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緒言

エジンバラ大学解剖学の Bell(1811)が，脊髄前根

が運動性神経であることをはじめて見出した。これは

ピンセットか前根に触れると，背中の筋がピクッと動

いたというものである。これから11年して，コレヂ・

ドフランスの生理学の Magendie(1822)が後根を全

て切断した仔犬は，皮膚の知覚を喪うことを確め，後

根は知覚性であることを証明した。脊髄根について，

両者のはたらきを合せて. Bell-Magendieの法則とい

う1)。生理学では，重要な法則が若干あるが，これは

その一つである。前根は前柱に運動神経細胞があり，

これから遠心性にでて，骨格筋を支配する運動神経と

なる。後根は皮膚から求心性に上行する知覚神経で，

この神経細胞は脊髄神経節にあり，二極細胞である

(図 1)。脊髄神経の求心、路(後根)と遠心路(前根)

とは，脊髄根の段階では，明確に区分されているが，

脊椎を出ると，両者は合ーして末梢神経となり，ここ

では求心路・遠心路は簡単には区別できない。 Bell-

Magendieの法則は，本来が体性神経系についての法

則である。

自律神経の場合は，脊髄の自律核は側柱に起原があ

り，ここからでる自律神経の遠心路は，前根と経過を

ともにする。脊椎をでてからは，神経節を経て、再び

体性神経に含まれて経過するものと，別個に内臓諸器

官に分布するものとがある。一方，自律神経の求心路

については. Langler)は体性神経系の求心路と区別

できないといっているように，後根を求心的に脊髄に

入る(図 1)。すなわち，自律神経系の場合も. Bell-
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Magendieの法則に一応当てはまるということができ

るo しかし，自律神経系においては，若干例において，

この法則にあてはまらない事実がでている。その一つ

は，下肢に分布する血管拡張神経3，引の場合であり，

他は消化管の運動促進神経5)の例である。

A 後根性血管拡張神経

下肢に至る血管運動神経(血管収縮神経と血管拡張

神経とがある)の経過をみると，脊髄側柱を発した血

管収縮神経は，前根と共に経過し，脊椎をでると，一

旦交感神経幹の神経節でニューロンをかえて，体性神

経である坐骨神経に含まれて，下肢に分布する印。

一方，血管拡張神経は，後根を遠心性に経過し，脊

髄神経節を経て坐骨神経と合ーして，下肢に分布する

といはれる。しかし，下肢の血管拡張現象は，通常そ

の発現が難かしく，血管収縮反応のようには，イ中々血

管拡張現象がとらえられないところから，後根性の血

管拡張はアーティファクトであるという意見もあって，

種々見解が分れるところである九

坐骨神経あるいはその後根を刺激して，下肢の血管

拡張を始めてみたのは，坐骨神経では Goltz(1874) 8) 

(カエル)，後根では Stricker(1876)剖(イヌ)である。

一方 Bayliss(1901) 7)は，これは知覚神経を末梢性に

刺激しておこる逆伝導作用 (anti-dromicaction)で

あって，いはば，異常な状態でおこる現象であるとい

い，血管拡張神経の存在を否定している。

坐骨神経に種々な刺激を加えた場合には，主として

血管収縮神経の効果のみがあらはれて，血管拡張作用

は，容易にはみとめられないところに，問題がある。

血管拡張をみるためには，神経の刺激方法を工夫せ

ねばならない。楠乳類や両棲類では，切断された坐骨

神経の末梢音f¥に，強度，頻度，期間を種々変化させて，

電気的刺激を加えた場合，緩徐な感感電流や，弱い平

流電気が有効である7，8，10)といはれ，あるいは機械的

刺激が有効ともいはれる7)。さらに化学的刺激が有効

であるともいう九またこれらの神経刺激は，神経切

断後，数日経過して，血管収縮神経が変性したあとで，

刺激をすると，初めて血管拡張が認められる7，8)。あ

るいは，下肢を予め，寒冷に保っておくことが必要で

ある10)などといはれている。

坐骨神経刺激による下肢の血管拡張を，いつでも，

誰れでも，容易に生起させるための条件を見出すこと

がまづ肝要であろう。

1 坐骨神経についての実験3)

