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膀 胱 壁 ニ 及 ボ ス 直 電 流 ノ 影 響 竝 ニ

NaCl, KCl, CaCl2ト ノ 共 同 作 用 ニ 就 テ

岡出醫科大學解剖學敎室(主任上坂敎授)

岡 島 壽

(本論文要旨ハ昭和3年 度第36囘 日本解剖學 會總會竝 ニ

第38囘 岡山醫學 會總會 ニ發表セ シモ ノナ リ.)

第1章　 緒 言

1) 直 電流 ノ粘膜 ニ及ボス影響 ニ就テ ノ組織的研究 ハ,余 ノ文 獻渉 獵 ノ範圍 内ニテ ハ他 ニ無キガ如 シ.

依 ツテ余1)ハ 曩 ニ家兎嗅粘膜 ニ一定 ノ直電流 ヲ作用セ シメ其組織的變化 ヲ檢セ シニ,嗅 粘膜 ノ上皮面ハ陰

陽兩極 部 トモ嗅腺排泄管部位 ニテ區劃 セヲ レ不規 則 ノ凹凸ヲ示 セ ドモ,陰 極部 ニテハ菲薄 トナ リ恰モ陰極

導子 ノ方 向ニ吸引セラ レシカノ像 ヲ呈 シ,陽 極部 ニヲハ之 ニ反 シ陰極導子 ノ方向 ニ凸出 シ增厚 セ リ.粘 膜

固有層 ノ所見 ハ稍 々不定 ノ嫌ヒア レ ドモ上皮 ト同 ジク陰極 部ニテ菲薄 トナ リ陽極部 ニテ增厚 セ シモ ノア リ.

次 ニ上皮細胞核,嗅 腺細胞核中,陰 極部 ニヲハ濃染核或 ハ濃縮核ハ少數 ニシテ却 ツヲ膨大淡染 セ シモノ出

現 シ,陽 極郡 ニテハ之 ニ反 シ濃染或 ハ濃縮核 ノ著 シク增數 セ シヲ認 メ タリ.而 シテ其原因ハ組織 ノ内外 ニ

於 ケル液分 ノ流動,即 チ電氣滲遙竝 ニ細胞密度 ノ變化 ニヨル旨ヲ報告 セ 氏 然 ラバ膀胱壁 ニモ果 シテ同樣

ノ所見 ヲ認 メ得 ルヤ否ヤ,是 レ本研究 ヲ企テ シ理 由 ノ1ナ リ.

2) 從來各種鹽類,就 中, KCl, CaCl2ノ 作用 ニ關スル組織學的研究ハ, Hober2)ノ神 經纎維, Mayr3)ノ

神經纎維竝 ニ神經節細胞, Stubel4), Zeiger u, Schrider5)ノ 横紋 筋纎維 ニ於 ケルモ ノヲ見 ルニ過 ギザ リキ.

然ルニ最近此種 ノ研 究ハ岡山解剖學敎 室(上 坂敎 授指導)ニ 於テ盛 ニ行ハ レ居レ リ.即 チ加藤6)ハ 心筋,友

澤7)ハ神 經,田 中8)ハ 血管,鎌 倉10)ハ腎臟,秋 山11)ハ神 經節細胞 ニ就キ上認 鹽類 ノ作用 ヲ檢 シ,又 佐藤9)

ハ此作用 ガ生體染色 ニ及 ボス關係 ヲ探究 セ リ.余12)モ 亦,嗅 粘膜 ニ就 キ鹽類 ノ作用 ヲ組織學 的ニ研究 シ タ

リキ.田 中8)ニ據 レバ血管壁 ノ平滑筋細胞ハKClニ ヨリ細長 トナ リ核 モ亦,杆 状 トナ リ, CaCl2ニ ヨリテ同

細胞ハ却 ツテ短厚 トナ リ核モ亦,球 形 ヲ帯ブ ト.而 シテ 其原因 ニ關 シテ氏ハ次 ノ如 ク述 ベ タリ.即 チKClハ

細胞膜 ヲ緩疎ナ ラシムル爲 メ其多量ガ細胞 内ニ進 入シ 膠質構造 ヲ強 ク變 化セ シメ細胞 ハ麻痺 ニ陥 リ收縮力

ヲ失 ヒ延 長 シ細 長 トナル.之 ニ反 シCaCl2ハ 細胞膜 ヲ緻密 ナラ シムル爲 メ滑平筋 細胞 内ニ進入 シ難 ク細胞

ハ久 シク收縮力 ヲ保存 シ鹽類 ノ剌戟 ニ ヨリ却 ツテ短縮スル ト.而 シテ核 ノ變 化ハ細胞 ノ變形 ニ伴 フ隨伴現

象 ナ リト言 ヘ リ.

