
104

7.

611-018. 26: 612-396. 112

脂 肪 組 織 糖 原 質 ニ 開 ス ル 研 究

第1報

脂 肪組織 糖原質 ト含永 炭素榮養 トノ關係
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Aus dem Pathologischen Institut der Okayama Mediziniscken Fakultat

(Direktor: Prof. H. Tanabe).

Studien uber das Glykogen des Fettgewebes.

I. Mitteilung.U

ber die Beziehungen des Fettgewebsglykogens zur 

Kohlehydraternahrung.

Von

Susumu Sano.

Eingegangen am 15. Dezember 1932.

Es ist bekaunt, dass das Glykogen histologisch im Fettgewebe nachgewiesen wird. 

Aber in welcher Weise der Kohlenhydratstoffwecbsel im Fettgewebe vor sich geht, ist 

noch nicht genugend aufgeklart. Um diese Frage zu losen, stellte Verf. an Ratten und 

Mausen experimentelle Versuche an und untersuchte das Fettgewebe, besonder sog. 

braunes Fettgewebe, welches interscapular zu finden ist.

Im Fettgewebe der gewohnlich ernahrten gesunden Ratten zeigte sich der Glyko

gengehalt individuell ganz verschieden, d. h. es war bald deutlich, bald gar nicht 
anzutreffen. Bei bloss mit Kohlenhydraten gefutterten Ratten liess sich doch nicht 

immer die Anreichung von Glykogen erkennen. Wahrend nach der Hungerperiode 

von 2 Tagen das Glykogen im Fettgewebe stets negativ war, trat es schon in einer 

halben Stunde, zumal fruher als in der Leber, reichlich auf, wenn danach die Auffutte

rung mit Kohlenhydraten (Starke, Bohrzucker) folgte und in einzellnen Fallen war sogar
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ein hoherer Glykogengehalt des Fettgewebes als der der Leber festzustellen. Nach 3 

Stunden war das Auftreten von Glykogen im Fettgewebe bedeutend hochgradig und bis 

zum 3. Tage ebenso immer reichlich zu konstatieren, wahrend es vom 4. Tage ab gross

tenteils oder fast vollstandig verschwunden ist. Ferner wurde bei dem Versuche 

festgestellt, dass die Glykogenablagerung im Fettgewebe bei Kohlenhydratfutterung 

nach einer je langeren Hungerperiode desto starker vorkommt.

Aus den obigen Versuchsresultaten lasst sich zusammenfassend schliessen, dass das 

Vorkommen des Glykogens im Fettgewebe zur Kohlenhydratfutterung in inniger Be

ziehung steht, und dass die Ablagerung des Glykogens im Fettgewebe wohl eine 

intrazellulare Stagnationserscheinung der Koblenhydrate, welche durch die Herab

setzung der Umbildungsvorgange von Kohlenhydraten zu Fett hervorgerufen wird, 

dastellt. (Autoreferat.)
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第1章　 緒 言

糖原質ハ現今顯微化學 ル進歩程度ヲ以テシテハ組織學的ニ認識 シ得ル唯一ノ含水炭素化合體

ニシテ細胞内ニ於ケル糖原質 ノ消長ハ以テ細胞ル含水炭素新陳代謝ノ盛衰ヲ トスルニ足ルモノ

ナリ.

從來含水炭素新陳代謝ハ主 トシテ身體中肝臟及ビ横紋筋 ノ司ル所ニシテ同組織 ニハ生理的ニ

多量 ノ糖原質貯藏セラレ必要 ニ應 ジテ葡萄糖ニ分解 セラレ輸出 セラルルモル 卜考 ヘラレ糖原質

ノ研 究 ハ主 トシテ肝 臟 筋 肉 ニ向 ケ ラ レタ リ,然 ルニBarfurth, Pavy , Meillere et Loeper,

 Fischer, Gierke, Lubarsch,其 ノ他幾 多 ノ學 者 ニ ヨ リテ糖 原 質 ハ肝臟 筋 肉 以 外 ル諸種 臟 器及

ビ組 織 ニ於 テ證 明 研 究 セ ラル ル ニ至 リ脂 肪組 織 ニ於 ケル糖 原 質 モ 亦學 者 ノ注 目 ラ惹 ク トコ ロ ト

ナ レ リ.

形 態 學 的 ニ脂肪 細 胞 ニ糖 原 質 ヲ證 明 スル ハ 已 ニ久 シク 知 ラ レタル トコロ ナ リ.

Gierkeハ 乳腺 ニ於 テ,桂 田ハ皮下脂肪組織 中ニ,

片瀬ハ白鼠 ノ頸部縱隔洞 ニ於 ケル脂肪組織中 ニ糖原

質 ノ多 量出現 スル事 ヲ報告 シ,安 藤ハ哺乳類胎兒脂

肪源起組織 ニ, Lombardハ 人體6箇 月 ノ胎 兒脂 肪組

織 中ニ, Diamantopoulosハ 初 生兒屍體 ノ胸腺附 近及

ビ8箇 月早産兒 ノ膵臟附 近 ノ脂肪組織 ニ糖 原質 ヲ認
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メ, Arnoldハ 蛙 ノ腎臟 周圍 ノ脂 肪組 織中ニ,大 橋 ハ

無尾 類 ノ冬 眠時期 ニ於 ケル脂 肪體 ニ,金 子ハ蠶體 ノ

發育 竝 ニ諸 種 ノ變 態期間中 ノ脂 肪組 織中 ニ殆 ド常 ニ

糖 原質 ノ出現ヲ認 メタ リ.其 ノ他Bestハ 「フロリヂ

ン」 ヲ作 用セ シメタル家兎脂 肪組 織 ニ多 量 ノ糖 原質

ノ出現ヲ見 タリ ト云 ヒ,落 合 ハ「イ ンス リン」ヲ作 用

セ シメ タル白鼠 ノ腎臟 脂肪嚢 及ビ食道附近 ノ脂肪組

織 ニ多量 ノ糖原質 ヲ證 明セ リ.

而 シテ脂 肪組織 ニ出現スル糖原質 ノ意義 ニ關 シテ

ハ從來諸家 ニヨ リ脂肪造成 ニ對 シ密接 ナル關 係アル

コ トヲ論 ゼラレ, Devauxハ 一度饑餓状態 ニ入 ラ シ

メタル海〓 ニ多量 ノ食物 ヲ與 へ脂肪細胞ニ糖 原質 ノ

出現 スルヲ見,脂 肪含量 ノ變 化 ト糖原質發現 トノ關

係 ヲ研究 シ脂肪含量 ノ増加 シ ツツアル時期 ニ於テ糖

原質 ガ常 ニ現 レ脂肪 ノ舊態 ニ復 スル ト共 ニ糖 原質ハ

消失 スルコ トヲ認 メ, Arndtハ 亦絶食後含水炭素 ノ

再 給 ヲナ セル犬 ニ於テ其 ノ脂肪組織 ニ豐富 ナル糖原

質 ヲ鐙明 シ再給食状態 ヲ其 ノ儘持續 スル時ハ 一旦 出

現 セル糖原 質 ハ漸次 消失 スルモ ノナル コ トヲ報告 セ

リ.小 出 ハ二十 日鼠 ニ含水炭素 ヲ飼食 セ シメ同様 ノ

關係 ノ存 在 スル事 ヲ認 メタリ.

