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全編の総括

第1章　 緒 言

所謂バ ンチ氏病(以 下バ氏病 と略す)患 者の副腎

皮質機能 に関 して は前編 において詳述 し,機 能低下

の所見を得た.然 し臨床検査には一定 の制約がある

上,皮 質機能検査は凡て間接的方 法で あり,而 もな

お発展途上にある段階 のため得 られた結果は残念な

が ら未だ推定の域を脱 し得ない.

近年,造 血機能 と内分泌腺との関係が重要視 され

種々研究報告の行 われつつあること,更 に本症 にお

ける副腎皮質機能追求 の重要性等については既 に第

1編で述べて来た.更 に私は本編 において白鼠 に患

者血清を注射 し経 時的,経 日的に皮質機能 を追求 し

て行き,以 つて本疾病 における機能低下の本質 に触

れてみたいと考える.

本症患者血清中に催貧血性因子乃至血清鉄減少性

因子の存す ることは友田物,小 林11)の 述 べ て い る

如 く確実であり,本 編で使用せ る血清にも総て本 因

子の存在を認めた.又 対照 として健康人血清を使 用

し,患 者血清作用の特異性 を探索す るとともに,更

にACTHの 注射群 を加え ることによつて皮質機能亢

進時の様相を作 出し比 較考按 の資 とした.

第2章　 実 験 材 料

1)実 験動物

体重100～250gの 雄煙白鼠 を使用 し,実 験の性質

に応 じて雑 系或 は純系 白鼠を用いた.

2)使 用血清

当教室に入院せるBanti氏 症候群 を呈する患者で

可成 く典型 的症状を呈す るものの血清 を使用 した.

早朝空腹時 に採血後,直 ちに血清分離を行い氷室に

保存 したものを使用 し,保 存期間 は3日 を出ないよ

うに した.対 照 として健康人 か ら同様処置によ り得

た血清を使用 した.

3) ACTH

米 国Armour桂 製のH. P. ACTSAR gelで 同

一Lot番 号の ものを用いた.使 用に当つては6%

低分子 ポ リビニール ビロリドン(P. V. P.)溶 液 で

稀釈 し,そ の0.1ccがACTH力 価1I.U.と な るよ

うに した.

第3章　 実 験 方 法

所謂バ ンチ氏病患者血清(以 下バ血清)を,対 照

と して健康人血清(以 下健 血清)並 びにgel ACTH

(以下単 にACTS)を 白鼠背筋内に1回 注射,毎 日
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1回 連続5日 間注射或 は10日 間注射 を行い,経 時的,

経 日的に種 々検索 した.な お注射 量は白鼠100g体

重 当り血清の場合は0.5cc, ACTHは1I.U.と した.

而 して之等白鼠各群 について夫 々次の各実験 を行つ

た.

即 ち,末 梢循環好酸球数並 びに赤血球数変動を算

定 し,又 連続注射後 にお ける副腎皮質予備能を検 し,

血清電解質代謝に関 してCl, Na, Kの 変動を探 り.

 Na/K ratioを 求め,更 に又副腎 自体の動態を解明

せん として副腎重量変化,副 腎アスコル ビン酸(以

下Aa. A.)含 有量測定,副 腎皮質組 織 化 学 並びに

組織像 等を検索 した.而 して血清電解質,副 腎重量,

アス コル ビン酸量,皮 質組織化学 並びに組織挙的変

動等 については,そ れ等が非常に鋭敏な対象 である

と同時 に同一個体 の追及でな く個々の個体相 互の比

較で あるため個体差の排除が必要であり,従 つて総

てWietar系 純系雄性 白鼠を使用した.な お更に同

様の意味 に於いて同一実験では同一の飼育条件が要

求 されると共 に実験操作以 外 のStressは 能 う限 り

避け るべ く意を注いだ.

1.末 梢循環好酸球数並びに赤血球数算定法

好酸球数は白鼠尾静脈 に小切を加え,湧 出す る血

液 を白血球用メラ ンジュールにと り前編岡様 に操作

した.同 時に赤血球用 メランジュールにて赤血球数

算定を併せ行つた.

2.副 腎皮質 予備能検査 法

予め好酸球数を算定後,直 ちにACTH 1I.U. per

 100g体 重当 り注射 し, 4時 間及び8時 間 後に2回

に亘つて好酸球算定 を行い,前 値 との減少率を算定

して比較判定 した.

3. Cl, Na, K定 量法

総 て光電比色計 により行つ た.即 ちClは 斉藤の

沃化銀法12)に より, Na, Kは 柴田15)の方 法により

夫 々実施 した.前 編同様meq/Lと して表示 した.

4.副 腎重量:測定せんとす る時間 に白鼠 を瞬間

的に断頭致 死せ しめ,直 ちに左 右 副 腎 を取 出し,

 0.1mgま で正確に測れ るtorsion balanceを 用いて

測定 した.

而 して左右別個 々の値 を出し,両 者の和を求め,

それをmg/100g体 重と して表現 した.更 に重量測

定後,右 側副腎についてはアスコルビン酸定 量を行

い,左 側 を組織化学或 は組織像検索に当てた.

5.副 腎アス コルビン酸量測定法

還元 型As. A.を 酸化型に変化せ しめ総As. A.量

と して測定 した.方 法はRoeの 方法142)を改善 した

Schaffertの 方 法151)に準 して施行 した.即 ち, ①右

副腎を4% CCl3COOH溶 液4.8ccを 注加 しつつ乳

鉢で充分す りつぶ した後,試 験管にとり, Norit SX

 30を0.1g加 えて1分 間振盪 し凡て酸化型As. A. K

変化せ しめた後濾過する. ②濾液1.6ccを 太い試験

管 に移 し, 60% C2H5OH溶 液に10%の 割合で溶解

させたチオ尿素溶液1滴 を加えて1分 間放置し,更

に9N-H2SO4に 溶か した20% 2.4-Dinitrophenylhy

drazin溶 液0.4ccを 加え5分 間放置後,沸 水中で10

分間加温 し直ちに氷水中で冷知する. ③冷却しなが

ら85% H2SO4溶 液2.0ccを 温度 が上昇せぬように

1滴 ずつ静かに加えた後,室 温に30分間放置する,

これを光電比色計 により波長470mμ で比色した.

 ④盲検 としては4.0% C Cl3COOH溶 液1.6ccを とり

② 以下の操作を同時に行つ たものを使用 した. ⑥夫

々得 た吸光度か ら標準曲線 により価を求めた.又 常

に同時に標準液を測定 し補正 した. ⑥ 標準液 には

1.0mg/dl As. A.溶 液(4.0% C Cl3COOH溶 液に

溶解)を 使用 した.

6.副 腎皮 質組織化学 的検索法

副腎重量計量後,左 副腎を直 ちに10%中 性ホルマ

リン溶液に2日 間固定 し,1時 間水洗後15μ凍結切

片 を作製 し,そ の中心部切片 を用いてSudan Ⅲ染

色, Schiff反 応, Schultze反 応,複 屈折性,自 働螢

光性並 びにAceton溶 解性等の検索を行つた,そ れ

らの各方法は橘19)か 記載 して いるの と同様である.

7.副 腎皮質組織学 的検索法

10%中 性ホルマ リン溶液 に2日 間以上 固定した後,

パ ラフィン封埋を行い4μ の切片を作成し,エ オジ

ンーへマ トキシ リン染色を施行 した.

第4章　 実 験 成 績

第1節　 末梢循環好酸球数並びに赤血球数に

及 ぼす影響

バ血清及 び健血清を白鼠に1回 並びに連続5日 間

注射を行 い,前 者の場合には注射後2, 4, 6, 8, 10

時間 と経時的に,後 者の場合は注射後1, 3, 5, 7,

 10と 経 目的に血球算定を行つた.而 して血清注射時

刻は好酸球 日内 自然増加の開始す る時刻,即 ち午後

8時 とした.又 経 日的変動を検す る場合は注射後24

時間後に好酸球数算定を行い,同 一個体に於ける変

動を検 したが1回 注射の場合は採血操作による無用

のStressを 避 けるため,各 々別 々の白鼠を使用し

て比較 した.
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1.本 実験に使用せ る無処置白鼠の末梢循環好

酸球数並 びに赤血球数

好酸球数は第1表 及び第1図 に示す如 くで あり,

諸家84) 139)の述べ る値 より多少低値であるが,日 内

第1表

第1図

第2表

第2図

自然増加開始時刻に於ける算定であ るので 当然 と考

え られ る.第2表 及 び第2図 は赤血球数分散を示 し

たものであ る.

