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1.緒 言

余 ハ約2年 以 來,敷 波 教 授 指 導 ノ下 ニ.脊 椎 動 物 ノ膵 臟 原 基 ノ研 究 ニ志 シ,曩 ニ鳥 類,特 ニ

家鳩 竝 ニ十 姉妹 ニ於 ケル 該 原 基 ノ發 生 テ闡 明 シ得 タル ラ以 テ, 1部 既 ニ之 テ本 誌 ヒニ發 表 セ リ.

余 ハ更 ニ進 ミテPhylogenetischニ 該 原 基 ノ哺 乳 類 ニ於 ケル状 態 ノ研 究 ニ志 シ,幸 ニ豚 胎 兒 ニ

就 キ テ,其 ノ所 期 スル 處 ヲ得 タル ヲ以 テ此 處 ニ記述 セ ン ト欲 ス.

哺乳類並 ニ人 類ニ於 ケル該 原基 ニ關 スル文獻 ヲ按 ズルニ,特 ニ背 部膵臟 原基 ニ就キテハ, Holliker, His,

 Bslfouc, Felix, Stose, Jankelowita,wlassow, Brnohet, Choronsitzky等 ノ諸氏 ノ研究其 ノ著 シキ モノナ リ.

即チ多 クノ學者ハ腸管背側 ノ無對膨 出 ヲ以テ其 ノ初 現 トナス モ, Stose, Wlassow兩 氏ハ羊及 ビ豚胎兒 ニ於

テ,其 ノ起原 ニ關 シテ明記ナ ケレ ドモ,其 ノ初 現ハ2 lappigナ リト唱 ヘ タリ.又 腹部膵臟原基 ニ就 キテハ夙

ニPhisaliz, Zimmermsnn, Hamburger, Swnen氏 等 ニヨ リ單一 ヨ リ發生 ス 卜報 ゼ ラレシモ, Btose氏 ニ至 リ

初 メテ羊胎兒 ニ於テ, 2箇 ヨ リ發生スル コトヲ唱道 セ リ.夫 レヨリHammar氏 ハ兎類, Felia氏 ハ猫類 ニ於

テ各 々Stoss氏 ノ読 ヲ證 シタリ.又 兩該 原基 ノ某 ノ後 ノ發生状態 ニ就キテハ,余 ガ既 ニ家鳩 ニ於 ケル研究 ニ

テ詳述 セルガ如 ク,各 動物各種 ニア リテ千種萬様 ナ リ.然 モ同類,例 ヘバ哺乳類中 ニ於テ モ其 ノ種族 ニヨリ

著 シキ差異 ヲ見 ル ノ ミナ ラズ,同 種族中 ニ於テス ラ異例 ヲ見 ル コ ト尠 ナ カラズ トセ リ.即 チ馬類及 ビ犬類 ニ

於テハ一般 ニ背部膵臟 ヨ リ腸 管 ヘノ分泌孔ハ 該原基發生 ノ曉,僅 ニ残留 スル ノ形状 ヲ留 メ主 トシテ腹部膵

臟 原基 卜交通ス.此 關係ハ時 ニ人類 ニ於テ モ見 ル處 ナ リ.更 ニ羊類,猫 類 ニ於テハ明 力ニ背部膵臟原基 ヨ リ

ノ分泌孔ハ退化消失 スル ニ至 リ,腹部 膵臟 ヨ リノモ ノ唯一腸 管へ ノ連 絡 ヲ保 ツ ノミ.是 レ人類 ニ於テ一般的

ニ認 メラルル事實ナ リ.反之牛 類竝 ニ豚 類 ニ於テハ背部膵臟原基 ト腸 管 ト唯 一 ノ通路 ヲ殘 シ.腹部膵臟原 ヨ

リノ分 泌孔ハ全 ク退 化 スル ニ至ル コ トStoes氏 ニヨ リ初 メテ分 明セ ラ レタ リ.某 ノ後Heibel, Volker兩 氏 ニ

ヨ リ豚 類 ニ於テ, Stose氏 ノ所見 ヲ確定 シ, 1914年 更 ニOorner氏 ノ徹底 的檢索 ニヨ リ既 ニ此事實 ニ就 キテ

ハ疑 フノ除地 ナキニ至 レリ.
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622 村 山 高

而 シテ更 ニ豚 類 ニ就キテ ノ ミノ膵臟原基,研 究 ヲ一括 スル ニ,初 メテ1895年Wlnseow氏 ガ8mm及 ビ

8.7mm/2箇 ノ胎兒 ニ於 ケル該原基 ノ顴 察ヲ發表 シテ以 來,相 次イ デ該 方面 ノ研究 者出 ヅ.即 チ1902年

Volker氏 ハ體長,年 齡 ノ記載 ヲ缺 ク3箇 ノ胎兒 ニ就キテ ノ發 表, 1903年Lewis氏 ハ12mmノ 胎兒 ノ複成模

型 作成 ニ富 リテ偶然該原基,大 略關 係ニ就 キテ述 べ,更 ニ1907年Thyng氏 ハ5.5mm及 ビ20mm/2箇 ノ

胎兒 ニ就キテ ノ記載 アリ. 1911年Lewis氏 ハ再 ビ主 トシテ該 原基 ノニ葉 性 ニ就 キテ詳論 シ. 1914年 ニ至 リ

テCorner氏 ハ35mm以 上 ノ胎兒及 ビ成熟豚 ニ於 ケル該 原基 ノ構造的結 合竝ニ其 ノ發生 ニ就 キテ記述 セ リ.

 1927年Patten氏 ハ其 ノ著書 ニ於テ伺 ホ腹部膵臟 原基 ノ有對的發生 ニ對 シテ,恐 ラ ク哺乳 類胎兒 ニ見 ル普通

ノ單一 突起ハ起原的 ニ2箇 ノvencrolaterntノ 突起 ヨ リ發生セ シナ ラン ト推測セ ルニ過 ギズ.同年Siwe氏 モ

Andeutung znr Paarigkeitヲ 示 スニ過 ギズ ト云 ヘ リ.即 チ豚 胎兒 ノ該 原基發生 ニ當 リテ,両 ホ其 ノ早期 ニ於

ケル状態 ニ確定的實證 ヲ試 ムルノ必要 アルコ トヲ痛感 シタ リ.是 レ余 ガ本研究 ニ從事 シタル所以 ナ リ.而 シ

テ特 ニ腹部膵臟 原基 ノ有對的發生竝 ニ共 ノ後 ニ於 ケル發生状況 ヲ檢 シ.同 時ニWlassow, Volker, Stoseノ

諸 氏ニ ヨ リ唱 ヘ ラレ, Felix, Brwohet, Helly氏 等 ニ ヨ リ否定 セラルル背 部膵臟原基 ノ2 lappigニ 就キテモ

之 ヲ攻究闡 明 シタ リ.

