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第I章　 緒 言

1821年Cruveilhierが,胃 の円形潰瘍の発生には胃

液が関与していると報告1)し て以来,胃 液は胃潰瘍の

重要なる因子と認められてきた.

その後, Rokitansky(1841)の 迷走神経 刺 戟 説

2). Giinsburg(1852)の 直接 消化説8). Virchow

(1853)の 局所的血管障害説4), Bergmann(1913)

の機能的血管障害説5)等 多くの学説が報告されている

が,い ずれも潰瘍つ成因や本体を説明し得 る定説とは

なりえなかつた.

大井6)は これらの学説を防衛因子と攻撃因子に大別

し,攻 撃因子の増強,防 衛因子の減弱が胃に潰瘍性変

化をきたすと述べており,共 鳴できる点が多い.

防衛因子について見ると,従 来血管性因子が最も注

目され,か つ研究されてきたが,血 管性変化をきたす

原因については.い まだ不明な点が多い.

最近においては.む しろ神経性,体 液性機序による

全身性因子が注目されるようにより,特 にStress説7)

以来,下 垂体副腎系が胃潰瘍発生に関与するところが

多い事を認めるにいたつた.

副腎を別除して,は じめて胃に潰瘍の発生を認めた

のはFinji8)で ある.そ の後,下 垂体副腎系と胃潰瘍

の関係を実験的に説明せんとの多くの研究があるが,

いまだ定説とはなつていない.

当教室田辺9)は,下 垂体副腎系と胃潰瘍との関係を

実験的に研究し,ホルモン失調性潰瘍 と命題している.

著者は,こ のホルモン失調性潰瘍発生にさいして,

胃の血管系がいかに反応し変化しているかを究明し,

あわせて本潰瘍の発生原因を考察した.

第 Ⅱ章　 実験 材料 お よび方法

1. 実験材料及び飼育法

実験材料は体重150g以 上の成熟雌性ラッ トを用い

た.実 験動物は22゜C～26゜C(24±2゜C)の 保温室

内で飼育し, 6～9月 の高温季節は実験を中止した.

2. 麻酔及び手術法

手術時の麻酔はすべて0.5%溶 性メチルヘキサビタ

ール(オ ーロパンソーダ)の10～12.5m9/100g体 重

の腹腔内注入麻酔法10)を 用いた.

副腎摘出(副 摘)は ラッ トを腹位に固定し背側より

摘出する方法11) 12)を用い,両 側同時に摘出 した.

迷走神経切断術(迷 切)は,上 腹部正中切開により

開腹し,肝 を上方に圧排し胃を下方に引き,双 眼立体

拡大鏡下において,左 右迷走神経を確認 し,出 来るだ

け高位で切断した.こ の際胃の血管を損傷せぬ様注意

した.

脳下垂体摘出法は,摘 出術による侵襲が最も軽いと

考えられる,田 中氏法10)を 用いた.

3. 血管表現法

血管の分布状態,性 状を見るため,種 々の方法が用

いられているが,著 者は主に毛細血管の状態を検する

ために, Benzidine反 応による特殊毛細血管表現法

(Campbe11-和 気法18))を 応用した.こ の方法は中

枢神経系の研究に対して行われており,血 管等価像を

現出するものと評価されている.

また比較的大きい血管の分布状態を見るために,墨

汁注入法及び造影剤注入によるレ線撮影法を用いた,

 A. Campbel1-和 気法

a. 固定材料および前処置

1. 10%ホ ルマ リン液内固定材料について,厚 さ40

μの凍結切片を作る.

2. 浄水中で1～2時 間水洗

3. 次の第I液 内で37゜C孵 卵器中で30分 間浸漬し,

其の間頻回振盤す.

第I液 調製法

Benzidine粉 末　 0.1g
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蟻酸　 0.5cc

完全溶解後浄水20cc添 加し,次 に0.5%水 溶性

ニ トロプルシツド曹達液20ccと

浄水　 60ccを 加える.

4. 浄水中にて5～20秒 水洗

5. 次の第Ⅱ液内において37゜C孵 卵器中で, 30分

間浸漬す.

第Ⅱ液調製法

浄水　 100cc

局方過酸化水素水(33%)5cc

6. 浄水中で30～60分 間洗海

b. 後 処 置

70%, 80%, 96%, 100%酒 精中で 完全脱水後,純

キシロール透過し,パ ルサム封入.

c. 結 果

毛細血管は帯青黒色に表現される.

B. 墨汁注入法

墨汁は市販のものを用いた.エ ーテル麻酔を行つた

ラットから,心 穿刺法14)に より約3ccの 血液を採取

し,直 ちに背位に固定し,正 中線切開にて開胸し,胸

部大動脈より墨汁を注入した.

C. 胃血管レ線撮影法

造影剤は四三酸化鉛(Pb3O4)と 亜麻仁油,エ ーテ

ルを乳鉢にて混合したものを用いた.

之を墨汁注入法と同様に胸部大動脈より,あ まり圧

力を加えないで徐々に注入した後,直 ちに胃に進入す

る血管を結紮し,胃 を全摘し,大 彎で開き,厚 紙の上

に伸ばしてレ線撮影を行つた.