著者はカエルを用い，坐骨神経の刺激による骨格筋

の運動を除くために，クラーレ麻酔を施したのち，腹

位に国定し，みずかきを小孔を穿ったコルク板上に張

り， 120Xで毛細動脈を検鏡した。毛細動脈は祉骨に

平行して走る小動脈から，みづかきの膜面部に向けて

直角に分岐するものをいい，口径 15-40μで，血流

極めて速く，時に律動性収縮を営む。

まづ，坐骨神経を大腿部の中央で露出して切断する。

切断直後4-5秒して，毛細動脈は急速に著明な拡張

を来し， 5秒以内にその頂点に達する。拡張率は25-

60%のものが最も多く，時には100%拡張するものも

ある。拡張した血管は，時間の経過と共に，もとの口

径に復するが，徐々に次第に回復するのではなし拡

張した状態から，突知もとの口径に復する。回復まで

の経過時間は，個体差が多いが，数時間から十数時聞

かかる。時には 3-10分で，復旧する例もある。遅く

とも48時間内には，拡張した血管口径はもとに復する。

この坐骨神経の中枢離断により，拡張した血管口径が

もとの口径に回復しない聞は，その後の坐骨神経の刺

激突験は全て無効である。血管口径が正常に回復して

いることが，血管拡張反応をみるためのもっとも主要

な条件である。これまで血管拡張をみとめなかった多

くの研究は，この血管口径が回復していたか否かを確

めることを怠った結果と考へられる。

a 電気的刺激

i 強直性感庭電流刺激では，一般的には血管収

縮のみ生ずる。章一感感電流刺激(巻数10，000，

2，2-4.4 V，巻軸距離50mm)で 1秒 1回の刺

激で，毛細動脈は拡張した。

34.0 μ→54.4μ(拡張率60%)

拡張は坐骨神経刺激開始15秒後に生じ，刺激終了

3.6分後にもとの口径にもと守った。

11 平流電気 (4.4V) 1秒 1回の割にスウイッチ

を開閉した。流れた電流は 0.2rnAである。

34.0μ →57.8μ(拡張率70%)

拡張がはじまるまで10秒を要し，刺激終了後血管口

径がもとに戻るのに8.16分を要したo

b 機械的刺激

1 切断実験

毛細動脈の口径が，正常にもどっていることを確め
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たのち，切断された坐骨神経の末梢端をさらに鉄で一

回だけ切断した。いづれも 4秒の潜伏時ののち血管は

著明に拡張した。

13.6μ →21. 75μ(拡張率60%)

20.4μ → 34.0 μ (拡張率60%)

拡張した血管は 3分および5.8分して，それぞれも

との切断前の口径にもと。った。この切断実験後44-91

時間たって，さらに坐骨神経の末梢端の切断実験を

行った。この間，動物は 13"Cの氷室に保存した。

14.96μ → 30.6μ(拡張率100%)

23.8μ →34.0 μ( " 43%) 

13.6μ →27.2μ( ~ 100%) 

坐骨神経が健常であるかぎりは，切断という刺激に

より毛細動脈は常に拡張し， 3.7-7.0分以内にもとの

口径に復している。

ii pinching 

坐骨神経をピンセットで l回だけ強くつまむことに

より， 5-7秒後毛細動脈は拡張を来した。

19.04μ →27.2μ(拡張率43%)

27.2μ →34.0μ(拡張率25%)

拡張した血管は1.5分後には，もとの口径に回復し

た。

III 結繋

坐骨神経を絹糸で強く結査をする。 5-6秒の潜時の

のち，毛細動脈は拡張した。

化学的物質 作用時間(分) 潜時(秒)

エーテル

10%アルコール

2.5%ウレタン

2%ニコチン

1%塩酸

1%石炭酸

2%酢酸

5%乳酸

2%炭酸ソーダ

1%アンモニア

芥子油
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20.4 f1→30.6μ(拡張率50%)

27.2μ →34.0 μ( ク 25%)

