
995

59.

612. 82

水 分 代 謝 ニ 及 ボ ス 大 腦 皮 質 竝 ニ

視 神 經 床 下 部 ノ 開 係 ニ就 テ

岡山 醫 科大 學 稻 田 内科 教室

醫學士　 佃 毅

(昭 和7年9月19日 受 稿)

Aus der medizinischen Klinik der Med. Fakultat Okayama, Japan

(Vorstand: Prof. Dr. S. Inada).

Uber die Wirkung der Grosshirnrinde and des Hypothalamus 

auf den Wasserhaushalt.

Von

Dr. med. Tsuyoshi Tsukuda.

Eingegangen am 19. September 1932.

Beim Kaninchen versuchte Verfasser die Dekortirierung und das Hypothalamusstich 

gleichzeitig und wandete er dabei an, bald die Wasserbelastung, bald mit ihr das 

Caffeino-Natrium Benzoicum, das Pituitrin, den Harnstoff und das Kochsalz kombiniert. 

Darauf beobachtete er die Wirkung auf den Wasserhaushalt, indem er die Erythrozvten

zahl, das Hamoglobingehalt, das Serumeiweissgehalt, das Kochsalzgehalt des Blut

serums, die Harnmenge, das spezifische Gewicht und die Gesamtstickstoffausscheidung 

bestimmte. In diesen Experimenten waren die Bluteindickung, die Diureseforderung 

und die Vermehrung des Kochsalzes und der Gesamtstickstoffausscheidung im Harn, 

die bei der Dekortirierung erscheinen, nicht bloss zu bemerken, sondern zeigten sich 

im Gegenteil die Blutverdunnung, die Diuresehemmung und die Verminderung des 

Kochsalzes und der Gesamtstickstoffausscheidung im Harn. Ganz dieselbe Resultate 

konnte man bei blossom Hypothalamusstich beobachten. Daraus ersieht man, dass 

der Hypothalamus bedeutendere Rolle als die Grosshirnrinde fur den Wasserhaushalt 

spielt. (Auloreferat.)
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主要文獻

第1章　 緒 論

余1)ハ 曩ニ大腦皮質 ノ水分代謝ニ及ボス影響 ヲ檢索 シ,家 兎ニ就テ大腦皮質ヲ切除 スレバ手

術後1週 前後 ニ於テハ,水 負荷試驗或ハ之 ト同時ニ利尿劑 ヲ併用スル場合利尿ハ益々促進セシ

メラレ,又 水負荷試驗 ト同時 ニ利尿抑制劑ヲ併用ス レバ其 ノ抑制的効果ハ著 シク減弱セシメラ

レ尚ホ此際表ルル血液稀釋 ノ程度 ハ稍々輕度 ナル事ヲ述べタリ.更 ニ其 ノ後視神經床下部ヲ穿

刺 シ2)其 ノ穿刺ガ1側 タル ト將タ兩側 タルヲ問ハズ,術 後1週 前後 ニ於 クル家兎ニ於テハ水負

荷試驗或ハ之 ト同時ニ利尿劑ヲ併用 スル時利尿作用 ハ抑制ヲ被 リ且此際血液稀釋 ハ稍 々著明 ト

ナ リ若 シ抑制劑ヲ併用 スル時ハ皮質切除時 ト同樣其ノ利尿抑制作用 ハ減弱 シ其ノ際表 ルル水血

症ハ稍々輕度 ナル事ヲ述ベタ リ.

茲 ニ於テ更 ニ余ハ,水 分代謝ニ關 シ大腦皮質及 ビ視神經床下部兩者ノ中,何 レガ特ニ重 大ナ

ル意義 ヲ有 スルモノナ リヤヲ確 メント欲 シ,家 兎ニ就 テ大腦皮質切除 ト同時 ニ視神經床下部穿

刺 ヲ行ヘ リ,即 チ夫等手術ヲ單獨ニ行 ヒ水分代謝 ニ變著 ヲ招來 シタル手術後1週 間前後 ノ時期

ニ於 テ前囘同様Volhard氏 水負荷試驗ヲ行 ヒ此際同時ニ利尿劑或 ハ利尿抑制劑ヲモ併用 シ以テ

其 ノ際表ルル水血症 ノ消長竝ニ尿變化 ヲ觀察 シ尚ホ食鹽及 ビ尿素負荷試驗 ヲモ施 行シタルヲ以

テ愛 ニ之ヲ報告セント欲 ス.

第2章　 實 驗 方 法

實驗動物 トシテハ前1,2)同 様體重2.0-2.5kgノ 強

壮 ナル雄性 家兎 ヲ選 ビ使用セ リ.其 ノ食餌及 ビ飼養

方法亦 前囘ニ等 シ.斯 クテ前同様早 朝空腹 時ニ浄 水

100ccヲ 胃内 ニ送 入 シ其 ノ後4時 間毎1時 間毎 ニ採

尿 シ次 ニ食 餌 ヲ與 へ 更ニ 其 ノ後24時 間 ニ至 ル迄 ノ

全 尿 ヲモ攝取 セ リ.尚 ホ之 ト同時 ニ水 負荷 前及 ビ負

荷後1時 間 毎 ニ4時 間 竝 ニ24時 間 都合6囘 耳殻邊

縁静脉 ヨ リ約1cc宛 ノ血液 ノ攝取 セ リ.斯 クテ得 タ

ル尿 ニ就 テハ其 ノ尿量,比 重及 ビ尿 中食 鹽竝 ニ總窒

素 量 ヲ測定 シ,各 血液 ニ於 テハ夫 々赤血球 数,血 色

素量,血 清蛋白 量及 ビ血清食 鹽含有 量 ヲ測定 セ リ.

