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第1章　 緒 言

胃潰〓の発生原因については,古 来幾多の要因が指

摘されており,枚 挙に遑まないほどであるが,そ のう

ち,何 等かの血行障害(器 質的又は機能的)が 重要な

る因子の1つ であろうことは, Virchowの 血管障害

説1)以来,想 像されてきたところである.

私は前編において,副腎摘出又は,下垂体副腎摘出に

よつておこる潰瘍性変化は, Adrnal insufficiency

の際にみられる生体内変化のための血行障害によつて

起ることを報告した.

本編においては,副 腎摘出時の潰瘍性変化が組織学

的にみて,如 何なる変化によつて,発 現するかを追求

し,あ わせて,副 腎摘出ラツ トのAdrenal insuffic

iency状 態を変化 す る ことにより起る,胃 の潰瘍性

変化の組織像を追求した.

第Ⅱ 章　 実験 材料 お よび方法

1. 実験材料および飼育法

実験材料は体重150g以 上の成熟雌性ラツトを用い

た.

実験動物は22℃ ～26℃ 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. 麻酔および手術法

手術時の麻酔は, 0.5%溶 性メチルヘキサビタール

(オーロパンソーダ)の 腹腔内注入 麻 酔 法2)に よつ

た.

副腎摘出,下 垂体摘出および迷走神経切断は,前 編

と全く同様なる方法3)に よつて行つた.

3. 標本作製法

実験動物はエ-テ ル麻酔にで致死せしめ,胃 を全摘

し,大 彎で開き,粘 膜の病変観察優10%ホ ルマリン溶

液内で固定 した.

組織標本の染色は, Eosin-hematoxylin染 色法に

よつた.

第Ⅲ 章　 実 験 成 績

第Ⅰ節　正常ラツ トの胃所見

前編にものべた如く,ラ ツ トの胃は明かな境果をも

つて,前 胃と本胃に区別され,両 者は機能的にも解剖

学的にも大差がある.

前胃の粘膜は重層扁平上皮で,表 面は薄 き角層をも

つて覆われ,平 滑である.上 皮層の下に薄 き粘膜筋板

あり,更 に粘膜下層,筋 層,漿 膜下層,漿 膜層がある

(図1)。

本胃の粘膜は厚 く,胃 底腺と幽門腺を有し両者の境

界はかなり明瞭である.

前胃と同様に粘膜層の下に,粘 膜下層,筋 層,漿 膜

下層,漿 膜層があるが,本 胃の筋層は前胃に比し,厚

く良く発達している(図2)。

本 胃の血管は粘膜下に血管網を形成し,こ れより粘

膜毛細血管が垂直に粘膜に走 り,表 層部において,毛

細血管網を作つている.

前 胃の血管分布も大体本胃と同様 であるが,粘 膜毛

細血管が細く,数 も少い.

第Ⅱ 節　副腎摘出時の胃粘膜病変 と組織学

的所見

前編において,ラ ッ トの副腎を摘出すると,胃 粘膜

に出血やエロジオン等の潰瘍性変化が起 り,同 時に血

管系の変化として,血 管拡張,鬱 血,粘 膜出血等が見

られ る事 を報告 した.

本節においては,副 腎 摘 出後の変化を,副 摘後3

日, 5日, 7日 目の3群 に分け,組 織学的検索を行つ

た.

各群の肉眼的潰瘍性変化は次のⅠ表の如くであり,

前編の成績と大体同様である.
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表1

第1項 副腎摘出後3日 目ラツ トの所見

副検所見

1例 に胃内出血 を認めたが,他 の4例 には前胃本胃

とも,出 血,エ ロジオン等の潰瘍性変化を認めなかつ

た.

組織所見

前胃本胃とも粘膜所見は大体正常所見と同様で,上

皮細胞の異常,粘 膜血管拡張,粘 膜 出 血 が見られな

い-

粘膜下組織内の静脈は軽度に拡張し,壁 が薄 くな

り,血 液を多く充たし,鬱 血像を認めるが,粘 膜下浮

腫は認められない.

動脈壁も軽度膨化し,内 腔が拡大している様に思わ

れるが,血 栓や栓塞は見られない.

