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第1章　 緒 言

余ハ襲ニ家兎ニ就寺輸膽管 ヲ結紮 シ或ハ膽汁竝ニ膽汁酸ヲ靜脉内ニ注射 シ,由 ツテ起ル心筋

繊維ノ變化ヲ檢 セシガ,繊 維中軸部 ニ於ケル肉漿Sarkoplasma水 分ヲ取 ツテ著 シク膨脹 シ其

ノ部大空洞状ニ變 ジ,原 繊維ハ爲ニ周圍ニ壓排 セラレ,厚 薄不同ノ緻密ナ壁層 トナリテ其ノ空

洞状部ヲ圍続 シ而 シテ各繊維ハ互ニ近隣ノモノト密着 シ甚ダシキ時ハ著明ノ蜂窩ヲ形成 セルヲ

見タリ.其 ノ峰窩眼ハ縦斷切片 ニテハ帯長,横 断切片ニテハ不正圓形乃至 多稜形ナリキ(岡 山

醫學會雜誌,昭 和5年7月).

次デ余ハ家兎ノ頸部ニ於テ兩側迷走神經幹Vagusstamme或 ハ交感神經幹Grenzstrangeヲ

切除 シ,其 ノ後 ニ於ケル心筋繊維 ノ變化ヲ檢 セシガ,迷 走神經幹切除後 ニハ交感神經 ノ作用偏

勝シ,恐 ラクハ心臓内ca量 増加 シ繊維ハ緻密 トナ リ其 ノ太サヲ減 ジ核モ殊 ニ横 ニ短縮 シ細長

トナレリ.

而シテ之等 ノ變化 ハ主 トシテ繊維内ノ肉漿 ノ減量 ニ基 クヲ見 タリ.

之ニ反 シ交感神經幹ヲ切除 シタル後ハ迷走神經ノ作用偏勝 シ,恐 ラクハ心臓内k量 増加 シ,、

繊維ハ核 ト共 ニ膨大緩疎 トナル.而 シテ之等 ノ變化ハ主 トシテ肉漿ガ繊維 ノ中軸部 ノミナラズ

ー般ニ水分テ取 ツテ膨脹 セルニ由ルテ見タ リ(岡山醫學會雜誌
,昭 和5年10月).

其ノ後余ハ石炭酸,鹽 酸及 ビ酷酸 ノ3種 ノ酸ヲ選 ビ之等ノ酸 ノ溶液 ヲ注射 スル コトニ由 ツテ

起ル心筋繊雜 ノ變化 ヲ檢 セシガ,石 炭酸及 ビ鹽酸ハ其 ノ性質相類似 シ繊維中軸部ニ於ケル肉漿

膨脹シ,其 ノ部大室洞状 ニ變 シ原繊維 ヲ周圍ニ壓排ス.其 ノ状恰 モ膽汁竝 ニ膿汁酸ニ由ツテ起

ル 化ニ似タルモ,是 ヲ精細 ニ觀察 スレバ聊力其 ノ性質 ノ異 ナルヲ見タリ.又 酷酸注射 ニアリ

テモ繊維ハ著シク膨大ス.然 レドモ此場合ニ於ケル繊維 ノ膨大ハ肉漿 ノ増量ニ因セズ專 ラ原繊
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維 ノ顯 著ナ膨脹 ニ由ルヲ見 タリ(岡山醫學會雜誌,昭 和6年1月).

茲 ニ於 テ余 ハ更ニ苛性加里,苛 性曹達,重 曹及 ビ「リゾール」ノ4種 ノ「アルカ リ」剤 ヲ選 ビ之

等 ノ「アルカ リ」剤 ガ心筋繊維 ニ對 シ如何 ナル變化ヲ及ボスカヲ檢 シ併 セテ曩 ニ實驗セシ諸種ノ

酸竝ニ膽汁及 ビ膽汁酸 ニ基 ク變化 卜比較對照センコ トヲ企 テタ リ.