抑 々糖原質 ト脂肪 トノ關 係ニ就 テハ古來 幾多 ノ論

議行ハレ タ リシガ1902年Rosenfeldガ 含水炭素脂

肪Kohlehydratfettノ 生成 ハ其 ノ沈着部位 タル脂肪

細胞内 ニ行ハ ルルモ ノナ リトノ假説 ヲ提出 シテ ヨリ

以來 コハGierke, Arndt, Hoffmann及 ビWertheimer

等 ノ形 態學的竝ニ生化學的研究 ニヨ リ概 ネ肯定 セラ

ルル ニ至 リ,脂 肪組織 ハ身體 中含水炭素代謝 ニ關 シ

ー ツノ樞 要ナル機關 タル コト明力 トナル ニモ拘ハ ラ

ズ現 今脂 肪組織 ニ於 ケル含水 炭素 ノ生理 學的竝 ニ病

理 學的研究殊 ニ新陳代謝機轉 ニ關 スル研 究ハ尚 ホ多

ク進出 スルニ至 ラザルガ如 シ.脂 肪組織 ニ於 ケル含

水炭素 新陳代謝 ノ形態學的指 標 タル糖 原質ニ關 スル

知見 そ猶 ホ闡明 ヲ要 スル トコロ尠 シ トセズ.是 レ余

ガ本研究 ニ着 手セル所以 ニ シテ其 ノ成績 ハ篇 ヲ追 ヒ

テ報告 スル トコロアラ ントス.

含 水 炭 素 食 餌 ヲ以 テ飼 養 スレバ動 物脂 肪 組 織 ニ糖 原 質 ノ出現 ヲ見 ル事 ハ 已 ニGierke, Devaux,

 Arndt, Hoffmann u. Wertheimer等 ニ ヨ リテ或 ハ組 織 學 的 ニ或 ハ化 學 的 ニ證 明 セ ラ レタ リ ト

雖 モ,之 ガ關係 ヲ逐 次 的 ニ精 細 ニ檢 索 セ シモ ノ アル ラ聞 カズ,依 ツテ余 ハ 之等 ノ點 ニ留 意 シ先

ヅ含 水 炭 素 食 餌 ノ脂 肪 組 織糖 原質 ニ及 ボ ス影 響 ニ就 キ檢 索 シ併 セラ肝 臟 ニ於 ケル 糖 原 質 ノ消 長

ト比 較 觀察 ラ行 ヘル ヲ以 テ茲 ニ其 ノ得 タ ル成 績 ヲ報 告 セ ン トス.

第2章　 實 驗 方 法

實驗動物 トシテ 白鼠及 ビ二十 日鼠 ヲ使用 シ總テ雄

ヲ選 ビタ リ.對 照 トシテ使用 セル正常動物 ハ約1週

間同一條件 ノ許 ニ充分ナル量 ノ碎米及 ビ水 ヲ興 ヘテ

飼養 セル モノナ リ.饑 餓動物ハ水 ノ ミ輿 ヘ一定期間

絶食 セシメタリ.含 水炭 素給 與實驗 ニ使用 セル含水

炭 素食 餌ハ 日本藥 局法片栗澱粉10.0,蔗 糖5.0,水

20.0ノ 割合 ニ混 ジ攪拌 シツツ加熱 シ凝固セ シメ タル

モ ノニ シテ之 ヲ以テ自由飼養 ヲ行 ヒタ リ.

動物 ハ屠 殺後脂肪組織及 ビ比較觀 察用 トシテ肝臟

及 ビ筋肉(大 腿 四頭股筋)ノ 一部 ヲ切取 シ其 ノ糖原質

ヲ組織學 的檢 査法 ヲ以テ檢 査セ リ.檢 索 ニ供 シ タル

脂 肪組織 ハ主 トシテ背 部肩 胛骨間 ニ介在 スル所謂褐

色脂肪組織 ヲ選 ベリ.以 後本 論文 中單 ニ脂肪組織 ト

記載 セル ハ該脂肪組織 ヲ指 ス.

組織 ハ總テ純 酒精 ヲ以テ固定 シ「バ ラフイ ン」切片

作 製(厚 サ6μ)Best氏 「カル ミン」染色 ヲ施 シテ檢

シ又Langhans氏 沃度染色法 及 ビ唾液反應 ヲモ併用

シタ リ.尚 ホ必要 ニ應 ジテ「ズダ ン」III及 ビ「ニルブ

ラウズ ルフア ー ト」ニテ脂肪 ノ染 色 ヲ行 ヘ リ.
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第3章　 實 驗 成 績.

第1節　 正常及 ビ饑餓動物ノ脂肪組織糖原質

白鼠 ノ脂肋組織糖原質ハ動物商人 ヨリ入手後直 チ

ニ檢 スル時ハ或 ハ著明 ニ存在 シ或 ハ全 ク陰性 ヲ來 シ

著 シキ個體差異 アルガ如 キ觀 ヲ呈ス ルコトヲ認 メタ

リ.

然 ルニ約1週 間同一 條件 ノ許 ニ普 通食餌 ヲ以テ飼

養 セル正常白鼠8頭 ニ就 キ糖原質 ヲ檢 スルニ其 ノ所

見第1表 ニ示 ス如 ク脂 肪組織 ニ於 ケル糖原質 ノ出現

程度ハ各例 ニ於 テ略ボ一定 シ殆 ド陰性或ハ弱陽性ヲ

示 シ特 ニ著明 ナリシモ ノヲ認 メズ.尚 ホ肝臟 ニ於ケ

ル糖原質ハ各例共略ボ同様 ニ殆 ド常 ニ強度 ノ出現 ヲ

示 シ其 ノ度骨骼筋竝 ニ脂 肪組織糖原質 ヲ遙 ニ凌駕ス

其 ノ糖 原質 ハ多 クハ顆粒状又ハ滴状 ヲ呈 シ肝 細胞 體

ヲ充満 シ小葉 内ニ平等瀰蔓性 ニ存在 セ リ.骨 骼筋 ニ

於 テハ糖原質甚 ダ シク僅 ニシテ陰性ナル例 アリ.