2.材 料 及 ビ 檢 索 方 法

當 胎生學研究室所有(敷 波教授於米 國蒐 集谷,丸 山南氏追加蒐集)ノ 豚 胎兒既製標 本中 ヨリ余ガ研究 ニ必

要 ナル發育階程 ニ7ル26箇 ヲ選 ビテ檢索 ニ資 セ リ.固 定 ハZenker氏 液,「 フオルマ ン」水 又ハMuller氏 液

ニ ヨリ,染 色 ハBorax-karminニ テStuakfarbungヲ ナ シ,所 定 ノ方法 ヲ經 テ 「パ ラヒイン」ニ包埋 シ,之 ヲ

10uノ 連續 切片 ニ製 作 シタル モノナ リ.

複 成模 型作成 ニ當 リテハ,上 記 ノ如 クニ シテ製作 シタル切片 ヲFdinger氏 ノZeichenapparatニ ヨリ100

倍 又ハ50倍 ニ擴大記 シ,更 ニ厚 サ1.0mm又 ハ0.5mmノ 厚 サ ノ蝋 板 ニ複寫 シ, Born-Peter氏 法 ニヨリ積

疊 セ リ.余 ノ檢 索上 ノ研究 ニ供 セル豚胎兒 ヲ大略 其 ノ發育概 程ニ從ヒテ,長 径,脊 髓 原節 數,切 片 ノ厚 サ,

擴 大率,模 型記 號等 ヲ表示ス レバ次 ノ如 シ.
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膵臟 原基 ノ發生 ニ關スル研究(其 ノ2) 623

3.各 豚 胎 兒 ニ 於 ケ ル 膵 臟 原 基 ノ 顴 察

第1階 程.

(A) Nr. 15.長 徑4.0mm原 節(23-24)

2箇 ノ腮 弓既ニ外胚葉 ニ達 シ1第3腮 弓モ亦著 明ニ發育 セルモ未 ダ外胚葉 ニ接 セズ,心 塊背 方 ノ呼 吸器 ノ

母地 ヲナス前腸部 ハ菱形 ヲ失 ヒ左右 ヨリ壓セ ラレ,兩 側壁 卜背腹 兩面 ニ角 ヲ區別 シ,兩 肺原基ガBlaschen

トシテ表 ハレ,且 前腸 ヲ外方 ヨ リ顴 察ス レパ,前 半 ハ呼 吸器,後 半 ハ消化管 ニ分離セ ントスル初兆 ヲ認 ム.

即 チOesophagotrachealrinneナ リ.肝 原基發育 セルヲ見ルモ向 ホ膵臟原基 ハ認 ムル能 ハ ザル時期ナ リ.

(B) Nr. 25.長 径4.5mm.原 節(25)

頭部 ヨ リ尾部 ニ至 ル迄.殆 ド屈曲 ヲ見 ルコ トナク垂直 ニシテ尾端 ニ於 デ左 ヨ リ右 ヘ旋囘 セルヲ見 ル.心 塊

部 ノ膨 出外 方 ヨリモ著明 ナ リ. 3箇 ノ腮 弓ハ外胚葉 ニ接觸 シ,第4ノ モ,ハ 漸 ク發生セ ルヲ認 ム.前 腸ハ前

例 ヨリ一層左右兩側 ヨ リ壓 セラ レ,背腹徑増加 シ兩側壁 ノ所謂Oesophogotrachealrinneニ 一致 スル彎入 ハ明

力 ニシテ,呼 吸器 管 ト消化 管 トノ分離 ヲ更 ニ明 示ス.肝 原基 ニ於テハ肝細胞群明瞭 トナ レリ.此 時期 ニ於テ

モ肝 原基 ヨリ尾方 ニテ腸管 ヨ リ發生 スべキ背腹 ノ兩膵臟 原基 ノ初 兆 ヲ認ムル ヲ得ズ.

81



624 村 山 高

第2階 程.

Nr. 38.長 徑5.0mm伸 張豫測約7.0mm原 節(25-26)

背 屈曲著 シク長方ハ垂直 ナ リ. 4腮 弓發育 シ其 ノ中3箇 ハ外胚葉 ニ接 シ,視 聴器 ハ第 一次眼胞及 ビ圓形 ナ

ル聽胞 ヲ形成 シ,呼 吸器 原基又發育 シ殊 ニ前腸 ノ腹 側角及 ビ之 ニ接 スル兩側壁 ノ細胞 ハ著 明 ニ増殖肥厚 シ,

將 來 ノ肺原基 ヲ形成 ス ベキ ヲ認知セ シメ,心 臟原基 ヲ見 ル ニ既 ニ心房心室 ノ分,明 力ニ又血管 ニ於 テ認ムル

ガ如 ク中ニ多 クノ血球 ノ存在 ヲ見 ル,肝 臟 原基 ハ所 謂Leberbuohtト シテ表ハ ル.ソ レヨリ腸 管 ヲ尾 方 ニ辿

ル ニ,其 ノ背側 ニ近 キ兩側 ノ部 位ニ於 テ平板状 ニ肥厚 セル部位 ヲ認 ム.周 圍 ニ比 シ其 ノ部厚 層 ニシテ處 々多

層上皮 ヲ有 シ.多 少 ノMitoseヲ 證 スル ノミナラズ夫等細胞 ノ排列 ニ稍 々特異 ヲ有 ス等余 ガ家鳩 ニ於 テ發見

セ シ背部膵臟 原基 ノ初現 ト相似 セルヲ見 ル.其 ノ平板状肥厚部 位ハ腸管尾方 ニ至 を ニ從 ヒテ,漸 次背 方へ移

行 セルヲ見 ル(Fig. 1, 2, 3)其 ノ範圍ハ約210μ/間 ニ於テ著 シク,最厚 高(背 側)0.09mm,(側 壁)0.05mm

ヲ算 ス.其 ン部 ヲ模型 ニ就 キテ見 レパ, Fig. 4ノ 如 グ顯 微鏡 的 ニ肥厚 セル部位 ニ相當 シ僅 ナル膨隆 ヲ外方 ヨ

リ眺 ムル コトヲ得.然 レドモ腹部膵臟 原基 ハ其 ノ發生 スべキ肝 原基 附近及 ビ夫 ヒヨ リ尾 方 ニ於テ,腸 管腹 側

ヲ精査 セルモ未 ダ何等 其 ノ初 兆 ヲ見 ズ.

