベンゼンなら
ギリギリセーフかなと。
Louisはかせ10⽉25⽇

いちきろぐらむさんびゃくえんくらいだとおもいます。
まんがよみたいです。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

もし売ってくれなかっやら、「売れや」と⾔いましょう。
お、いい線ですね。その値段、⼆⼈合わせると正解です。
⼆⼈合わせて平均すると、ということです。
× くれなかっやら

○

くれなかったら
10⽉25⽇

マンガは私が取材協⼒したやつですよー！
ちなみに取材内容はあんまり反映されてないらしいですよー！
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

なん･････だと･･････
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

どんな取材だったのか激しく気になります。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

売れないと⾔ってきたら、取り扱いいただけないようであれば
誠にお⼿数をおかけしますが別のつてで⼊⼿しなければならな
いので理由を添えてご連絡いただけないでしょうか。よろしく
お願いいたします。みたいにメッセージを送って粘ってみる。
Louisはかせ10⽉25⽇

ちなみに「ウレア」と掛けました。
電話取材でした。
「草下さんの⽅が私（すみっこさん）より年下なんだぜ」と⾔
われ、「年下シンヤ」というギャグを⾔った思い出があります
w
10⽉25⽇

ダークウエブっても、⽇本語通じるところって⽟葱板くらいし
か無いのになぁ。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

⾃滅るウレア。。
Louisはかせ10⽉25⽇
https://twitter.com/i/notifications
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俺様も何かに取材協⼒してみたいです！！（無料でやります
ｗ）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

何故ダークウェブの話を御存知で…
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

草下さんのアカウントさっき⾒たばっかです。
「ウレア」って柔軟剤の商品名みたいですｗｗｗｗｗ
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

a,ohutarinoda-kuwebuatabuntigaumonodesu.
10⽉25⽇

今⽇ドラッグストアに⾏ってみたら、尿素は県警の指導で販売
記録を作成させていただきますとか書いてあった。確かに硝酸
尿素は危ない使い⽅ができるけど。。
Louisはかせ10⽉25⽇

あ、お⼆⼈のダークウェブは多分違うものです。
すみっこさんが⾔ってるのは、特定の脱法業者名でしょ？
化学にお詳しいのなら、⾃分の尿から抽出できますよね？
10⽉25⽇

尿素なんてホームセンターでキログラム単位で売ってるわ。
Louisはかせ10⽉25⽇

あれ、売ってるのww
10⽉25⽇

あ、今回は私も無報酬ですよｗ
「若年層が容易に販売ルートにアクセス」する⽅法とかをお教
えしました
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

そういえば「○素」って名前で元素でない物って、尿素くら
い？
10⽉25⽇

いえ、たぶんキリユさんと同じこと⾔ってると思います
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

燃素〔フロギストン〕は古い説だし。
え、そうなの？ ダークウェブって業者でなく、アングラサイ
トの意味で⾔ってる？
https://twitter.com/i/notifications
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「PCに弱い⾼齢者層が容易に販売ル
法 の⽅が有益w

トにアクセス」する⽅
10⽉25⽇

そうですよー
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

尿素に警察の指導が⼊ったのは５年くらい前からだったような
気がします。（うろ覚え）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

若年層は、黙ってても⾃⼒でアクセスします。
10⽉25⽇

だって少年誌だもの
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

12歳くらいのことを若年層と⾔ってるなら別だが。
ああなるほど。

少年マガジンの読者がドラッグにアクセスするためにwww
10⽉25⽇

プロキシちゃんねるがフッ⾶んでからというもの、エロアン板
に業者が流れ込んできて⼤変なことに。
尿素は肥料に使えますし、下⽔処理の活性汚泥法でも窒素バラ
ンス調節に使います。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

「⼩中学⽣の4⼈に1⼈は、危険ドラッグに接する場⾯があるか
も知れない」ってあるから12歳でもあながち間違ってないかな
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

センデロ・ルミノソがペルーじゃ⽇常茶飯事だぜ！！っていう
ノリで硝酸尿素を使いまくったので、ペルーでは尿素の取引は
イリーガルらしいですｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

横浜の⼩学5年⽣と中学2年⽣に統計取ってる
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

ペルーは、尿を何とかして尿素にするテロリストが多くなりま
すねw
あれ、すみっこさんはもう漫画は⾒た？
10⽉25⽇

⾒てない
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇
https://twitter.com/i/notifications
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@

おもしろそうなんで、電⼦版買いました
とろん

10⽉25⽇

あ、電⼦版って⼿があったね
コンビニ⾏くの⾯倒だしあとでKindleで⾒よ
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

わああん読めない俺様は負け組。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

あ、電⼦版あるのねwww
10⽉25⽇

よみたいです（Ｔ-Ｔ）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

ml

http://www.

shonenmagazine.com/smaga/index.ht… この公式サイトで、
この作品だけリンクがないww
今、読みました。で、なんか違和感はありますが、いい作品で
す。
10⽉25⽇

主⼈公とその友達は⾼校⽣で、年齢不明。で、⾼校⽣前に友達
が薬やって傷害罪と薬機法違反で懲役1年になってます。実
刑。まあ20歳以上の⾼校⽣ならもちろんありますが、懲役⾷ら
うのって何歳からでしたっけ？
10⽉25⽇

２０歳未満は少年院２０過ぎても５年くらいで初犯だったら少
年刑務所です。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

フェンタニルさんが、19歳まで未成年特権を利⽤して指定薬物
輸⼊しまくって逮捕もされてないのを⾒てきたもので。えー
と、主⼈公は何歳の⾼校⽣なんでしょう？とりあえず、20歳以
上ということ確定w ただ、同級⽣なので、両⽅とも20歳以上
というのは確率的に少なめですね……
10⽉25⽇

鑑別所と少年院の違いよく知りません。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

「そこは快楽の⼭だった」 ああうらやましい。アップ屋のど
んな薬でも快楽がなかった私が通りますよ……
276〜277ページ、すみっこさんの親の顔が思い浮かんだ。
10⽉25⽇

読ま
https://twitter.com/i/notifications
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読ませろ！！（発狂）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

「横浜の⼩学5年⽣と中学2年⽣に統計取ってる」ってのは漫画
と無関係に？ｗ
10⽉25⽇

いつの時代の話をしてるんだ…快楽の⼭なんか都市伝説だぞ
原作者さんのアカウントに画像が載ってます、統計グラフ
効くやつが買えるなんて⼀⾔も⾔ってないｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

そうですね…メチロン辺りまで遡れば確かに快楽の⼭だったか
も知れん
とろん

10⽉25⽇

「快楽の天だった」なら、……出版社が違いますねw
10⽉25⽇

うーん、みさくらｧ
とろん

10⽉25⽇

はい、効くやつは買えなくなりました。なので私は開発者にな
りました。2014年9⽉の事です。まだ、「快楽」に効くものは
作れていません。
あ、あなたの昨⽇のLINE⾒ましたよw
10⽉25⽇

しかし、インタビューでケミィちゃんの指定薬物配合の話まで
したのに、少しも盛り込まれてなくてワロスw
10⽉25⽇

そんな話したっけな
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

でも、「ドラッグ＝快楽」という図式を、単純明快に少年マガ
ジンで⾒せたくれたのは、私がしり込みしてしまうほど、⼤き
な訴求効果があるわけで……硫化⽔素⾃殺も、メディアで取り
上げることで広まったでしょ？ 同じで、少年マガジンで、少
年層に「脱法ドラッグ＝快楽なんだ」と、これほどまではっき
りと活字で宣伝してくれて、おそらく読者の何⼈かは検索に⾛
るだろうなあ。嬉しいwww
で結局⾊⽔や雑草のサイトに捕まって、貴重なお⼩遣いを無駄
にします。⼤変残念でした。
10⽉25⽇

マンガですから、ドラッグつかったらすげえ快楽で使い続ける
https://twitter.com/i/notifications
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と体ボロボロになりますみたいなステレオタイプで描かざるを
得ないんじゃないんですかね？ビッグコミックの－Ｓ－最後の
警官というマンガに硫化⽔素ネタが出てきたとき、カラーペー
ジで⾵呂場の中が「緑⾊のガスで充満する」という表現になっ
ていました。科学的には正しくありませんが、マンガ表現的に
は正しいです。だってカラーページで無⾊透明のガスとか⾯⽩
くないでしょ？どう⾒ても元ネタは（オウムの村井＋俺様＋あ
となんか忘れた）÷３です。本当にありがとうございました。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

うーん、確かに。でも、快楽が欲しい読者は、漫画の登場⼈物
と同様に、検索に⾛るだろうな、と。
まあ、あの草下さん（ドラッグよくやってた⼈）だから、意識
的なのかもwww
どこかのラジオ番組で、ドラッグ肯定発⾔して、抗議来た⼈。
10⽉25⽇

ももち麗⼦の「めまい」っていう少⼥マンガがドラッグネタだ
ったなー
あれはガチでシャブの話だけど
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

ホリユウスケ⽒が⼀番⽇本でドラッグをうまく描ける⼈だと思
う。
10⽉25⽇

かわいい少⼥を⾻までしゃぶりたいです！！（犯罪）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

あとNANAの「⼤変だ、あいつが⼤⿇で捕まった！」とか。
10⽉25⽇

なつかしのグループサウンズ「タイマーズ」
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

みさくらなんこつまでシャブりたい
ソニーからCD出せばギャグになったのに。
10⽉25⽇

タイマーズかっこいいすよねｗ清志郎…もといゼリーさんｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

?
10⽉25⽇

すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇
https://twitter.com/i/notifications
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すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

しかし少年マガジンなのに、この作品の次に載ってるやつが、
セックスシーンがあってワロスww
10⽉25⽇

少⼥漫画誌なんか18禁レベルですよ
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

せっくすしたいです！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

ちなみにキリユさんは童貞？
10⽉25⽇

どどど童貞ちゃうわ（震え声）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

また懐かしいネタをｗ
ここで仲間を募るんじゃありませんｗｗｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

セクロスと等価もしくはそれ以上のオナニーを開発すれば無問
題
セクロスと等価もしくはそれ以上のオナニーを開発すれば無問
題
アレゲ化学と電気電⼦10⽉25⽇

せっくすしたいです！！（⼤事なことなので２度⾔いましたby
みのもんた）
セクロス（横スクロールシューティングゲーム）したいで
す！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

等価もしくはそれ以上と証明する⽅法が厄介
オナホは２〜３回使ったら飽きた。暖めれば違うのか？（関係
ない話題を提供しまくるスタイル）
アレゲ化学と電気電⼦10⽉25⽇

えっと俺様のアカウントでツイートしても応募がなさげなので
こちらにも書かせて頂きますね。 番号選択式宝くじ「ロト
７」を買おうと思います。 そこで、皆様から、１〜３７の数字
から、７つの数字の組み合わせを選んで頂きたいと思います。
ここにご返信ください。 ７つの番号とともに、「１等当たった
らどんな⾺⿅企画をやってもらいたいか」を書いて下さい。⼀
番ツボに⼊ったのが採⽤です。 なお、採⽤された⽅には、俺
様がケツマンコに注⼊した痔の注⼊軟膏の空容器をプレゼント
いたします。
https://twitter.com/i/notifications
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⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

アナニーとロリが⼤好きな神楽坂にゆかりのある⼈元気か
な･･････
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

仲間って？ 由紀恵？
「セクロスと等価もしくはそれ以上のオナニー」
ナ……

キメオ

コカインバレットさん？
10⽉25⽇

そうそうコカバレさん。今どうしているのかなーと。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

オナホはテンガ使ったことありましたが同様に飽きました。。
部屋のどこかで精液が付着したままかびていると思います。
あの⼈、私のミスで鍵アカにしてしまったんですよね。私が本
スレで叩かなければ、いまだに公開アカだったと思うのです
が。ナポレオンの名⾔「敵が間違ったことをやっている時は、
その⾏動を邪魔するな」をかみしめています。
10⽉25⽇

ロリ好きなのにビリギャルがストライクゾーンど真ん中って⾔
ってたのがいまだに忘れられないｗｗｗｗｗｗ
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

で、コカバレ⽒が公開ツイートのまま、実験器具の画像をアッ
プしまくってツイートしていたら、⿇取はあっちを注⽬して、
こっちの注⽬は薄れたんでしょうけど、私があいつの無能さに
耐えられずに「最近マグネチックスターラーを買ったと喜んで
いる奴のどこが、⽇本⼀のアングラ実験室だ！」とスレで⾔っ
てしまったのです。結果、鍵アカになりました。
いまだに、何⼈かにスパイを依頼するも、成功せず。依さんな
んか、私がスパイ依頼したら、操作ミスしてフォロー外してし
まい、再度申請したけど通らないという状態になってしまいま
した。
ビリ？
10⽉25⽇

⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

あれ？っこれって表紙の⼈は著者と別⼈なんでしたっけ？
https://twitter.com/i/notifications

10⽉25⽇
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10⽉25⽇

表紙の⼈は映画に出た役者さんだと思います。本⼈はもう少し
下のほうに顔出ししています。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

s&vertical=default&q=%40cocaine_lolita&src=typd

https://

twitter.com/search?f=tweet… コカインロリータ⽒、最近も誰
かと交流はあるみたい。
10⽉25⽇

「どどど童貞ちゃうわ」

そうでしたか、私は童貞です。
10⽉25⽇

とりあえず⾃爆してないことはわかりました。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇
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ＡＡ無理だったか。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

童貞の定義によってはオナニーするだけで⾮童貞
アレゲ化学と電気電⼦10⽉25⽇

http://

dokoaa.com/maji.html
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

メインマシンUbuntuさぶマシンMacBookだとAAは⾒れない
アレゲ化学と電気電⼦10⽉25⽇

やべえコデインで呼吸抑制出たさらにこの後おくすりもぐもぐ
したらやべえ。

特殊浴場に⾏きましょう。浴場に⾏くと、欲情しちゃうよ
ね！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

