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主要文獻

第1章　 緒 論

植 物 性神 經 ト血 清 無機 物 質 ニ關 シテ ハKraus1), Zondek2), Jansen3), Kylin4), Dresel5)其 他

諸家 ノ業績 多數 表 レ主 トシテ「カ リウ ム」及 ビ「カ ル シウ ム」ニ就 テ論 ぜ ラ レ之 等 無機 物 質 ノ生 活

機轉 ニ及 ボ ス影 響 漸 次 闡 明 セ ラル ル ニ至 レ リ.次 ニ中樞 神 經 系.統 ト無 機 物 質 トノ關 係 ニ就 テ ハ

Jungmann6) 7), Leschke8), Holzer及 ビKlein9), Allers10), Meyer11)氏 等 ハ尿 崩 症 ニ ツ イテ 間

脳 ト血 液 中竝 ニ尿 中 ノ食鹽 ニ就 テ論 ジ,ツ イデ 吾 ガ國 ニテ ハ北 山12)氏 ハ糖 刺 後 第2時 間 ニ於 テ

血清 「カ ル シウ ム」ノ減少 ヲ認 メ,盛 刺 ノ際 ハ 「カ ル シウ ム」ニ何等 影響 ヲ與 フル 事 ナ シ ト唱 へ,

尚 ホ秋 谷13)氏 ハ動物 實驗 ニ於 テ温 刺 ヲ施 シ體 温 上昇 時 及 ビ其 ノ後 ノ體 温 正 常復 歸時 ニ於 クル 血

清 諸種 無機 物 質 ノ含 有 量 ヲ比 較檢 査 セ リ.然 レ共 從 來 中福 神 經 ト無 機 物 質 ノ關 係 ニ於 テ ハ主 ト

シテ大 脳 ノ一 部 ト食 鹽或 ハ「カ ル シウ ム」等 ノ個 々 ノ物 質 ニ就 テ論 ゼ ラ レ未 ダ大 脳 ノ各 部 ト血 清

中 ニ於 ケル 諸 多 ノ無 機 物 質 トノ關 係 ヲ系 統 的 ニ探 究 シタ ル モ ノ甚 ダ少 キ ヲ以 テ,余 ハ犬 ニ就 テ

大 脳 ニ於 ケル多 ク ノ 主要 部 位 ニ穿 刺 ヲ行 ヒ以 テ其 ノ前 後 ニ於 ケル 血 清 中 ノ「カ リウ ム」,「カ ル シ

ウム」,「ナ ト リウ ム」,燐 及 ビ鹽 素 含 量 ノ愛 化 ヲ比 較 觀 察 セ リ.

第2章　 實 驗 方 法

實驗動物 トシテハ體重10.0-20.0kgノ 成熟セル健康ナル犬 ヲ選 ビ,試驗開始激 日前 ヨ リ一定 ノ食餌(實 驗

中個 々ノ犬ニ就テハ略ボ其 ノ體重 ニ應 ジ適當量 ノ「ガ ロ リー」ヲ供給スル爲 ニ白米,醤 油及 ビ牛肉 ノ量 ヲ一

定 トシ水ハ食餌給與後8時 間中 ノ ミ自由ニ之 ヲ供給 セ リ)ヲ 與 へ毎 日早朝室腹時 ニ股靜 脉 ヨ リ血液 ヲ攝取

シ之 ヲ分析 シテ對照 トシ,對 照試驗 ヲ行 フ事3日 ニ及 ビタル時ハ「モルフイ ン」及 ビ「エーテ ル」麻 醉 ノ下 ニ

穿顱術 ヲ行 ヒ,大 脳 ノ各部即チ皮質,間 脳,中 脳,脳 橋,延 髓 等 ヲ直径約1.0mmノ 金屬消息子 ニテ穿 刺 シ其

ノ後24時 間毎 ニ同様數 日間股靜脉 ヨ リ採血 ヲナ シ以テ前記諸種血清無機物質 ヲ定 量 シ,手 術 前後 ニ於 ケル
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2732 佃 毅

其 ノ變 化 ヲ比較檢査 シ,頸 動脉 ヨ リ出 血死 ニ至 ラ シメ其 ノ脳 全體 ヲ10.0%「 フオルマ リン」液 ニテ固定 シ連

續 切片 ヲ作 リ其 ノ穿刺サ レ タル部位 ヲ精細 ニ觀察 セ リ.

