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第1章　 緒言 な らび に文 献

膵外分泌の神経支配に関しては迷走神 経 は 促 進的

に,交 感神経は抑制的に作用するものであることは諸

家の認めるところである.す なわち, Pawlow,1)

 Babkin2)は 迷走神経刺激によつて分泌亢進を見た

と報告し, Modrakowski3)は ア トロピンにより迷

走神経の膵液分泌作用は阻止せ られ ることを証明し

た.ま たC1. Bernard4)は 交感神経切断または太

陽神経節別出後,膵 液分泌の亢進することを見,内 臓

交感神経刺激が膵液分泌を著明に抑制するのを見た.

しかし分泌初期には軽度ながら分泌亢進の見なれ るこ

とにより内臓交感神経中に膵液分泌神経のあることを

推定し,つ いでKudrewetzki5)は これ を証明し

た.藤 井6)は 膵液分泌の神経支配に関す る研究て,迷

走神経内の膵液分泌抑制神経は交感神経で,大 内臓神

経中の分泌促進作用 を有す る神経は脊髄副交感神経て

あろうとのべている.

以上のごとく膵液分泌は神経性機転によるところが

大であるが, Bayliss u. Starling7)等 は神経性機

転,す なわち胃塩酸の刺激により十二指腸内に産生さ

れたセクレチンによる膵液分泌作用が起 りうることを

証明している.こ のように神経性機転と体液性機転の

二元論的推論がなされているが, Thomas and Cr

ider8)ら はこれらの間に密接な関係があることを推

論している. Criderに よると塩酸,ペ プ トン等によ

る膵液分泌機能は迷走神経切断後には低下す るが,鹸

化物では不変であり,内 臓交感神経切断では腸管内刺

激による膵液分泌機能は不変であるとい う.

Insulinの 膵外分泌亢進作用はCollazo u. Dob

effe,に よつてF. ABCめなれて以来,小 野10),武 藤11),

行徳12),倉 持13)等 の研究がある.ま た武藤11),

行徳および川島14),鈴 木15)等 は迷走神経切断後は

Insulinの 膵液分泌亢進作用は消失すると報告し,行

徳,川 島14)はInsulin膵 液分泌におよぼす作用は副

交感神経の中枢興奮に帰すべきものであろうと推論し

ている.し かし腹腔交感神経切断後のInsulinの 膵

液分泌におよぼす影響に関しては不明である.

前編において私は根治的胃癌 リンパ節廓清手術の胆

汁分泌におよぼす影響と実験的に明らかにした.す な

わち根治的胃癌 リンパ節廓清手術においては腹腔交感

神経節 を出て各臓器に分布する腹腔神経叢を切断せざ

るをえない.ま た胃切除により迷走神経 をも切断する

ため,こ れらの自律神経切断が胆汁分泌にどのような

変化をおよぼすか を実験的に確めたのであるが,私 は

さらにかかる自律神経切断 ・膵液分泌におよぼす影響

を実験的に明かにしようとして次にのべる実験をおこ

なつた.

すなわち,腹 腔神経各切断犬または迷走神経および

腹腔神経切断犬に膵管瘻 を造設 して,自 律神経切断後

長期にわたり,空 腹時膵液分泌の状態 を検すると同時

に,そ のInsulinお よび鹸化物の膵液分泌におよぼ

す影響を観察す ることとした.

第2章　 実 験 方 法

実験には体重10kg前 後の成犬をもちい,前 編にお

いてのべたと同様に術式にしたがつて腹腔神経切断お



5258　 吉 村 晴 夫

よび左右迷走神経切断をほどこした.術 後20日, 40

日, 60日 の犬および正常犬について,次 のごとき方法

により膵液分泌の状態 を観察した.

1) 空腹時膵液分泌およびそのInsulinに よる影

響:自 律神経切断犬にPawlowの 永久性膵管瘻を建

設し,約d間 後健康 を回復した犬において24時 間絶

食後無麻酔下に膵液を採取 し, 15分毎の膵液分泌量お

よび1時 間毎の膵液中諸酵素価 を5時 間にわたつて観

察した.ま たInsulin国 際単位1単 位/kg体 重を

皮下に注射 して分泌量および酵素価の変化を4時 間に

わたり観察した.

膵液中の酵素価は,ト リプシン.ア ミラーゼ,リ パ

ーゼについてそれぞれFuld-Gross法, Wohlgemー

uth法, Bondi法 に従つて測定した.

2) 鹸化物の膵液分泌におよぼす影響:正 常犬およ

び神経切断をおこなつた犬について次の実験 をおこな

つた.