硫化⽔素不要じゃないですか…
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

よく呼吸せい
というか、ブロンを1⽇に1瓶飲んでる⼈もいるのに、コデイン
で呼吸抑制する⼼配するってw よほどの特異体質じゃなきゃ
⼤丈夫w
私はまだ⼩学校を卒業していないので、童貞でもよい。
10⽉25⽇

硫化⽔素は終わコンですよ･････････
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

ブロンはジヒドロコデインですよ。ジヒドロコデインとコデイ
ンがここまで違うとは思っていなかった。ちなみに俺様はデキ
ストロメトルファン効かない体質です。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

最近、硫化⽔素を思い出すのは、おならをした後くらいになり
ました……
10⽉25⽇

⼩学校卒業してないっていう返しは予想外。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇
https://twitter.com/i/notifications
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？？ジヒドロコデインの⽅が強いですよね？
10⽉25⽇

ケテンガスでアセチル化しろ
アレゲ化学と電気電⼦10⽉25⽇

年１ペースで報道があるくらいですね･･･････
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

https://www.

safe-line.jp/about-harmful/
Louisはかせ10⽉25⽇

何を？w

コデインを？ ケテンは猛毒というケッテンが……
10⽉25⽇

有害情報の通報ページに硫化⽔素の製造も載ってる。もうオワ
コン。情報を提供しているだけだからと⾔う⾔い訳はもう通⽤
しないよ。
Louisはかせ10⽉25⽇

ジヒドロコデインはコデインの２倍の鎮咳作⽤がありますが、
コデインは少しモルヒネになるので、ぽわーん（少し幸せ）と
します。最近はぽわーんが来なくなりました。
ジアセチル化しても飲んだら胃の中で元に戻るじゃないですか
ーやーだー。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

ケテンは猛毒だけど空気中での半減期はそれほど⻑くはない模
様
アレゲ化学と電気電⼦10⽉25⽇

えーと、ジヒドロモルヒネはぽわーんとしないんですか？
10⽉25⽇

咳⽌めシップとか飲むとほんわかした気分になるよ。
シロップね。
Louisはかせ10⽉25⽇

えーと、ヘロインって最初飲み薬として売られてませんでした
っけ？
シップｗ
考えてみればフェンタニル湿布も咳は⽌まるようなｗ
10⽉25⽇

ああ、湿布で効く⿇薬もあるみたいですね。
Louisはかせ10⽉25⽇
https://twitter.com/i/notifications
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硫化⽔素は違法じゃないのに････････
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

なるほどｗ
10⽉25⽇

ヘロインはアメリカで薬局で売られてたみたいですね。⾚ちゃ
んの夜泣きにアヘンチンキとかすげえわ。
デュロテップパッチとか。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

そういえばチンキってエタノール剤ですけど、アヘンチンキっ
て⾚ちゃんにアルコール与えてもよかったんだろうか？
10⽉25⽇

デュロテップパッチは、貼ったまま⾵呂に⼊ったり、カイロで
温めると呼吸抑制で死ぬこともあるらしい。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

ちなみに理科の教科書に硫化⽔素の作り⽅が載っていますが。
うわ、それ怖い。
10⽉25⽇

産業⾰命期のイギリスでは労働者階級の⾚ん坊に酒を飲ませて
たって有名だよね。
Louisはかせ10⽉25⽇

そりゃ中学２年で習いますからねぇ。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

なお、貼ったまま⽇光浴した事例とかが問題になりました。
⾵呂に⼊るとふやけそうな気がしますが、それでもかえって強
くなるんですね。
なるほど、硫化⽔素⾃殺は中2病だったと。
10⽉25⽇

そういえば⼤昔にクロロホルムパーティーなるものが欧⽶では
やった時期があったようです。ほんわかした気分になれたけ
ど。それだけ。後は肝臓を痛めるだけで何⼀つ良いことなかっ
たと思う。
Louisはかせ10⽉25⽇

スチールウール・硫⻩・サンポール。3ｋならぬ3Ｃならぬ3Ｓ
と⾔ったところか。
Louisはかせ10⽉25⽇

「年１ペースで報道があるくらいですね･･･････」
https://twitter.com/i/notifications
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と続いてるのですね。意外に、アメリカとかでまだ流⾏ってた
りして？
10⽉25⽇

え、スチールウールと硫⻩でも？ｗ
「違法な情報」でなく「硫⻩な情報」ですね。
多分、ジエチルエーテルでも同じ効果があるかもｗ ＞クロロ
ホルムパーティー
10⽉25⽇

それ鎮痛剤の⽇光過敏症ですね。ゼノールエクサムという⼀般
⽤医薬品があって、出た直後に光線過敏症が出た⼈がいて、Ｈ
Ｐにメーカーに⽂句⾔っても埒が明かんと愚痴ってたので、医
薬品ＰＬセンターを教えてあげました。そしたら⼀発で解決し
たようですｗｗｗｗｗドラッグストアに⾏ったら、売り場から
撤去されててお茶吹きましたｗｗｗｗｗＩＳＤＮ時代の⽢酸っ
ぱい思い出。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

え？ いや、上の私の話？
ルですよｗ

いや、それじゃなくてフェンタニ

フェンタニルパッチを貼って⽇光浴すると、加熱されて吸収が
良くなるのです。
そのまま寝込んだりすると、気付くのが遅れる。
10⽉25⽇

学校向けの化学実験動画サイトで、鉄粉と硫⻩と⽔を混ぜると
発熱して硫化鉄ができる、という動画が公開されてたんです
が、アレが流⾏したら動画だけデリられました。ページ⾃体は
まだ残ってるんじゃないかな･････････
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

なるほど。
まあ、硫⻩は⼊⼿が困難ですからねｗ
10⽉25⽇

ss_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E7%A1%AB%E9%BB%84

https://www.

amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_no…
Louisはかせ10⽉25⽇

硫⻩は釉薬屋でkg単位で買い放題だけどな。通販してる所は少
ないね
アレゲ化学と電気電⼦10⽉25⽇

そういえば先⽇、使い終わったスチールウールをどこに捨てる
か迷いました。まさか、⽔場に捨てると酸化熱で発⽕しないよ
な、と思って、⽔⼊りジップロックに⼊れて放置したら、ほん
のり暖かくなってました。
https://twitter.com/i/notifications
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おうｗ
/

https://www.

amazon.co.jp不明-⾼純度-硫⻩成分野良猫忌避剤粉-350g/dp/B00MNELZ3C/ref=sr_1_10?
ie=UTF8&qid=1508941864&sr=8-10&keywords=硫⻩
原理は何だろう？

これ、

ああそうそう、さっきスーパーで⽝・猫忌避剤⾒たんですが、
イソチオシアン酸アリルとか⼊っていて、ワサビ臭らしいです
ｗ
すみっこさんの先⽇のツイート「すしからワサビは洗え（略）
ヒー」を思い出しました。
10⽉25⽇

スチールウールは、安全なところで電池使って発⽕させて（ラ
イターでもいいですが）から捨てるといいんじゃないですか？
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

濡れてるんですｗ 発⽕させるまでに乾かさないといけません
ｗ
10⽉25⽇

有機合成なんかやってたらスチールウールよりももっとアレゲ
な廃棄物が⼤量に出ていると思うんだけど。。
Louisはかせ10⽉25⽇

はい。全部、ジップロックに⼊れて、⽔を掛けて密封していま
す。
10⽉25⽇

まあスチールウールは台所で使うもんですしね。台所で使うな
ら、ステンレスのウールたわしがいいですね。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

アメリカの不動産屋が来るみたいですね。警察の中の⼈も⼤変
だな。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

スチールウールは100円ショップでいっぱい売ってたので買い
ました。ネフ反応に使えるかなと思って。意に反して、先⽇の
容器洗いが、最初の⽤途でしたｗ
10⽉25⽇

置換アンフェタミンを合成するためのネフ反応は、鉄粉を使う
らしいですが、以前やったら、どうも鉄粉のせいでマグネチッ
クスターラーがさっぱり動かないという意外な弱点を発⾒ｗ
メカニカルスターラーがないのでおあずけとなりました。た
だ、スチールウールを代⽤すれば、いいかもしれない？
10⽉25⽇
https://twitter.com/i/notifications
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スチールウールなら容器の底にへばりつかないのでスターラー
が動く可能性はあります。ただ、果たしてきれいに反応が⾏く
かはわかりませんｗ
10⽉25⽇

なんだこれ
アメリカでも終わコンなんですかねぇ。英語で検索しても出て
こないですよ････････
アメリカ海兵隊では、トローチタイプの⿇薬性鎮痛剤を採⽤し
たようです。効きすぎたときに吐き出せば良いと。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

薬局で「漢⽅薬は原則⾷間の空腹時に飲んでください。⾷後に
飲むと効き⽬が３割落ちます。」って⾔われました。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

エフェドリンが空腹時に⽔で飲んだほうが効くかなと脊髄反射
で書いたのは、胃を早く通過して腸に⾏くかなと考えたからで
す。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

英語分かりませんw

＞ビデオ
10⽉25⽇

漢⽅薬も、アミン系の物は多分そうなのでしょうが、逆にカル
ボン酸系の物なら、作⽤は逆なんでしょうね。でも、植物成分
はほとんどアミン系なのかな？ 「アルカロイド」というし、
アルカリ性がほとんどを占める印象。
10⽉25⽇

「アメリカの不動産屋が来るみたいですね。」 何のこと？
10⽉25⽇

とらんぷ
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

あああ……硫化⽔素⾃殺関係かと思ったw
10⽉25⽇

tail/q14142198549

https://

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/q
uestion_de… ついでに⾒つけた
エフェドリンのこれが意味不明な
件w
10⽉25⽇

https://twitter.com/i/notifications

_interview/ephedrinNAG_i40-if02(2).pdf

http://www.

nichiiko.co.jp/data2/55170/04… 今たまたま⾒たPDFで、驚き
の事実がありました。19ページに、「エフェドリンの局所適⽤
または静脈内投与によって，正常動物において散瞳が認められ
る （中略）
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る。（中略）
⼀⽅エピネフリンは正常動物の局所あるいは静脈内投与によっ
てもほとんど瞳孔に対し影響を⽰さない。」と書いてあり、ア
ドレナリンが瞳孔の⼤きさを変えないことに驚きを持ちまし
た。
あれ？じゃあ私がアップ屋とかのいろんな薬物をやって瞳孔が
著しく広がったのは……あれはノルアドレナリン？
これ、調べてみる価値がありそうです。
10⽉25⽇

アドレナリンα，β両受容体への直接作⽤および交感神経節後神
経終末からのノルアドレナリン遊離増強を介する間接作⽤を有
する。って書いてあるので、ここと瞳孔の受容体関連調べたら
いいんじゃないですか？
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

三⽉由夢 (ヤ…
どうやらもう
マガポケで
読み切り『濁
った薬』載っ
てるそうで
す。
無料なので
暇な時
いつか⾒てく
だされば嬉し
いです。

us/922860135017455616

https://

twitter.com/yayoiyume/stat… こ
のアカウントは例の漫画の作画担
当の⼈で、なんか無料で読める場
所があるみたいです。
10⽉25⽇

あ、エフェドリンはそういえば受容体に少し直接的に作動する
んでしたね……ただ、私のはアップ屋のペンテドロンとかの間
接型作動薬だけでも超散瞳してましたから、間違いなくアドレ
ナリンかノルアドレナリンかドーパミンが散瞳を起こしてま
す。
「P」はなぜか全く散瞳が起こらないので、この理由が知りた
かったところでした。今後、調べます。
10⽉25⽇

こちらメビウス１、これよりマガジンポケットに突撃する。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

https://twitter.com/i/notifications

キリユさんはムトウハップだけでなくゼノールエクサムも退場
させてたのですね
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させてたのですね……w

10⽉25⽇

l/product/zensx/index.html

https://www.

taiho.co.jp/chc/brand/zeno… ゼ
ノールエクサムまだ⽣きてます。
メーカー変わったみたいですね。
光線過敏症のこと書いてない。成
分変わったのかな。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

「⼩学校卒業してないっていう返しは予想外」 というと、⼩
学校卒業してなかったのが予想外？ それとも単に返しが予想
外だっただけ？
10⽉25⽇

返しが予想外。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

光線過敏症と⾔えば、ベンゾフェノンとかのような構造で起き
やすいんですよね。
薬剤師向けの構造式の本に載ってました。
ああなるほどw
なので、私は将来ドラッグ売った代⾦で数億貯めたらどっかの
私⽴中学買収して⾃分が⼊ります。それまでに童貞卒業してれ
ばいいことに。
10⽉25⽇

nepocket/

http://www.

shonenmagazine.com/special/ma
gazi… << パソコンは対象外。
作戦失敗。これより帰投する。>>
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉25⽇

あ、携帯のみでしたかw
10⽉25⽇

obage.html

http://

home.v03.itscom.net/pmkey30/ld/PCm…
ら、ブラウザ偽装できます。

クローム使ってるな
10⽉25⽇

ブラウザ偽装してもアプリがDLできないと無理なんでは、と突
っ込んでみる
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

ああ、これアプリ必要なのね。
10⽉25⽇

てかブラウザ偽装は、こんな⾯倒なことしなくてもデベロッパ
ーツール使えばいいんじゃ…
https://twitter.com/i/notifications
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すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

ブラウザのウラワザは使えなかったか……
10⽉25⽇

あー、知らない。
というか、意外とITに詳しいね。
10⽉25⽇

いや全然？
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉25⽇

草下さんとのDMで会話進展中w すみっこさんのスカイプに画
像送りました。
もしかすると、「⻘森りんご」さんの名前を知らずに「⻘島り
んご」と付けたのかも？ 私が「創作活動」をしてることを草
下さんが知ってなかったっぽい。
10⽉25⽇