第1表

記 號 説 明

「-」 陰 性

「±」 痕跡 又ハ弱陽性

「+」 輕 度

「〓」 中等度

「〓」 高 度

「〓」 甚 ダ高度

「〓 」 極 メテ高度

次 ニ2日 間饑餓セシ メタル白鼠 ノ組織糖原質 ヲ檢

スル ニ其 ノ所 見ハ第2表 ニ概示 セルガ如 ク,脂 肪組

織,肝 臟 及ビ骨骼筋 ニ於 ケル各糖 原質ハ正常状態 ニ

比 シ著 シク減少 シ殊 ニ肝臟及 ビ脂 肪組織 ニ於テ其 ノ

程度著 シ,而 シテ肝臟及 ビ筋肉 ニ於 テハ尚 ホ多 少 ノ

糖原質 ヲ有 スル例 アレ ドモ脂肪組織糖 原質 ハ全例 ニ

於 テ全 ク消失セ ルヲ認 メタ リ.

第2表

第2節　 含水炭素飼養動物ノ

脂肪組織糖原質

第1項　 正常動物ニ於ケル含水炭素

飼養成績

正常白鼠 ヲ含水炭素食餌 ヲ以 テ約15時 間(自 午後

5時 至翌 日午前8時)自 由飼養 ヲ行 ヘル後屠 殺 シ組織

糖原質 ヲ檢 スルニ其 ノ所見ハ第3表 ニ概示 セル如 シ

第3表
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脂 肪組織 ニ於 ケル糖 原質 ハ7例 中1例 ニ於 テ痕跡

状 ヲ認 メ タル他 總テ陰性 ヲ示 セ リ.肝 臟糖 原質ハ各

例共 著明 ニ出現 シ普通飼養 ノ動物 ニ於ケル ト甚ダ シ

キ差 異ヲ示 サズ.骨 骼 筋糖原質 ハ7例 中3例 ニ輕 度

ニ陽性 ヲ示 シ他 ハ陰性 ナルカ痕 跡状 ヲ示 シ普通飼養

ノ動物 ニ比 シ多少増 加セ ル感 ア リ.即 チ前驅的絶食

ヲ行ハザル正常 白鼠 ニ於 テハ特 ニ含水炭 素食 餌 ヲ充

分 ニ攝取 セ ンムルモ脂肪組織 ニ於 ケル糖 原質ハ格別

ノ増加 ヲ呈 セズ,寧 ロ減少 ノ感 ア リ,肝 臟 及 ビ筋肉

糖原質 モ普通飼養 ノ場合 ト大差ナ キ所見 ヲ示セ リ.

第2項　 饑餓動物ニ於ケル含水炭素飼養成績

A.白 鼠 ニ 於 ケル 實 驗

白 鼠 ヲ豫 メ2日 乃至11日 間 絶 食 セ シメ,後 含 水 炭

素 食 餌 ヲ以 テ 飼 養 ヲ開 始 シ 其 ノ後 種 々 ノ期 間 即 チ

30分, 1時 間, 3時 間, 5時 間, 10時 間, 1日, 2日, 

3日, 4日, 5日, 6日, 7日, 8日, 24日 及 ビ32日 ヲ

經テ脂肪組織及 ビ肝臟 ニ於 ケ ル糖 原質 ヲ檢査セ リ.

尚ホ 本實驗動物ハ何 レモ含水炭素飼養 ヲ開 始ス ル前

ニ其 ノ脂肪組織 ノ一部 ノ試驗的 切取 ヲ行 ヒ,之 ガ組

織學的檢査 ニヨ リ糖 原質ハ 全 ク存在 セザ ルコ トヲ確

メ タリ.

第4表
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本實驗 ノ成績 ヲ觀ル ニ第4表 ニ示 スガ如 ク脂肪組

織竝ニ 肝臟 ニ於テ著明且高 度 ニ糖 原質 ノ沈着 ヲ來 セ

リ.之 ヲ詳細 ニ時間的 ニ觀 察スルニ含水炭 素食餌投

與後30分 ニシテ糖原 質ハ已 ニ脂 肪 組 織 ニ出現 シ組

織 ノ分葉 内到 ル所 ノ脂肪細胞原形質内ニ微細顆粒 状

又 ハ小 滴状 ヲナシテ存在 スルモ各箇脂肪細胞 ニヨリ

其 ノ出現状態 ハ一定 ナラズ(附 圖第1).肝 臟 糖原質

ハ此時期 ニ於テハ出現 一般 ニ微弱 ニシテ僅 ニ小葉 内

ニ散在性 ニ證明セラルルカ或 ハ全 ク陰性 ヲ示 セリ.

含水炭素食 餌投與1時 間後 ニ於 ケル脂肪組織糖原

質 ハ30分 後 ニ比 シテ 著 シク多量 トナ リ殆 ド總テ ノ

脂肪細胞 ニ於テ糖 原質顆粒 ヲ認 ムルニ至 ル.カ カル

時期 ニ於 テハ肝臟 糖原質 モ甚 ダシク増加 シ小葉 内ニ

平等瀰蔓性 ニアラハ レ略ボ脂肪組織 ニ於 ケル糖原質

ノ出現 ノ程度 ト類似 ノ状態 ニア リ.

3時 間後 ニ於 テハ脂肪組織 ニ於 ケル糖原質 ノ出現

ハ最 モ高度 ニシテ脂肪細胞 ハ何 レモ糖 原質顆粒 ヲ強

ク充満 シ其 ノ程度各箇細胞間 ニ殆 ド差 ナク平等瀰蔓

性 ニ糖原質 ヲ證明 ス(附 圖第2).肝 臟 糖原質 モ亦 コ

ノ時期ニ至 リテ出現 益々高度 トナ レドモ脂 肪組 織 ニ

比 スレバ寧 ロ輕度 ナル例多 シ.主 トシテ小 葉中心 部

ニ粗大顆粒状又ハ稍 々大 ナル滴状 ヲ呈 シテア ラハレ

小 葉周邊 ニ至 ルニ從 ヒ微細 ナル顆粒状 ヲ呈 セ リ(附

圖 第5).

5時 間 後ニ於 テハ脂肪組織 及ビ肝臟 ニ出現 スル糖

原質 ノ状態 ハ何 レモ一般 ニ3時 間後 ニ於 ケル ト大差

ヲ認 メザ ルモ尚 ホ脂肪組織 ニ於テ肝臟 ニ於 ケルヨ リ

遙 ニ多 量ナル例(第10例)ア ルヲ見 ル.

10時 間後 ニ於 ケル脂 肪組織糖 原質出現 程度 ハ依然

トシテ高度ニ シテ3時 間 後 ノモ ノト大 差ナ シ(附 圖

第3).此 時期 ニ於テハ肝臟糖 原質ハ益 々其 ハ量 ヲ増

シ脂肪組 織 ニ於 ケルヨ リ遙 ニ凌駕 スルニ至 ル(附 圖

第6).