レ線撮影装置は,小 泉X線 工社製のSoft-Tex E型

(超軟線 レ線撮影装置)を 用いた.

図I

1. 膓 腔 動 脈 2. 肝 動脈 3. 固 有肝 動 脈 4. 胃十 二

指 腸 動 脈 5. 右 胃綱 動脈 6. 右 胃 動 脈 7. 左 胃動

脈 8. 前 胃体 動脈 9. 後 胃体 動脈 10. 脾 動 体

第 Ⅲ章　 実 験 成 績

箪I節　 正常ラッ トの胃所見

ラッ トの胃は,前 胃と本胃(腺胃)の2部 からな り,

両者は解剖学的にも機能的にも大差がある.

その血管分布状態を墨汁注入法, Campbel1-和 気

法, X線 撮影法で見た.

1. 墨汁注入法で大血管の分布を見ると図1に 示す

如くである.

すなわち,腹 腔動脈は三つに分岐して,肝 動脈,左

胃動脈および脾動脈となる.

a. 肝動脈は固有肝動脈と胃十二指腸 動脈 に 二 分

し,胃 十二指腸動脈は下行し,右 胃動脈と右胃網動脈

を分枝して本胃に分布している.

b. 左胃動脈は食道下部に小枝を出した後,食 道開

口部において,前 後胃体動脈に分れ,胃 の前後壁に分

布し,支 配領域が最も広く,本 胃と前胃の大部分を支

配 している.

c. 脾動脈は脾に分枝を出し,左 胃網動脈とな り主

に前胃に分布している.

2. レ線像で胃血管の平面分布を見ると,図2に 示

す如 く,前 後胃体動脈が胃の大部分を支配し,胃 底腺

部は殆んど胃体動脈の分布範囲である.胃 に進入した

血管は分枝しながら次第に小血管に移行して胃粘膜に

分布しているが,小 血管の分布状態は胃全体に平等に

みられ,場 所による血管分布の差異は認められないが

前胃は造影剤が進入し難い.

3. Campbell-和 気法 および墨汁注入法で本胃壁

の血管分布を見 ると,漿 膜に入つた大血管が筋層を通

つて粘膜下にいたり,こ こに粘膜下血管網を作つてい

る.こ の粘膜下血管網より粘膜血管が垂直に走り粘膜

を分布し,粘 膜表層部において毛細血管網を作つてい

る(図3).

前胃血管も本胃と大差は見られないが,粘 膜血管が

細く数が少い様に思われる(図4).

小 括

健常ラッ トの胃の血管分布を,レ 線撮影法,墨 汁注

入法およびCampbell和 気法で観察した.前 胃および

本胃の大部分は,前 後胃体動脈の支配下にあり,他 の

血管の支配領域は少い.粘 膜下血管網より垂 直 に 走

る,粘 膜毛細血管の分布状態は,本 胃においては大体

各部 とも平等で,場 所による血管分布の差異は認めら

れない.

粘膜下には,粘 膜下血管網を形成し, 1部 血管の器

質的障害によつて,粘 膜の血行障害は起 り難いと思わ

れる.

前 胃粘膜血管は,本 胃に比し,細 くかつ少く, Shay
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潰瘍実験のように,胃 の拡張膨満によつては,そ の解

剖学的特異性から考えて,石 原の説15)の 如く,血行障

害が起 り易いと考えられる.

第Ⅱ節　副腎摘出後の胃粕膜変化と血管性変化

150g以 上の体重を有する成熟 雌性ラッ トの 両側副

腎を摘出し,術 後7日 目までの変化を3日, 5日, 7

日目の3群 に分け追求した.

特異なことは,副 摘後日数が経過するに従つて,胃

は正常ラッ トに比較して小さく,収 縮し,胃 内容が少

なくることである.そ して粘膜に潰瘍性変化が強くみ

られるもの程,そ の胃は収縮しており,胃 筋の機能的

収縮状態を示しているように思われ,造 影剤注入も困

難となつてくる.

各群の胃粘膜の肉限的潰蕩性変化を,表1に 示す.

そのうち,死 亡例はすベて潰瘍性変化を証明したが,

胃病変の項における成績の例数には含まず除外した.

本表における潰瘍性変化はすべて本胃に限定して発生

しており,発 生率においても田辺の成9)と 大体一致

している.

また,死 亡例や衰弱の強度のもの,副 摘後 日数の経

過が長いもの程,潰 瘍性変化が強く現われており,こ

れらの所見が副摘後のAdrenal insufficiencyと 或

る程度の相関関係を有することを暗示レている.

表I

死亡例には潰瘍をすベて証明した.

死亡ラッ トの成績は胃病変の項より除外した.

本実験の7日 目の潰瘍の1例 を図5に 示す.各 群の

血管性変化は次の如くであつた.

A. 副摘3日 目のラッ トの胃血管性変化.

総体的には,正 常ラッ トの血管像とあまり差はない.

 Campbe11和 気法による検査では,本 胃の粘膜下血

管網は軽度に拡張する様に思われるが,粘 膜毛細管は

正常と同様で,粘 膜表層部に出血像や欝血像は認めら

れない.

前胃にも異常所見は認められない.

