
岡 山 医 学 会 雑 誌

第72巻2号(783号)

昭 和35年1月30日 発 行

616. 411.-007. 615: 612. 453

所謂バ ンチ氏病における副腎皮質機能に関する研究

第1編

患 者 に お け る 副 腎 皮 質 機 能

岡山大学医学部平木内科教室(主 任:平 木 潔教授)

大 林 幸

〔昭和34年9月30日 受稿〕

内 容 目 次

第1章　 緒 言

第2章　 実験対象並びに実験方法

第3章　 実験成績

第1節　 基礎代謝率

第2節　 血清電解質

第3節　 Robiason-Power-Kepler水 試験

第4節　 インシュ リン感性試験

第5節　 尿 中17-KS並 びにChemocorticoids

排泄量

第6節　 gel ACTH負 荷試験

第7節　 摘脾前後 における皮質機能変化

第4章　 総括並びに考按

第5章　 結 語

第1章　 緒 言

1894年Banti51)が 巨脾症兼肝硬変な る一疾患を発

表 し,臨 床的には初期に貧 血並 びに脾腫 が認め られ,

漸次腹水を伴つて死亡す る一つの独立疾 患と して記

載している.而 して病理組織学 的特色 としては脾濾

胞のFibroadenieが 挙げ られてい る.以 来類似症状

を呈す る疾患はBanti氏 病 と して比較的無批判 に取

扱われて来た.然 し漸次本症 に対す る諸家の批判的

見解が発表 されるに及びその病態生理 も明 らか にさ

れつつあるが,今 もなお研究者の間で多々論議 さる

べき諸点 を有 してお り,又 未だ統一され た概念に達

していない ようであ る.

本症の病因 としては,諸 家によ り種 々の報告 があ

り,即 ち先天性梅 毒,慢 性マ ラ リヤ,先 天性臍静脈

開在等が挙 げ られてい る.

近年に至 り門脈血流障碍と脾腫との関係が注 目さ

れ, portal congestion127)乃 至 はportal hyperten

sion144)と呼ばれ るものの うち,肝 外に原 因 を有す

ものの大部分が所謂バ ンチ氏病であるとされている.

 Rosselot145)は本症の凡てに門脈圧亢進を認めている.

更に本症 におけ る貧血は脾に於 ける骨髄 造血抑制作

用の異常亢進104) 133)(Hypersplenism)に 起因す るも

の と考 え られており,事 実摘脾により大多数が正常

に復す ることは周知の通 りであ る.

我国に於て友田 ら22)は多数の所謂バ ンチ氏病 につ

いて広 範な研 究を行い,本 症患者血清並びに脾水浸

液中に動物に貧血を起 させる物質の存在す ることに

重点をおき,本 症 に脾性中毒症なる名称を用いてい

る.当 教室に於て も小林11)は本症患者脾エキス或は
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血清 を家兎 に注射 し著明な貧血を来 す ことを認 め,

更 にその成 因を造血機能及 び鉄代謝の面 より追及 し,

脾毒性因子 の催貧血作用は直接骨髄機能 抑制と共 に

鉄代 謝障碍 も関与 してい るものと結論 してい る.

友 田22)の 提称す る脾性 中毒症 はバ ンチ氏 症 候 群

を呈 する ものの うち,脾 臓毒を有す るものを分離独

立せ しめたものを指 してい るが,私 が取扱つた所謂

バ ンチ氏病 も総 て血清或は脾エキス中に催貧血性因

子乃至血清鉄減少性因子を有す るものであり,本 質

的 には一致す るものと考 え られ る.

さて所謂バ ンチ氏病貧血の原 因 は 友田22)ら によ

り脾毒性因子によ るもの であ り,又 教 室小 林11)に

より更に鉄代謝障碍 の加 わることが明 かにされ たが,

な おhypersplenismの 成因,或 は産生 される毒性

因子の由来 に関 しては未 だ不明の段階 であ ると云 わ

ねばな らない.

茲 に於て造血機能 に密接な る関係を有す る内分泌

機能 の追求 により,本 症解明の有力な手掛 りを得る

可能性が 当然期待 され,特 に近年劃期 的飛躍を遂 げ

つ つある脳下垂体-副 腎皮質系機能 とこれに対 応す

る造血機能 との関聯性は重要な る課題 と して着々新

知見が得 られつつあ る.従 つて所謂バ ンチ氏病 にお

ける脳下垂体副腎皮質系機能の糺 明は本症の本態探

索に枢要 な意義を有す るもの と考え られ る.

元 来脾臓 自身が内分泌機能に関係す ると考え られ

る多 くの事 実が報告 され てい る.即 ち,慢 性脾腫患

者に於ける摘脾 によつて妊娠及び生理機能に良好な

影響が認め られた こと45),脾 腫 並びに発育障碍 を伴

つた症例で摘脾 により回復 を見た こと41) 89),又 動物

実験で摘脾により尿中プ ロラン排泄増加 を来す こと

等が報告 されてい る147).更にTeodri40)は 下垂体前

葉の脾機能阻碍作用を認め,増 田27)は 下 垂体移植

により脾腫 の縮少 と血液像の回復を報告 してい る.