Fig. 1. Fig. 2.
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膵臟原基ノ發生ニ關スル研究(其 ノ2) 625

Pig. 4.

Fig. 3.

第3階 程.

Nr. 39.長 徑5.8mm(稍 々伸張)原 節(26-27)

項 及 ピ智屈曲 ヲ認ム ルモ甚 ダ シカ ラズ.心 臟 原基 ノ膨 隆 ヲ明 カニ外 方 ヨ リ認 ム.尾 端僅 ニ外 飜 ス. 3箇 ノ

腮 弓ハ既 ニ外胚葉 ニ接 スル ノ ミナラズ外 方 ヨリモ顴 察 シ得.第4腮 弓ハ尚 ホ接 セズ.前腸 ニ於 ケル呼吸器原

基 ノ状態 ハ前述Nr. 38ニ 見ル ヨ リ一層左右兩側壁 ノ膨出著明 トナ レリ.更 ニ肝 原基 ニ於テハ其 ノ.細胞群及

ビTrabekel明 カチ リ.尾 方肝 原基 モ之 ヲ認ム ルウ得.然 レドモ未 ダ明 力ニハ謄嚢 ノ成 立ラ見得 ズ.前 階程

(Nr. 38)ニ 腸管背側 ニ於テ初 メタ生 ジタル背 部膵臟原基 ヲ見 ル ニ平板状肥厚 ハー層著 シクナ リ.背側方特 ニ

右側ヘ ノ發育甚 ダシク,約280μ ノ間 ニ顯 著ナ リ.最 厚 高0.085mm(右 側壁)ヲ 算 ス(Fig. 5).模 型 ニ就 キ

テ見 ルニ前階 程 ニ於テ僅 ナ リシ膨隆 ハ明 力ニFig. 5ニ 見 ルガ如 ク右背方 へ ノ隆起 ヲ著 明 ニ認 ム.然 レドモ

尚 ホ此階 程ニ於 テモ腹 部膵臟 原基 ヲ認 ムル能 ハズ.
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626 村 山 高

Fig. 5 Fig. 6.

第4階 程.

Nr.19.長 徑4.0mm原 節(28)

項,背,啓 部位 ノ彎曲著 シク尾 端僅 ニ内上 方 ニ捲 キ上グル ノ形 卜ナ リ, 3腦 屈曲明瞭 ニ認 メ ラレ, Herzbu

ｃhtノ膨隆又明 カナ リ.上 肢 ノ初兆 ヲ見 ル. 3箇 ノ腮 弓ハ又完成 シテ外胚 葉ニ到達 ス レ ドモ,第4腮 弓ハ尚 ホ

接 スル ニ至 ラズ.前 腸 ハ組織學 的 ニモ明 力ニ外 方 ニ脱腸様膨出 ヲ呈 シ,腹 側角及一ビ之 ニ連接 スル兩側壁 ノ細

胞 増殖肥厚 ハ多層圓柱状 ニ シテ,其 ノ右側壁 ノ増殖肥厚 ハ左側 ニ比 シ,遙 ニ著明 ニシテ今 ヤ肺 原基 ハ前腸 ヨ

リ分離セ ントスル状 ヲ呈 ス.心 原基 竝 ニ血管系 ニハ多 ク ノ血球 ヲ見得 ルノ外,心 房及 ビ心室 ノ區別 一層顯著

ナ リ.肝 原基亦明瞭 ニZellbalkenヲ 作ル ノ外,尾 方肝 原基 ヨ リ將來膿嚢 ヲ形成 ス べキ部位 ヲ區別 シ得 ルニ至

レ リ.次 ニ背部膵臟 原基 ヲ見 ルニ前階程 ヨ リ尚ボ一層著 シク右方 へ發育 シ,約200μ ノ間 ニ於 テ著 明ナ リ.

最厚 高0.11mm(右 側壁)ヲ 算 ス.又 腸管腹 側,尾 方肝 原基 ノ終 部附近 ニ於テ,腸 管 ノ左右兩側 ヨ リ相對的 ニ

蕾 状膨 出 ヲ認 メ,尾 方 ニ至 ル ニ從 ヒテ,尾 方肝 原基 ヲ相挾 ミテ左右 相接近 ス.雌 右兩側 ヨ リノ蕾状膨出 コ

ソ腹部膵臟 原基 ノ初 現 ニシテ, 120μ ノ距離 ニ於 テ著明 ナ リ(Fig. 7).蕾 状膨 出部 ノ上皮 ニ於 ケル核ハ不規

則 的配列 ヲナ セ リ.模 型 ニ就 キテ見 ルニFig. 8ノ 如 ク腸管 左右兩側 ニ於テ,蕾 状膨出 ノ腹 部膵臟原基 ヲ

ム.背 部膵臟原基 モ右側面觀 ニ於テ著 明ナルガ如 ク,左 側 ニ比 シ右側 ヘノ發育著 シキ ヲ見 ル.
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Fig. 8.(A)

Fig. 7.

Fig. 8.(B)

第5階 程.