2. 1回 注射の場合

健血清1回 注射に際しては第3表 及び第3図 に示

す如 く好酸球 数は可成りの減少傾向を示すが, 6時

間圏には増加 を認めており,第4表,第4図 に示 す

バ血清注射に於ける完全な減少の一途を辿 る変化 と

は明 かな差が認め られる.個 々の値において もバ血

第3表　 健康人血清1回 注射における好酸

球数 並に赤血球数変動

第3図　 健康人血清1回 注射
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清の場 合は総て について減少が認め られた.

赤血球数は健血清の場合で は全 く不定の変化に終始

第4表　 所 謂パンチ氏病患者血清1回 注射

におけ る好酸球 並に赤血球数変動

第4図　 所謂パ ンチ氏病患者血清

したのに対 しバ血滴では有意 に減少し,全 例を通じ

て20例 中11例 に10%以 上の減少が認められた.然 し

平均値では友田,小 林の家兎 に於ける減少程著明で

はなかつたが,健 血清 との比較に於て,バ 血清中の

催貧血因子 の存在を肯定す るには充分であると考え

られ る.

3.連 続5日 注射の場 合

1)好 酸球数

第5表 及び第5図 に示 す如 く健血清注射に比 し,

バ血清では10日 後を除き好酸球数減少は高度であつ

第5表　 血清連続5日 における好酸球数変動

第5図　 連続5日 注射における好酸球

数変動(平 均値)

た.即 ち注射中は漸次減少 し,注 射終了後回復の傾

向を示 してい る.

2)赤 血球数

第6表 及び第6図 に示 す如 く各群の平均値で健血

清の場合は経 日的に軽度 の増加 さえ認 められたが,

バ血清では1日 目の4%減 を除 き凡て10%以 上の減

少を呈 している.こ れは前記1回 注射の場合より更

に高度の傾向であ り,勿 論本血清中の催貧血性因子
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第6表　 血清連続5日 注射にお ける赤 血球

数変動

第6図　 連続5日 注射におけ る赤血球

数変動(平 均値)

の存在を更に強調するものであろう.

第2節　 副腎皮質予備能 に及ぼす影響

血清5日 連続注射終 了後, 1, 5. 10日 目の皮質予

備能を検するため, ACTH 1I.U. per 100g体 重

を背筋内に注射 し, 4, 8時間後 に夫 々好酸球算定を

行い.前 値 と比較 して減少率 を調べた. ACTH注 射

時刻は午後8時 に行つた.

1.予 備実験

成績を判定す る参考のため,予 め次の実験 を行つ

た.

1) PVP液(ACTHの 溶媒)単 独 注射の場合

第7表No. 1, 2.並びに第7図(1), (2)に示す如 く

自然増加に一致或 はそれ以上に高度の増加を示 した.

2) ACTS 1I.U. per 100g体 重単 独注射の場合

第7表No. 3, 4, 5並びに第7図(3), (4), (5)に示

す如 く4時 間後50%以 上 の減少を示 し, 8時 間後に

は回復を認めた.

3) ACTH 2I.U. per 100g.体 重単独注射の場合

第7表No. 6, 7並 びに第7図(6), (7)に示す如 く

第7表

第7図

4時 間後には1I.U,と 同様の減少を示 したが, 8時

間後に至つて もなお高度の減少を持続 してい る.

以上の成績を得たので私は予備能の強弱と,更 に

反応に応 じ得 る状態を保持す る能力 との両者を窺う.

べ く, ACTH注 射 量をper 100g体 重1I.U.と 定

めた.

2.血 清注射の場 合(第8表,第8図)

1) 1日 目

健血清(1), (2): 4時 間後50%以 上の減少を示 した

が, 8時 間後では逆 に50%以 上の増加が認め られた.

バ血清(7), (8). 4時 間後軽度の減少を呈 し, 8時

間後 は回復を示 した.

2) 5日 目

健血清(3), (4): 4時 間後高度の減少, 8時 間後 も

なお中等度の減少を保持 した.

バ血 清(9), (10):健血清の場合と同様.

3) 10日目
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第8表　 血清連続5日 注射後における副腎皮質予備能

第8図　 血清連続5日 注射後 におけ る

副腎皮質予備能

健 血清(5), (6): 4時 間後50%以 上の減少を来 し,

 8時 間後 も中等度 の減少を保つてい る.

バ 血清(11), (12): 4時 間後平均50%程 度 の減少, 8

時間後で は逆に高度の増加が認 め られた.

第3節　 血清電解質代謝 に及ぼす影響

当実験には凡てWistar系 純系雄性白鼠を用いた.

血清1回 注射群 と連続10日 間注射群に分け,対 照 と

してACTH注 射群を設 けた.白 鼠1匹 の

血清では試量と して不足するので,頸 静脈

切 断によつてえた血液 より分離 した血清 を

2乃 至3匹 分一諸 にして,一 群一試料 とし
し

て 測定 に供 した.而 して1回 注 射 の 場 合 は

30分, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 24時 間 に 亘 り

変 化 を 観察 し,連 続10日 注 射 に 際 して は

第9表　 正 常 ラ ッ トに お け る血 清Cl, Na,

 K, Na/K

3, 5, 7, 10, 15日 と夫々追求 した.

1.当 実験に使用せ る正常白鼠に於ける計量値

Cl, Na, K, Na/Kは 第9表 に示す如 く,各 平均

値は夫 々の分散のほぼ中心にあつた.而 して当実験

に於ては同一個体に於 ける代謝の位相を追求して行

くことが出来 ないので,此 処での平均値 を以下実験

の成績 に於ける判定の資 としたい.

2. 1回 注射の場合(第10表)

Cl変 動はACTH注 射における軽度の増加を除い

ては,健 血清 とバ血清の間に有意の変動をみなかつ

た,Na及 びKに ついてACTHに よる変動は意外に

も認め られず,健 血清及びバ血清についても一定の

傾向は認め得なかつた,更 にNa/Kに ついては第

第9図　 1回 注射におけ るNa/K変 動
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第10表　 1回 注 射 に お け る血 清Cl, Na, K, Na/K変 動

第11表　 連 続10日 注射 に お け る血 清Cl, Na, K, Na/K変 動

9図 に示す如 くACTHに おいて軽度 の低下を認め

たが,血 清両者の間には之 も有意の差を認め難かつ

た.

3.連 続10日 間注射の場合(第11表)

1) Cl変 動(第10図)

第10図　 連 続10日 注 射に お け る血 清Cl.

ACTH,健 血清注射に於いて僅か高値の持続を示

し,バ 血清に低値の持続を示 したが,何 れ も正常範

囲内の変化に終始 した.

2) Na変 動(第11図)

第11図　 連続10日 注射における血清Na変 動
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バ血清注 射により5日 目, 7日 目に可成 りの減少

を示 し.又 全経過 を通 じて低値であつ た. ACTHは

軽度 の増加の傾 向を有 した.

3) K変 動(第12図)

バ血 清注射 により3日 目増加 し,以 後漸減 し10日

目再び増加を認 めた.而 して凡て正常平均値 より高

位 の変 動であつ た.健 血 清, ACTHに 於 い て も凡

て正常 より高 い値を示 してい る.

第12図　 連続10日 注射におけるK変 動

4) Na/K変 動(第13図)

Cl, Na, Kの 各注射による個 々の変動 は必ず し

も 一定の変動ではなかつたが, Na/Kで は三者は同

一傾向,即 ち正常平均値 より低下のまま経過 した.

 Na/Kは 生体 内代謝平 衡の反映 として,電 解質個々

の測定よ り重要性を有す ることは言を俟 たない処で

あ る.

第13図　 連続10日 注射におけるNa/K変 動

第4節　 副腎重量に及ぼす影響

1回 注射 に際 して は30分, 1, 2, 4, 6, 8, 10,

 24時 間後に,連 続10日 注射の場合は1, 3, 5, 7, 10,

 15日 目に測定 した.実 験には総てWistar系 純 系雄

性白鼠を用 いた.

