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第1章　 緒 言

脾臓の生理及び病理,特 に脾臓 と骨髄造血機能 と

の関係に就 いては,古 くより多数の研究,業 績が報

告されているが,未 だ一致 した見解 には達 していな

い.即 ち脾臓には骨髄造血機能 を抑制する作 用があ

るとするもの,反 対 に造血促進作用があるとするも

の,又 抑制促進 の両作用があるとす るもの等があり,

その作用機序に至つては常 に論争の絶えない状態で

ある.最 近血液学及び免疫 血液学の著 しい進歩によ

り,種 々の病的状態に於 ける脾臓の意義が次第に明

らかに されつつあ るとはいえ,な お多 くの問題が残

されている現況である.

扨, Hypersplenismな る名 称 がMorawitz及 び

Eppingerに より用いられ て以来,機 能病理学 的見

地より脾腫と各種血液有形成分の減少を来す疾患群

を一括 して取扱 う傾向が あり, Dameshek等 もこの

概念に賛 同 し, Hypersplenismな るものは脾腫 を有

し,末 梢 血液中の骨髄系細胞の減少があり,骨 髄に

於いて幼若型細胞 の増殖像 を示す ものと定義 してい

る.即 ち彼は脾の過剰 貪喰能よ りも骨髄に対 する過

剰抑制能 の方に重点 をおき, Hypersplenismと い う

のは機能的障碍を意味す るもので,必 らず しも病理

組織学的障碍を意味 しない と述 べ て い る.し かし

Hypersplenismの 状態に於 ける脾 が如何なる機序に

よ り骨髄造血能 に対 し作用するかは尚未解決の問題

で あり,現 在なお内分泌の面より,又 神経支配の面

よ り種 々な検討がな されつつある状態である.

Hypersplenismに 関する実験的研究と しては,脾

の移植,脾 抽出物質の注射,脾 静脈の結紮,腹 部交

感神経脾臓枝の切断,異 物輸入による貪喰性脾腫及

びア レルギー性脾腫 等の方法が行なわれている.

私は脾性ホルモ ンの面 より脾の神経支配に着 目し

た.即 ち脾 も亦他の腹部諸臓 器と同様に交感神経及

び迷 走神経により支 配されており,こ の神経支配に

変調がお これば脾は生理的に平衡状態を失つて病的

状態になることは明 らかであり,こ のような脾機能

の病的変調が骨髄造血機能に何 らかの形で影響 を与

えるであろうことは容易 に想像され る.

既に小宮は血球の神経的調節の立場 より,脾 の 自

律神経支配に就 いて詳細な研究を行なつており,そ

の結果脾内で交感神経支配の もとに血球生成促進物

質が,迷 走神経支配の もとに血球 生成抑制物質が生

産 されるとした.又 友田は腹部交感神経脾臓枝 を切

断することによ り,彼 の提唱する脾性中毒症と極め

て類似 した催 貧血作用及 び肝障碍作用を有する脾臓

毒を実験的に作 ることに成功 したと報告 してい る.

しか しこの神経切断 によつて生ずる貧血の成因に就

いては未 だ一致せず,先 の小宮のポエチン説を始め
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と し血球の骨髄抑留説,溶 血説等種 々である.

私は本貧血が低色素性貧血 であり.骨 髄に赤芽球

系 の増加 を来す等のことよ り,本 貧血 と鉄代謝との

関係を追求 し,い ささか知見を得たので報告 する次

第 である.

第2章　 実験材料並びに実験方法

第1節　 実験動物

体重1.8kg前 後の白色成熟雄性家兎 を使用,一

定期間一定食餌で飼育 し,健 康なる ものを択んで実

験 に供 した.

第2節　 実験方法

第1項　 腹部交感神経脾臓枝切断術式

那須,藤 野等の方法 に従い,当 日絶 食させた家兎

を背位固定 し,腹 部に正中切閥を加 え開腹,腸 管を

排 除し,左 側副腎を 目標と してその右上方腹部大静

脈 に沿つて走る内臓神経及び淡赤色米粒大 の腹腔神

経節を認める.こ の神経節上 部より3本 の 木綿糸太

の神経線維が上走 してい るが,こ の中の最外側の線

維が脾臓枝である.

神経切断は脾臓枝が腹腔神経節を出てす ぐの所 で

行ない,こ の末梢断端を小摂子 の尖端にまきつける

よ うにして捻除 し,周 辺の交通線維 も丁寧に除去 し,

術後の再 生癒 合を防止 するように努 めた.