而 シテ夫等 ノ檢 査竝ニ分析方法 ハ全 ク前囘同樣 ナル

ガ故 ニ其 ノ記載 ハ省略 ス.

大腦皮 質切除 ハ前囘1)報 告 セ シ方法 ニ從 ヒ,厚 サ

約1.0mmニ テ 兩側 顱 頂 葉 ヲ主要部 分 トシ直經約

3.0cmニ 及 ブ樣 略ボ圓状 ニ之 ヲ切除 セ リ.而 シテ同

樣 ノ方法 ニ依 リ軟腦膜及 ビ皮質 ヲ切除 セザ リシモノ

ヲ以 テ大腦皮質切除 ノ對 照手術 トセ リ.次 ニ視 神經

床下部モ前囘2)ノ 方法 ニ依 リ直徑約1.0mmノ 金屬

消息子 ニテ乳嘴體 ノ稍 々前方 ヨ リ視神經交 叉部 ノ少
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シク後方ニ至 ル種 々ナル部位 ニ於テ腦底 ニ逹 スル迄

穿刺セ リ.尚 ホ穿刺 部位 ハ間腦 ニア レ共視神經 床下

部 ニ該當 セザ リシモ ノヲ以 テ總 テ其 ノ對照手術 ト見

做セ リ.

次 ニ爾後掲載 ノ表 ニ就 テ2, 3簡 單ナル註釋 ヲ試 ム

ル事 トスペ シ.即 チ表中

(1)「 對照手術」 トアルハ皮 質切除 及 ビ視 神經床

下部穿刺兩者 ノ對照手術 ヲ同時ニ行 ヒ タル場合ナ リ. 

(2)「 皮質切除 及ビ視神經床 下部以外穿 刺」 ト謂

フハ,皮 質 切除後視神經床 下部穿刺 ヲ試 ミタル モ,

其 ノ穿刺部位ハ間腦 ニア レ共,視 神經床 下部 ニ該 當

セザ リシモノナ リ.

(3)「 頭蓋及 ビ硬腦膜 切除 ト視神經床 下部穿刺」

此際 ニ於テハ大腦皮質及 ビ軟腦膜 ヲ切除 スル事 ナク

皮質切除時ニ於 ケル ト同一 ノ廣 サニ頭蓋及 ビ硬腦膜

ヲ切除 シ タル後,更 ニ視神經床 下部 ヲ穿刺 シタル モ

ノナ リ.

(4)「 皮 質切除及 ビ視神經床 下部穿 刺」 之 ハ皮 質

切除 ト同 時 ニ視神經床 下部 ヲ穿 刺 シタル モ ノナ リ.

而 シテ之 等4種 類 ノ總 テ ノ場合 ヲ通 ジテ視神經床

下部穿刺 ハ.左 右何 レカ ノ1側 ヲ穿刺 シタルモ ノ竝

ニ兩側 ヲ同時 ニ穿 刺 シタル モノ等種 々ナル場合 ア レ

共,其 ノ穿刺 側ニ就テハー々記入 セザル事 トセ リ.

次 ニ赤 血球数 ハ單 位ハ萬ニ シテ血色素 及 ビ血清蛋

白量ハ%ナ リ.更 ニ尿 量ハ單 位 ヲccト シ血清 内食 鹽

竝 ニ尿中食鹽 及ビ總窒 素濃度ハ總 ベテ%ヲ 以 テ シ其

ノ絶 對量ハgヲ 以 テ示 ス.比 重ハ1000ヲ 省略 シタ

ル数 ヲ以テ表 ス事 トセ リ.尚 ホ表中 ニ掲 ゲ タル實 驗

成績 ノ債 ハ夫 々實驗例数 ノ欄 ニ記入 シタル全例 数 ノ

成績 ヲ平均 シ タル モノナ リ.

第3章　 水 血 症 ニ 就 テ

(1)水 負荷試驗 ト水血症

對照手術後1週 前後 ニ於ケル家兎ニ水負荷試驗ヲ行 フ時ハ表示セルガ如ク著 シキ血液 ノ稀釋

ヲ表シ其 ノ程度竝ニ其ノ消長ニ及ボス時間的關係ハ前囘報告セシ何等手術 ヲ施 サザル正常家兎

ニ水負荷試驗ヲ行 ヒタル場合 ト略ボ同様 ナリ.