脾臓の骨髄造血機能に対す る体 液 性 因 子 の存在 は

1925年Frank91)の"Splenopatiaehe Markhemmung"

説の提唱以来諸家の認め る所であり,更にBock58)の

実験は有力 な根拠を与え るものである.こ の際,か

か る体液性因子を一種の ホルモ ンと考え るな らば,

脾臓 も1個 の内分泌器官 と見做 され, hyperapleniam

な るものが副腎皮質にお けるhyperadrenocortisism

と同様な語義を有 して来 ることになるが,未 だ仮想

の域を出ない段階である.

さて本症患者が女子に多 く,而 も青壮年期に好発

す る傾向 のあ ることは周知の ことであ り,こ こに性

腺機能 との何等かの関聯性が想定 され,更 に高位調

節器官であ る脳下垂体前葉機能が注 目される訳であ

り,又 後者はそれ自体造血機能 にも関係 している.

脳下垂体剔出(垂 剔)が 動物 に貧血を惹起するこ

とは古 くより認 め られている事実であり,又 その際

骨髄は低形成を示す ことがEvans87) 170)らにより指

摘 され,諸 家 の賛同を得ており14) 126) 189) 172),更に原

因として骨髄脂肪変性 を強調 する者 もあ る75) 97) 125)

 126). Evans87)に よれば垂剔貧血 はACTH投 与紀よ

り改善がみ られ,副 腎を摘 出して も同様にACTHの

効果のあ ることを認め,こ れはACTHの 中に副腎

を介 さず一次 的に骨髄 に作 用す る物質があると考え

た. Van Dyke67) 169)らは垂剔白鼠に或は正常白鼠に

おいて も脳下垂体を喰わせることが赤血球増加を招

来 するこ と を 認 め て お り,更 にVan Dyke及 び

Evans170)ら は最 近脳下垂体前葉 より造 血 ホルモン

を抽出 したとの報告を行つて いる.

又動物の副腎摘 出が貧血を招 くことも多数の報告

があ り枚挙に遑 がない.こ の際の骨髄は実質細胞の

成熟抑制像が認め られ14),為 に成熟細胞の減少,前

骨髄球 の増加が認め られ る96)と 云 わ れている.か

か る所見 は前述Evansの 見解以外に脳 下垂体の副

腎を介す る造血機能へ の関与 のあることを証明する

処であり,事 実Gordon96)は 垂剔貧血にCortisonを

投与 し骨髄像 の改 善 を 認 めて い る.臨 床 的に も

Cuahing氏 病 で赤血球増多症を来 し, Addison氏 病

で貧血 がみ られ ることが広 く認め られている.

更 に興味あることは前述せ る如 く,所 謂バンチ氏

病は女性 に頻度 が高い ことであ り,而 も女性ホルモ

ンであるEstrogenに は催貧血作用のあることが考

え られてい る64) 68) 71) 173).他方男性ホルモンが抗貧

血的に作用す ることも認め られており14) 60) 68) 72) 76),

又 動物の去勢により雄では貧血 を来 し14) 46) 124) 169),

雌 では赤血球増加を呈する14)と いわれ ている.更

に佐伯14)は 正常 白鼠,垂 剔白鼠につい て夫々性腺

摘 出及び性 ホルモ ンの投与を行 つた結 果,性 ホルモ

ンには脳下垂体を介 さない骨髄への直接作用がある

ようで あると述べてい る.

その他甲状腺並 びにThyroxinと 造血機能との関

係 について も多数の報告があり49) 88) 163) 177),更に生

長 ホルモ ンと垂 剔貧血に関 して も研究報告がなされ

ている93).

造血機 能と内分泌機 能の関係は以上述べて来た如

く誠に密接な関係を有 してい るが,一 方内分泌腺相

互 の相関関係は甚だ微 妙な機構を有 しているため,

その全貌 を把握す ることは極めて困難である.然し
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生体に於 ける血球調節機 構は 内部環境維持の一環 と

して,と れ ら体液性因子の重大なる影響を受けてい

ることは間違いのない処であ り,各 種血液疾 患にお

けるこの方面の研究はゆ るがせ に出来ない ものであ

る.

近年Selye156) 156) 157)により脳下垂体副腎皮 質を主

軸 とす る生体防衛機構 に関す る学説が華々 し く登場

し,汎 適応症候群並びに適応疾 患な る概念が確立 さ

れるとともに,明 快な る理論 と詳細な研 究により,

脳下垂体並びに副腎皮質の生体反応,内 部環境維持

に対する枢要性 が強調 されている.

以来脳下垂体前葉 ホルモン,副 腎皮質ホルモンの

研究報告は一層活溌 に行われ るようにな り,臨 床的

にもその適応範囲 は各方面に及 ぶと共に当然種 々の

血液疾患にも使 用され多数の報告が見受け られ る.

然 し所謂バ ンチ氏病に 離 す る之 等 ホルモ ンの使用

例は意外 にも見 当 らな い が,著 者 は本 症 数 例 に

Cortisenを 使用 し著明な白血球 数の好転を認 めたこ

とがある.

何れに して も,本 症 と脳下垂体前葉一副腎皮質系

との関聯は早急 に探索 すべき課題であ るに も拘わ ら

ず,未 だかかる報告に接 していない,既 に当教室に

おいて黒住8)は 再生不良性貧血 と副腎皮質 との関係

を臨床的,実 験的に多方面 より観 察 し,山 本44)は本

態性萎黄貧血 に於 ける脳下垂体副腎皮質機能を系統

的に追求 し,夫 々多 くの新知見 を発表 している.私

は更に所謂バ ンチ氏病に於ける副腎皮質機能を検索

し,幾 多興味ある結果を得 たので此処に報告す る次

第であ る.而 して本編において は本症患者の皮質機

能を探索 し,そ のうち数例 については摘脾前後 につ

いて検討した.更 に第2編 においては動物実験につ

いて記載す ることとす る.