いづれも 2-3.8分以内に，結殺したままであるが，

血管口径はもとにもどった。

c 化学的刺激

坐骨神経に化学的物質を作用させた。全てリンゲル

液のj容液として用いた。大腿部の上に蝋紙をおき，そ

の上に坐骨神経をのせた。化学的物質は小綿球に浸し

て，坐骨神経の上に置いた。

結果は下表のようで，明瞭な一過性の血管拡張反応

をみとめた。

以上の実験より，次ぎのようにいえよう。

坐骨神経を切断して，中枢との聞を離断することに

よって， toneのとれた拡張状態にある毛細動脈は，

如何に刺激を加えても，新らたな拡張を生ずることは

ない。口径が刺激前の値に復しているかどうかを確め

ておくことが，この実験を成功させる鍵であるといえ

よう。

この口径の回復と関連して， Goltz7)をはじめ，一

般に坐骨神経を刺激して血管拡張をうるには，神経切

断後2日以上経過したものにおいて容易にみられると

し、つ。
これは一つには48時間を経過すれば，殆んどの動物

では，口径は回復しているからである。

もう一つの理由として，血管収縮神経は血管拡張神

経よりも先きに変性するから，切断後時聞が経てば，

血管収縮神経の刺激効果は無効になり，血管拡張神経

の刺激効果のみ発現するという意見7刈がある。

しかし，著者の実験では，血管収縮神経の作用は，

口径の変化(μ) 拡張率(%) 回復時間(分)

20.4→27.2 33 0.34 

23.8→44.2 86 0.67 

27.2→30.6 38 2.34 

20.4→35.36 67 2.5 

17.0→23.8 40 4.25 

20.4→34.0 67 2.5 

20.4→34.0 67 0.67 

23.8→47.5 100 2.5 

23.8→44.2 86 2.92 

20.4→30.6 50 3.34 

27.2→40.8 50 2.5 
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坐骨神経切断8日後においても，なほ坐骨神経の刺激

により，みづかきの血管収縮をもたらしている。

機械的刺激(切断， pinc凶19，結繋)と種々の化学

的刺激は，坐骨神経の刺激において，極めて優れた刺

激法であることが確められた。

2 後根についての実験4)

みずかきの血管拡張をみるためには，坐骨神経では，

神経の切断実験がもっとも確実，有効な方法であった

から，この方法を脊髄後根に適用した。

クラーレ麻酔カエルで，腹位に固定し，脊椎を開き

後根を露出する。

i 中継との聞を離断した例(前根は無傷)