第1表　 水 負 荷 試 驗 ト水 血 症
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次ニ皮質切除 ト同時 ニ視神經床下部以外ノ穿刺 ヲ行ヘル際 モ亦同様血液ノ稀釋 ヲ表 セ共其ノ

程度ハ對照手術例 ニ比 シ稍々輕度ナル事前囘報告 セシ單ナル皮質切除 ノミヲ行ヘル際 ノ實驗成

績 ト略ボ同様ナ リ.

更 ニ頭蓋及 ビ硬腦膜 切除 ト同時ニ視神經床下部穿刺ヲ行 ヒタルモノニ水負荷試驗ヲ施行 シタ

ル ニ此際 ニ於 テハ水 血症ノ程度對照手術 ニ於ケル成績 ニ比 シ稍々著 シク,前 囘報 告ノ單ニ視神

經床下部ノ穿刺ノミヲ行ヘル場合 ト略ボ同一結 果ラ得タ リ.

然 ラバ大腦皮質切除 ト同時 ニ視神經床下部穿刺 ヲ行ヒタル後1週 前後 ヲ經過 セシ家兎ニ水負

荷試驗 ヲ行 フ時 ハ如何ニ 卜云 フニ其 ノ水血症 ノ程度 ハ上述 ノ對照手術 ニ於 ケルモノニ比 シ更ニ

強 ク其 ノ状態 ハ前囘報告ノ單ニ視神經床下部穿刺 ノミヲ行 ヒタル場合ニ於ケルモノ ト略ボ同様

ナ リ.而 シテ此際 ニ於テハ前囘報告セシガ如ク皮質切除 ニ依 リテハ血液稀釋 ノ程度對照 手術 ニ

比 シ稍 々輕度ナルベク,視 神經床下部ノ穿刺 ニ依 リテハ其 ノ程度ハ稍々増強 セシメラル可ク斯

クテ皮質切除竝 ニ視紳經床下部穿刺 ヲ同時 ニ行 フ時 ハ其ノ程度 ハ理論 上對照手術ニ於ケルモノ

ト殆 ド同一強度ナラザル可カラズ.然 ルニ事實ハ之 ニ反 シ單ニ視神經床 下部穿刺ノミヲ行ヘル

場合 ト略ボ同一結果ヲ得タ リ.

(2)水 負荷試驗 卜同時ニ利尿劑 ヲ用 ヒタル際 ノ水血症

對照手術後1週 前後 ニ於ケル家兎 ニ水負荷試驗 ト同時 ニ利 尿劑安息香酸「ナ トリウム,カ フエ

イン」0.4gヲ 併用 シテ其ノ際表ルル血液組成ノ變化ヲ檢査 シタルニ表示セルガ如ク此場合ニ於

テハ血液ハ稍々濃縮 セラレ其 ノ程度竝ニ時間的影響 ハ前囘報告セシ正常家兎ニ同樣 ノ實驗 ヲ行

ヒタル際ニ於ケル ト略ボ同樣 ナリ.

第2表　 水負荷試驗 ト同時 ニ利尿劑ヲ用 ヒタル際 ノ水血症
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次 ニ大腦皮質切除 ト同時ニ視神經床下部以外ノ穿刺 ヲ行ヘル後約1週 ヲ經過 シタル家兎ニ同

様 ノ試驗 ヲ施行スルニ此際 ニ於テハ血液濃縮 ノ程度ハ更ニ増強 セシメラレ其 ノ成績 ハ前囘報告

セシ大腦皮質切除家兎 ニ同實驗 ヲ行ヘル場合 ト同一結果ヲ來 セリ.

更ニ頭蓋及 ビ硬腦膜切除及 ビ視神經床下部穿刺家兎ニ於 テハ血液濃縮ノ程度 ハ對照手術ニ於

ケルモノニ比 シ稍々減弱 シ,其 ノ状態ハ前囘報告セシ視神經床下部穿刺家兎 ニ同様 ノ實驗ヲ行

ヒタル場合 ト全ク同樣ナ リ.

然ラバ皮質切除 ト同時ニ視神經床下部穿刺 ヲ行ヒタル後,水 負荷試驗 ト同時ニ利尿劑 ヲ併用

スル時ハ如何 ニ ト云フニ此際ニ於 ケル血液濃縮 ノ程度 ハ對照手術 ニ比 シ稍々輕度 ニシテ單ニ視

紳經床下部穿刺ノミヲ行 ヒタル場合ニ於ケル成績 ト略ボ同様ナ リ.即 チ皮質切除 ト同時 ニ視神

經床下部穿刺 ヲ行フ時ハ皮質切除ニ依 リテ表ルル血液濃縮促進作用ハ全ク消失 セルヲ知 ル.

(3)水 負荷試驗 ト同時ニ利 尿抑制劑 ヲ用 ヒタル際 ノ水血症

水負荷試驗 ト同時ニ50倍 稀釋 「ピツイ トリン」(Obst.) 1.0ccヲ 皮下ニ注射 シ以 テ其ノ血液組

成ノ變化ヲ觀察 セリ.