1.正 常無処置白鼠の副腎重量

第12表 に示す如 く副腎 重 量(mg/100g体 重)は

17.2～25.5の 動揺 を示 し,平 均値は20.6で あつた.

左右別では諸家21) 57)の認 める如 く左 側 副 腎の方が

右側 に比 し殆 んど重量大であつた.

2. 1回 注射の場合

1) ACTH(第13表)

表に示す如 く24時間後 に著 しい重量減少 を示 した

が, 30分 後を除き凡て正常値下界 を維持 してい る.

第12表　 正常無 処置ラ ット副腎重量並に副

腎アスコル ビン酸量

第13表　 ACTH 1回 注射における副腎重量

即 ち概 して軽度の重量減少を来す もの と考えられる.

2)健 血 清(第14表)

注射後8時 間 までは±10%以 内の増減率を示した

が, 10時 間, 24時 間後に20%以 上に及ぶ増加を示し
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第14表　 健 康人血清1回 注射における,副腎

重量

ている.

3)バ 血清(第15表)血 清注射後6, 24

時間後に於 いて軽微の減少 を示 した他 は,

総て10%以 上の増加を来 し,最 高は10時 間

後の34.5%増 加 であ り,第14図 に示す如 く

ACTH,健 血清 とは明かな相 違が認 め られ

た.

3.連 続10日 注射の場 合

1) ACTH(第16表)

表に示す如 く3日 目1.0%, 5日 目13.1%, 7日

目27.7%, 10日 目39.3%と 夫々等差級数的増加を来

した.

2)健 血清(第17表)

総て±10%以 下の不定 の増減 を来 したのみ に止ど

まつた.

3)バ 血清(第18表)

3日 目及 び15日 目に軽微 の増加を認 めたが5, 7,

 10日で軽度の減少を示 した.之 等の程度は増減が経

日 的に不定であ るとすれば,必 ず しも有意の変化 と

は言い難いが,注 射回数中期以後に於て総て減少 し

ていることに一つの意義を想定す ることが出来 る.

以 上3者 の関係を示 し虎 ものが第15図 であ る.

第15表　 所謂 パンチ氏病 患者血清1回 注射

におけ る副腎重量

第14図　 1回 注射における副腎重量

第16表　 ACTH週 続10日 注 射にお け る 副

腎重量
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第17表　 健康人血清連続10日 注射におけ る

副腎重量

第15図　 連続10日 注射における副腎重量

第18表　 所謂バ ンチ氏病患者血清連続10日

注射におけ る副腎重量

第19表　 1回 注射におけるアスコル ピン酸量変動
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第16図　 1回 注射におけ る副腎 アス コル ピン酸変動

第5節　 副腎 アス コル ビン酸 量に及ぼす影

響

1回 注射並びに連続10日 注射後に於ける経時的及

び経 日的追求 は前節 と同様で あり,白 鼠はWistar

系純系を用いた.更に本節での実験は最 も鋭敏,迅速

な反応であるので操作に特 に注意 し,無 用のStress

を排除した.

1.正 常無処置白鼠の副腎ア スコルビ ン酸量

第12表 にみ る如 く白鼠右副腎ア スコルビ ン酸量は

301～411mg/100g副 腎の動揺を示 し,平 均352mg/

100gで あつた.而 して平均値は動揺の中心 を占めて

おり,従 つて下記実験成績 にとり充分な る意義を有

す るもの と言え るて あろう.な お之等正 常値は同一

条件で飼育 したもので もな く,又 同時に測定 したも

ので もないので表 に示す如 く±14%に 及 ぶ分散が認

められた もの と考え られ る.

2. 1回 注射の場合(第19表,第16図)

1) ACTH

30分及び1時 間で は殆 ど不変であ るが, 2時 間後

より有意の減少を来 し, 24時 間で正常に復 してい る.

最 も減少を示 したのは4時 間後で44.8%の

減少を示 した.

2)健 血清

表 にみ る如 く±30%以 内の変動を示 し軽

度 の減少がみ られた.

3)バ 血清

24時 間後以外 は総て減少を来 し, 30%以 上の減少

を来 したのは30分 及び2時 間後であ るが, 8時 間後

にも27.6%の 減少が見 られた.個 々の値で もNo . 8

(4時 間後)は26.1%, No. 10(6時 間後)は34.4%

の減少を来 しており,即 ちこれは各時間に於て も個

体 によつ ては高度 の減少を来す ことを意味するもの

で ある.

以上3者 の関係 を表わ したのが第16図 であり, 30

分及び2時 間後におけ るバ血清による減少が著明で

あ り. ACTHで は4時 間後の減少が 目立つている.

3. 10日連続注射の場 合(第20表,第17図)

第17図　 連続10日 注射におけるアス

コル ビン酸変動

第20表　 連 続10日 注射における副腎 アスコルビン酸量変動
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1) ACTH

3日 目に中等度. 5日 目. 7日 目の夫 々軽微の増

加を認めたが, 10日 目には逆 に軽度 の減少を来 した.

2)健 血清

3日 目に高度の増加を来 し, 5日 目中等度の, 7,

 10日 目に軽度 の増加を示 し, 15日 目には再 び高度 の

増加が認め られた.而 して減 少傾向は全 くみ られな

かつ た.

3)バ 血清

本 血清に より注射 中は7日 目を頂点 として凡て増

加を来 し,注 射終了後正常 に回復 してい る.然 も最

大増加率 は平均値で7日 目で53.2%に 達 し,個 々の

値の中ではNo. 29が 実 に86.6%の 増加を示 してい る.

第17図 は相互の関係 を示 した ものであ るが,バ 血

清 によ る増加が顕著である.

第6節　 副腎皮質組織化学像 に及ぼす影響

本節における経 時的並 びに経 日的追求は前節 と同

様てあ る.使 用せ る白鼠 もWiatar系 純系を用いた.

而 してSudan Ⅲ 染色を主体 とす る多角的検索の結

果 を各 々に共 通せ る像だけを要約 して図に示 した.

而 して各 々最初に正常像 を配置 した.又 各 図は上よ

り球状層,束 状層,網 状層の3層 に区劃 した.

1.正 常無処置白鼠 副腎皮質組織化学像

白鼠副腎はそれ 自体球形を呈 し,然 も組織学的に

第18図　 1回 注射におけ る副腎皮質組織化学像

各層の区別 が明瞭であ り,組 織化学 的検索にも好ん

で諸家の応 用する処であ る.即 ち外側 より被膜,球

状層,束 状層,網 状層が一定の厚 さで存在 し髄質を

囲繞 してい る.束 状層は更 に外側より移行層,外 束

状層,内 束状層の3層 に分類 ざれてい る. lipid顆粒

は球状層には種 々の量で存在 し,可 成 りの個体差が

認 め られ,粗 大な ものが多かつだ.移 行層は総て明

瞭 に認め られ, lipid顆 粒は完 全に欠 除 していた.

外束状層は大小種 々のlipid顆 粒の最 も多 く充満す

る所であ り,偏 光顕微鏡で誠に美麗な景観を呈する.

然 し内方に行 くに及び急激に顆粒の減少を来 し,又

小顆粒めみ とな る.こ れが即 ち内束状層であつて次

いで中型のlipid顆 粒を僅 かに有する網状層に移行

す る.

各種検査法の中Sudan Ⅲ 染色が最 も非特異的で

あ り,被 膜,移 行層以外 の全層凡てに亘 りよく染出

され,外 束状層 において一段 と著明に陽性を示しだ,

他 の諸反応はSudan Ⅲ 染色に比 し特異性強く,網

状層に陰性反応が時 々認 め られた.

2. 1回 注 射の場合

1) ACTH(第18図A)

注射後30分 より内束状層及び網状層より顆粒の消

失を来 し,時 間と共に漸次外束状層よりの顆粒の消

失,微 細化が認 め られ,特 に2, 4, 6時 間後が最も

顕著で あつた. 8時 間後より再生顆粒の

出現 が僅かなが ら認め られ, 24時間後に

は正常に復 した.な お6乃 至8時 間後に

は球状層で もlipid顆 粒の微細化も認め

られた.

