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第1章　 緒 言

私 は第1編 に於て脾臓 別出が家兎骨髄組織の呼吸

解糖作用に如何な る影響 を及ぼすかを観察 し,剔 脾

後惹起 される一時的な骨髄 の造血機能亢進の状態 よ

り見て,脾 臓 は或独特 の遠隔作用により骨髄 の造血

機能 を常時抑制してい る事 を推 察 し,所 謂Spleno

gene Knochenmarkshemmungな るFrank4)説 に

賛同 した.し かしその抑制作用は如何なる機序の下

に発現す るやについては未だ今 日と雖 どもその説明

は充分に与 え られ て は いない様であ る.小 宮93)は

1934年 来腹部諸臓器 と血液の調節に就 て詳細なる研

究を行つてお り,そ の門下藤野94)は1948年脾臓 に分

布 してい る内臓神経枝及 び迷走神経枝 を別々に切断

し,長 時間に亘つて家兎の血液像を観察 し,迷 走神

経を切断 した ものでは著変 を認めないが,内 臓神経

を切断 した ものでは,赤 血球数,血 色素量及び白血

球数 は著明に減少す ることか ら脾臓内で内臓 神経支

配下 に血球生成促進物質が,迷 走神経支配下に血球

生成抑制物質が生成 され るとした.別 に又脾性中毒

症なる新概 念を提唱する友田95)門 下の宮腰96)は 腹

部交感神経脾臓枝切 断により,生 物学的に脾性中毒

症(友 田)脾 臓毒 と同様な催貧血性及び肝障碍性作

用を同時に示す脾臓毒 を実験的に生成す る事に成 功

したとしている.即 ち碑臓は 自律神経の支配 下に一

種の体液性 に作用す るいわば ホル モン様物質 を分泌

し骨髄造血機能 を調節す ると見做すわけで,こ の点

についてはHeilmeyer33)のHumorale Milzatoffe

の説があ り,又Dameshek32)も 脳 下 垂体 →副腎→

脾臓→骨髄 と云 う一つの内分泌系を想定 し脾臓 ホル

モンにより血液有形成 分の減少を説明せんとしてい

る.更 に田村97)は 上記の実験 的 脾 臓毒は内臓神経

切断後,短 時 日に生 じ一定期間後消失す るとした.

又宮地98), Sugimura99), Rudinski100), Hanahen u.

 Howald101),藤 野94),竹 森102)等 は該 神 経切断後の

脾臓,肝 臓の組織学的変化を観察,何 れ も脾臓に動

脈性充血,或 は 鬱 血,又 はFibroadenieの 像を見

ると述べてい る.即 ち以上諸家の研究 より見 て脾臓

の自律神経支配 の異常 は一時的にせ よ脾機能失調を

れ来 し,ひ いては骨髄 の造血機能 にも或影響を及ぼ

す事は確かである.し かし先人諸家の観察 は何れ も

末梢血液像の変化,血 液及び血球の物 理化学的性状

の変化,臓 器 中又は末梢血液中の催貧血性物質の検

索等から骨髄 の造血機能の消長変化を推論せ るもの

が大部分で,直 接骨髄像及び骨髄組織の物質代謝面

よりの検索は末だその前例を見ない様である.私 は

前編剔脾の実験 に用いたと略々同じ方法に依つて脾

神経を遮断 した家兎大腿骨の呼吸解糖作用を測定す

る事により,該 組織の物質代謝面の変化を観察 し併

せて骨髄像及び末梢血液像を も比較追求 し考察を加

えんと し,次 の如 き実験を試み,い ささか知見を得

たので報告する次第である.
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第2章　 実験材料及び実験方法

第1節　 実験 動物.

前編と同 じ く処置 した体 重2kg内 外 の成熟雄性

白色家兎を用いた.