第2章　 実験対象並びに実験方法

1.実 験対象

当科EL入 院 した所謂バ ンチ氏病患者35例 について

実施した.凡 て脾腫,血 清鉄減少,貧 血を有 し,入

院時赤血球数は187～447万,血 色素量は33～86%で

あり,更 に之等患者血清を家兎 に注射 した場合貧血

の招来着 しくは血清鉄の減少を認め得 た症例である.

血清ワ氏反応は総 て陰性であ り, 35症 例中女子29例

で83%を 占め,年 令 は16～58才 であつた.本 編 の各

種検査は入院後可及的速に,摘 脾後の検査は術後30

日以後に施行 した.

2.実 験方法

1)基 礎 代 謝率 測 定

Knipping氏 法 に よ り実 施 した.

2)血 清電 解質

早 朝 空腹 時 に採 血 し, Cl, Na, K, P, Ca等 を 測

定 し, Na/K値 を併 せ て求 め た.値 は総 てmiliequi

valent per liter(meq/L)で 現 わ した. Pに つ い て

は血 清 中 の存 在 状 態 がHPO4″:HZPO4´=8:2の 割

合で あ るので(mg/dl×10÷31×1.8)と して計 算 し

た.測 定法 はCl, Ca, Pは 斉 藤12)の 方 法 に よ り,

 Na, Kは 柴 田16)の 方 法 によ つ た.

3) Robineon-Power-Kepler水 試験

前 日減塩食 を摂 らしめ,午 後6時 以後飲食を禁止

し,午 後10時 半よ り翌日7時 半 まで蓄尿せ しめ これ

を夜間尿とす る.午 前7時 半最後の放尿直後3cc採

血を行つた後,体 重per kg 20ccの 水を45分 以内

に強制摂 取せ しめ,午 前8時 半 より牛後0時 半まで

1時 間毎 に4回 蓄尿 し各々昼 間部分尿とす る.各 部

分尿のいづれかが夜間尿より多い場 合が第1操 作陰

性 とし,い づれ もが夜間尿 より少い場合陽性 と して

次の操作,即 ちRobiason indeaを 求 めた.即 ち夜

間尿中及 び血清中Cl並 びに尿素を夫々測定 し,次

式によりindexを 求 めた.而 してindexが30以 上

の場合は陰性, 30以 下の場 合は陽性 とした.

index=
夜間尿中尿素(mg/dl)/

血清中尿素(mg/dl)
×

血 清 中Cl(mg/dl)

/夜間尿 中Cl(mg/dl)
×

最高部分尿量(cc)/

夜 間 尿 量(cc)

尿 素 定 量法 は　 ① 血 清 又 は20倍 稀 釈 尿0.1ccを 試

験 管 に と り,蒸 溜 水1.5cc及 び10g/dl CCl3COOH溶

液1.4ccを 加 え て濾 過 し,そ の1.0ccを 褐 色 試 験 管

に と り,又 同時 に 標準 液(10/3mg/dl尿 素 溶 液)

を 各 々0.1, 0.3, 0.5cc宛 試験 管に と り,蒸 溜 水を

注 加 して全 量1.0ccと す る, ② 前記濾 液 及 び各 標 準

液 にDiacetylmonoxime溶 液(Diacetylmonoxime

 1.0gを5% CH3COOH溶 液100ccに 溶 解)1.0cc

と酸化 媒(60%過 塩 素 酸 溶 液1容+濃 塩 酸4容)

1.5ccを 加 え,更 に蒸 溜水1.5ccを 注 加 し,よ く混

和 して コル ク栓 を し沸水 中 につ け る. ③30分 間 加 熱

して と りだ し流 水 中 で 冷却 後,直 ち に光 電比 色 計 で

波長478mμ を用 い て吸 光 度 を測 定 し,標 準 液 を夫

々10, 30, 50mg/dlと して 試 量 の 尿 素 含 有 量 を計

算 した.

4)イ ンシ ュ リン感 性 試 験

Radoalavの 変 法 で あ る葛 谷7)の 方 法 に よ り行 つ

た.即 ち前 日夕食 後 よ り凡 て の飲 食 を 禁 じ,早 朝 空
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腹時 に採 血後インシュ リンper kg 0.1単 位を静注

し,注 射後90分 まで10分 間隔で採 血を行 い,夫 々に

ついて血糖値を測定 した.血 糖 定 量 はHagedorn-

Jensen氏 法 によつた.而 してイ ンシュ リン静 注 後

血糖値の最大下降量,最 低値 に到達す るまでの時間,

インシュ リン感性指数(最 大下降量を最低値 に達す

る時間で 除 した数値),恢 復時間(前 値 の15%以 内に

達す る時 間),恢 復度(最 低下降量を恢 復 時 間で除

した数値)等 を調べた.

5)尿 中17-Ketoeteroids(17-KS)

24時 間尿 を蓄尿 し,そ の20ccを とつて三宅37)の

方 法によりZimmermann反 応を施行 した.

6)尿 中遊離Chemocorticolds(Ch. C.)

24時 間尿 を集尿 し,そ の50ccを とつて中尾,相 沢

氏法1) 23)を 行つ た.