B. 副摘5日 目ラッ トの胃血管性変化

かなり特異な変化がみられる様になる.

本胃の粘膜下血管に至るまでの血管系に異常所見は

ない.

粘膜下血管網は部位により中等度に拡張し,所 によ

ると蛇行しており,欝 血像が認められる.

粘膜では,拡 張して太 くなつた毛細管が 少 数 な が

ら,所 々認められるが,大 部分の毛細管は太さも正常

である.

エロジオンの初期像と思われる部は図6に 示すよう

に粘膜表層が黒 く染り,出 血様にみえる.又 粘膜基底

部より粘膜下層に同様の変化が見える.前 胃の血管で

は軽度の粘膜下血管の蛇行拡張像があるが,出 血した

と思われるものはみられなかつた.

C. 副摘7日 目ラッ トの胃血管性変化

副摘7日 目には,5日 目にみ られた血管性変化が一

層著明となる.造 影剤を注入して検すると,図7の 如

く胃体動脈より分枝した血管は屈曲蛇行しており,造

影剤は毛細血管迄入り難くなる.

Campbell-和 気法 で検すると粘膜下の血管は拡張,

蛇行が著明となり,欝 血の増強が認められる(図8).

粘膜血管は所々に毛細血管が著明に拡張したものが

縦に走つており(図9),エ ロジオン部は図10に 示す如

く,黒 染 された襖形の出血巣を呈するものが多い.ま

た所々に粘膜表層の充血又は出血像が著明となつてい

る部が認められる(図11).

またエロジオン部の直下又はその近 くには粘膜下浮

腫が認められることが多い(図10)。

前胃血管系でも,粘 膜下血管の拡張,蛇 行等の諺血

像がみられるが,粘 膜出血等の変化はみられない(図

12)。また粘膜下浮腫もあるが,本 胃に比較して軽度の

様に思われる(図12).

小 括

副腎摘出後の変化を総括してみると,ま ず粘膜下血

管の拡張,蛇 行等の諺血像と,粘 膜毛細管の拡張が現

われる.そ の後粘膜表層の充血ないし出血像,粘 膜下

層の膨化像(浮 腫による)が 出現し て く る.前 胃で

も大体同様の所見であるが,出 血にまで至らない.

これらの変化は副摘後 日数を経過するにつれて強く

な り,潰 瘍性変化が強くなるにつれて著明となつてく

る.

潰瘍性変化の発生部位はすベて本胃であり,前 胃に

潰瘍 を認めたものは1例 もなかつた.し かも同様の傾

向がみられることより,何 故に前胃に潰瘍性変化が現

われないかが問題となる.こ の解明は両者の解剖学的

差異を以てしなければならないかも知れない.す なわ
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ち潰瘍性変化が強い程,胃 の収縮が強くなること,又

前胃は本胃よりも筋層の発育が悪いことなどを考えれ

ば,胃 筋の収縮による欝血の程度の差によるとも解せ

られ る.

また本胃に潰瘍性変化が発生するとしても,何 故に

胃底腺領域のみに発生し,幽 門腺部に発生しないかの

問題が明かにされない.こ れは幽門腺部と胃底腺部に

電気的にも差が認められることより考えて,細 胞学的

特異性を加味して考えられねばならないか も し れ な

い.

エロシオン部は襖形 を呈し,頂 点は多 く粘膜層の途

中にあり,粘 膜基底にまでおよんでいることは極めて

少い.こ れは粘膜中にはじまる出血等の変化が,誘 因

となつて起つた現象であるのではあるまいか.

したがつて,か かる副摘後の潰瘍性変化は小血管お

よび毛細血管の障害と,密 接な関係を有していること

が充分うかがいえられる.

第Ⅲ節　副腎摘出後各種処置による胃病変 と血管

性変化

両側副腎を摘出して起る生体内変化の うち,最 も著

明な変化は,血 漿K-Na平 衡の異常,す なわちKの 蓄

積, Naの 排出であ る16) 17).

そして副腎摘出動物 をNaCI含 量の高い飼料で飼

育す ると生存が長びくことは衆知の事実である.

また副腎摘出動物は早晩死亡するが,こ れはAdre-

nalinsufficiencyの ためであ り,副 腎皮質ホルモン

を投与すると,生 命が長びくことは,多 くの研究82) ,

 33, 34)の 一致した成績である.

かかる事実により,私 は次の.連 の実験を行い,胃

病変と血管性変化を追求した.

I群　 副摘後0.9%NaCl液 経 口投与

Ⅱ群　 副摘後Cortisone0.1m9/1009体 重筋注

Ⅲ群　副摘後Cortisone5mn9/animal筋 注

Ⅳ群　迷走神経切断後,副 摘,水 道水投与

V群　 迷走経経切断後,副 摘,人 工胃液投与

Cortisoneは,万 有の酢酸 コルチゾン注射液を用い

1日1回7日 間筋注した.

各群の胃病変は,実 験後7日 目に致死せしめて観察

した.各 群の変化を第Ⅱ表に示す.

表に示 さ れ た 如 く,副 摘後に見られた潰瘍性変化

は, 0.9%NaC1液 の投与又はCortisoneの 注射で抑

制されたり,防 止し得た.又 迷走神経切断群は全く潰

瘍性変化を認めなかつた.

