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第1章　 緒 言

生体 内血球の調節 に中枢神経が関 与 してい るで あ

ろ うとい うことは,古 くか ら臨床 的に一部の脳疾 患,

或 いは精神病 にお いて,し ば しば血 液像に一定 の変

化が認 め られ ることか ら想 像 されて いた.

末梢 血液像 と中枢神経 との関係 については亘一越

智54)が実験 的に家兎 視丘体下部,第3脳 室 壁及 び漏

斗の損傷で 白血球増加 を,又 乳嘴体損傷 で 白血球減

少を来 すことを観察 し,両 者が生理学 的機能 上少な

くともあ る点 で互い に拮 抗作用を有 す ると報告 し,

Hoff75)も 同様 に造血臓器 が間脳か らの 影響 を受 け

ることを認 めたが,以 来多 数の研究者 によ り血液像

と中枢 との関 係が追求 されて来 た.し か し,現 在で

は小宮一門 の研究20)21)によ り血球の 中枢神 経性調節

は一応の説 明が可能 とな つた様 に思 われ る.即 ち,

間脳を 出た血球 調節神経 は頸髄を通過 し,脊 髄を下

降 して胸髄第3節 より腰髄 第3節 に亘 り脊髄を脱 出

して交 感神経幹,大 小内臓神経 を経て肝,脾 に到 り,

或 いは迷走神経 を介 して肝,脾 に到 る.そ して間脳

か らの刺激が 肝,脾 に伝 わると,そ こにポエチ ンが

生成 され,こ れが造 血組織 に作 用 して血球 生成 を促

進 す るとい う,し か し,こ のいわゆ る神経 一体液性

調節 説によれば血球 調節は 中枢 か らの刺激 によ り,

肝,脾 で生成 され たポエチ ンによ り行 なわれ,造 血

臓器 の主体をなす骨 髄は直接的 に何 らの神経 性調節

を受 けていない ことにな る.し か るに,骨 髄内 に神

経線維 が存在 す ることは1700年 にDuverney69)に よ

り認 め られ,以 来 多 くの追試,分 析が行 なわれたが,

本邦 において も竹 山48)が1936年 に骨髄 内神 経線維 は

栄 養孔 より入 るものが骨 髄の大半 に分 布 し, Havers

管 より入 るものは主 に内骨膜 に分布す ることを認 め,

更 に骨 髄は交感神経 並び に副交 感神経 によ り支配 さ

れ てい るが,副 交 感神経線 維の方が多 い様で あ ると

報 告 してい る。 教室 田中51)は 骨 髄内 神経分布 の形

態 を詳細 に観察 して,中 等 度の動脈 に 自律神経 の終
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末たるTerminal reticulumを 発見しており,更 に

骨髄内神経は動脈系に多く分布し,静 脈賓には動脈

系に比して分布量が極めて少ないと述べている.何

れにしても骨髄内に神経線維が存在することは明ら

かであり,骨 髄の大半を占めている骨髄内血管に多

数の自律神経終末が証明されている以上骨髄に対す

る自律神経の直接作用は決して否定し得ないことで

あろう.

自律神経の骨髄造血機能に及ぼす影響については

骨髄灌流試験,或 いは自律神経刺激及び遮断実験等

の方法により数多の研究者による追求が試みられて

いるが,実 験結果においてはその見解が必らずしも

一致していない様である.即 ち,自 律神経の刺激或

いは遮断実験についてみても,森 川26)は交感神経は

骨髄造血に対して抑制的に作用し,副 交感神経は促

進的に働き,両 者は拮抗的に作用すると言い,浅 井
1)は副交感神経は骨髄造血巣からの血液有形成分の

出動機転に対して促進的に作用すると言う.而 して,

西川-岡 本31)は家兎腰部交感神経切除後の骨髄像を

観察して,有 核細胞数の増加は骨髄における細胞産

生の亢進というよりはむしろ出動の抑制された状態

であろうと推測した.更 に教室柴田41)は交感神経遮

断後の骨髄像,骨 髄栄養静脈像及び末梢血液像を詳

細に観察して,交 感神経遮断は骨髄細胞の出動を促

進し,之 に伴う細胞成熟を促進すると考えた.又,永

瀬27)は交感神経遮断後の,石 田14)は副交感神経遮断

後の骨髄を組織培養法により観察して,交 感神経遮

断は血球放出を促進し,そ の結果として二次的に骨

髄造血機能の促進を来し,副 交感神経遮断は逆に血

球放出を抑制し,そ の結果骨髄造血機能を低下せし

めると述べて骨髄内血管に及ぼす作用に注目した.

以上の如く自律神経の骨髄支配の詳細に関しては

諸説区々として未だ推論の域を脱し得ない様に思わ

れる.更 に,従 来の研究は主として赤血球系並びに

白血球系造血に関するものであり,血 液の第3成 分

たる栓球系造血に関する観察は等閑に附されて,充

分な観察がなされていない.

私は教室考按の骨髄組織培養法44)45)を応用して,
一側腰部交感神経,又 は一側腰仙部副交感神経遮断

後の大腿骨々髄を培養して,遮 断側及び非遮断側の

骨髄巨核球機能を比較観察し,又 同様処置後の脛骨

骨髄栄養静脈血中の栓球数の変化を観察して,栓 球

系造血に対する自律神経性調節の状態を解明せんと

企てた.

第2章　 実験方法

第1節　 実験動物

交感神経遮断実験では生後6ヶ 月以上の体重6kg

乃至15kgの成熟雌性雑種犬で妊娠していないものを

用いた.雄 犬は排尿による創部汚染で化膿する恐れ

があるため避けた.又,副 交感神経遮断実験には生

後6ヶ 月乃至1年 迄の正常幼若犬を用いた.動 物に

対する手術的侵襲を考えると成熟犬を使用する方が

よいが,脊 髄後根或いは後根神経節露出に際して骨

が硬い場合は手術操作が困難で脊髄を損傷する恐れ

があるため,成 熟犬の使用を避けた.

骨髄栄養静脈血中の栓球数の観察には上記条件に

かなう犬で,後 肢のなるべく長いものを使用した.

これら全ての犬は皮膚病その他糞便に異常なく,末

梢血液像に異常の認あられないもののみを使用した.