第2項　 単純開腹術式(対 照実験)

前項 と同様の方法で開腹 し,腸 管を排除 し,腹 腔

神経節 を確認するに止め腹腔を閉 じた.

本手術家兎及 び無処 置の健康家兎を対照実験用と

して使用 した.

第3項　 剔脾術式

当日絶食家兎を背位固定 し,正 中線上剱 状突起下

方 より左季肋下に沿つて 切開開腹 し,胃 を上方に飜

転 し脾臓を露 出し,こ れに 出入 する動静脈 を全て結

紮 した後脾臓を剔出 した.

以上の手術は全て無菌的操作の もとに行ない,感

染を極力防止 した.手 術終了後は翌 日より平常食飼

を与えた.術 後下痢 を来す ものが可成 り認め られた

が,こ れ らは全て実験成績より除外 した.

第3章　 実 験 方 法

第1節　 末梢血液像

血液採取 は家兎耳静脈より穿 刺 採 取 し,血 色 素

量はザー リー管 を用 い,赤 血 球 数,白 血 球 数 は

Burker～Turk氏 計 算 板 に て 計 算 した.栓 球 数 は

Fonio氏 法,網 赤血球数はPappenheim氏 法 を用い

て算定 した.

末梢血液像は手術 後3週 間 に亘つて経過を観察せ

るもの5例,術 後5週 間群3例,途 中で剔脾を合併

せ るもの2例 に就 き1週 間 目毎 に測定を行なつた.

血 色素量は表1に 示す如 く手術 後次第に減少 し,大

体術後3週 目頃に最低値に達 し,以 後漸次回復する

ようであり,そ の最大減少率 は-7.5%乃 至-27.8

%と 全例 に於いて可成 りの減少を認 めた.赤 血球数

も亦血色素量とほぼ平行 して減少 し,そ の最大減少

率は-10.6%乃 至-34.9%と 全例減少 している.こ

れに反 し対照例では一時軽度 の減少を示 すもの も見

られたが,一 般にむ しろ増加 の傾向にあり,実 験例

との間に著明な相違が認め られた.白 血球数 はその

変動が著 しく一定の傾向は認め られなかつた.栓 球

数は多少減少するようであるが対照に比 し特に著明

な差はみ られなかつた.網 赤血球数は多少増加 の傾

向が認め られた.

第2節　 骨髄像

骨髄像検査は末梢血に於 いて貧血が最 も著明に現

われる手術後3週 目に実験家兎をと殺 し大腿骨骨髄

を取り出し,ス タンプ標本を作製,マ イギムザ染色

を行 ない鏡 検 した.

骨髄像所見は表2に 示す如 くで赤芽球系に於いて

44%乃 至70%,平 均55%と 著明なその増加が認めら
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第1表　 腹部交感神経脾臓枝切断家兎末梢血液像

れ,内 容に於いては,幼 若赤芽球の増加が注 目され

た.顆 粒球系は相対的に多少 の減少が見 られ リンパ

球 も著明に減少 していた.

第3節　 血清鉄及び血清銅量

第1項　 血清鉄測定法

Barkan氏 法に従 い家兎耳静脈 よ り得た血液 より

血清2ccを 採取 し.こ れ に1.2%塩 酸1ccを 加 え

38℃ に1時 間以上保 つた 後, 20%三 塩化醋酸1ec

を加え充分混和 し約20分 放置後, 3000回 転15分 間遠

沈 し上清を分離す る.こ の上清2ccに 飽和醋酸 ソ

ー ダ0 .5cc, 1%の 割 合に 硫 酸 ヒ ドラチ ン を 含む 醋

酸緩 衝 液0.5cc,及 び0.1% O-phenauthroline 1cc

を 加 え24時 間放 置 後Beckmann光 電 比 色計 で 波 長

510mμ に て測 定 し,盲 検 との差 を 標準鉄 液 に て 作

製 せ る標 準 グ ラ フよ り算 定 した.