表2

各群の胃病変と血管性変化を述べる.

第1項 副摘後, 0.9%NaC1液 投与

胃は正常ラッ トの如く膨満し,出 血,エ ロジオン,

潰瘍は前胃本胃とも認められなかつた.血 管性変化を

Campbe11和 気法で見 ると,図13の 如く,粘 膜及び粘

膜下血管の拡張や欝血像が認められず,正 常ラッ ト所

見と大差がない.造 影剤注入法,墨 汁注入法にても副

摘時に 見られた如 き血管性変化 は 認められない(図

14),

第Ⅱ項　 Cortisone 0.1mg筋 注の影響

副摘後Cortisone 0.1mgを 注射すると,副 摘時に

見られた潰瘍性変化が相当に抑制され,出 血やエロジ

オンが少なくなつてい る.こ のⅡ群にも潰瘍性変化は

認められたが,病 変は全て本胃であり,前 胃には変化

がなかつた.

本胃に変化のあるものの血管を見ると,粘 膜下血管

は所々拡張し,欝 血像が見られるが副摘時に較べ軽度

である.粘 膜血管も一部拡張し,粘 膜表層血管も拡張

している(図15)。

潰瘍部は図16に 示す如く,出 血性壊死像を認める.

前胃血管にも軽度の拡張像を認めるが出血は認められ

ない.

第Ⅲ項 Cortisone 5mg筋 注の影響

このCortisone大 量投与群はⅡ群に比し,胃 病変

の抑制効果が少い.生 存した6例 中病変を認めないも

のは1例 だけであつた.

胃は収縮し,本 胃粘膜は帯赤色で充血が強く,出血,

エロジオン,潰 瘍を認めた.

血管性変化を見ると,粘 膜及び粘膜下血管は著明に

拡張し,粘 膜表層部には図17に 示す如く粘膜上皮は一

部剥離し,血 管拡張と出血像が認められる.

第Ⅳ項　迷走神経切断の影響

迷走神経と胃潰瘍についての多 くの実験は,迷 走神
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経が胃潰瘍発生に関して重要な関係を有することを示

している18) 18).

私は,副 腎摘出時の胃病変が迷走神経切断により如

何に変化するかを,表 ⅡのⅣ群, V群 の実験を行い追

求した.

迷走神経は切断後粘膜の細胞性変化が約1.5ケ 月続

くため20).副 腎摘出の1.5ケ 月以上前に切断した.

A. 迷切後,両 側副摘し,水 道水投与

このⅣ群は表Ⅱに示す如く,全 く潰瘍性変化は見ら

れず,死 亡例にも潰瘍を認めない.胃 は全例とも拡張

膨満し,多 量の食物残渣を有し,緊 張が 欠除 して い

る.胃 粘膜は灰白色を呈し,出 血やエロジオンは見ら

れない.

血管性変化も,副 摘時に見られる如き,拡 張像,諺

血像を認めず,粘 膜及び粘膜下血管に著変がない(図

18).

造影剤注入法によるレ線像にても,副 摘時の変化が

見られず,正 常所見と大差がない.

B. 迷切後,両 側副摘,人 工胃液投与

両側副腎を摘出す ると,胃 液分泌が低下し,迷 走経

を切断すると更に分泌が減少する.こ の胃液分泌の減

少(胃 酸の減少)を 補 う目的で次に示す人工胃液を経

口的に投与し,胃 の病変を見た.

{ペプシン　 10mg

0.1N

m塩　 75cc水　25cc

Alexander21)は 人工胃液の中に0.3N食 塩永25cc

を含ませているが,食 塩を与えることは,潰 瘍性変化

を予防する故,食 塩水の代りに水道水を処方した.

このV群 もⅣ群と同様に,胃 は全例とも膨満し,粘

膜は灰白色を呈し,潰 瘍性変化は全く認められない.

血管性変化を見てもⅣ群と同様な所見で,粘 膜およ

び粘膜下血管に拡張,鬱 血,出 血を認めず,粘 膜出血

も認められない(図19).

小 括

副腎摘出ラッ トに, 0.9%NaC1液 の投与, Cortisone

注射,迷 走神経切断を行つて,こ れらの処置が,副 摘

後の胃粘膜病変および血管性変化におよぼす影響をみ

た.

0.9%NaCI液 を投与すると,潰 瘍性変化が見られ

なくなり,副 摘時にみられた,拡 張,出 血,欝 血等の

血管性変化も認められなくなる.

Cortisone注 射は.体 重100g当 り0 .1mgの 小量投

与群は,潰 蕩性変化,血 管性変化とも著明に抑制され

るが, 1匹 当り5mgの 大量投与群は潰瘍性変化の抑

制効果が少く,血 管にも著明な変化が認められる.

迷走神経を切断しておくと,副 腎を摘出しても潰瘍

性変化が発生せず,血 管にも著変が認められない.こ

れに人工胃液を与えても,エ ロジオンや潰瘍は認めら

れず,血 管性変化も起らない.

この様に,潰 瘍性変化の強いもの程,血 管性変化が

強く,両 者は相関関係にある事が再確認された.