第3表　 水負荷試驗 ト同時 ニ利尿抑制劑ヲ用 ヒタル際 ノ水血症

此場合ニ於テハ表示 セルガ如ク常ニ血液 ノ稀釋 ヲ見ル.而 シテ對照手術 ニ於ケルモノニテハ

其ノ水血症 ノ状態ハ前囘報告セシ正常家兎 ニ同樣 ノ實驗ヲ行 ヒタル結果 ト殆 ド同様ナ リ,次 ニ

皮質切除 ト同時ニ視神經床下部以外穿刺 ヲ行 ヒタル際ハ其 ノ血液稀釋 ノ程度 ハ稍々輕度 ニシテ

前囘報告セシ皮質切除家兎ニ同樣 ノ實驗ヲ行 ヒタル場合ノ成績 ト略ボ同様ナ リ.又 頭蓋及 ビ硬

腦膜切除及 ビ視神經床 下部穿刺 ヲ行 ヒタル時 モ同様其 ノ水血症 ハ稍々輕度 ニシテ前囘報告 セシ

視神經床下部穿刺後同様 ノ實驗 ヲ行 ヒタル場合ニ於 ケル成績 ト殆 ド同一結果ヲ得タ リ,更 ニ又
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皮質切除 ト同時ニ視神經床下部穿刺 ヲ行ヘル後ノモノニ於ケル其ノ血液稀釋 ノ程度ハ稍 々輕度

ニシテ單ニ視神經床下部穿刺ノミヲ行ヒタル後同樣 ノ試驗ヲ施行 シタル際 ニ於ケル ト殆 ド同様

ナル成績 ヲ表ス.

第4章　 尿 變 化 ニ 就 テ

(1)水 負荷試驗 ト尿變 化

對照手術後1週 前後 ニ於 ケル家兎 ニ水負荷試驗 ヲ行フ時ハ第4表 ニ示 スガ如ク著 シキ利尿 ノ

促進 ヲ表 シ,比 重ハ之ニ反比例 シテ下降 シ血清食鹽含有量ハ前述 ノ血液稀釋 ト相並行 シテ減少

シ尿中食鹽排出量ハ利尿促進ニ伴 ヒ其ノ濃度竝 ニ絶對量共 ニ増加 シ,尿 中總窒素量ハ利尿促進

セル爲其ノ濃度 ハ多少減少 スレ共其 ノ絶對量ハ之 ニ反 シテ増加 セルヲ認ム.而 シテ之等總 テノ

變化 ハ前囘報告セシ正常家兎ニ水負荷試驗ヲ行 ヒタル際 ニ於ケル成積 ト殆 ド同様ナ リ.

第4表　 水 負 荷 試 驗 ト尿 變 化
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水分 代謝 ニ及ボス大腦皮質竝 ニ視神經 床下部 ノ關係 ニ就 テ 1001

次 ニ大腦皮質切除 ト同時 ニ視神經床下部以外ニ穿刺 ヲ行 ヒタル場合ニ於テハ,利 尿促進 ハ對

照手術ノ成績ニ比 シ更ニ増強セシメラレ,血 清食鹽含有量 ノ減少モ稍々輕度 ニシテ尿中食鹽排

出ハ其 ノ濃度竝ニ絶對量共ニ稍々増加 シ,尿 中總窒素排出ハ,利 尿 ガ更 ニ促進 セシメラ レタ

ル結果其ノ濃度バー暦下降 スレ共,其 ノ絶對量ハ益々増加 セルヲ見ル.而 シテ之等 ノ總ベテ

ノ變化ハ前囘報告セシ皮質切除家兎ニ同樣ノ實驗ヲ施行シタル場合 ニ於 ケル成績 ト全 ク同様ナ

リ.

更ニ頭蓋及 ビ硬腦膜切除 ト同時ニ視神經床下部穿刺 ヲ行フ時ハ,利 尿促進ハ對照手術 ノ成績

ニ比 シ稍 々減弱 シ,血 清食鹽含有量 ノ減少ハ稍 々著 シク,尿 中食鹽排出ハ其 ノ濃度竝ニ絶對量

共ニ稍 々減少 シ,尿 中總窒素排出量ハ利尿促進減弱 セルヲ以 テ,其 ノ濃度ハ多少増加ス レ共,

其 ノ絶對量ハ稍々減少セリ.即 チ此際ニ於ケル結果モ亦前囘報告 セシ視神經床下部穿刺家兎ニ

同様ナル質驗ヲ行 ヒタル場合ニ於ケル成績 ニ等 シ.