第2項　 血 清銅 測定 法

Gubler氏 法 に 従い 血 清1ccに2N塩 酸1ccを

加 え充 分 振 盪 し10分 間放 置後20%三 塩 化醋 酸1ccを

加 え更 に10分 放 置 し, 3000同 転30分 間遠 沈 す る.上

清2.4ccを 取 り飽 和 ピ ロ燐 酸 ソーダ0.2cc,飽 和



568 露 野 嘉 彦

第2表　 腹部交感神経脾臓枝切断家兎骨髓像

クエン酸 ソーダ0.2cc,水 酸化ア ンモニウム0.4cc

及 び再蒸溜水を加え全量を3.3ccと する.次 に0.1

% Diothyldithiocarbamate 0.2ccを 加えBeckmann

光電比色計で波 長440mμ にて測定 し,盲 検との差

を標準銅液にて作製せ る標準 グラフより算定 した.

第3項　 実験成績

表3に 示す如 く血清鉄量 は手術後1週 間目より赤

血球数 とほぼ平行 して次第 に減少 し,手 術後2乃 至

3週 目に至 り最大減少率-28%乃 至-62%,平 均

-49%と 最低値 に達 し以後再び回復するのが認 めら

れた.こ れに反 し対照例では殆ん ど減少を示 さず,

む しろ増加の傾向がみ られた.血 清銅量には特に有

意義な変 化は認められなかつ た.

第4節　 臓 器鉄量

第1項　 臓器鉄測定法

貧血の最 も著明な術後3週 目に家兎を と殺 し各臓

器を取 出 し,米 山 ・紺野氏法に従い第2図 に示せ る

分劃法を行なつた.抽 出法は各沈渣 に4%焦 性燐酸

ソーダと10%三 塩化醋酸の等量混 合液5ccを 加え,

100℃30分 加温し遠 沈後上清を比色管に移す.定 量

法は0.1%フ エノールフタレイン1乃 至2滴 を 加 え

28%ア ンモニヤで中性 と し,醋 酸緩衝液 でpH 4.0

乃至5.0(4.7)と し,こ れ にチオグ リコール酸1滴,

 0.1% O-phenanthroline 1ccを100℃ 3分 間加温

後冷却 をま ち,再 蒸溜水を加え全量 を25ccと し日

立分光光度計で比色 算定 した. P1は ヘ モ ジ デ リン

分劃鉄, P2は フエ リチン分劃鉄, P3は 核酸及び高

分子複 合体鉄, P4は 遊 離鉄を意味す る.

第2項　 実験成績

各臓器Non-hemin鉄 量は表4に 示す如 くで全般

的にその貯臓鉄量 は軽度の増量を示 している.即 ち

脾臓では平均+30%と 最 も著 明であ り,肝+21%,

骨髄+15%と 何れ も対照に比 しかなり増量 している.

なお この貯臓鉄の増量は各分劃 とも大体同程度に認

められた.腎 臓,十 二指腸 に於いては特に著明な貯

臓鉄量の変化は認め られなかつた,な お術後3週 目

の脾重量は対照に比 し極軽度の増 量がみ られた.



脾機能亢進症に関する実験的研究 569

第3表　 腹部交感神経脾臓枝切断家兎血清鉄,銅 量

図2　 腹部交感 神経脾臓枝切断家兎末梢血 像

図3　 腹 部交感神経脾臓枝切断家兎血清鉄量

第5節　 Sideroblast

術後3週 目に家兎 を と殺 し大 腿 骨骨 髄 を 取 出

し,塗 抹標本 を 作 製 し, kaplanの 方 法 に 従 つ て

Siderablastの 検出 を行 なつ た.即 ち骨髄塗抹標本

を ホルマ リン蒸気 中に放置固定 した後, 2%塩 酸及

び2%黄 血塩溶液の等量混合液にて2時 間鉄染色を

行ない,水 洗後フ クシン稀釈液にて約1分 間後染色

した後,エ チルアル コールで脱色 し水洗後鏡見 した.

以上の染色により赤芽球の核 は濃赤染 し,胞 体は淡

黄赤色でその中に青染せ る鉄顆粒がみ られる.こ の

鉄顆粒の数によりI型 よりIII型まで分類 し各型の百

分率を求めSideroblastogramを 作製 した.

I型　 鉄顆粒1乃 至2個 を有す るもの

II型　 鉄顆粒3乃 至5個 を有す るもの

III型　 鉄顆粒6個 以上 を有す るもの

実験成績 は表5に 示す如 くでSideroblastは 対照

に比 しやや低率に 出現 し,鉄 顆粒 に よ る分類上で

はI型 の み が 認 め られII型, III型は み られ ず,

 Sideroblastogramは 人の場 合に於ける鉄欠乏型の如

く極度の左型を示 した.