第2節　 実験方法

第1項　 腹 部交感神経脾臓枝切断方法(第5図):

那須103)の 方法に 従 い,当 日絶食 させ た家兎を背位

固定 し腹部 を広 く剃毛 消 毒 し腹 部 に正中切開 を約

10cm加 え開腹,左 側の副 腎を目標 としその高 さで

腹部大静脈の外方を走 る内臓神経 を認め,之 に沿い

右方に約3cm進 めば腹 腔動 脈の上に灰 白色米粒 た

の左側腹腔神経節 を認め る.之 か ら更に右方0.5cm

位離 れて右側腹腔神経節の存 するのがわかる.左 右

の神経節は数本の絹糸太の神経線維を以て連絡して

いる,更 に この神経節上部か ら両側共凡そ3本 とな

つて発す る神経線維を見 出し得 るが,そ の内最外側

より出 るものが脾に至る線維 と見做 されている.之

等3本 は夫 々木綿糸太の太 さで,神 経節を距 ること

約3cmで3～5本,更 に分布臓 器に近 づ くに従つ

て樹枝状 に分岐するが,動 物 の個体差が甚だ しく切

断捻除 に際 しては特別注 意を払つて も他の神経線維

の一部を損傷する事は免れぬ と思われる.神 経切断

は腹腔神経節 を出てか ら直 ぐの所で鋭剪を以つて行

い,更 にその末梢(臓 器)側 の断端 を小摂 子の 尖端

に巻 きつけ る様 にして捻除す る.こ の際肉眠的に見

得 る交 通線維 もな るベ く丁寧 に除 き,神 経切断を完

全な らしめ,術 後の神経の再生癒合を防止す る様 に

心掛けた.腹 腔 を二層に縫合 し閉ぢ術 後の処置飼育

法等 も前編に同じであ る.

第2項　 対照 として前編で述 べた単純開腹手術家

兎及び正常家兎を用いた.

第3項　 骨髄の呼吸解糖作用測定方法,末 梢血液

の諸検査及び骨髄 像の観察方法 等は何れも前編に準

ず る.

第3章　 実 験 成 績

第1節　 正常 家兎及び 単純開腹手術家兎を対照と

して使用 したがその実験の諸数 値は前編に述べた通

りである.

第2節　 腹部交感神経脾臓枝切断家兎に於ては手

術後1週 間群5例, 2週 間群5例, 3週 間群5例 に就

いて末梢面液像,骨 髄像,骨 髄 の呼吸解糖作用の値

を表示すれば第1～4表 及び図の如 くである.末 梢

血液像では血色素量は術後1週 では15例 中全例減少

(最大15%)し,平 均6.7%の 減少 を見た.同2週 後10

例では減少8例(最 大17%)で 平均5.4%と なり同3週

後5例 でけ3例減少(最大9%)で 平均3.4%減 少 してい

る.即 ち血色素は術後減少した後次第 に恢複 して来

る様であ る.赤 血球数に就いて検討す ると術後1週

間迄の15例 中減少14例 を見(最 大101万,平 均43.3

万),同 じく2週 後の10例 で は全例減少(最 大154万,

平均75万), 3週 後の5例 では全例減少(最 大109万,

平均59.2万)し て い る.即 ち1週 後-7%, 2週

後-12%, 3週 後-9%,で2週 後 に て最も高度

に減少を見 る様であ る.白 血球数は変動の範囲が大

き く著明な傾向 は見 られぬ様であ る.網 赤血球は術

後1週15例 中8例 増加(最 大22‰,平 均2.6‰),術

後2週10例 中6例 増 加(最 大27‰,平 均1.5‰),術

後3週5例 中4例 増加(最 大44‰,平 均11.4‰),

であ ろ.即 ち術後3週 を通じて網赤血球数は漸増の

傾向を示す.栓 球 に就いてはその変動が大である為

明 らかな傾向は明言出来 ないが3週 を通じて僅かに

減少傾向にある如 くである(第3図).

骨髄像は第2表 に 示す如 く全週 を通じて赤芽球系

百分率 の増加を認 めた.即 ち第1週 では5例 中対照

に比べて増加せ るもの3例 で,平 均は46.4%で ある.

更に2週 後の5例 では全例に於て増加 し平均値は

54.3%と 全週を通 じて最高 である. 3週 後5例 は4

例増 加,平 均 値は51.6%で ある.赤 芽球系細胞の内

容を見 ると正常及び対照のそれに比べて各週に於て

成熟型即ち正染性及 び多染性の正赤芽球の%が 増加

してい るのが見 られ る.顆 粒球系では著変はないが

リンパ球 の%が 相対的 に減少 してい る.