三⽉由夢 (ヤヨイ ユメ) @yayoi…
打ち合わせ終了です。
難しいです。
もう分からなくなってきました。
もう⼀度⾒つめ直します。
濁った薬、評価。いいね、リツイ
ートしてくださった⽅
ありがとうございます！

us/923241690546167809

https://

twitter.com/yayoiyume/stat… こ
の漫画家さんと、草下シンヤさん
をこの熾チャットに招待するとい
う案、どうです？ ｗ かなり私
も悩むので、全員のご意⾒をお聞
きしたいです。
10⽉26⽇

あ、かなりお若い⽅だったのですね（漫画家さん）
薬物とも化学とも無縁そうですし呼ぶ必要はないのでは
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

なるほど。草下さんの⽅は？
10⽉26⽇

うーん、DMの続きはどうなったんだｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

https://twitter.com/i/notifications

向こうが寝たらしくて

まだ
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向こうが寝たらしくて、まだ。
「深夜」だったしね。
10⽉26⽇

インタビューのあと「興味がありましたら現⾏品で何か引いて
みてください笑」って⽔を向けてみたけど⼈柱報告なかったな
ぁ（）
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

おいおいｗｗｗ
私の上をいく不謹慎ぶり。
考えてみれば草下さんはかなりのジャンキーだった。
あなたやとろんさん以上の。
「⾊⽔を向けてみたけど」
10⽉26⽇

現⾏品のクソっぷりを知っていただきたくて（笑顔
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

依さんが「こけしんやー」と叫んでるけど、草下さんだとフル
ネームになるw
ちなみに、現⾏品とかはやってるとかそういう話は？
10⽉26⽇

ここ数年の草下さんの脱法ドラッグ歴。
10⽉26⽇

なんかここ数年離れてるぽかったから（やってたらわざわざ⼈
に訊かないでしょう）
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

mnewsplus/1189960813/l5

https://

news21.5ch.net/test/read.cgi/… あーこれ。
mnewsplus/1189960813/

https://

news21.5ch.net/test/read.cgi/… あ、↑は全部表⽰になってな
かったw
今、このニュース検索するとき5分以上かかった。結構埋もれ
てたニュース。
「草下⽒は⾃⾝の薬物体験を踏まえて、
「（薬物の使⽤は）本質が⾒えやすくなるので、⾃ら探りにい
くために使うツールとしては効果的な可能性がある」などと話
したという。
放送中にリスナーから「薬物を肯定しているととらえられか
ねない。若い⼈が聞いたら問題だ」と指摘するメール１件が届
き、 」
https://twitter.com/i/notifications
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10⽉26⽇

紙でも⾷ったのかな？
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

いい仕事'sしてますねー
10⽉26⽇

h_replies

https://

twitter.com/jusitbsofl/wit… この⼈のプロフィールを思い出し
た。
10⽉26⽇

ニュータイプのドラッグ業者・…
返信先: @TaguchiKireiさん
ブロン液は飲み物かどうか。

/status/923420313882263558

https://

twitter.com/JapaneseDrugs2…
投票
10⽉26⽇

原作者の⽅も、マンガ家の⽅も呼びましょうｗｗｗｗｗｗ 昔
「パラサイト・イヴ」という⼩説がマンガ化されたときに、原
作者がマンガ家を分析機器の展⽰会に連れて⾏ったそうです。
薬学化学にゆかりが無くても、⾒聞をひろめていただこうじゃ
ございませんかｗｗｗｗｗｗｗ
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉26⽇

ml

http://www.

genjin.jp/news/n18727.ht… ⼩森
弁護⼠もそうでした。「依頼者⼀
⼈ひとりのための「もう⼀歩踏み
込んだ」弁護を⼼がけていらっし
ゃった⼩森先⽣は、薬物をめぐる
あらゆることを知ろうとなさいま
した。そして学ぶ際には、書物か
らだけでなく、できるだけ「現
場」に⾜を運び、⼈に会おうとさ
れました。

https://twitter.com/i/notifications

編集部も同⾏し、とにかくいろ
んな場所に取材に⾏きました。関
東信越厚⽣局⿇薬取締部には、⼀
時期は毎⽉のように通いました。
ケシの⽣態を学びに、東京都薬⽤
植物園に⾏ったこともありまし
た。逮捕現場で⽤いられる簡易鑑
定キットの使い⽅を教えてもらう
ために、キットのメーカーや商社
にも⾏きました。最新の分析機械
を⾒るために「分析展」なる⾒本
市にまで出かけました 薬物依存
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市にまで出かけました。薬物依存
治療の最新事情を学ぶために、広
島の病院まで⾏ったこともありま
した。
傍らにはいつも、優秀な相棒で
あるお連れ合いさまがいらっしゃ
いました。」
10⽉26⽇

hobby/1502458370/707

http://

awabi.open2ch.net/test/read.cgi/… ドローン少年、ノエルが
私から脱法ドラッグを送りつけられた事件の動画です。4本中3
本が公開され、残り1本は来週になる⾒込みです。残り1本が⼀
番⾯⽩いです。
10⽉26⽇

ところで、このチャットって⾃分からは抜けられないんです
か？
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

それがよく分からない。
私も、変な⼈を招待してしまうとその後追い出せなくなってし
まうのではないかと思うので怖い。
これ、私が管理⼈権限あるわけじゃなくて、メンバーは全部、
誰かを追加する権限があるので、私だけに使えるコマンドは存
在しない。
10⽉26⽇

変な⼈ｗ私もおかしな⼈ですがｗ
Louisはかせ10⽉26⽇

メンバーの誰かがブロックしてると⼊れないらしい。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉26⽇

あ、そうなんですか。
10⽉26⽇

というか、某薬物スレでは熾さんを変な⼈の筆頭と位置付けて
いる⽅が多数を占めているように⾒受けられるのですが。。私
を含めてこのチャットの参加者もすべからく変な⼈の集合体の
ように思われます。
Louisはかせ10⽉26⽇

なお、趣味⼀般板に最初に薬物スレを作ったのは私です。
その後、なぜかいろんなところから難⺠が流⼊して、私みたい
な真⾯⽬な⼈は少数派になりました。
10⽉26⽇

毒殺天使の服欲しいです。
https://twitter.com/i/notifications
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⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉26⽇

まあ、私が少し変だったからこそ、こうしてドラッグ開発に成
功しつつあるのです。他の⼈と同じなら、今頃ただの依存者で
す。
10⽉26⽇

たしかに真⾯⽬に受験勉強をして有名⼤学を出てドクターコー
スに進むような凡⼈は嗜好性薬物の開発など絶対に⼿を出さな
いでしょうね。
Louisはかせ10⽉26⽇

ちゃららん♪ラクトース！
Louisはかせ10⽉26⽇

とろん

さんが退出しました

あれ、とろんさんどうやって脱出したの！？
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

美味しそうなラクトースですね（凡⼈感）
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

エチゾラムほどではありません。
Louisはかせ10⽉26⽇

トリキュラーの偽薬の中⾝はラクトースですよ、美味しくいた
だいてます
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

https://twitter.com/i/notifications
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で、こういうDMが来ました。誰
か、私以外の⼈、招待を試してみ
てください。
「真⾯⽬に受験勉強をして有名⼤学を出て」 それがですね、
昨⽇話題になったコカインロリータという⼈は、東京理科⼤⽣
でありながら……
10⽉26⽇

すみっこ@箱⼊り捨て猫さんがとろん

さんを追加しました

東京理科⼤学は普通の⼤学じゃないの？２０年、３０年前なら
競争率も⾼かっただろうけど。
Louisはかせ10⽉26⽇

何で５００ｇの試薬（未開封）持ってるんですか（⽩⽬）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉26⽇

あ、難関でないってことですかw
10⽉26⽇

戻りました。ありがとうございます
とろん

10⽉26⽇

普通にコレクションとして買っただけですけど。＞乳糖
Louisはかせ10⽉26⽇

艦隊これくしょん、試薬これくしょん
そういえば⽜乳が苦⼿な⼈はトリキュラーのプラシーボも飲ま
ない⽅がいいのかな。
10⽉26⽇

変じゃない⼈の存在なんて都市伝説なんだ…:(´◦ω◦｀):
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

変態これくしょん！！
なお、ネトゲで変態これくしょん！！とか⾔ったらブチ切れら
れたことがあります。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉26⽇

https://twitter.com/i/notifications
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中も⾒る？ってわけでなんとなく
こっちにも貼ってみる。
⼀部の試薬は薬品庫に施錠して保管しています。
Louisはかせ10⽉26⽇

⻘いテープ、通気⼝をふさいではいないんですよね？ ⽳の部
分はちゃんとテープも切られてる？
10⽉26⽇

通⾵⼝はちゃんと開いてますよ。
Louisはかせ10⽉26⽇

何で家の中に試薬ロッカーあるの（⽩⽬）。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉26⽇

とても頑丈そうでいいですね。
マッドサイエンティストだからです（即答）
10⽉26⽇

乳糖不耐症について調べてたけどよく分からなかった
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

ちなみに、この写真で「ガラス瓶がプラスチック容器に⼊って
る」ものが⾒えますね？ あれは私がアドバイスした、安全対
策です。
10⽉26⽇

なんか未開封のが多いw
10⽉26⽇

そうです。アドバイスありがとうございました。硝酸みたいな
強酸や揮発性の⾼い薬品の瓶が割れたら偉いことになるので
ね

https://twitter.com/i/notifications
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ね。

未開封が多いのは開封したものの⼤半を焼却処分してしまった
からです。
Louisはかせ10⽉26⽇

いちおう1T当たり48.25mgですが、乳糖不耐症の⼈の許容量範
囲内なのかどうかが分かりません
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉26⽇

「何で５００ｇの試薬（未開封）持ってるんですか（⽩
⽬）」 逆に100gとかだと⼿に⼊りにくかったりw
私も通販で500gのブドウ糖の試薬買ってます。
「アカディ⽜乳」という物を最近⾒たので、思い出した。
↑は乳糖の話ね。
10⽉26⽇

25ｇ以下の試薬はデスクの中に⼤量にぶち込んであります。
Louisはかせ10⽉26⽇

乳糖で下痢になる⼈はしょうがないからコーンスターチで代⽤
するのかな。。
Louisはかせ10⽉26⽇

d/with_replies

https://

twitter.com/div_blackandre… くろす⽒をフォローしてみた。
10⽉26⽇

躁鬱Ⅰ型って書いてありますが、そうなると⼊院が必要なんじ
ゃ･･･････
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉26⽇

かわりに⼤学院に⼊院した、とかではダメですよね？w
10⽉26⽇

でさっき、「B」の製造で、予定ではジクロロメタンを使⽤し
て分液するところを、家中探してもなくて、ジクロロエタンで
代⽤したんですよw ちょうど先⽉あたり資⾦不⾜で、ジクロ
ロメタンを買ってなかったので、それがたたったのです。1本
あると思っていたけれど、なかった。
10⽉26⽇

で⼿袋にジクロロエタンが掛かったら、あっさり溶けました
w 塩ビ製でした。スーパーの炊事⽤品売り場で、箱に⼊った
のが売っていたので、とりあえず買ったのですが、薬品には弱
いです。これ買ったのは、サンプル送る時に⼿袋しながら書い
て、指紋が残らないようにするためですが、薄いのでその⽬的
には使いやすいですw
10⽉26⽇
https://twitter.com/i/notifications
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塩ビは薬品ですぐ溶けると分かってたんですが、塩ビ製はMと
Lがあり、横にあった天然ゴム製のはMだけなので、サイズ優
先でこっちにしたのです。まあ、私の⼿が⼤きいのが原因w
10⽉26⽇

うわ、対応早い。
10⽉26⽇

またしても私は間違った対応をしてしまったかな？ ナポレオ
ンの「敵が間違った⾏動をとっている時は、その⾏動の邪魔を
するな」の案件。くろす⽒も鍵アカになってしまった。コカイ
ンロリータ⽒と同様、私が我慢しきれずに何かやったため、鍵
アカと化してしまう事例。それでこっちは情報を拾えなくな
る。
まあ、コカインロリータ⽒は⾊々貴重な情報の宝庫だったけ
ど、くろす⽒は、ケミィちゃんとの恋の⾏⽅とかくらいで、全
く実験とかの情報がないので、どうでもいいか。
でまあ、くろす⽒からブロックされたことで、ようやく私も、
これで彼を敵だと確信できる。
10⽉26⽇

1,2-ジクロロエタンって、安定剤⼊ってませんよね？ 1,1-ジ
クロロエタンや、ジクロロメタン、クロロホルムには⼊ってい
るみたいですが……
10⽉27⽇

ジクロロエタンを常圧で溶媒留去したら、受け器に謎の⽩濁
が……途中で⼆股アダプターを操作してもう⼀⽅に流れるよう
にしたら、こちらはやや⽩濁度は低いですが、それでも⽩濁
が……⼀晩考えても原因は分からず。
10⽉27⽇

ま、まあ今回の「B」の構造は企業秘密なので、公開チャット
ではこれ以上何も⾔えないですw まあ、とりあえず謎のまま
で⼤丈夫です。硫酸マグネシウムをしっかり⼊れて、完全に脱
⽔してから蒸留装置に⼊れたはずなのに。ちなみにニトロエタ
ンは硫酸マグネシウムで脱⽔するとなぜか微妙に脱⽔できず蒸
留時に⽔が混ざります。ジクロロエタンはまさかそんな性質は
ないと思いますが……
なお今回の蒸留装置のシリコングリスは最低限なので、グリス
の混⼊もないです。
https://twitter.com/i/notifications
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10⽉27⽇

pdf/ccn12.pdf

http://www.

wako-chem.co.jp/siyaku/qa/ccn/… 和光の安定剤⼀覧。
10⽉27⽇

あ、例の汚れていた蒸留⽤フラスコは使いませんでしたw あ
れは200mLだったんですが、今回は液量が多いので300mLのを
使いました。
10⽉27⽇

メンバー⼀覧⼀番上まで戻らないと表⽰されないのか。
まんがよみたいです！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