尚 ホ血清 中 「カル シウム」ハKramer及 ビTisJall,「 カ リウム」ハKramer,鹽 素 ハRuszniak,無 機燐ハ

Briggs氏 法 「ナ ト リウム」ハ吉松氏比色法 ニテ定量 セ リ.

第3章　 實 驗 成 績

〔以下血清無機物質含有最 ヲ表 スニ單 ニ數字 ノミヲ以 テ シ

單 位稱呼mg%ハ 省 略スル事 トセ リ〕

實 驗 例(1)

體重18.3kg食 餌ハ白米250gヲ 米飯 トシ之 ニ醤油20cc及 ビ牛肉罐詰50gヲ 混 ジテ與 ヘタ リ.

對照試 驗採 血9, 10, 11/XII 1928手 術11/XII手 術後 採血12, 13, 14/XII

穿刺 創ハ左側 大脳牛球 ニ於 テ 前頭葉 ニテ皮質 ヲ貫 キ後尾状核 ノ略ボ中央 ヲ損傷 シ親神經交叉 ノ少 シク左

側 ニ於 テ頭蓋底 ニ達 ス.

第1表

此際第1表 ニ示 スガ如 ク手術 ノ前後 ニ於 ケル種々 ノ血清無機物質 ノ含有量 ヲ比較 スルニ大 ナル變 化ヲ認

メズ,只 手 術後第1日 及 ビ第2日 ニ於テ輕度 ノ「ナ トリウム」ノ増加 ヲ認 ムル ノミナ リ.

實 驗 例(2)

體重18.6kg食 餌 ハ實驗 例(1)ト 同様 ナ リ.

對 照試 驗採血17, 18/XII 1928手 術18/XII手 術後採血19, 20, 21/XII

穿 刺創 ハ右 側大脳半球 ニ於テ顱頂葉 ノ中央 ニ於 テ皮質 ヲ貫キ「レンズ」核 ノ一部 ヲ破壊 シ脳脚 ノ部 ニテ頭

蓋底 ニ達 ス.
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中樞神經系穿刺ノ血清無機物質ニ及ボス影響ニ就テ 2733

第2表

此際 ニモ第2表 ニ示 ス如 ク血清無機物質 間ニハ著變 ヲ認 メズ.然 レ共 殆 ド絡テ ノ無機 物質ハ手術後第1日

及ビ第2日 ニ於テ多少減 少ス.之 蓋 シ手術 ノ際 ノ出血 ニ續發 シ,第 二次的 ニ表ハルル輕度 ノ水血症 ニ起 因ス

ルモノナルベシ.

實 驗 例(3)

體重17.2kg食 餌ハ前例 卜同様 ナ リ.

對照試験採血10, 11, 12/I 1939手 術12/I手 術後採 血13, 14, 15/I

穿刺創ハ左側大脳半球 ニ於テ顱頂 葉 ノ中央 二テ皮質 ヲ貫キ左側 ノ神 神經牀 ノ上核 ヲ損傷 シ次 ニ第3脳 室

ヲ經テ視 神經交叉 ノ少 シク右方 ニテ頭 蓋底 ニ達 ス.

第3表

此際第3表 ニ示 スガ如 ク「カ リウム」及 ビ鹽素 ハ全 ク不變 ナルモ無機燐,「 カル シウ ム」及ビ 「ナ トリウム」

ハ多少減少 ス.然 レ共之等 ノ變化 モ顯 著ナルモ ノニアラズ.
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實 驗 例(4)

體重12.7kg食 餌ハ前例 ト同様 ナ リ.