算H項 副摘5日 目ラツ トの所見

剖検所見

2例 に胃内出血とエロジオンの発生をみたが,他 の

3例 は胃底腺部に充血を認めた以外,エ ロジオンや潰

瘍は見られなかつた.そ してこのエロジオンは本胃だ

けに認められ,前 胃には変化がなかつた.

組織所見

本 胃粘膜の上皮細胞は一般に軽度に萎縮してい る

(図3)。

粘膜表層部においては,毛 細血管が著明に拡張し充

血像を示し,粘 膜出血の前段階 の 如 く思われる(図

4)a

エロジオン部を見ると,図5に 示す如く,粘 膜内に

出血巣がみられ,そ の部の腺細胞は染色性を失い,細

胞変性壊死像を示す.

粘膜下組織内の静脈は壁が薄 くなり,内 腔拡大し,

血液を充満し,鬱 血像が認められる・ 動 脈 壁 は膨化

し,壁 が厚くなつているが,血 栓や栓塞等の変化は認

めがたい(図6)。

粘膜下組織内に軽度の浮腫が認められるが,筋 層,

漿膜層には著変を認めない。

前胃粘膜には出血像を認めないが,粘 膜下静脈の拡

張像,動 脈の軽度の膨化像 を認める.

第Ⅱ項 副摘7日 目ラツ トの所見

割検所見

胃内出血,エ ロジオン等の潰瘍性変化が全例に見ら

れた.エ ロジオンや潰瘍は,図7に 示す如く,全 て本

胃の胃底腺部に発生し,前 胃には全く肉眼的に潰瘍性

変化を認めなかつた.

組織所見

副摘7日 目には,副 摘5日 目と同性質の変化が見ら

れるが,5日 目の所見よりも一層著明である.

粘膜上皮細胞は一般に萎縮している・粘膜表層部の

毛細血管は著明に拡張 し,一一部破綻 して胃内に出血を

示し,又 表層粘膜の剥脱を起しているものが認められ

る(図8,9)。

粘膜表層部の各所に点状のエ ロ ジオ ンがみられる

が,こ れは図10に 示す様な楔形の細胞変性像で,変 性

部は染色性に乏しく,周 囲に白血球の浸潤があり,そ

の底部には図11に 示す如く出血巣が認められる-し か

し,粘 膜欠損はみられない.

又粘膜中層部には,図12に 示す様に,変 性壊死にお

ちいつた部がある.な おこの中には細胞の輪郭がのこ

つているところがあり,又 拡張した毛細血管が認めら

れる(図13)。

又図14に示す如く,壊 死部が拡大し,細 胞変性が粘

膜表層部にまでおよび,潰 瘍を起し始めているものも

認められる.そ の周囲に白血球の浸潤があ り,底 部に

は出血が認められる.こ の出血に基 くと考えられる変

化は図15の 如く,次 第に拡大し,粘 膜の広汎なる壊死

変性をきたし,粘 膜基底にまで及ぶものがある・

粘膜下層においては,静 脈 は 壁 が薄 くなり,拡 張

し,内 腔に赤血球を充満し,鬱 血像を示す.動 脈も壁

の膨化像をみるが,血 液が少く,血 栓や栓塞は認めら

れない(図16)。

又粘膜下組織内には浮腫が認められ,こ の浮腫が粘

膜を挙上しており,そ の近 くにはエロジオンや粘膜出

血を認める(図17)。

筋層,漿 膜層においては,軽 度の静脈の拡張と,動

脈壁の膨化像を見るが,浮 腫や出血は認められない.

前胃にも,静 脈拡張,動 脈 壁 膨 化,浮 腫を認める

が,粘 膜出血やエロジオンはみ られない(図18)。

小 括 お よび考 按

副摘ラッ トの胃粘膜の変化を組織学的に,副 摘後3

日, 5日, 7日 について追求 してみると,ま ず粘膜細

胞の萎縮と静脈および毛細血管の拡張鬱 血 が 現 われ
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る.こ れらの変化は副腎摘出後の 日数が経 過 す るに

つれて著明とな り,粘 膜 の 各 所に出血を現わしてく

る.

この出血は,粘 膜表層のみならず,粘 膜層の中間部

においても現われることは,き わめて興味深いことで

ある.