7) gel ACTH負 荷試験

24時 間尿を集尿 した後, Armour社 製H. P. ACTH

 AR gelを20 I. U.臀 部に筋注 し,注 射前後の循環

好酸球数を検 し,更 に当日並びに翌 日の24時 間尿を

集尿 し,夫 々尿 について17-KS, Ch. C.の24時 間排

泄量を測定 した.好 酸球 数は注射後6時 間及び8時

間目に算定 し,減 少率の大 なる方を とつ た.好 酸球

数算定 にはHinklemmann氏 液にて稀釈 し,同 一試

量を4回 計算 して平 均を求めた.

第3章　 実 験 成 績

第1節　 基礎代謝率

第1表 に示す如 く25例について行つ た結果, 35例

中22例, 88%が(+)を 示 し,(-)を 示 したのは

僅 かに3例 であつ た.こ れをま とめると第2表 にみ

る如 く亢進(+20%以 上)を 示す もの5例 で24%,

軽度亢進(+10%以 上)を 示す もの11例 で44%,正

常(±10%以 内)に ある もの8例 で32%で あつ た.

之に反 し軽度減退(-10%以 下)の を示 した ものは

1例 で4%に 過 ぎなかつ た.

第2節　 血清電解質

第3表 に示す如 く所謂バ ンチ氏病では血清Na,

 K, Cl, Caの4者 に減少 を認めたが,燐 のみに増加

を認めた.各 々の平均値の正常平均値に対 する増減

率 はNa: -7%, K: -14%, Cl: -10%, Ca: -

11%, P: +21%で あつた. Na, K共 に減少を認め

たがNa/K値 は増加 し, +8%を 示 した.而 してK

の 中等度減少及 びPの 著増が注 目された.な お健 康

人対 象は50例 について実施 した.

第1表　 基 礎 代 謝 率

第2表

第3節　 Robineon-Power-Kepler水 試験

第4表 に示す如 く第1操 作で13例 中7例 に陽性を

認めた,各 々の陽性例 についてのRobinson indexは

7例 中6例 が30以 下,即 ち陽性を呈 した.健 康人で

は4例 総 て第1操 作は陰性であ り, Robinson index

も非常 に高 かつた.

第4節　 インシュリン感性試験

第5表 にみる如 く,所 謂バ ンチ氏病患者は空腹時

血糖値は高い レベル にあり,下 降絶対量は健康人に
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第3表　 血 清 電 解 質 較べて大差を認めないが,最 低値に達す る時間が遙

かに延長 してい るため,感 性指数は低下 している.

又同時 に恢復時間の著明な引延が認め られ,従 つて

恢復度の低下が認め られた,概 して インシュリンに

対す る反応が何 れの面よりみて も鈍い ようで あつた.

第5節　 尿中総17-KS, Ch. C.排 泄 量

所謂バ ンチ氏病における排泄量(mg/day)を 第6

表 に示 し,健 康人との比較を第1図 に示 した,即 ち

17-KSは 明かに顕著な低下を認め,之 に反 しCh. C.

は軽度の増加を示 した.

第6節　 gel ACTH負 荷試験(第7表)

1)好 酸球数

所謂バ ンチ氏病患者では-50%を 超 すものは8例

中4例 であり,然 も全例-60%以 内で あつて平均値

は-43.1%で あつた.健 康人 は全例-55%以 上の減

少を示 し平均値は-69.2%で あつた.

2) 17-KS排 泄量

8例 中7例 が増加を示 し,そ の中5例 が1日 目,

 2日 目共 に増加を示 している.健 康人は7例 総て両

日共増加 を示 してい る.

3) Ch. C.排 泄量

所謂バ ンチ氏病患者では8例 中4例 が1日 目或 は

第4表　 Robinaon-Power-Kepler水 試 験
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第5表　 イ ン シ ュ リ ン 感 性 試 験

第6表　 尿 中総17-KS並 に 遊 離Ch. C.

 (mg/day)

第1図
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第7表　 gel-ACTH負 荷 試 験(20mg)

2日 目の何れかで増加 しているが,他 の4例 は不変

(1例)か,何 れ も減少を示 してい る.健 康 人 では

7例 中1例 を除 いて他の6例 は全部何れかで増加を

認めた.

第7節　 摘脾前後 にお ける皮質機能変化

1.基 礎代謝率

第8表 に示す如 く摘脾後5例 中4例 に増加が認め

られ,然 も摘脾後 のBMRは+10%以 上の有意の亢

進を示 している,摘 脾前 において も本症患者 は亢進

例が多数であり而 も摘脾即 ち治療後にもかか る同一

方向の変化 を呈 したことは奇異 に感 じられた.

2.イ ンシュリン感性試験(第9表)

第8表　 摘脾前後の基礎代謝率

摘脾により4例 中1例 に於て著明な空腹時血糖の

低下,即 ち正常化が認め られたが,下 降絶対 量は著

明 に少 くなつてい る.然 し最低値に達す る時間 も著

明に短縮 され正常値への接近 を示 し,従 つて感性指

数は殆んど変化を示 さず,更 に恢復時間の短縮,恢

復度の上昇等が認め られた.以 上即ち,下 降絶対量

を除 き他の凡てが健康人の反応様式へと移行 してい

る.第2図 は血糖量の変動を示 した ものであるが,

第2図　 摘脾前後 のインシュ リン感性試験

個々の平均値で あるので第9表 と必ず しも一致 しな

いが,下 降状態の変化をよ く表 しているものと考え

る.
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第9表　 摘 脾 前 後 の イ ン シ ュ リ ン 感 性 試 験

第10表　 摘 脾 前 後のgel-ACTH負 荷 試 験(20mg)

3. gel ACTH負 荷試験(第10表)

1)好 酸球数

摘脾前後に於いて減少率増加せ るものと低下 せる

もの は各 々2例 で,平 向値で は摘脾後が僅 かに増加

してい るよ うであ るが有意 の差 とは言い難い.