照對試 験採血24, 25/I 1929手 術25/I手 術 後採血26, 27, 28/I

消息子ハ左側大脳半球 ニ於テ顱頂葉 ノ中央 ニテ皮質 ヲ貫キ 衣 イデ視神經 牀 ノ外核 ヲ穿刺 シ脳脚 ノ部 ニ於

テ脳底 ニ達 ス(第2圖 參照).

第4表

第1圖

第2圖

實驗例(4)ノ 模型圖
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中樞神經系穿刺ノ血清無機物質ニ及ボス影響ニ就テ 2735

此際第 壊 及 ビ第1圖 ニ示 スガ如 ク,「ナ トリウム」鹽素及 ビ無機燐 ハ著變 ヲ表ハサザ ルモ「カ リウム」ハ

著 シク増加 シ,之 ニ反 シ「カル シウム」ハ甚 ダ シク減少 ス.而 シテ之等 ノ變化 ハ手術 後第1日 ニ於 テ最 モ著 シ

ク時 日ノ經過 ト共 ニ衣第 ニ術 前 ノ値 ニ復 シツツアルヲ認 ム.

即チ視神經牀 ノ外核 ヲ穿刺 シタル際ハ血清無機物質間 ニハ顯著 ナル變化 ヲ表 シ甚 ダ シキ 「カリウ ム」ノ増

加及ビ「カル シウム」ノ減少 ヲ來 ス.

實 驗 例(5)

體重17.4kg食 餌ハ前例 卜同様 ナ リ.

對照試驗採 血4, 5, 6/III 1929手 術6/III手 術後採 血7, 8, 9/III

穿刺創 ハ左側大脳半球 ニ於 テ顱頂葉 ノ前部 ニテ皮質 ヲ貫 キ尾状核 ノ一部及 ビ神神 經牀 ノ外核 ヲ經 テ脳脚

ノ部ニ至ル.

第5表

此場合表ハルル變化ハ第5表 ニ示 スガ如 ク第4例 ト全 ク同様 ナ リ.即 チ 「ナ トリウム」鹽素及 ビ無機燐 ニ

ハ著明ナル變化 ヲ表ハス事ナキモ著 シキ「カ リウム」ノ増加及 ビ「カル シウム」ノ減少 ヲ認ム.

而シテ本例 ニ於テ尾状核及 ビ視神經牀 ノ外核 ヲ損傷 シタルモ,實 驗 例(1)ニ 於テ尾 状核 ノ ミヲ穿刺 シタ

ル際血清無機物質 ニ著變 ヲ皐 セザル事及 ビ實驗例(4)ニ 於テ視神經牀 ノ外 核 ノ ミヲ穿 刺ス レバ甚ダ シキ「カ

リウム」ノ増加及 ビ「カルシウム」ノ減少 ヲ表ハス事實 ヨ リ,本 例 ニ於 ケル血清 無機物質 ノ著 明ナル變化ハ恐

ラク視神經牀 ノ外核 ノ損傷 セ ラレタルニ起因 スル モ ノナルベ シ.

實 驗 例(6)

體重15.2kg食 餌ハ前例 ト同様ナ リ.

對照試驗採血11, 12, 13/III 1929手 術13/III手 術後採血14, 15, 16/III

消息子ハ左側大脳半球 ニ於テ 顱頂葉 ノ中央 ニ於 テ 皮質 ヲ貫 キ,後 視神經牀 ノ内核 ノ中央 ヲ損傷 シテ脳 脚

ノ部 ニ至 ル(第4圖 參 照).
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第6表

第3圖

第4圖

實驗例(6)ノ 模型圖
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中樞神經系穿刺ノ血清無機物質ニ及ボス影響ニ就テ 2737

此際 第6表 第3圖 ニ於 ケルガ如 ク「ナ トリウ ム」及 ビ體素ハ手術 ノ前後 ニ於テ殆 ド不變 ナル モ其 ノ他 ノ無

機物質ハ甚 ダシキ變化 ヲ表 ス.即 チ「カ リウム」及 ビ無機燐ハ手術前後第1日 ニ於テ著 シク増加 シ其 ノ後 減

少 シ第3日 ニ於 テ漸 ク手術前 ノ値 ニ復 ス.尚 ホ「カル シウム」ハ手術後 著 シク減少 シ其 ノ後徐 々ニ増加 シ手

術前ノ値 ニ復ス.