骨髄 の呼吸 解 糖 作 用に就いてはQO2は 対照に比

べて第1週 の平均値 は3.91±1.02で 殆んど大差はな

いが第2週 では全例 に於て増 加を見,平 均値は5.41

±0.80と 全週を通じて最高 の値を示す.第3週 後も

殆んど全例に亢進を認め平均値は4.92±0.74で2週

後に比べ,や や減少す るが尚対照に比べては亢進し

ているのを認め る.好 気解糖値は全週を通じてやや

低下の傾向にあ る様 である.嫌 気性解糖値は変動が

大 き く対照群に比べ て差 が あ ると は認められない

(第4図).
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第3図　 腹部交感神経脾臓枝切断家兎の末梢血液像

第4図　 腹部交感神経脾臓枝切断家兎骨髄の呼吸解.

第5図　 1　 左腹腔神経節　 2脾 臓に至 る枝

3肝 臓に至る枝　 4膵 臓,胃 に至る

第4章　 総 括 及 び 考 按

脾臓 の機能,就 中骨髄造血機能に及ぼす影響を究

明す るに当つて最も難点と される所は,脾 臓 の生理

殊に病 態生理に就て知 られている事の余 りに僅少 な

る事実である.脾 臓 の生理学的反応 系を大別すれば,

リンパ系組織 と網内系組織となる.就 中網内系細胞

は脾臓の主要構成成分を占めるのであつて,脾 臓が

生体に於て網内系の最 も重要な臓器 と目 され る所 以

である.こ の網内系細胞は,血 液内の不要産物を捕

促 貪喰 され易 い状態にす るべ く巧妙につ くられた他

臓器 に比を見 ない特 殊な血管系と共 に,正 常時血球

処理 に肝臓 と共に主要 な役割 を果 し,病 的状態とも

なれば その機能は異常 に亢進 し血球及び血液内各種

異物の摂 取除去 と抗体産生能 の亢,進によ り生体の防

衛機転に参劃 し,更 に積極的には脾臓 ホル モン或 は

脾臓毒 とも称 され る物質を産生分泌 して生体の生理

的病的諸現象にも作用を及ぼすに至 るものと考え ら

れる.而 して肝臓,骨髄等他の造血及び網内系諸臓器

とは共 に自律神経の支配を受 けつつ緊密な る連緊 を

保つ て生体 の生命保持の重大使命を果 しているもの

と思われる.扨 友田95)一門の云 う如 く血液像に及ぼ

す特異的な脾臓の作用は,こ の脾臓網内系の機能 に

基 くものであ るとすれば,当 然脾臓の神経支配が問

題となつて来 る.脾 臓 は他の腹腔諸臓器と同 じ く,

交感神経と迷走神経 とによつて支配 されて,そ の生

理的平衡状態を保持 しているものであるが,こ れ等

の神経支配 に異常が生じ脾臓 が病態生理状況に置か

れ る様な場合に,上 記の脾臓機能 が如何な る変化を

来すかを見 る事は興味ある問題で あり,ひ いては脾

臓 と骨髄造血作用 との関係を究明するに重大な るキ

ーポ イン トを与 え る もの か と考え られる.友 田95)

門下の宮腰96)は1950年 腹 部 交 感神経脾臓枝切断に

より,生 物学的 に脾性中毒症(友 田)の 脾臓毒 と同

様に催貧血性及び肝障碍作用を同時 に示す脾臓毒を

生成す る事に成功 したとした.即 ち該神経切断家兎

に於ては赤血球数 は切断後4～8日 目から減少 して

著 しい貧血に陥 り20～28日 に至るまで略々同程度 の

減少 を持続 した.血 色素量は何れも赤血球数の減少

に平行 して減量 し,網 赤血球は増加,白 血球 数は一

般に赤血球数の減少 と共 に減少 した.栓 球は切断後

は何れ も切断前値 よりも低値を示 し,減 少の傾向を

認め るとし,こ れに対 し迷走神経脾臓枝を切 断せ る

家兎では血液 に著変を認めなかつたと報 じている,

更 に蒲原104),菊 池105)等は該神経切 断前,脾 網内系
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を填塞 して置 くと実験的脾臓毒の産生が ない事か ら,