上述諸氏ノ成績ヲ總括スル ニKaliumハ 細胞或ハ組織ヲ緩疎ナラシメCalciumハ 却 ツテ之

ヲ緻密ナラシムル點 ニ於テ互ニ一致セリ.然 ラバ膀胱 ニテモ同樣ノ結果ヲ認 メ得ルヤ否ヤ,是

レ本研究ヲ企テシ理由ノ2ナ リ.

3) Bernstein, Hober13)ノ 膜 説 ニテ説 明 サル ル 直 電流 ノ陰 極 緩疎 作用 及 ビ陽 極緻 密 作 用 ハ
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生 理 的 ニハEbbecke14)ニ ヨ リ詳 細 ニ研 究 セ ラ レ,且,認 容 セヲ レシ所 トス.組 織 的 方 面 ニ テ ハ

友 澤7)及 ビ佐 藤15)ハ神 經 纎 維 ニ テ,余1)ハ 嗅 粘 膜 ニテ之 ト一致 ノ所 見 ヲ得 タ リ.最 近 建16)モ 亦,

心 筋 ニテ 同似 ノ所 見 ヲ認 メタ ル 旨學 會 ニテ報 告 セ リ.然 ル ニ小 田17)ハ 直電 流 ニ ヨル聽 器殊 ニ内

耳 ノ變 化 ヲ檢 シ,陰 極側 ニ テ螺 旋 及 ビ前庭神 經 節 ノ細 胞 及 ビ聽 斑,聽 櫛 ニ萎 縮 ヲ見,陽 極側 ニ

テ ハ之 ニ反 シ其 腫 脹 ヲ認 メタ リ,然 レ ドモ氏 ハ コ ハ水 分 ノ流 動 ニ ヨル 二次 的變 化 ニ シテ 一次 的

ニ鬆 疎 トナ レル陰 極 部 ハ水 分 流 出 ノ爲 メ萎 縮 シ,一 次 的 ニ緻 密 トナ レル 陽 極 部 ハ却 ツテ水 分 ノ

潴 瘤 ノ爲 メニ腫 脹 セル モ ノナ リ トシBernstein, Hoberノ 膜 説 ヲ認 容 セ リ.而 シテK.ハ 緩 疎 作

用 ヲ有 シ, Ca..ハ 緻 密作 用 ヲ有 スル ハ上 述 ノ如 シ.サ レバK.ハ 恰 モ 直 電流 ノ陰 極 作用 ニ類 シ

Ca..ハ 陽 極作 用 ニ類 スル ガ故 ニKCl, CaCl2ノ 兩 液 ヲ作 用 セ シ メ其 所 見 ヲ組 織 的學 ニ研 究 スル

ハ蓋,甚 ダ興 味 アル 事 トス レ ドモ 粘 膜 ニ關 スル此 種 ノ研 究 ハ他 ニ見 出 シ得 ズ.是 レ本 研 究 ヲ企

テ シ理由ノ3ナ リ.(文 獻ノ詳細ハ拙著直電流ノ嗅粘膜 ニ及ボス影響其1,其2ニ 詳些 セリ依ッ

テ本 編 ニテ ハ之 ヲ略 記 セ リ.)

集2章　 實 驗 方 法

健康家兎 ヲ背臥 位ニ固定 シ,腹 壁 ヲ開 キ膀胱 ヲ露出 シ兩 側輪尿管 ヲ結紮 切斷 セル後,「ネラ トンカテー テ

ル」ニテ充分排尿 シ,次 デ0.85%ノ 微温食鹽水 ニテ膀 胱内 ヲ洗滌 セ シ後,微 温 可檢試藥 ヲ注 入 シ膀胱 ヲ適宜

ニ充滿セ シム,然ル後「カテーテル」ヲ抜去 シ,直 ニ1導 子ヲ尿道 ヨ リ膀胱内 ノ試 藥液中ニ送入 シ導子 ト共 ニ

陰莖尖端 ヲ緊縛 セ リ.他導 子ハ膀胱外壁 ニ縫 合固着セ シメ後,膜 壁 ヲ縫合 シ次 デ100 vノ 蓄電 池ヨ リ1.0ma

ノ直電流 ヲ送 リ12時 間持續通電 セ リ.次 圖 ノ如 シ.

通電方法 ラ示 ス

R.抵 抗器. M.電 流計. E1膀 胱漿膜面 ニ固着 セル導 子.