然 ラバ大腦皮質切除 ト同時ニ視神經床下部穿刺 ヲ行 フ時ハ如何ニ ト云 フニ,其 ノ利尿促進ハ

對照手術ニ比 シ稍々輕度ニシテ,血 清食鹽含有量ノ減少ハ稍々著明 ニシテ尿中食鹽排出量ハ其

ノ百分率竝ニ絶對量共ニ稍々減少 シ,尿 中總窒素排出ハ其 ノ濃度ハ多少増加スレ共其ノ絶對量

ハ多少減少セ リ.即 チ此場合ニ於ケル變化 モ亦,視 神經床下部穿刺後同樣 ノ檢査ヲ行 ヒタル際

ニ於ケル成績ニ等 シ.而 シテ斯クノ如ク大腦皮質切除 ニ依 リテハ利尿 ハ益 々促進 セシメラレ尿

中食鹽竝ニ總窒素排出 モ更ニ増加 スベク,之 ニ反 シテ視神經床下部穿刺 ニ依 リテハ利尿促進作

用減弱 シ,尿 中食鹽及 ビ總窒素排出ハ稍 々減少スベク,從 ツテ大腦皮質切除 卜同時ニ視神經床

下部穿刺ヲ行フ時ハ其ノ際表ルル尿變化ハ理論上對照手術ニ於 ケルモノ ト殆 ド同様 ナラザル可

カラズ.然 ルニ事實ハ之ニ反 シテ單ニ視神經床下部穿刺ノミヲ行 ヒタル場合 ト略ボ同一結果 ヲ

得タ リ.

(2)水 負荷試驗 ト同時 ニ利尿劑 ヲ用 ヒタル際 ノ尿變化

對照手術施行後1週 前後ヲ經過 セル家兎 ニ水負荷試驗 ト同時 ニ利尿劑安息香酸 「ナ トリウム,

カフエイン」0.4gヲ 經口的ニ投與シタルニ此際ニ於テハ第5表 ニ示 スガ如ク甚ダ著 シキ利尿

ノ促進ヲ表 シ,血 清食鹽含有量ハ「カフエイン」使用時ニ於ケル血液濃縮 ノ法則 ニ從 ヒ稍々増加

セルヲ認メ,尿 中食鹽排出量ハ其 ノ濃度竝 ニ絶對量著明 ニ増加 シ,尿 中總窒素排出量ハ利尿 ノ

著 シキ促進ヲ表 シタル結果其 ノ濃度 ハ多少減少スレ共絶對量ニ於 テハ著 シク増加ス.而 シテ此

際ニ於ケル變化ハ前囘報告セシ正常家兎ニ水負荷試驗 ト同時 ニ利尿劑ヲ併用 シタル際ニ於ケル

成績 ト全ク同樣 ナリ.

次ニ大腦皮質切除 ト同時ニ視神經床下部以外穿刺後同様 ノ實驗ヲ行フ時 ハ,利 尿促進,血 清

食鹽含有量ノ増加,尿 中食鹽竝 ニ總窒素排出量ノ増加ハ對照手術 ノ成績 ニ比 シ更ニ著 シク,其

ノ状恰モ前囘報告セシ大腦皮質切除家兎 ニ同一實驗 ヲ行ヒタル場合ノ成績 ニ於ケルガ如 シ.
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更 ニ頭蓋及 ビ硬腦膜切除 ト同時 ニ視神經床 下部穿刺 ヲ行 ヒタル場合 ニ於テ同様 ノ實驗ヲ行 フ

時ハ,對 照手術 ニ於ケル成績 ニ比 シ,利 尿促進,血 清食鹽含有量ノ増加,尿 中食鹽竝 ニ總窒素

排出量 ノ増加ハ稍々輕度ナルヲ知 ル.即 チ此際ニ於ケル成績ハ前囘報告セシ視神經床下部穿刺

家兎ニ同様 ノ實驗 ヲ行 ヒタル場合 ト同一結果 ヲ表 ス.

第5表　 水負荷試驗 ト同時 ニ利尿劑ヲ用 ヒタル際 ノ尿變化

斯クテ大腦皮質切除 ト同時ニ視神經床下部ヲ穿刺 シ同様水負荷試驗 ト同時 ニ利尿劑 ヲ併用 シ

タルニ此際 ニ於テハ「カフエイン」ノ利尿促進作用ハ稍々減弱 シ,血 清食鹽含有量 ノ増加 モ多少

減少ス,尚 ホ尿中食鹽竝 ニ總窒素排出量 モ對照手術ニ比 シテ稍 々減少 シ其 ノ成績 ハ視神經床下

部穿刺家兎ニ同様 ナル實驗ヲ行 ヒタル場 合ニ於ケル結果 ト殆 ド相一致 ス.即 チ皮質 切除 ト同時

ニ視神經床下部穿刺ヲ行フ時ハ皮質切除時ニ見ラルル利尿竝 ニ尿中食鹽及 ビ總窒素排出促進作

用 ノ全ク表 レザルヲ認 ム.
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(3)水 負荷試 驗 ト同時 ニ利 尿抑制劑 ヲ用 ヒタル際 ノ尿變化

對照手術施行後約1週 間ヲ經過 セル家兎ニ水負荷試驗 ト同時 ニ50倍 稀釋 「ピツイトリン」

(Obst.) 1.0ccヲ 皮下ニ注射 シタルニ此場 合ニ於 テハ第6表 ニ示スガ如ク著 シキ利尿 ノ抑制 ヲ表

シ,尿 比重ハ之ニ反 シテ下降 スル事少 シ.血 清食鹽含 有量ハ水負荷後 ノ水血症 ニ關與 シ著 シク

減少 シ,尿 中食鹽 ハ其 ノ濃度竝 ニ絶對量共ニ稍々減少 シ尿中總窒素量ハ利尿抑制アルヲ以テ,

其ノ濃度ハ著 シク下降 スル事無ケ レ共其ノ絶對量ハ稍 々減少ス.而 シテ之等總べテノ變化 モ亦

前囘報告 セシ正常家兎ニ同様 ノ實驗ヲ行 ヒタル際 ニ於ケル成績 ト全ク同一ナルヲ知ル.