該毒素の産生 は脾網内系の機能失調 に依 ろ事を明 ら

かにし,実 験動物脾臓の組織学的所見か ら,脾 網内

系の この機能 は脾洞内皮を除いた他の,脾 髄内網内

系に依 るものであろ うと述べてい る.而 して斯か る

実験 的脾臓毒は上 記神経切断後短時 日に して生 じ一

定期間後消夫 す るのであ るが,田 村97)は この期間

を家兎に於 て催貧 血作用を指標として追求 し,切 断

後5～35日 の脾臓 内に実験的脾臓毒 を証明 した.竹

森102)は 腹部交感神経脾臓 枝切 断により脾赤色髄 に

於け る細網細胞の腫脹増生,動 脈性充血の存在並び

に嗜 銀性線維の粗大化 を見 たと し,不 定に出現す る

鬱血 は従属的なものであ り, Sugimura99),宮 地98),

藤野94)等 の見た如 き脾 髄 に於け るFibroadenieは

見な いが脾性中毒患者 及び実験的脾臓毒注 射に依 る

家兎の脾臓 の所見に略 々相似てい る事 より,腹 部交

感神経の機能失調が脾臓毒の産生,延 いて脾性中毒

症の発生 に対 し主 要 な 原 因 の1つ であ ると云 う友

田95)の 説に賛 同してい る.か か る一 連の実験 で骨

髄の物 質 代 謝 を観 察 した 数 少 い文献の1つ に辻

村106)の実験があ る.氏は脾性中毒症脾 より抽 出した

脾臓 毒を家兎に注射せ る場合 の骨髄の酸化還元物質,

即 ちアスコル ビン酸及びグル タチオ ンの減少を見,

骨髄機能の低下を生化学 的に実証 したとしている,

即 ち以上の友 田95)一門諸家 の研究は腹部交感神経脾

臓枝切断 によ り実験的に所 謂脾性中毒症を惹起せ し

め得,こ の場合の貧血の発生機序を脾内網内系機能

失調 により産生 された脾臓毒 によつて骨髄造血機能

の低下 を来せ る為 と見做 して い る.教 室国延86)は

所謂Banti氏 病患者の 胸骨 穿刺液 の呼吸解糖値の

亢進 と骨髄像 に於け る赤芽球系細胞 百分率 の増大,

幼若赤芽球の増加を認 め,更 に同患者血清を骨髄組

織 に直接添加測定せ る場合は,そ の酸素消費 量は減

少す るに反 し,患 者 血清及び同患者剔出脾浸 出液を

注 射 した家兎では骨髄像に於て幼若赤芽球増加 と核

分剖像増加を見,骨 髄 組織の呼吸解糖値共 に著名に

亢進す るのを観察 し,こ れは末梢性貧血に応ぜ んと

す る骨髄 反応の表出 として血球の骨髄 内抑留を考 え

るべきであると述べている.

私の実験で も骨髄 像 に於け る赤芽球系百分率 の増

加は見 られるが生成抑制像 は見 られず,又 骨髄組織

の呼吸作用 も亢進す る等の事実よ り見 て,一 概 に本

実験時の貧血の原因を骨髄造 血能の低下にのみ求め

る事は出来ないと考え る.

又一方小宮93)に 依れば,血 球の神経性調節 は外来

刺戟に応 じて体内で産生 され る血球 生 成促 進物 質

(ポエ チン)を介 して行われるとし,血 球増多を必要

とす る刺戟 によつて起つ た調節中枢の興奮は直接造

血組織に伝達 されずに,先 づ腹部臓器就 中肝臓及び

脾臓に伝わ り,此 所で ポエチンが造 られ,之 が造血

組織に作用 して血球生成を促進す るもめ と考えられ,

逆 にこのポエチ ン産生を司 る神経の切断 によりポエ

チ ンが造 られない時,又 ポエチン産生 を司る神経の

麻痺によつて之と拮抗す ろ神経作用が優勢となり,

造血機能 を抑制す る場合血球減少す ると述べている.