2)健 血清(第18図3)

30分 後は変化 な く, 1時 間後より束状

層に於 ける軽度 のlipid顆 粒微細化と内

束状層 よりの消失とが認め られた.か か

る変化 は4時 間後を頂点 として10時間後

には既 に正常所見に復帰 しており, 2時

間後で は勿論正 常であつた.而 して凡て

変化は軽度 に終始 した.

3)バ 血清(第18図C)

注射後30分 より変化が始まり, 2, 4時

間後には可成 り著明なlipid顆 粒の微細

化並びに消失が認め られ,更 に6時 間後

にはACTH注 射の場合と同程度の変化

が認 め られた. 8, 10時間後 には再生顆

粒 と思われ るものが極 く僅かに存在した

が, ACTHの 場合と異り, 24時 間後で
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もなお相当高度のlipid顆 粒減 少が持続 していた.

球状層における変化 は2時 間後 を最高 としてなべて

lipid顆粒減少の傾向 を示 した.

3.連 続10日注射 の場 合

1) ACTH(第19図A)

図に示 す如 く注射回数 と平行 して新生 微細顆粒の

出現並びに充満が認め られた.球 状層においては顆

粒の減少が認め られた.

2)健 血清(第19図B)

健血清連続注 射に於け る皮質lipid顆 粒の消長は

恰 も本血清1回 注射 に際 してみ られた変化 と類似 し

軽度の顆粒の徴細化,並 びに内束状層 よりの消失が

認められ,注 射回数によ る相関関係は認 め られ難か

つた.而 して15日 目,即 ち注射終了後5日 後では再

生顆粒のみな らず新生顆 粒の 出現が認 め られ,正 常

像よりもlipid顆 粒充満 の度が強かつた.球 状層で

は顆粒の減少が認め られ,然 もACTHの 場 合 より

高度であつた.

3)バ 血清(第19図C)

3日 目内束状層 よりの顆粒消失が認め られ たが,

外束状層で は軽度 の粗大化と共 に微細顆粒の軽度増

加が伴つた. 5日 目より束状層全層 に お けるlipid

顆粒の粗大化を呈 したが,微 細顆粒の減少,消 失は

第19図　 連続10日 注射におけ る副腎皮

質組織化学像

認 め られなかつ た.更 に5日 目より球状層及 び網状

層におけ る粗 大顆粒の出現が著明で あつた. 15日 目

は軽度の機能 亢進像に移行 してい る.

第7節　 副腎皮質組織像 に及ぼす影響

本実験 は1回 注射では一定の傾 向を期 し難 いので

連続10日 注射の場合のみに施行 し,経 日的に観察 し

た.

1. ACTH注 射群

3日 目及 び5日 目に被膜はやや薄 くなり,束 状層

の軽度 の肥厚並びに細胞の進行性変化 がみ られた.

 7日 目に被膜は可成 り薄層化 を呈 し,球 状層 も厚 さ

を減 じ,移 行層は判然 としなかつたが,束 状層は明

か に胞体,核 の肥大を認めた.之 に反 し網状層では

退行性変化が認あ られた. 10日 目は7日 目における

と同様な変化が更に強 く表現 され,な お移行層は全

く不明瞭 とな り,球 状層の細 胞が形態的に束状層の

それに類似 した特徴を有するようにな る如 き変化が

み られた.

2.健 血清

7日 目まで は変化な く, 10日 目に至り被膜の薄層

化 と束状層における細胞に軽度の進行性変化が認め

られた.

3.バ 血清

3日 目:殆 んど変化 を認めず.

5日 目:被 膜 は軽度 に肥厚 し,球 状 層も厚 さを増

していた.束 状層は変化なかつ たが,特 有なのは網

状層におけ る核の変性像,毛 細血管の拡張が著明で

あつた.

7日 目: 3日 目の変化よりやや高度であつ た.

10日 目:一 般的変化は3日 目と大体同 じで あつた

が,網 状層における毛細管拡張,充 血,胞 体の萎縮

が認め られた.な お髄質に毛細管拡張,充 血,胞 体

の萎縮,塩 基性色素染色低下の所見のあつた ことを

附加 しておきたい.

第5章　 総括並 びに考按

1.赤 血球数

本症患者血清中 に催貧血性 因子のあ ることは何回

も述べて きた.本 研究 に用いた血清は凡て家兎に注

射 して貧血の招来を認 めた ものであ り,白 鼠に対 し

て も同様な催貧血作用を呈 し, 1回 注 射並びに連続

注射で有意の減少を認めることが 出来た.

2.好 酸球数

Gordon97), Jakobson106) 107)らは動物の 垂 剔 によ

り著明な好酸球増多 を認め, Baukerl61), Jakobson107)
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らは更に副腎摘 出により同様に好酸球増加 を認めて

お り,又 かか る場合Cortisonの 投与 で 五常に復す

ると報告 されている112).

又生体に非特異 的刺戟が加つ た場合好酸球減少の

起 ることは既に1939年Dalton77)に よ り報告 されて

おり,又ACTH並 びにCortieon投 与 が 同様 に好

酸球減少を来 す ことは今や周知の事実である.然 る

に非特異的刺戟 が垂 剔或は副腎摘 出動物 に加え られ

た場合 には好酸球減少は起 らない.即 ち非特異的刺

載 が脳下垂体に作用 しACTH分 泌を来 し,更 に こ

れが皮質 ホルモ ンの分泌亢進を促す結果 好酸球減少

を来 す ものとされてい る.即 ち これはSelye153)の

所謂Streee反 応におけ る警告反応に際 しての変化

であ り,健 常な動物にあ る操作を加え た場合,好 酸

球減少を来 した りとせば,そ の操作がStressorと な

り警告反応即ち皮質機能亢進を惹起せ しめた ことで

ある,然 し生体 におけ る末 梢循環好酸球数は常に一

定で はな く,皮 質機能の推移につれて 日内変動を営

んで おり100) 101) 161),好酸球数の変動を追及す る場 合

これ を無視 し得 ないのは当然であ り,こ のため自然

増加 の開始す る時間(白 鼠 については午後8時 頃)

を選 ぶことを必要 とす る.

さて本症血清注射によ り,経 時的に高度の好酸球

数減少が認め られ,健 康人血清 に比較 し遙かに著明

な皮 質機能亢進 を来 した ものと考え られ る,連 続5

日注 射に際 しては注射中は著明な減少を示 したが注

射終 了により増加 の傾向が認め られた.教 室黒住8)

は白鼠に再生不良性貧血患者血清を連続注射 した場

合,注 射中は同様に好酸球減少を来 したが注射終了

後極めて顕著な好酸球増多を認めてお り,そ の原因

は皮質機能 低下に起因す るものではな く,恐 らく患

者 血清 中の催貧血性物質が生体に抗 原として作 用し,

抗体 を産生 す るに伴 う変化ではないかと推論 してい

る.然 しバ氏病 血清ではかか る増加は認 められなか

ったが,健 康人血清の場 合と一致 した動 きで もな く,

減少率 が大 きかつた.

元来好酸球数の変動を研究 の目的 として取 り上 げ

る時,短 時間の追求 は意味があ るが,日 を追つて探

索する ことは適当でない18)と され てお り,日 間変

動の大 きい事が指摘されてい る.

皮質機能促進に際 しての好酸球数減少機構は諸説

多 く,皮 質ホルモ ンの直接破壊作用とす るもの95) 109)

 130),肺 臓抑留説 を唱え るもの16) 28) 29) 119),更 に骨髄

よ りの遊 出障碍138)と網内系の好酸球貪喰亢進86)に

帰せ しめてい るもの等である.当 教室4) 43)で も家兎

骨髄体外組織培養にCortieonを 添加し,好 酸球の

静脈寶への遊 出障碍,機 能障碍並びに実質障碍を認

めてい る.小 林物 はバ血 清で骨髄灌流を行い,赤

血球抑留の像を認め,家 兎骨髄体外組織培養に添加

し,白 血 球系の増生及 び個 々の細胞の遊走機能の低

下を認めてい ることは,本 血清の好酸球系への直接

作用のあ ることも容易に考え られる.