第2章　 實 驗 材 料 及 ヒ 檢 査 方 法

1)實 驗動物 ハ主 トシテ生後5-6箇 月 ニ シテ體 重1.500-2.900gノ 健康ナル家兎 ヲ選 べリ.

2)實 驗 ニ使 用セ シ試藥(苛 性加里,苛 性曹達,重 曹,「 リゾール」)ハ何 レモ後記 ノ如 キ稀釋水溶液 トナ

シ用 ヒタ リ.

3)上 記試藥 ヲ家兎 ノ耳 靜脉 内 ニ徐々ニ注射 シ動物 ヲ致死セ シメ直 ニ心臓 ヲ摘出 シ,左 心室 ノー 定場所

ヨ リー定大 ノStiiokヲ 切敢 シ之 ヲ直 ニ10%Formalinlosungニ テ24時 間 固定 シ,暫 時水洗,一漸強酒精ニテ

脱水 シ, 4μ厚 ノ縦断竝 ニ横断 ノPraparateヲ 作 リHametoxylin-Eosinニ テ染色 セ リ.

4)各 標本 ハ可及的 同一 條件 ノ下 ニ作 製 シ尚ホ同一 實驗 ヲ數同反覆 シ成績 ノ正確ヲ期 シタ リ.

第3章　 實 驗 成 績

第1節　 苛性加里(HOK)ヲ 注射 シタル家兎 ノ心筋繊維

苛性加里 ノ2%溶 液 ヲ家 兎 ノ耳 靜脉 内 ニ徐々 ニ注射 シ動物 ヲ致死 セシメ(平 均髓 重1kgニ 就キ7cc),其

ノ心筋 ヲ所定 ノ法 ニ從 ヒ處置 シ作製 シタル標本 ノ所見 ハ次 ノ如 シ.

縦断標 本(Fig. 1)ニ テハ,繊 維膨脹 シ甚

ダ シク共 ノ太サ ヲ増 シ,核 モ總 テ著 シク膨脹

シ殊 ニ其 ノ横径 ヲ増 ス.原 繊維 モ僅 ニ膨脹 セ

ル朕 ヲ呈 ス.肉 漿ハ繊 維中軸部殊 ニ核 ノ周圍

ニ於テ増 量膨 大シ其 ノ部ハ帯 長 ノ室隙状部 ト

ナ リテ現 ハル.而 シテ名繊 維ハ互 ニ密着 シ正

常 ニ於 テ見 ル繊維間 ノ結締織竝 ニ毛細血管 ヲ

含 メル無染色 ノ縦 ノ狭隘 ナル間隙朕部ハ殆 ド

消失 シ所 々ニ結締織核 ノ極 メテ細長 卜ナ リ濃

染 セル ヲ見 ルノ ミ. Z-Streifen相 互 ノ間セ隔ハ

稍 々大 トナ リSchaltstuckeハ 著 シク其 ノ太サ

ヲ増 シ帯状 ヲ呈 ス.

Fig. 1. 苛 性 加 里

横斷標 本(Fig. 2)ニ テ觀 ルニ,繊 維 ノ斷 口大 ニ シテ核 モ多クハ増大セ リ.繊 維 中軸 部 ニアル肉漿.ノ膨脹

ハ極 メテ顯著 ニシテ其 ノ部大室洞状部 二變 ジ爲 ニ原繊維 ノ大部 ハ周圍 ニ壓 排サレ 且原繊維小束ハ互ニ融合

シ極密 ナル厚 薄不同 ノ壁層 卜ナ ツテ其 ノ空洞状 部 ヲ圍繞 ス.加 之 繊維 ハ互 ニ近隣 ノモ ノ ト癒 着 シ緻密 ナ隔
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壁 卜ナ リー種 ノ網 工 ヲ形成 セリ.