又光藤107)は 脾臓 には循 環血液量 を調節す る作用の

ある事,即 ち正常家兎で剔脾により循環血液量減少,

脾臓浸出液 を注 射することによ り循環血液量増加を

見 るが,内 臓神経 を切断する時には剔脾によつて循

環血液量減少せず且つ脾臓浸 出液を注射 しても同血

液量増加 を来 さない事,又 内臓神経を切断した家兎

の脾臓滲 出液を正常家兎に注射す ると循環血液量は

増加 しないが,迷 走神経を切断せ る家兎の脾臓滲出

液注射せ る場合 には著明に循環血液量の増加を認め

た.而 して脾臓の循環血液量増加作用物質産生は,

腹部交感 神経 によつて促進的に,迷 走神経によつて

抑制的に支配 され るものと推定 してい る.こ れより

先前述宮腰96)と は 別 に 麻 殖生 ・藤野108)は脾に分

布す る内臓神経枝及び迷走神経枝 を別々に切断し,

後者 は著変を認めないが内臓 神経枝を切断 したもの

で は術後数 日にして赤血球数,血 色素量及び白血球

数が著明に減少 し,栓 球 も多少減少傾向を示すとし,

かか る貧血 は剔脾により恢復 することを見ている.

更 に山崎109)は 内臓神経切 断後,貧 血を起した家兎

血液中に催貧血物質の存在を主張 し,又勝沼110)は内

臓神経肝臓枝切断による肝性貧血は高色素性大赤血

球性であり,同 脾臓枝切 断による脾性貧血はむしろ

低色素性小赤血球性であ ると発表 している.之 等の

所見を綜合 して小宮31)は内臓神経はポエチン産生を

司 るもの故,之 が切断 され る事に よつてポエチン不

足を来す為血球生成減弱 の結果,又 内臓神経切断に

よつて迷走神経支配が優 勢となつて催貧血性物質の

過剰生産の為,血 球生成 抑制の結果の両方が考えら

れ,肝 臓枝切断は抗悪性貧血性物質の欠乏を来 し高

色素性大赤血球性貧血を起 し,脾 臓枝切断は鉄代謝

障碍を起す為低色素性小赤血球貧血を来すのであろ

うと述べている。即 ち内臓神経脾臓枝切断が貧血を

もたらすその機転には催貧血性物質 を想定するのみ

でな く,循 環血液量の変動又鉄代謝障碍等複雑多岐

なメカニズムを考えねば ならぬことを示唆 している.
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ここで注 目すべ きは井上111)の ペプ トンショツクに