E2尿 道 ヲ經テ膀胱内 ニ挿入 セル導 子.
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膀胱 ヲ滿 セシ試藥液ハ0.85%ノNaCl液, 1.16% KCl液 及 ビ1.7% CaCl2液 ノ3種 ニ シテ使用セ シ導子ハ

上坂敎 授 等ニ傚 ヒ次 ノ如 ク製造 セ リ.即 チ「ネ ラトンカテーテ ル」ヲ1硝 子管 ニ連結 シ之ニ0.85%ノ 食鹽水

ニテ處置 セル寒天 ヲ入 レ「カテ ーテ ル」及 ビ硝子管 ノ半部 ヲ充滿 セシメ次 デ之 ヲ凝 固セ シム.殘 餘 ノ硝子管

半 部 ニハ飽和 ノ硫酸亞鉛液 ヲ滿 タシ其中 ニ亞鉛棒 ヲ挿入 セ リ.

實 驗 終 了後 ハ 室 氣 栓塞 ニテ 動 物 ヲ屠 シ,導 子 固着 部 ノ膀 胱 壁 ヲ取 リZenker氏 液 ニテ 固定 シ水洗 後,「 ア ル

コー ル」ユテ 脱水 シ 「チ エ ロイ ジ ン」 ニテ 包埋 シ, 10μ ノ切 片 ヲ作 リHaematoxylin, Eosin染 色 ニテ 檢 シ タ

リ.

第3章　 實 驗 成 績

第1節　 0.85% NaCl液 ヲ膀胱 ニ充滿 シ通電 セ シモノ

1) 陰極導子固着部膀胱壁

第1例　 ♂,體 重2360g,電 流1.0-0.8 ma(通 電當 初1.0maア リ シモ實 驗 終 了時0.8 maニ 減 ゼ シ意 ナ

リ.以 下 之 ニ準 ズ)

肉眼的所見　導 子貼 置部膀胱壁ハ他部 ニ比 シ明 カ ニ菲薄 トナ レリ(第2圖).

組織的所見　 膀胱壁ハ 一般 ニ著 明ニ菲 薄 トナ リ一部 ノ上 皮ハ全 ク剥離消失 セ リ.上 皮 下結 締織 ハ變性 ヲ

示 シ,核 ノ多數 ハ著 シク染色 不良 ニ シテ,絲 状或ハ小紡錘形 ノ濃縮核ハ只,點 々散在 スル ニ過 ギズ.平 滑

筋纎維 束モ亦,狭 細 トナ リ,核 ノ染 色不良 ナ リ.

變化 ノ稍々輕微 ナル隣接部ニ於ヲハ上皮 ハ菲薄 トナ リ,其 核ハ膨 大淡染 シ表層位 ノモ ノハ一部離脱セ ン

トセシモノア リ.上 皮下結締織 ノ細胞核 モ亦,膨 大淡染セ リ.

血管バ一般 ニ極度 ニ擴張,充 血 シ上皮間,上 皮下結締織中,筋 層内 ノ諸所 ニ出 血ヲ認ム.

2) 陽極導子固着部膀胱壁

第2例　 ♂,體 重2640g,電 流1.0-0.8ma

肉眼的所見　 導子貼 置部 ノ膀胱内面ハ著明 ニ浮腫 状 ニ腫脹 セ リ(第1圏).

組織的所見　 上皮及 ビ其直下 ノ結締織 ハ緻密 トナリ其核,就 中,上 皮核 ハ概 シテ濃染 シ微 ニ萎縮セ リ.

上皮,筋 層間 ノ結締織 ハ著 シク疎 トナ リ液分 ニ富 ミ水腫 状 ヲ呈 シ.結 締織纎維束ハ電流 ノ方向 ニ從ヒ放線

状 ニ排列 シ,且 諸所斷裂 シ多數 ノ赤 血球,纎 維素塊竝 ニ少數 ノ白血球,淋 巴球 ヲ含存 セ リ.尚 ホ上皮下結

締織層下 ニ出血 ヲ認 メ且血管ハ極度 ニ擴張 シ充血セ リ.

平滑筋纎維束ハ收縮 シ厚 キ筋層 ヲ形成 セ リ.

第2節　 1.16% KCl液 ヲ膀胱 ニ充滿 シ通電 セ シモノ

1) 陰極導子固着部膀胱壁

第3例　 ♂,體 重2150g,電 流1.0-0.7ma

肉眼的所見　線子 固着部 ノ膀胱壁 ハ顯著 ニ菲薄 トナ レリ(第4圖).

組織的所見　 膀胱壁ハ極 メテ菲薄 トナ リ弛緩 セ リ.上 皮ハ全 ク消失 シ,結 締織竝 ニ筋纎維バ一部變性 シ

核 ノ染色不良 ナルモ ノ多 ク只,少 數 ノ濃縮核 ヲ點 々認ムル ニ過 ギズ.筋 纎維 束ハ明 カニ狭細 トナ リ束間 ノ
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結締織 ハ疎 トナ リ所 々ニ斷裂セ リ.