2)17-KS, Ch. C.

17-KSは 術前 の症例中にACTH注 射 により極度

に増加せ る1例 を含み,又Ch. C.に おいて も同様

に術後高度 の増加を来 した1例 があ るため,平 均値

において摘 脾前後 に差があ る如 くみ られ るが,実 際

には有意の変化を認め得なかつた.

第4章　 総括並びに考按

所謂バ ンチ氏 病(以 下バ民病 と略す)に 於ては貧

血 と共 に脾腫がその特徴であり,他 の血液諸疾患に

も往々脾腫のみ られることがあるが寧 ろ軽度であり,

摘脾によりその大多数に好転がみ られることは本症

の特 有な所見で ある.

更 にバ氏病には多かれ少かれ肝機能障碍を伴い,

それが催貧血性物質 と同一の脾臓毒に起因するかど

うかは別 として肝機能の多相性に鑑み,全 身の代謝

異常を招来 することは明かであ る,而 して小林11)は

本症患者血清或 は脾エキスで骨髄灌流実験を行い,
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骨髄 スペ レの像を認めており,確 かに貧血の成田 と

して骨髄に対す る脾毒性因子の直接作用の存在 は否

定出来ない処であ るが,更 に同 じく小林の指摘する

如 く血清鉄,臓 器鉄 の動 き,そ れに関与す る網内系

機能の影響 も重要 な意義を有 している.

垂剔貧血におけ る原因がEvans170)の 言 う骨髄機

能に直接影響を与 えるとす る説 の他,生 体の代謝失

調にもよることはCrafts72) 75) 76) 126) 169)等の詳細な研

究により立証 された処で あるが,脳 下垂体が多 くの

内分泌腺をtarget organと して支配 して い るか ら

には蓋 し当然 と考え られる.

バ氏病における造 血機能低下を繞つて,脾 及び脳

下垂体の骨髄 直接作用,更 に脾の催肝障碍作用 によ

る代謝異常に加 うるに諸種内分泌腺相互 の脳下垂体

を中心とする生体諸代謝平衡調節の変調,或 は鉄代

謝,網 内系機能等 々多彩な興味あ る問題が提起 され

て来る.

なお又鉄代謝,網 内系機能 に脳下垂体 の関与する

ことも知 られてお り,種 々の研 究報告 がなされてい

る63) 70) 126).

扨てhypereplenismの 成 因はさておき,之 が肝及

び骨髄に障碍的に作用す る過程に脳下垂体の仲介 が

あるとは考 え難いが, hypereplenism以 前或は以後

において強力な影響 を及ぼ してい るで あろうことは

容易に想定され,何 らかの方向へ修飾 してい るもの

と考え られる.

さて此処において脳下垂体前 葉機能を最 も適切 に

代表する副腎皮質機能の追求は甚だ興味 ある問題 と

言えよ う.

1.基 礎代謝率

脳下垂体機能障碍に際 して往 々基礎代謝の低下 を

来すことは知 られて おり,同 時 に副腎皮質機能低下

のみられ ることが多い.

然 し甲状腺機能 と副腎皮質ホルモ ンとは拮抗 作用

のあることも認め られ て お り47) 103) 129) 136) 178),恐 ら

く脳下垂体を中心 とす る内分泌相関関係に由来す る

ものと解 され る.

他方造血機能は甲状腺摘出で低下が認め られ68),

更にAxelrad49)は 甲状腺機能亢進並びに低 下症で夫

々骨髄の過形成並 びに低 形成を報 告 しており,又 粘

液水腫で貧血を伴 うことはよ く知 られていることで

ある.か か る点は副腎皮 質とよ く一致 した関係を有

している.然 し貧血に際 しては逆 に基礎代謝亢進 を

来すとの報告30)も ある.

私はバ氏病25例 を検 した ところ16例(64%)が 亢

進或は軽度亢進を示 し,低 下 を示 した もの僅かに1

例に過 ぎず明かに基礎代謝率亢進が認め られ た.而

して この結果を直ちに甲状腺機能亢進ひいては脳下

垂体機能亢進に求 めることは困難であ ると考えるが,

更に他の所見 と併せて その考察 は後にゆづ りたい.

2.血 清電解質

生体電解質代謝を規制,調 節す る因子は甚だ多 く,

体液性因子 としては脳下垂体前葉並びに後葉ホルモ

ン,副 腎皮質ホルモン等が挙げ られて いる.そ れ等

のなかで最 も強 力な作用を有す るものは皮質球状帯

より分泌 され るMineralcorticoidsで あり,更 に脳

下垂体後葉 ホルモンであるADHが 水代謝を介 して

塩類代謝 に大 きな影響を及ぼ しているものとされて

い る.

一方ACTH並 び に皮 質 束状 層 よ り分 泌 さ れ る

Glucocorticoids等 も同代 謝 に可 成 りの影 響 を与 え る

こと が知 られ て い る105) 162) 165).

