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Ⅰ　緒 論

上皮組織で被はれた器官例へぼ皮膚の内外

両面を連結す る と,多 くの場合皮 膚の中を外

から内に向 う所謂内向性電流が現 われ る.即

ち皮膚表面が電気的に陰性であ る.斯 様 な生

物電気所謂皮膚流は主 として皮膚 の中に在る

皮膚腺,汗 腺等 の盃細胞に由来す ると考へ ら

れ1),Hermann2)等 は分泌流 と名付け るべ き

だ と云 う.併 し異論 も多 く,橋 田4),Orbeli3),

本川5)7)等 は上皮流は腺の分泌機能 と無関 系

であ り,上 皮流の方向 も条件に依 り変る と云

う.

著者は第1編3)の 筋肉負傷流に就て と同様,

此の上皮流の高圧に よる変化を観察 し,高 圧

の生物に対す る作用機序 を伺 うことに した.

Ⅱ　実 験 方 法

とのさま蛙の背部上皮を正中附近で約1平

方糎位切取つて用ひた.此 の蛙 皮を白陶土-

リンゲル氏液 の亜鉛-硫 酸亜鉛不分極電導子

に連結 したが,蛙 皮が電 導子に接す る部分は

直径約1粍 の円である.慣 用 の加圧室が内径

1.5糎 の試験管大 と云 う狭小 さの為不分極導

子は極 く小 さ く作 つた.高 圧 ボンベ12)及び電

流観察装置は第1編8)と 同 じてある.

Ⅲ　実 験 成 績

蛙皮を電導子に接続 した ま ゝ高圧 ボンベ内

のモビル油の中に入れ ると,上 皮流は若干変

動する.併 し此 の変動は暫時で止み,上 皮流

は時間経過 と共に徐々に減少す る.又 蛙皮を

油に浸す と必然的に殆 んど完全に外 界の酸素

とも遮断され る結果になるが,上 皮流の時間

的経過に特別著 しい変化はない.第1図 はそ

の ような状態に在る蛙上皮電圧の時間的変動

である.

第1図　 上皮電圧の時間的経過

蛙皮を油に入　 第2図　 上皮をモビル油

れ る時起る電流　 に没入 した時の電圧変化

変化を一層精 し

く見 ると(第 二

図),油 浸 の瞬

間(矢 印)電 圧

は数mV上 昇 し

た り,下 降 した

りす る.何 ら変

動が ない事 もあ

る.何 れにして

も其 の変動は数

分間で消失す る
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A.　 加圧及び降圧 の影響.

蛙皮に加圧 し又加圧状態か ら降圧す る時,

上皮流に起 る変化を観察 した.加 圧及び降圧

は瞬間的(約1/2秒 以内)に 行つた.

上皮電圧は加圧の瞬間急激に減少 し,暫 時

の後電圧は稍上昇気味 に略一定値に留 る(第

3図).次 に斯 る状態にある時降圧すると,其

の瞬間電圧は急激に上昇 し,暫 時で又かな り

急激に減少す る.測 定装置の関係 で,圧 力変

化の瞬間か ら15～30秒 以内の電圧 は測 り難い

が,電 流計の 「振 れ」は圧 力の変化 と同時に

認め られ る.

斯 く上皮流 の変化は高圧を作用 させた筋肉

負傷流に似て,加 圧及 び降圧の瞬間に著 しい.

併 し上皮流の場合,加 圧状態を持続 して居る

間電圧が稍上昇の傾向にあ り,又 降圧時電圧

が一時的に急上昇す る事は筋肉負傷流 と異る

点であ る.降 圧時の電圧急上昇 は上皮流の特

色 とも云える.

第3図　 圧力の作用による上皮電圧の変化

B.　 作用 させ る圧力の大 きさに就て

上皮流に対す る,圧 力の大小 による影響の

相違を調べた.50～300気 圧加圧 した場合の

変化(第4図a, b, c, d,)を 比較す ると,

夫等の変化の形は皆似て居 り,Aに 於て既述

の基本的 な電流変化 の形 と同 じである.そ し

て作用す る圧 力が大 きい程上皮電圧の減少は

著 しく,又 降圧に際 しては

高い圧力か ら除圧する程電

圧 の急上昇は著 しい.但 し

定量的な関係は必ず しも明

瞭ではない.

第4図　 圧力 の大きさに よる上皮電圧の変化

第5図

C.　加圧時間の影響

実験B(第4図),は 何

れ も加圧状態 に在 る時間が

2～7分 間である.即 ち加

圧 してか ら2～7分 間経過

後降圧 した時の上皮流の変

化であ る.加 圧(200気 圧)

状態 に在 る時間を14分 間に

した時 の上皮流の変動 の形 も,実 験Bの 場合

と基本的には同 じである(第5図).即 ち此

の程度の加圧時間の長短は,上 皮流に対 して

著 しい影響を与えない.