まず10%デ ィアール溶液腹腔内注入にて麻酔した犬

を,上 腹部正中切開で開腹,胃 と十二指腸 を幽門部で

切離して両断端を閉鎖,空 腸起始部より末梢え1mの

部を切離,末 梢端は閉じ,口 側端に直径5mmの ビニ

ール管を挿入固定する.主 膵管に直径1mmの カニュ

ーレを挿入固定する(第1図).

第1図　 膵 液 採 取 法

まず30分 間にわたりカニューレより滴下する膵液の

分泌滴数を5分 間毎に記録,次 で10%オ イレンソーダ

水溶液を100cc空 腸内に注入し,約1時 間にわたり

同様の方法で分泌滴数の変化を記録し,潜 伏期,反 応

時間,最 高滴数到達時間,反 応倍数 を観 察 した.な

お,オ レイン酸ソーダ注入後の酵素価 を前述の力法に

より測定 した.

第3章　 実 験 成 績

錦1節　 膵液分泓量について

a. 空腹時膵液分泌量

その成績を示せば第1表 のごとくである.

1) 正常犬: 15分間平均分泌量は 第1例1.55cc,

第2例1.36ccを しめす.同 期的分泌は認められず,

また時間の経過とともにあきらかな分泌量の増減は見

られない.

2) 腹腔神経切断犬:術 後22日 および36日 目の犬で

はあきらかに分泌量の減少を認めているが, 66日 目の

ものではほとんど正常値に復している.

3) 腹腔神経,迷 走神経切断犬:術 後22日および36

日目の犬では,分 泌量は正常犬の1/2以下であるが, 63

日日の犬では正常値 をしめている.

第1表　 空腹時膵液分泌量(cc)

b. Insulinの 膵液分泌量におよぼす影響.

その成績 を示せば第2表 のごとくである.

1) 正常犬:第1例 ではInsulin注 射後60分 より

分泌量は著明に増量し, 2時 間15分 持続 した.第2例

では注射後1時 間30分 より分泌量の増加をしめしてい

るが,持 続時間は45分 で分泌量の増加も第1例 に比し

てやや少い.

2) 腹腔神経切断犬:術 後25日 目の犬ではInsulin
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注射後分泌量の変動は全く認められなかつたが,術 後

38日 のものではわずかに, 68日 目の犬では明らかに分

泌亢進が認められた.潜 伏期,反 応時間にも正常犬と

くらべて:特別な変化は見られない.

第2図

インシユリンの膵液

分泌におよぼす影響
(正常犬)

第3図

インシユ リンの膵液

分泌におよぼす影響

(腹腔神経切断犬)

第4図

インシユリンの膵液

分泌におよぼす影響

(腹腔神経,迷 走経神犬)

第2表　 Insulin注 射 時 の膵 液 分 泌量

3) 腹腔神経,迷 走神経切断犬:術 後25日 目の犬で

はInsulin注 射後分泌量の増加は見られず, 2時 間

30分 後にはかえつてわずかな減少が認められ る. 38日

目の犬でも分泌量の変動は全 く見なれない. 65日 目の

犬では正常と全 く同様な分泌亢進が認められ る.

第2節　 膵液中酵素価について

その成績を示せば第3表 のごとくであ る.

a. 空腹時酵素価

正常犬においては,酵 素価の周期的あるいは時間的

変化は認められない.

自律神経切断犬においては,正 常犬との間に見るべ

き差 を認めない.

b. Insulinの 酵素価におよぼす影響.

その成績を示せば第4表 のごとくである.

1) 正常犬:各 酵素価は分泌量の増加に反 して減少

す る傾向 をしめすが,分 泌量が正常に復しても少くと

も4時 間までは酵素価は正常に復しない.

2) 腹腔神経切断犬:術 後25日 目の犬では,分 泌量

の変動がないにかかわらず,酵 素価のわずかな減少が

見なれる.術 後38日 目および68日 目の犬では,酵 素価

の変動は正常犬と同程度の減少をしめている.

3) 腹腔神経,迷 走神経切断犬:術 後25日 目の犬で

は,腹 腔神経切断犬と同様,分 泌量は不変にもかかわ

らず,酵 素価のわずかな減少が認めなれ る.術 後38日

目の犬では酵素価の変動は全 くない. 65日 日になる

と,正 常犬と同様の酵素価の低下を認める.
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本 節 に お け る実 験 に おい て,ア ミラ ーゼ,リ パ ー

ゼ,ト リプ シ ンの 各酵 素 価 に は特 有 な変 動の 傾 向 をみ

と め なか つた.