熾チャットの右側にある、丸の中に「!」のアイコンをクリック
すれば、参加者⼀覧がみれますよ
とろん

10⽉27⽇

できましたｗｗｗｗｗｗ
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

よかた
漫画ってマガジンの奴ですか？
とろん

10⽉27⽇

濁った薬よみたいです！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

電⼦書籍なら250えんでしたよ
後、コンビニにもマガジンあったよ
とろん

10⽉27⽇

電⼦書籍と雑誌、同じ値段ですねw
10⽉27⽇

にひゃくごじゅうえんたかいです！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

熾さん無料で読める所あるっていってませんでしたっけ
とろん

10⽉27⽇

ああ、あれは携帯電話専⽤みたいです。
10⽉27⽇

ありゃまあ
とろん

10⽉27⽇

https://twitter.com/i/notifications
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経過については過去ログお読みください。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

え、Kindle版270円だったんですが
Amazonにしてやられた…？
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

いや税込みで270円なんぼじゃないかな
とろん

10⽉27⽇

きんどるもってないです。持ってる⼈に聞いたら、１００冊ぐ
らい⼊るし、⼊りきらない本はクラウドに置いておけるから便
利だって⾔ってました。エロマンガの修正はひどかったです。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

キャリア決済でも270円だった
とろん

10⽉27⽇

キンドルってエロ漫画修正されるんですか……
10⽉27⽇

もう真っ⽩ですエロマンガ。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

なるほど、っていうか週落ちすると99円とかですよね
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

古本でよければ、当⽇100円とかでも打ってるよ
とろん

10⽉27⽇

下北沢の路上で売ってるような？（ローカルな話）
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

ジャンプの古本ですか……簡易宿泊所があるようなあたりで売
ってると聞いたことはあります。
10⽉27⽇

路上でも、その辺の古本屋でもok
エロ漫画の書籍版(初版)には価値が付きそう
とろん

10⽉27⽇

ヤクザがホームレスから５０円で買って１００円で売るビジネ
スモデル。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

釜ヶ崎とか⼭⾕ではなぜか向精神薬指定の薬物が販売されてお
り、警察が来たらさっと隠す。
10⽉27⽇
https://twitter.com/i/notifications
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Kindle Fire HDは⼊院中お⾒舞いに来た奴が売りつけて⾏った
けど、Wi-Fi⾶んでなかったから使えなかったです
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

⼊院者に商売www
10⽉27⽇

スマホ経由で接続できんかえ
とろん

10⽉27⽇

駅のゴミ箱、テロ対策でアクリル窓があって、上の投⼊⼝が狭
くて⼿が⼊らないんですよね。でもホームレスではないおっさ
んが、カバンから⼤きなトング（１００円ショップで売って
る）を出して、ものすごくスマートに雑誌をサルベージしてた
のを⾒たことがあります。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

そういえば横浜は寿町っていうのがドヤ街だけど、⾏ったこと
はある？
10⽉27⽇

電⾞の構内のゴミ箱から、ジャンプとかを拾っていくホムレス
の⼈、最近はみないな
とろん

10⽉27⽇

寿町はまぁ⾞で⾏くと怖いところですが何故かライブハウスが
あったりして
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

⾞で⾏くと怖いwww
10⽉27⽇

サファリパークと逆w
10⽉27⽇

⼈が避けないから⾛りづらいって意味で
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

ああ、⾞に積んでる財産とか奪うって意味じゃないのね。
10⽉27⽇

そんな精⼒的な⼈は居ません、昼間から飲んだくれてるおっさ
んがうろうろしてるだけです
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

GTAやなあ・・
とろん

10⽉27⽇

寿町って、向精神薬密売してたりする？
https://twitter.com/i/notifications
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10⽉27⽇

すごく昔に電⾞の終点で網棚漁って雑誌回収しました。１回だ
け『ジャックポット』という雑誌を拾いました。週刊少年サン
デーが意外と多く拾えた記憶があります。漫画サンデーもたま
に拾えました。最近は終点経由しないので全然拾えないです。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

グランドセフトオートでは⾞を盗みますが、ドヤ街で⾞⽌める
とタイヤを持ってかれます。困っていると、「タイヤはいらん
かね〜」と声をかけられます。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

さぁ、あんまり聞いたことない
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

サンデーって何だろう、⽂字通り⽇曜発売だったりするのか
な。とすると発売⽇の影響で拾いやすいとか？
10⽉27⽇

GTAマジマッポーですね・・・
とろん

10⽉27⽇

サンデーの発売⽇⽔曜ですよ
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

⼩学館のサンデーは、読むと⼼が⽇曜⽇になるからサンデーな
んです。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

「サンデー」という誌名は「この雑誌を読むとまるで⽇曜⽇の
ように楽しい気分に浸れるように」という初代編集⻑豊⽥⻲市
が名付けた。
ちょっとおもしろいｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

まあ、リタリン以外、⼤して⾦にならないからね……
10⽉27⽇

昔東京のビルの⾕間にさしかかるとどこからともなくコカコカ
コカと誰かが囁いてくるという伝説を聞いたことがあります。
Louisはかせ10⽉27⽇

エチランフェタミンが密売されてたら買ってみたいwww
あ、サンデーなのに⽔曜なのw
10⽉27⽇

紙質がsandyだからじゃない？？
Louisはかせ10⽉27⽇
https://twitter.com/i/notifications
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あ、紙やすり的という意味？
10⽉27⽇

では週刊⾦曜⽇は、この雑誌を読むと偉⼤なる⾦⽇成将軍
の……
10⽉27⽇

サンディーはざらっとして茶⾊っぽいみたいな感じ。
Louisはかせ10⽉27⽇

ラクトース：乳糖不耐症（⼩児）
の問題で、賦形剤として使う事は
減った物もありますが、トリキュ
ラー®ではショ糖やラクトース⽔
和物が使われます。賦形剤だけで
は錠剤にならないので他にも添加
しますが。院内散剤だとビオフェ
ルミンを使う事もあった。⼦供⽤
に、苦めなセルシン®に混ぜて薄
めたり。画像は記念。
Кодзі10⽉27⽇

電解ネタの原料ですか。。
Louisはかせ10⽉27⽇

おしりのあながいたいです！！ナロンエース飲んで劇薬の注⼊
軟膏（リドカイン⼊り）ブチ込んでもいたいです！！わああ
ん。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

咳⽌めシロップをぐつぐつ煮詰めてできたモノをぶち込めば直
https://twitter.com/i/notifications
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るかも。
Louisはかせ10⽉27⽇

いたいです！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

ナロン意味ない。局⿇ならチューブ⼊りキシロカインゼリー
で。
Кодзі10⽉27⽇

コカインでも良いかも。
Louisはかせ10⽉27⽇

キシロカインゼリー市販してるんですか？東京熱のアナル拡張
ビデオでキシロカインゼリー使ってました。
薬局でも売ってくれない場合ありますよね。
外傷痛みたいなもんだからＮＳＡＩＤｓが効くと思ってたんで
すがダメなんですか？
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

⿇⻩でもぶち込んでみますか？噛むと⾆が痺れるようなのでｗ
Louisはかせ10⽉27⽇

⿇⻩ブシ細⾟湯エキス顆粒ならあります。いたいです！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

（個⼈的には、ミノサイクリンも試して欲しいが嘘）
売ってくれない所もある。
タトゥーやってる様な店にはあるかも。NSAIDs は出⾎がひど
くなる事もあるが、ボルサポ等の坐剤もある。
ジブカインからマキロン®しみるかもｗ
あと、アロエベラは万能（ぉ
Кодзі10⽉27⽇

タトゥーにはエムラクリームが良いかと。
マキロンに今ジブカイン⼊ってないです。
パチモノのマッキンとかには⼊ってますけど薄いんじゃないで
しょうか？
エムラクリーム⼿元にあるから塗ってみようかな。
いたいです！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

「アロエベラは万能」 ⽊⽴アロエは薬⽤になるけど、アロエ
ベラはおいしいだけで有⽤でない、とか聞くんですが……

https://twitter.com/i/notifications
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も乳糖の⽅がいいんでしょうか？
10⽉27⽇

「注⼊軟膏（リドカイン⼊り）ブチ込んでもいたいです」 そ
こに便があって、リドカインがいきわたってないのでは？ 注
射器で⽔かポカリスエットを注⼊し、直腸内の便を何とかしま
しょう。
10⽉27⽇

なるみんさんがアップしそうで
す。
10⽉27⽇

エムラクリーム綿棒に塗ってブチ込みました。５ｇで２０００
円もするんだよコンチクショー！！
いたいです！！
今⽇の午後７時くらいにウンコしたばっかりです！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

もうね、オキセサゼインブチ込もうかと、
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

5gで2千円、銀より⾼いが⾦より安い。シャブよりはずっと安
い。
10⽉27⽇

アロエベラには数種類の活性成分が単離されている。⽴⽊の物
はまた種類が別で、とても喰えたモンじゃない。市販のヨーグ
ルトにあるやつは⾷⽤部分だけを採った物。ショ糖やブドウ糖
は使った覚えがない（結晶も⼤きめ）ビオフェルミンに加え、
アスコルビン酸を潰して酸味付けて使う事もある。個⼈的には
シナールが美味い。
Кодзі10⽉27⽇

マキロンのパチモノ ジブカイン０.１％。エムラクリームリド
カインとプロピトカインそれぞれ２.５％。単純に５０倍濃い。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇
https://twitter.com/i/notifications
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あ、ビタミンCですね。クエン酸でも代⽤可かな？ ところで
ビタミンCは還元作⽤がありますが、薬によってはどこかと反
応してしまう可能性も？
10⽉27⽇

クエン酸は潮解しますよ。
いたいです！！
明⽇オキセサゼイン買うか。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

あ、もしかしてその場限りでなく、持ち帰らせる薬の調剤です
か？ それは潮解するとヤバいですね。
潮解って、無⽔物？⽔和物？
10⽉27⽇

無⽔物か⽔和物か覚えてませんが、⽬の前で潮解しました。
いたいです！！
エムラ効かない。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

えーと、そういえばクエン酸ってお掃除⽤にありますよね。あ
れ、きちんと封しておかないと液化するのかな……
私も以前、不純な何かのドラッグを直腸に注⼊した時はひどか
ったです。直後ではなく、落ち着いてから痛くなるので。
10⽉27⽇

すると思います。裏の表⽰⼀応⾒てください。
もう⼀回エムラ注⼊。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

キシロカインゼリーって個⼈輸⼊できるんですね
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

輸⼊とか届くまで何⽇かかるんですかくぁｗせｄｒｆｔｇｙふ
じこｌｐ；＠：「」
エムラ⼊れたらさっきのが効いてたらしく、綿棒の感覚が弱か
ったですｗｗｗｗｗ
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

キリユさんの家や職場に、医薬品がどの程度あるのか想像がつ
かないですw 薬局関係？とか思ってたんですが、キシロカイ
ンが⼿元になかったりするし。
https://twitter.com/i/notifications
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10⽉27⽇

ｗ
オキセサゼインってサクロンとかですかね？
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

机の上に今医薬品が散乱してますヒャッハー！！キシロカイン
ゼリーは無いです。
サクロンＱってのがそれのはずです。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

いたいです。少しマシになりました。エムラ万歳。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

でもまだいたいです！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

いたいです！！
ケツ⽳表⾯に⿇酔効いてるけど奥まで効いてない！！死ぬほど
いたいです！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

えーと、逆⽴ちすれば？
サクロンＱって何かチクロンBみたいな名前……
10⽉27⽇

そうそう！チクロンＢ使えばすぐに楽になれるよ！
Louisはかせ10⽉27⽇

６１０＋３＝４
わああん。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

お⾵呂場へ⾏きますかｗ
Louisはかせ10⽉27⽇

ケツにカイロ貼ってます。痛みが周期的に襲ってきます。陣痛
かコレは。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

今⽇薬飲んでも寝られないんじゃないか。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

切り傷みたいなもんだからＮＳＡＩＤｓ効くはずなのに何でダ
メなんだと思いながらナロンエース投⼊なう。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

今この状態で野獣先輩にアナルガン掘りされたら確実に死ぬ
https://twitter.com/i/notifications
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わ。
オキセサゼイン買わなきゃ（使命感）。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

NS AIDS
10⽉27⽇

oducts/saclon/saclonq.php

http://www.

eisai.jp/health-care/pr… サクロンＱ１錠１００円くらいすん
のか。（⽩⽬）ローとエキスと同時に使っちゃダメなのはどう
してですかカテジナさん！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

9?news_ref=dic_topics_topic

http://

news.nicovideo.jp/watch/nw30379
6… トゥットゥルー！！タリウ
ムです。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

タリウムを使ったドラッグについて語ってください。
Louisはかせ10⽉27⽇

ドラッグではないですが、微⽣物の選択培地にタリウム⼊りの
があったような気が無かったような気が。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

古い⽂献にベリリウム⼊りの培地のレシピもありました。
Louisはかせ10⽉27⽇

「現在の⼼情を「⼈を殺したい気持ちが浮かんでくる。弁護⼠
を殺したくなることもある。タリウムを欲しいと思うこともあ
る」 弁護⼠w
私は最近、別アカウントのブロック凍結でまた⼈を殺したい気
持ちが強くなりましたw
10⽉27⽇
https://twitter.com/i/notifications
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オキセサゼイン（ストロカイン®）等の局所⿇酔剤は、酸性領
域でないと効果が⼗分ではない事もある。
それでも⼝に含むとすぐ崩壊して痺れるがなぁ（体験談）…類
似薬（局⿇）にはアミノ酸安息⾹酸エチルやスルカイン®（ピ
ペリジノアセチルアミノ安息⾹酸エチル等。
…もう、正露丸しかない（嘘
Кодзі10⽉27⽇