然 レドモ繊維 内室洞状部 ハ,膽 汁酸注射 ノ

場合 ト稍 々異 ナ リ全 ク室虚 ナラズ,内 ニ原繊

維小束竝 ニ其 ノ分離 ニ由 ツテ生ゼ シ 卜思ハル

ル細小束 ノ混合セル ヲ見ル.而 シテ原繊維自

ラモ微 ニ膨脹 セル状 ヲ呈セ リ.又 繊維間支柱

組織ハ縦断切片 ニテ見 タル ト同 ジク各繊維 ノ

互 ニ癒着セ ル コ卜ニ由 リ全 ク消失 セル状 ヲ呈

シ唯所々ニ壓縮サ レタル状態 ニテ濃染 セル結

締織細胞核 ノ斷 口ヲ見ル ノ ミ.

要スルニ本實驗 ニ於 ケル變化 ノ特徴ハ繊維

中軸部ニ於 ケル肉漿 ノ著 シキ増量 ト原繊維 ノ

僅ナ膨脹 ヲ伴 フ繊雜 ノ膨大 ナ リ卜ス.

Fig. 2. 苛 性 加 里

第2節　 苛性曹達(HONa)ヲ 注射 シタル

家兎ノ心筋繊維

苛性曹逹ノ2%溶 液 ヲ耳靜脉内 ニ徐々 ニ注射 シ動物 ヲ致死 セ シメ(平 均體 重1kgニ 就キ13cc)其 ノ心筋

ヲ所定 ノ法 ニ從 ヒ處置 シタル標本 ノ所見 ハ次 ノ如 シ.

縦断標本 ニテハ繊維稍 々膨 大 シ其 ノ太 ツ ヲ増ス.核 モ多 クハ膨大 シ殊 ニ其 ノ横經 ヲ増ス.肉 漿ハ繊維 ノ中

軸部特ニ核 ノ周圍 ニ於 テ増量 シ其 ノ部帯長 ノ空隙状部 卜ナ ツテ顯ハ ル.原 繊維 モ少 シク膨脹 セル状 ヲ示 ス.

部チ繊維 ハー般 ニ緩疎 トナ リ染色性 ヲ減 ズ.而 シテ 繊維間支柱組織 ハ其 ノ容積 ヲ減 ジ所 々ニ結締織細胞核

ノ細長 卜ナ リ濃染セ ルヲ見 ル.

横断標本 ニテ見 レバ繊維 ノ断 ロ概 シテ大 ナ リ.核 モ多 クハ膨大 セル ヲ見ル.肉 漿 ハ繊維 ノ中軸 部 ニ於 テ少

シク増量 シ,原 繊維 ハ多少周圍 ニ壓 セヲル.而 モ原繊維 自己 モ僅 ニ膨脹 セル状 ヲ呈 シ其 ノ小束ハ互 ニ接近

又ハ融合 シ中央 ノ肉漿部 ヲ取圍 ム.但 シ繊維中軸 ニ於 ケル肉漿部ハ苛性加里 ノ場 合 卜同 ジク全 ク空虚 ナラ

ズ内ニ原繊雜小束 ノー 部 ヲ混有セ リ.而 シテ繊維 ハ近隣 ノモ ノ 卜互 ニ癒着 シ,繊維間支柱組織 ハ幽微 トナレ

リ.

要スルニ本實驗 ニ於 ケル所見 ノ特徴ハ 苛性加 里 ノ夫 レト類似 シ,繊 維 中軸部 ニ於 ケル肉漿 ノ増量 卜僅 ニ

原繊維 ノ膨脹 ヲ伴 フ繊維 ノ膨 大ニ シテ苛性加里 ニ比 シ唯 其 ノ程度 ノ輕 キ ノミ.