第6節　 剔脾合併による影響

腹部交感神経脾臓枝切断により,脾 の神経支配に

異常を来 さしめることにより,血 色素量赤血球数及

び血清鉄量の減少 するのを認めたが,更 にこの貧血

と脾機能 との関係を究明す るため剔脾を行 ない,剔

脾後の末梢血液像,血 清鉄銅量の測定を行なつた所,

表6に 示す如 く血色素量,赤 血球数及び血清鉄量 は
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第4表　 腹部交感神経脾臓枝切断家兎臓器鉄量

図4　 腹部交感神経脾臓枝切断家兎臓器鉄量
剔脾後急速に増加回復するのが認め られた.

第7節　 実験的貧血 家兎に於け る毒性因子の

証 明

以上 私は 腹部交感神経脾臓枝を切断 す る こ とに

より,末 梢 血に 於 い て 血色素赤血球 の減少,骨 髄

に於いて幼 若型を 含む赤芽球系 の増加 とい う所謂

Hypersplenismと いわれる状態を実験的につ くるこ

とに成功 した.こ の神経切断により貧血状態に陥つ

た家兎 の血清及 び脾抽出液中に催貧血作用を有する

毒性因 子の存在す ることは既に小宮,友 田等の研究

報告が あるが,私 も同様の実験を試み催貧血因子の
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第5表　 腹部交感神経脾臓枝切断

家兎Sideroblast.

第6表　腹部交感神経脾臓枝切断後剔脾合併例

末梢血液像及び鉄代謝への影響を検討 した.

即 ち神経切断後3週 目の血清及び脾抽 出液を使用

した.血 液は心臓穿刺 により採取 し,血 清を分離 し,

脾抽出液 は剔出脾をHomogenigerに て 攪拌 しリン

ゲル氏液にて5%水 浸液 とな し使 用した.健 康家兎

への注射方法 は血清及び脾抽出液共体重Pro kg 2cc

の割合で5日 間連続皮下注射を行ない,末 梢血液像,

血清鉄量を測定した.対 照群 としては単純開腹家兎

を用い,同 様の操 作を行 なつた.末 梢血液像,血 清

鉄量の測定方法 は前節で述べた と同様である.

実験成績 は表7に 示す如 くで血清注射群,脾 抽 出

液注射群と も赤血球数は次第に減少 し,注 射開始後

第7表　 腹部交感神経脾臓枝切断家兎血清及び

脾抽 出液注射に よる赤血球並びに血清

鉄の変動

5～6日 目頃 には赤血球減少率 は血清注射群-9.3%

乃至-12.2%,脾 抽出液注射群で は-7.7%乃 至-

24.5%と 最低値 に達 し以 後回復する.白 血球数には

一定 の傾向はみ られなかつた,血 清鉄量 はやはり同

じ時期に血清注射群では-13,1%乃 至-54.1%,脾

抽 出液注射群では-21.7%乃 至-72.4%と 何れ も減

少が認め られた.

第4章　 総括並び に考按

脾臓の生理,病 理に関 しては来解決の点多 く,そ
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図5

の内分泌作用に就 いて も現在の所では有核赤血球の

脱核 に促進的影響 を与え,血 色素合成への鉄の導入

に参 与し,末 梢血液 中の白血球数及び栓球数を調節

す る働 きがあり,又 病的状態に於 いては諸種の溶血

作用や骨髄 中に於け る上記造血機構に色 々な形で影

響を与える と考え られている.

最近脾腫 と各種血液有形成分の減少を伴 う疾患群

をHypersplenismと い う概念の もと に 一括 して扱

う傾向があり,そ の成因に関 して も種々な説明がな

されて いる.即 ち脾網内系細胞の血球処理機能 の異

常亢進税,脾 性Hormonに よ る骨髄機能抑制説,

免疫,ア レルギーの立場より脾に於ける血球を破壊

する自家抗体の生産説等で ある.し かしいづれに し

て も決定的な もの は な くDameshekは 内分泌学的

見地 より第5図 に示す如き一連の内分泌系を想像 し,

脾性骨髄抑制Hormonの 分泌によりHypersplenism

に於け る血液有形成分の減少機転を明 らかにせん と

してい る.