出血部は粘膜細胞が染色性を失い,壊 死をおこして

お り,次 第に拡大し,表 層および粘膜基底部に向つて

進行していく.

粘膜基底部に始まる出血像はみられない.た とい粘

膜下浮腫の強い部においても,基 底部より病変が始ま

つた様な所見は見られなかつた.

そしてこれらエロジオンの変化の特徴として,は じ

め粘膜欠損を伴わないことがあげられるが,こ れはそ

の時の胃酸分泌の低下と関連して考えなければならな

いかと思われる.

また粘膜下には浮腫が認められるが,こ の浮腫はエ

ロジオンの見られない部にも起 りうる現象で,た とえ

ば潰瘍の現れない前胃にもみ られ,潰 瘍発現の原因と

考えられる程の重要性は見出し得ない.

動脈壁には膨化像が次第に著明となつてくるが,血

栓,栓 塞等の変化は伴わず,動 脈壁のみの変化では,

エロジオンの説明は出来ない.

静脈は潰瘍性変化が強くなる程,拡 張鬱血様変化が

著明となり,特 に粘膜下において鬱血様変化が著明で

あるが,粘 膜下においては出血像を見出さなかつた.

粘膜毛細血管は, Campbell-和 気法6)で著明な拡

張毛細管を前編で認めているが,,そ れと思われる拡張

毛細管が粘膜内に所々認められ,血 球 で 充 満してお

り,粘 膜出血巣の中,又 はその近くには必ずこの拡張

毛細血管 を認めることより,粘 膜出血巣は,か かる拡

張毛細血管より起 る一それが血管破綻か,漏 出かは決

定出来ないが一ものと考えてよかろう.

かかる血管性変化が,副 摘後 日数が経過するに従つ

て強 くなることは,これらの変化が副摘後のAdrenal

 insuf$ciencyと 相関々係を有するものと推察せしめ

る.

第Ⅲ節　副腎摘出後, 0.9% NaC1液 および

Cortisone投 与の影響

前節において,副 摘後の潰瘍性変化は,粘 膜表層又

は粘膜内の出血が原因である事を確めた.し かしかか

る出血が如何なる原因で起 るかは,つ まび らかでな

い.

副摘動物には,種 々の生体内変化が起るが,主 なる

変化は,皮 質脱落による血液性の変化,す なわち血液

濃縮,血 漿K-Na平 衡の異常,血 糖値の低下であつ

て,髄 質脱落による影響は少いと云われている7).そ

して副摘動物に副腎皮質ホルモンや食塩水を投与す る

と,生 存期間が長びくことは周知の事実である.

著者は次の実験(表Ⅱ)を 行つて,副 摘 ラツ トにお

よぼす, Cortisone, NaCI液 投与の影響を組織学的

に追求した.

各群の肉眼的胃粘膜変化を表Ⅱに示す.

Cortisoneは1日1回7日 間筋注した.

表Ⅱ

注 表の成績は副摘後7日 目の所見である.

第1項　 0.9% NaC1液 の投与

剖検所見

胃内出血が1例 に認められたが,他 の9例 には,前

胃本 胃とも出血,エ ロジオン,潰 瘍 を認めなかつた.

組織所見

胃粘膜は正常所見と大差が見 られない.上 皮細胞の

萎縮なく,粘 膜血管にも副摘時に見られる様な拡張や

出血が見られない.

粘膜下組織内に軽度の静脈拡張を見るが,浮 腫は見

られず,筋 層,漿 膜層に著変が見られない.前 胃には

変化がない(図19, 20).

第Ⅱ項　 Cortisone 0.1mg/100g体 重筋注

剖検所見

胃内出血を3例 認め,本 胃にエロジオンの発生 を見

たものが2例 あつたが.前 胃には,エ ロジオンや潰瘍

を認めなかつた.

組織所見

胃粘膜の上皮細胞に萎縮は見 られない.粘 膜血管は

一部拡張し,出 血を認めるものもあるが一般に副摘時

所見に較べ軽度である.

エロジオン部には出血巣があ り,副 摘時の変化と大

体同様である.

粘膜下組織内の血管変化 も副摘 時 に比 し軽度であ
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る.

第Ⅲ項　 Cortisone 5mg/animal筋 注

この群はCortisone投 与の効果が少なかつた.