Nr. 10.長 徑4.5mm伸 張豫測8.5mm原 節(29)

臀部位 ノ屈曲強度 ニシテ又尾部稍 々右方 ニ旋廻 シ尾端 ハ額 部ニ接 シ,外形輪状 ヲ呈 ス。心 原基 ノ膨隆 又著

シ.前 述Nr. 19h同 ジク3箇 ノ腮弓 ハ外胚葉 ニ接 シ,第4腮 弓モ亦 略ボ完 成 シテ外胚葉 ニ接 ス.視 原基 ニ於

ケル第一次眼胞 ハ完全 ニ形成 セラレ,聽 原基 ニ於テハ 聽小窩 ハ細 キ索状 ヲ以 テ外胚 葉 ト連絡 スル ノ外全 ク

閉鎖サルルニ至 レリ.前 腸 ニ於 ケル呼吸器 原基 ハ前述Nr. 19ヨ リ尚ホー 層著明 ニ發育 シ,腹 側角 ニ連接 セ

ル兩側壁 ノ外方 ヘノ膨 出著 シ.肝 原基 ニ於 テハTrabekel發 育 シ,尾 方肝 原基 又明瞭ナ リ.前 階程 ニ初 メテ

認 メタル蕾状腹 部膵臟 原基 ハ約160μ ノ間 ニ於 テ一 層著明 トナ レリ.殊 ニ左側 ヨ リ右側 ノモ ノ著 シ.背 部膵

臟原基 モ前階程 ニ於 ケルヨ リ一層 共 ノ肥厚 増殖甚 ダ シク,右 側ハ殊 ニ甚 ダ シキヲ見 ル.模 型 ニ就 キテ見 ルニ
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左右 ノ蕾状腹 部膵臟 原基 ハ膨隆 トシテ眺 メラ レ, Fig. 9ニ 見 ルガ如 ク右側 ノ膨 隆左側 ノ夫 レヨ リ大 ナ リ.

背部膵臟 原基 ノ隆起 モ亦右側 へ甚 ダ シキヲ見 ル.

Fig. 9,

第6階 程.

Nr. 29.長 徑5.0mm原 節(30)

背 部稍 々屈スレ ドモ全體 トシテ頭尾方向 ニ稍 々伸張 セル状 ヲ示 ス.上 肢ハ僅 ニ小 ナル膨隆 ヲ體側 ニ認 ム.

心塊 ノ膨 隆一層 著明ナ リ.又4箇 ノ腮 弓ハ完成 シ,外 胚葉 ニ達 スルノ外,第5腮 弓モ又略 ボ完成 シ是 レ又漸

ク外胚葉 ニ接 セ ントス.視 聽 原基 モ各 々發育 シ,眼 胞 ハ幅 廣キ眼莖 ニヨ リ腦 ニ連絡 シ,聽 胞 ハ完全 ニ閉鎖サ

ルルニ至 レリ.前 腸ニ於 ケル呼吸器 原基 ハ前述Nr. 10ヨ リ

著 明ニ發育 シ,脱 腸様外觀 バ一層著 シク發達 シ,殊 ニ右方

ノ膨 隆 ハ左方 ヨリ大ニ シテ,約2μ ノ長サ ニ於テ膨出 ス.

大動豚ハ 膵臟 原基 部 位 迄 相 對 的 ニ走 ル.肝 原基 ニ於 テハ

Zellbalkenwerk益 々發育 シ尾方肝原基 ヨ リ發生 セル膽嚢 原

基 モ認 メラ レ尾方ハ腸管 ヨ リ分離 スルニ至 ル.謄 嚢原基 ノ

背 尾方 ニ當 リテ左右 兩側 ヨ リ發生 セ ル蕾状腹部膵臟原基 ヲ

認 ム.共 ノ尾 方ハ左右相接 近 シ,結 合 シ,同 時 ニ腸管 ヨ リ

分 離セ リ,背 部 膵臟 原基 ハ尚 ホ一 層右方 へ,特 ニ右腹 方へ

發 育スル ヲ見 ル.模 型 ニ就 キテ見 ルニ膽嚢 原基 ハ稍々右方

ニ屈曲 シテ存在 シ,腹 部膵臟 原基 ノ頭方ハ荷 ホ膽嚢原基 ヲ

左右 ヨ リ相挾 ミテ腸管 兩側 ヨリ發生 セ シ状態 ヲ殘 セ ドモ,
Fig. 10.

尾 カバ膽巽原基 既ニ腸管 ヨリ獨立分離セル タメ,左 右 ヨ リ相寄 リ合一 セル ヲ見 ル(Fig. 10).
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第7階 程.

Nn. 11.長 径5.0mm原 節(30)

頂項屈曲稍々著明ナル ノ外,背 彎 曲又著 シク,尾 方ニ至 ルニ從 ヒテ右 方 へ螺 旋状廻轉 ヲナ シ.心 塊膨 隆 又

明カナ リ. 4箇 ノ腮 弓ハ完成 シ外 胚葉 ニ接 シ,視 聽 原基 ノ状態 ハ前階程Nr. 29ト 大差 ナ ク,前 腸 ニ於 ケル呼

吸器 原基ハ共 ノ内腔 ニ於テ モ外觀 ニ於テ モ亦 前方呼吸器,後 方消化管 ヲ分離 セ ントシ,左 右兩肺原基 ノ膨 出

著 明 ナ リ.心,肝 原基 ノ状態 又前述Nr. 29卜 大差 ナシ.膽 嚢モ一層著明 ニ認 メラレ,其 ノ腸 管 ヨ リ分離 ス ル

状態ハFig. 11(A), (B)ニ 見 ルガ如 ク明 カナ リ.腹 部膵臟 ノ状態 モ亦前述Nr. 29ニ 於 ケル 卜同 様 ニシテ

Fig. 11(A)ニ 於テハ腸管腹側 ニテ左 右兩側 ヨリ發生 セル腹 部膵 臟原基 蕾状 ヲナ シテ發生 シ,其 ノ腹 側ニ存

在 スル膽嚢 トノ位置的關 係ヲ明示セ リ. Fig. 11(B)ハ 其 ノ尾 方20μ ノ部位 ニ於 ケル膵臟 及 ビ膽嚢 ノ位置 ヲ

示スモノニシテ,兩 腹部膵臟原基ハ其 ノ腹側 ニ於 テ相 合 シ,腸 管 ノ腹壁 ヲ形成 シ,同 時 ニ腸 管 ヨリ膽嚢 ヲ分

離セルヲ見 ル.此 階程 ニ於 ケル背 部膵臟 原基 ノ右方 へ向 ヒテ發育 スル状態ハFig. 12ニ 見 ルガ如 ク著 明ナ

ルモ ノナ リ.模型 ニ就 キテ見 ルニ腸 管腹側 ニ於テ膽嚢 ヲ分離 スルヲ見,共 ノ背側 ニ於 テ尾方 ニテ相合 セル腹

部膵臟 原基 ノ是 レ亦腸管 ヨリ分離 セル ヲ見 ル.又 腸管背側 ニ於テハ 右側 へ甚ダ シキ突起状 ヲ呈 スル背部膵

臟原基 ノ膨 出 ヲ見 ルヲ得.