即ち1回 注射の場合の好酸球減 少はStress反 店

による皮 質機能亢進 と骨髄白血球系への直接効果の

和 と考 え られ るが,連 続注射の際は3日 目までの減

少は1回 注射 と同様に理解 される としても, 5日 目

の減少は他の所見よ り考 え皮質機能は寧ろ低下の状

態 にあ り,後 者の効果 が強 く表現 されたものとみら

れ,更 に友田11)によれば脾毒性因子の注射は動物の

脾 におけ る繊維性物質の増加 と動脈性充血とをもた

らす と言われ,好 酸球減少機構の一つ として前述の

如 く網内系機能亢進を考 えるとき,か かる方面より

の関与 もあるもの と想定され る.

3.副 腎皮質予備能

ACTH注 射 によ り生体 に好酸球 減 少が 惹起され

ることは周知の事実であり,副 腎摘出によりこの反

応 は消失する.即 ちこの現象は副腎皮質の健全であ

ることを前提 としてお り, Thorn166) 167)はこれに法

目し,所Thorn teatを設 定 し,皮質機能をACTH

注射によ る好酸球減少率 をもつて表示している.

 ACTH注 射 によ り婦酸球数減少が起 るの は刺戟

された皮質が ホルモ ン分泌亢進 を起すためであり,

厳 密に言えばかか る予備能の有無が皮質機能の消長

を表わす ものとは言い難い.皮 質が荒廃 し率ルモン

産生能 を欠除 している時の予備能低下は当然である

が,逆 に皮質が必要 に応 じ脳下垂体の司令により高

度な機能亢進像 を呈 してい る時に当つては,更 にそ

れ以上 の外来性の投与ACTHに は応じきれない場

合 も考 え られ る33).

私の成績で正常白鼠 ではACTH 1I.U.注 射によ

り4時 間後 には好酸球数の高度 の減少を来したが,

 8時 間後には概ね回復をみた.血 清連続注射後にお

いて は

健血清: 4時 間後における好酸球減少は正常で予

備能 の適度の存在を意味する.然 し8時 間後におげ

る好酸球増減率 は血清注射後 日数により異り,即 ち

1日 目は高度 の増加, 5日 目はなお減少を持続し, 

10日 目は正常反応 と一致 してい る.教 室黒住18)はこ

の4時 間後 と8時 間後 における好酸球数の動きに対

し夫 々異つた意義を附 してい る.即 ち, 4時 間後の
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好酸球減少は皮質 に含有 されてい るか或 は合成直前

のホルモン放出によ る効果であつて,本 来の狭義の

皮質予備能に該当 し, 8時 間後 にお ける減少はACTH

により促進 されたホルモン産生 能を意味 し,広 義の

予備能を表す ものであ ると述べてお り,確 かにかか

る観点より理解す るのが適切であ ると考 え られ る.

然 らば健血清注射後1日 目の8時 間後 における好酸

球増加は皮質機能の軽度亢進の状態にあつ たため,

 ACTHに よるホルモ ン産生能 の刺戟が軽度 に終つた

ものと解 され, 5日 目の好酸球減少の持続 は皮質機

能亢進を最早生体が要求せず,従 つてホルモ ン産生

能の余力はあるが その促進 因子(脳 下垂体前葉機能

亢進)の 刺戟を正常以上に受けて いないため,注 射

ACTHに 充分刺戟 された ものと解 され る.

バ血清:血 清注射後1日 目の反恋は意外であつて,

後述案験所見 と一致 し難 い処であり,充 分な予備能

保持が期待されたのであ るが,こ の点は後に譲 りた

い. 5日 目の反 応は健血清5日 目と同様であるが生

因は全 く異 り,皮 質機能抑制 因子 よりの解放に より

ACTHに よ く反応 したもの と解 され るが,こ の点

も後で触れ ることとしたい. 10日 目のACTH注 射

8時 間後の増加 は1例 に高度の異 常増加があつたた

めと考え られ,有 意の ものとは考え難 く,恐 らく皮

質予備能 は正常であろうと解 され る.

4.血 清電解質代謝

血清電解質代謝 と脳下垂体及び副腎皮質 との関係

は前編においてその大約 を記載 した.

私の成績において1回 注射の場合Clの 変動は各

群凡て経時的に正常範囲 内にあ り有意 の差を得てい

ない. Na及 びKに つ い て もACTH注 射によ り当

然考え られたNa増 加K減 少 は認め られず,又Na/K

は逆に低下 の傾向が強かつた.血 清1回 注 射では両

血清とも僅かに増加の傾 向が認 め られた.

一般にACTH注 射は昔か ら血清Na増 加, K減

少を伴うと言 う報告が多いが,近 年ではACTH及

びグルココルチ コイ ドよ り一層強力に塩類代謝に影

響す る他の諸因子が重要視 されてお り, ACTHの 純

化と共に,そ の投与が慢然 と血清Na増 加, K減 少

を惹起すると考え ることは出来 な くな つ た.即 ち

ACTH投 与量,投 与 時間,投 与時の生体電解質代謝

様相,各 内分泌腺機能並びに相互平衡状態,そ の他

により左右 され るものと考 え られ る.

扨て連続注射の場合, ClはACTH,健 血清 にお

いて高い位層で推移 してい るが, ClはNaに 伴 う二

次的変化 に依存 して いる処が多い もの と考え られて

いる. Naの 変動 は三者 と も低値において大き く動

いており, Kの 変化は これ も三者 とも高位において

大き く変動 している.然 しNa, Kの 動 きは三者各

様で経 日的はこ不定であ り, Na/K値 に表現 した場合

始めて比較的一定の変動を認め得た.而 してACTH,

健 血清,バ 血清注射群 ともに類似 した変動を示 し,

又凡て正常よ り可成 り低値 に終始 してい る. ACTH

注射 により血清Na増 加, K減 少を呈 しないのみな

らずNa/K値 の低下のみ られ ることは1回 注 射の

場合 と同様であり,そ れに対す る見解は前述せ る如

くである.更 にここで近年脚光 を浴びつつあ る,強

力なNa排 泄抑制作用を有す るAldosteronを 考慮す

る要が あろう.従 来Corticoidsの 研 究 に 当つては
の

Glucoeorticoidsに 集 中 し, Mineralocorticoidsは 軽

視 され,僅 か にDOCに 止 る程 度 で あつ た. Winte

rsteiner176), Kendall110)等 に よ り皮 質amorphous

 fpaction中 に存 在 が 指 摘 され, Grundy, Simpson159)

らに よ り分 離 され, Reichsteinら に よ り始 め て結 晶

化 に成 功 したAldosteronの 副腎 摘 出 動物 に対 す る

Na貯 溜効 果 はDOCの20～30倍, K排 泄効 果 は5

倍, Na/K値 増加 は同 じ くDOCの30～120倍 と言 わ

れ てい る.而 してそ の 分泌 調 整 をACTHの 支 配 下

に 置か ん とす る者 と然 らざ る もの とあ り,更 にSTH

の支 配 を主 張 す るもの あ り,未 だ統 一 され た見 解 に

達 して いな い. Thorn168)は 下垂 体 不 全 者 に おい て

17-OHCS, 17-KSが 甚 だ低 値 を示 すに 拘 わ らず,

尿 中Aldosteronは ほ ぼ正 常 で あ る場 合 も あ るこ と

を指 摘 して い る.又Conn66)はprimaryhyperaldes

teronismを 報 告 し, Relman140)はprimary hypoal

dosteronismの 症 例 を報 告 して お り,副 腎皮 質 機能

に は異 常 を認 め な い と述 べ て い る.な おAldosteron

生 成 分泌 は現 在 皮 質球 状 層 に 由来 を 求 め るのが 一致

した見 解 で あ り,束 状 層 の関与 は疑 問 視 され て お り,

 Aldosteron投 与 によ り白鼠 副腎 球 状 痛 に萎 縮 とlipid

減 少 が認 め られ113), Na制 限 白鼠 で は 球状 層 の肥 大

とlipid増 加 が 認 め られ て い る81).