D.　 加圧及び降圧速度 の影響

実験B(第4図),は 何れ も瞬間的に 目的

の圧力に迄加圧 し,又 大気圧迄降圧 した時の

上皮流の変動であ る.今3分 間で300気 圧迄
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徐々に加圧し,又3分 間で大気圧迄徐々に降

圧した時の上皮電圧の変化を見ると(第6図),

加圧及び降圧速度が斯 く緩になつても,上 皮

電圧の変化には所謂基本形に比し本質的な差

異はなく,唯 加圧及び降圧時に於ける電圧変

化が時間的に延長して稍緩慢になるに過ぎな

い.即 ち此の程度の加圧及び降圧速度の大小

は上皮流に対する圧作用に殆んど無関係であ

る.勿 論加圧及び降圧は均等

な速度でなければな らぬが,

手動操作 の為若干凹凸があ る.

又此の速度を更に緩 にす る事

はかな り難 しい.

第6図　 緩速度加圧,降圧による上皮電圧変化

E.　 圧力 と電気抵抗に就 て

圧 力の作用で起 る上皮の直

流電気抵抗の変化を調べた.

上皮流の影響を打消す為,蛙

皮の裏 面が内側になるよ うに

2枚 合せに してその抵抗を測

つた.測 定には ホイ トス トン

橋を用い,第1編8)と 全 く同

様に して行 つた.

上皮の直流抵抗は圧力の作

用に対 して単純 に反応 し,加

圧すれば抵抗は減少 し,除 圧

すれば抵抗は増大 して略元に

戻る(第7図(a)).又 作 用

させる圧力 が大 きい と抵 抗

の減少 も大 き く, 400気 圧迄

では圧力に 対 す る抵 抗 の 変

化は略直線的になる(第7図

(b)).

尚第1編8)と 同様電導子 の抵抗 も高圧に よ

り減少 する(第7図(c)).従 つて上皮 自体の

抵抗の変化は電導子のそれを差 し引いた もの

である事は勿論で,之 は筋 肉の場合8)と 同 じ

である.

F.　 ア トロピンに就 て

リンゲル氏液に0.5%の 割にア トロピンを

加え,此 の液を蛙皮に接す る不分極電 導子先

端 の白陶土に混合 して,高 圧に よる上皮流の

変化を調べた.蓋 しア トロピンは皮膚の分泌

機能を停止 させる と考 えられるか らであ る.

第8図(a),(b)か ら明 らか なように,ア ト

ロピンを作用 させて も高圧 による上皮電圧 の

変動は,所 謂基本形の経過 をた ど り,著 し く

変つた点はない.

第7図　 圧力による上皮電気抵抗の変化

第8図
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Ⅵ　 総 括 並 に 考 察

Hermannは 皮膚流を分泌流であると考え,

Bernsteinは 所謂膜説で内向性静止流 を 説明

して居る.併 し両氏の解釈では塩類効果を説

明す るのに不充分であ り,上 皮流の発生機序

に関 しては,筋 肉負傷流 と同様未解決の点が

多い.上 皮にア トロピンを作用 させ,其 の分

泌機能を停止 させて も,一 般の場合に比 し,

上皮流に対する圧効果に認むべ き差異が な く

(実 験F),少 くとも圧力400気 圧迄 の本実験

に関 しては上皮流の変動を全面的に分泌機能

に基 くとは考 えち れないので,物 理化学的に

理解 し易い点か ら第1編8)同 様,膜 説に よ り

本 実験の成績を考察 して見たい.

本実験 では上皮を不分極電 導子に接続 した

ま ゝ直接モ ビル油に浸 したが,実 験成績に よ

ると油浸の瞬間変動す る電圧は僅かであ り,

又無酸素状態になる為に起 ると思われ るよう

な変化 もない.之 は杉11)の研究結果 と一致す

る.

上記実験成績か ら一般的に加圧或は降圧に

よる電圧変化の基 本模型は第9図 の ようにな

る.即 ちaは 加圧点,dは 降 圧 点 で 従 つ て

a-d間 が加圧 状態に在 る期 間であ る.瞬 間

的に加圧すれぼ電圧 変化は急峻であ り,加 圧

速度 を緩かにすれぼ其の変化は緩慢ではあ る

が,何 れ も加圧の瞬間電圧は著減す る(模 型

図ではb迄 電圧が下 る).併 し其 の電圧 の減

少 は短時間で止み,電 圧は稍上昇 しなが らい

わぼ安定 した状態 にな る(模 型図cの 部分).

dで 除圧す ると電圧は短時間e迄 上昇 し,間

もな くfに 下 る.