第3節　 重 曹(NaHCO3)ヲ 注 射 シ タ ル

家 兎 ノ 心 筋 繊 維

重曹 ノ7%溶 液 ヲ耳 靜脉 内ニ徐々ニ注射 シ動物 ヲ致 死セ シメ(平 均體重1kgニ 就 キ45cc)其 ノ心筋 ヲ所

定 ノ法 ニ從 ヒ處置 シタル縦断標 本(Fig. 3)ノ 所見 ハ次 ノ如 シ.
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繊 維ハ膨大 シ甚ダ シク其 ノ太 サヲ増 シ,核 モ

總テ腫脹 シ緩疎 トナ レリ.肉 漿ハ主 卜シテ繊維

ノ中軸部殊 ニ核 ノ周圍 ニ於テ甚 ダシク増量 シ其

ノ部帯長 ノ空間 状部 卜ナ リテ現ハル.原 繊維 自

ラモ可 ナ リ膨脹 セル状 ア リ. Z-Streifenハ 不明

瞭 ナルモ.相 互 ノ間隔ハ稍 々増加 セル ガ如 シ.

schaltstackeモ 其 ノ太 サヲ増 シ帯状 ヲ呈ス.而

シテ繊維 ハ一般 ニ 構 造 鬆 疎 トナ リ染 色 性 ヲ減

ズ.之 ニ反 シ,繊 維間 ノ支柱組織 ハ其 ノ容積 ヲ

減 ジ結締織細胞核 モ細長 卜ナ リ比較的 ニ濃染 セ

リ.

横断標本(Fig. 4)ニ テハ繊維 ノ斷 口ハ 概 シ

テ大 卜ナル.核 ハ縦斷標本 ニテ見 タル ニ比 シ斷

口小 ナルモ,正 常 ノ横斷 標本 ノモ ノヨ リー般 ニ

稍 々大 ナ リ.肉 漿 ハ繊維 ノ中軸 部ニ於テ著 シク

増量 シ共 ノ部大空洞状 ヲ呈 セ リ.爲 ニ微 ニ膨脹

セル原繊維 ノ大部ハ周圍 ニ壓排 サ レ共 ノ小束 ハ

互 ニ融合 シ,厚 薄 不同 ノ壁 層 ヲ作 リ,中 央空 洞

状部 ヲ圍繞 セ リ.空 洞状部ハ 不正 図形 乃至多稜

形 ヲ呈 シ而 シテ各繊維 ハ隣在 ノモノ 卜密 ニ癒 着

シー 種 ノ網 工状物 トナツテ現ハル.然 レ ドモ各

繊維 内ノ室洞状部ハ全 ク空 虚ナラズ内ニ原繊維

小束 又ハ夫 レノ分 離 シテ生 ゼ シ繊 細 ナル原繊維

小束 ヲ混有 セ リ.繊 維 間 ノ支桂組織 ハ膨大 セル

繊維 ノ間 ニ壓セ ラ レ殆 ド消失 セ リ.

要 スルニ本實驗 ニ於 ケル所見 ノ特徴ハ繊維中

Fig.3. 重 曹

Fig.4. 重 曹

軸 部 ニ於 ケル著 シキ肉漿 ノ膨脹 卜原繊維 ノ輕微 ナ膨脹 ヲ伴 へル繊維 ノ膨大 ナ リ トス.即 チ苛性加里 ノ場合

ノ所見 卜類似 ス.

第4節　 「リ ゾー ル 」ヲ注 射 シ タ ル

家 兎 ノ 心 筋 繊 維

4%｢リ ゾール｣液 ヲ徐 々ニ注射 シ動物 ヲ致死 セ シメ(平 均體 重1kgニ 就キ8cc)其 ノ心筋 ヲ所定 ノ法ニ

從 ヒ處 置 シタル所見ハ次 ノ如 シ.