組織 間ニ極 メテ多數 ノ多核或ハ多形核白血球 ノ浸潤竝 ニ出血 ア リ.血 管ハ極度 ニ擴張,充 血 セ リ.

2) 陽極導子固着部膀胱壁

第4例　 ♂,體 重3130g,電 流1.0ma

肉眼的所見　 導子固着部 ノ膀胱壁 ハ菲 薄 トナ レリ(第3圖).

組織 的所見　 上皮 ハ殆 ド消失 シ只,基 底部 ノ1, 2細 胞層 ガ殘留セル カ或 ハ小 島状 ノ細胞群 ガ存在セ ルニ

過 ギズ.之 等殘留上 皮細胞 ノ核ハ多 クハ膨 大淡染 セ リ.但 シ少數 ノモ ノハ輕度 ニ萎縮濃染 セ リ.

上皮下結締織 ハ「エオジン」ニ淡染 シ.其 核 ハ微 ニ萎縮濃染 セ シモ ノト,膨 大淡染 セシモ ノトアルモ後者

ハ比較的多數 ナ リ.

組織 ハ一般 ニ鬆疎 トナ リ,殊 ニ上皮下結締織 ト筋層 トノ間 ニアル結締織 ハ斷裂 シ著 シク疎 トナ レリ.而

シテ僅 ニ水腫状 ヲ呈 シ所々 ニ出血ア リ.上 皮 下ニモ著明 ノ充 血竝ニ出 血 ヲ認 ム.

平滑筋纎維束 ハ狭細 トナ リ其核 モ同樣 ニ變形 シ濃染セ リ.

血 管 ハ一 般 ニ著 シク 充 血セ リ.

第3節　 1.7% CaCl2液 ヲ膀胱 ニ充 滿 シ通 電セ シモノ

1) 陰極導子固着部膀胱壁

第5例　 ♂,體 重2380g,電 流1.0-0.8ma

肉眼的所見　 導子固着部ハ腫脹 セ リ(第6圖).

組織的所見　 上皮ハ伸展 シ其下 ノ結締織 ト共 ニ緻密 トナ レ リ.上 皮 細胞核 ハ概 シテ濃染セ リ.上 皮下結

締織 ト筋 層 トノ間 ニアル結締織 ハ疎 トナ リ液分 ニ富 ミ水腫状 ヲ呈 シ其纎維 束ハ電流 ノ方向 ニ從 ヒ放線状 ニ

排列 シ其 間ニ殊 ニ筋層 ニ近 キ部 ニ於 テ多數 ノ赤血球,多 形核或 ハ多核 ノ白血球及 ビ「エ オジン」嗜好細胞等

散在性ニ混在 セ リ.

平滑筋纎維束ハ稍 々狭細 トナルモ 其度著 シカラズ.核 ハ微 ニ淡染セ シモノ多 シ.筋 纎維 束ハ密 ニ排列 セ

ズ シテ 其間 ノ結締織ハ緩疎 トナ レ リ.

2) 陽極導子固着部膀胱壁

第6例　 ♂,體 重3110g,電 流1.0-0.7ma

肉眼的所見　 導子貼 置部 ノ膀胱壁ハ收縮 シ增厚 セ リ(第5圖).

組織的所見　 上皮竝 ニ上皮下 結締織ハ密 トナ リ上皮基底 部 ニ近ク輕 ク濃縮 セル多數 ノ上皮核 ヲ見 ル.上

皮下結締織 ト筋層 トノ間ニアル結締織 ハ緩疎 トナ リ水腫 状ヲ呈 シ所 々ニ多數 ノ赤血球及 ビ多形核或 ハ多核

白血球,好 「エオ ジン」白血球 ニ由 リテ浸潤 セラルル ヲ見 ル.

平滑筋纎維束ハ細挾 トナ レルモ ノアルモ其度著 シカラズ.然 レドモ 濃縮 セ シ短核 ヲ有.セシモノハ少 シ.

組織 内 ノ諸部殊 ニ上皮内,上 皮下及 ビ導子固着部 ニ近 ク出血 ア リ,血 管ハ極度 ニ擴張 シ充 血セ リ.