第2節　 実験手技

第1項　 局所解剖

a. 交感神 経遮断 術

当 日絶食 させ た犬 に3%塩 酸 モル ヒネ を 体重 当

kg約1ccを 皮下注 射 して充分 に麻 酔 した 後 に手術

を始 め る.手 術 は森 川26)柴田41)永瀬27)の方法 に準 じ

て,ま づ犬を背位 に固定 し,腹 部 を剃毛後,ヨ ー ド

チ ンキ,次 亜硫酸 アル コールで皮膚 を消毒 して,清

潔 な穴 あ き布で手術部 のみを露 出 し,他 を全部覆 う.

次いで剱 状突起 よ り恥 骨結合 に至 る正中線上 に大切

開を加 え,胃,腸,肝,脾 を右側 に出 して,生 理食

塩水 に浸 した消毒 ガーゼで包 んで お く.膀 胱 内の尿

を排 した後,大 動脈 の走行を探 り,後 腹膜 を鈍 的に

剥離 し,総 腸骨動脈分 岐部左側 の腰 リンパ節又 は腸

骨 リンパ 節を剥離 除去す ると,そ の下 に仙骨岬上 に

乗掛つ てい る腰部 の最 下神経節(第7,稀 に第8神

経節)を 容易 に発見 し得 る.こ れ より順次上方 に交

通枝 を切断遊離 して第1交 感 神経節迄 出来 るだ け一

続 きに して切除 す る.神 経索 剔出後 は後腹 膜は縫合

せず,ペ ニ シリン60万 単位 を注入 し,腹 壁 及び皮膚

の連 続縫合 を して手術 を終 る.な お,念 の ためス ト

レプ トマ イ シン0.5g又 は クロロマイセチ ン0.5gを 臀

筋 内に注射 して感染 によ る影響を 防いだ.

b. 副交感 神経遮 断術

当 日絶 食に した犬に3%塩 酸 モル ヒネ を体 重当

kg 1.5cc注 射 して,充 分 に麻酔 した後,森 川26),石

田14)の方法 に倣 い,腹 臥位 に固定 して腰仙部 を広 く

除 毛 し皮膚 消毒を施 した後, 0.1%オ ムニカ イ ンで
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局所麻酔を して,ヤ コピー線 を中心に上下 に大 き く

背面正 中線切 開を加え る.次 いで棘状突起 の両 側を

正 中線 に平 行に筋肉を切開 して,鈎 を以 つて左右 に

押 し開 き,棘 状突起,横 突起を露 出 し,必 要の高 さ

で骨鉗子 に より棘状 突起を切除 し,脊 髄損傷 に対 す

る細心 の注意を払 いつつ骨 弓を開 けば,淡 黄色 の脊

髄硬膜を認 め,同 時 に脊髄 後根 がみ られ る.こ こで

左側坐骨神経79)に入 る第5,第6,第7腰 髄 後根及

び第1仙 髄 後根を求め るのであ るが,第7腰 髄後根

神経節 は最 も大 き く,次 の第1仙 髄後根神経 節が著

し く小 さく,又 第1仙 髄 後根は第2,第3仙 髄 と共

に上 内方 よ り下外方 に走 り,腰 髄 後根 の走行 と異 る

ために容易に位置が識 別出来 る. 1%ベ ル カ ミン液

を滴下 しなが ら前根 を剥離 し,後 根を後根神経節 の

上出来 るだ け長 く切 断 し,同 時 に後根神経節を切除

した.第5腰 髄 か ら第1仙 髄迄 の後根或い は後根 神

経節を切断剔 出 した後,ペ ニ シ リン60万 単位 を注 入

して筋 肉と皮 膚を各 々連続 縫合 した.手 術 は全て無

菌的 に行なつたが感染 を予防す る意味 で更 に ス トレ

プ トマ イシン0.5g或 いは クロ ロマ イセチ ン0.5gの

腎筋 内注射を併用 した.

c. 脛 骨栄養 静脈血採 血法

3%塩 酸 モル ヒネ体重当kg0.5ccで 麻酔 した後,

中島30),須 賀43)に従い背位 に固定 して両側下腿 前面

の剃毛を行い,次 いで膝 蓋骨 を中心に上下 に大切 開

を加え ると筋膜下 に前脛骨筋,長 腓骨筋が見 られ る.

これを切 断 して前脛骨筋 を鈎 で前方 にや ると長伸趾

筋が長腓骨 筋の前方 にあ り,こ の筋 と前脛骨 筋の間

に前脛骨動 静脈が脛骨 に平行に,し か も静脈が動脈

の前方 を走つてい る.脛 骨栄養 静脈 は この前脛骨 静

脈 の分枝であ るが,分 枝の仕方 には変異が多 く,中

島30)は3型 に 分類 してい る.即 ち 脛骨動 静脈起 始

部か ら約1乃 至1.5cm末 梢で殆 んど直角に栄養血 管

の分れてい るものを第1型,起 始部 に近 く且つ鋭角

に分岐す る ものを第2型,脛 骨動静脈が膝 膕動静脈

か ら分れ て前方に 出る前 に既 に分岐 してい るもの を

第3型 と してい る.自 験 例に おい て も第2型 の一 部

及 び第3型 に属す る ものは栄養 静脈の露 出困難 で採

血不能 であつた.

第2項　 検 査方法

a. 栓球算 定法

上 記術式 によ り露 出 した脛 骨骨髄 栄養静脈 は前脛

骨 静脈流入部 でその上下 の前脛骨 静脈を結紮 してか

ら,栄 養 静脈を切開 し, Fonio変 法に よつて採 血塗

抹 して,マ イ ・ギムザ染色を施 した.而 して栓球数

は赤 血球5,000個 に対 す る栓球 の数よ り算定 した.

b. 骨髄片採取 法

骨 髄は骨髄穿 刺法 により採 取 した.即 ち手術 した

犬の大腿骨 大転 子 より1.5cm乃 至3cm下 方 で 左 右

対称 の高 さで穿刺 し,又 穿 刺針の深 さは硬骨膜 を通

過 して海綿 質に入つ た直後の もの を採取 した骨 髄片

は滅菌 リンゲル液を入 れた シャー レ中で末梢血 を洗

つ た後に適当の大 き さに して培養 に用い た.

c. 培 養方法

予め滅菌した図1に 示す如き平木式簡易組織培養

板NO. 2を 用いて,こ の中央円形部分 に別に採取し

た犬血清2滴 及び ビタ ミンB12 100γ/cc液2滴 を1/3

皮下針付注 射器で滴下 混和 し,そ の中央部 に0.5mm3

大の骨髄片 を置 き被 覆硝子で覆 い,周 囲 をパ ラフ ィ

ンで封 じて,37℃ 孵 卵器 内に静置 した.又 培養 は

一種類 につ き各5枚 宛,即 ち遮 断側及 び非遮断側 各

5枚 宛 行なつ た.な お,培 養器具及 びその操作 は全

て雑 菌の混入 を防 ぐよ うに滅菌 し,且 つ無菌 的に行

なつた.