一方胃の収縮状態を見ると,潰 瘍性変化の強いもの

は,胃 は収縮,縮 少しているが,潰 瘍性変化の見られ

ない迷走神経切断群は,逆 に胃は膨満 し,緊 張 が 弱

く,胃 の潰瘍性変化の発生には,迷 走神経の緊張が関

与しているように思われた.

前節において,副 摘時に見られる潰瘍性変化の原因

は,血 行障害であると考えられたが, 0.9%NaCl液 や

Cortisoneの 投与により,血 管性変化が改善されるこ

とは, NaC1液 投与又は,Cortisone注 射によつて副

腎不全が予防出来ることは明かであり,こ の血管性変

化の発生を考えるにあたつては,副 摘後に起る生体内

変化,す なわち,電 解質血糖等の異常にもとずく迷走

神経刺戟の経路一体液神経性機序一 を考慮せねばなら

ない.

第Ⅳ節　脳下垂体摘出時の胃病変と血管性変化

Ⅱ,Ⅲ 節の実験により,副 摘時に起 る胃病変と血管

性変化は,ホ ルモン失調による生体内変化に原因があ

る如く思われた.副 腎皮質機能を左右するものは下垂

体であるが22),下 垂体の 支配下にある 内分泌腺は副

腎にとどまらず,甲 状腺,性 腺もその支配下にある.

したがつて,下 垂体副腎を同時に摘出すると,副 腎摘

出のみの場合よりも複雑ではげしいホルモン平衡の失

調をきたすことは,論 を要しない.

下垂体副腎系と胃潰瘍の関係について実験を行つた

田辺9)は,副 摘後の潰瘍性変化は,下 垂体を摘出する

ことにより,一 層はげしくなるが,こ れは両腺を摘出

すると,副 腎のみを摘出した場合よりも,ホ ルモン平

衡の失調とそれにもとずく体液性変化がはけしくなる

ためだと推論している.

私は次の一連の実験 を行い,副 摘時の胃血管変化に

およぼす下垂体摘出の影響をみた.

I群　 下垂体摘出,水 道水投与

Ⅱ群　下垂体副腎摘出,水 道水投与

Ⅲ群　下垂体副腎摘出, 0.9%NaCl液 投与

Ⅳ群　下垂体副腎摘出, Cortisone 0.1mg筋 注

V群　 下垂体副腎摘出, 5%糖 液投与

Ⅳ群　迷走神経切断後,下 垂体副腎摘出,水 道水投

与

Ⅳ群　のCortisone量 は体重100g当 りであり, 1
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日1回5日 間筋注した.

迷走神経切断は,両 腺摘出より1.5ケ 月以上前に行

つた.

下垂体と副腎を同時に摘出すると,生 存期間は普通

5～6日 である.よ つてI群 以外の実験動物は ,実 験

後5日 目までに致死せしめ,胃 の 病変を見た.こ の

際,実 験動物を開頭 し,下 垂体摘出不良のものは,成

績 より除外 した.

各群の肉眼的粘膜変化を表Ⅲに示す.

表 Ⅲ

これら各群の潰瘍性変化および胃の血管性変化につ

いて述べる.

第I項　 下垂体摘出 水道水投与

下垂体摘出後7日 目まてには,胃 粘膜に軽度の充血

を見る以外出血,エ ロジオン,潰 瘍は認められない.

血管性変化を見ると,図20の 如く,粘 膜表層部に充

血像を認め,粘 膜下血管網に軽度の拡張像を見るが,

出血巣は認められない.か かる血管性変化は副摘時よ

りも軽度である.

算Ⅱ項　下垂体副腎摘出,水 道水投与

このⅡ群は全例に著明な潰瘍性変化が見られた.す

なわち,胃 は著明に収縮し,胃 底腺部に出血,エ ロジ

オン,潰 瘍が発現したが,前 胃には変化が見られなか

つた(図21)。

血管性変化は副摘時の変化と大体同様であるが,程

度が強い様に思われる.す なわち,図22に 示す如く,

粘膜下血管の拡張,粘 膜血管の拡張及び鬱血,粘 膜出

血等が認められる.又 粘膜内には黒く染色された出血

巣が認められ,出 血性変化像を示している(図23).

その部の中には著明に拡張 した毛細血管が蛇行してい

るのが見られる.前 胃粘膜下血管にも拡張像 を み る

が,出 血巣は認められない.

第Ⅲ項　下垂体,副 腎摘出, 0.9%NaCl液 投与

前節において,副 摘後に0.9%NaCl液 を投与する

と,血 管性変化潰瘍性変化とも防止しえたが,本 実験

群においては効果が少く,表 Ⅲに示す如き変化が見 ら

れた.

血管性変化は大体Ⅱ群 と同様な所見で,血 管 の 拡

張,鬱 血,出 血等が認め られる.

第Ⅳ項　下垂体,副 腎摘出, Cortisone 0.lmg/100g

体重筋注

両腺摘出の本実験群では, Cortisone注 射の効果が

殆んど認め られず,全 例に出血エロジオン,潰 瘍が認

められ,血 管性変化もⅢ群と大体同様である.