あ、思い出した。ダンドルフシャンプーとかいうのに硫化タリ
ウム⼊ってたような気がする･･･････。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

正露丸って思ったけど黙ってたのに
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉27⽇

オキセサゼインの⽇本薬局⽅解説書に、ジブカインだったかキ
シロカインだったかの５００倍の効き⽬で、さっさと飲まない
と⾆が⿇痺するとあったので、ケツ⽳にブチ込んでも効くと思
います。効かなくてもワラにすがる思いでブチ込みます。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

「タリウムを使ったドラッグについて」 メリーネコタリウム
10⽉27⽇

パラベンに局所⿇酔作⽤あるんですか（驚愕）。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

そういえば、表⾯⿇酔作⽤と⼼毒性って何か相関あるんですか
ね？ コカインとかリドカインは⼿術の時使い過ぎると⼼毒性
で死ぬようですが。膜安定化作⽤とかキニジン様作⽤という⾔
葉と何か関連がありそうです。
今気になってるのは、「舐めると⾆が⿇痺するドラッグは、⼼
毒性があるのではないか？」ということです。もしこれが本当
なら、そういうドラッグはODに気を付けるべきだということ
になる。
10⽉27⽇

昔⿊⼦のバスケ事件で喪服の死神がリトポン使ってましたが、
アレ俺様が流したガセネタ（結果的にガセネタとなりました）
をそのまま信じてミクロスケールの予備実験もしないで⼤失敗
してたなぁ････････（遠い⽬）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

ただ、三環系抗うつ薬には⼼毒性があったりするものが多いで
すが、錠剤なので、「舐めると⾆が⿇痺するか」についての情
報がない場合も多いw
おい、あなたも予備実験しなかったでしょw
10⽉27⽇
https://twitter.com/i/notifications
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してませんｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

ミクロスケールの予備実験もしないでガセネタ流してたな
ぁ……とか⾔われるw
10⽉27⽇

リトポンの元ネタは、アメリカの国⼟安全保障省だったので、
いけるんじゃないかと思ってました。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

なるほど。
アメリカと⽇本のリトポンの成分が違うとか？
10⽉27⽇

Artist oil paint って書いてあったんです。⽇本も同じ成分だと思
います。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

ごめんごめん、じゃあ正露丸糖⾐で⽩いのをｗ
Кодзі10⽉27⽇

なるほど。
リトがポンと⾶んでくる（⽮吹）
10⽉27⽇

まさにとらぶる。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

ｗｗｗ
安全保障省は、安全を保障してるだけで、危険を保障してるわ
けではないので（⾔い訳）
10⽉27⽇

「パラベンに局所⿇酔作⽤あるんですか」確かに栄養ドリンク
はなんか⾆が⿇痺する気がしないでもないが……
でも、上のあれはパラベンの事ではないような？
アミド型、エステル型の表⾯⿇酔薬のどっちかにそういうのが
あったような。
10⽉27⽇

https://twitter.com/i/notifications
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9?news_ref=dic_topics_topic

http://

news.nicovideo.jp/watch/nw30379
2… このぱそこん欲しいです！
フルパワーでブン回して仮想通貨
採掘したいです！！
おしりのあながいたいです！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

「オキセサゼイン（ストロカイン®）等の局所⿇酔剤は、酸性
領域でないと効果が⼗分ではない事もある」 と、 「オキセ
サゼインの⽇本薬局⽅解説書に、ジブカインだったかキシロカ
インだったかの５００倍の効き⽬で、さっさと飲まないと⾆が
⿇痺するとあったので」 の⼆つの発⾔を並べて思ったのです
が、この薬剤は内服⽤もあるんでしょうか？ であれば、内服
⽤はアルカリ性にしておけば、⼝の中は⿇酔が掛からず、胃で
酸性になって効果を表す、気がしますw
構造式⾒てないけど。
10⽉27⽇

サクロンＱは錠剤の飲み薬で、胃の鎮痛剤です。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

♪ブンブン荒鷲ブンと⾶ぶぞ
10⽉27⽇

♪来るならきてみろ⿇取りども
Louisはかせ10⽉27⽇

NVIDIA Quadro P6000の実⼒には疎いのですが。。ＧＴＸ１０
８０Ｔｉを沢⼭連結してやった⽅が良いような。電気代と機材
への投資でペイするか微妙ですが。＞マイニング
Louisはかせ10⽉27⽇

三環系を噛むと⾆を⿇痺・痺れがあると⾔う報告は結構多いで
すよ。
ただ、⼼毒性との直接的な関連は不明…アニリンをグリセリン
硫酸脱⽔→アクロレインでスクラップ閉環させキノリンが出来
ると、⾆が痺れるような味になるという話は、スクラップ反応
の話で何度か聞いた。
https://twitter.com/i/notifications
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まぁ、アニリンも毒ですが薬理作⽤はあり、医⽤になったのは
代謝物のアセトアニリド辺りから（→フェナセチン→アセトア
ミノフェン）
ストロカイン®は、胃酸分泌を減らす作⽤もあります（強いガ
ストリン分泌抑制の関係で）これは強酸下でも活性を失わない
局⿇としては珍しい特性がある。
⽔には溶け難いが希酸にはよく溶ける。
局⿇はK イオンやNa チャネル，脱分極が⿇酔効果に関与しま
す。では。
Кодзі10⽉27⽇

アニリンを構造に含む物はなぜか体温低下作⽤があるようです
ね。アセトアミノフェンも同様に解熱剤ですし。なおクレンブ
テロールという筋⾁増強剤もありますが、あれは窒素の横が塩
素で固められてるので⾊々異なりそう。
10⽉27⽇

「強酸下でも活性を失わない局⿇としては珍しい特性」 えー
と、コカインやリドカインは胃酸のような強酸の元では弱くな
るんでしょうか？ もしかして加⽔分解でエステルが壊れるた
め？
あ、違うか。メチルフェニデートは胃酸でエステル壊れたら内
服で効果ないことになるから、そんな壊れないですね。
「三環系を噛むと⾆を⿇痺・痺れがあると⾔う報告は結構多い
ですよ」なるほど、そうでしたか。やはり……
⼼毒性（キニジン様作⽤）は、適量だと不整脈予防効果にもな
るので、なかなか難しいところですｗ
10⽉27⽇

core 2 Duo使ってるから、そのぱそこん欲しいです！買ってく
ださい！
とろん

10⽉27⽇

/

https://www.

昨⽇貼られたアマゾンの「硫⻩」のリンク⾒てたら、「レスタ
ミン⽯鹸」というのがあるのを知りましたｗ amazon.co.jp興
和新薬-4987067288304-透明レスタミン⽯
鹸/dp/B0012SGQDY/ref=sr_1_8?
ie=UTF8&qid=1509119956&sr=8-8&keywords=硫⻩
10⽉27⽇

⼈に使うのならTlよりもNi(CO)4だよね
アレゲ化学と電気電⼦10⽉27⽇

まあねｗ
あなたもマッドサイエンティストだなあ。
たった今蒸留失敗したばかりです。
10⽉27⽇
https://twitter.com/i/notifications
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私は別にサイエンティストでも何でもありませんが。
Louisはかせ10⽉27⽇

AVCHD形式のビデオを縦横逆にする⽅法ないですかね？ あ
るフリーソフトでやると、なぜか⽐率がゆがみまくり、PC付
属のソフトは動画編集はできたのですがAVCHDフォーマット
の縦横反転は不可能だとのこと。
10⽉27⽇

あー、ツイッターにアップするにはMP4でないといけません
ね、まずこれやります。
10⽉27⽇

ニュータイ…
ああああああ
ああぁ……
0:05

（どこがいけ
ないのか、当
ててみてくだ
さい）
#実験失敗

/status/923969556405559298

https://

twitter.com/JapaneseDrugs2…
初めてツイッターに動画を投稿し
ました。⾦属製温度計が、蒸留液
体のせいで思いっきり錆びていま
す。そして、錆から出た物質（お
そらく臭化鉄）でト字管の下部が
緑⾊に変⾊し、この変⾊した液は
勢い余って受け器まで流れていま
す。要するに、受け器側に臭化鉄
が混じったのです。
10⽉27⽇

「P」の蒸留は、アミン類フリーベースだからステンレスが錆
びることはなく、この温度計は新品同様に輝いたままでした。
しかし、今回の中間体は酸性なので、こうなることは⾃然です
が、全く事前にわかりませんでした。塩酸や塩化⽔素ならば、
予測もできたのですが、今回はハイポを⼗分量使⽤して原液か
ら余剰臭素を抜いたので、まさかこうなるとは予想できず……
⼀応、この中間体は有機物ではありますが本質的には酸性物質
だと思われるので、こうなったのだと思います。あるいは原液
側に臭化⽔素がそれなりに残っていたのかも（分液でほとんど
⽔層に⾏ったとは思いましたが……）……
10⽉27⽇

https://twitter.com/i/notifications

被害は、留出液に鉄分が混じって緑⾊になったことです。ただ
し、毒ではなく、またこの鉄分はおそらく次段階反応に影響を
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し、毒ではなく、またこの鉄分はおそらく次段階反応に影響を
及ぼしません（この前の段階であれば触媒として影響を及ぼし
まくります）。とはいえ、売り物になるわけですし、着⾊はま
ずいです。そして、カチノン類は最終⽣成物を蒸留できないの
で（フリーベースは熱分解するから）、中間体の段階でできる
限り精製しておかないといけません。というわけで再蒸留しま
す。
10⽉27⽇

このように、結構受け器に流れ込
んでいます。
10⽉27⽇

デジタル温度計を使ったのは、2mほど離れたPCのある位置か
らでも、何度なのかをはっきり⾒られるからです。⾚液温度計
だと、⽬を凝らさないと温度が読めず、PCをしながら蒸留す
るのは苦労しますw ま、まあこういう酸性液体を蒸留すると
きは⾚液温度計を使えば無問題です。
10⽉27⽇

https://twitter.com/i/notifications
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⾒やすいんだけどね。
10⽉27⽇

http://www.

https://

なお、MP4への変換はこのサイトで⾏いました。
convertio.co/ja/avchd-mp4/ また、ビデオの縦横変換はこのサ
イトで⾏いました。 rotatevideo.org
10⽉27⽇

はて？ 臭化鉄は2価の物も3価の物も英語版ウィキペディアに
よれば緑⾊ではない…… 塩化鉄（III）の無⽔物は緑⾊なので
臭化鉄もそうなのかと思ってしまったけど。臭化鉄には、塩化
鉄（III）と違って無⽔と⽔和物で⾊が変わる性質はないんだろ
うか？ それともクロムとかの、ステンレス合⾦に含まれる他
の⾦属の臭化物の⾊だろうか……まあ、今⽇は寝ます。
10⽉27⽇

突然◆キニジンと三環系抗鬱剤と局所⿇酔薬リドカインについ
て◆かなり⻑いです。
●三環系OD による“キニジン様作⽤”は、⼼電図異常QRS 延⻑
等が顕著になりますが、三環系抗鬱剤の多くは⼼筋に蓄積し、
⼼電図異常・⼼毒性を発現させ、過剰投与すると致死率が⾼く
なる危険な副作⽤があります。
但し、三環系でもノルトリプチリン（ノリトレン®）は弱く、
SNRI，SSRI，ミアンセリン（テトラミド®）等も弱いです。
●この場合、【Ⅰa 群】の抗不整脈薬：活動電位持続時間延⻑
型（抗コリン作⽤で⼼拍数増）は使えません…キニジン⾃体、
抗不整脈作⽤を持つものの、この【Ⅰa 群】に含まれます。
●【Ⅰb 群】：活動電位持続時間短縮型は、キニジン様副作⽤
に使え、此処に、
局所⿇酔薬で且つ抗不整脈作⽤を持つ、“リドカイン（キシロ
カイン）”等が含まれ、⼼室性不整脈の第⼀選択薬になりま
す。
（⼼室性〜上室性の期外収縮や発作性頻脈等）
●また、上室性頻脈にはプロプラノロール（インデラル®）等
を、
痙攣にはジアゼパム（セルシン®）等を使います。
※1）アドレナリン含有製剤併⽤厳禁
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●…という訳で、抗不整脈薬とはいえ、その機序は単純ではな
く、
キニジンも抗不整脈薬にはなりますが、三環系中毒に使うと、
逆に憎悪させてしまうので※禁忌です。
●そこで前述した、
【Ⅰb 群】リドカイン（キシロカイン）を使います∵活動電位
持続時間短縮による抗不整脈作⽤有り。
しかし痙攣等には注意。
●更に、前述したジアゼパムを痙攣使⽤する際、⾎圧の下がり
過ぎに注意。
5㎎ 静注：最⼤40㎎ まで。
●上室性頻脈時は、2〜5分毎に、プロプラノロール1㎎ を静注
（
し総量10㎎！）これも低⾎圧注意で、緊急時は注意が必要。
●三環OD等により低⾎圧が起こった時は、
Trendelenburg 体位にし、ノルアドレナリン点滴（0.1〜0.2㎎/
㎏）を輸液中で⾏います（注※1）
これは前にも⾔った気がしますが、三環系と云うノルアドレナ
リン再取り込み阻害作⽤のある薬の作⽤機序と、その解毒に対
する⽅法が⼀⾒⽭盾する様に⾒えますが、実際にNA. 投与する
必要があります。
【80㎜Hg 以下は⼼停⽌前兆！】
※Ad.は禁！
Ch.E.I.も禁忌です。
抗鬱剤による中毒死の殆どが⼼臓死です！
…脱線しまくりましたが、リドカイン（内視鏡でキシロカイン
ビスカス飲んだ⼈もいる筈：あれがリドカインです）と、キニ
ジン様作⽤と不整脈絡みの話でした。⻑⽂失礼しましたお疲れ
様です。
…ところで、どういう環境でどう試しながらPやらBやら合成
しているのか、本当は何なのか本当に未知物質なのか、想像も
つかん。私は構造式や融点やその他の物性が判ればそれでいい
や。死⼈出さない様に。造ってる側もｗ
Кодзі10⽉27⽇