第1図　 平木式簡易組織培養板

d. 観察方法

観察は全て18時間及び24時間目に孵卵器より取り

出して37℃ 保温箱内に顕微鏡を入れて行なつた.

そして原組織周囲に出来た増生帯中の巨核球の平均

出現個数,運 動形態及び栓球分離能を観察した.巨

核球機能は図2の 如く円形を呈し全 く運動の認めら

れない静止型,軽 度の変形運動の認められる変形運

動型,偽 足形成の認められる偽足運動型,触 手状突

起を形成して栓形を分離すると考えられる触手状突

起形成型に分類した.な お,便 宜上以下巨核球の静

止型をR型,運 動能を示す変形運動型をA型,偽 足

運動型をB型,又 栓球分離を示す突起形成型をC型
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と記 す.又,以 下 の成績 は全て培養 後24時 間 目の成

績で あ る.

第2図　 巨核球運動形態の分類

変形運動　 偽足運動　 触手状突起形成

第3章　 実験成績

第1節　 交感神経遮 断後の骨髄 巨核 球機能

左腰 部交感神経 節状索 のL1～L7又 はL8の 切断剔

出後3日 目, 5日 目, 10日 目, 15日 目, 20日 目, 30

日目, 60日 目に各 々3例 宛術側及 び対 照側の大腿骨

骨髄組 織を採取 して,骨 髄組織培養法 によ り骨髄 巨

核球機能 を観察 した.成 績は第1表,第3図,第4

図,第5図,第6図 に示 す如 くで ある.

第3図　 交感神経遮断後の骨髄巨核球機能の推移

第1表　 交感神経遮断後の骨髄巨核球機能の推移

平均 出現 巨核球 数は第4図 に示 す如 く, 5日 目に

術側28.5ヶ,対 照側27.6ヶ と最高 値を示す 山型 の

曲線 を示 した.そ して3日 目, 5日 目群で は左右 に
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有意の差 は認め難いが, 10日 目にな ると術 側は平均

24.7ヶ,対 照側17.8ヶ と明瞭に術側 が対照側に比較

して多 くな り, 15日 群で も術側19.4ヶ と対照側 に比

して多 く出現 した.し か し20日 目 以 降で は30日 目

NO. 26で7ヶ の差, 60日 目で5.6ヶ の 差 がNO. 14例

に認 め られる他は術側及 び対 照側 に著 しい差は認 め

られなかつ た.即 ち,交 感神経遮断 の影響は出現 巨

核球数 に関 しては術後10日 目及 び15日 目に明 らか に

認め られ, 5日 目以前及 び20日 目以後 には殆ん ど認

め られなかつ た.

第4図　 交感神経遮断後の出現巨核球数の推移

第5図　 交感神経遮断後の運動型巨核球百
分率の推移

第6図　 交感神経遮断後の突起形成型巨核

球百分率の推移

変形運動,偽 足運動及 び触 手状突起 を形成 し栓球

を分離す る突起 形成型 の運 動型 巨核球 百分率は第5

図に示す如 く,術 後5日 目よ り15日 目にか けて山 を

もつ曲線を呈 した.交 感 神経遮 断の 影響は3日 目術

側69.4%,対 照側65.4%と 極 く僅 かに術側の優位 が

認め られ るが, 5日 目になる と術側81.5%,対 照側

71.8%と 術側 の明瞭な機能 亢進 が認め られた.こ の

機 能亢進 は10日 目, 15日 目と続 くが, 20日 目にな る

と術側65.8%,対 照側63.6%と その差 は殆 ん ど認 め

られな くな り,以 後30日 目, 60日 目につ いて も同様,

術側,対 照側 に有意の差 は認 め られな かつた.即 ち,

交 感神 経遮断 の運 動型 巨核球百 分率に対 する影響 は

術 後5日 目に最 も強 く10日 目, 15日 目と漸減 して20

日目でその影 響は略 々消失 した.

触手状突起 を形成 して その先端か ら栓球 を分離す

る突起形成型 の出現率 は第6図 に示す.突 起 形成型

は5日 目と15日 目に山を有 する二峯性 の曲線 を呈 し

たが,術 側 と対照側の差 は5日 目か ら20日 目にか け

て術側 にやや増加の傾 向が 認め られた. 3日 目, 30

日目, 60日 目では交感神経 遮断の影響 は認め られ な

かつ た.

第2節　 交感神経遮断後の脛骨栄養静脈血中の

栓球数の観察

交感神経遮断後の犬腿骨栄養静脈血中の赤血球数

並びに栓球数の推移を各群5例 宛観察した.第2表

及び第5図 にその結果を示すが,第7図 は術側の対

照側に対する差の百分率の平均値の推移を示したも

のである.

第2表　 交感神経遮断後の犬脛骨栄養静脈
血中の赤血球数 ・栓球数の推移

3日 目で は赤血球 数の術側に対す る影響は認 め ら

れない が,栓 球数 はNO. 54, No. 69で7%の 術側 の
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増 加が認 め られたが,他 の3例 で は全 く変化を認 め

なかつ た. 5日 目の赤血 球数 は術側 に平均3%の 増

加を,栓 球 数では平均7.4%の 増加 を示 した. 10日 目

にな るとその差は赤血球 数,栓 球数共 に明瞭 とな り

平均6.5%, 13.2%と 各 々術側 の増加が認 め られ た. 