第V項　 下垂体,副 腎摘出, 5%塘 液投与

下垂体摘出時におこる生体内変化のうち,最 も注目

されるのは,血 糖の 低下であ り28).死 亡原因も低血

糖によるものと考えられている.

この低血糖を防ぐ目的で5%糖 液を経口投与した.

本群の潰瘍性変化は,表 Ⅲに示す如く,著 明に抑制

され,胃 粘膜に軽度の出血をみる以外,エ ロジオンや

潰瘍は認められなかつた.

血管性変化は粘膜下血管の軽度の鬱血像を認める以

外,Ⅱ 群に見られた様な血管の変化はみられ なか つ

た.

第Ⅵ項　迷走神経切断後,下 垂体副腎摘出水道水投

与

迷走神経を切断しておくと,副 摘時と同様に,潰 瘍

性変化は全 く認められない.

胃は膨満し,粘 膜は灰白色にして充 血 をみ ず,出

血,エ ロジオン,潰 瘍等は1例 も認められない.

血管像も大体正常像に近 く,血 管の拡張,蛇 行,粘

膜出血は見られない.

小 括

副腎皮質ホルモンの分泌に関係の深い,脳 下垂体を

摘出し,胃 病変 と血管性変化を追求 した.

下垂体だけを摘出しても,胃 に著明な潰瘍性変化は

起 らないが,血 管系にもあまり変化をみない.

下垂体と副腎を摘出すると本胃に著明な潰瘍性変化

が発現する.こ の変化は副摘時よりも一層 く,短 期間

に現われ,血 管にも副摘時 と同様な変化が短期間にし

かも著明に発現する。この血管性変化は,副 摘時の如

く,粘 膜下および粘膜血管の拡張,蛇 行や,粘 膜出血

であり,た だ変化が強いだけである.

これに0.9%NaCl液 又はCortisoneを 投与して
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も,副 摘時と異り血管性変化,潰 瘍性変化とも抑制し

難いが, 5%糖 液を投与すると,病 変を著明に抑制し

得た.

迷走神経を切断しておくと,副 腎摘出時と同様に,

血管性変化,潰 瘍性変化とも発現しない.

これらのことよりみて,下 垂体と副腎 を摘 出 する

と,副 腎摘出時よりも一層強い生体内変化が起つてい

るものと考えられ る.そ して5%糟 液投与により,病

変が抑制されることは,血 糖の変化も潰瘍性変化の発

生に関与しているものと考えられる.

したがつて,前 節でのベた,体 液神経性機序の概念

は,副 腎下垂体摘出時にもそのままあてはまるものと

考えられる.

第V章　 総括お よび考 按

副腎および脳下垂体摘出による,胃 の潰瘍性変化と

血管性変化との関係を実験的に追求し,こ れにおよぼ

す0.9%NaCl液, Cortisone,及 び迷走神経切断等の

影響を観察した.

ラッ トの副腎を摘出すると,本 胃に出血,エ ロジオ

ン等の潰瘍性変化が発現する.副 腎と下垂体を同時に

摘出すると,副 腎時の変化が.層 強く現われる.

血管の変化についてみると,副 腎摘出時には,粘 膜

下血管の拡張蛇行等の鬱血像が見 られ,次 で粘膜血管

の拡張および粘膜出血を認める.エ ロジオンや潰瘍は

すベて血液を多量に有する出血巣である.

下垂体と副腎を同時に摘出すると,こ の血管の変化

は一層著明となり,短 期間に発現し,血 管性変化のた

めに潰瘍性変化が発生したものと考えられた.

副腎摘出時の電解質の平衡異常を, NaC1液 やCor

tisoneで 予防した り,下 垂体摘出による低血糖を5%

糖液で予防すると,血 管性変化は減少し,血 液性変化

と血管性変化は相関々係にある如 く思われた.

迷走神経を切断しておくと,副 腎又は下垂体副腎を

摘出しても,血 管性変化が現われず潰瘍性変化も認め

られない.

胃の収縮状態をみると,副 腎又は下垂体副腎摘出時

には胃は収縮しているが,迷 走神経切断群は胃は膨満

し緊張を欠いであり,迷 走神経の緊張にもとつ く変化

と考えられる胃緊張性は潰瘍性変化の発現に,大 いに

関与していると思われた.

副腎の別除により,胃 十二指腸粘膜に充血,出 血お

よび エロジオンが 発生することは, Finjir8), Elliott

24). Mann25)の 報告以来,今 日では 一般に承認され

ているが,そ の発生原因についての報告は少い.

本実験において,副 摘後もつとも早く現われる変化

は,胃 粘膜下血管の鬱血である.そ して,こ れは副摘

後 日数の経過するにしたがつて強くなり,そ の後に粘

膜血管の拡張や粘膜 出血がみられることは,潰 瘍性変

化は静脈の鬱血による血行障害と直接関係していると

考えられる.

石原26)も 副摘ラットの本胃に発生する潰瘍には,

血行障害が常に先行し,こ の血行障害は鬱血であるこ

とを認めている.