實 驗 例(7)

體重17.2kg食 餌ハ前例 ト同様 ナ リ.

對照試驗採血11, 12, 13/IV 1929手 術13/IV手 術後採血14, 15/IV

穿刺創 ハ右側大脳半球 ニ於テ顱頂葉 ノ中央 ニテ皮質 ヲ貫 キ視神經牀 ノ上核及 ビ内核 ヲ損傷 シ漏 斗 ノ部 ニ

テ頭蓋底 ニ達 ス.

第7表

此際 ニモ第7表 ニ示 スガ如 ク血清無機物質 量ハ手術 ノ前後 ニ於テ著 シキ相 違 ヲ表 ハ シ某 ノ變 化ハ實験例

(6)即 チ視神經牀 ノ内核 ノ ミヲ損傷 シタル場 合 ト略ボ同一 ナ リ,即 チ「ナ トリウム」及 ビ鹽素 ニハ著明 ナル變

化 ヲ認 メザルモ無機燐 及 ビ「カ リウム」ハ術 前 ノ對照試 驗ニ比 シ甚 ダシキ増加 ヲ示 シ之 ニ反 シテ 「カル シウ

ム」ハ著 シク減少 ス.

本例 ニテハ視神經牀 ノ上核及 ビ内核 ヲ損傷 セルモ 實驗例(3)ニ 於テ 上核 ノミヲ穿 刺 シタル場合 ニ血清無

機物質問ニ著變 ヲ呈 スル事ナ ク,又 實 驗例(6)ニ 於テ内核 ノ ミヲ穿刺 スルモ本例 ト略ボ同様 ノ變化 ヲ呈 ス

ル事實 ヨ リ本例3於 ケル著明 ナル血清無機物質 ノ増減ハ 恐 ラ ク視神經 牀 ノ内核 ノ損傷 ニ歸 スベキモ ノナル

ベシ.

實 驗 例(8)

體 電19.8kg食 餌 ハ 白 米300gヲ 米 飯 トナ シ之 ニ醤 油25cc及 ビ牛 肉 罐 詰50gヲ 混 ジテ與 ヘ ダ リ.

對照試 驗採 血22, 23, 24/IV 1929手 術24/IV手 術 後 採 血25, 26, 27/IV

穿刺創 ハ左側大脳半球 ニ於テ顱頂葉 ノ前部 ニテ皮質 ヲ貫 キ視神 經牀 ノ外核及 ビ内核 ヲ損傷 シ漏斗 ノ部 ニ

テ頭蓋底 ニ達 ス.
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第8表

此際 ニハ第8表 ニ示 スガ如 ク「ナ トリウム」及 ビ鹽素 ハ不變 ナルモ其 ノ他 ノ血清無機物質間 ニハ著 明ナル

變化 ア リ.即 チ手術後第1日 ニ於テ「カ リウム」及 ビ無機燐ハ著 シク増加 シ「カルシウム」ハ甚ダ減少 ス.之等

ノ變化ハ手術後第2日,第3日 ト時 日ヲ經 ルニ從 ヒ次第 ニ術 前 ノ正常價 ニ近 ヅク.

而 シテ本例 ニ於 テハ實驗例(4)郎 チ外核 ノ ミヲ穿 刺 シ タル場合 ニ惹起セ ラルル「カ リウム」ノ増加 及ビ「カ

ル シウム」ノ減少 ニ加 フル ニ,實 驗例(6)ニ 於 ケル内核 ノ ミノ損傷 ヲ被 リタル際 ノ變化 ニ表ハルル無機燐 ノ

増加 ヲモ認ム.