第4章　 總 括 竝 ニ考 按

上述 實 驗 成績 ニ基 キNaCl, KCl, CaCl2ノ 各 液 ヲ膀 胱 内 ニ滿 シ通 電 セ シモ ノ ノ所 見 ヲ相 比 較
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ス ル ニ,

陰極導子ヲ漿膜面ユ固着セシ部 ノ膀胱壁ハNaCl例 ニテハ菲薄 トナ リ上皮細胞核竝ニ上皮下

結締織細胞核 ハ膨大淡染 シ,筋 纎維束モ亦,狹 細 トナレリ. KCl例 ニテハNaCl例 ニ化 シ一層

著明ニ菲薄 トナリ,且 弛緩 シ上皮ハ剥離シ筋纎維束モ亦,著 明ニ狹細 トナレリ. CaCl2例 ニテ

ハ之ユ反 シ上皮下ニ水分ノ潴溜ヲ來 シ水腫状 トナ リ膨隆 スルコ ト恰モNaCl例 ノ陽極部ノ所見

ニ類似セリ.只,其 度輕微ナルヲ異ナリトス.而 シテ上皮及 ビ上皮下結締織ノ核ハ微ニ濃縮 シ

或ハ濃染 シ,筋 纎維束ハ稍々狹細 トナ レリ.但 シ其度著 シカラズ.

陽極導子ヲ漿膜面ニ固着セシ部ノ膀胱壁ハNaCl例 ニテハ陰極部 ト相反 シ上皮下ニ水分潴溜

シ水腫 トナリ著明ニ膨隆 セリ.上 皮及 ビ上皮下結締織 ノ核 ハ濃縮 シ或ハ濃染 シ筋纎維束ハ收縮

シ增厚セリ. KCl例 ニテハ寧ロ菲薄 トナ リNaCl例 ノ陰極部ニ類 シ上皮細胞核ハ膨大淡染セシ

モノ多數ニシテ筋纎維束ハ明 カニ狹細 トナ レリ. CaCl2例 ニテハ上皮下ニ水分瀦溜 シ水腫状ニ

膨隆 セシモNaCl例 ノ陽極部 ノ如ク顯著ナラズ.上 皮及 ビ上皮下結締織ノ核ハ徹ニ濃縮 シ或ハ

濃染 セリ.筋 纎維束中稍々細狹 トナ リシモノアルモ多クハ却 ツテ收縮 セリ.

此各例ニ於ケル顯著ノ差異ハ如何 ナル機轉ニ基クヤ次 ニ之 ヲ考究セント欲 ス.

以至ノ變化ガ直電流及 ビ膀胱内ニ滿セシ各試藥ノ兩作用 ニ基クハ疑 ヲ容 レザル所ナ リ.

直電流ノ影響ニ關 シテハ余 ハ曩 ニ家兎嗅粘膜ニ就キ之 ヲ研究 シ, 1) 組織 内外 ニ於クル液分

ノ流動,郎 チ電氣滲透, 2) 密度ノ變化,即 チBernstein Hoberノ 膜説 ニトク所 ノ陰極緩疎作

用及 ビ陽極緻密作用ニ由ツテ變化 ガ起ル旨ヲ述ベタ リ.

次 ニNaCl, KCl, CaCl2ノ 作用 ニ關 シテ ハNaClハ 微 ニKClハ 著 明 ニ細 胞 ヲ緩 疎 ナ ラ シメ,

 CaCl2ハ 却 ツテ之 ヲ緻 密 ナ ラ シム事 ハHober等 ノ嘗 テ述 ベ シ所 ニ シテ,最 近上 坂敎 室 ノ諸 氏 ニ

ヨ リ組 織 的 ニ モ立 證 セ ラ レ余 モ亦,嗅 粘膜 ニ於 テ之 ヲ證 明 セ シ所 トス.

仍 ツテ上述實驗成績 ノ所 見ヲ假 リニ 1) 電氣滲透, 2) 陰極緩疎作用或ハ陽極緻密作用,

 3) NaCl, KClノ 緩疎作用及 ビCaCl2ノ 緻密作用 ノ3機 轉 ニ作用 セシモ ノ トシテ説明ヲ試 ミ

ニ,

1) NaClノ 實驗例中,陽 極導子固着部ニテハ電氣滲透,陽 極緻密作用, NaClノ 緩疎作用ノ

3機 轉作用 シ其中NaClノ 緩疎作用ハ微弱ナルガ故ニ陽極作用偏勝シ,極ニ近キ上皮及 ビ上皮下

結締織ハ緻密 トナ リ,陰 極ニ向ツテ流ルル水分 ノ通過 ヲ妨ゲ上皮下ニ之ヲ潴溜セシメ爲 メニ膀

胱壁ハ水腫 ニ陷 リ膨隆 セシモノ トス(假 想圖1參 照).上 皮及 ビ上皮下結締織ノ核ハ濃染 シ或

ハ微ニ濃縮 セシガ是 シ陽極緻密作用ニ原因セリ.