含水炭素食餌給興後1日 及 ビ2日 目ニ於 テハ脂 肪

組織糖原質 ハ尚 ホカナ リ著明ナ ル出現 ヲ示 シ糖原質

顆粒 ハ多 クハ小滴状 ヲ呈 シ到 ル處 ノ脂肪細胞 中 ニ認

メラル.肝 臟 ノ糖 原質 ハ脂 肪組織ニ於 ケルヨ リ更 ニ

甚 ダシク高度 ニ出現 シ肝臟 細胞 ハ殆 ド糖原質顆 粒 ヲ

以テ滿 タサルルヲ見 ル(附 圖第7).

3日 目ニ於テハ脂肪組 織 ノ糖 原質ハ2日 目 ノモ ノ

ヨ リ稍 々微弱 トナル.肝 臟 糖原質ハ反之依然 トシテ

出現 高度 ナ リ(附 圖第4),(附 圖 第8).

4日 目ニア リテ ハ脂 肪組織糖 原質 ハ急 ニ減少 シ散

在性 ニ所 々 ノ脂 肪細胞 ニ痕跡状 ニ糖 原質 ヲ證明 シ得

ラルルニ過 ギズ.肝 臟 ニ於テハ甚 ダ多 量 ノ糖原質 ヲ

詔 ム.

5日, 6日 及 ビ7日 目ニ於テハ何 レモ脂肪組織糖

原質ハ全 ク陰性ナル カ或ハ痕跡状 ヲ呈 ス,而 シテ以

後32日 迄同様 ノ成績 ヲ示 セ リ.肝 臟 糖 原質ハ以 後

稍 々減少 スレ ドモ32日 迄略 ボ同様 ニ證 明セ リ.

B.二 十 日鼠 ニ於 ケル實驗

體重10g以 上 ノ二十 日鼠 ヲ米及 ビ水 ヲ以 ラ 飼養

シ後24時 間絶 食セ シメ片栗 粉食餌(第2章 參 照)フ

興 へ30分 乃至72時 間飼養 シ後屠 殺 シ其 ノ脂肪組織

ヲ檢 査セ リ.

實驗 ハ絶食後 試驗的 ニ脂 肪組織 ノ一部 ヲ切取 シ組

織 學的檢査 ヲ行ヒ糖原質 ヲ全 ク證明 セザ リシ動物 ノ

ミヲ使 用 セ リ,尚 ホ本 實驗 ハ冬季 ニ行 ヘ リ.

含 水炭素飼 養開始後30分 ニア リテハ 糖 體 質 ハ脂

肪組 織 ニ於テ痕跡状 ニアラハ レ1時 間後 ニア リテハ

急 ニ著 シク多量 ニ出現 シ肝臟 ニ於 ケル糖 原質沈着程

度 ト略 ボ伯仲 スルニ至 ル.

3時 間後 ニ於テ ハ含水炭素 ヲ攝取 スル コ ト少 キ動

物 ハ脂 肪組織及 ビ肝臟糖 原質 ノ出現稍 々微弱 ナ レ ド

多最 ニ食餌 ヲ攝取 セル1例(第7例)ニ 於テハ肝臟

糖 原質 尚ホ微 量ナルニ反 シ脂肪組織 ニ於 ケル糖 原質

ハ極 メテ顯著 ニ出現セ ルヲ認 メ タリ.

6時 間後 ニ檢 セル1例 ハ食飼攝取 量甚 ダ少 ナク脂

肪組織糖原質 ハ甚 ダ微量 ニ認 メラ レタ リ.
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第5表

12時 間後 ニ於テ ハ 食餌攝取量 モ 著 シク増加 シ 脂

肪組織 ニ於 ケル糖原質 ハ著明 ニ出現 シ其 ノ程度ハ肝

臟 ヲ凌駕セ ル状態 ヲ示 スモノ多 シ.

24時 間後 ニア リテハ 脂肪組織 及 ビ肝臟共 ニ 稍 々

著 シキ糖原質 ノ出現 ヲ見,其 ノ程度兩者 略ボ相 等 シ

72時 間後 ニ於 テモ 脂 肪組 織 ハ 尚 ホ 強 ク糖原質 ノ

出現 ヲ示 ス,肝 臟 糖原質ハ此時期 ニ於テ何 レモ出現

最 モ高 度ナ リ.

第4章　 總 括 及 ヒ考 按

正常動物 ニ於テ脂肪細胞 ニ糖原質ノ出現 スルコ トハ已ニGierke, Lubarsch, Devaux, Arndt,

安藤,片 瀬密田,大 橋,桂 田,金 子,小 出等 ノ諸氏 ニヨリ組織學的 ニ證明 セラレタルモGierke,

 Devaux, Arndt等 ハ脂肪組織ニ於テ出現スル糖原質ハ正常時ニハ一般ニ甚 ダ微弱ナ リト云ヒ,

小出ハ二十 日鼠ニ於 テハ常ニ陰性 ヲ示 スモノナリ昏述べタ リ.併 シナガラ片瀬密田ハ諸種動物

ニ於クル糖原質分布ノ組織的比較研究ニ於テ殊ニ白鼠ノ頸部縱隔洞ノ脂肪細胞 ニハ多量 ニ腹腔

及 ビ皮下脂肪組織 ニハ少量 ノ糖原質顆粒含有 シ心外膜竝 ニ大動豚起首部周圍組織中ノ小ナル幼

弱 ナル脂肪細胞ハ稍々多量 ニ又大ナル脂肪細胞ニハ稍々少量ノ糖原質ヲ證明 セリト云ヘ リ.

余ノ實驗ニヨレバ動物商 ヨリ購入直後ノ白鼠ニ於テハ脂肪組織 ノ糖原質 ハ甚ダ著明ナル出現

ヲ見ルモノアリ或ハ全ク陰性ナルモノアリテ動吻個々ニ於テ糖原質出現程度 ニ著 シキ差異アル
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ヲ認 メタリ,然 レドモ其 ノ白鼠ヲ同一條件 モ トニ一定期間普通 ノ飼養 ヲ行 フ時ハ脂肪組織 ニ於

クル糖原質 ハ一般ニ陰性 ヲ示 スカ又 ハ痕跡状テ呈スルニ至 リ各箇白鼠ニ於ケル脂肪組織糖原質

ノ差異ハ著 シク減少セルヲ見タリ.而 シテ餞餓動物ニ於テハ肝臟及 ビ筋肉ノ糖原質 ハ著 シク減

退ヲ來ス ト共 ニ脂肪組織 ニ於テハ糖原質ハ常ニ全ク消失 スルニ反 シ含水炭素食餌 ヲ興 フレバ脂

肪組織 ニ糖原質 ノ沈着スルヲ認 メタ リ.故 ニ白鼠ニ於ケル脂肪組織糖原質 ノ出現程度ハ環境,

食餌,運 動等種 々ナル條件 ニヨリ著 シキ影響ヲ受クルモノニシテ殆 ド個體的特 異性 ヲ有 セザル

モノノ如ク且脂肪組織ニ於ケル糖原質生成ハ食餌 トシテ攝取セラレタル含水炭素ニ由來 スルコ

トヲ知 ルベシ.