實 驗 例(9)

體重16.8kg食 餌ハ實驗例(1)ト 同様 ナ リ.

對照試験採血3, 4, 5/V 1929手 術5/V手 術後採 血6, 7, 8/V

穿刺創 ハ右側 大脳半球 ニ於 テ顳〓葉 ノ後 方ニテ皮質 ヲ貫キ赤核 ノ一部 ヲ損傷 シテ脳橋ニテ頭蓋底 ニ達 ス

第9表
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此場合血清無機物質間 ニハ著變 ヲ來 ス事 ナ シ.即 チ第9表 ニ於 ケル ガ如 ク,鹽 素,「カ リウム」及 ビ「カル

シウム」ハ殆 ド不變 ニシテ無機燐ハ多 少増加 ノ傾 向ヲ示 シ「ナ トリウム」ハ多少減少 ヲ來 スガ如 キ傾 向アル

モ顯著ナラズ.

實 驗 例(10)

體重10.8kg食 餌ハ毎 日白米200gヲ 米飯 トナ シ之 ニ醤油15cc及 ビ牛肉罐詰40gヲ 混 ジテ與 ヘタ リ.

對照試験採血13, 14, 15/V 1929手 術15/V手 術後 採血16, 17, 18/V

穿刺創ハ左側 大脳半球 ニ於テ 後頭葉 ニテ皮質 ヲ損傷 シ,小 脳 ノ一 部 ヲ貫 キ次 デ ジル ビー氏導水管 ガ第4

脳室ヲ作ルタメ擴大 セル部 ヲ經 テ延髓 ノ一部 ヲ貫 キ頭蓋底 ニ達 ス.

第10表

此際ニハ第10表 ニ示スガ如ク血清無機物質ニ大ナル影響ヲ與フル事ナシ.只無機燐以外ノ物質ハ多少減

少ノ傾向ヲ示ス.

第4章　 總 括 竝 ニ 考 察

以上詳述 セシ10例 ヨリ得タル脳穿刺試驗ノ結果 ヨリ之 ヲ綜合觀察 スレバ則チ次 ノ如 シ.

延髓,脳 橋,中 脳,大 脳皮質ノ各部及 ビ尾状核,「 レンズ」核等 ヲ穿刺スルモ諸種血清無機物

質ハ其 ノ穿刺前後 ニ於テ著明ナル變化 ヲ呈スル事ナ シ.

之ニ反 シ間脳ノ視神經牀 ヲ穿刺 スル際ハ,其 ノ穿刺ガ上核 ヲ損傷 シタル場合ニ於 テハ著 シキ

變化ヲ表ハサザルモ,外 核 ヲ穿刺 シタル場合ニ於テハ甚ダ シキ血清 「カリウム」ノ増加及 ビ「カ

ルシウムノ減少ヲ來 シ又内核 テ損傷 シタル際 ニハ,外 核 ヲ穿刺 シタル場合ニ表ハルル顯著ナル

變化ニ加フルニ更 ニ著明ナル無機燐ノ増加ヲ來 スモノノ如 シ.

次ニ「ナ トリウム」及 ビ鹽素 ニ關 シテハ余 ノ實驗ニ於 テハ著明ナル變化ラ發見スル事能ハザ リ

キ.
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尚ホ大脳穿刺 ニ依 リテ惹起セラルル血清無機物質移動 ノ變化 ハ手術後24時 間内ニ於テ最モ

著明 ニシテ48時 間乃至72時 間ヲ經過 スレバ漸次手術前ノ正常價 ニ復歸 スルモノノ如 シ.

以上ノ實驗成績 ニヨリ明 カナルガ如 ク血清ノ無磯物質ハ中樞神經系統 ト密接 ナル關係 ヲ有ス

ルモノニシテ,血 清無機物質ノ平衡ブ司ル中樞 ハLuisi, Condrelli-Aiuto14)氏 ノ唱導スル如ク,

恐 ラクハ視神經牀 ノ内核或ハ外核 ニ存在 シ,其 ノ外核 テ損傷 シ或 ハ刺戟 スル時ハ一時 「カリウ

ム」ノ増加及 ビ「カル シウム」ノ減少 ヲ招來 シ,其 ノ内核 テ損傷 シ或ハ之ヲ刺戟スル時ハ上記變

化 ノ他更 ニ無機燐 ノ増加 ヲ惹起スルモノノ如 シ.