静脈鬱血と胃潰瘍 との関係は,肝 硬変の分野で研究

され, Gundermann271), Mintz28). Hart29)等 も

肝硬変の研究で胃十二指腸に潰瘍発生を認めており,

その原因は静脈の鬱血による血行障害のためだと考え

ている.又Wangensteen学 派30)は 脾静脈の結紮お

よび門脈に閉塞を加えた動物実験によつて,静 脈の鬱

血はそれ自体潰瘍を発生させ るというもの で は な い

が,潰 瘍 を発生し易くするとの見解を発表 してい る.

この静脈鬱血の原因について次の二つの要因が考え

られる.

第Iに 副摘時に於ける血液濃縮であ る.副 摘時に於

て血液のHt値 が上昇していることは田辺の実験9)で

報告されているが,血 液濃縮が起 ると血流がにぶ り,

鬱血を生じる事は当然考えられることである.

火傷後に潰瘍が発生し易い事は, Curlingの 実験以

来認められており,そ の発生原因をFriesen87)は 血

液濃縮による鬱血で説明している.

次に考えられるのは胃筋の攣縮である.本 実験にお

いて血管性変化の強いものは,胃 は収縮しているが,

迷走神経切断群の如 く,血 管性変化の少いものは,胃

は正常か,又 は膨満しており,胃 筋の収縮と血管性変

化には平行関係が見られ,胃 の緊張,運 動を支配する

迷走神経の刺戟が鬱血の原因である如 く思われる.

黒津81)は 副交感帯の 電気刺戟により起つた胃出血

の原因について,胃 筋の攣縮 による鬱血を あげてい

る.そ してこれは,副 交感帯の興奮により,胃 筋の痙

攣性収縮が起 り,血 圧が低く壁の薄い静脈は,筋 痙攣

により圧迫 されるが,血 圧の高い壁の厚い動脈は圧迫

にうち勝つて,血 液の流入を許すから,静 脈鬱血が起

ると説明している.

この様に副摘時の潰瘍性変化の発生原因は静脈鬱血

による血行障害が考えられるが,副 摘 後NaC1液 や

Cortisoneの 投与により血管性変化が抑制され,潰 瘍

性変化も減少することは,こ れ らの投与によ る血液性

の変化を考慮せねば充分に説明し得ない.

副腎摘出時に起 る生体内変化で最も著 明なものは,

血漿K-Na平 衡異常(Kの 蓄積, Naの 減少)と 血
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糖値の低下である16) 17).そ してこの変化はAdrenal

 insufficiencyの 代 表 的 変 化 であり82), 88), 84) ,

 CortisoneやNaC1液 の投与でそれ らの体液性変化

は正常値に近 く改善され るものである.

私の実験 では,副 摘後0.9%NaCl液 や, Cortisone

を投与す ると,副 摘時の血管の変化が著明に抑制され

た.共 同研究 者 石 原 の成績85)に よると,副 摘時に

起 る血漿Kの 増加, Naの 減少は, 0.9%NaCl液 の投

与により,大 体正常値に近く回復している.又Coti

sone 0.lmg注 射群は,血 漿電解質平衡は正常値に近

いが, Cortisone5mg注 射 群は,か えつてKの 低

下Naの 増加を認めており,私 の実験 における血管

性変化と血液電解質の平衡異常は相関々係にあること

が確認された.

次に下垂体摘 出についてみると,下 垂体だけを摘出

すると,鬱 血像は認められるが容易に潰瘍までに発展

しない.し かし副腎と下垂体を摘出す ると副摘時に見

られる血管性変化が著明となり,潰 瘍性変化も早期に

発現してくる.そ して0.9%NaCl液 の投与やCorti

sone注 射で病変を抑制することができなくなる.

これは両腺摘出時においては,副 摘時よりも一層強

い生体内変化が起 ることで説明し得る.

下垂体を摘出すると,低 血糖が起 ることはBodo86)

以来多くの実験で確められており,下 垂体と副腎を共

に摘出すると,低 血糖は一層強 くなると報告されてい

る.

この低血糖を防ぐ目的て5%糖 液を両腺摘出後投与

すると,胃 の血管性変化は抑制され潰瘍性変化も著明

に抑制された.石 原の成績によると,下 垂体と副腎を

摘出した場合には,著 明な低血糖と血漿Kの 上昇, Na

の減少が起るが,こ れに5%穂 液を投与した場合には

血糖値,血 漿K, Na値 とも著明に平常値に近 く回復

しており,血 液性の変化が血管系に大きい影響を与え

ると思われ る.

血液電解質の中でKの 上昇による血管拡張は,田 中

88) ,福 武39)の 研究で報告されており,著 者の成績と

相通ず るところがある.し かし,粘 膜下に静脈鬱血が

強い事や,胃 の緊張性などか ら考察すれば, Kの 上昇

のみでは血管性変化が説明し得ず,血 液 濃 縮,血 糖

値,血 液電解質の平衡異常等の血液性変化や胃の緊張

等が共働して作用するものであると思われる.

第VI章　 結 論

ラッ トの副腎や下垂体を摘 出し,胃 の潰瘍性変化と

血管系変化を追求し,之 におよぼす各種処置による影

響を観察した.

1. 副腎を摘出すると,ラ ッ トの胃に出血,エ ロジ

オン,潰 瘍が発生する.