第3表　 空 腹 時 膵 液 中 諸 酵 素 価

第3節　 鹸化物の膵液分泌におよぼす影響

その成績を示せは第5表 のごとくてあ る.

空腸内にオレイン酸ソーダ注入後,正 常犬では4′

～3′40〃の潜伏期の後,著 明な分泌亢進が認められ,

約30分 の後,正 常値にもどる.

各酵素価は正常犬の空腹時に比して明らかに減少し

ている。

腹腔神経切断犬では正常犬と同様の分泌亢進をしめ

し,潜 伏期,最 高滴数到達時間には特別な差を認めな

いが,反 応持続時間は術後32日, 58日 では やや延長

し,反 応倍数においては術後23日, 32日 目ではかなり

低くなつてい るが,術 後58日 目では正常犬に近くなつ

ている.

腹腔神経,迷 走神経切断犬においても明らかに分泌

亢進を認め るが,反 応持続時間は正常犬に比してかな

り延長している.術 後20日 および34日 目の犬では反応

倍数が正常より低いが,術 後61日 目では正常値をしめ

す.

酵素価については正常犬 と 自律 神経切断犬の間に

も,ま たInsulinを 注射 した場合と鹸化物を注入し

た場合との間にも特別に有意義 と思われる差は認めら

れない.

第4章　 総括 な らび に考按

空腹時の膵液分泌に関して,持 続的分泌は病的であ

るという説 と正常な現象であるとする説 とがあるが,

石井in)に よるときわめて少量の膵液が持続的に分泌

されるものと,大 量の膵液が持続的に分泌されるもの

と,さ らに周期的分泌の顕著に現れる型の3型 がある
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とい う.私 の実験においては,正 常犬においでも,自

律神経切断犬においても,所 謂周期的分泌と考えられ

れるものは見 られなかつた.

第4表　 Insulin注 射 時 膵 液 中 諸 酵 素 価

自律神経切断による膵液分泌におよぼす影響につい

で,古 くはPawlowは 迷走神経切断後膵液分泌の減

少を見, C1. Bernardは 内臓交感神経切断又は内臓

交感神経節別出後分泌の亢進するのを見た.し かしこ

れらは神経切断直後の影響についての実験であり,術

後長期間にわたる観察ではない.荘 司16)の 実験によ

ると,逆 走神経切断後は早期においては分泌量および

酵素量の抑制が見られるが, 4週 以後においてはあき

らかに回復の状態にあると報告している.

私の実験においては,腹 腔神経 を切断した場合,ま

たは腹腔神経および逆走神経 を切断した場合にはいず

れも術後早期には著明な分泌減少をしめすが,術 後2

ヶ月日には正常な分泌量に回復する.

またInsulin注 射による分泌亢進作 用 に つ いて

は,荘 司16)は 迷走神経切断後4週 間にて回復の徴が

あると報告,桑 折17)は 術後101日 目まては分泌亢進

作用がないとのべている.私 の腹腔神経切断犬,ま た

は腹腔神経および迷走神経切断犬にては,い づれも術

後1ヶ 月までは分泌亢進作用の消失または減退を認め

たが,術 後2ヶ 月では正常な分泌亢進作用を認めた.

自律神経切断の膵液成分におよぼす影響に関して,

石川18)は ゼクレチ ンを犬に反覆注射した場合の膵液

成分をしらべ,迷 走神経切断の場合, 3酵 素の減少は

顕著であ り,内 臓神経単独 または迷走神経,内 臓神経

合併切断の場合にも3酵 素の減少を認めている.自 律

神経切断の場合,私 の実験では正常犬との間に特別な

差が認められなかつた. Insulinの 膵液成分におよぼ
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す影響は行徳,倉 持の報告によれは,迷 走神経切断後

はInsulin注 射によりわずかな酵素量の増加を認め

たとい う.私 の実験ては, Insulin注 射により正常犬

においては酵素価は分泌量に対して逆比例的な関係を

しめし,分 泌量の増加とは反対に酵素価の減少をしめ

している.腹 腔神経切断犬または腹腔神経および迷走

神経切断犬においては,早 期では酵素価の減少は認め

られず,そ れぞれ術後1ヶ 月および2ヶ 月目にはじめ

て酵素価の減少が認められた.