饑餓 ノ後 ニ含水炭素飼養ニヨリ脂肪組織糖原質ノ増加テ來 スコトハ,已 ニGierke(1905), 

Devaus(1907), Arndt(1928), Hoffmann u. Wertheimer(1927)等 ノ報告 アリ.余 ノ實驗

成績 ニヨルモ正常白鼠ニ含水炭素食餌 テ充分ニ攝取セシムルニ決 シテ脂肪組識糖原質ハ増加セ

ザ リシニ反 シ豫メ一定期間饑餓 セシメテ後含水炭素食飼 ヲ投興スル時ハ短時間 ニシテ糖原質 ハ

顯著ニ出現 シ而カモ給食後已ニ30分 ニシテ現 レ3時 間後 ニ於テ甚ダシタ高度 ナルヲ見タ リ.

含水炭素飼養後脂肪組識ニ糖原質ノ出現スル時期ニ就テハGierke及 ビDevauxハ 海〓ニ於

テ2乃 至3日 後尚ホ陰性ニシテ7乃 至8日 後ニ至 リテ出現ス ト云 ヒ, Arndtハ 犬ニテ30分 後

ハ陰性ナ リシモ3時 間後ニハ出現 スト云ヘリ又Wertheimerハ 鼠ノ腹部及 ビ皮下脂肪組織ニハ

7時 間後 ヨリ出現 スト述ベタ リ.斯 クノ如ク諸家ノ成績 ニ大差アルハ動物 ノ種類,前 驅的饑餓

ノ期間,飼 養條件等ノ相違ニ因ル トコロアランモ余 ノ成績 ニ於テハ前記諸家 ノ觀察 ニ比 シテ遙

ニ早期ニ糖原質ノ出現 スルコ トヲ證明 セリ.

而 シテ余ノ所見ニ於テ更ニ興味アルハ肝臟竝 ニ脂肪組織ニ於ケル糖原質出現 ノ時間的關係 ナ

リトス.余 ノ實驗ニヨレバ含水炭素飼養後5時 間以内ニ於テハ脂肪結織 ニ於クル糖原質 ノ出現

程度 ガ屡々同一動物ノ肝臟ニ於クル糖原質 ノ出現程度ヲ全ク凌駕 セルモノアリ殊 ニ含水炭素食

餌投興30分 後 ノモノニア リテハ肝臟 ニ未ダ糖原質 ノ出現 セザルニ先チ 已ニ脂肪組識 ニ於テ明

カニ糖原質ノ出現 ラ證明セルモノアリ即 チ脂肪組識 ハ糖原質ヲ時 トシテ肝臟 ヨリ早 ク且強度ニ

蓄積スル コトアルヲ認 メタリ.

脂肪組織 ニ於ケル糖原質ノ沈着ガ肝臟 ニ比 シテ極 メテ高度ニ來 リ得ルコ トハArndtモ 化學

的 ニ之ヲ證明 セリ.然 レドモ脂肪組織 ガ肝臟 ニ先チテ糖原質 ノ沈着ヲ來 スヤ否 ヤニ就テハ從來

ノ知見區々ニシテー致 セズ. Gierke及 ビDevauxハ 糖原質ハ脂肪組織 ニ沈着スル前ニ他ノ組

織殊ニ肝臟及 ビ筋肉ヲ充 タスモノ ト考 へ, Richterハ 此Gierke等 ノ見解 ヲ證明セザリシモ亦

肝臟及 ビ筋肉 ニ沈着スルニ先 チ脂肪組識 ニ糖原質 ノ來ルコ トヲモ證明 セズ ト云ヘリ,之 ニ反 シ

Arndtハ 絶食後含水岸素飼養テ行 ヒ3時 間ラ經 タル1頭 ノ犬 ニ於 テ肝臟糖原質ハ中等度ニ認 メ

タルモ脂肪組織糖原質ハ多量ナ リト記載シ又Schurハ 含水炭素ガ脂肪 組織 ニ於テ肝臟 ニ於 ケ

ルヨリ早ク攝取セラルル コトヲ想像セリ.
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更 ニ肝臟 ニ於ケル糖原質生成ハ糖攝取後比較的遲ク現 レ3乃 至6時 間ニ シテ開始 セラルル コ

トハ已ニKulz, Baum, Praussnitz等 ノ證明セル トコロナリ. Gigonハ 糖 ガ腸管 ヨリ吸収 サレ

テ最初ニ肝臟 ヲ通過 スル際 ニハ肝臟 ニ於テ何等ノ影響ヲ受ケズ糖原質 ヲ生成セザル コトヲ云ヘ

リ.故 ニ余 ノ實驗證明セル脂肪組識 ガ肝臟 ヨリ早 ク且強度 ニ糖原質ヲ生成 シ得ル事實ハ含水炭

素代謝 ニ於 ケル脂肪組識 ノ重要性 ヲ物語ルモノニシテ尠 ク トモ脂肪組織 ニ於ケル含水炭素代謝

ハ從來 ヨリ一般 ニ含水炭素代謝ノ中樞器官 ト見做 サルル肝臟 トハ無關係ニ行ハレ得ルコトヲ立

證 セルモノナ リトス.而 シテ余 ノ成績 ハ最近Low及 ビKrcmaガ 證明セル含水炭素攝取後脂

肪組識 ニ於 テハ肝臟 ニ於 ケルヨリモ著 シク早ク含水炭素含有量ノ上昇ヲ來 ス トル所見 トモ一致

スル トコロナ リ.

健康状態 ニ於 テ食餌殊ニ含水炭素ノ攝取 ニヨリ肝臟糖原質ノ増加ヲ來 スコ トハ,已 ニKulz,

 Praussnitz, Hergenbahn, Ott, Matsui等 ノ報告ア リ.又 筋肉ノ糖原質生成能カニ關 シテハ石

森, Lopska, Melodowska,小 出等 ノ報告ア リ.然 レドモ斯カル場合 ニ於ケル脂肪組識 ノ態度

ニ關 シテハ從來殆 ド注意ヲ ヘルモノナシ, Bangハ 家兎ニ葡萄糖 ヲ投與 シ30分, 1時 間, 2時

間後ニ夫々胃,腸 管内及 ビ腸壁ノ糖量竝ニ肝臟ノ遊離葡萄糖及 ビ糖原質量ヲ測定 シ尚ホ血糖總

量ヲ計算 シ之等ノ總和ハ與ヘラレタル糖ノ僅ニ一部分ニ過ギザル コトヲ知 リ同氏 ハ生體中尚ホ

未知ノ含水炭素貯藏所ヲ想像 シ,失 ハレタル糖 ノ運命ニ就テ竝 ビカカル未知 ノ含水炭素ノ貯藏

所ノ所在 ニ就テ大ナル疑問ヲ抱キタリ.佐 藤,松 井等モ亦之 ト同様ノ關係 ヲ見今後 ノ研究ニ待

ツベキヲ云ヘリ.近年 ニ至 リHoffmann及 ビWertheimer, Schur及 ビLawハ 脂肪組識ガ含水

炭素代謝 ニ重要ナル關與ヲナスベ キヲ云ヘルガ余ノ實驗成績 ニ徴スルモ脂肪組織 ガ含水炭素貯

藏所 ノー トシテ重要ナル意義ヲ有 シ含水炭素代謝 ノ研究 ニ於テ閑却スべカラザル器官ナルコ ト

ヲ知 リ得べ シ.