2. 副摘時に見 られ る血管の変化は,静 脈の鬱血と

粘膜出血が主であり,こ の血管性変化は粘膜の病変に

先行し発現する.

3. 副摘後, 0.9%NaC1液 およびCortisoneを 投

与すると,血 管性変化が抑制 され,潰 瘍性変化も少く

なる.

4. 迷走神経を切断してお くと,副 腎を摘 出 して

も,血 管性変化が起 らず,潰 瘍性変化も発現しない.

5. 下垂体と副腎を同時に摘出すると,副 摘時より

も一層著明な血管の変化が発現す るが,副 摘時の変化

と同質のものである.

6. 下垂体と副腎を摘出す ると, CortisoneやNaC1

液を投与しても,副 摘時のように,血 管性変化を抑制

し得ない.し かし5%糖 液で低血糖を予防すると,血

管の変化が少くなる.

7. 迷走神経を切断しておくと,下 垂体と副腎を摘

出しても血管の変化は起らない.

8. これら血管性変化のみられ る場合一般に胃は収

縮している.

終りにのぞみ,御 指導御校閲を賜つた恩師津田名誉

教授,砂 田教授に感謝し,協 力指導して頂いた田辺講

師,石 原副手に厚 く謝意を表する.

なお本論文の要旨は第58, 59回 日本外科学会総会に

おいて発表 した.
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Experimental Gastric Ulcer Induced by Hormonal Disharmony

Part 1. Vascular changes of gastric ulcer

induced by hormonal disharmony

By

Kazuhiko Masuda

from the Second Surgical Dept. of Okayama University Medical School

Ulceration and disturbances of circulation in the rat's stomach wall were induced by 

adrenalectomy, hypophysectomy. and changes of these specimen were studied by infusion of 

india ink benzidine staining (Campbell-Wake's method), and X-ray photography of blood 

vessels and capillaries.

1. After adrenalectomy the bleeding, erosion and ulcer were found on the stomach wall.

2. As chief changes of the blood vessels the venous congestion and the bleeding preceded 

the destruction of mucosa.

3. Thase abnormalities of blood vessels and ulceration were prevented by administration 
of 0.9% NaCI solution and adrenocortical hormone (cortisone).

4. Vagotomy prevented the circulatory disturbance and ulceration of the adrenalectomi

zed rats.

5. Combined extirpation of pituitary and adrenals produced more marked changes of 

the blood vessels compared to adrenalectomy alone.

6. After hypephysectomy and adrenalectomy administration of cortisone or 0.9% NaC1 

solution could not prevent the change of blood vessels, on the other hand administration of 

5% glucose solution recovered these changes.

7. If bilateral vagi were previously cut, the congestion and bleeding did not occurred 

even after hypophysectomy and adrenalectomy.
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増 田 論 丈 附 図

図2　 正常ラット血管像 四三酸化鉛注入

図3　 正常ラット本胃粘膜血管像 墨汁注入
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増 田 論 丈 附 図

図4　 正常ラット前胃粘膜血管 墨汁注入

図5　 副摘7日 目エロジオンおよび潰瘍
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増 田 論 丈 附 図

図6　 副摘5日 目粘膜におけるエロジオン初期像

図7　 副摘7日 目血管像 四三酸化鉛注入
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増 田 論 丈 附 図

図8

副摘7日 目

粘膜下血管の拡張

(×50)

図9

副摘7日 目

粘膜血管の拡張

(×50)

図10

粘膜における模形の

エロジオン

(×50)
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増 田 論 交 附 図

図11　 副摘7日 目　著明な粘膜表層の充血(×50)

図12　 副摘7日 目前胃血管像 出血,エ ロジオンを認めない(×50)
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増 田 論 女 附 図

図13

副 摘 後0.9%食 塩 水

投 与 時 の 本 胃粘 膜 血

管

(Campbe11.和 気 法)

充 血,う つ 血 を見 な

い

(×50)

図14

副 摘 後0.9%NaCl

液 投 与

(墨 汁 注 入)

本 胃粘 膜,出 血,う

つ血 を見 ない

(×50)

図15

副 摘 後Cortisone

 0.1mg筋 注

軽 度 の うつ 血

(×60)



ホルモン失調性胃潰瘍の実験的研究　 3547

増 田 論 丈 附 図

図16

副 摘 後Cortisone

 0.lmg筋 注

潰 瘍 部 に お け る出血

性壊 死

(×50)

図17

副 摘 後Cortisone

 5mg/animal筋 注

粘 膜 の 剥 離 と 出血

(×50)

図18

迷切後副摘水道水投

与,

血管像に著変はない

(×50)
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増 田 論 丈 附 図

図19

迷切後副摘,人 工胃液投与,

血管像に著変はない

(×50)

図20

下垂体摘出,水 道水投与,

粘膜表層及び粘膜下血管網

の充血

(×50)
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増 田 論 丈 附 図

図21

下垂体 ・副腎摘出,水 道水投与,

潰瘍およびエロジオン

図22

下垂体 ・副腎摘出,水 道水投与,

粘膜内の出血,血 管拡張

(×50)
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増 田 論 丈 附 図