陰極導子固着部ニテハ電氣滲透,陰 極緻疎作用, NaClノ 緩疎作用ノ3機 轉作用 シ兩緩疎機轉

ニヨリテ上皮ノミナラズ組織ハ一般 ニ緩疎 トナリ水分ヲ容易ニ通過セシメ,且 水流ノ壓迫ニヨ

リ壁ハ菲薄 トナリシモノ トス(假 想圖2參 照),上 皮及 ビ上皮下結締織 ノ核ガ膨大淡染セシバ

兩緩疎作用,就 中,陰 極緩疎作用ニ原因 シ,上 皮ノ離脱 セシモ亦,緩 疎 トナレル上皮ガ水流ニ
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ヨ リテ容 易 ニ離脱 セ シニ基 キ シモ ノ ト信 ズ.

假 想 圖

1 2

NaCl液 ヲ膀 胱内ニ充滿 シ通電 セ シ模型圖

(矢 ノ方向ハ水 ノ電 氣的流動 ノ方向 ヲ示 ス)

2) KClノ 實驗例中,陽 極導子固着部ガNaCl例 ノ陰極部ニ類 シ菲薄 トナ レルハ電氣滲透,

陽極緻密作用, KClノ 緩疎作用ノ3者 中KClノ 緩疎作用 ガ陽極緻密作用 ニ打 チ勝 チ,恰 モ

NaClノ 陰極部ニ於クルガ如ク極附近 ノ上皮竝ニ上皮下結締織 ハ緩疎 トナリ容易 ニ水分ヲ通過

セシメシニ原因セシモノト信ズ.而 シテ數多上皮細胞核ノ膨大淡染 セシ所以モKClノ 緩疎作

用ニ基クモノ ト思考 ス.

陰極固着部ノ著 シク菲薄 トナレルハ,陰 極緩疎作用 トKClノ 緩疎作用 トガ相重ナリ組織 ハ

著 シク緩疎 トナ リ電氣滲透ノ爲 メ起ル水流ハ容易ニ之ヲ通過 セシニ基ク.而 シテNaClノ 陰極

部ニ比 シ膀胱壁 ガ著 シク菲薄 トナ リシバ, KClノ 緩疎作用ハNaClノ モノヨリ遙ニ強大ナルガ

爲 メトス.

尚ホ兩極部殊 ニ陰極部ニ於テ平滑筋纎維束ノ著 シク狹細 トナ リシバ,田 中8)ノ報告セシガ如

クKClノ 爲 メ筋細胞膜ハ緩疎 トナリ鹽類ガ纎維内ニ進入シ其膠樣質 ヲ變化セシメ早ク收縮力ヲ

消失 セシメシニ基クモノニシテ,殊 ニ陰極部ニ於テ顯著 ナルハ, KClノ 作用ノ他ニ陰極緩疎作

用加 バリ多量 ノ鹽類 ガ纎維内ニ進入セシガ爲メトス.陰 極部ノ膀胱壁 ガ極 メテ菲薄 トナ リ,且

弛緩 セシモ一ハ此平滑筋細胞 ノ麻痺 ニモヨルナラント思惟ス.次 ニ筋 細胞核 ノ細長 トナウ濃染

セシバ細胞ノ形態的變化ニ伴 フ續發現象ニ外ナラズ.

次 ニ陰,陽 兩極部テ通 ジ上皮ノ剥脱 ヲ見 シハ緩疎 トナ レル上皮ガ水流ニゴリ容易ニ離脱 セシ

モ ノ ト ス.

3) CaCl2ノ 實驗例中,陽 極導子固着部ノ膀胱壁 ガ水腫ニ陷 リ膨隆 セシハ,電 氣滲透,陽 極

緻密作用ノ他ニCaCl2ノ 緻密作用ガ加ハ リ,極 部ノ上皮竝ニ上皮下結締織ハ密 トナリ水流ノ通
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過 ヲ妨 ゲ上皮下 ニ水分潴溜 セシニヨルモノニシテ其度ガNaClノ 陽極部ニ比 シ却 ツテ輕度 ナル

ハ組織ノ過度ニ緻密 トナ リシ爲メ,水 分ノ潴溜 が稍々困難 トナ リシニ基クモノト信ズ.而 シテ

上皮及 ビ上皮下結締織 ノ核ガ濃染 シ或ハ濃縮セシバ,全 ク緻密 トナリシニ基クモノ トス.

陰極導子固着部ニテハ膀胱壁ハCaCl2ノ 作用 ニヨリテ一般ニ緻密 トナレルモ極部ノ上皮ハ陰

極緩疎 作用 ニヨリテ全 ク緻密 トナルニ至ラズ爲 メニ水分ハ比較的ヨク上皮層 ヲ通過 ス.然 レド

モ緻密 トナ レル筋層ニ支ヘラレ上皮下結締織 ト筋層 トノ間ニ水分潴溜 シ膀胱壁ハ水腫 ニ陷リシ

モノトス.