第 9後根 34.0 μ→27.2μ →51. 0 μ→34.0 μ 

第 8後根 34.0μ →44.2μ →34.0 μ 

一側の第 9後根を初めて切断するときは，一過性に

みずかきの毛細動脈は収縮したのち，拡張を示した。

引続いて，同じカエルで第8後根を切断したが，こん

どは一過性の収縮を示さず，直ちに血管は拡張した。

いづれも 2-3分以内にもとの口径に復した。

別のカエルで、予め同側の前根を切断しておいた。

第 9後根 13.6μ →40目 81'→20.4μ

第 8後根 27.2μ →13.6μ →40.8μ →27.2 

第9後根の切断は，直ちに下肢毛細動脈の拡張を示

し，第8後根の切断は，一旦血管の収縮を生じ，のち

拡張を生じた。

第9後根の切断による血管拡張の効果は，常に第 8

後根の切断よりも勝っていた。第 7後根の切断では，

みずかきの血管口径に変化を生せず，第10後根では，

稀に血管拡張をみる例があった。

11 後根の末梢端をさらに切断した例

第8後根 40.8μ →47.6.u→40.8μ 

第 9後根 40.8μ →54.4μ →40.8μ 

このさい血管は一過性に収縮を呈することはなく，

血管は直ちに拡張した。

111 前根を切断した例

第 8前根 37.4μ →21. 75μ →37.4μ 

第 9前根 34.0μ →30.5μ →34.0μ 

前根の切断は必ず血管の収縮を来し，これは直ちに

(1分以内)回復した。このさい，後根の切断の有無

とは関係がなかった。

切断した前根の末梢端をさらに切断した例

第 8前根 37.4μ →23.8.u→37.4μ 

第 9前根 27.2μ →20.4μ →27.2μ 

初めて中枢との問を離断するときと，全く同様で，

一過性の血管4又縮がみられたが，拡張する例は全く遭

遇しなかった。

以上の実験により以下のように結論できる。

第9・第 8の脊髄後根の切断実験は，みずかきの血

管口径が正常の状態にあるときは，常に毛細動脈の拡

張を来した。しかも前根の切断実験では，常に一過性

の収縮のみで，血管拡張はみとめられなかった。

以上，坐骨神経およびその後根についての実験は，

みずかきの血管拡張神経は，後根を介して坐骨神経に

含まれることを示すものである。

B 後根性胃小腸運動促進神経

本来，胃小腸運動の神経支配は，延髄からでる迷走

神経(副交感神経)という運動促進神経と，胸髄を発

して大内臓神経(交感神経)を経過する運動抑制神経

の二重支配である2，6，11)。

胃小腸に至る大内臓神経は，胸髄の側柱に起原して，

前根を経て脊椎外にでて，胸部交感神経幹の神経節で

はニューロンを換えず通過し，腹腔神経節・上腸間膜

神経節でニューロンをかえて，胃小腸に分布する(図

2)。

胃小腸を効果器官とし，大内臓神経を遠心路として

多くの胃小腸運動抑制反射が成立する5)。しかし，多

くの胃小腸反射の例の中には，大内臓神経を遠心路と

して運動促進反射が成立する場合に，しばしば遭遇し

た。例へば，前庭迷路から，小腸・大腸から，勝脱か

ら，また体'性神経の求心性刺激や，眼球の圧迫，頚動

脈洞反射等で，大内臓神経を介する運動促進反射が成

立した12)。反射というのは，動物の状態が良い時にみ

られるもので，特にシナップスは生理的に良い状態に

あることが必要であるから，上記の例のように反射が

成立することは，大内臓神経が運動促進の遠心性経路

となりうるものと確信させるものである。

1 胃運動促進反射

図3はイヌにみられる迷路ー胃運動促進反射の一例

である。この動物は，予め中脳の上丘・下丘聞を切断
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@一一一 求心路

・ー一一ー 遠心路

図2 大内臓神経の脊椎内経路

し，さらに両側迷走神経を頚部で切断し，胃と延髄・

脊髄の中枢神経系とは，大・小内臓神経のみで神経連

絡を保たせである。

前庭神経の中枢端を電気的に刺激すると，著明な胃

運動促進を生ずる(迷路一胃運動促進反射)。このと

き大内臓神経の胃校から記録した活動電位は，この胃

運動促進反射の問，著しく増加する。これはこの反射

の遠心路が大内臓神経であることを明瞭に示している

(藤井13))。

同様のことは，勝脱ー胃小腸運動促進反射，大腸

胃小腸運動促進反射，小腸ー胃運動促進反射，体性神

経の求心性刺激による胃運動促進反射などで，大内臓

神経は，迷走神経とともに明らかに運動促進反射の遠

前庭神経中枢端刺激

内臓神経

胃枝の速二二ニニニ土土士士竺士士竺士竺竺 竺
心性放電一-竺竺竺竺J~

刺激開始時点 1 sec 百

図3 迷路- 胃運動促進反射(イヌ).上・ 下丘間切

断，両側迷走神経切断後(内臓神経は無傷).

前庭神経中枢端刺激

(藤井一元. 197613
)) 