Fig. 11.
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Fig. 12. Fig. 13.

第8階 程.

Nr. 55.項 臀徑5.5mm原 節(37)

頂項 屈曲 ノ外,背 彎 曲モ著 シク額部ハ腹部 ニ接 シ,心 原基 ノ膨 隆又明 カニ シテ,尾 方螺旋状 彎曲ハ認メ ラ

レズ.上 肢ハ體側 ニ著明 ナル隆起 トシテ表 ハ レ,眼 胞 ハ既ニ眼盃 ヲ形成 シ,相 接 スル外 胚葉 ノ上皮肥厚 セル

ノミナ ラズ稍 々陷没 シ來 レリ.即 チLinaenplatteハLinsenporueニ 移行 シツツアル欣態 ナ リ.聽原基 ヲ見

ル ニ卵形 ニナ レル聽胞 ハ完全 ニ閉鎖 セラ レ,其 ノ中背面 ニ稍 々肥厚増殖 セル處 ヲ認 ム.此 部ハ將來Ductns

 endolympliuticusヲ 發生 スベキ初 兆ナ リ.前 階程 ニ於テ脱 腸様膨 出 ヲナセ ル左右肺 原基 ハ此處 ニ於 テハ完全

ニ前腸 ヨ リ分 離 シ腹尾方 ニ向 ヒテ左右 ニ分 レ,終端稍 々膨脹 セ リ.食 道 ニ續 キテ稍 々紡錘状擴大 ヲ示 セルハ

胃 原基 ニシテ稍 々正中 ヨ リ左偏 シテ存 ス.肝 原基 ニ於テ ハZelllbalken更 ニ發育 セルモ尚 ホ明 カニLappung

ヲ區別 スル能 ハズ.膽 嚢 原基 モ其 ノ存 在 ヲ示ス ニ至 リ,

既 ニ左右 ノ相合 シテ單一 トナ レル腹 部膵 臟原基 モ全 ク膽

嚢 ノ背側 ニ於テ腸管 ヨ リ分離 シ右尾 方へ擴張スルヲ見,

次 第 ニ背腹兩膵臟 原基 ノ接 近 ヲ示 スコ ト明 カナ リ.模 型

ニ就キテ見 レバ尚 ボ一層 コノ關係明瞭ナ リ.即 チ膽嚢 原

基 ノ背側 ニ既 ニ單一 トヨ リ見得 ルヲ得ザ ル腹部膵臟 原基

專 ラ右 方 へ擴張 ノ肌 ヲ見.背 部膵 臟原基 又右腹 方 へ發育

スル ヨ リ,其 ノ間 ニ空隙 ヲ抱キ隧道状 ヲ呈セ ン トスル

ヲ見 ル(Fig. 14). Fig. 14.
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第9階 程.

Nr. 6.長 徑6.0mm原 節(45)

視原基 ヲ見 ルニLinsenporusハ 著 シク陷没 シ, Linsenblaschenヲ 形成 セン トシ,眼 胞網膜 ノ内板 モ肥厚

シ,稍 々溝状 ヲ呈 ス.聽 原基 ハ又完全 ナル卵形 ノ聽胞 ヲ作 レルコ 卜前階程Nr. 55ニ 見ル處 ト椙似 タ リ.

既ニ前腸 旨 リ分離 セル肺原基 ハ 左右 ニ細長キ突起 ヲ下垂 スル ニ至 レリ.胃 原基 バ一層 左側 ニ偏移 スル ト共

ニ筋層モ亦著 シキ發育 ウ見 ルニ至 リ,肝 原基 モ亦益 々Zellbalkennetzノ 發達 ヲ見,尾 方肝 原基 ヨリ發生セル

膿嚢 モ非常 ニ増大セ リ.背 腹兩膵臟 原基 ノ位置的關係ハ前途Nr. 55ト 大差ナ キモ著 シク何 レモ増大 ヲ示 セ

リ.同 時 ニ女其 ノ腺嚢化 ノ甚 ダシキヲ見 ル.然 レドモ背部膵臟 原基 ノ右端尚 ホ未 ダ腹 部膵臟原基 ノ右端 へ相

接スルニ至 ラズ. Fig. 15ニ 於テ見ルガ如 ク腸管 ヨ リ膽嚢,腹 部膵 臟分 離 シ專 ラ背部膵臟 ノ右方,腹 部膵臟

原基 ト相接セ シトス ル状明瞭 ナ リ.尚 ホ其 ノ開 係ラ模型 ニ就 キテ見 レバ,一 層明 カニシテFig. 16ニ 見 ル ガ

如 シ.一即 チ腸管腹 側ニ於 テ腹 尾方 へ向ヒテ非常 ニ増大セル膽嚢 原基 ヲ見,腹 部膵 臟原基 ハ益々表面凹 凸ヲ示

シテ腺状化 シ,其 ノ右端ハ之又膨 大 シ,背方 ヨ リ右腹方 へ發育 シ來 レル背 部膵臟 原基 ト相接 セ ン ト.スル状 ヲ

呈 スルヲ見ル.

Fig. 16.

Fig. 15.

第10階 程.