私 もHypersplenismに 於ける血液有形成分 の減

少の原因を脾性Hormonの 立場 より追求せん とし,

腹部交感神経脾臓枝切 断実験を行なつた.こ の神経

切断により所謂脾性貧血を実験的に発現せ しめたと

い う諸家の報告は既 に多数あ り,私 の成績 もそれ ら

と大体近似 した もので あつた.先 に友田門下の宮腰

等 は脾臓枝切断により血色素量,赤 血球数,白 血球

数,栓 球数の減 少を来すことを観察 してお り,該 貧

血家兎血清及 び脾抽出液中に催貧血作用及び肝障碍

作用を有する脾臓毒を証明 しており,組 織学 的に脾

髄 の細網細胞の腫脹増殖,動 脈性充血等の変化をみ

てお り,結 論 として腹部交感神経脾臓枝切断によ り

臨床面 で友 田の提唱する脾性中毒症の場 合と生物学

的に同様の脾臓毒をつ くることに成功 したと報告 し

ている.又 一定期間後貧血が回復す るのは腹腔神経

節を経ず して直接脾臓に至る交感神経 と迷走神経と

によつ て脾機能 の平衡が保 たれ るよ うになるため脾

の機能失調状態が正常 に回復す るもの と考えた.小

宮 も亦腹部交感神経脾臓枝切断により貧血 の招来 さ

れることを認めてお り,そ の成 因は彼の血球の神経

性調節の説によれば,各 種の血球はそれぞれ独 自の

神経支配により調節せ られており,血 球増加を必要

とする何 らかの外来刺戟が加わると,こ れが神経線

維を介 して脾臓及び肝臓に伝 わり,そ こで所謂血球

生成促進物質(ポ エチ ン)な る物質が生産され,こ

れが造血組織に作用 して必要 な血球を生産するとし,

これ らの刺戟伝達神経に障碍がお こつた場合造血機

能を抑制 し,血 球 の減少を来す と考えた.光 藤は循

環血液量 の面よ り脾の神経支配を研究 した結果交感

神経支配 により循環血液量を増加 させ る物質が,迷

走神経支配により減少 させ る物質が脾内に生産され

るとした.又 井上 はペプ トン注射 による脾性貧血に

於 いて腹部交感神経切断 による影響を検 討し,そ の

貧血の成因を血球の骨髄内抑留 と考えた.教 室森谷

も腹 部交感神経脾臓枝切断家兎 に就 き,物 質代謝の

面より骨髄 の呼吸解糖値を測定 し,本 貧血の成因を

同様 に血球の骨髄 内抑留 と考えた.勝 沼は腹部交感

神経脾臓枝切断により低色 素性小赤血球性 貧血を,

肝臓枝切断により高色素性大赤血球性貧血を来たす

ことを認めておりその成因 を前者は鉄代謝障碍によ

るものであり,後 者は抗悪性貧血物質の欠乏による

ものであろ うと考えた.

脾臓 と鉄代謝との関係に就いて,先 に教室小林は,

 Banti氏 症 候群に於 ける貧血の発生原 因を 鉄代謝の

面 より追求 した結果,脾 毒性 因子が貯臓鉄動員に対

し抑制的に作用するため血清鉄 の減少 を来 し骨髄

赤芽球の成熟が抑制 される た め に貧血 が 招来 され

ると述 べ て い る.又 教室宮井 はMethylcellulose, 

Polyvinylalkohol, Ovalbumin等 の注射により貪喰性

脾腫を生ぜ しめた場 合の貧血の発生原因を追求 し,

や はり脾毒性因子 による貯臓鉄の動 員障碍が貧血発

生の主役 をな していると報告 してい る.

私は腹部交感神経脾臓枝を切断することにより実

験成績 に示す如 く末梢血に於 いて血色素量赤血球数

の減少,骨 髄像 に於いて赤芽球系細胞の増加を認め

更に この貧血 と鉄代謝 との関係を追求 した所,血 清

鉄値 の著 しい減少を認めた.即 ち前章に示す如 く血

清鉄値 はその平均最大減少率-49.1%と 著明に減少
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し,し か もその減少 は赤血球 数の減少が著 明でない

もの も含め全例に於いて認め られた.次 に私は骨髄

赤芽球内鉄顆粒の観察を行ないその減少を認めた.

この鉄はヘモ グロビン合成に利用 され る最終段階に

ある鉄であり,以 上 の成績よ り骨髄に於ける赤芽球

系細胞特に幼若赤芽球の増加は鉄欠乏による赤血球

の成熟障碍 と考えるのが妥当であろう.更 に私は こ

の貧血家兎の臓器Non-hemin鉄 量を測定 した所,

その貯臓鉄量は正常又は軽度増加の傾向を示 してい

た.以 上骨髄の鉄要求度が増大 し,貯 臓鉄量 も充分

あるに も拘わ らず,血 清鉄が著 明に減少 してい るこ

とは何 らかの機転により貯臓鉄 の利用への動員が抑

制されている と考えざ るを得 ない.