終夜実験中⽕を出したりしない様に頼むよ。
Кодзі10⽉27⽇

動画カクカクでしたが、ボコボコ沸騰した液体が、シリコン栓
のところまでビチャビチャ⾏ってるのはダメなんじゃないです
かね？その液体が右側に⾏ったら蒸留したことにならないで
す。
おしりのあながいたいです！！お薬買いに⾏けません！！

https://twitter.com/i/notifications
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おしりのあながいたいです！！お薬買いに⾏けません！！
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉27⽇

「かなり⻑いです。」 えーと、どこかのサイトからのコピペ
かと思って検索したら、ヒットしないので、もしかして書下ろ
し？
「どういう環境で」

6畳の畳敷きの部屋です。

「どう試しながら」 飲んだり直腸に⼊れたり吸煙したりタバ
コやネオシーダーに混ぜて喫煙したり静脈注射したり。スニッ
フはほとんどしないなあ。
「本当は何なのか」
ら公開します。

これは、この物質が指定薬物になってか
10⽉28⽇

「本当に未知物質なのか」 ⼀応、海外⽂献や、各国特許を検
索していますが、全く含まれてないものもあります。物によっ
ては外国で知られている物もあります。α-PiHPなんかはとっく
に外国でブームです。
10⽉28⽇

「終夜実験中⽕を出したりしない様に」 同じ部屋で寝てるの
で、⽕が出たらすぐ気付きます。⼀番危ないのは外出中で、そ
の時はコンセント抜きます。
「動画カクカクでしたが」
が欲しいんですねw

なるほど、それで⾼性能パソコン
10⽉28⽇

沸騰した液体の動きについてのアドバイス、ありがとうござい
ます。私も経験不⾜なので、正直、あの緑⾊の部分がぼこぼこ
とフラスコの⼝のあたりで動いているのは、本当に正しいの
か、疑問でした。ちなみに前回、コードネーム「P」を蒸留し
た時も同様な感じであり、その時は「⾼粘度だから」とあきら
めていました。今回の中間体は、全く⾼粘度ではないので（多
少ドロドロしているが、何せ「P」は常温で固体のペースト状
物質だったし）、温度調節などで改善できそうです。実は今
回、まだ温度設定を150℃くらいまでしかやっていないうちに
⼀気に蒸留が始まって⼾惑ったのです。しかも、例によって温
度計が故障しているので、実際の液温はもっと低いです。真空
ポンプをしっかりしたものに変えて、途中に苛性カリのトラッ
プを挟んだというのが以前の経験との相違でした。それだけ
で、数⼗度も低く留出してしまうので、結構⼾惑いました。留
出が始まった時、「これ、臭素がくっついてない原料かも？」
と⼀瞬思ったのですが、そうではなかったようですw
10⽉28⽇

第三世代ｃｏｒｅｉ７なのにカクカクなんですよ･･･････第ハ
世代欲しいです！！
おしりのあながいたいです！！
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⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

同じ部屋で寝てても、煙に巻かれたり起き上がって⼀酸化炭素
吸ったりしたらアウトなんじゃないでしょうか？
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

要するに、温度を適温より⾼くし過ぎたので沸騰が激しくなっ
たようです。真空ポンプのオイルも新しいですし、いい機材を
使ったので、以前やった時の適温を思い浮かべて⽬分量で温度
調節をしたのが敗因でした（と⾔っても、ご指摘されて気付い
ただけで、本当に⾃分で思ってる失敗は錆びの⽅）。これを再
蒸留するとき、設定を20℃ほど下げてみますね。
「嘘っ！私の真空ポンプ強過ぎ？」
まあ、異臭で気づきます。多分。
10⽉28⽇

真空ポンプでバキュームオナニー。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

あ、緑⾊の臭化鉄⾒つけました。
10⽉28⽇

_bromide

bromide

https://

https://

ウィキペディアでは…… en.wikipedia.org/wiki/Iron(III)…
FeBr3. Also known as ferric bromide, this red-brown odorless
compound 、 en.wikipedia.org/wiki/Iron(II)_… FeBr2. The
anhydrous compound is a yellow or brownish-colored
paramagnetic solid という⾵に（II）も（III）も⾚系統の⾊で
す。
10⽉28⽇

/product&product_id=1611

http://

onyxmet.com/?route=product… で、この商品はなんか緑っぽ
いですw
なんでウィキペディアの記述と違うのかわかりません。多分、
無⽔物と、湿気を含んだ状態の差だと思うのですが、そもそも
臭化鉄に無⽔物と⽔和物があるのかよく分かりません。塩化鉄
（III）は間違いなく2種類ありますが。
10⽉28⽇

塩化鉄の無⽔物は緑⾊で、薬包紙で量ると急速に湿気で⻩⾊に
なります。⾮常にわかりやすいw
10⽉28⽇

「真空ポンプでバキュームオナニー」 油回転式真空ポンプの
中に精液が混⼊すると⼀体どうなるのか、想像が付きません
www
10⽉28⽇

「お薬買いに⾏けません！！」 ニコニコ動画では「病院が来
https://twitter.com/i/notifications
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い」というタグがありますが、今回は「薬局が来い」ですねｗ
10⽉28⽇

%E3%83%9F%E3%83%8E%E5%AE%89%E6%81%AF%E9%A6%99%E9%85%B8%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AB

https://

あれ？やっぱりあれはパラベンとは別物質です。
ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2… 別名ベンゾカイン。
10⽉28⽇

「ベリリウム⼊りの培地のレシピ」 えーと、どういう作⽤な
んでしょう？ 銅だと抗菌にはなりますが。
10⽉28⽇

ベリリウムは知りませんが、亜テルル酸をろ紙にしみこませて
⻩⾊ブドウ球菌の試験に使ったことがあると、経験者からダイ
レクトに聞いたことがあります。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

henyltropanes

https://

「タリウムを使ったドラッグ」
en.wikipedia.org/wiki/List_of_p… フェニルトロパン系のドラ
ッグ（コカイン類）に、ルテニウムとかクロムとかテクネチウ
ムｗ使ったものはあるようです。
テクネチウムを、の誤記です。
10⽉28⽇

「⽴⽊の物はまた種類が別で、とても喰えたモンじゃない」
良薬⼝に苦し。
10⽉28⽇

そういえばアスコルビン酸って⾷品の酸化防⽌剤に使われてま
すが、エーテル類の酸化防⽌にも効きますかね？ というの
は、あるエーテル⾻格を持ったドラッグを、どうやって⾃動酸
化させずに流通させるかで悩んでいまして……
10⽉28⽇

「売ってくれない所もある。
タトゥーやってる様な店にはあるかも。」 アングラ通ですね
ｗ
10⽉28⽇

タトゥーは痛いらしいですからね。特に腰が痛いとか。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

アスコルビン酸がエーテルにどれだけ溶けるかわかりません
が、使えるんじゃないでしょうか？⾷品にはビタミンＥとか、
⽸詰にはＥＤＴＡ２Ｎａが⾦属封⽌剤として⼊れることがあり
ます。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

https://twitter.com/i/notifications

「⽂⾝薬品」でググってみると、すごいものが⾒られます。こ
の会社は複数のショップを経営していますが、そのうちの⼀つ
が 普通に覚醒剤⽤の注射器まで売 ています なお 定価よ
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が、普通に覚醒剤⽤の注射器まで売っています。なお、定価よ
り⾼く売ってる模様ｗ まともな薬局なんです、これでもｗ
10⽉28⽇

11-1.pdf

http://www.

アスコルビン酸はエーテルに溶けないみたいですよ
happou.co.jp/products/data/…
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉28⽇

「NSAIDs は出⾎がひどくなる事もあるが」 アスピリンは鎮
痛⽬的処⽅量（⼤量）ならば逆に⾎が⽌まるんでしたっけ？
ワーファリン的な、⾎栓溶解⽬的の処⽅量（微量）だと、出⾎
傾向になると思います。つまり、体内濃度が下がると出⾎しや
すくなるので、薬が切れないようにずっと飲み続ければよい
（雑な結論）ｗ
10⽉28⽇

「グランドセフトオートでは⾞を盗みますが、ドヤ街で⾞⽌め
るとタイヤを持ってかれます。」 「⾞を盗みますが」のパワ
ーワードｗ アメリカなのに「ドヤ街」のパワーワードｗ
10⽉28⽇

アスピリンジレンマ。アスピリンの添付⽂書には、出⾎傾向に
なることがあるので、１週間は⻭を抜いたりするなと書いてあ
ります。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

⽂⾝薬品アマゾンでは電マとクレベリンしか出てないです。
本店でも第１類医薬品は売ってないみたいです。そもそもキシ
ロカインゼリーは薬局医薬品なので、通販不可です。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

「1T当たり48.25mg」 なんとも中途半端な量ｗｗ
10⽉28⽇

「何で家の中に試薬ロッカーあるの（⽩⽬）。」
昔、ボブ
⽒さんにDMで「⾃宅でグリニャール試薬調製（⽩⽬）」と⾔
われたことを思い出しました。え、グリニャール試薬って⾃宅
で作るものなんじゃないの？ 道路とか公園で作ったことない
よ？
10⽉28⽇

「そうそうコカバレさん。今どうしているのかなーと」 引き
続き、このチャットの皆さんにはスパイ計画をお願いします。
依さんは操作ミスでフォローを外してしまい、あずぅすさんか
らは断られるなど、受難続きです。
10⽉28⽇

%E9%A1%8C%E6%8F%90%E8%B5%B7%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA

https://

「ももち麗⼦の「めまい」っていう少⼥マンガがドラッグネタ
だったなー」 ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%8F… ああ、こ
れね。
https://twitter.com/i/notifications
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10⽉28⽇

784063410723

http://

kc.kodansha.co.jp/product?
isbn=9… 「著：ももち 麗⼦
（モモチ レイコ）（中略）趣味
／チバユウスケのライブで筋⾁痛
になる幸せ。特技／あみ物・和
裁・洋裁・プラモデルなど細かい
⼿作業。何⼗時間でもやり続けら
れる。」 えーと、覚醒剤でもや
ってるんですか？（笑）
10⽉28⽇

「マンガですから、ドラッグつかったらすげえ快楽で使い続け
ると体ボロボロになりますみたいなステレオタイプで描かざる
を得ないんじゃないんですかね？」 そういえば、『ブレイキ
ング・バッド』で、覚醒剤を常習している出演者が、みんな⻭
がきれいだという批判がありましたね。あれは、リアリティが
ない、と。
10⽉28⽇

10⽉25⽇の件、遅くなりました
が正解を書きます。この値段でし
た。「写真⽤」と書かれているよ
うに、ドラマで覚醒剤を登場させ
て本物そっくりにするための写真
⽤ですw
10⽉28⽇
https://twitter.com/i/notifications
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ああ、エーテルじゃなくて、エーテル⾻格を持ったドラッグで
す。 ＞御⼆⽅
10⽉28⽇

時代劇で既婚⼥性の⻭が⿊くないのと同じですよ･･････
ヨドバシで買ったんですか。隣に臭化ナトリウムあったと思い
ます。硫化ナトリウムはアメリカのアマゾンで買えます。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

そうそう、ブロムカリというものがあったんですが、500gで
4000円台でした。
この値段、実は⾼いんです。試薬グレードの⽅が安い。
10⽉28⽇

あと、50％酢酸なんてものもありました。ただの「酢酸」もあ
りましたが、濃度が書いてないので、⽔が混じってる可能性も
あります。
昔、フェリシアン化カリウム（⾚⾎塩）もヨドバシカメラで売
ってましたが、今回はありませんでした。
10⽉28⽇

あれに濃硫酸混ぜて加熱すれば⻘酸ガスが出て、硫化⽔素と同
様に⾃殺できるのになー、お⼿軽なのになー（全く⼿軽ではな
い件）
10⽉28⽇

うん、時代劇は、なぜか今川義元だけがリアルで、江⼾時代の
⼥性の⻭はリアルでない。
10⽉28⽇

「硫化ナトリウムはアメリカのアマゾンで買えます」 ⽇本配
送は？w
あれ？アマゾンって、マーケットプレイス商品でなければ、外
国のでも⽇本まで来るのかな。
「アスピリンジレンマ」 エビリファイ的なやつですねw
10⽉28⽇

断られることもある。
Louisはかせ10⽉28⽇

⽂⾝薬品で電マってw

https://twitter.com/i/notifications

「第１類医薬品は売ってないみたいです」 「薬局医薬品なの
で、通販不可です」 なるほど。法規制が厳しいのですね。し
かし、針付き注射器や、注射針が通販してよいものだとは
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かし、針付き注射器や、注射針が通販してよいものだとは
wwwww
10⽉28⽇

⼀体当局は何を法規制しているのだと⾔いたいです。あ、ちな
みに、私はドラッグのサンプル発送対象者に、注射針を送った
ことがありますが、それはすべてノンベベル針という尖ってい
ないものです。注射針は、⾼度管理医療機器、管理医療機器、
⼀般医療機器の3段階に分かれますが、私は穿刺できるタイプ
を送って法律に引っ掛かることを避けたかった。
10⽉28⽇

あ、やっぱり断られるかなw しかし、アマゾンの中の⼈、各
国の法規制、多分理解していないですよね。アメリカで合法な
物が⽇本で劇物指定だったりすると、アマゾンのアメリカ担当
者はいちいち⽇本の法律⾒るのか？と思いますし。ちなみに劇
物は輸⼊は合法です。指定薬物と違って。
10⽉28⽇

ただし輸⼊した業者が罰されるかも？
10⽉28⽇

536.html

http://

lite-ra.com/2017/10/post-3… 朝
井リョウが痔との苦闘体験を告
⽩…さくらももこ、浅⽥次郎、⾚
瀬川原平らも…痔は作家の職業病
か!?
タイトルしか読んでません。キリユさんに参考になるかと。
10⽉28⽇