第5章　 結 論

余ハ中樞神經系統 ト血清内ニ於ケル諸種無機物質平衡状態 トノ相互關係 テ檢 セント欲 シ犬ニ

就テ大脳 ノ各部 ヲ穿刺 シ其 ノ前後 ニ於ケル血清内「カリウム」,「カルシウム」,「ナ トリウム」,

鹽素及 ビ無機燐 ノ定量テ行 ヒ次 ノ結論 テ得タ リ.

1)延 髓,脳 橋,中 脳,大 脳皮質 ノ各部,尾 状核及 ビ 「レンズ」核等テ穿刺スルモ血清中ノ

「カリウム」,「カル シウム」,「ナ トリウム」,鹽 素及 ビ無機燐等 ノ無機物質ハ穿刺 ノ前後 ニ於テ

著明ナル變化テ呈スル事ナシ.

2)視 神經牀ノ外核ヲ穿刺ス レバ血清内「カ リウム」ノ増加及 ビ「カル シウム」ノ減少 テ來 シ,

内核ヲ穿刺ス レバ之等變化 ニ加 フルニ更 ニ無機燐 ノ増加 テ來ス.

3)以 ヒノ變化ハ穿刺後24時 間後 ニ於テ最 モ著明 ニシテ48時 間乃至72時 間テ經過スレバ

漸次穿刺前ノ正常價ニ復ス.
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Uber den Einfluss des Stichs von zentralen Nervensystems auf die 

anorganischen Substanzen des Blutserums.

Von

Dr. med. Tsuyosi Tsukuda.

Aus der medizinischen Klinik der Universitat Okayama, Japan

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

Eingegangen am 13. April 1931.

Um die Abhangigkeit der Gleichgewicht zwischen verschiedenen anorganischen 

Substanzen im Blutserum und dem Zentralnervensystem kennen zu lernen, hat Verf. bei 

den Hunden die quantitative Bestimmung von K, Ca, Na Cl und anorganisches Phosphor 

im Blutserum nach dem Stich in verschiedene Grosshirnregionen ausgefuhrt. Der 

Schluss lautet wie folgt:

1. Die Stichversuche an dem verlangerten Mark, der Brucke, dem Mittelhirn, der 

Grosshirnrinde und der subkortikalen weissen Substanz haben keine bemerkenswerten 

Veranderungen der genannten anorganischen Substanzen im Serum zur Folge gehabt.

2. Der Stich in den Aussenkern des Thalamus lost Vermehrung der Kaliummenge 

und Verminderung des Calciums in Serum aus, beim Stich in den Innenkern kommt es 

uberdies zur Zunahme des anorganischen Phosphors.

3. In meinem Experiment liess sich beim Stich in den Thalamus keine Veranderung 

des Cl und Na-gehaltes des Blutserums nachweisen.

4. Die oben erwahnten Ver.nderungen treten 24 Stunden nach dem Stiche am aus

gepragsten zum Vorechein, und nach 48-72 Stunden wird allmahlich der normale Zustand 
wiederhergestellt.

Von diesen Resultaten, es geht jedenfalls fest, dass in den Thalamus optici oder 

genauer in den Nuclei interni und externi Zentren vorhanden sind, die das Gleich

gewichts der anorganischen Substanzen des Blutsermus regurieren und deren Lasion
infolge von Zerstorung oder Reiz-eine zeitweilige Abnahme des Ca herbeifuhrt, die von 

einer Zunahme des K (bei Lasion des Nucl. ext.) oder einer gleichzeitigen Zunahme des 

K und P (bei Lasion des Nucl. int.) begleitet wind. (Autoreferat.)
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