NF. 50.項 臀徑12.0mm

既ニ本胎兒 ニ於テハ胴部著 シク伸張 シ,項,尾 端 ノ距離7.0mmヲ 算 シ,心 原基 ノ著 シキ膨隆 ノ外 ニ肝 原

基 ノ膨 田モ認 メラ レ,其 ノ兩隆起 間 ニ僅 ニ溝状 ヲ認 知ス.耳 部 ニハ鎌 状 ノ外 聴道 ヲ認 メ,上 肢 終端梢々扁平

ニ廣ガ リ漸 次肢状他 シ,下 肢 又明カニ膨隆 卜シテ認 ム.視 原基 ニテハLinsenporusハ 既ニLinsenblasohen
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ニ變形 シ,眼 莖ハ細 クナ リ眼胞 ハ完全 ナル眼盃 ニ變 ズ.然 レドモ網 膜 ニハ尚 ホ色素 ヲ有 セズ.聴 原基 ニ於テ

モ亦Ductusendolymphaticusノ 初 兆 ヲ認 メ得.又 前腸 ヨ リ細長 キ氣管 ヲ分 離 シタル呼 吸器 原基 ハ尾方 ニ至 リ

テ左 右 ニ各々氣管枝幹 ヲ分枝 セ リ.其ノ終 端稍々膨 脹 ス.胃原基 ハ内腔極 メテ狹少 ナル食道 ヨ リ連 リ,獨自 ノ

廻轉 ヲナ シ,全 ク左 側 ニ偏 在 シ厚 キ筋層 ヲ有 ス.肝 原基 ハ其 ノ網状組織發育 スル ト共 ニ途 ニ完 全ニLappen

ニ分 レ,肝 管 又發 達セル ヲ見 ル,膵 原基 ヲ見 ルニ背腹 兩膵臟 原基 ハ既ニ完全 ナル融合 ヲ途ゲ,單 一 トナ リ組

織學 的 ニ其 ノ境 界不明 ナ リ.斯 クシテ所謂膵 臟環 ヲ形成 セ リ.腹 部膵臟 ヨリノ分 泌孔ハ 管 ト合 シ,十

二指 腸 ノ初部 ニ注 ギ,背 部膵臟原基 ヨリノ分 泌孔ハ十二指腸 ノ背尾方 ニ於 テ輪索 ヲ作 レル十 二指腸 部 ノ終

部 へ開 ロス.模 型 ニ就キテ之 ヲ見 レバ,明 カ ニ十 二指腸 輪索 ヲ作 リテ經過 スル間 ニ2箇 所 ニ於 テ膵臟 原基 ト

連 絡セル ヲ見得.共 ノ初部 ニ注 ゲルモノハ,總 輪膽 管 ト腹 部膵 臟原基 ヨ リノ開 ロ トヲ合 セルモ ノニ シテ,總

輸膽管 ハ頭方竝 ニ右側方 へ肝 管ヲ出 スノ外,尾 方 ニ向ヒテ 輸 膽 管 ヲ出 ス ヲ見 ル.十 二指 腸 ノ終郡 ニ注ゲル

モ ノハ,背 部膵 臟原基 ヨリノ分 泌孔 ニシテ,此 階 程 ニ於 テハ背 腹兩膵 臟原基完全 ニ融 合セル 状 態 ヲ認 メ得

(Fig. 17).

Fig. 17.

4.考 察 及 ヒ 總 括

前章個々ノ各豚胎兒ニ於テ連續切片竝 ニ蝋形模型製作ニヨリ觀察 シタル膵臟原基ノ發生ニ就

キテ,批 判的考察 ノ下ニ本章 ニ於テ之 テ總括セントス。

第2階 程ノ長徑5.0mm原 節(25-26)ノ 胎兒ニ於テ初 メテ表ハ レタル背部膵臟原基 ヲ見ルニ,

其 ノ頭方部位ハ腸管ノ兩側背方ニテ,周 園 ニ比 シ上皮ノ平板状肥厚ヲ見,其 ノ肥厚ハ漸次尾方

部位ニ至ルニ從 ヒテ,更 ニ腸管 ノ背方へ移行スルヲ見ル.之Wlassow, Volker兩 氏 ノ2lappig

ニ起ル ト唱ヘ シ處ナルベク,余 モ亦豚胎兒ニ於テ明カParallisumヲ 認 メ,一 時的有對状態ヲ

經過 スルコ 卜ラ證 ス.思 フニFelix, Brachet, Hellyノ 諸氏之ニ賛 セザルハ哺乳類中ニア レ

テ,種 族 ニヨリ腸管壁ノ處ニヨリ厚薄 ノ差違アル ト.又 其ノ觀察 セル時期 ノ異 リシトニヨルナ
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ラン.而 シテ同胎兒 ニ於ケル兩背側ニ存在 セル背部膵臟原基ハ左右何 レモ同一程度 ノ肥厚ナリ.