縦断標本(Fig.5)ニ テ ハ繊維膨大 シ其 ノ太サ ヲ増 シ核 モ總 テ膨 脹 シ密 度 ヲ減 ゼ リ.原 繊雜 自己 モ膨脹セ

ル状 ヲ呈 シ,各 原繊維 小束ハ互 ニ接近又ハ融合 セルヲ見 ル. Z. StreiEen相 互 ノ間 隔ハ稍 々大 卜ナ リ, Schalt-
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atuckeハ 其 ノ 太 サ ヲ 増 ス.

Fig. 5. 「リ ゾ ー ル 」
Fig. 6. 「リ ゾ ー ル 」

横断標本(Fig. 6)ニ テハ繊維 ノ断 ロ少 シク大 トナ リ核 モ概 シテ膨 大セルモノ多 シ.原繊維ハ膨脹 シ小束

ハ其ノ正常 ノ形 ヲ失 ヒ互 ニ接近又ハ全 ク融合 シ各小束 ノ境 界不分明 トナ リ繊維中軸 ノー部 ヲ除 キ繊維 内ヲ.

充満毛ル状 ヲ呈 セ リ.此状ハ曇 ニ實驗 セ シ酷酸 ノ場合 ニ酷似 ス.而 シテ膨大セル各繊維ハ互 ニ隣在 ノモ ノ ト

癒着 シ繊維簡結締組織 ハ壓迫サ レ幽微 卜ナレ リ.

要スルニ本實 驗ニ於 ケル所見 ノ特徴 ハ原繊維 ノ膨脹 ニ基 ク繊維 ノ膨大 ナ リ卜ス.

第4章　 総 括 竝 ニ 結 論

苛性加里,苛 性曹達及 ビ重曹 ハ肉漿成分タル「アルLブミン」様ノWasserloslichノMyogenヲ

著 シク膨脹 セシムル性質アリ.故 ニ筋繊維ノ中軸部ニ於クル肉漿ハ水分ヲ取ツテ甚ダシク膨脹

シ其ノ部大空洞状ニ變ズルモノ 卜ス.此 變化ハ膽汁竝ニ膽汁酸注射 ノ場合 ニ見ル所 ト類似ス ト

雖モ,之 卜僅 ニ異ナル所ハ,空 洞状部 ガ全ク空虚ナラズシテ内ニ原繊維小束又ハ夫 レガ分離 シ

テ生ゼシ細小束ヲ混有 シ且原繊維自己モ微ニ膨脹 セル ニア リ.即 チ此變化ハ鹽酸及 ビ石炭酸 ニ

由ツテ起ルモノ ト酷似 セリ.

反之 「リゾール」ハ原繊維 ノ成分タル「グロプリン」様 ノWasserunltlslichノMyosinヲ 甚ダ

シク膨脹セシムル性質 ヲ有 シ,酷 酸ニ類スル作用 ヲ顯 ハスヲ見ル.

要スルニ本研究 ニ用 ヒシ諸試藥 ハ皆心筋繊維 ヲ膨脹 セシムルノ性 アルモ苛性加里及 ビ苛性曹

逹竝ニ重曹 ハ主トシテ肉漿 ヲ膨脹 セシメ,「 リゾールハ」寧 ロ原繊維ヲ膨脹 セシムルモノ トス.

今之ヲ交感神經 チ切除 セシ實驗ニ於ケル變化(Fig. 7 u. 8)卜(岡 山醫學會雜誌,昭 和5年10

月)比 較スルニ,交 感紳經除去後ニ起ル心筋繊維ノ膨大モ肉漿 ノ著 シキ膨脹ニ基ク ト雖モ,此

場合ニ於 テハ肉漿 ハ啻ニ繊維中軸部ノミナラズ繊維 ノ全部ニ於テ殆 ド平等 ニ膨脹 シ從 ツテ繊維
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Fig. 7. 交 感 神 經 切 除Fig. 8. 交 感 神 經 切 除

ノ 中 軸部 ニ大 空 洞状 部 ヲ生 ズ ル コ トナ シ,此 點 苛 性 加里 竝 ニ重 曹 等 ト異 ナル所 ドス(Fig. 1, 2,

 3, 4, 7 u. 8參 照).