饑餓後給食 ニヨリテ來ル脂肪組織糖原質 ノ顯著ナル出現 ハGierke, Devaux, Arndt等 ニヨ

リ一過性現象 ナリトセラレ再給食状態 ヲ持續 スル時 ハ一旦出現 セル糖原質 ガ殆 ド全ク消失スル

コトヲ知 ラレタ リ、小出 モ二十 日鼠ニ於テ含水炭素再給食後一時豊富ニ出現 セル糖原質ハ軈チ

消失ス可キヲ云ヘ リ. Gierke及 ビDevauxハ カカル糖原質ノ消長 ト體重 トノ關係ニ注意 シ饑

餓 ニヨリテ減少セル體重 ガ再給食ニヨリテ増加シツツアル間ハ脂肪組識ハ豊富ナル糖原質 ヲ含

有 スルモ體重ノ増加止マリ一定 トナレル時ハ該糖原質 ノ消失ヲ來スモノナリト云 ヒ, Arndtハ

普通ノ榮養状態ニ移行セル後ハ糖原質ハ減少消失 スルモノナ リト述べタ リ.

余ノ成績 ニ於 テハ 脂肪組識糖原質ハ含水炭素食餌飼養開始30分 後 ヨリ2日 乃至3日 後ニ至

ル迄殆 ド常 ニ證明 セラルルモ2日 以後ハ漸次減退ノ傾向ヲ示 シ糖原質ノ全ク消失 ヲ來スハ常 ニ

4日 以後ナ リ.余 ノ例 ニ於テ糖原質ノ減失 ト體重 トノ間ニ一定ノ關係ヲ認 メ得ザ リシモ凡ラク

前記諸氏 ノ云ヘルガ如ク糖原質ハ饑餓状態 ノ恢復ニ伴 ヒ減少消失スル關係 ニアルベキハ誤ナキ

トコロナ リトス.
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然 ラバ此處ニ消失 セル糖原質 ノ運命ハ如何.生 體内ニ於テ含水炭素ガ脂肪 ニ轉化スルコ トハ

Liebig以 來 一般 ニ承認セラルル トコロナレド其 ノ化學的道程 ニ就テハ今 日尚ホ不明ナル點多

ク主 トシテ理論的説明ヲ與ヘラルルニ過 ギズ.

Embden(1922)ハ 葡萄 糖 ノ分 解 ニ ヨ リGlpcerin

aldohydヲ 生 ジ之 ヨ リGlycerinガ 生 成 セ ラ ル ル ト共

ニ他 方直 接 ニd-Milchsaureニ 分 解 シ次 デBrenztra

ubensaureト ナ リ更 ニAcetaldehydヲ 生 ズ而 シテ

Aoetaldehydヨ リAaetessigsaure及 ビEssigsaureヲ

生 ジ又Essigsaureハ 容 易 ニAcetessigsaureニ 移 行

ス ル コ トヲ證 明 セ リ.而 シテAcetessigsaureヨ リ低

級 脂 肪酸 ヲ經 テ 高級 脂 肪 酸 ヲ生 ズ ル ハ 可能 ナ リ ト云

ヘ リ.

Gottscha1k(1925)ハGlycerinaldehydハGlyoerin

ニ移 行 スル モ他 方直 接 ニ乳 酸 ヲ生 成 セ ズ 中間 産 物 タ

ルMethlglyoxalヲ 生 ジ之 ガ乳 酸 トBrenztraubensau

reト ニ分解 シBrenztraubensaureヨ リAcetaldehyd

ヲ生 ズ トナ シEmbdenノ 見解 ト略 ボ同 様 ノ道 程 ニ ヨ

リ脂 肪 酸 トナ ル ト云 ヘ リ.

而 シテ 又 含 水 炭 素 ヨ リ脂 肪轉 化 ノ行 ハ ル ル場 所 ガ

脂 肪組 織 ナル ハRosenfeldノ 研 究 以來 一 致 セ ル見解

ナ レ ドモ 生 化 學 的 ニ脂 肪 組 織 ニ於テ 含 水 炭 素 ヨ リ脂

肪 ヲ生 ズルヤ否ヤハ今 日尚 ホ確實 ナル實驗 的證 明 ヲ

缺 ケ リ. Hoffmann及 ビWertheimerハ 糖 原質 ヲ含有

スル脂 肪組織 ヲ37℃ ニ放置セル ニ糖 原 質 竝 ニ 葡萄

糖 ハ消失 シ乳酸 ヲ生 ゼルコ ト認 メ之 ニ據 リ脂肪組織

ニ於 テ含水炭素 ヨ リ脂肪轉 化ガ行 ハルベキ ヲ推考 セ

リ又Schur及 ビLowハ 脂 肪組織 ガ正常 時 ニ於 テ含

水炭素 ヲ含有 シ且之 ガ含水炭素飼 養ニ ヨ リ増加 スル

ヲ認 メ脂 肪組織 ハ含水炭素 ノ豫備 的貯藏 ヲ營 ミ次第

ニ脂肪轉 化ヲナス ト云 ヘ リ.

更ニ形 態學的 ニ生理的及 ビ病理 的諸組 織 ニ於 ケル

糖 原質 卜脂 肪 トノ關 係ヲ觀 察セル文 獻 ニ徴 スル ニ,

 Gierke, Lubarsch, Wegelin,金 子 等ハ其 ノ兩者 ノ出

現 ガ竝行 的ナ リ トセルニ反 シ,大 木, Rabe, Broers,

大橋, Berblinger等 ハ交代的 ナルヲ認 メ糖 原質 ガ脂

肪ニ轉化 スベキヲ想像 セ リ而 シテGierke, Devaus,

 Patzelt, Arndt等 ハ脂 肪組 織 ニ於 ケル糖原質 ノ所 見

ヲ以テ含 水 炭 素 ヨ リ脂 肪 ノ生 成 セラルル證 トナセ

リ.