然ルニ第3階 程 ノ長徑5.8mm原 節(26-27)ノ 胎兒ニ於テハ右側ハ左側 ニ比 シ,著 シク其ノ肥

厚ヲ増シ,同 時ニ背部ノ肥厚モ加ハルニ至 レリ.之 ラ模型ニ就キテ見タルニ,一 居明瞭ニ其ノ

膨隆ノ差ヲ認ムルヲ得 タリ.余 ガ鳥類特 ニ家鳩竝 ニ十姉妹 ニ於ケル該原基 ノ楯状ニシテ表面多

少ノ凹凸ラ認ムル扁平屋根状 ノモノヨリ発生スルニ比 スレバ,其 ノ形態學的差異ノ大 ナルヲ覺

ユ.然 モ其 ノ後ニ於テ彼 ニアリテハ,專 ラ背方へ発育スルニ反 シ,豚 類 ニアリテハ勿論背方ヘ

ノミナラズ寧ロ右側 へ著 シク發育 スルテ見ル.更 ニ第4階 程ノ長徑4.0mm原 節(28)ヲ 有スル

胎兒ニアリテハ,背 部膵臟原基 バ一層右側 へ生育 ス.然 シテ此階程 ニ於 テ尾方肝原基 ヨリ明力

ニ膽嚢ヲ形成 セントスルニ至 リ,其 ノ部位ニ於テ初 メテ腹部膵臟原基ノ初現 ヲ見ル.即 チ腸管

腹側 ノ左右兩側 ニテ蕾状 ノ膨出ヲ認ム.之 ヲ家鳩ニ於ケル夫 レニ比 スルニ,其 ノ起原ハ全ク同

一機轉ニヨリ發生スルヲ見ル.而 モ其ノ直後ニ於テ該原基発生上,甚 ダシキ差異ラ見ルハ,特

ニPhylogenetiechニ 注目スべキ事項 ナリ.第5階 程 ノ長徑4.5mm原 節(29)ノ 夫 レニ於テハ,

背部膵臟原基ハ專ラ右方へ發育ラ示 シ,左 右ノ兩腹部膵臟原基モ一層其 ノ蕾状的膨出ラ明力ニ

スルト共 ニ之又右側 ハ左側ニ比 シ其ノ発育大ナル傾向ヲ見,膽 嚢モ亦其 ノ腹方ニ介在 シテ著 シ

ク発育セルヲ見ル.之 等 ノ關係ハ模型ニヨリテ一層明瞭 ナリ.第6階 程 ノ長徑5.0mm原 節

(30)ノ 胎兒ニ於テハ,腸 管腹側ノ兩側 ヨリ蕾状膨出テ以テ初マ リシ左右2箇 ノ腹部膵臟原基ハ

尾方ニ至ルニ從 ヒテ,膽 嚢原基テ腹側ニ分離 スル ト共ニ,左 右相融合 シ,腸 管腹壁ラ形成 スル

ヲ見ル.之 即 チ大ニPhylogenetischニ 意義アリト考 フル事實 ニシテ,鳥 類特ニ家鳩,十 姉妹 ノ

夫 レニ比 スレバ,其 ノ結合タルヤ甚ダ早期 ニ行ハ レタルモノナルベ シ.之 始 メテStoss氏 ニヨ

リテ,羊 胎兒ニ於テ有對的発生ノ唱ヘラルル迄,古 來長クPhilaa, Zimmermann, Hamburger ,

 Swaen氏 等ニヨリ哺乳類ノ腹部膵臟原基ハ單一ヨリ發生ス 卜報ゼラレタリシ所以ナ リ.此胎兒

ニ於テハ左右相融合セル腹部膵臟原基及 ビ背部膵臟原基何 レモ右側ヘノ発育著 シキヲ示 スコ ト

模型ニテ尚ボ一層著明ナ リ.背 部膵臟竝ニ腹部膵臟原基ノ専 ラ右方へ発育スル状態ヲ各階程 ニ

從 ヒテ觀察 スレバ,恰 モ「アメーバ」ガ僞足テ出 シテ相寄ルニ髪髭 タリ.第7階 程 ノ長徑5.0mm

原節(30)ノ 夫 レヲ見ルニ既 ニ左右相融合セル腹部膵臟原基 ハ尾方 ニ於 テ,膽 嚢 ノ腹尾方 ニ腸

管ラ分離ス.第8階 程 ノ項臀徑5.5mmラ 算 スル胎兒ニ於テハ,腹 部膵臟原基ハ全ク融合 シ, 2

箇 ヨリナリシ面影ナク,專 ラ右方へ,背 部膵臟原基亦右腹方へ発育 シ,愈 々兩者相接近スルヲ

見ル.更 ニ第9階 程ノ長径6.0mmノ 胎兒ニ於テ見 レバ,各 原基一層発育スレドモ,其 ノ位置的

關係ハ尚ホ前8階 程ニ於テ見ル ト大差ナク,兩 原基益々接近 スルモ未ダ尚ホ接觸スルニ至 ラズ.

第10階 程ノ項臀徑12.0mmノ 胎兒ニ於テハ漸次接近 シ來 リシ背腹兩膵臟原基 ハ完全 ニ融合 シ

腹膵管 ハ輪膽管竝 ニ2肝 管ヲ合 シタル總輸膿管ニ合 シテ,十 二指腸初部 ニ開口シ,背 膵管ハ尚

ホ其 ノ尾方ニ於テ開口スルヲ見ル.豚 類ニ於テ其 ノ後 ニ於ケル膵臟原基 ハ漸次腹膵管ノ退化 ヲ

見,遂 ニ消失スル事實ハ既ニStoss氏 ニヨリテ唱ヘラレシ處 ニシテ,其 ノ後Keibel, Volker兩
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氏 ノ證明アリ.更 ニComer氏 ニヨリ一層確實ニ實證 セラレ疑 フノ餘地ナ シ.

斯クテ哺乳類殊ニ豚類早期 ノ膵臟原基 ノ発生ニ於テ,鳥 類殊ニ家鳩,十 姉妹 ノ夫 レ 比 スレ

バ前述ノ如クPhylogenetischニ 甚ダ シキ差異テ呈スル事テ證 シ得タ リ.然 シテ疑ハ レシ腹部

膵臟原基 ノ有對的発生ハ哺乳類特 ニ豚類ニ於テモ明 カニ實證 シ得 タリ.唯 今日迄一般 ニ鳥類 ノ

夫 レニ比 シ哺乳類特 ニ豚頃ニ於テハ兩腹部膵臟原基ノ融合非常ニ早期ニ行ハルルタメ,無 對的

発生 卜信ゼラレ居 リシナランモ余 ガ檢索 ニヨリ明力ニ2箇 ヨリ発生 シ結合 シテ單一ノ腹部膵臟

原基 トシテ発育シ決 シテ何 レカ一方退化 シ他方ノミ発育スル等ノ事ナキヲ證明セリ.

5.結 論

前章考察及 ビ總括ニヨリ次 ノ結論ヲ得.

哺乳類特 ニ豚類ニ於ヲ

1.背 部膵臟原基ハ長径5.0mm原 節(25-26)ノ 胎兒ニ於テ.初 メテ腸管背方 ノ兩側ニ平板

状 ノ上皮増殖ヲ有 シタル形状ヲ以ヲ現ハル.

2.背 部膵臟原基ハ時期 卜共ニ背方竝 ニ特ニ右方 ニ向 ツテ発育著 シ.

3.腹 部膵臟原基ハ長徑4.5mm原 節(28)ノ 胎兒 ニ於テ,初 メテ腸管腹側兩側 ニ蕾状膨出 ト

シテ現ハル.

4.左 右ノ兩蕾状膨出 ヲ呈セル腹部膵臟原基ハ長徑5.0mm原 節(30)ノ 胎兒 ニ於テ,其 ノ尾

方 ハ相融合シ,單 一體ヲ形成 セルラ見得.

5.融 合 シタル左右ノ兩腹部膵臟原基ハ長徑5.0mm原 節(31)ノ 胎兒ニ於 テ専ラ右側へ発育

シ初 ムルルテ見ル.