15日 目で も略々 同様 の差で術側 に多 く,赤 血球数で

平均6.8%,栓 球 数で平均12.5%の 増加が認 め られた. 

20日 目にな ると赤 血球数の差 は平均3.8%と15日 目

に比較 して少 な くなつ たが,栓 球数で はその差 は平

均10.4%と なお明 らかな差を認 めた.し か し30日 目

で は赤血 球差は平 均1%,栓 球数差 は平 均3.4%と

殆ん ど交 感神経遮 断の影響は消失 した. 60日 目で も

赤血球数 の差0.6%,栓 球 数差1.5%と な り, 30日 目

よ り更 にその差 は減少 した.

第7図　 交感神経遮断後の犬脛骨栄養静脈血

中,赤 血球数及び栓球数の術側の対

照側に対する差の百分率の推移

即 ち,交 感神 経遮断 の犬脛 骨栄養 静脈血 中の栓球

数に対す る影響 は10日 目に平 均13.2%の 差 として明

瞭に認め られ,こ の影響 は20日 目迄続 き, 30日 目で

略 々消失 した.

第3節　 副 交感神経遮 断後 の骨髄 巨核 球機能

左 側坐骨神経 に入 る主な脊髄神経 である第5, 6, 

7腰 髄及 び第1仙 髄の 後根神経節又 は後根を切断剔

出 した後,一 定 期間後 に各 々3例 宛左 右大腿骨を穿

刺 して採取 した骨髄 を培 養 し,骨 髄巨核球機能 に対

す る副交 感神経の 影響 を観察 した.第3表,第8図,

第9図,第10図,第11図 にその結果 を示 す.

第3表　 副 交 感 神 経 遮 断 後 の

平均 出現 巨核球数 は第9図 に示 す如 く術後10日 目

に山を有 す る曲線 を呈 した.副 交 感神経遮断の影響

は術 後3日 目に既 に術 側の減少 と して認 め られ, 5

日目には3例 平均 で術側10.4ヶ,対 照側21.5ヶ と術

側 は約 半数 にな り,著 明な減少 が認 め られ た.こ の
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影響 は10日 目, 15日 目にも明 瞭に認め られ るが, 20

日目にな ると術側 と対照側の差 は少 な くな り, NO. 

27例 ではか えつ て術側 に多 く出現 した.そ して30日

目で はNO. 30例 の他は2例 共術側 に多 く, 60日 目で

は3例 共術側 に多数の 出現が 認あ られた.

第8図　 副交感神経遮断後の骨髄巨核球機

能の推移

第9図　 副交感神経遮断後の出現巨核球数
の推移

第10図　副交感神経遮断後の運動型巨核球

百分率の推移

第11図　副交感神経遮断後の突起形成型巨
核球百分率の推移

骨 髄 巨 核 球 機 能 の 推 移

全運動 型巨核球 の百 分率は第3表,第8図,第10

図 に見 る如 く5日 目に頂 点を持つ なだ らか な曲線を

得 た. 3日 目で はNo. 24, No. 25に 術側 が 多 く, 

No. 41の みが 対 照側 の多 数 を示 した. 5日 目で は

No. 37, No. 38の2例 に術側の減少 を認 め, No. 31

例 のみが若干術 側の増加 を示 した.し か し10日 目に

な ると3例 共1～5%の 差 で術側の減 少が認め られ

た.こ の傾 向は15日 目で も同様で, 3例 共若干 の術

側 の減少が 認め られ た.し か しこれは20日 目になる

と, No. 27, No. 42に, 30日 目ではNO. 45の1例 に, 

60日 目で はNo. 21に 術 側の僅 かな増 加が認め られ,

術側 と対 照側の差 は殆 ん ど消失 した.即 ち,運 動型
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巨核 球百分率 に対 する副交感神経遮 断の影響 は10日

目と15日 目に軽度に認め られたが, 20日 目以後で は

略 々消失 した.

栓球を分離 す る突起形成型 巨核球百 分率の推移 に

ついて は第3表,第8図,第11図 に示す. 3例 平 均

の百分率 は対 照側 は15日 目に頂点 を持つ山型 の曲線

を示すが,術 側 の方は5日 目と15日 目に小峯 を もつ

波型の 曲線 を示 した.即 ち, 3日 目, 5日 目では各

々0.8%, 2.1%の 差で術側の方 が多いが, 10日 目に

な ると術側8.6%,対 照側12.0%と 明瞭に術側 の抑

制 が認 め られ, 15日 目で も2.5%～5.6%の 差 で術側

の減少が, 20日 目, 30日 目で も各 々術側の軽度 の機

能 抑制が認 め られた. 60日 目ではNO. 21が1.4%の

術側 の増加, NO. 34, NO. 39で 極 く僅 かに術側が少 な

いが,こ れ らは有 意の差 とは言 えない.突 起形成 型

巨核球機能 に対 す る影響 は3日 目, 5日 目で遮断側

の増加を来 し, 10日 目, 15日 目に明瞭な遮断側 の機

能 抑制を認 めた.そ して この抑制 は20日 目以後 に徐

々に弱 まり, 60日 目には略々 影響が消失 した.

第4節　 副交感神経遮断後の脛骨栄養静脈血中

の栓球数の観察

副 交感神経遮 断後の大腿骨栄 養静脈血中の赤血球

数並び に栓球 数の推移を各群各 々5例 づつ について

観察 した.結 果 を第4表,第12図 に示すが,第12図

は術側の対照側に対する差の百分率の5例 平均値の

推移を示したものである.