擱筆 スルニ當 リ終始 御懇篤 ナル御指 導 卜御校閲 ノ勞 ヲ賜 ハ リシ恩師上坂教授 ニ満腔 ノ謝意 ヲ表ス.

(6. 4. 14.受 稿)
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挿 圖 説 明

Fig. 1. 苛性加里 ヲ注射 シタル家兎 ノ心 筋繊維

(縦 断)

Fig. 2. 同 上(横 断)

Fig. 3. 重曹 ヲ注 射 シタル家兎 ノ心繊 維(縦

断)

Fig. 4. 同 上(横 断)

Fig. 5.  Lysolヲ 注 射 シ タル 家 兎 ノ心 筋 繊 維

(縦断)

Fig. 6. 同上(横 断)

Fig. 7. 頸 部ニ於テ兩側 ノ交感神經幹 ヲ除去 シ

タル後1時 間半 ヲ經 タル家兎 ノ心筋繊

維(縦 断)

Fig. 8. 同上(横 断)
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Uber die histologischen Veranderungen der Herzmuskelfasern,

 die durch einige alkalische Mittel verursacht werden.

Von

Shunji Kashiwagi.

Aus den anatornischen Institute der Universitat Okayama.
(Vorstand: Prof. K. Kosaka.)

Eingegangen am 14. April 1931.

Der Verfasser injizierte bei Kaninchen 1. eine 2%ige Losung von KOH, 2. eine 

solche von NaOH, 3. eine 7%ige Losung von NaHCO3, 4. eine 4%ige Losung von Lysol 

in die Ohrvene. Und zwar soviel als die Tiere starben. Von jeden Tiere wurde das 

Herz sofort herausgenommen, um ein bestimmtes Stuck der linken Kammer mit Forma

lin zu fixieren und seine Schnitte nach Eosin-Haematoxylin-Farbung zu untersuchen. 

Daraus ergibt sich folgendes:

Im Falle, wo KOH, NaOH oder NaHCO3 injiziert wird, schwellen die Herzmuskel

fasern infolge der starken Hydropisierung des Achsensarkoplasmas deutlich an. Auch 

die Muskelkerne zeigen mehr oder weniger eine Aufquellung. (Fig. 1 u. 3). Die Muskel

fibrillen werden zum grossten Teil nach der Peripherie der Faser verdrangt, um dort 

mit denen der angrenzenden Muskelfasern fast verschmelzend eine dunne Wandschicht 

zu bilden. Diese umgibt den hohlraumartigen Acbsenteil der Faser, was in Querschnit

ten deutlich zu sehen ist (Fig. 2 u. 4). Dieser Zustand erinnert an den Befund nach 

Gallensaureinjektion, aber unterscheidet von diesem dadurch, dass der Acbsenteil nicht 

ganz leer aussicht, sondern er einige feine Fibrillenbundel enthalt. Ausserdem rind die 
Fibrillen selbst einer leichten Aufquellung unterworden, sodass die Verauderung der 

durch Karbolsaure-oder Salzsaure Injektion hervorgerufenen ganz ahnlich ist (Vergl. 

meiue Arbeit in Nr. 492 dieser Zeitsehrift).

Im Gegensatz hierzu lasst Lysol vor allem die Muskelfibrillen aufquellen, sodass es 
auf die Herzmuskelfasern dieselbe Wirkung wie Es sigsaure ausubt.

Kurzum wirken KOH, NaOH und NaHCO3 hauptsachlich auf das albuminahnliche 

Myogen, wovon das Sarkoplasma grosstenteils gebildet wird. Dagegen lasst Lysol der 
Hauptsache nach das globulinartige Myosin anschwellen, das ein wesentlicher Bestand

teil der Fibrillen ist.
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