扨 てACTH連 続 注 射 に よ り球 状層 の萎縮 と 薄層

化 が 起 るこ とは諸 家 の 認 め る処 で あ り,又 バ 血清 に

よ り可 成 著 明 な球状 層 肥 厚, lipid顆 粒 粗 大化 充 満 が

認 め られ るこ とは本 編 で 後 述す る処 で あ るが,か か

る変化 が 球 状層 よ りのAldosteron分 泌 に 変化 を与

え るで あ ろう こ とは容 易 に考 え られ,従 つ てACTH

注 射 に よ るNa/Kの 低 値 は肯 定 され る もの と思 われ,

又 バ 血 清注 射 に よ るNa/K低 値 はAldosteron放 出姉

制 で は な いか と想像 され る.私 の 研究 につ い て も,副
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腎皮質束状層或 はそれよ り分泌 され るGlucocortico

idsの 作 用等に焦点が絞 られてい るが,電 解質代謝

特 にNa, K, Cl等 に関 しては球状層 に重点が置か

るべき ものと考え る.而 して他の諸成績 との比較 は

因難 であ るが,本 実験は勿論副腎皮 質の一機能を表

現す ると して一応独立 した ものと解す るのが妥 当で

あろう.

5.副 腎重量

生体が副腎皮質 ホルモ ンを必要 とすれば,皮 質機

能亢進を惹起 しホルモ ン分泌増加 を以つて要求 に応

え,そ れが長期に亘れば必然的に皮質細胞の肥大,

増殖を伴 い,副 腎重量増加が起 るであろうことは容

易 に想像 され,事 実ACTH投 与或 はStress反 応 に

際 してかか る報告が多数見受け られ る19) 20) 54) 78) 84) 80)

 119) 120) 121) 122) 191) 192)154) 160).こ の場台重 量増加の主体

をなす ものは束状層の肥厚であ るとされてい る54) 79)

 81) 98).之 に反 し動物の垂 剔によ り副腎皮質束状層の

萎縮 に伴い,重 量減少を来す と言 う報告は枚挙 に遑

がない.然 し重量変化 は組織学 的変化 と異 り,そ の

変化 が有意 な値 として提示 され るため には細胞の高

度 の増殖乃至肥大が必要 とされ るのは当然 であ ろう.

大樋3)に よれば白鼠にACTH 10単 位1回 注射では

逆 に重 量減少が認 め られ, 4単 位10日 以上連続注射

によ り始めて増加 を認めている.又Fortier68)は 同

じ く白鼠にACTH2単 位4時 間毎6回 注射 して も

重 量変化はみ られず, 14単位2時 間毎12回 注射す る

ことにより明かな増加を招来せ しめている.私 の成

績で もACTH 1回 注 射により重量は反つて減少傾

向がみ られた.健 血清注射 は中等度 の好酸球減少即

ち軽微の皮亢進像を呈す るものであ るが,こ の段階

で は副腎重量に有意の変化 を招来 しない ものと考え

られ, ACTH注 射の如 き一時に強大なStress反 応

を呈す る時は大樋のい う如 く減少傾 向が認め られ る

ものであろう.

バ血清1回 注射では増加 の傾向が可成 り著明であ

り, ACTH注 射 に一致 して いない.然 し本血清1回

注射は他 の凡ての実験成績にお いてAGTH注 射 と

同様強い警告反応像(反 シ ョック相)を 呈するもの

であ り,か かる結果はバ血清の作用時間の延長 と解

され る.一 定量のACTH投 与において も一時 に注

射す る場合 と数時間かけて注射す る場合 とは,後 者

の方 がその効果は極めて強大で あ る と言 われてい

る24).

連続注射ではバ血清で副腎重量減少, ACTHで 漸

次増加を認め,前 者 は機能低下を,後 者 では亢進 を

示す もの と考え る.健 血清では一定の傾 向を認めず

有意の成績 ではなかつ た.

6.副 腎アス コル ビン酸

ACTH注 射により副腎皮質 アス コル ビン酸は特

異的に減少 し,然 も好酸球減少反応等に較べて甚だ

鋭敏であ り,又 減少度,減 少期間も殆ん ど一定した

反応であ る. Sayer149)ら はこの点 に注 目しDACTH

の生物学 的検定法 に利用することを推奨 し,現 在で

も白鼠を使用 し垂 剔前後におけるアスコルビン酸量

を比較す ることによ り,盛 んにACTH検 定に利用

されて いる34), Bahu50)はACTH注 射或はStress反

応 にお けるアスコル ビン酸減少は組織化学的にみて

東状層,緩 状層に著明であ り,総 てのStressに お

いてACTHと 同様な 変化がみ られ たと報告 してい

る.

ACTHに よ る白鼠副腎よりのア ス コル ビン酸減

少は注射後10数 分で開始 され148), 1時 間後に最高と

な り漸次正常に復す ると言われてい る148).

峰下の報告 によると白鼠にgel ACTHを 皮下注

射 して1結 間後 に最高44%の 減少を認めており,更

にPVP-ACTHを 皮注 して6時 間後に最 高45%の

減少を招来 せ しめてい るが,各 々24時間後 も軽度の

減少を保つてい る.

私 のACTH 1回 注射 における成績では4時 間後

に44.8%の 減少率を示 し, 10時間後 もなお減少を示

したが, 24時 間後には正常値に帰つている.私 の用

いたACTHはgel ACTHを 白鼠 に対 し低単位でも

注射 し易 いように,同 じ くACTH持 続 作用を強め

ると言われ る37)PVP液 で稀釈 したものであり,従

つて峰下の成績に較べ恰 も中間の値を占め る如き結

果を得た.更 にACTH投 与方法 は皮注によらず筋

注によつ たので24時 間後既 に正常に復 し,効 果の持

続時間が短かかつたもの と考え られる.

健血清1回 注 射では4, 6時間後に可成 りの減少が

認め られたが, 2, 8時間後は増加 も認められ,一 貫

した変化 ではない として も第16図 にみる如 く概して

低下傾 向にあり,一 応Stress反 店を呈 したものと

考え られ る.

バ血清1回 注 射は既に30分 後に於て最 も著明な減

少を添 して おり,好 酸球減少反応が2時 間後にみら

れた ことと併せ考 えて,本 血清の皮質に及ぼす影響

は早期 に開始 され るもの と解され る. 1時間後以後

の経時的減少 も可成 り著明で総 て正常値以下であり,

健血清に比 し低下傾 向の強いことは,明 かにより強

いStress反 応の招来と考え られる.
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Sclye156)によれば副腎皮質機能の反映と して属そ

のアスコルビン酸量を追及す る場合は長期に亘 る実

験には不適 当であ ると述べ,更 に皮質機能 が抵抗期

の段階にあるときは反つて増加 を来す こと もあると

述べてい る.然 し私はそ こに何 らかの変化 を期待 し

て敢て長期実験を施行 した結果,意 外に も特異な成

績を得ることが出来た.即 ちACTH連 続注射 によ

り漸次経 日的に減少を認め,恰 もACTHに より副

腎重量が増加 したのと対称的に此処で は整然た る低

下を来 してい る.而 して 当初 は皮質機能亢進によ る

アス コル ビン酸増加 と考 え るとして も,漸 次機能亢

進を示すべき最階において減少 してい ることは興味

深 く,又 経 日的観察はACTH注 射後24時 閥後に断

頭致死せ しめ行つて い るのでACTHの 直接作用 と

は解 し難い.即 ちgel ACTH 1単 位 毎 日1回 連続

10日注射を行い,皮 質機能亢進を惹起せ しめると副

腎アスコル どン酸はこのように変動す るものであ る

と理解するのが妥 当であろ う.抑 々副腎に存在す る

アスコル ビン酸 の意義は現今 なお不明であり,未 だ

推定の域を出ておらず117) 135),上 記の如 く考え るの

が適当 と思われ る.

健血清連続注射ではACTH注 射よ り僅か高位に

おいて,そ れ と同型の変動を示 してい る.然 か るに

バ血清連続注射においては前二者 とは明かに相違 し

た変化を招来 しており,即 ち経 日的に漸次 著明な増

加を来 し,注 射終了後に正常値を示 している.か か

る結果をACTH注 射 と比較すれば 皮質機能低下 と

考えざるを得 ない.