割検所見

8例 中5例 に胃内出血を認め,本 胃にエロジオン及

び潰瘍を認めたものが2例 あつた.

しかし,前 胃には変化が認められない.

組織所見

粘膜上皮細胞は軽度に萎縮す.粘 膜血管は所々拡張

し,鬱 血像を認める.特 に粘膜表層部血管網は図21の

如 く著明に拡張し,充 血および出血を認める.エ ロジ

オン又は潰瘍部は副摘時所見と大差がない.

粘膜下には浮腫が見られ,粘 膜下血管の拡張像を認

める.し かし動脈性変化は少い.

小括

副摘ラッ トに0.9% NaC1液 を投与すると,副 摘

時に見られた出血,エ ロジオン等の潰瘍性変化が防止

され,組 織学的にも,粘 膜および粘膜下血管の拡張,

出血等が見られず,粘 膜細胞の萎縮も起らなくなる.

又Cortisoneは,体 重100g当 り0.1mgの 注射

群は副摘時に見られる粘膜及び粘膜下組織の変化を抑

制 し,潰 瘍性変化も少い.し かし, 5mg/animal注

射群は, Cortisone投 与の効果が少く,粘 膜血管の

拡張や出血を認めたが,こ れは, Cortisoneの 過量

による血液性変化8)の ために起るものかも知れない.

これ らの変化は,本 質的に前編の変化と同様のもの

で,副 摘後起 る血液性変化を予防すると,血 管性変化

が起 りにくくなることは,副 摘後の粘膜病変は,そ の

際の血液性変化と相関々係 を有していることを認めな

いわけにはゆかない.

第Ⅳ節　迷走神経切断の影響

迷走神経は,胃 液の分泌および胃の緊張,運 動を支

配 し,胃 潰瘍発生に関係が深いことは今 日一般に認め

られている.

著者は次の2群 の実験を行つて,副 摘ラツトの胃粘

膜病変におよぼす迷走神経切断の影響を追求した.

A群,迷 切後,副 腎摘出し,水 道水投与

B群,迷 切後,副 腎摘出し,人 工胃液投与

迷走神経切断は,副 腎摘 出の約1.5ヶ 月 前 に行つ

た.人 工胃液はAlexander9)の 処方を応用し,そ

の中の食塩水の代りに水道水を処方 した.

各群の実験後7日 目の肉眼的胃粘膜変化を表Ⅲに示

す.

表Ⅲ

A群 の変化

胃は5例 とも膨満し,食 物残渣を多量に有 し,出 血

は見られない.胃 粘膜は灰白色にて出血,エ ロジオン

および潰瘍は見られない.

組織所見

粘膜の上皮細胞は著明に萎縮退化している(図22).

粘膜内の血管および粘膜表層部の血管には副摘時に見

られ る様な,拡 張,出 血像が見 られず,出 血 巣 も な

い.

粘膜下組織内の静脈に拡張像なく,浮 腫も見られな

い.

B群 の変化

この人工胃液投与群もA群 と同様な所見で, 1例 に

軽度の胃内出血を認めたのみである.

組織所見もA群 と大体同様であるが.粘 膜表層部に

軽度の粘膜剥脱を見た例があつた.

小括

迷走神経を切断すると,副 腎を摘出しても副摘時に

見られる如 き血管性変化が発現 しなくなるが,高 度の

粘膜の分泌細胞の萎縮を見る.

第V節　 下垂体副腎摘出による影響

下垂体と副腎を摘出し,飲 料として水道水を与え,

両腺摘出後5日 目迄に致死せしめ,胃 の粘膜病変 とそ

の組織像を見た.

肉眼的変化

実験動物10例 とも,著 明な胃内出血があり,本 胃の

胃底腺部にエロジオンや潰瘍を多数認めたが,前 胃に

は1例 も潰瘍性変化の発生を認めなかつた.

組織所見

図23に示す如 く,本 胃粘膜の細胞は著明に萎縮し,

粘膜血管および粘膜表層血管網は拡張 し,出 血像が見

られる.

エロジオン部は,図24に 示す如く,粘 膜表層部にヘ

モジデ リンの沈着した表在性の小範囲の組織変性像,

又は図25の 如く,粘 膜の広汎なる凝固壊死像?が 認め
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られる.