第6表　 水負荷試驗 ト同時ニ利尿抑制劑 ヲ用 ヒタル際 ノ尿變化

次 ニ皮質切除及 ビ視神經床下部以外穿刺 ヲ行 ヒタル場合竝 ニ頭蓋及 ビ硬腦膜 切除及 ビ視神系

下部穿刺ヲ行 ヒタル際,更 ニ大腦皮質切除 ト同時 ニ視神經床下部穿刺ヲ行ヒタル場合等之等 ノ

總ベテノ際 ニ於テハ夫々前囘報告 セシ所 ノ皮質切除或ハ視神經床下部穿刺時ニ於ケル成績 ト殆

119



1004 佃 毅

ド同一結果ヲ表 シ常ニ「ピツイ トリン」ニ依ル利尿抑制,血 液稀釋,尿 中食鹽及 ビ總窒素排出抑

制作用 ノ著 シク減弱 セルヲ見ル.

第5章　 尿 素 及 ビ食 鹽 負荷試 驗

(1)尿 素 負 荷 試 驗

10.0%尿 素水溶液20.0ccヲ 經口的或 ハ静脉内(此 際 ニハ常ニ血尿 ヲ見ル)ニ投與 シ24時 間内

全尿 ニ就キ其ノ尿量,比 重,尿 中食鹽竝ニ總窒素量ヲ測定 シタルニ第7表 ニ示スガ如ク對照手

術後1週 前後ヲ經過 セル家兎ニ於テハ,其 ノ經口的投與タル ト將タ亦靜脉内注入タルヲ問ハズ

何 レノ場合ニ於テモ,利 尿ハ稍々促進セラ レ尿比重バ一般 ニ下降 セズ.尚 ホ此際同時 ニ尿中食

鹽竝 ニ總窒素量ハ其 ノ濃度竝 ニ絶對量共 ニ稍々増加 シ其 ノ成績ハ前囘報告セシ正常家兎 ニ尿素

負荷試驗ヲ行 ヒタル結果 ト略ボ同樣 ナリ.

第7表　 尿 素 負 荷 試 驗

次 ニ皮質切除及 ビ視神經床下部以外穿刺ヲ行ヒタルモノニテハ尿素ヲ負荷スル時 ハ對照手術

ニ於 ケル成績 ニ比 シ其ノ利尿促進作用 ハ益 々増進セシメラレ,此 際尿中食鹽竝 ニ總窒素排泄量

ノ増加モ更ニ著明ナルヲ認 メ其ノ成績 ハ前囘報 告セシ皮質切除家兎 ニ同様 ノ實驗テ施行シタル

際 ニ於ケル結果 ト略ボ同様ナリ.

次 ニ頭蓋及 ビ硬腦膜切除 ト同時ニ視神經床下部穿刺ヲ行 ヒタル際竝 ニ皮質切除 ト同時ニ視神

經床下部穿刺 ヲ行 ヒタル場合 ニ於テハ,其 ノ利尿促進作用 ハ著 シク抑制セラレ且尿中ニ於ケル

食鹽竝ニ總窒素排出量ハ稍 々減少ス.即 チ前囘報告セシ視神經床下部穿刺後同樣 ノ實驗テ行ヒ
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タル結果 ト略ボ同様ナ リ.斯 クテ尿素負荷試驗ノ際ニ於テモ大腦皮質切除 ト同時ニ視神經床下

部穿刺ヲ行フ時ハ其 ノ成績 ハ單ニ視神經床下部穿刺 ノミヲ行 ヒタル場合 ニ於 ケル成績 ト全ク同

一結果ヲ得ベシ.

(2)食 鹽 負 荷 試 驗

10.0%食 鹽水溶液20.0ccヲ 經口的或ハ靜脉内ニ投與 シ以テ尿變化 ヲ觀察 シタルニ對照手術 ニ

於テハ第8表 ニ示 スガ如ク常ニ利尿 ノ抑制 ヲ見,尿 中食鹽排出ハ其ノ濃度竝 ニ絶對量共 ニ激増

ス レ共總窒素排出量ハ其 ノ濃度ハ上昇 スレ共絶對量 ハ減少 シ其ノ成績ハ前囘報告セシ正常家兎

ニ食鹽負荷試驗テ行 ヒタル場合 ニ於ケル成績 ト略ボ同様 ナリ.