関する実験で氏 は脾性貧 血の発生機序 に言及 し次の

如 く述べている.ペ プ きンを注射する事によ り内臓

神経支配 の下 に脾臓 内で産生 される抗 ショツク物質,

即 ち末梢血管を収縮,血 圧を高 め,循 環血液量を増

加せ しめる如 き物 質の作用によ り,骨 髄造血機能と

は無関係 に血液貯溜臓器就中肝臓 に貯え られた血球

を駆出 して白血球増多 を発現す るもので,同 時 に赤

血球に於て も白血球の場合 と同様 ペプ トンはその流

出を促進す る,之 に反 し,ペ プ トン注射後家兎血清

は夫を抑制す る事 を見ている,そ して正常家兎にペ

プ トンを反覆注 射すると初めは脾臓及び骨髄 に鬱血

が起るが,こ の鬱血は漸 次軽減 して後 には脾臓の細

網細胞の増殖,ヘ モジデ リツ の沈着,肝変性が見 られ,

骨髄には造血亢進の像 は見 られない.ペ プ トン注射

後家兎血清を反覆注射 した場合 は骨髄 には細血管及

び洞の著明な る拡張並びに血球の充盈を認め,一 部

には限 局性の壊死 が見 られ るが造血像に著変 はない

とし,即 ちペプ トン連続注射によつて起 る貧血はぺ

プ ト を注射すれば当初短時間はペプ トンの作用と

して骨髄栄養血管 は拡張 し,赤 血球の流出を促進す

るが,間 もな く血清 中に抗 シ ョツク物 質が生 じ,之

が一方では内臓 血管を収縮 し,貯 溜血液を駆 出して

循環血液量の増加を促すが,こ の際駆出され るもの

は血漿 であ るか ら,血 液は血球 減少性血液量増加の

状態とな る事に より,他方 では又栄養血管を収縮 し,

赤血球を骨髄内に抑留す る事により両 々相俟つ て貧

血を惹起す ると述べてい る.又 内臓神経 脾臓枝を切

断 した家兎の脾臓及び骨髄の組織学的所見に関す る

研究 では藤野94)は碑臓には種 々の程度の鬱血,萎 縮,

リンパ濾胞の縮小,著 名な るヘモジデ ロージス,赤

血球貪食像等を認 め,骨 髄では大腿骨髄全体及び脛

骨 骨髄上部に共 に著名な ろ赤血球生成像 を見 たと云

う.即 ちこの場合の貧血は骨髄に対す る脾臓の抑制

作用の亢進 と脾臓 内に於ける血球破壊作 用の亢進の

方向に変化せ るもの と思 わ れ るとした.更 に島112)

の追試によ り組織学約 には上述の所見の他に骨髄洞

並びに細血管 の著明な る拡張 と鬱 血とを認め,而 も

この変化は一見単純性血管腫を思 わしめ る程著明な

ものであつたとし造血促進の像 は認め られていない.

要す るに内臓神経脾臓枝を切除 した後の貧血 は主 と

して骨髄 洞や細血管の麻痺性拡張 による著名な る鬱

血に起因す るものと考え られ結果 から見れば矢張 り

血球の骨髄内抑留 であ る.以 上の観点よ りすれば所

謂ヒペルスプ レニーとは脾臓 の内臓神経就 中交感神

経支配 の異常亢奮に よつて起 る機能 異常状態である

と考え られ る.し かし井上111)は 内臓神経脾臓枝切

断によ る貧血は厳密 なる意味の抑留とは言い難 い,

何故な ら骨髄洞や細血管 の麻痺拡張 による鬱 血に起

因する為 と考 えられ,こ れは生体 としては極 めて消

極的な病的現象と想像 され るからであるとしている.

即 ち井上111)の 見 る所 では脾性貧血の発 現には2種

の別あ りとし一はペプ トン注射によ る交感神経支配

の異常 亢奮に より,他 は交感神経脾臓枝切断による

その支配の脱落症状 に よ るもの で あると述べてい

る.

以上 を通覧す ろに小宮一門 は脾臓 は自律神経支配

の下に相反す る二作用を有 し,こ の支配に変 化を起

さしめ る時には骨髄機能を促進又は抑制す る物質が

産生 され る事を報し,友 田門下は腹部交感 神経脾臓

枝切断により実験的 に脾臓 毒を産生 せしめ得,こ れ

は催貧血性作用 と同 時 に肝 障 害 性作期があ り,友

田95)の所謂脾性中毒症 に 極 めて酷似せ る性質の貧

血を起 し得 とるしている.し かし何れ も脾臓 毒と云

い,骨 髄機能抑制催貧血性物質と云 うもその貧血の

起 る機 序については明確を缺 き末梢血液像 の推移,

催貧血性因子の性状,脾 臓 の病理組 織学的所見 より

類推す るに過 ぎない.こ れに対 し井上111)は ペプ ト

ン注射に よる実験的痺性貧血に於て腹部交感神経切

断によ る影響を見,末 梢血液像,循 環血液量,脾 臓,

肝臓,骨 髄の病理組織学的変化を追求す ることに よ

り,該 貧面は脾臓内 で産生 され る血管収縮性,循 環

血液量増加物質の過剰産生(Hypersplenismus)に

よるもので即 ちこの物質が一方では血漿量の増加即

ち血液稀釈を来 す事に より,他 方では骨髄栄養血管

の収縮と骨髄内に血球 スペレを惹起することにより

発現す るので あろ うと推論 し脾性貧 血の発生機序の

解明に新境 地 を 開 いた.こ の他Hypersplenismus

に於 け る血球減少の主因を脾網内系細胞の血球処理

機能の異常亢進,血 球を破壊す る自家抗体の産生地

としての脾機能 異常亢進説等に求 め るもの もある.