第4表　 副交感神経遮断後の犬脛骨栄養静
脈血中の赤血球数 ・栓球数の推移

第12図　副交感神経遮断後の犬脛骨栄養静脈血

中,赤 血球数及び栓球数の術側の対照

側に対する差の百分率の推移

副交感 神経遮断 の影響 は交感 神経遮断の場 合とや

や趣を 異に して, 3日 目には既 に赤血球 数,栓球 数共

に5例 全 てに術側 の減少が認 め られ, 5日 目では赤

血球 数は3.3%乃 至12.8%,平 均8.0%と 明 らかに術

側の減少 を示 し,栓球 数で も5.2%乃 至16.4%,平 均

10.7%の 術側 の減 少が認 め られた. 10日 目になると

この差 は最大 とな り赤血球 数では平均8.6%,栓 球

数で15.3%と 明瞭 な術側 の抑制を示 した. 15日 目に

もこの影響は続 き赤血球 数で平均8.1%,栓 球数で

平均12.9%と 術側 が少 ないが, 20日 目にな ると赤血



骨髄巨核球機能に対する自律神経性調節に関する研究　 317

球数ではNo. 126の 如 く, 1.3%の 術側 の増 加 した例

も認め られ, 5例 平均で1.7%の 術側の減少 を,栓 球

数ではNo. 125で7.8%の 術側 の増加を認 める1例 の

他は2.7%乃 至14.2%の 術側 の減少, 5例 平 均で3.4

%の 術側 の減少が認め られた. 30日 目で は赤 血球数

で平均0.4%の 術側の増加,栓 球 数で平均1.4%の 術

側の減少を, 60日 目で も赤血球 数で平均0.3%の 術

側の減少,栓 球数で0.2%術 側 の増加が認 め られた.

脛 骨栄養 静脈血 中の赤血球 数,栓 球数 に対 する副

交感神経遮 断の影響は術 後3日 目に既 にその兆 をみ

せ, 10日 目に最大 とな り, 15日 目迄続 いて, 20日 目

以後で は認 め難 くなつた.

第4章　 実験成績の総括

1. 交 感神経遮断後 に骨髄 巨核球 機能の亢 進が 認

め られた.出 現巨核球数 は10日 目よ り15日 目にか け

て,運 動型巨核球百分率 では5日 目より15日 目にか

けて,突 起 形成型 巨核球百分率 で5日 目よ り20日 目

にかけて遮 断側の増加が認 め られた.

2. 交 感神経遮断後の脛骨栄 養静脈血 中の赤血球

数並 びに栓球数は遮断側 の増加 を来 し,そ の差は5

日目よ り20日 目にか けて 明瞭 に認め られ た.

3 . 副交 感神経遮断後 に骨 髄 巨核球機能 の抑制が

認め られた.出 現 巨核球 数は術後5日 目に著明な減

少を認 め, 20日 目に略 々影響は消失 し,運 動型 巨核

球百分率で は10日 目, 15日 目に軽度の減少 を,突 起

形成型 巨核球 百分率で10日 目, 15日 目に遮 断側の明

瞭な減少 を認 めた.

4. 副交 感神経遮断後 の脛骨栄 養静脈血 中の赤血

球数並 びに栓球数 は遮断側 の減少を来 し,そ の差は

3日 目より15日 目にか け明瞭 に認め られ た.

第5章　 考 案

骨髄 内に 自律神経線維 の存在 す ることは緒 言で も

述べ た如 く,現 在 では周知 の事 実であ る.骨 髄造 血

機能 に対 する 自律神経性調節 に関す る実験 的研究 は

従来,数 多 くな されてお り,自 律神経性調節 の存在

す ることは疑 う余 地のな い もの と考え られ るが,そ

の調節機点 の詳 細につ いては未だに明確 な結 論を得

ていな い状態 であ る.こ れ は従来 の研究 の殆ん どが

in vivoで な された もので あり,自 律 神経 の高位 中

枢であ る間脳 の興奮が直接 に骨 髄の 自律神 経に伝達

され るとい う考 え方以外 に,そ の興奮 が生体 内の諸

因子,例 え ばホルモ ンや,い わ ゆるポエチ ンの よ う

なホルモ ン様物 質の影響,循 環器 系諸器 管,物 質代謝,

呼吸,体 温の変化,更 には手術 的侵 襲等々諸種雑 多

の間接的因子 の骨髄 自律神経 に及 ぼす影響を常 に考

慮 しな ければ な らぬ点に問題が ある.こ の観点 よ り

すれば 自律神経遮 断実験 は優れ た観察 方法の一 つ と

言 えよ う.

即 ち, Cannon64)は 仔 猫を使用 して一側全交感神

経 を切 除 し,成 熟 するまで観察 して左 右の臓器 に差

を認 めなかつ たと述べ,交 感神経 系は外 的危機 に際

して調 節を要す る場 合にのみ大 きな役 割を演ず る も

の であろ うと した.骨 髄 に対す る観察 で堀内9)も 一

側交感 神経切除後 の仮骨骨 髄に対 する影響を観察 し

て対照側 との間に明瞭 な差 を認 めなかつた と述べて

い る.

又,若 林58)は家兎 を用 いて頸部交感神 経及び迷走

神経切除 後の耳介静脈血 液像を観察 し,栓 球数 に対

して は 自律神経の影響 は認 め られ なかつた と報告 し

て いる.そ の他,藤 井70)は全身交感神 経切除犬 の血

液像 を,吉 田56)は胸 部交 感神経切除及 び頸動脈球摘

出後の胸骨骨髄像 の変化 を,更 に松 本24),星10)も 交

感 神経 切除後 の血 液像の変化を観 察 してい るが,こ

れ らは厳密な意味 での対照を設 けてい るとは言 えず,

従 つて純粋な 自律神 経の作用 を観 察 して いる とは断

定 出来 ない.

これ より森川26),沖 中37)他,西 川一岡本31),柴 田

41),石 田14),永 瀬27)等に よつて行なわれ た一側 腰部

交 感神経遮断或 いは一側腰仙 部脊髄副交感 神経遮 断

実 験は非遮断側 を対照 と して各 神経支配領 域内の骨

髄 の観察で ある ことか ら,上 述の間接的諸 因子の影

響を相殺 して純 粋に交感神経,或 い は副交 感神経 の

骨 髄造血機能 に及 ぼす直接 作用 を観察 し得 た もの と

解 釈 して差支 えないであ ろ う.

又,自 律神経遮 断の効果持続 につ いて は2乃 至3

ヶ月以上 といわれてお り17)52)59),私の観察 は術後60

日目迄に止 めたのであ るか ら十 分に遮 断の影響 は窺

知 出来 たと考 える.