第8表　 食 鹽 負 荷 試 驗

次ニ皮質 切除及 ビ視神經床下部以外穿刺ヲ行 ヒタル場合竝 ニ頭蓋及 ビ硬腦膜切除 ト同時ニ視

神經床下部穿刺ヲ行 ヒタル場合,更 ニ大腦皮質切除 ト同時 ニ視神經床下部穿刺ヲ行 ヒタル場合

等之等總ベテノ場合ニ於テハ夫々前囘報 告セシ皮質切除或 ハ視神經床下部穿刺時ニ於ケル ト同

様利尿抑制作用 ハ稍々減弱 シ尿中ニ排出 セラルル食鹽竝ニ總窒素量ノ増加 ヲ表 ス.斯 クテ食鹽

ヲ負荷スルモ大腦皮質切除 ト同時 ニ視神經床下部穿刺 テ行 ヒタルモノニテハ其 ノ成績ハ視神經

床下部穿刺時ニ於ケル成績 ト殆 ド同様ナル結果ヲ表スモノナ リ.

第6章　 總 括 竝 ニ 考 察

家兎ニ於テ大腦皮質切除 ト同時 ニ視神經床下部穿刺ヲ行 ヒタル後1週 前後 ノ時期 ニ於テ水負

荷試驗或ハ之 ト同時ニ利尿劑安息香酸 「ナ トリウム,カ フエイン」又ハ利尿抑制劑 「ピツイ ト
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リン」ヲ併用 シ其 ノ際表ルル水血症 ノ消長竝 ニ尿變化ヲ觀察 シ,更 ニ尿素及 ビ食鹽 ヲ負荷 シタ

ル場合ニ於ケル尿變化 ヲモ檢索 シ,以 テ水分代謝 ニ及ボス大腦皮質竝 ニ視神經床下部 ノ關係、ヲ

探究 シタル結果ヲ綜合ス レバ則 チ次 ノ如 シ.

對照手術施行後之 ニ水負荷試驗ヲ行 フ時ハ稍々著 シキ水血症 ト同時ニ利尿 ノ促進竝ニ尿中食

鹽及 ビ總窒素排泄 ノ増加ヲ表 ス.次 ニ水負荷試驗 卜同時ニ安息香酸 「ナ トリウム,カ フエイン」

或 ハ尿素ヲ併用ス レバ血液 ハ稍々濃縮 ゼラレ,更 ニ著 シキ利尿 ノ促進竝ニ尿中食鹽及 ビ總窒素

排泄 ノ増加ヲ表ス.尚 ホ水負荷試驗 ト同時ニ「ピツイトリン」或 ハ食鹽ヲ負荷スル時ハ著 シキ血

液 ノ稀釋,利 尿 ノ抑制竝 ニ尿中食鹽及 ビ總窒素排出量ノ減少ヲ見ル,而 シテ之等總ベテノ變化

ハ正常家兎ニ就テ同様 ノ實驗ヲ行 ヘル場 合ノ其 ノ成績 ト略ボ同様 ナリ.

次 ニ大腦皮質切除 ト同時ニ視神經床下部以外 ノ穿刺ヲ行 ヒタル場合,之 ニ水負荷試驗ヲ行 フ

時ハ水血症ハ稍々輕度 ニシテ利尿ハ更ニ促進 セラレ且尿中食鹽 及 ビ總 窒 素排 出量 ノ増加ヲ表

ス.更 ニ水負荷試驗 ト同時 ニ利尿劑「カフエイン」或ハ尿素 ヲ併用スレバ血液濃縮,利 尿促進竝

ニ尿中食鹽及 ビ總窒素排出量 ノ増加ハ更ニ著明 トナル.尚 ホ水負荷試驗 ト同時ニ 「ピツイトリ

ン」或 ハ食鹽 ヲ併用 スル時ハ血液稀釋竝 ニ利尿抑制ハ稍々輕度 トナ リ,尚 ホ尿中食鹽及 ビ總窒

素排出量 ハ多少増加セルヲ認ム.而 シテ之等 ノ變化ハ皮質切除家兎ニ同様ノ實驗 ヲ施行 シタル

際 ニ於 ケル成績 ト全ク同様 ナルヲ知ル.

更 ニ頭蓋及 ビ硬腦膜切除 ト同時 ニ視神經床下部穿刺ヲ行 ヒタル場合,之 ニ水負荷試驗ヲ行 フ

時 ハ大腦皮質切除時ニ比 シ其 ノ水血症ハ稍々高度 ニシテ利尿竝ニ尿中食鹽 及 ビ總窒 素排泄ハ

稍々抑制セラル.次 ニ水負荷試驗 ト同時ニ「カフエ イン」或ハ尿素ヲ併用 スル時ハ血液濃縮,利

尿促進,尿 中食鹽竝 ニ總窒素排泄等何 レモ皆稍々著 シク抑制セラル.之 ニ反 シ水負荷 ト同時 ニ

「ピツイトリン」或ハ食鹽 ヲ併用 スレバ其 ノ血液稀釋,利 尿竝ニ尿中食鹽及 ビ總窒素排泄抑制 ノ

著 シク減弱 セルヲ見ル.即 チ之等 ノ變化ハ視神經床下部穿刺後同様 ノ實驗 ヲ行 ヒタル場合ニ於

ケル威績 ト全 ク同樣 ナリ.