第9図　 圧力による上 皮電 圧の 変化模 型

高圧に よる上皮流 の変化は斯 く複雑である

が,圧 力に対す る直流抵抗 の変化は極 めて単

純で,加 圧の瞬間抵抗は減少 し,加 圧 中で も

圧 力の変化がない と抵抗 の変化 も殆 どな く

(第8図(a)),又 圧 力の大 き さに従つて抵抗

は略直 線 的 に減少す る(第8図(b)).此 の

事実に注 目す ると上皮組織 の膜透過性は高圧

の作用で亢進す ると考え られ,又 著者8)が 筋

肉に就て得た事 実 とも符合す る.斯 る見地か

ら模 型図の変化 を膜説で解釈す ると次 のよう

になる.膜 説では或 る種の陽 イオンのみが正

常状態の膜を透過す ると仮定す る.加 圧によ

り此の膜透過性が増大 し,今 迄移動を妨げ ら

れて居た他種陽 イオン及び陰 イオン も膜を通

り得 るようになれぼ模型図bの 電圧急低下 と

なろ う.即 ち正常状態に於ける電気二重層の

一部が膜 の性状変化で消失す る と考え る
.其

の電 圧急 変の後,上 皮 電 圧 が 略 一定 に留る

(模 型図c)の は,圧 効果で正常 より透過性

の増 した膜で も尚通 り得ない陰 イオンと,膜

外の陽 イオン とで新たに電気二重層が成立す

るに由ると考え る.高 圧 によ り起 る上皮流の

変化 の中で特有なのは降圧時の電圧急上昇 と,

それに続 く電 圧急低下 とである(模 型図e,

 f).之 は筋肉負傷流の場合 と著 しく異 り,解

釈 も稍難 しいが,除 圧で順応(透 過性の復元

に際 し電気二重層の形成が異常に亢進する)

が起 り,元 状以上に電圧が上昇す るのであろ

う.

次に加圧状態が長 く(14分 間)続 いても,

上 皮流は所謂基本形の変化をた どる.従 つて

圧 力の変化がない と膜 の透過性 も変 らない と

考え られる.又 加圧及び降圧速度 の大小が上

皮流の変動に本質的な影響を与えないのは,

筋肉に対 し圧 力が所謂 「忍び込み現象」を生

じない9)10)事 と関連 して居 よう,上 皮流 と上

皮電気抵抗 とに対す る圧効果 の相違は,前 者

が透過膜で二重層に分離 された イオンにより

決定 されるのに,後 者は イオンが透過膜を通

過す る難易に よ り変化す る事を考えれぼ理解
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出来る.

要するに400気 圧迄 では,加 圧及び降圧に

依 り,上 皮の膜透過性 は可逆的に増減 し,而

も圧差が大きい程著 しい.

Ⅴ　 結 論

蛙上皮流が400気 圧迄 の高圧 によ り如何に

変化するかを実験 し,次 の結果 を得た.

1.　 剔出蛙皮に加圧或は降圧す る瞬間,上

皮電圧は著明に変化 し,加 圧状態 を持続 して

居る間は著 しい変化がない.そ して上皮電圧

は加圧時に著減 し,降 圧時 に著増す る.

2.　 加圧及び降圧速度は上 皮流の変化に対

し,本 質的 な影響を与えない.

3.　 剔出蛙皮の高圧に よる直 流電気抵抗変

化は全 く可逆的で,圧 を作用 させて居 る期間

に相当 して抵抗は減少 し,又 加 える圧力が大

きい程抵抗の減少 も大 きい.

4.　 剔 出蛙皮にア トロ ピンを作用 させて も

高圧に よる上皮流の変化には影響がない.

5.　 以上の事実は,皮 膚上皮組織の細胞形

質膜透過性が高圧 の作用で亢進す ると考えれ

ぼ理解 される.

擱筆するに当り終始御懇篤なる御指導と御校閲を

賜つた恩師林敎授並に御助言を賜つた西田敎授に対

し深 く感謝の意を表す.

文 献

1) 橋 田:生 物 の 電 気 発 生.(岩 波 講 座 生 物 学)

2) Hermann L.. Handbuch der physiologie 1.

 (1879) 173.

3) Orbeli L. A. Zeitschr. Biol. 54, (1910) 329.

4) 橋 田 J. Biochemistry. 1, (1922) 21.

5) 本 川 Jap. J. med. Sci. Biophysics . III (1936)

 69, 177, 203.

6) 大 和 岡 山 医 誌. 64巻, 5号 (1952) 1.

7) 本 川 日 本 生 理 誌. 1巻 (1936) 32, 33.

8) 著 者:第1編 本 誌.

9) 丹 原:岡 山 医 誌. 64巻, 5号 (1952) 909.

10) Ebbecke U. pfluger Arch. 157, (1914) 79,

 236, (1935) 662.

11) 杉:生 理 学 講 座.第2巻, 1A. 1, 12.

Department of 1 Physiology, Okayama University Medical School.

(Director Prof. Dr. K. Hayasi)

Effects of Hydrostatic High Pressure on the Permeability

 of Plasma Membrane

II. Resting Current of Skin

By

Katsuki Okada

In case certain high pressure (400 atm.) is imposed on excised skin of a frog, its rest

ing potential abates itself considerably, while its electrie conductivity increases great deal.

 These facts may probably be ascribed to the augmented permeability of plasma membrane

 of the epithelium, due to high pressure.