潰瘍部は,図26の 如く,組 織変性が粘膜全層におよ

び,広 汎なる粘膜欠損を認め,壊 死部内の血管に血栓

を見る(図27).

粘膜下層には浮腫があ り,そ の中の静脈は壁が薄 く

なり,拡 張 し,欝 血像が認められ,動 脈にも壁の膨化

像を認める.

筋層および漿膜層にも同様の動静脈の変化を認め る

が,静 脈欝血状態は粘膜下に比し軽度である.

前胃にも動静脈変化を認めるが,粘 膜出血は見られ

ない.

小括

下垂体と副腎を摘出すると,副 摘時に見 られると同

様なる変化が著明となる.

潰瘍が形成されたものでは,動 脈に血栓が認められ

るが,副 摘後の変化と比較してみて,血 栓形成は潰瘍

による二次的変化と解すべきであろう.

副腎と下垂体を摘出すると著明な血液性変化が起る

が8),組 織学的変化も副摘時に比し著明となることよ

り,か かる変化は血液性の変化によつて起つたものと

考えられる.

第V章　 総括 お よび考 按

副腎摘出後の潰瘍性変化を組織学的に追求し,こ れ

におよぼす各種処置(NaC1液 投与, Cortisone注

射,迷 走神経切断および下垂体摘出)の 影響について

検索した.

副摘後の潰瘍性変化は,粘 膜下静脈,粘 膜毛細血管

の拡張,灘 血にはじまり,次 で粘膜表層又は粘膜内に

出血がおこり,そ の後に壊死を 生 じ る事をたしかめ

た.そ して粘膜壊死像の形は多くは楔形であり,そ の

底部に出血巣を認めることより,か かる粘膜の壊死様

変化は,出 血にもとずく変化と考えられた.

又副摘後には,粘 膜下の浮腫や動脈壁の膨化像も認

め られるが.こ れらが潰瘍性変化の主因である根拠は

得られなかつた.

そして副摘後の体液性変化を防止する様な処置,す

なわち副摘後NaCI液 投与やCortisone注 射を行

うことによつて,潰 蕩性変化が起りにくくなるが,組

織学的にはこれ らの場合には,上 記血管系の変化が発

生しにくくなつてくる.し たがつて,血 管系変化の原

因として,ホ ルモンの不均衡又はそれにもとつく体液

性の変北を考慮しなければならないと思われた.

古来,胃 潰蕩の発生には,多 くの要因が報告されて

きたが,そ のいずれも潰瘍が局所的に発生することに

より,局 所的血行障害を否定することは出来ないよう

である.

この血行障害について,Virchow1)は 胃潰瘍が出

来るには,ま ず胃壁に血管硬塞のような,局 所的血行

障害が起つて壊死を生じ,こ れに胃液が働 くとの説を

主張したに反 し, Bergmann10)は 自律神経系の失

調を認め,こ れにもとづく血管および筋彎縮の結果,

血行障害が起るためだと考えた.

副腎摘出時の潰瘍発生 に ついでは, Finji11)以

来,多 くの研究12) 18)が あるが,そ の発生原因につい

ては不明の点が多い.私 の実験においては副摘後欝血

が著明に認め られたが,石 原5)中 島14)等 も副摘後静

脈欝血を認めており,こ れが潰瘍発生と関係ある様に

思われている.私 の実験では,こ の静脈鬱血 と平行し

て粘膜毛細血管の拡張と粘膜出血を認めているが,こ

れは欝血のため血流がおそ くなり動脈圧のため毛細血

管より出血したものと考えられる.

静脈の欝血 と胃潰瘍の関係は, Gundermann15)

やWangensteen16),の 研究があり,静 脈鬱血は潰瘍

を起し易いと考えられており,著 者の実験でもその様

に思われたが,静 脈欝血は前胃本胃とも認め られるに

かかわらず,前 胃には粘膜出血を見ないことは,欝 血

のみによつて出血を説明す る こ と は出来ないようで

あり,こ れは,両 者の解剖学的特異性17) 18)を 考慮

せねばならぬものと考えられる.石 原5)は 之を説明

して,前 胃粘膜は血行障害に対 して抵抗性が強いため

だと云つている.