7.副 腎皮質組織化学像

副腎皮質には多量のSudanophileリ ポ イ ドが含ま

れてお り, Corticosteroideが 脂溶性であることか ら

これ らの母体或 は溶媒 として考え られて来た.従 つ

てこのズダン可染性 リポイ ドの皮質 にζおけ る消長を

検索す ることにより皮質 ホルモ ンの分泌,産 生 の相

様を推測し得 るとともに同時に皮質機能を把握 し得

るもの と考え られてい る.然 しこの リポイ ドは皮質

ホルモンその ものでないのは勿論であり,皮 質より

Steroidhormoneの 単離 に成功 して 以来 諸家53) 83) 79)

 174)によりKetoeteroidsの 直接証明法が研究 されて

いるが未だ確定 的な方 法 は 発 見 され ていない80).

 Dempey, Wislocky83)は 生殖腺におけ るKetoateroide

研究に当り,そ れまでの諸家の方法を取捨選 択 して

所謂多角的証明法を提案 した. Deane79)は これを副

腎皮質に応用 し皮質機能 をよ く反映す るもの として

認めている.橘3)も 副腎皮質 について この多角的組

織化学検索法を施行 し,充 分応用 し得 ると述べて い

るが,然 しな お反対を唱え る もの も多 く62) 88), G. 

Sayersl50)も 本 法はSudan染 色以上の 貢 献 を齎す

ものではない と言つてい る.

然 し私の成績において もACTH注 射によ り, Selye

156), Deane80)の 述べ る如 くすで に30分 後 よ り漸次

経時的にlipid顆 粒の束状 層よりの減少,微 細化等

のStrese警 告反応期の像が認め られてお り, Sudan

 Ⅲ染色のみに較べ より詳細に反応像を示す ものと考

え られた.

健血清1回 注射では軽度の皮質機能亢進像 即ち警

告反応を示 したが,バ 血清注射はACTHと 同様の

著明な反応を示 し,然 も反応時間の延長が認め られ

た.

連続注射においてはACTHに より経 日的 に束状

層におけ るlipid顆 粒微細化,再 生顆粒及び新生顆

粒の充満が認め られ,明 かにStress反 応 に おける

抵抗期の像 を呈 し皮質機能亢進と解 される.健 血清

注射 においては粗大顆粒の消失,内 束 状 層 よ りの

lipid顆 粒の消失がみ られたが軽度の 変 化 であり,

 10日 目に僅か に再生顆粒の出現を認 めたことは弱い

皮質機能亢進 を来す もの と考 えられ る.而 してバ血

清連続注 射においてはlipid顆 粒の粗大化が著明で

あ り,明 かに皮質機能低下と考え られ,更 に特有な

ことは5, 7, 10日 目におけ る球状層,網 状層 におけ

る粗大顆粒 の出現であつて,前 者は血清電解質の項

で述べ た如 くMineralocorticoida分 泌に対す る抑制

が考え られ,後 者はバ氏病患老の女 子に多い ことか

ら性線 との関聯性が示 唆され興味深 く考え られる.

蓋 し網状層 よりandrogenic steroidhormoneの 分泌

され ることは周知の ことであ る.又 バ氏病 患 者17-

KS排 泄量減少 もこの あたりに 由来 が求め られ るか

も知れない.然 し之等の ことは他 日の研究 に俟つ も

のであ る.

8.副 腎皮質組織像

今 まで副腎皮質機能を中心 として種 々の実験成績

を批判 して来 た.此 処で最後 に皮質組織像 について

考按を加 えたい.組 織学 的検索は凡 ゆる生物学的実

験の根本的基本線であり,副 腎機能検索に於 いて も

忽せにできないのは勿論であると同時に,総 ての実

験成績の証左 とな るものである,特 に組織学 的所見

の裏づけと して重要性を有 してい る158).

「動物垂剔 によ り皮質束状層細胞の萎縮を来 し,

 ACTH注 射により肥大が起 り,夫 々厚さが減 じ或は

増加を来 し,ひ いては副腎重量に影響を及ぼ し」云
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々と記述 して行 くことは最早冗長の憾があり,何 度

も述べた処である.

大樋3)は 白鼠の垂副, ACTH或 はその他種々のホ

ルモ ン投 与 並びにStress反 応に際 しての副腎皮質

組織像を追及 して次の如 く述べている.皮 質機能亢

進時に束状層細胞に進行性変化の認 め られ るのは 当

然であ るが,球 状層 はACTH頻 回注射により束状

層細胞への形態学 的移行が認め られ るが,自 律性傾

向が強 く, ACTH少 量投与 ではかか る変化は認め ら

れない.更 に移行層は上記変化により皮質機能亢進

時 に不明瞭となり,網 状層 は反つて老廃化 が目立つ

と述べ,又 被膜は薄 くな ると報告 してい る.な お皮

質機能低下に際しては上記 と相反する組織像を呈す

ると言う.

私 の成績において もACTH注 射により上述の変

化が認め られ, 10日 連続注射後は実 に充実 した溌刺

た る像が認め られた.健 血清では殆 んど正常と不変

であ るが,僅 かに胞体の肥大の認め られ るものもあ

る程度で,極 く軽度の皮質機能亢進 かと考え られ る.

バ血清注射においては経 日的に軽度の被膜の肥厚

及 び可成 り著明な球状層の肥厚が認 め られた.束 状

層細胞には退行姓変化は殆 んど認め られず意外に思

われた.な お束状層及び球状層には大型脂肪顆粒脱

失 のあとが処々認め られ,組 織化学像 と一致す るも

のと考え られ る.バ 血清による皮質機能低 下は組織

学的所見よ り考えて産生能は比較的影響 少 く,分 泌

機能の低下と解 され る.更 にバ血清注射による特有

な所見 として網状滴における毛細血管拡張,充 血,

胞体 萎縮 であり.組 織化学像 の処で述べた如 く甚だ

興味あ る所見であつた.

9.ま とめ

動物 の副腎を摘 出すれば短 時日の間に斃死す るこ

とが知 られてお り,そ の生体 におけ る役割は誠に重

大であり,凡 ゆ る代謝機構 の枢機 としての位 置を占

めている.従 つて その機能表現の方 向も多岐多様に

亘 り現在 もなお研究段階の域を脱 していない.

私は本研究 において臨床的或は実験的に現 在最 も

適当 と考え られ,蓋 然性 に富む方法を施行 し,ほ ぼ

所期の 目的を達 した ものと考え る.

本編 においてバ血 清1回 注射に際 し,血 清電解質

代謝の成績を除外 して凡て警告反応時における変化

を認 め得た.

更 にバ血清連続注射 においての好酸球数減少は皮

質機 能よ りも小林11)の 述べ る如 く,バ 血清 中の催

貧血性 因子 の骨髄白血球系に対す る直接障碍作用に

覆われた効果 と考え られ,な お5日 注射後の皮質予

備能低下 について も本 因子によ る骨髄障碍作用が強

く表現 された ものと して理解 したい.

血清電解質代謝 は前述の如 く,球 状層に重点が置

か るべ きものと考え る.

副腎重量,ア スコル ビン酸量,皮 質組織化学像並

びに組織像における変化 は総て副腎 自体における反

応であ り,バ 血清連続注射によ り一致 して機能低下

の像が得 られた.

以上の考按はACTH注 射群 を参考とし,健 康人

甑清注 射群 と比較 して得 られたものであり,本 症血

清の特異 作用として脾臓毒の存在に意義が附さるべ

きものと考 えられ,所 謂パ ンチ氏病本態研究に資す

る処大きい ものと考え る.

第6章　 結 語

白鼠に所 謂バ ンチ氏病患者血清を注射し経時的,

経 日的に副腎皮質機能 を追求 し,次 の結果を得た.

1)末 梢循環赤血球数及び好酸球数は1回 注射,

連続注 射ともに減少を示 した.

2)副 腎皮質予備能は連続注射後一時減退 し,次

いで正常に復 した.

3)血 清Na, K, Cl, Na/Kに は変化を認めなか

つた.

4)副 腎重量は連続注射で軽度 の減少を認めた.

5)副 腎アス コルビン酸量は1回 注射で減少を示

し,連 続注射で経 日的に著 増を認 めた.