ブロムカリはもっと安かった記憶（たしか５００ｇで１２００
円くらい）があるんですが･･･････
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

アマゾンジャパンのマーケットプレイスで、上海の業者が電⼦
タバコ⽤ニコチン⼊りリキッドを売ってます。
注射器と針は⼀般医療機器なんじゃないですかね？医療機器に
通販規制は無いらしいですよ。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

https://twitter.com/i/notifications

ent/md/upload_files/NN_15200BZZ01381_501_02_01.pdf
ent/md/upload_files/NN_13B1X00101000036_500_02_01.pdf

https://www.

https://www.

terumo.co.jp/medical/equipm…
terumo.co.jp/medical/equipm…
い⽅が⼀般

尖ってる⽅が管理、尖ってな
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尖ってない⽅はアズワン系のどこかのショップで通販されてま
した。尖ってる⽅は売ってませんでしたが。
10⽉28⽇

尖ってないのは東急ハンズでも売ってます。隣にはテルモのシ
リンジが釣られてます。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

ところでちょっとお聞きしたいのですが、ミステリで「ニコチ
ンを⾷品に混ぜて毒殺する」というネタがあまりないのは、異
臭がするからですよね？ でも、ニコチンは塩になれば、無臭
になるんでしょうか？ であれば、ニコチンの塩酸塩とかは、
酸性の⾷品に混ぜられれば臭いで発覚しないことに……
10⽉28⽇

あー、確かに⼤型の東急ハンズは⾊々ありそうですね。
10⽉28⽇

ハンズの理化学⽤品売り場楽しいｗ
乳鉢とかもありますよ（ぁ
すみっこ@箱⼊り捨て猫10⽉28⽇

ニコチンはピリジン臭があって、ヒトの致死量は６０ｍｇと推
定されるようです。
ほとんどの酸と塩を作りますが、塩のにおいまでは書いて無か
ったです。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

ピリジン臭ですか…… 私はピコリンの臭いなら嗅いだことは
あります。
その臭いはタバコの臭いとは全く違います。
ピリジン臭は多分ピコリン臭と似てるのかな？
10⽉28⽇

ところで、昨⽇の蒸留は、受け器の底に別な物質が少量溜まっ
ており、やはり沸騰が激しすぎたことが分かりました。これを
写真に撮ろうとしたら、なかなかうまくいかず、ほとんど判別
できなくて諦めましたw
ちょっと緑⾊はくすんでいます。まあ、この中間体は変⾊しや
すいので、予想の範囲内です。
10⽉28⽇

「ここの過去ログダウンロードできません（T-T）」 その
後、出来ましたか？
10⽉28⽇
https://twitter.com/i/notifications
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「尿素は肥料に使えますし」 そういえばメトキシフェナミン
塩酸塩の⽔溶液を作って、ためしに少し飲んだら全くまともに
精神に効かないので、ためしに植⽊鉢に掛けました。窒素肥料
になったらしく、成⻑がよくなりました。
10⽉28⽇

「いつの時代の話をしてるんだ…快楽の⼭なんか都市伝説だ
ぞ」 あなたにとってはアラリミ……
「原作者さんのアカウントに画像が載ってます」 あ、雑誌の
特集の写真ね。
10⽉28⽇

だうんろーどできないです。
ブラウザで表⽰まではできるんです。保存ができないんです。
原作者と漫画家呼ぼう！！（提案）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

PDF版でしょうか？ 私のサイトと、アップローダーの両⽅に
アップしましたが、どっちでしょう？
10⽉28⽇

ＰＤＦ版です。あぷろだの⽅は表⽰まではできます。サイトの
ほうはダウンロードリンクが発⾒できませんでした。
ＰＤＦじゃないやつは、表⽰⽅法がわかりませんでした。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

ここでいいはずです。
10⽉28⽇

あ、ダウンロードできました。でも２００ページ越えを読むの
つらいです（Ｔ-Ｔ）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

っていうか、キリユさんはこのチャットのログを、これまで⾒
たことなかったんでしょうか？ 意外でした。
10⽉28⽇

⾒たこと無いですね。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア10⽉28⽇

あなたの⼤好きな化学の話題が⼭盛りですw
https://twitter.com/i/notifications
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あと、あのPDFは、序盤の１⽇分が切れています。それを⾒る
にはHTML版の⽅のログ１が必要です。
23時間

ＨＴＭＬ版うまく表⽰できなかったです。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア23時間

ブラウザは？
23時間

ＩＥでやったような気がします。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア23時間

ei_jp/940/086940_hanrei.pdf

http://www.

courts.go.jp/app/files/hanr…

硫化⽔素⾃殺の判例（パワハラ

による労働災害）
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア23時間

パワハラで⾃殺するぐらいならドライアイスで冷却したH２S
純粋液体を５００gばかり職場でぶちまければいいのにとか思
っちゃう
アレゲ化学と電気電⼦22時間

うーんと、今ログ2をIEで開くと改⾏が変になることが分かり
ました。FFかクロームだと出来ました。
ドライアイスそのものを散布しても効果ありそうw
22時間

改⾏どころか表⽰が無いんですよ。
ぐーぐるちょーむで試してみるかな。ぜんぶよむのたいへんで
す（Ｔ-Ｔ）
実際ドライアイスで倒れる事件ありますね。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア22時間

ET.aspx?joho_no=000858

http://

anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_D…
22時間

キリユさんとすみっこさんで楽しいやり取りがあったようで良
かったです。
11時間

￥ori @Yori_______
デパスが無い！苦しい！

https://twitter.com/i/notifications

atus/924204476273061888

https://

勝利：
twitter.com/Yori_______/st…
伏線：
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atus/924207475980607488

https://

twitter.com/Yori_______/st…
オチ：
「オチ」の部分だけURLが消えて、サムネイル表⽰されたw
4時間

デパス。。。。
Louisはかせ4時間

￥ori @Yori_______
返信先: @nos_daさん
いや余ってるさ！2シートくら
い。眠剤は全部飲んだけど、デパ
スはそんなに飲んでいなかったか
らね。
つくづく学ばない⼦やねぇってここ⾒てるんだったわ（）
すみっこ@箱⼊り捨て猫4時間

依さんらしいズラねぇ。
なんだか、ほっこりしてしまったズラよ。
ピグ太郎4時間

前後を⾒るとほっこりどころの話じゃないズラよ…
すみっこ@箱⼊り捨て猫4時間

前後は⾒てませんでしたズラに。
軽率な発⾔でしたズラ。
ピグ太郎4時間

いやまぁそこも含めて「らしい」っちゃらしいんだけどｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫4時間

前後が気になりますズラねぇ。
ピグ太郎4時間

ブロン買うお⾦があったらマスター（アレゲさんじゃない⽅）
にお布施
Louisはかせ4時間

して、いろんなネタを造ってもらって、よりどりみどりになっ
たら楽しいと思う。私はどうなっても知らないｗ
Louisはかせ4時間

依くんもマスター（？）も財産ことごとく溶かすタイプだから
投資するのは躊躇うなぁ
すみっこ@箱⼊り捨て猫3時間
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なんか、珍しく私以外の⼈たちで会話されてますw 左だけ発
⾔があります。
私も前後は⾒てなかった。
3時間

ようするにごちゃごちゃ⾔ってないではよネタ出せ！というの
が熾さん以外の会話の簡潔な総括だと思います。
Louisはかせ3時間

出しましたよ。で、売れないんです。
3時間

なんで？テスターの評判はまずまずじゃなかったの？
Louisはかせ3時間

どんな構造か知りませんが、Ｂとやらが不発に終わったらもう
後がないですね。
Louisはかせ3時間

売れないのか･･････
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア3時間

えーとですね、どうも、注⽂がないんです。
「P」はスマドラ向けです。「B」は、まだわかりません。
2時間

すみっこさんは「サンプルくれ」という割に（この⼈には春に
「粗製P」、夏に「粗製P4」を送り、その後、依さんが余った
「粗製P4」を分けてあげたようです）、「買いたい」とは⾔っ
てくれませんｗ
2時間

流⽯に10gも要らないですわｗ
すみっこ@箱⼊り捨て猫2時間

↑ 0.5gを3⽇で使った⼈
2時間

連投すると⾝体壊すし⾊々とアレ
すみっこ@箱⼊り捨て猫2時間

B4%94%E7%B2%8B-%E4%B9%B3%E7%B3%96-%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B9-300g/dp/B00MK2TV60/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1509278722&sr=8-1&keywords=%E4%B9%B3%E7%B3%96

https://www.

amazon.co.jp/LOHAStyle-%E7%…
ちゃらららん♪乳糖！！
これで薄めて少しずつ飲むと良いよ。
Louisはかせ2時間

乳糖で粉末ごと賦形するのは……⽔溶液にして注射器で量る⽅
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が安全です。
2時間

正直「P」の⽐重は不明なのです。再結晶溶媒によって、結晶
の形が変わって、嵩⽐重が変わる可能性もあります。なので、
乳糖と混ぜてもどっちかが下に沈む危険もあります。
2時間

というか、純度不明というのが⼀番の問題かと。
Louisはかせ2時間

はい、検査機関に出すと検査料がかかり、価格が⾼騰します。
えーと……私の予定だと、数倍にはなりますねw
（1袋当たりの価格）
2時間

結局urenaiueni ラージスケールでの製造もできず、
Louisはかせ2時間

純度も不明。これでは、有機合成と⾔うよりもお料理といった
⽅が適切かも。
Louisはかせ2時間

⾷品で乳糖あるんだ･･････
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア2時間

あるんですよｗ
Louisはかせ2時間

スーパーにはまず置いてないですね。アマゾン以外でどこで買
えるんだろう･･･････？
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア2時間

試薬代理店にご相談ください。
Louisはかせ2時間

純度を測定していないのは、安価に売るためです。お客様のた
めです。
純度を測定して、値段を⾼くしたら、怒る客の⽅が多い。
2時間

そうは⾔っても不純物による健康被害が⽣じるとお客様のため
にならないかと。
Louisはかせ2時間

いや、純度測定したからと⾔って純度が上がるわけではありま
せんw
2時間
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いや試薬じゃなくて、⾷品扱いの乳糖がどこで売られてるのか
が気になるんですよ。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア2時間

ちゃんと精製した後に純度測定してください。
Louisはかせ2時間

えーと、純度測定すると値段が⾼くなります。
2時間

お料理を舐めたらいけません、お菓⼦作りだって1g単位ですが
材料量って、混ぜる時間とか焼く温度設定とか器具をきちんと
洗うとか諸々をしっかりやって初めてお店に出すレベルのもの
が作れます
すみっこ@箱⼊り捨て猫2時間

⼈にモノを売るというのはつまりそういうことで、⼤雑把に合
成された薬物なんかケーキ以下ですよ
すみっこ@箱⼊り捨て猫2時間

「お料理を舐めたらいけません」 「でも乳糖は舐めてもいい
です」
2時間

じゃあ外れを引いたらパーキンゾン病コースのような不可逆的
神経疾患等々への⽚道切符⾏ということでどうぞ。仮にもお客
様に出すものについて、測定はともかく精製に⼿間をかけるの
は必要条件だと思うのですが。
Louisはかせ2時間

仮に失敗したケーキ⾷わされても死ぬことはないけど（まぁ普
通失敗作は売らないと思うけど）、たぶんそれを売りつけられ
たお客さんは⼆度とそのお店に⾏かないでしょうし、⼝コミで
評判落ちてそのうち潰れます
すみっこ@箱⼊り捨て猫2時間

サイレンとカスタマーを舐めてはいけない。それでは⽝死にが
増えるだけだ。彼らもまた憎しみに呑まれた。これほど哀しい
ことは無い。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア2時間

このままだといずれ、卸先かも相⼿にされずになってドラッグ
ビジネスは終焉を迎える。そんな気がする。
Louisはかせ2時間

純度かぁ。クロマトグラフィーするかw
アレゲ化学と電気電⼦2時間

純度もそうだし不純物の組成も謎が多い。私は恐ろしくてそん
なもの飲めない。
Louisはかせ2時間
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Louisはかせ2時間

業者に出すよりかは安いね
シュルギン先⽣はよくやったよねw
アレゲ化学と電気電⼦2時間

ＴＬＣ使ったらと⾏ったこともあるけど、⾯倒くさいと⼀蹴さ
れたような記憶が.
Louisはかせ2時間

失敗した⿂料理なら、時々死にます。
2時間

スポットはそこら辺の100円ショップにある紫外線LEDライト
でいいよw
TLCめんどいとか⾔い出したらキレート滴定とかどうなんだよ
w
アレゲ化学と電気電⼦2時間

１００円ショップでＵＶＬＥＤ売ってるんですか？
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア2時間

屁理屈ばっか捏ねてんじゃねぇよ
すみっこ@箱⼊り捨て猫2時間

え、ちょっと待って、TLCのスポットのライトの話ですか？
2時間

⾒えない字を書くペンっていうおもちゃとして紫外線LEDが売
られている
アレゲ化学と電気電⼦2時間

うわー、私フナコシの⾼価なやつ買ってしまったよ。
まあ、フナコシのは波⻑2種類切り替えられるけど。
2時間

ss_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%B7%9A%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88

https://www.