余 ノ組識學的所見ニヨレバ一定期間饑餓状態ニ置キ脂肪 ノ消失ヲ來タサシメタル脂肪細胞 ニ

アリテハ細胞原形質内ニ一般ニ糖原質ハ細胞内ニ平等瀰蔓性 ニ出現 シ微細顆粒状ヲ呈 シ殆 ド全

原形質テ充滿スルニ反 シ脂肪豐富ナル脂肪細胞ニ於テハ糖原質ハ主 トシテ脂肪滴ノ周圍原形質

ニ小滴状又ハ粗大顆粒状 トナリ出現 ス殊ニ顆粒状脂肪滴 ヲ以テ充満サルル脂肪細胞 ニアリテハ

脂肪滴間ニ糖原質顆粒ガ線状 ニ配列 シテ網状 ヲ呈ス而 シテ大ナル脂肪滴ヲ生ズルニ至 レバ糖原

質顆粒ハ周邊ニ壓排 セラレ僅 ニ出現セルヲ見タリ.即 チ脂肪細胞 ニ於 ケル糖原質ハ脂肪 ノ量的

及 ビ形態學的状態 ト密接 ナル關係 ヲ示 シ略ボ反比例的ニ消長 スルモノナルコトヲ知 ル.從 ツテ

脂肪組識ニ沈着セル糖原質 ハ大部分脂肪轉化ニ關與スベキコト殆 ド疑 ヒナキモノノ如 シ.

然 ラバ脂肪組織糖原質 ガ饑餓後含水炭素給與ニヨリテ一過性ニ多量ノ沈 着ヲ來ス理由如何.

脂肪組織 ニ見ラルル糖原質 ガ外 ヨリ輸入セラレタルニ非ズシテ脂肪細胞内ニ於 テ生成セラ レタ

ルモノナルコ トハ脂肪細胞以外ニ於テ糖原質 ノ存在 ヲ證明 セザルコ ト及 ビ余ガ後報 スべキ實驗

ニヨリ明カナリ.而 シテArndtハ 前驅的饑餓ノ長キ程糖原質出現ノ著 シキヲ認 メタルガ余ノ實

驗ニ徴 スルモ長期間饑餓 ノ場合ハ短期間饑餓ノ場合ニ比 シ給食後 ノ糖原質沈着高度 ニシテ正常
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状態 ニ於テハ含水炭素ヲ多量ニ給與スルモ糖原質 ノ沈着ヲ來 シ難 シ.故 ニ脂肪組識ニ於ケル糖

原質生成ハ饑餓ノ程度 ト密接ナル關係ヲ有 シ糖原質ノ強盛ナル沈着ハ含水炭素ノ攝取ニ際 シ饑

餓 ニヨリテ生 ジタル異常ナル影響ノ加ハ リタル結果ナルベシ. Hoffmann及 ビWertheimerハ

「饑餓脂肪」ニ給食後糖原質ノ生成セラルルハ「インスリン」ノ血中増加ニヨルナラント推憶 セル

モ此影響ノ本質ニ就テハ尚ホ今後ノ研究ニ待 ツベキナリ.

脂 肪 組 織 ニ出 現 ス ル糖 原 質 ノ意 義 ニ關 シテ ハ 已 ニ

Gierke, Arndt, Riohter等 ハ 含 水 炭 素 ヨ リ脂 肪 轉 化

ヲナ ス 中 間 ニ 於 ケル 形 態 學 的 可 現 性 ノ一 階 相 ナ リト

説 キ タ リ.抑 々 糖 原 質 ガ糖 ノ正常 消費 ニ 向 ツテ 易變

性 ノ豫 備 要 約 トシテ 生 成 セ ラル ル モ ノナ ル ハ 既 ニ

Minkowski(1893)ノ 指 摘 セ ル トコ ロ ニ シテ 糖 原 質

ガ 葡萄 糖 及 ビ其 ノ他 ノ糖 類 ニ比 シ甚 ダ 反 應 性 ヲ有 シ

利 用 サ レ易 キ ハ 近 年Laquers(1921), Embden u.

 Haymann(1924), Neuberg u. Gottschalk(1924),

 Gottschalk(1925), Pringsheim(1925)等 ニ ヨ リテ

證明 セラレ.糖 原 質ガ含水炭素 ノ單ナル貯藏 型 タル

ニ止 ラズシテ糖代謝 上能 動的 ニ關 與 スル物質 ナル コ

ト闡明 セラルルニ至 レリ.

之等 諸家 ノ知見 ニ鑑 ミ余 ノ所見 ヲ按 ズル ニ脂 肪組

織糖 原質ハ肝臟糖原質 ノ如 キ貯藏的 沈着 ニア ラズ,

脂肪細胞 ニ於 テ脂肪轉化 ノ豫備 的階相 トシテ生 理的

ニ合成 サルルモ ノニシテ恐 ラク含 水炭 素 ノ脂 肪轉化

ニ必要 ナル化學的過程 トシテ出現 スルモ ノナルガ如

シ.

之ヲ要 スルニ脂肪組識ハ含水炭素代謝 上重要ナル器官ニシテ合成,分 解,轉 化ノ如キ主要ナ

ル物質代謝機轉ノ行ハルル所 ナリ.脂 肪細胞ハ血液中ヨリ脂肪 ヲ攝取スルノミナラズ,含 水炭

素ヲ攝取 シ之ヨリ脂肪轉化ヲ營 ム,而 シテ其 ノ前驅的階相 トシテ糖原質ノ合成及 ビ分解 ガ行ハ

ルルナリ.正 常時ノ脂肪組識ハ含水炭素ヲ與 フルモ糖原質ノ出現少キハ恐 ラク脂肪轉化機轉ガ

旺盛ナル爲 メ糖原質 ノ分解迅速ナルニ由ルべシ,而 シテ饑餓後給食ニヨリ糖原質ノ出現顯著ナ

ルハ饑餓 ニヨリ脂肪組織 ハ糖原質 ヲ合成 スル能力ヲ減ゼザルモ脂肪轉化機轉ガ著 シク緩徐 トナ

リ含水炭素 ノ鬱積ヲ來 シテ糖原質 ノ高度ナル沈着ヲ見ルニ至ルモノナルベシ.而 シテ饑餓 ヨリ

正常ノ状態 ニ恢復 スレバ脂肪轉化機轉モ再 ビ正常ニ復歸 シ糖原質合成機轉 ヲ凌駕スルニ至ルヲ

以テ,糖 原質ハ速ニ分解 セラレ脂肪 ニ轉化 セラルルモノナラン.從 ツテ脂肪組識 ニ於 クル糖原

質沈着ハ脂肪轉化機轉 ノ減退ニ基ク含水炭素ノ細胞 内鬱積現象 ニ他ナラザルモノナ リト信ズ.