腹部交感神経脾臓枝切断により脾内に毒性因子 が

生産され,こ の毒性因子 が催貧血作用を有す ること

は上記諸家の報告によ り大体認め られてい る所 であ

る.私 も同実験を追試 し同時に毒性因子の鉄 代謝へ

の影響を検討 した.即 ち神経切断により貧血に陥つ

た家兎の血清及び脾抽 出液を健康家兎 に注射 した所

実験成績 に示す如 く赤 血球数の減少 と同時に血清鉄

量の減少を も来 すのを認 めた.

以上 の諸成績 よ り総括すれば,腹 部交感神経脾臓

枝切断によつて生 ずる貧血の主要な成因は神経切断

により脾 内に毒性 因子が生産 され,こ れが鉄代謝の

面に作用 し,貯 臓鉄の動員を障碍す るため血清鉄の

減少を来 たし,そ の結果骨髄 に於 ける赤血球の成熟

が障碍 される点 にあると考え られ る.

以上私は神経切断によ る貧血の発生に鉄代謝障碍

が重要な役割 を占めてい ることを確認 した.し か し

ながら本症の成因を鉄代謝障碍によつてのみ説明す

ることは困難であ る.何 故なれば神経切断による貧

血家兎の血清又は脾抽 出液を健康家兎に ただ一回注

射 しただけでも短時間 内に赤血球の減少が認められ

る.こ れは鉄代謝の面 よりは説明不可能であり,や

は り循環血液量及び血球の抑留を も考えねば ならな

い.要 す るに本症の発生機序 は極めて多種多様な因

子が存在す るもの と考え られ る.ま してこの動物実

験の成績をそのまま臨床面に於け るHypersplenism

の場合に当て はめることは出来ず尚未解決の問題の

残 されてい る所で あ る.た だHypersplenismの 貧

血発現の原因に脾毒性因子による鉄代謝障碍が重要

な一因を占めていることは間違 いない.

第5章　 結 語

1)腹 部交感神経脾臓枝切断家兎末梢血 に於い て

一過性の赤血球数,血 色素量,及 び栓球数の減少す

るのを認めた.

2)同 家兎の骨髄像に於いて 赤芽球系細胞 の 増加

及びその成熟抑制像を認めた.

3)同 家兎の血清鉄量は著明な減少が認められた.

これに反 し貯臓鉄量は軽度増量の傾向を示した.

4)同 家兎骨髄 に於いてSideroblastの 減少が認め

られ た.

5)同 家兎 の血清及び 脾抽出液中 に催 貧血作用を

有す る毒性因子が存在することを認めた.

6)以 上 より腹部交感神経脾臓枝切断によつ て生

ず る貧血の成 因の重要な部分は神経切断 によつて脾

内に生 じた毒性 因子が鉄代謝の面に作用 し,貯 臓鉄

の動員障碍をお こす ため,骨 髄に於け る赤芽球の成

熟が抑制され る点 にあ るもの と考え る.

擱筆す るに当 り終始御懇篶な る御指導御校閲を賜

つた恩師平木教授に深甚なる謝意を表す る.

(本論文要旨は第21回 血液学会 に 於 い て 発表 し

た)
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Experimental Studies on Hypersplenism

Part 1 Experimental Splenic Anemia by Abdominal

 Sympathectomy of Splenic Branches,

By

Yoshihiko TSUYUNO

Department of Internal Medicine Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

After the abdominal sympathectomy of splenic branches in nomal rabbits, the auther 
studied the blood and bone marrow pictures and iron metaborism, and obtained the following 
results.

1) In the peripheral blood picture a transient decrease in the erythrocyte count, hemo

globin content and platelet count could be observed.
2) In the bone marrow picture an increase and inhibition of maturation in the erythroid 

system could be observed.
3) Serum iron decreased conspicuously. However, the depot iron was as usual or increased 

a little.

4) In the bone marrow picture a little decrease in Sideroblast could be observed.
5) In the serum and spleen extracts, the existence of anemia producing toxic factor could 

not be observed.
6) From these observation, the author concluded that the principal cause of this anemia 

produced by ligating splenic and coronary Veins of the stomach lay in the inhibition on the 
mobilization of depot iron.