ＵＶライト。amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_no…
Louisはかせ2時間
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マジックライトペンとしてまだデ
ィスコンではないはず
アレゲ化学と電気電⼦2時間

１００円ショップで⾒えない字を書くペン買ったら、⻘ＬＥＤ
でした。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア2時間

「屁理屈ばっか捏ねてんじゃねぇよ」 ん？誰に？
2時間

とにかく理屈は良いからはよマブネタ出せ！！とのことです
が。
Louisはかせ2時間

すげえなアマゾンでそんなの買えるのか。美少⼥フィギュアに
当てたらすごいことになりそうだなｗｗｗｗｗｗｗ
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア2時間

マブネタって？ ⾼純度って意味？

薬効が良いという意味？
2時間

⻘LEDだけど中には紫外線が⼊ってるとか？
アレゲ化学と電気電⼦2時間

さっきから乳糖は舐めてもいいとか腐った⿂料理なら死ぬとか
話題そらしてばっかで全然⼈の話聞いてないじゃない
すみっこ@箱⼊り捨て猫2時間

諦めて速くカラムを組んで精製を開始するのだ
アレゲ化学と電気電⼦2時間

⼈って誰？ このチャットで？
2時間

いくら純度が⾼くても⽚栗粉じゃ意味がない。純度は必要だが
⼗分ではない。
Louisはかせ2時間

アスペの漏れから⾒てもその回答はアスペっぽいなぁと
⽚栗粉は毒性が無いと証明済みだからよくわからん雑な薬より
かは価値が有るのでは
アレゲ化学と電気電⼦2時間

そうだね。毒だったらマジ最悪！
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Louisはかせ2時間

MPTP→MPP+ の悪夢再びか…モノアミン系ばかりに気を取ら
れている様に⾒えるが、フリーラジカルやミトコンドリア膜呼
吸抑制神経毒性やエンドトキシンにも御注意を。
Кодзі2時間

どちらにしても肝臓に負荷がかかるのは避けようも無いけど
神経毒性はマジ勘弁
アレゲ化学と電気電⼦2時間

まぁ⾃分の体で試してるなら急性毒性は⼀定以下にはなってそ
う
アレゲ化学と電気電⼦2時間

⻘当てて⾚っぽい蛍光だか燐光だかが出るインクでした。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア2時間

化学物質の薬理活性って難しい。フェネチラミン系でパラ位に
置換基がつくと毒性が強まるみたいな印象だったけどフッ素だ
とそうでもなかったりする。予想もつかない副作⽤があったり
するかも。普通サイエンティストはいきなり⾃分で⼈体実験な
んて無謀なことしないと思うんだけど、急性毒性が⼀定以下だ
ったのも運が良かっただけかもマッドだから以下省略。
Louisはかせ2時間

まぁ中華で作られた紫外線LEDは半分⻘⾊LEDみたいなもんだ
からね
ある化合物の整理活性を調べるのはそれだけで⼀⼤ジャンルに
なる学問だからなぁ
アレゲ化学と電気電⼦1時間

同感。
Louisはかせ1時間

「カラムを組んで」

ごめん、カラム未経験ですw
1時間

これから経験するんだね
アレゲ化学と電気電⼦1時間

「どちらにしても肝臓に負荷がかかるのは避けようも無いけど
1時間

まぁ逆に、確実に死ねる毒が作れたら⾦払って買ってやるから
売ってくれって頼んだのも私なんだけどね…
すみっこ@箱⼊り捨て猫1時間

https://twitter.com/i/notifications

「どちらにしても肝臓に負荷がかかるのは避けようも無いけ

274/281

Twitter / 通知

2017/10/29

「どちらにしても肝臓に負荷がかかるのは避けようも無いけ
ど」 え、肝臓……かなあ？
1時間

死ねる薬なら持ってるんだけど。
Louisはかせ1時間

「フリーラジカルやミトコンドリア膜呼吸抑制神経毒性や」
えーと、全くわかりませんw 脱法ドラッグのくせに、そこま
でできませんw
1時間

カラム使うならジーエルサイエンスの固相抽出ハンドブックと
か読んで。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア1時間

「エンドトキシンにも御注意を」 えーと？

静注？
1時間

頼んだのかｗｗｗｗｗドクターキリコかｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
ｗ
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア1時間

⼤体、薬効のある化合物は肝臓のシトクロムP450とかその他
諸々の酵素群で処理されるからほぼ肝臓に負担がかかる。漢⽅
でも荘だよ
アレゲ化学と電気電⼦1時間

＞死ねる薬なら持ってるんだけど。
マジですか、なるべく苦しまないやつお願いします
すみっこ@箱⼊り捨て猫1時間

「これから経験」

しないです。
1時間

たとえばニトロプルツッドソディアムとか。苦しいですけど。
Louisはかせ1時間

苦しんで良ければニッケルカルボニルとか簡単に作れる
アレゲ化学と電気電⼦1時間

アヘンチンキ⼤量が⼀番楽なんじゃないかなと。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア1時間

ニッケル粉末1.5ｋｇほど備蓄している。
Louisはかせ1時間

No Pain, No Gainっていうくらいだからそう⽢くはないのか…
すみっこ@箱⼊り捨て猫1時間

にこよん
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にこよんｗｗｗｗｗｗ
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア1時間

蟻酸・シュウ酸と濃硫酸で⼀酸化炭素。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア1時間

やっぱりバルビと酒かな。＞楽に死ねる薬
Louisはかせ1時間

「肝臓のシトクロムP450とかその他諸々の酵素群で処理され
るからほぼ肝臓に負担がかかる」 ちょっと待って、それって
量によるのでは？ ⾼⼒価な薬剤の場合は肝臓の負担は軽いの
では？
1時間

吐いちゃうし（お酒飲めない）バルビ効かないんです、ラボナ
ワンシート飲んでも眠れなかった
すみっこ@箱⼊り捨て猫1時間

もちろん量にもよるし⼒価にもよるけどもあなたのお薬明らか
にそんな効⽤の測定してないでしょ
アレゲ化学と電気電⼦1時間

イソミ30ｇ以上とウォッカの⼀気飲みくらいしないと死ねない
と思う。
Louisはかせ1時間

ラボナワンシートとか呼吸抑制ヤバイ。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア1時間

ラボナだけで死ぬのは無理。
Louisはかせ1時間

地味にハードルの⾼いとこですね＞イソミ30g以上とウォッカ
すみっこ@箱⼊り捨て猫1時間

セルフ安楽死って難しいのぉ
アレゲ化学と電気電⼦1時間

えーと、なんかすみっこさんは話そらしてる……
1時間

吐くならブスコパン。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア1時間

本題に戻ってもいいのよ？
すみっこ@箱⼊り捨て猫1時間

熾さんはエセ法⼈格で⾃由に試薬が⼊⼿できるから、規制外の
バルビのアナログ作 てもら て分けてもらうと良いよ
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バルビのアナログ作ってもらって分けてもらうと良いよ。
で、ギ酸アンモニウムと濃硫酸でも⼀酸化炭素発⽣いけるのか
な？？いま⼿元にあるんだけど。
Louisはかせ1時間

「明らかにそんな効⽤の測定してないでしょ」 えーと、よく
意味が分からないですw
1時間

あんまりにも話が通じないから諦めて話題変えただけですし
すみっこ@箱⼊り捨て猫1時間

aアンモニア成分と
アンモニア成分と硫酸分が中和で⾷われそうだから硫酸を⼤過
剰にすればいけるかもしれない
アレゲ化学と電気電⼦1時間

ありがとね。＞アレゲ化学さん
Louisはかせ1時間

ちなみにギ酸ナトリウムもあるかも知れない。。
Louisはかせ1時間

蟻酸塩は多分⼤過剰硫酸でいけそう
アレゲ化学と電気電⼦1時間

空気よりも軽いのが難点。＞ＣＯ
Louisはかせ1時間

すみっこさんへ。
すみっこさんへ。あまりにも、訳が分からないので、対応に苦
慮するのですが。
1時間

ニッケルカルボニルにしておけば分⼦量は空気よりも重くなる
（ただし半減期
こちらからみると仮にも薬理活性のある化合物の開発に携わる
⼈間がここまで純度に無関⼼なのは訳が分からない
アレゲ化学と電気電⼦1時間

というか、⼀錠飲んだら眠ったまんまさようならできるお薬が
あればいいのにな。。
Louisはかせ1時間

あの……純度測定、いくらすると思ってるんですか？
1時間

⼈間は⽣物として⽣きていくに⼤切な神経部位はやたらに頑丈
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⼈間は⽣物として⽣きていくに⼤切な神経部位はやたらに頑丈
に出来てるしなぁ
アレゲ化学と電気電⼦1時間

純度測定だけで、コストアップして、売れなくなるんですよ。
1時間

なるほど、商⼈では有るのですね
アレゲ化学と電気電⼦1時間

逆に純度が⾼すぎてこれはプロの仕事だということで⾝元が割
れた事件もあったような。
Louisはかせ1時間

純度測定にこれだけのコストがかかるからこそ”分析化学”って
ジャンルが有るのですよ
アレゲ化学と電気電⼦1時間

純度は私の⾁体でテストしてますw
1時間

カネゴンみたいにお薬を飲むと胸のメーターに純度が表⽰され
るのでしょうか？
Louisはかせ1時間

前に「マッドかどうかはさておいてサイエンティストを名乗れ
るように頑張ってください」みたいなことを仰ってましたよね
＞Louisはかせさん
すみっこ@箱⼊り捨て猫1時間

まあ、「飲んでも死ななかった」というだけの純度測定です。
これに関しては、嘘ではないことは100％保証します。
あと、「視覚による純度測定」、つまり、⽬で⾒て⽩⾊かどう
かで測定しますw
⽇産は「無資格検査」でしたが、私は「視覚検査」です。
1時間

ええ、マッドだとは思いますが。⾊々とまだ技術的に未熟な部
分が多いように思えますし、他の⽅に⾊々と技術的な事を聞い
てまわっているあたりサイエンティストと⾔うには修⾏が⾜り
ないと思いました。別に私はサイエンティストでも何でもあり
ませんが。＞すみっこさん
Louisはかせ1時間

えぇ…おうちに試薬ロッカーまであるのにサイエンティストじ
ゃないんですか…＞Louisはかせさん
すみっこ@箱⼊り捨て猫58分

ないしょｗ
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Louisはかせ57分

⼀酸化炭素は、⽸が売っています。
57分

⼀酸化炭素はいらないのでトルエンください。
Louisはかせ57分

_replies

https://

twitter.com/re_sutaaa/with… なつなさんに別アカウントでフ
ォローしたらすんなり申請通ってしまったw こっちブロック
中なのにw
51分

Red-Alを買って、Red-Alの部分をつぶせばトルエンが⼿に⼊り
ます。副産物のアルコールも付いてますが。
50分

スーハーできるハイグレードなものが希望です。
Louisはかせ49分

スーハースーハークンカクンカしたら脳が萎縮するんじゃない
ですかね。
⼘ﾞク⼣⼀・キリユ＠サンズオブトロイア48分

そんなもの吸ったらお脳が溶けちゃいますよ
すみっこ@箱⼊り捨て猫48分

ええ、もう脳がスポンジいかれてるからｗ
Louisはかせ48分

脳の気質的変化は不可逆的なので、どうかご⾃愛ください…
器質的
すみっこ@箱⼊り捨て猫46分

⽣まれつきおかしいのでもうどうでも良いのです。
Louisはかせ45分

・・・⾃分の体で測定してるとおっしゃいましたが既に毒性は
出ているのではないでしょうか？つまり⼈の話が分からなくな
ると⾔う毒性が
まぁ漏れも分かる⽅じゃないし、遺伝⼦レベルでおかしいのは
確定ですが
アレゲ化学と電気電⼦44分

あー、このすみっこさんという⼈は、最近、ある穢多⾮⼈の友
⼈の肩を持って私と敵対したりする⾏動をとったりしているの
で、まあ仕⽅がないかとあきらめています。
37分
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酷い毒性ですね。怖い
アレゲ化学と電気電⼦36分

はい……つまり、すみっこさんは本来敵ですが、利⽤価値があ
るので⽣かしてやっています。
34分

敵と味⽅の関係性に捕われているとは商⼈としても未熟のよう
な
アレゲ化学と電気電⼦31分

「本題に戻ってもいいのよ？」 戻るべき。
30分

ええと？
29分

商売やるなら敵はなるべく作るなって散々⾔ってるのに聞かな
いですし
すみっこ@箱⼊り捨て猫28分

許しません。敵対的⾏動をする⼈を味⽅にすることに、その理
屈を⽤いるのは許さない。
28分

毒も薬もまともに作れないうえに、作ったもの売る才能もない
って、はっきり⾔ってただの無能じゃん
すみっこ@箱⼊り捨て猫26分

？？

まともにって、なんかまずいことあった？
まともに薬物になってるけど。
25分

ここでさっきまで皆さんから指摘されてた⼀連の話読んでた？
すみっこ@箱⼊り捨て猫24分

うん
24分

それで分からないなら頭悪過ぎだわ
すみっこ@箱⼊り捨て猫21分

えーと、そろそろ許せなくなる。場合によってはブロックもす
る。
21分

⽣かしてやってるとか、上から⽬線もほどほどにしろよな
せいぜいサイエンティスト名乗れるように頑張ってね
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せいぜいサイエンティスト名乗れるように頑張ってね
すみっこ@箱⼊り捨て猫18分

すみっこ@箱⼊り捨て猫さんが退出しました

やはり酷い毒性ですね。⼤脳新⽪質はおろか旧⽪質にもダメー
ジが有るようです
アレゲ化学と電気電⼦18分

ですね。ちなみに、この⼈、私の「P」シリーズのサンプルを
⼤⾷いしてたことあご存知ですよね？
開発者の私ですらやらなかった、粗製P4の0.5グラムを3⽇で摂
取するとか…… 同じころ、私は1⽇に20mgくらいまででし
た。
16分

いや、誰がサンプル⼤⾷いとかは末端派遣労働者の私に知る時
間はございませんので
アレゲ化学と電気電⼦15分

あ、ちょっと上に書いてたんですけどw
15分

あぁ⾒つけたは。でも本筋は変わらんよ
アレゲ化学と電気電⼦11分

正直な所、これで今まで儲かった（少なくとも法⼈維持できる
程度には）と⾔う事実は驚愕だ
アレゲ化学と電気電⼦54秒
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