骨 髄穿刺 による骨 髄機能 の検 査はArinkin58)の 発

表 以来,広 く臨 床的 に も行 なわれて いる手技で ある

が,本 実験 において も大腿 骨穿 刺に よ り採取 した骨

髄片を用 いて培養を行 なつた.こ の場 合,穿 刺部 位

を左右対称 の位置 と し,又 採取 した骨 髄片を リンゲ

ル液 中で よ く洗い,末 梢 血の混入 を防いでか ら,一

定の大 きさ.略 々0.5mm3の 赤色髄 を培養 する こと

に より,左 右の誤差 は最 少限に止 め られ た.即 ち,

表5は 無処 置犬の左 右大 腿骨骨髄 を培養 した もので

あ るが,左 右は略々一致 し,培 養成 績は平均 出現 巨
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核球 数の極度に少 い ものを除外 すれ ば十分 に信頼 出

来 る もの と信ず る.な お,同 一犬で術後経 過を追っ

て骨 髄穿 刺を行 ない,巨 核球 機能の推移 を観察す る

ことが出来れば理想 的であ るが,穿 刺 部位の骨髄血

管及 び実質の破壊が考 え られ,こ れ らは比較的早期

に治癒 し,穿 刺 部位 を変えれ ば差支 えない と言 う47)

が,例 え一時 的に もせ よ血管 を切 断 し,神 経線 維或

いは実質を傷 つ ける ことは,自 律神 経の骨髄造血能

に及ぼす影響 を観察 す るためには致 命的で あ り,実

験 の正確を期 す るため に,一 匹の犬につ いて一 回の

穿 刺に止 めた.

第5表　 無処置犬の左右大腿骨骨髄培養に

よる骨髄巨核球機能

1906年 にWright93)が 始 めて栓 球が骨髄 巨核 球の

原 形質の部分 的剥離が流血 中に溢 出 した ものであ る

と報告 して以来,骨 髄 巨核球 機能 に関す る研究 はあ

らゆ る方面 か らな されて来 た.前 原23), Rich85)等

16)22)49)84)は超 生体染色法或 いは組 織培養法 によ り巨

核球機能 を観 察 し,巨 核球 が極めて稀 に変形運 動を

す ると報告 したが,巨 核球 機能 に就いて の満足すべ

き解答 は得 られなかつ た.し か るに1956年 教 室の角

南44)他 は従来 の組 織培養 法を改良 した結果,骨 髄 巨

核球が可成 り活発に変形運 動を行な い,更 に偽足運

動及 び突起形成 を行 い,そ の触手状突起 の尖端か ら

の栓球分 離像 を確認 し,栓 球系造血機 構解明 に一大

光明 を もたら したが,既 に この事実 は周知の ことと

な り57)76)90)92),もはや疑 うべ き余 地 は な い.そ こ

で骨髄組 織を培養 して巨核球を観察 す ることは骨 髄

巨核球機 能の判定 に最 も有力な手段 であ ろ う.

私 は骨 髄巨核球機能 に対す る 自律 神経 性 調 節 を

検索 するにつ いて,肉 眼的所見や組 織 学 的 所 見 の

如 く主観 に と らわれ易 い方法を避 けて比較的客 観的

と考えられる数量的観察の出来る本法を採用した.

又,実 験動物の種類による骨髄巨核球機能の差異に

関しては,前 原23), Izak76)が人,犬,海 〓,ラ ッ

テにおいて類似の所見を認めており,教 室において

も従来の観察で人並びに各種動物の巨核球運動能,

栓球分離能に大差を認めていない.

Rohr86)は 骨髄機能の判定は末梢血液像と骨髄像

の両面から判定すべきことを主張した.即 ち骨髄右

方推移は骨髄の刺激,即 ち機能亢進を意味し,その

際末梢血は左方推移を伴い,こ れは細胞成熟時間の

短縮,即 ち成熟促進を意味すると言い,骨 髄左方推

移と末梢血右方推移は逆の関係を意味すると言う.

私は骨髄組織培養法により骨髄巨核球出現数並びに

運動形態を観察すると共に,脛 骨栄養静脈血中の栓

球数を観察することにより,自 律神経の骨髄巨核球

機能に及ぼす影響を骨髄と末梢の両面から検討した.

森川26)は犬,猫 を使用して腰部交感神経索(1～

7)切除及び腰仙部脊髄後根或いは後根神経節(L5～

S1)切断剔出後に下肢骨髄を病理組織学的に検査して,

交感神経遮断では骨髄の赤色調増加,骨髄量の増加,

硬度の増加,横 断面周辺増大等の肉眼的変化と細胞

増加,赤 血球増加等の穿刺液の変化と巨核球の増加,

脂肪空胞減少等の組織学的変化を認め,又 副交感神

経遮断では逆にチアノーゼを認め,細 胞減少,赤 血

球,骨 髄巨核球の減少,脂 肪空胞の増加等の変化を

認めたことから,交 感神経は骨髄造血機能に対して

抑制的に,副 交感神経は促進的に作用し,両者は互

いに拮抗的に作用するものと思われると述べている.

浅井1)は犬を使用して,予 め片側腰仙部脊髄前根

を切断した後,脊 髄をその上部で横断してから後根

を電気的に刺激し,左 右股静脈血の有形成分の出現

状態を比較して,刺 激側に各種有形成分の幼若型の

著明な流出を認め,脊 髄副交感神経は血液出動機転

に対 して促進 的に作 用す ると言 つてい る.又,西 川

一岡本31)は家兎腰 部交感神経 索切 除後の大腿骨骨髄

と大 腿骨栄養 静脈血を研 究対象 と して骨 髄有核細胞

数,特 に分節 核偽好酸球 を観察 し,こ れが術 後10日

目頃 よ り切 除側 は対 照側に比 して著明に増加 し,日

数の経過 と共 に減少 して, 30乃 至40日 で対照側 と同

じにな り,又,大 腿 骨栄養静脈 血像で は対照側 に比

して術 後15日 目に最 高 とな り35日 頃 に影 響が消失す

ることを認 め,骨 髄に対 する交感神経 の作用 は細胞

産 生の亢 進とみ るよ りはむ しろ出動 の抑制 された状

態 と考 え るのが至当で あ ると した.