この様に副腎摘出後には種々の血管系の変化を生じ

るが,こ れは其の時の血液性変化が影響していると考

えるべきであろう.

副摘時の血液性変化で著明なものは,血 漿Kの 上

昇,Naの 排出,血 液濃縮等19)で ある.

又副摘時には血漿Kの 上昇と共に組織中のKも 上昇

していると報告20)さ れている.

組織中にKが 上昇すると組織が 緩 疎 と なることは

Hober21)以 来種々の実験 で認め られており,副 摘

後の組織変化はこのKの 上昇が関与するものと考えら

れる.

福武22)は 家兎に1.16%KC1液 を静注すると鼻粘

膜の結合織が膨大し浮腫状となり,動 静脈も拡張膨大

することを認め.田 中ss)も 同様なる実験で血管拡張

を認めており,之 等の変化は組織中におけるK塩 の増

加により組織が膨大したためだと説明してい る.

私の実験においても,副 摘 後 粘膜下に浮腫が見 ら

れ,静 脈は壁が薄 くなり拡張し鬱血像を示し,動 脈も

壁の膨化像を認めたが,こ れは血漿Kの 上昇によつて

起つた変化と考えてもよい.そ して副摘後の体液性変
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化を防止す る様な処置すなわち, NaC1液 の投与や

Cortisone注 射で浮腫や ,動 静脈の変化が減少する

ことは,そ の時の血漿Kの 変化で説明出来 るようであ

る.石 原の実験8)に よると,副 摘時の血漿K-Na不

均衡,血 糖値低下等の血液性変化は0.9% NaC1液 の

投与やCortisone 0.1mgの 注射で大 体正常近 く回

復することを示しており,私 の実験における組織学的

変化と血液性変化は相関々係にある事が認められた.

そして下垂体と副腎を摘出すると著明な粘膜変化が発

現するが,こ れはその際に著明な血液性変化がある事

より説明し得る.

しかし,迷 走神経を切断しておくと,副 腎を摘出し

ても,粘 膜に潰瘍性変化が起 らず,動 静脈の膨化拡張

像や浮腫が見られないことは,血 液性変化のみによつ

て,副 摘時の潰瘍性変化を説明できない,故 に迷走神

経を介する神経性機序も考慮せねばならない.

胃潰瘍発生に神経異常説を適用したのは, Rokita

nskyで ある.そ の後中枢神経系と胃潰瘍の関係は種

々報告 されているが,そ の中で迷走神経の異常が最も

注目されており,迷 走神経の刺戟 に よ る胃筋の彎縮

や,胃 液の分泌亢進が胃潰瘍発生を促進するものと思

われている.

私の実験においては,迷 走神経を切断すると,副 腎

を摘出しても,潰 瘍性変化が起らず胃は膨満し緊張を

欠いでおり,副 摘時に見られる如き血管性変化や浮腫

が見 られない事より,副 摘時の潰瘍性変化すなわち粘

膜出血や血管拡張等の変化は,自 律神経系の刺戟によ

る変化も関与していると思われる.

一方粘膜の細胞を見ると,副 腎摘出時,副 腎下垂体

摘出時,迷 走神経切断時には,細 胞の萎縮がみられる

が, 0.9% NaC1液 やCortisone投 与の場合には,

粘膜萎縮は著明でなく,粘 膜細胞の変化と潰瘍性変化

には相関々係が認め られなかつた.又 副摘時に発生す

るエロジオンの多くは,は じめ粘膜欠損を認めず,本

実験の潰瘍性変化の発生には,胃 液の関与は少いもの

と考えられた.

第V章　 結 論

1. ラツ トの副腎を摘出す ると,本 胃に出血および

エロジオンが発生する.こ の際,組 織学的にみて,著

明な血行障害があり,こ れが潰瘍性変化の発生原因で

あると考えられた.

2. 副腎摘出ラッ トに0.9% NaC1液 およびCort-

sioneを 投与して, Adrenal insufflciency状 態を

改善すると,副 摘時の血行障害が減少し,副 摘時の血

行障害は,体 液性の変化によつて発生したものと考え

られた.

3. 迷走神経を切断すると,副 腎を摘出しても胃に

潰瘍性変化が起らず,血 行障害も少ない事より,血 行

障害の発現には,迷 走神経も関与していると考えられ

た.