尚ホ上皮及 ビ上皮下結締織 ノ核ガ濃染 シ或ハ微 ニ濃縮 セシハCaCl2ノ 緻密作用 ニ基クモノ ト

ス.

筋纎維束ハ陰,陽 兩極部共稍々狹細 トナ レル状アルモKCl例 ノ如ク顯著ナラズ是 レCaCl2ハ

平滑筋細胞膜ヲ緻密ナラシメ細胞内ニ鹽類ガ迅速ニ進入スルヲ妨グガ故 ニ筋纎維ハ早ク麻痺 セ

ズ初期ニハ却 ツテ鹽類 ノ刺戟ニヨリ收縮セントスル性質ヲ保有スルニ由ルモノニ シテ,殊 ニ陽

極部ニ於テハ纎維 ノ收縮 シタルノ状 ヲ推知スルヲ得可シ.比 較的多數 ノ細胞核 ガ稍々短縮 シ且

微 ニ淡染セシハ細胞 ノ變形 ニ伴フ隨伴的現象ナ リトス.

策5章　 結 論

1. Bernstein, Hoberノ 膜 説 ニ説 ク所 ノ直 電 流 ノ陰 極 緩疎 作 用 竝 ニ陽 極緻 密 作用 ハ膀 胱 壁

ニ テ モ確 メ得 タ リ.

2. NaCl, KCl就 中, KClノ 緩 疎 作用 及 ビCaCl2ノ 緻 密作 用 ハ膀 胱 壁 ニ テ モ確 メ得 タ リ.

終 リニ臨 ミ終始御懇切ナ ル御指 導 ト嚴密 ナル御校閲 ヲ賜 リシ恩師上坂敎 授 ニ滿腔 ノ謝意 ヲ表 シ併セテ

本研究ニ對 シ多大 ノ便宜 ヲ與 ヘラ レシ名古屋鐵道病院長松井博士 ニ深謝 ス. (4. 7. 8.受 稿)

主 要 引 用 文 獻

1) 岡 島,岡 山 醫 學 會雜 誌470號, 569頁,昭 和4年2月 號. 2) Hober, 3) Mayr, 4) Stubel,

 5) Zeiger, Schrider, 6) 加 藤, 7) 友 澤,拙 著,直 電 流 ノ嗅粘 膜 ニ及 ボ ス影 響,其2ニ 記 載 セ リ

(岡 山醫 學 會 雜 誌475號1684頁) 8) 田 中, 9) 佐 藤, 10) 鎌 倉, 11) 秋 山, 12) 岡島.

 16) 建,岡 山 醫 學 會 雜 誌,第469號,昭 和4年2月 號,岡 山 醫 學 會 總 會記 事. 13) Bernstein, Hober,

 14) Ebbecke, 7) 友 澤, 15) 佐 藤,拙 著,直 電 流 ノ嗅粘 膜 ニ及 ボ ス影 響,其1岡 山 醫學 會雜 誌.第

470號, 589頁 ニ記 載 セ リ. 17) 小 田,大 日 本耳 鼻 咽 喉 科會 會 報 第34卷,第9號.19頁.

171



2072　 岡 島 壽

附 圖 読 明

Fig. 1. 0.85% NaCl液 ヲ膀 胱 内 ニ滿 シ通 電 セ シ陽

極 部膀 胱 壁(擴 大 「ツアイ ス」 接 眼 ナ シ,

接 物燒 點7.5 cm,蛇 腹 長57 cm)壁 ハ上 皮

下 結締 織 ト筋 層 ト ノ間 ニ水分 ノ瀦 溜 ヲ來 シ

水 腫 状 ニ膨隆 セ リ.

Fig. 2. 同上　 陰極部膀胱壁(擴 大同上)壁 ハ菲薄

トナ レリ.

Fig. 3. 1.16% KCl液 ヲ膀 胱 内.ニ滿 シ通 電 セ シ陽

極 部 膀 胱 壁(擴 大 同 上)壁 ハ菲 薄 トナ リ,

 NaClノ 陰極 部 ニ類 ス.

Fig. 4. 同上　陰極 部膀胱壁(擴 大同上)壁 ハ著明

ニ菲 薄 トナ リ弛緩 セ リ.

Fig. 5. 1.7% CaCl2液 ヲ膀 胱内 ニ滿 シ通 電セ シ陽

極部膀 胱壁.上 皮下結締織 ト筋層 トノ間 ニ

水分 ノ潴 溜 ヲ來 シ水 腫 ヲ呈 シ膨 隆 セルモ

NaCl例 ノ如 ク顯著ナ ラズ.