ここで私の試 みた腹部交感神経脾臓枝切断家兎の

末梢血液像,骨 髄像及び骨髄組織の物質代 謝面を表

わす呼吸解糖作用の経時的観察よ り得た成績 より上

記諸家に批判を加えてみる.脾 臓枝切断に より確か

に術後2週 間目を頂点 とす る血球減少を見,殊 に末

梢血液像 では赤血球の減少が著明で,こ れに対応す

る如 く骨髄像では赤芽球系百分率が術後第2週 目で

最高値 を示 した.而 も赤芽球系細胞の組成 より見 る

と造血促進の像は見 られず,正 染性,多 染性の正赤
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芽球 の%の 増加が著明であ り,顆 粒球 系細胞に も注

目すべ き核型推移は見 られず,物 質代謝面よりみて

も赤血球系の機 能 面 を表 わ す と云われ る88) 89) 91) 92)

酸素消費量の亢進 を見 るのみで顆粒球系の代謝を シ

ンボ ライズする90)解 糖値に は 著 変な く,特 に好気

性解糖値の減少傾 向さえ見得 るのであ る.即 ち脾臓

枝切 断に よりその支配が解かれ神経支配 のアンバ ラ

ンスを来す と脾臓 より分泌 され ると考え られ る骨髄

機能調節物質の失調を来す事に より骨髄 中に著明な

る血球の抑留が起 り,末 梢血液像の貧血,骨 髄像 の

赤芽球 系百分率の増加,骨 髄組 織呼吸能の増大 とな

つ て反映 され るものと解 され る.

第5章　 結 語

1)腹 部交感神経脾臓枝切断家兎 の末梢血は一過

性 の赤血球数,血 色素量,白 血球数,栓 球数の減少

を来 し,所 謂脾性貧血の状態 を惹起せ しめ得 る.

2)同 家兎の大腿骨骨髄像 は赤芽球 系百分率 の増

加 を認めた.

3)同 家兎の大腿骨骨髄組織の呼吸作用は一過性

に亢進を見,好 気性解糖値 はやや低下の傾 向を見,

嫌気性解糖値 には一定の傾 向を見なかつた.

4)家 兎腹部交感神経脾臓枝切断に より骨髄内に

血球 抑留が起 り,貧 血並びに骨髄 赤芽球系比率の増

加並びに骨髄組織の酸素消費能の増加を招来するも

のと考え る.

5)脾 臓は骨髄の造血機能特に赤血球系に対 して

大な る関係を有 し,そ の特 異な遠隔作用は腹部交感

神経を介 して中枢 性支配を受ける.

擱筆に臨み終始御懇篤なる御指導及び御校閲を賜

つた恩師平木教授に感 謝の誠を捧げるとともに、御

教示御援助を頂いた上原講師に深甚の謝意を表す.

(本論文の要旨は第20回 日本血液学会に於て発表

した)
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Experimental Studies on the Relationship between the Spleen

 and the Hematopoiesis of Bone Marrow

Part 2. Blood and Bone Marrow Pictures and O2-consumption 

and Glycolysis of Bone Marrow Tissue in the Rabbits given 

Abdominal Sympathectomy of Splenic Branches

By

Hideo MORITANI

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

After the abdominal sympathectomy of splenic branches in normal rabbits, the author 

studied the blood and bone marrow pictures and O2-consumption and glvcolysis of the femur 
bone marrow and obtained the following results:

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

globin content, leucocyte and platelet count can be recognized, presenting a picture what 
might be called 'splenic anemia'.

2. An increase in the percentage of the erythroblast series can be observed in bone 
marrow.

3. The respiration of bone marrow is transiently accelerated, and the aerobic glyeolysis 
tends to decrease slightly but changes in anaerobic glycolysis show no fixed tendency.
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4. It seems that the anemia and an increase in the proportion of bone marrow erythro

blasts as well as an increase in oxygen consumption of bone marrow tissue induced by the 

abdominal sympathectomy of splenic branches in rabbits are caused by the blood cell arrest 

in bone marrow.

5. The spleen has a close relationship to the hematopoietic function of bone marrow, 

especially of the erythrocyte series, and a part of its specific remote action is controlled by 

the central nervous system via the abdominal sympathetic nerves.