尚ホ大腦皮質切除 卜同時ニ視神經床下部穿刺ヲ行 ヒタル場合 ニ於 テハ,水 負荷試驗或ハ之 ト

同時 ニ「カフエイン」,尿 素,「 ピツイ トリン」或ハ食鹽等 ヲ併用 スルモ其 ノ際表ルル變化ハ視神

經床下部穿刺後同一實驗ヲ行 ヒタル場合 ニ見ラルル成績 ト全ク同様 ナリ.斯 クテ單ニ皮質切除

ノミヲ行 フ時ハ利尿 ノ促進,血 液ノ濃縮,尿 中食鹽竝 ニ總窒素排出ノ増加傾向ヲ表 シ,單 ニ視

神經床下部穿刺ノミヲ行 フ時ハ,食 鹽及 ビ「ピツイトリン」使用時 ニ於 テハ皮質切除時 ト同様ナ

ルモ,水 負荷試驗或ハ之 ト同時ニ利尿劑ヲ併用 シタル際 ニ於テハ,皮 質切除時 ニ於ケル成績 ニ

反 シテ,利 尿ノ抑制,血 液ノ稀釋,尿 中食鹽竝ニ總窒素排出 ノ減少 ヲ表 スモノナルガ故ニ,本

實驗ニ於 ケルガ如ク皮質切除 ト同時 ニ視神經床下部穿刺 ヲ行 フ時ハ理論上ハ之等皮質切除 ニ依

ル促進作用竝ニ視神經床下部穿刺ニ依ル抑制作用ハ互 ニ相殺 シ其ノ結果タルヤ正常家兎 ニ於ケ

ル成績 ト全 ク同一ナラザル可カラズ.然 ルニ事實ハ之 ニ反 シテ單 ニ視神經床下部穿刺ノ ミヲ行
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ヒタル際 ニ表ルルガ如 キ,利 尿及 ビ尿中食鹽竝 ニ總窒素排泄 ノ抑制作用 ヲ表スヲ見ル.即 チ此

關係ハMolitor及 ビPick3),岩 城4)及 ビ小原5)氏 竝ニ余6)等 ガ曩ニ種々ナル麻酔劑ヲ用 ヒテ中

樞神經系統 ノ水分代謝 ニ及ボス影響 ヲ研索 シ,大 腦皮質ニ作用スル「パラアルデヒー ド」麻醉 ノ

際ハ利尿 ノ促進傾向 ヲ表 シ之 ニ反 シテ間腦 ニ作用 スル「クロレトン」麻醉ニ依 リテハ利尿ノ抑制

ヲ見,而 シテ之等「パラアルデヒー ド」及 ピ「クロレトン」ヲ同時ニ併用 シテ皮質竝ニ間腦ノ兩者

ヲ同時 ニ麻醉ニ陷 ラシムル時ハ「クロレトン」單獨使用 ニ依ル間腦麻醉時ニ於ケル成績 ト略ボ同

一結果ヲ得,利 尿ノ抑制 ヲ見タル ト全ク同様 ナリ.

即チ,由 之觀是,水 分代謝ノ中樞 ハ諸家ノ唱導セルガ如ク,恐 ラク間腦ノ灰白結節ニ存在ス

モノニシテ,從 ツテ水分代謝 ニ關 シテハ視神經床下部ハ大腦皮質 ニ比 シ更 ニ重大ナル意義 ヲ有

スルガ故ニ大腦皮質切除 ト同時 ニ視神經床下部穿刺 ヲ行フ時ハ皮質切除 ニ依テ惹起セラルル諸

作用ハ全ク消失 シ其ノ成績ハ單 ニ視神經床下部穿刺 ノミヲ行 ヒタル場合ニ於ケル ト全ク同一結

果 ヲ表スニ至ルモノナル可 シ.

第7章　 結 論

家兎ニ於テ大腦皮質切除 ト同時ニ視神經床下部穿刺 ヲ行 ヒ之ニ水負荷試驗或ハ之 ト同時 ニ安

息香酸「ナ トリウム,カ フエイン」,「ピツイ トリン」,尿 素及 ビ食鹽等 ヲ併用 シタル後,赤 血球

數,血 色素量,血 清蛋白量,血 清食鹽含有量竝 ニ尿量,比 重,尿 中食鹽及 ビ總窒素排出量 ヲ測

定 シ以テ水分代謝ニ及ボス影響 ヲ觀察 シタルニ,此 際 ニ於テハ,皮 質切除 ノミニ依 リテ惹起 セ

ラルル血液濃縮,利 尿促進,尿 中食鹽竝 ニ總窒素排出増加ノ傾向ヲ見ザルノミナラズ之ニ反 シ

テ血液稀釋,利 尿抑制,尿 中食鹽竝 ニ總窒素排出量ノ減少 ヲ表 シ單ニ視神經床下部穿刺 ノミヲ

行 ヒタル場合 ニ於ケル ト全ク同様ナル成績ヲ得タ リ.即 チ,水 分代謝 ニ關 シテハ視神經床下部

ハ大腦皮質 ニ比 シ更 ニ重大ナル意義 ヲ有スルモノノ如 シ.

擱筆ニ臨ミ終始御懇篤ナル御指導竝ニ御校閲ヲ辱フシタル恩師稻田教授ニ深甚ノ謝意ヲ表ス.
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