教室 柴 田41)は犬及 び家 兎を使用 して腰部交感神経
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索切除 後の下肢 骨髄の病理組 織学 的検索並 びに大腿

骨栄養静脈血像,末 梢血液像 を詳 細に観察 して,交

感神経 と骨髄血 管との関係 に注 目,交 感神経遮 断は

骨髄内血管を拡張 して,そ の血流 を促進 し,骨 髄 の

細胞放出 と細胞 游出を促 し,こ れ に伴 う細胞成熟 を

促進する と述べ た.永 瀬27)も同様 に交感 神経遮断後

の骨髄を培養 し,又 は骨髄 の呼吸解 糖作用を調べて,

交感神経遮断は主 と して血 管作用 によつ て骨髄か ら

の血球放 出を推進 し,そ の結 果 これ に伴 う骨髄実質,

赤,白 血球 系細胞の生成機能 の上昇 を来 すと して,

柴 田41)の考えを支持 した.又,石 田14)は犬 を使用 して

腰 仙部脊髄後根或いは後根 神経節切断剔 出後の骨髄

像 の観察及 び骨 髄培養所見 よ り副交感神経遮 断は主

に血管作用 によ り骨 髄か らの血球 放出が抑制 され,

その結果主 と して二次 的に赤,白 血球 系細胞の 生成

機能を低 下せ しめると述 べた.

骨 髄血 管系が骨髄 全容積の大半 に近 い部分を 占め

てお り33),主 と して これ ら血管系 に 自律 神経線維が

分布 して い るのであれば, Drinker67)68)及 びその他

諸家7)42)66)71)も 指摘 して いる如 く,血 管 系に対 す

る作用 は十分 に注 目すべ き点で あ ろう.

〓つて骨髄 巨核球 に対 する 自律神経性調節 に関 し

ては,森 川26)は交感神経遮断 後に巨核球数 の増加 を,

又副交感神経遮 断後に巨核球数 の減少を認 め,沖 中

37)は腰仙部脊髄 後根刺激 後に両側股 静脈血 中の栓球

数を算定 して,刺 激側 に栓球増加 を認め た もの6例,

減少 した もの1例,不 変の もの1例 を認めてい る.

又,西 川一岡本31)は交 感神経遮 断後に骨髄 巨核球 数

に一定 の変化は認 め られなかつ たと述 べてい る.

手 術的侵襲の骨髄 巨核 球機能 に対 する影響で最 も

注目すべ きもの は,出 血 に よる変化で あ ろう.出 血

後の骨 髄像 乃至栓球 系の変 化につ いては井戸 ・鈴木

18)等他 ,諸 家の15)40)45)46)50)55)77)詳細な観察が ある.

即 ち,出 血 後には24時 間以内に起 る第1回 栓球増多

と10乃 至14日 目に起 る第2回 栓球増 多が認め られ,

第1回 増多 は単な る栓球 の末梢血 中えの動員 による

もので,第2回 の栓球増多 は巨核球 の増加,並 び に巨

核球機能の亢 進に よる ものであ ると言 う.更 に橘46)

によれば赤,白 血球 につ いてでは あるが,一 側腰部

交感神経遮 断後の家兎 に瀉血 を行な い瀉血 後の血液

像を観察 して,第1次 血球動 員に は中枢性血球調節

神経或い は自律 神経の直接支 配 は殆 んど蒙 らな いと

述べてい る.

私 の実験成 績は全て第2回 栓球増 多の影響を蒙 つ

ているが,同 一個体非遮 断側を対照 として いるため,

この非遮断側 との差 に注 目すれば よい.交 感神経遮

断 術後の術側 における出現 巨核球 数の増加,運 動型

巨核球 百分率,突 起形 成型 巨核球 百分率 の増加,更

に脛骨栄 養静脈血 中の栓球数増加 が認め られ,そ の

差は 術 後10日 目前 後に最 大 とな り以 後漸減 した.交

感神経が血 管収縮神経で あ り,こ れを切 除す ると血

管拡張が起 り,流 血量が増加 す ることはBayliss60),

Langley78)以 来,多 くの研究で知 られてい るが,教

室柴田41),永 瀬27)は交感神経遮 断後の骨髄造 血機能

亢進 を骨髄 内血 流促進に基 く細 胞の放 出と遊 出,こ

れに伴 う細胞成熟 と考 え たが,自 験 例にお いて も交

感神経 遮断術後10日 目頃迄の術側骨 髄巨核球機能 の

変化並 びに骨髄栄 養静脈血中の栓球 数の変 化をみ る

に,骨 髄栄 養静脈血 中栓球 数,突 起形成 型巨核球百

分率,運 動 型巨核球百分率 の変化 は5日 目に既に認

め られ,出 現巨核球数(静 止 型 巨核球 を含 む)は5

日目で は左 右に差 な く10日 目にな り始 めて術 側の増

加が認 め られた ことか ら,交 感 神経遮 断は骨 髄内血

管の拡張,更 に流血量の増加 を惹起 して栄 養静脈血

中への栓球の放 出又は遊 出を来 し,次 いで 突起形成

型 巨核球百分率 の増加に よる栓球 生成能の亢 進,運

動型 巨核球 百分率 の増加に よる骨 髄巨核球機能 の亢

進 を来 し,引 いて は出現 巨核球 数の増加を 誘起 した

と推論 するのが妥 当と考 え られ,又 この変 化が一過

性変化 であ ることか ら,骨 髄の交感 神経性 調節にお

いて骨髄血 管に注 目 した柴 田410,永 瀬270の考 えに同

調 したい.

中島30)は骨髄血管 は血 管収縮 神経(交 感神経)と

血管拡張神経(副 交感 神経)と の二 重支配を受 けて

お り,そ のTonusは 前 者の方が 強い と述べ,沖 中

37)は脊髄 後根刺激 によ り著明 に刺激 側に多 いのは栓

球 で,次 いで網赤血球,桿 状好 中球 であ ると し,脊

髄副交感 神経 は骨髄 か らの有形成分 出動に対 して促

進的 に作用 す ると述べ たが,こ の血 管拡張神経 であ

る副交感神 経を遮 断 した場合,交 感 神経のTonusは

更に強 ま り,血 管 は収縮 し,流 血量 は減少 して栓球

の放 出又 は遊出は抑制 され るで あろ うことは容易 に

想像 され,こ の結果二次 的に骨髄細 胞の生成機能 を

低下せ しめ るとす る石 田14)の考 えはよ く首肯 出来 る.