一般 に脳 下 垂体 剔 出及 び副 腎摘 出が 血清Na , Clの

減 少, Kの 増 加 を来 す と言 わ れて い る52) 62) 102) 118) 148). 

Addison氏 病 に おい て血 清Na, Clの 減 少が 認 め ら

れ る こ とは 周知 の ことで あ るが,同 時 にAGTH或

はCortison投 与 で よ く防止 され 得 る こ と も知 られ

て い る.

又血清P, Ca代 謝 も脳下垂体,副 腎皮質機能の影

響 を受 けており,垂 剔によ りPの 減少10) 48) 108) 111),

 Caの 増加が認め られ108),前 葉粗 エキス投与で夫 々

正常に復す るとされてい る.而 してP, Ca代 謝には

前葉 ホルモンであるSTHが 強力な影響を与え,即

ちSTH投 与 によ りPは 増加 し6) 116),血清Caは 骨

発育促 進の結果当然減少するとされてい る.然 るに

松 田31) 32), Mill128)ら はACTH, Cortison, Hydro

cortison投与で血清P減 少を認め,更に松田はACTH,

 Cortison投 与で血清Ca増 加を報告 してい る. ACTH,

 Cortison投 与における血清Na, Cl並 びにK代 謝に

及ぼす影響は人 により報告が一致 していないが,現

今では一般に生体 の状態により異 つた方向に作用す

るものと考え られてい るが150),何れ に して も脳下

垂体一 副腎皮質系の機 能亢進時にはNa, Clの 増加,

 Kの 減少を示す ことは諸家の一致 した見解である.

又前述 の如 く皮質機能亢進に際 しては血清P減 少,

 Ca増 加が認め られているが,但 し下垂体機能亢進

時にはSTHの 効果に妨げられて夫 々逆 の結果が得

られるものと考え られる.

さてバ 氏病における成績によると血清Na, Cl, Ca

の軽度の減少, Pの 増加 を示 したことは機能低下と
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して解 され る.然 しKに つ いては中等度 の減少を認

め,従 つてNa/K値 の増加を来 して いる.元 来K代

謝はNa代 謝 に伴 う二次的な変化である と共に細胞

内外 におけるKの 様相を考慮する必要があ る.而 し

て本症に於け るNa/K値 の増加 はNaの 増加で はな

く独 りKの 減少のみ によるもので ある点が特異 的で

ある.

3. Robinson-Power-Kepler水 試験

上記電解質代謝は水代謝を除外 して論 じ得ないの

は当然で あるが,両 者 の調節機構 は必ず しも一元 的

ではな く,内 分泌 腺相互について も一代謝に関 し拮

抗作用のみ られ るもの或 は協調的に働 くものあ り,

更に無関係 に己れの効果表現のみに終始 している も

の もあ る.然 し概 して水電解質代謝 は間脳,下 垂体,

副腎の相互調節を受 けているようであるが,更 に一

次 的腎機能が関与す ることは論を俟たない.別 に腎

機能 に対す るACTH, ADH, Cortison等 の作用は

諸家 によ り多数の報告があるが,皮 質機能不全にお

ける水利尿低下はADH非 活性化によ る55) 56)糸 毬

体 濾過率低下に起 因す るものと考 え られ て い る.

 Robinson141)ら は皮質不全時 にみ られる かかる水利

尿遅 延と血清Cl減 少,尿 素増加等を組 合せてAddison

氏病診断に資す る一つの公式を提唱 した.

本症の成績では第1操 作にお い て13例 中7例 即

ち過半数が陽性を示 し,然 もそ の う ち更 に6例 が

Robinson indexに おいて も陽性を示 した.即 ち全例

中50%が 第1操 作,第2操 作共 に陽性であつたわけ

で あり,明 かに本試験に関しては皮質機能低下 の傾

向が認め られる.な お本試験対象中一次的腎機能障

碍の認め られた例はなかつ たことを附言 したい.

4.イ ンシ ュリン感性試験

バ氏病における糖代謝は友田22)に よ れ ば多少の

障碍 があるように述べ られているが,未 だ本症の イ

ンシ ュリン投与 による糖代謝の動向に関 してはその

報告 に接 していない.

脳下垂体 ホルモ ン及 び副腎皮 質ホルモ ンが抗 イン

シュ リン的に作用する ことは可成 り古 くか ら知 られ

て おり,従 つて インシ ュリン負荷による糖代謝を調

べ ることによりホルモン平衡,更 に内分泌腺機能を

推定 し得 るわけである.か か る観点 より幾多の人が

インシ ュ リン注射後の糖代謝 の 消 長 を 検討 し17) 92)

 115) 123) 134),それを理論 づけるべ く努力を して来 たが,

表示法が各人各様であ り,実 際の判定 に当つては困

難な ことが多い.我 国では葛谷7)がRadoslavの 変

法 を紹介 して以来,本 法を施行 した報告 が多 く,著

者 もこれに做つた.