6)副 腎皮質組 織化学像 は1回 注射でlipid顆 粒

の束状層 よりの減少並びに微細化を認め,連 続注射

で球状層及び束状層における糧大化,網 状層におけ

る粗大顆粒 の出現を認めた.

7)副 腎皮質組織像では被膜,球 状層の肥厚が認

め られたが,束 状層には有意の変化 をみず,網 状層

におけ る充血並びに退行性変化が特異であつた.

8)以 上 の所見よ り1回 注射は皮質機能亢進を惹

起す るが,連 続注射 により皮質機能低下を招来する

もの と考え られ る.
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全 編 の 総 括

私は第1編 に いてバ氏病患者 の副腎皮質機能を

検し,第2編 で患者血清連続注射 白鼠の副腎皮質機

能を探 り,両 者共 に一致 して皮質機能低下の像 を得

た,又 同時に臨床 的に基礎代謝及 び糖代謝に異常を

認め,更 に動物実験で赤 血球減少,好 酸球減 少並び

に血清電解質代謝異常を認 めた.

バ氏病患者血清 中に存 在する脾臓 毒 は 肝 に対 し

ては催肝障碍性 因子と して,又 骨髄造血機能に対 し

ては催貧血性因子 として直接に,或 は血清鉄減少性

因子として間接 に作用す るもの と考 え られてい る.

本症患者血清連続注射白鼠 におけ る副腎皮質機能低

下は該脾毒性因子に由来を求め ることが健康人血清

注射白鼠 との比較において最 も蓋然性 あるものと考

え られる.

本症血清注射に際 しての副腎皮質の反応は先づ第

一に脳下垂体を介 し警告反応に一致す る皮質機能亢

進を惹起 し一連の生体反応を呈す るが,こ れらの一

つとして鉄代謝に対 しては鉄利用を促 進 し63),骨髄

に対しては造血機能を推 進せ しめ ると考 え られ,他

方血清中の血清鉄減少性因子は臓器鉄動 員障碍を,

催貧血性因子は造血機能障碍を夫 々強力に招 くもの

と考えられるが,結 局障碍作用が勝 り貧血像が強 く

表現 され るもので あろう.

連続注射においては皮質機能は漸次低下 を来 し,

脾毒性因子と相俟つて著明な貧血を来す ものと考え

られる.而 して この皮質機能低下は皮質ホルモ ン分

泌抑制的低下であり,ア スコルピン酸量,組 織化学

並びに組織像よ りみて ホルモ ン産生能は余 り障碍 さ

れていない もの と考え られ る.次 に別な見解と して

当貧血の成 因が副腎 を介す る脾 毒性因子の体用と考

え るとす るならば, 1回 注射によ り皮質機能亢進せ

る場合に も貧血を来 した ことは明 かに矛盾す ること

となる.即 ち副腎皮質は造血機能 に対 し,抗 脾毒性

因子作用を もつて終始す るものと想定 され,又 脾毒

性因子は皮質自体 に対 し機能抑制的効果 を有す るの

ではないかと考え られ る.而 してかか る働きは脳下

垂体を 条す る副腎皮質機能 抑制 とは考え るには難点

誉あり,臨床的に基礎代謝郷 を認めず寧ろ亢進を
示 し,又 月経及び妊娠への影響 もみ られない22)こ

とがこれを裏書 きす るものと考え られ る.

患者におけ る副腎皮質機能の低下 は簡単に脾臓毒

に原因を求め ることは出来ないと して も,動 物実験

成績はこの点に一つの示唆を与え るもの と考え られ

る.バ 氏病における貧血の成因と して副腎皮質が一

次的意義を有 していないであ ろうことは第1編 で述

べた如 く,摘 脾 により貧血の回復せ る状態において

もなお皮質機能 の回復をみていない ことにより肯定

され るであろ う.

第20図　 所謂パ ンチ氏病において副腎

皮質の占め る意群

第20図　は本症 において副腎皮質の占め る立場を図

示 したものである.本 症貧血 発現の病因 として副腎

皮質に一次的由来 を求め ることの非 妥当性は動物実

験 よりみて明かであるが,あ くまで抗脾毒性因子作

用を呈 す るものと思われ,一 方脾毒性因子により機

能 抑制を表すのではないかと考え られ る.脾 臓 毒の

中に副腎皮質機 能抑制因子の存在を考 え るの は 余

りに も飛 躍 的 で あ るか も知 れない.然 し脾臓は

第1編 で述べ た如 く多 くの面 より一つの内分泌線 と

しての特徴を有 しており,内 分泌器官特有の相互調

節 作用を想定す るな らば,脾 と副腎皮質 との間に相

互抑制作用が あつて も何等異 論 の な い 処であり,

 hyperapleniamに よりhypoadrenocorticismが 招来

されたと言うことが出来 る.友 田22)ら は 家 兎 に本

症脾水浸液を注 射 して卵巣,睾 丸に異常を認 めてい

る.私 は患者血清注射で副腎皮質網状層,即 ち性ホ

ルモ ン分泌層に障 碍を認め,又 本症に基礎代謝亢進

が特徴であつた こと等々を考え併せ た時,脾 臓の諸

内分泌腺 との関聯性が第20図 に示す如 く非常に緊密

な ものと考え られる.何 れに しても所謂バ ンチ氏病

の貧血 発生その ものえの病因に対する副腎皮質の役

割は寧ろ拮抗的であると考え られ,又 これを一次的



456 大 林 幸

な機能低下を もつて説明す ることは出来 ないが,貧

血 以前即 ちhypersplonismの 成因には脳下垂体及び

他 の内分泌腺相互 調節作用 との間 の何 らかの障碍が

重要な意義を有 しているものと想像 され る.特 に脳

下垂体が生体 体液調節機構の枢機 として君臨 してい

るか らは,更 に遡 つて脳下垂体 自体を爼 上に戟せ る

必要 があり,現 在当機能検索はなお困難 な段階にあ

るとは言え近い将来必ず究明さ るべ きものと思われ

る.

私 は全編を通 じてホルモ ン代謝 に枢要 な位置を占

め,更 に造血機 能,鉄 代謝に も関与す る処大である

副腎皮質機能を中心 として種 々探索 し,以 上の成績

を収め得 たことは所調バ ンチ氏病の将来を開拓する

重大な示唆とな るで あろうと確信す る.

擱筆す るに当 り御懇篤なる御指導 と御校閲を賜っ

た恩師平木教授に対 し深甚な る謝意を表する.

(本稿の要旨は第13回 属本内科学会中国 ・四国地

方会において発表 した)
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Studies on the Adrenal Cortical Function in So-Called Banti's Disease

Part 2. Influences of the Sera of the So-Called Banti's Disease 

on the Adrenal Cortical Function of Albino Rats

By

Miyuki OBAYASHI

Department of Internal Medicine Okayama University Medical School
(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

After a single or successive intramuscular injections of the patients with so-called Banti's 
disease into albino rats the author observed the adrenal cortical function hourly or daily and 
obtained the following results.

1. The number of peripheral erythrocytes was markedly decreased in both those given 
a single and those given the successive injections. This fact proves the existence of anemia 
inducing factor in the sera of so-called Banti's disease.

2. A fall in the adrenal cortical reserve funetion can be recognized after the successive 
injection.

3. There can be recognized no fixed tendency in the change of Na, K, Cl, Na/K in the 
serum.

4. The weight of the adrenal gland shows a slight decrease after the successive injections.
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5. The total ascorbic acid of adrenals decreases after the single injection, while on the 
contrary, it increaaes markedly by degrees in the successive injections.

6. Histochemically in the case of the single injection, lipid granules of the adrenal 
cortex decrease in number and grow finer in the fascicular zone, while in the successive 
injections they become grosser and reticular in the fascicular and glcmerular zones.

7. The histological picture of the adrenal cortex in the successive injections reveals the 
swelling of the capsule and of the glomerular zone, hyperemia and the regressive changes in 
the nuclei and protoplalma in the reticular zone, but hardly any change can be observed in 
the fascicular zone.

8. From these findings it seems that the adrenal cortical function is acclerated in the 
case of the single injection, while the function is decreased in the successive injections. And 
these changes are definitely caused by anemia producing factor in the sera of patients with 
so-called Ban it's disease.