自験 例について みるに,術 後3日 目で既 に骨髄栄

養静脈血 中の栓球 数は副交感神経遮 断側 に明 らか な

減少が 認め られ,こ の差 は術 後10日 目に最 大 とな り,

以後 漸減 してい る.し か し,触 手状突起 を形成 して

栓球 を分離す る突起 形成型 巨核 球百分率 は術 後3日

目及 び5日 目には逆に遮 断側 の増加が 認め られ, 10
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日目に始 めて遮断側の減少 を来 した.こ の現 象は副

交 感神経遮 断が骨髄内血管 を収縮 し,流 血量 を減少

して,栓 球 の放 出又 は遊出を抑制 し,ために骨髄栄 養

静 脈血中の栓球 数が減少 し,更 に骨 髄内血管 中の栓

球貯 留は突起形成型 巨核球 機能を抑制 し,骨 髄 巨核

球機能 の抑制を惹起 して, 10日 目以 後にみ られ る遮

断側 の突起 形成型 巨核球百分 率の低下に起 因 した と

説明 したい.し か し,ここにおいて,血 管作用 のみに

注 目 して いたのでは説明 し難 い問題があ る.即 ち,出

現 巨核球 数にみ られ る変化で ある.栄 養静脈血 中の

栓 球数,突 起形成 型巨核球百分率,運 動型 巨核球 百

分 率にみ る変化 は術後10日 目か ら15日 目に最大 とな

つ てい るの に反 して,出 現 巨核球 数は早 くも術 後5

日目に左 右差 は最 大とな り,数 的 に も遮 断側は対 照

側 に比 較 して約半数 に減少 してい る.こ の成績を骨

髄 内血管の収縮に基 く栓球 の放出又 は遊 出の抑制 に

よる出現 巨核球数 の減少 と説明す るには少 し難が あ

る様 である.こ こにおい て,副 交感神経 は骨 髄内血

管 に作用 して巨核球機能 を亢進 し,出 現 巨核球 数を

増加せ しめ るのみな らず,骨 髄実質 に も直 接的に作

用 して栓球 系細胞生成 に対 し,何 らかの影 響を及ぼ

してい ると推 論 したい.即 ち,副 交 感神経が骨 髄巨

核球生成 に直接 的に影響力を もち,更 に 巨核球 生成

に対 して促進 的に作用 してい ると考 えれば,こ れを

遮断す ることによ り比 較的早期 に遮 断側の 出現 巨核

球 数の減少をみ たと して も十分 に説明 し得 るで あろ

う.

第6章　 結 論

私は犬の腰部交感神経索切除後,並 びに腰仙部脊

髄後根或いは後根神経節切断剔出後一定の期間を置

いて大腿骨骨髄を培養して骨髄巨核球機能を観察し,

更に同様施術後の脛骨栄養静脈血中の栓球数の変化

を観察してその結果を検討し,次 の結論を得た.

1. 交感神経遮断は遮断側の脛骨栄養静脈血中の

栓球増多を来し,骨髄内では触手状突起を形成し,

栓球を分離する突起形成型巨核球百分率の増加,更

には出現巨核球数の増加をみた.こ の変化は一過性

である.

以上から交感神経遮断の骨髄巨核球機能に対する

影響は骨髄内栓球の放出又は遊出の促進による骨髄

巨核球機能亢進であると考える.

2. 副交感神経遮断は比較的早期に著明な出現巨

核球数の減少を認めた.骨 髄栄養静脈血中の栓球も

早期から減少した.突 起形成型巨核球百分率,運 動

型巨核球百分率は術後早い時期には遮断側の軽度増

加乃至殆んど差なく,後 に減少をみた.こ れらの変

化は全て一過性に経過した.

以上から副交感神経遮断の骨髄巨核球機能に対す

る影響は骨髄内栓球の放出又は遊出の抑制による骨

髄巨核球機能の低下にあると考えられるが,同 時に

出現巨核球数の比較的早期の著明な減少傾向よりし

て,骨 髄巨核球生成に対して副交感神経が直接的に

何らかの可成り強い影響力をもつことが推測される.

終りに御懇篤な御指導と御校閲を賜つた恩師平木

教授,角 南講師並びに手術方法について御指導を賜

つた岡山労災病院内科部長柴田完博士に対して深謝

致します.

(なお本論文の要旨は第23回日本血液学会総会に

おいて発表した)

(文献後掲)
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Studies on the Autonomic Nerve Control of the Function of 

Megakaryocytes.

Part ‡T. Influences of Sympathectomy or Parasympathectomy 

on the Function of Megakaryocytes.

By

Hajime HIMEI

Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

The function of megakaryocytes in femur bone marrow of dog after left side 
lumbar sympathectomy or left side parasympathectomy, sectioning the posterior roots 
of fifth, sixth and seventh lumbar spinal cord as well as the first sacral segment, was 
observed by means of clinical bone marrow tissue culture. And also observed the 
change of platelet counts in nutrient vessel of tibia after these operations, comparing 
with those on the another right side as control. The results are as follows. 

1) In the cases of sympathectomy, megakaryocyte functions (number of mega
karyocytes in growth zone, percentages of moving type of megakaryocyte and tentacle 
formation type for platelet formation) on bone marrow tissue culture was accelerated. 
And the platelet counts in nutrient vessel of tibia was increased on the sympathetico
mized side. The maxima of these changes were showed on around 10th day after 
the operation, then these changes had been disapeared until 60th day.

2) Megakaryocyte function on the parasympatheticomized cases was diminished. 
And also the platelet counts in nutrient vessel of tibia was decreased on the para

sympatheticomized side. The maxima of these changes were on around 10th day. But 
the change of number of megakaryocytes in growth zone was maximum on 5th day 
after the operation.

These results should be presumed that sympathetic denervation introduce increase 
of blood flow in the bone marrow and parasympathetic denervation introduce decrease 

of blood flow in the bone marrow, then secondarily lead up to increase or decrease 
the function of megakaryocytes. Futhermore, it may be thought that parasympatics 

influences some direct effect for the function of megakaryocytes in bone marrow.