本法は インシュ リンにごよる血糖下降状態と回復状

態 とを表示す るもので あるが,こ の二つの作用は現

在別 の意味で理解 されている7).前 者は最大下降量,

並にそれ に到達す るに要する時間が問題なのではな

く7),下 降の割 合即 ち下降速度に重点が置かれてお

り,こ れが感性指 数と してinaulin sensitivityを表

し,即 ちこれに影響を及ぼす因子として脳下垂体系

の関与が重視 されてい る.こ の ことは下降速度がイ

ンシュリンの量によつて は左右 され ず59) 152),更に

ACTH2) 92), STH82)投 与により緩徐 となることによ

り示 されてい る.後 者,即 ち回復作用は低血糖を回

復せ んとす る生体反応 と考え られ,脳 下垂体系機能

とは切離 して考 え られて おり,事 実下降速度との相

関関係は認め られていない7).本 症について考える

に空腹時血糖値は健康人 より高値を示しており,再

生不良性貧血8) 25) 26),鉄 欠乏性貧血44)においても岡

様の傾向 が報告 されてい ることは,貧 血そのものに

起因す るのではないか と考え られ,再 生不良性貧血

が最 も高 く,次 いで本症が位 していることも貧血の

性状か らみて興味深い.

血糖最大下降量は健 康人 と一致 しているが,そ れ

に達す る時間は遙かに延 長 し,従 つて感性指数は著

明 な低下が認め られた.血 糖回復 も顕著な抵抗を示

し,時 間の延長並びに回復度の低下が認められてい

る.

以上の結果 は一見皮質機能亢進の如 く考えられる

が,実 験対象が総て同一傾向を呈 したのではな く正

常反応 を呈 した症例 もあ り,一 概 に決定 し得ないの

みな らず,前 述空腹時血糖上昇 と同様に他の貧血に

おいて も同様な所見 が認め られ ることを考慮すると

8) 44),こ こで も貧血 自体に起 因せ しめる妥当性も生

じて来 る.

なお インシュ リン感性は17-OHCS排 泄量,副 腎

アスコルビン酸及び コレステ ロール含量と平行しな

いとの報 告39) 122)に徴す るに,血 糖調節に対する副

腎皮質の関与 は他の菌子 に覆われて軽度な或は無視

された表現 に終 るのではないかと考えられ, ACTH,

 Cortison大 量投与,更 には高度 の皮質不全の時に有

意に表現 され得るもの と思 われ る.然 し本症におけ

る糖代謝は皮質機能 の消長を反映 しないと雖 も,健

康人 とは明かに異質の ものであることを強調してお

きたい.

5.尿 中17KS並 びにCh. C.排 泄量

副腎皮質機能を論 ず るに 当 り, 17-KS及 び17-
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OHCSの 血清濃度或は尿排泄量の測定は今 や不可欠

のものである.私 は患者尿 中17-KS測 定 と17-OHCS

に換うるにCh. C.の 測定 とを行つた.17-KSは 性

腺由来の物質を含み,男 性 に排泄量の多いことは周

知の事実であ り,著 者の実験対象12例 中10例 までが

女性であつたが,然 しその排泄量は20～59才 の健 康

人女子32例 の平均値 に比 し半分以下 で,著 明な低下

である. Ch. C.は 健康人女子 より約29%の 増加であ

つたが, 17-KSの 減少度 に比 しその増加度 は遙か に

低値である.

17-KSとCb. C.尿 排泄量の関係は肝機 能障碍時

に前者の低下,後 者 の増加が認め られ,こ れは肝 に

おけるStetoids代 謝の異 常 によ るものと考え られ て

いる5) 9) 35) 38) 42) 94) 146) 175).本症 には程度の差 こそあれ

肝機能障碍の存することは言を俟 たないが,恐 らく

Ch. C.は 正常よ り低下 してい るに も拘わ らず見かけ

の増加を示 してい るもの と考え られ,そ の増減率 の

差がよくこれを裏書きするもの といえよう.然 し肝

臓における代謝様相 は今なお不 明の分野多 く,特 に

ホルモン代 謝については未だ しの感あ り,正 確 なる

判定は困難であ るとして も,皮 質 ホルモ ン分泌低下

は肯定 しうるもの と考え られ る.

6. gel ACTH負 荷試験

副腎皮質機能が正常であればACTH投 与は これ を

刺戟鼓舞 して皮質ホルモ ン分泌 を促進 し,循 環好酸

球数を減少せ しめる. 1949年Thorn167)が この現象

を公式化 して以来,皮 質機能検査 において平常行 わ

れるようになつた.そ の後種々改善 され 人 に よ り

ACTH注 射方法がまちま ちであり,筋 注法,静 注法,

点滴静注法等が提 唱されて来 たが,現 在では長期作

用ACTH筋 注法が最 も正確で あるとされている.

更に好酸球減少率 のみな らず17-KS, Corticosteroids

の消長を検す ることによ り比較 的長期に亘る皮質の

反応を観察 し得,更 に検査 時の皮質機能 の実体を把

握し得るものとされてい る.

本症の成績では好酸球減少率 は健康人 に比 し明か

に軽度であり,皮 質予備能 の低下の存することは言

うまでもない.

一方17-KS排 泄量は健康人が注射 後2日 間 に 亘

つて全例増加 して いるのに反 し
,減 少 している例 も

みられ,か つ第1日 目の増加が特徴であ り, 2日 目

は増加の割合が小 さい.健 康人 は第2日 目に増加が

高度であり,バ 氏病 においては皮質の反応時間の短

縮即ち能力の低下が考え られ る.

Ch. C.に ついて も明か に増加 の割合が少 く,平 均

値では第1日 目, 2日 目とも逆 に減少 しており,健

康人に比 し,矢 張 り皮質機能低下 と考え られ る.