附　脂肪細胞核糖原質ニ就テ

細 胞 核 ニ糖 原 質 ノ出現 スル コ トハ1884年Ehr1ichニ ヨ リテ始 メテ報 告 セ ラ レCoyne,　 Po

dwysotzkyニ ヨ リ糖 尿 病 死 肝 竝 ニ肝 硬 變 ノ肝 細 胞核 ニ糖 原 質 ノ沈 着 可 能 ナ ル コ トヲ認 メ ラ レ之

以 來 肝 細 胞核 糖 原 質 ニ就 テ ハMeixner, Askanazy u. Huebschmann, Best, Rossle, Karamitsae,

 Rosenberg, Kleestadt,石 橋,金 子,百 枝, Arndt等 ノ報 告 ア リ.又Frankハ 實 驗 的 ニ肝 細 胞,

腎 上 皮,肺 胞 上皮 ニ於 テ核 糖 原質 ヲ生 ゼ シメ得 タ ル コ トヲ報 ゼ リ.然 レ ドモ未 ダ脂 肪 細胞 核 ニ

於 クル 糖 原 質 ノ存 在 ヲ記 載 セル モ ノナ シ.昭 和2年2月 岡山 醫 學 會總 會 ニ於 テ余 ハ脂 肪 細 胞 核
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ニ糖原質ヲ證明セルコトヲ發表セルガ其 ノ後小出氏(昭 和3年)ハ1頭 ノ二十日鼠ニ於テ心臟

附近 ノ脂肪組識中ニ細胞核糖原質 ヲ可ナ リ多數ニ認 メタルコ トヲ報告セリ.

核糖原質ノ意義ニ關 シテハ諸家ノ説 アリLubarsch, Rosenbergハ 正常家兎肝臟 ニ於 テ核糖

原質 ヲ見タ リト云ヘルモ一般 ニ健康動物 ノ組織 ニ於テ核糖原質 ヲ見ル コト極 メテ稀 ニシテ核糖

原質 ガ病理的産物ナルベキハ多數ノ學者ノ一致セル見解ナリ.

余ハ前驅的絶食後含水炭素飼養 ヲ行ヘル白鼠4頭 ニ於テ脂肪細胞核 ニ糖原質 ヲ認 メタリ.糖

原質ハ大小ノ滴状ヲナ シ核内ノ一方 ニ偏在シテ核膜 トノ間ニハ不染透明ナル間隙 ヲ示 スノモ最

モ多キモ殆 ド核内腔全部ヲ占ムル場合アリ,一 般ニ「カル ミン」ニヨリ濃染 シ光輝性ヲ有ス多ク

ハ1箇 ノ核 ニ單一ノ塊 トシテ封入セラルモ稀 ニハ顆粒状又ハ絮状 ヲナス,而 シテ糖原質ヲ含有

スル核ヲ觀察スルニ一般 ニ圓形又ハ橢圓形ニシテ稀ニ正常或ハ小形ヲ トルモノアル他殆 ド何 レ

モ腫大シ正常核 ノ數倍ニ達 スルモノア リ,一 様ニ無構造透明同質ニシテ一見水泡状 ヲ呈 シ 「ク

ロマチン」網不明ニシテ核壁ノミHyperchromatoseノ 状ヲ呈ス,核 腫大更 ニ高度 ノモノニア

リテハ核壁ハ薄膜状ヲ呈ス.即 チ右所見ニ徴 スル脂肪細胞核糖原質ハ細胞 ノ退行性變化ニ隨伴

シテ生ズルモノナル コト明カナ リ.

尚ホ核糖原質 ト原形糖原 質 トノ間ニハ多クノ場合拮 抗的關 係ノ存 在スルコ トAskanazy,

 Huebschmann, Karamitsas, Kleestadt等 ニヨリラ論ぜラレタルモ小出氏ハ核糖原質ヲ有スル

脂肪細胞原形質内ニモ種々ノ程度ニ糖原質 ヲ認 メタ リト云ヘ リ,余 ノ例 ヲ觀ルニ核糖原質 ヲ有

スル脂肪細胞原形質内ニハ多クハ糖原質ヲ缺如スルモ時 ニハ微細ナル糖原質顆粒テ證明 セルア

リテ核糖原質 ト原形質糖原質 トノ間ニ一定ノ關係アリヤ否ヤ明カナラズ.

第5章　 結 論

1)脂 肪組識糖原質ハ饑餓状態 ニ於テハ完至ニ消失ス.

2)正 常状態ニ於テハ含水炭素食餌ヲ充分ニ攝 取セシムルモ脂肪組織 糖原 質ノ増加 ヲ來サ

ズ.

3)前 驅的饑餓 ノ後ニ含水炭素飼養 ヲ行 ヘバ脂肪組識 ニ於 テ著 シキ糖原質 ノ沈着ヲ來 ス,糖

原質ハ食餌攝取後30分 ニ出現 シ3時 間後ニ最高度ニ達 シ暫ク其ノ状態ヲ持績 シ2乃 至3日 後

ヨリ漸次減少 シ4日 以後ニ至 リ殆 ド痕跡状 トナ リ又ハ全ク消失ス.

4)脂 肪組識ニ於ケル糖原質 ハ含水炭素食餌攝取後肝臟 ニ於ケルヨリ早期ニ出現ス且5時 間

以内 ニアリテハ屡々肝臟糖原質 ヨリ沈着高度ナ リ.

5)脂 肪細胞ニ於ケル糖原質ハ脂肪ノ量的及 ビ形態學的状態 ト密接ナル關係ヲ示 シ略ボ反比

例的 ニ消長ス.

6)含 水炭素飼養ニヨル脂肪組織膳原質沈着ハ前驅的饑餓ノ長キ程高度 ナリ.

7)脂 肪組識ニ於ケル糖原質沈着ハ脂肪轉化機轉ノ減退ニ基ク含水炭素ノ細胞内鬱積現象ナ
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ル ベ シ.

8)脂 肪細胞 ハ時 トシテ核糖原質 ヲ有ス,之 ハ細胞ノ退行性變化 ニ隨伴 シテ生ズルモノノ如

シ.

擱筆 スルニ當 リ終始御懇篤ナル御指導 ト御 校閲 ヲ賜 リタル恩師田部教授 ニ満腔 ノ謝意 ヲ表 ス.
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佐 野 論 文 附 圖

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3. Fig. 4.



佐 野 論 文 附 圖

Fig. 5. Fig. 6.

Fig. 7. Fig. 8.
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附 圖 説 明

Fig. 1.饑 餓後含水炭素飼養30分 後

白鼠褐色脂肪組織糖原質所見(+)

Fig. 2.饑 餓後含水炭素飼養3時 間後

白鼠褐色脂肪組識糖原質所見(〓)

Fig. 3.饑 餓後含水炭素飼養10時 間後

白鼠褐色脂肪組織 糖原質所見(〓)

Fig. 4.饑 餓後含 水炭素飼養3日 後

白鼠褐色脂肪組織 糖原質所見(〓)

Fig. 5.饑 餓後含水炭素 飼養3時 間後

白鼠肝臟 糖原質 所見(+)

Fig. 6.饑 餓後含 水炭 素飼 養10時 間後

白鼠肝臟 糖原質 所見(〓)

Fig. 7.饑 餓後含水炭素飼養1日 後

白鼠肝臟 糖原質所見(〓)

Fig. 8.饑 餓後含水炭素飼養3日 後

白鼠肝臟糖原 質所 見(〓)
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