4. 下垂体と副腎を同時に摘出すると,著 明な潰瘍

性変化が発生し,組 織学的にみても副腎摘出時と同質

の変化がみられることより,ホ ルモン失調状態が強く

なると胃の血行障害が著明になるものと考えられた.

 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 していただい

た,浜 崎講師,田 辺講師,石 原副手に厚 く御礼申 し
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なお,本 諭文の要旨は第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 2. Microscopic changes on the gastric ulceration

induced by hormonal disharmony

By

Kazuhiko MASUDA

from the Second Surgical Dept. of Okayama University Medical School

1. After adrenalectomy bleeding and erosion on the glandular portion of the rats 

stomach were observed. The pathogenesis of this ulceration was suggested to be induced 

by serous disturbance of the local blood circulaton.

2. When 0.9% NaCl solution and cortisone were administered for adrenalectomized 

rats to recover them from the adrenal insufficiency, circulatory disturbance was minimized, 

probably due to the restoration of humoral change.

3. In vagotomized rats ulcer formation or disturbance of circulation were minimized 

even after adrenalecomy, therefore it was suggested that the vagotomy did be one of the 

causes of circulatory disturbance.

4. The combined procedure of hypophysectomy and adrenalectomy produced high 

degree of ulceration, and in this case the nature of histological change was similar to that 

after adrenalectomy alone.

With these findings it was concluded that the more intensively the condition of the 

hormonal disharmony became, the more prominently appeared the disturbance of the local 

blood circulation.
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増 田 論 文 附 図

図1

　正常ラツ ト

前胃粘膜

(×50)

図2

　正常ラツト

本胃粘膜

(×50)

図3

　副摘5日 目

粘膜上皮の軽度の

萎縮

(×50)
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増 田 論 文 附 図

図4　 副摘5日 目 粘膜表層部の血管の拡張(×200)

図5　 副摘5日 目 粘膜表層におけるエロジオン(×200)
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増 田 論 丈 附 図

図6 副摘5日 目 粘膜下動脈及び静脈 静脈の拡大,う つ血(×200)

図7 副摘7日 目 本胃におけるエロジオン潰瘍像 前胃は変化なし
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増 田 論 文 附 図

図8

　副摘7日 目

本胃粘膜

粘膜細胞の萎縮

毛細管拡張

(×50)

図9

　副摘7日 目

粘膜表層部充血及

び出血と上皮細胞

の剥脱,血 管の破

綻

(×400)

図10

　副摘7日 目

エロジオン部楔状

の変性

(×50)
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増 田 論 文 附 図

図11　 図10の エ ロ ジオ ンの 底 部 出 血(×200) 図12　 副摘7日 目粘膜中層部における変性壊死

(×100)

図13　 (図12の 強拡大)細 胞の輪郭が認められ,毛 細血管め拡張あり(×200)
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増 田 論 文 附 図

図14

　副摘7日 目

粘膜壊死像

(×50)

図15

　副摘7日 目

粘膜壊死の拡大

(×50)

図16

　副摘7日 目

粘膜下血管に血栓

や栓塞はみない

(×200)
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増 田 論 丈 附 図

図17　 副摘7日 目 粘膜下浮腫(×100)

図18　副摘7日 目 前胃粘膜下浮腫(×50)
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壇 田 論 丈 附 図

図19　 副摘後0.9%NaCl液 投与胃底腺部著変なし(×50)

図20　幽門腺部著変なし(×50)
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増 田 論 交 附 図

図21

副 摘 後

Cortisone 5mg

筋 注 粘 膜 表 層 部 の

充 血 及 び血 管 拡 張

(×400)

図22

迷切,副 摘水道水

投与

本 胃粘膜の萎縮

(×50)

図23

下垂体 ・副腎摘出

本胃粘膜萎縮及び

血管拡張著明

(×50)
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増 田 論 丈 附 図

図24　下垂体 ・副腎摘出 粘膜表層部壊死およびエロジオン(×50)

図25　下垂体 ・副腎摘出 粘膜の凝固壊死?(×100)
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増 田 論 丈 附 図

図26　 粘膜の潰瘍部脱落(×50)

図26　潰瘍部における血栓(×100)