第5表　 空腸内オレイン酸 ソーダ注入時膵液分泌量

以上を要約すると,腹 腔神経または腹腔神経,迷 走

神経合併切断の膵液分泌におよぼす影響は,空 腹時分

泌においても, Insulin注 射時における状態において

も,神 経切断後約2ヶ 月すればほとんど正常犬とかわ

りのないまでに回復することがわかつた.

次に,空 腸内にオレイン酸ソーダを注入して膵液分

泌の状態を自律神経切断後の犬について観察したので

あるが,腹 腔神経切断のみの場合も,迷 走神経,腹 腔

神経合併切断の場合も,術 後早期より正常犬とほとん

ど大差のない分泌亢進作用を認めた.こ の こ とは倉

持, Criderの 報告と一致している.但 し,神 経切断

後反応倍数の低下と,反 応持続時間の延長とが多少認

めなれた点はやや胆汁分泌の場合と異つている.こ の

場合,各 酵素価の変動は正常犬との間に特異な関係を

認めなかつた.

以上,私 の実験結果を綜括すれば,自 律神経切断に

よつて術後2ヶ 月近くまで神経性の分泌機転は失われ

ているが,ほ ぼ2ヶ 月以後においてはその機能も回復

することが明かとなつた.ま た空腸内刺戟による体液

性の分泌機転は 自律神経切断後早期においても失われ

ていないことがわかつた.た だ胆汁分泌の場合とこと

なり体液性膵液分泌が多少,自 律神経切断の影響を受

ける傾向がみられた.

すなわち,自 律神経切断後2ヶ 月目まては,膵 液分

泌の神経性機能は消失しているが,腸 管内刺激による

体液性機転により代償 されているため,根 治的胃癌 リ

ンパ節廓清手術によつて膵臓の自律神経支配を切断し

ても,膵 液分泌障碍による消化吸収とくに脂肪消化障

碍を来すことはないものと思われる.

第5章　 結 論

腹腔神経切断または腹腔神経,迷 走神経合併切断後

長期間生存した犬にPawlowの 永久性膵管瘻を造設

して,空 腹時膵液分泌量およびそのInsulinに よる

影響を観察し,ま た空腸内に鹸化物を注入してこれに

よる膵液分泌の変化を観察した.ま た同時に膵液中の

消化酵素価を測定して次の結論をえた.

1) 腹腔神経および迷走神経切断後の空腹時膵液分

泌量は,い ずれも神経切断後早期においては著明に減

少しているが,術 後2ヶ 月を経過すれば正常に回復す

る.

また酵素価は正常犬と特別な差を認めない.

2) 腹腔神経切断後はInsulinに よる膵液分泌亢

進および酵素価の変動は認められないが,術 後38日以

後では正常の分泌亢進,酵 素価減少が認められる.

腹腔神経および迷走神経切断後 も 同 様 に早期では

Insulinに よる分泌量,酵 素価の変動は認められない

が,術 後65日 目には正常な分泌亢進,酵 素価減少を認

める.

3) 空腸内鹸化物注入により膵液分泌量の増加を認

め,自 律神経切断の影響は分泌量に対してはほとんど

ないが,胆 汁分泌の場合と異なり,反 応倍数の低下と

反応時間の延長が多少認められる.
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4) 以上により,膵 液分泌におよぼす自律神経切断

の影響は,少 くとも2ヶ 月目には正常に回復し,膵 液

分泌の自律神経支配が失はれている間も,体 液性機転

による分泌機能は存在するものと考えられる.

稿を終るに臨み御懇篤なる御指導並に御校閲を賜つ

た恩師陣内教授に深甚なる感謝の意を表する.
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Part 2.

Experimental Study in the Effects on External Secretion

of Pancreas of Cutting autonomic Nerves in Radical

Operation of Stomach Cancer with Complete Removal of

the Regional Lymphnodes.

By

Haruo YOSHIMURA

The external secretion of the pancreas after a radical operation of stomach cancer with 

complete removal of the regional lymphnodes was studied in dogs with following results.

1. Cutting the coeliac nerves or the coeliac and vagus nerves was followed by decrease 

of external secretion of the pancreas and the absence of effects of insulin which should 

promote external secretion of the pancreas. But 2 months or less after the operation it was 
normally secreted and insulin injection normally promoted its secretion.

2. Cutting autonomic nerves did not affect the volume of pancreatic juice secreted in 

response to the soap in the jejunum.

3. It is considerd that the humoral mechanism of external secretion of tho pancreas 

normally exists after cutting autonomic nerves, while the control of these nerves is lost, 

and the mechanism of nevous control recovers its normal function 2 months at most after 

the operation.