6.背 腹兩膵臟原基ハ更ニ階程ヲ追フテ背部膵臟原基 ハ右腹方へ,腹 部膵臟原基ハ右背方へ

互ニ相接 セン トスル勢テ示 スラ見ル.

7.背 腹兩膵臟原基 ハ項臀徑12.0mmノ 胎兒ニ於 テハ完全ニ相融合シ1箇 ノモノ トナレルヲ

見ル.

擱筆スルニ當リ敷波教授ノ御校閲ノ勞ヲ深謝ス.(5. 10. 13.受稿)
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挿 圖 説 明

Fig. 1.(第2階 程).背 部 膵 臟 原 基 ノ頭 方 部 位 ノ

横 斷 面.

Fig. 2.(同 上).同 上 ノ中央 部 位 ノ横 斷 面.

Fig. 3.(同 上).同 上 ノ尾 方部 位 ノ横 斷 面.

Fig. 4.(同 上)同 上 ノ模型.右 前面觀(100/
1).

Fig. 5.(第3階 程).背 部膵臟原基,中 央 部位 ノ

横斷面.

Flg. 6.(同 上)同 上 ノ模型.右 前面觀(100/1)

Fig. 7.(第4階 程).腹 部膵臟原基部位 ノ横斷面.

Fig. 8.(同 上).同 上 ノ模型. (A)右 前面觀(100/1)

(B)左 前面觀(100/1)

Fig. 9.(第5階 程) .膵 臟原基 模型, (A)右 前面

觀(100/1).(B)左 前面觀(100/1).

Fig. 10.(第6階 程).膵 臟 原基 模型.右 前面觀

(100/1).

Fig. 11(第7階 程).腹 部膵臟 原基 部位 ノ横 斷面

(A)中 央部位. (B)夫 レヨ リ20μ 尾方

部 位.

Fig. 12.(同 上).背 部膵臟原基部位 ノ横斷 面.

Fig. 13,(同 上),膵 臟原基 ノ模 型.右 前面觀(100/1).

Fig. 14.(第8階 程).膵 臟原基 ノ模型.右 前面観

(100/1).

Fig. 15.(第9階 程).膵 臟原基 部位 ノ横斷 面.

Fig. 16.(同 上)膵 臟原基 ノ模型.右 前面觀(100/
1).

Fig. 17.(第10階 程).膵 臟原基 ノ模型,右 前 面觀

(50/1)

Verzeichnis der Abkurzungen.

A=Aorta. CH=Chords dorsalis. D=Duodenum. DCH=Ductus oholedocus . DP
=Dorsale Pankreasanlage. DPD=Ductus pankreatious dorsalis . DPV=Duotus paukreatious 
veutralis. GB=Gallenblase. Lb=Leber. LVP=Linke ventrale Pankreasanlage. M=Magen. 

RVP=Rechte ventrale Pankreasanlage. VP=Ventrale Pankreasanlage.
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Kurze Inhaltsangabe.

Studien Uber die Entwicklung der Pankreasanlage.

 (II. Mitteilung.)
Uber die Mammalien, besonders bei den Schweineembryonen.

Von

Takashi Murayama.

Aus dem Embryologisehen Laboratorium des Anatomischen Institutes an der medizinischen
 Universitat Okayama. (Prof. J. Shikinami).

Eingegangen am 13. Oktober 1930.

Unter Leitung von Herrn Prof. J. Shikinami habe ich seit zwei Jahren uber die 

Entwicklung der Pankreasanlage des Wirbeltieres gearbeitet. Neuerdings habe ich eine 

Arbeit uber dieses Problem bei Vogeln veroffentlicht. In der vorliegenden Untersuchung 

habe ich als Beispiel des Mammalientyps das Schwein verwendet.

Die embryologische Forschung bei diesem Tiere, besonders mit Bung auf das 

Pankreas, hat noch nicht zum Ziele gefahrt, obwohl sie bis jetzt schon von vielen Autoren 

and von vielen Seiten her eingebend betrieben worden ist. Einerseits sollte ich untersu

chen, welche von den in der Literatur verbreiteten Angaben uber die Entstehung des 

Pankreas richtig seien, andrerseits sollte ich each Moglichkeit die Lucken ausfullen, 

welche unsere Kenntnisse hinsichtlich der Umbildungsvorgange bei der Pankreasent

wicklung noch aufweisen.

Als Material wurden Schweineembryone benutzt. Der grosste Teil derselben wurde 

in Zenkerscher Flfussigkeit and der kleinere in Formol fixiert and mit Boraxkarmin 

gefarbt. Alles wurde in Paraffin eingebettet and teils in horizontale, teils in sagittale 

Serien von 10ƒÊ Dicke geschnitten. Die Plattenrekonstruktionsmodelle wurden nach der 

Born-Peterseben Methode angefertigt.

Die hauptsachlichen Resultate der vorliegenden Untersuchungen lassen sich folgen

dermassen zusammenfassen.

1. Die erste dorsale Pankreasanlage beim Schwein tritt als sine charakteristische 

2 lappige plattenformige Wucherung des primitiven Epithels. der dorsaleu Darmrinne 

an dem Embryo von 5.0mm Gr. Lange (Ursegment 25-26) auf.

2. Dann entwickelt sich die dorsale Pankreasanlage dorsalwarts, besonders nach 

rechts, auffallend.

3. Die ventrale Pankreasanlage entsteht in histologischer and auch morphologischer 

Hinsicht zum ersten Male als 2 knospenartige Ausstiilpung der beiden seitlichen ventralen 

Wande des Darmes am Embryo von 4.5mm Gr. Lange (Ursegment 28).
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4. Der kaudale Teil der beiden knospenartigdn, ausstulpenden, ventralen Pankreas

anlagen vereinigt sich am Embryo von 5.0mm Gr. Lange (Ursegment 30).

5. Die vereinigten ventralen Pankreasanlagen entwickeln sich nach rechts deutlich 

am Embryo von 5.0mm Gr. Lange (Ursegment 30).

6. Und zwar entwickelt sich die dorsale Pankreasanlage nach rechtsventral und die 

ventrale nach rechtsdorsal. Beide nahern sich also einander.

7. Die dorsale and die ventrale Pankreasanlage sind vollstandig verschmolzen am 

Embryo von 12.0mm Scheitel-Steiss Lange. (Autoreferat.)
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