Fig. 6. 同 上　陰極部膀胱壁(擴 大同上)壁 ハ上皮

下結締織 ト筋層 トノ間ニ水分 ノ潴溜 ヲ來 シ

水腫 ヲ皇 シ膨隆 セ リ.

o 水腫状 ニ變化セル部

v 擴張充 血セル靜脉

Kurze Inhaltsangabe.

Uber den Einfluss des elektrischen 

Gleichstromes auf die Blasenwand unter der Mitwirkung 

von NaCl, KCl oder CaCl2.

Von

Kotobu Okajima.

Aus dem anatomischen Institut der Universitat zu Okayama Japan.

(Vorstand: Prof. Dr. K. Kosaka).
Eingegangen am 8. Juni 1929.

Beim Kaninchen erfullte der Verf. die Harnblase mit 0.85%-iger NaCl-1.16%-iger 

KCl-bezw. 1.7%-iger CaCl2-Losung und befestigte eine unpolarisierbare Elektrode an 

ihrer ausseren Flache, wahrend die andere Elektrode auf dem Wege der Harnrohre in die 

Blase hineingefuhrt wurde, um einen Gleichstrom von ca. 1.0 Milliampere aus einer 

Stromquelle von 100 Volt 12 Stunden lang durch die Blasenwand durchstromen zu lassen.
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陽 極 部

Fig. 1. NaCl

Fig. 3. KCl

Fig. 5. CaCl2
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陰 極 部

Fig. 2. NaCl

Fig. 4. KCl

Fig. 6. CaCl2
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Die histologische Untersuchung der betrefenden Blasenwand ergiebt sich wie folgt.

1) Im Fall von NaCl zeigt die Blasenwand eine deutliche odematose Anschwellung 

an der Anode (Fig. 1), indem hier das Epithel und das subepitheliale Bindegewebe sich 

infolge der Anodenwirkung verdichten und zwischen ihnen und der Muskelschicht Wasser 

stagnieren lassen.

An der Kathode verhalt sich die Sache ganz anders. Die Blasenwand wird hier 

dunner und das Epithel ist teilweise weggeschaffen (Fig. 2), u. z. deswegen, dass das 

Gewebe dank der Kathoden- und Salzwirkung viel locker werdend der Elektroendosmose 

nichts in den Weg legt, und dieser Wasserstrom die Blasenwand bis auf eine dunne 

Schicht komprimiert und die sich nur locker verbindenden Epithelzellen leicht abspult.

Die Kerne des Epithels und des subepithelialen Bindegewebes sind im Kathoden-

gebiete aufgequollen und lassen sich mit Farbstoffe nur leicht farben, wahrend sie im 

Anodengebiete mehr oder weniger geschrumpft und intensiver gefarbt sind.

2) Im Fall von KCl wird die Blasenwand sowohl an der Kathode als auch an der 

Anode dunner (Fig. 3 u. 4), welch letztere Tatsache darauf zuruckzufuhren ist, dass die das 

Gewebe auflockernde Wirkung von KCl die Anodenwirkung uberwiegt. Daher ist der 

Befund besonders an der Kathode deutlicher, wo auch die Polarwirkung das Gewebe 

locker macht (Fig. 4).

Die Kerne im Epithel und im subepithelialen Bindegewebe sind im allgemeinen im 

Anodengebiete aufgequollen und lassen sich mit Farbstoffe schwacher farben. An der 

Kathode ist das Epithel vollstandig verschwunden.

3) Im Fall von CaCl2 zeigt die Blasenwand sowohl im Anoden als auch im Kathoden

gebiete eine odematose Anschwellung (Fig. 5 u. 6), wie sie im Anodenabschnitt bei NaCl 
der Fall ist, obwohl die Veranderung etwas schwacher zum Vorschein kommt.

Die Kerne des Epithels und des subepithelialen Bindegewebes sind in beiden Absch-

nitten, besonders aber an der Anode geschrumpft und lassen sich intensiver farben. Hier 

macht sich vor allem die Wirkung von CaCl2 geltend, indem das Gewebe im allgemeinen 

dichter wird.

An der Kathode jedoch spielt die Polarwirkung eine entgegengesetzte Rolle, so dass 

besonders die nicht so dicht werdende Epithelschicht leicht den Wasserstrom zufuhrt, 

welcher aber durch die dichte Muskelschicht gehindert zwischen beiden Schichten Wasser 

stagnieren lasst, (Fig. 6).

Im Anodengebiete wirkt der positive Pol in demselben Sinne mit der Salzwirkung, 

aber das Gewebe wird dadurch zu dicht und lasst Wasser nicht leicht stagnieren, so dass 

die Veranderung verhaltnismassig schwach zutage tritt (Fig. 5), wenn man den Befund 

mit dem des Anodengebietes im Fall von NaCl (Fig. 1), vergleicht.
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