心路であることを示した問。

2 大内臓神経の刺激実験

大内臓神経は本来，胃小腸の運動抑制神経であるが，

これが運動促進の経路となる事実は，従来から多くそ

の例がみとめられていた。そのための条件として，

種々なことがあげられており，これは前項の坐骨神経

の刺激による血管拡張の場合と同様である。すなわち，

大内臓神経に加えられる電気的刺激の条件に左右され

る。腸壁の状態が toneが保たれているか否かに関係

する。また動物の麻酔の有無に左右される。運動促進

を生ずるのは，縦走筋 ・輪走筋のそれぞれの相互関係

がある。さらに，他側の大内臓神経が切断されている

か否か，また迷走神経切断の有無が関係する。あるい

は副腎の有無，血行の状態，腸壁が酸素不足の状態に

あるときの影響等々，大内臓神経の刺激による刺激効

果の逆転(運動抑制から運動促進に転ずる)の要因に

ついて，これまで多くの追及がなされたぺ

図414)は無麻酔脊髄イヌ(延髄・頚髄問で脊髄を切

断しである)で，切断した大内臓神経の末梢端を刺激

したものである。胃小腸の運動は，それぞれリンゲル

液を満したゴム嚢を挿入しておき，その動きを描記さ

せた。運動抑制とは運動が滅弱し，レベルが下り，収

縮数が減ずる(図 4A)o2.2 Vで感感コイルの巻軸距

離 (CO)lOcmでは，胃小腸の運動は抑制された。

ところが，同じ大内臓神経を CO12cmで，前者よ

り弱い刺激を加えるときは，同じ動物の胃小腸の運動

は著明な促進反応に転じた(図 4B)。すなわち，胃小

腸の運動は増大し， リズムが増え， 緊張が高まり，図

ではレベルが上昇した。
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A 

左大内臓神経末柏、端刺激
CD=10cm 

B 

左大内臓神経末檎端刺激
CD二 12cm

図4 大内臓神経の刺激効果の逆転(無麻酔，脊髄イ
ヌ)14

6干j;

(Semba & Hi仕raoka丸.195714
)ワ) 

このことは，麻酔イヌでも同様で、，大内臓神経が比

較的強く刺激される場合には，胃小腸の運動は抑制さ

れ，刺激が比較的弱い場合には，運動は促進される傾

向にあった。

3 ニコチン塗布実験

イヌの腹腔神経節および上腸間膜神経節に. 500X 

ニコチンを浸した小綿球をおいて，これらの神経節を

遮断した。もしこの神経節でニューロンをかえる神経

細胞があれば，その神経細胞はニコチンで麻療される。

神経節遮断後，大内臓神経を刺激した例を図 5に示し

た。

神経節遮断前は，大内臓神経の刺激は，胃小腸とも

に運動抑制であった(図 5A)。同じ刺激が，神経節に

ニコチン塗布後は，胃小腸いづれもが著しい運動促進

A 

反応に転じた(図 5B)14)。

全ての実験例において，これら神経節にニコチン塗

布後は，大内臓神経刺激による胃小腸の抑制反応は，

必ず促進反応に転じた。抑制神経の刺激効果は無効と

なり，促進反応のみがみとめられた。

大内臓神経の刺激効果の逆転を生ずる必要条件は，

神経節のシナップスを遮断することであるといえる引。

大内臓神経内には，腹腔神経節・上腸間膜神経節でシ

ナップスを作る運動抑制神経と，ここではシナップス

を作らない運動促進神経とが混在していて，ニコチン

はシナァプスを作る抑制神経細胞に作用して，その刺

激効果を無効にするめが，ここでシナァプスを作らな

い促進神経は何ら影響をうけないことを示しているに

他ならない(図 6)14)。

B 

6tT 

にニコチン塗布後，同じく刺激

図5 大内臓神経末梢端刺激による胃および小腸運動

の逆転(麻酔イヌ)

A:遮断前 B:副腎静脈結致，腹腔神経節に

ニコチン塗布後，大内臓神経刺激

(Semba & Hiraoka. 195714
)) 
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4 後根についての実験