7.摘 脾前後における皮質機能

1)基 質代謝率

本症でBAR亢 進例が多数み られ ることを前に述

べたが,摘 脾 によりその殆んどが更に増加 しており,

又血液像 の好転を伴つて いることは貧血 がBMRを

亢進せ しめるとい う説30)に 相反す るものが ある.

脾毒性因子により抑制 されていた脳下垂体の正常化

に伴う生体反応 と結論すれば容易であ るが,根 処を

欠 ぐと共 に摘脾前のBMR亢 進 と矛盾する.そ こで

「本来内分泌臓器の一つ とも考え られる脾のHypers

plenismに より,低 下す るで あろうBMRを 正常に

回復させん とする何等かの有勢な神経体液性因子が,

摘脾により相手 を失つたため,そ の作用が強 く発現

されたのであ る」 と説明を加え ることは聊か強弁に

過 ぎるものとは言え,一 つの面を示唆す るもの とも

云えよう.然 し現在では今後の研究に俟 つのが妥当

であ ると考え られる.

2)イ ンシュ リン感性試験

摘脾後空腹時血糖値 は低下 し健康人に近づいてお

り,その他諸成績 も正常か,或は正常 に近接 している.

独 り最大下降量のみ著明な減少を来 している.摘 脾

前は下降量は正常値であり,そ れ に到達 する時間の

延長が認め られたが,術 後は逆 転 した関係を示 し,

従つて感性指数 は動 きが少 くなつてい る.

かか る現象 に対す る皮質機能 の関与 は前述せ る如

く甚だ論拠の少い処であるが,イ ンシュ リンによる

糖代謝の変化 は摘脾により健 康人 に近 くなつた こと

は確実であ り,裏 か らみれば,本 症の糖代謝は脾臓

の異常機能 に起因が求め られるものと云 うべきであ

ろう.

3) gel ACTS負 荷試験

好酸球数は減少率の増加せ るものと低下せ るもの

と相半 ば し, 17-KS, Ch. C.排 泄量についても前述

せ る如 くACTH注 射前後における値 は摘脾により

明かな変化は得 られていない.詳 細に結果 を観察す

ると幾 らかの推定 は可能であるが,然 し例数が少い

ので差控えたい.

友田22)に よると本症は初期並びに移 行 期に摘脾

を行つ た場合,そ の治癒率は100%に 近 く,先 づ血

液所見次いで肝機能の回復が認め られ ると述べてい

るが,内 分泌学 的観察は徳前,術 後を問わず全然行

つていない.皮 質機能 についても必ずや早晩健康人

に近 き状態に回復するであろうことは想像に難 くな
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い.然 し摘 脾前後の動向につ いては更 に多数例 と長

期に亘 る遠隔成績の検討が望 ましいが,患 者の外科

への転科,術 後の 自覚症状 の消失による安心感,更

に本検査 が時 日を要 す ると共 に煩瑣 なこと等,こ れ

を阻む ものが多い と言 えよう.

第5章　 結 語

所謂バンチ氏病患者における副腎皮質機能 を追求

し次の結果を得た.

1)基 礎代謝率 は亢進 を示す ものが多かつた.

2)血 清電解質はNa, K, Cl, Caの 減少, Pの

著増を認めた. Na/Kは 増加を来 した.

3) Robineon-Power-Kepler水 試験 は 過半数 に

陽性例 をみた.

4)空 腹 時血糖値はやや高 く,イ ンシュ リン感性

試験で感性指数の低下,恢 復 の遅延 が認め られた.

5)尿 中17-KS排 泄 量 は著 明 な低 下を示 し, Ch. C ,

排泄量は軽度の増加 を来 した.

6) gel ACTH注 射によ り皮質予備能の低下を認

めた.

7)摘 脾後基礎代謝率は更 に一層の亢進を示し,

インシュ リン感性試験成績はほぼ正常に復したが,

 gel ACTH負 荷試験 による皮質予備能は変化を認め

難 かつた.

欄筆す るに当 り御懇篤 なる御指導と御校閲を賜わ

つた恩師平木教授に対 し深甚なる謝意を表す.

(本稿の要 旨は第66回 岡山医学会総会並びに第11

回 日本 内科学会中国・四国地方会において発表した)

(参考文献は第2編 末尾に掲載する)

Studies on the Adrenal Cortical Function in So-Called Banti's Disease

Part 1. The Function of Adrenal Cortex of Patients 

with this Disease
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With a view to clarify the cause of so-called Banti's disease the author studied the adrenal 
cortical function in patients with this disease, and obtained the following results.

1. Elevation in the basal metabolic rates can be observed in many cases.
2. As for electrolytes in serum, sodium, potassium, chlorine and calcium are decreased, 

but phosphorus is increased to a high degree, while Na/K ratio is increased.
3. Robinsou Power-Kepler water test is positive in the majority of cases.
4. Blood sugar level in early morning is slightly high, and in the insulin sensitivity 

test, the insulin index has been found to have declined and restoration of lowered blood 
sugar is prolonged.

5. On measuring 17-KS and free chemocorticoids (Ch. C.) excreted in the urine, the 
amount of 17-KS is decreased conspicuously, but Ch. C. is increased slightly.

6. In the gel-ACTH loading test the adrenal cortical reserve function is declined.
7. After splenectomy the rate of the basal metabolism increases still further and the 

insulin sensitivity test yields about the normal values, but the adrenal cortical reserve func
tion as observed by the gel-ACTH loading test does not show any change.

8. From these facts it is possible to assume that there is a decliue in the adrenal cortical 
function in this disease.