運動促進神経の起源をさぐるため，大内臓神経の脊

髄根に遡って刺激を試みた14)。イヌの胸髄 T7の前

根の末梢端刺激は，常に胃運動の抑制と toneの低下

を示すことは，図 7Aのようである。これは刺激の種

類をどのように変えても，刺激が有効である限りは，

つねに運動抑制であった。しかし，同じレベルの後根

を切断して，その末梢端を刺激すると，これは常に胃

運動の促進反応を生じた(図 7B)。この反応は麻酔イ

ヌでも，無麻酔脊髄イヌでも同様にみとめられた。促

進反応をうるために，腹Jlli'i:神経節などにニコチンを塗

布して，同神経節などを遮断する必要はなかった。

このことによって，また藤井13)の活動電位の研究

から，大内臓神経に含まれる運動促進神経は，後根を

通ることは決定した。すなわち，胃小腸の運動抑制神

経と運動促進神経とは，胸髄ではそれぞれ起原を異に

することを示唆させるものである。抑制神経は胸髄か

ら前根を経由し，促進神経は後根を介して発し，脊椎

外では両者は大内臓神経として経過することを示して

いる。

5 胃運動促進神経の胸髄における起原

イヌを腹位に固定し，その胸椎を開き，背面から胸

髄内へ径 20μ の箪極電導子(尖端を除いてコーテッ

ドしである)を垂直に 1及至数mrnの深さに挿入して，

弱い電気的刺激を与える。胃運動に変化をみとめたと

きは，刺激電極を動かすことなく，瞬時直流を通じて，

刺激部位を熱凝固させ，のち組織標本を作製して，刺

激部位を決定した。胃運動の抑制反応あるいは促進反

応に応じて，その部位をそれぞれ抑制点(企印)，促

進点(・印)と称して，その分布を示すと図 8のよう

である15)。

電極が胸髄背面より比較的深い部位(腹側寄り)に

位置するときは，概ね抑制反応が多く得られ，電極の

位置が浅い場合(背側寄り)では，促進反応が多く得

られた。抑制点は，腹側からでる前根を介する抑制神

経に，促進点は背側からでて後根を介する促進神経に

つながるものと理解できる。呉16，17)はその脊髄副交

感神経説において，脊髄の小径有髄神経線椎は後根を

ニコチン 遠心性にすすむという。自分らのこの生理学的実験は，

呉の組織学的研究に支持されるものといえよう。

図6 抑制神経は神経節内でシナップスをかえ，促進

このようにして，胸髄では胃運動抑制神経と促進神

経εは，それぞれ別個に起原し，抑制神経は前根を介

し，促進神経は後根を遠心性にすすみ，胸椎をでてか

らは，両者は合ーして大内臓神経をつくり，抑制神経

は腹腔・上腸間膜神経節でニューロンをかえ，促進神

経はここではニューロンをかえることなしそれぞれ

胃小腸に分布するということができる。促進神経が脊
神経はここを通過する。ニコチンはシナップス

に働色抑制効果を無力にする。

(銭場， 19795
)) 

A B 

T7前干&則激 T7f;虫干跡。激

図7 胸髄前根および後根の遠心性刺激と胃の運動

(麻酔イヌ).

胃運動曲線上の細かい動きは呼吸による

(Semba & Hiraoka， 195714
)) 

6手少
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己旦血ーl

図8 胸髄における胃運動抑制点・促進点の分布(イ

ヌ)

企抑制点 ・促進点(大は 3例，小は l
例)

nd:背核， nil:中関外側核

min:中間内側核

(Semba， Fuju & Fuju， 197015)) 

髄神経節でニューロンをかえるか，あるいは胃壁内で

ニューロンをかえるかは，未だ明確ではない。これか

らの問題である。この胃運動促進反応は，アトロピン

で消失するから，コリン作動性神経である18)。

結 語

坐骨神経あるいはその後根を刺激してみとめられる

カエルのみづかきの血管拡張機転と，イヌの大内臓神

経あるいはその後根を刺激してえられる胃小腸運動の

促進反応という二つの現象から，脊髄に起原し，後根

を遠心性に経過する血管拡張神経と胃小腸運動促進神

経の存在を確めた19)。かくて自律神経系においては，

その分布経過において，体性神経系とは異り，必ずし

もBell-Magendieの法則に従がはないものがあるとい

わねばならない。
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Summary 

It was demonstrated that the vaso-dilator never which supply to the blood vessel of frog's hind limb, pathed 

efferently though the dosal roots from the spinal cord. 

Also it was confirmed that one of the motor efferent nervous pathways to the dog's stomach and small intestine 

was contanied in the splanchnic nereve through the dorsal roots from the thoracic cord. 




