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NEURAL CONTROL OF BLOOD GLUCOSE LEVEL

Akira NIIJIMA
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Main topics on the neural control of blood glucose level wore reviewed with

special references of their backgrounds. They were summarized as follows : 1) An

increase in blood glucose concentration activates the vago-pancreatic system and

suppresses the sympatho-adrenal system, and a. decrease in blood glucose concentration
causes the opposite response. 2) Sympathetic innervation of the liver may play a role

in eliciting a prompt hyperglycemic response through liberation of norepinephrine from

the nerve terminals, and the synergistic effect of the vagal innervation and the humoral

factor(insulin.) results in glycogen synthesis in the hyperglycemic condition.

Furthermore, the glucose-responsive afferents from the liver seem to initiate a reflex
control of blood glucose level. 3) The gustatory response of early rise in insulin

suggests that stimulation of sweet taste receptors activates pancreatic efferents via

the vagus, resulting in increased insulin secretion, A response of increased insulin is
produced when intestinal glucoreceptors are stimulated. 4) The integrative functions

of the hypothalamus and medulla oblongata through neuronal networks on neural

control of blood level are evident.
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顧みるとヲ昭和望息鞍に新潟医科兼学を卒業しち生理尊

顔室に′鬼局してから櫓岱隼も昭J"経書が流れている･来賓最
いよ雪でもあり,----隣のうち払過ぎたような漁もする.

Å局当時は教授をこなれ招宴かりで新進･窺親の高森健太郎

顔鰐のご指導を射すたか高木教授のもとでを射勾部環境桓

節鱒摩殿･拶潤をおこな-〃つたがきまたち後年高森教室で研

究が寒いをこし進展した皮膚狂奴尉済兜のお手伝いもし∴紅
これ′£)の研究がきっかけをこなって後年をこ至り代謝調節をこ

;目早fl.来轟汗十､か照i:r;L三i畑∵巨∵上し黒崎 Il.博卜

のもとで単-瀦経繊維鯵轍法を習済すること鮒と㌢栗平い

在野胴 の研究部最として第-線で活躍しておられる中

臣鶴東教授が名古殿東学-移られた恩 威嘉兼学より内

蔵耕二発数が教授kLて着経されたが学内瀦教授は-顔
∴､神ミ■畑~理宣言il･l:十守口 1甲日日 ∵阜∴上古.(.与抽桝緑

をこよる数理学野草究呼招襟神経整理学をこも深く興味をも-｡

ておられ,内蘭教授のもとで助教授として内臓求心系や

遠心糸の研究を開始することが出来た*昭和塊翌年に内園

教授は東京太準教授として転任選れぅ私は辛いにも閲幣

教室室轄とな机法楽脅EIjまで望5年間皆様のご援助をこよを〕
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鍔y-山部としてヒギガエルの肺を友西だする迷走神経の潔心

衷 1 日lト̀l､川11Tl＼Ⅰ汁ニト号∴L＼lこし'LI

t.トIt証し)ト日日thtlmt･'宜1日..I.日､il伸,7-トく}【‖hl＼本t,汁;l〕
t汀,Ll';l!トミ!1両LいこIt111】叫tht,こIt.i､tl心､トti＼L(､し､;川.汁
1高一r.LiJ=り../mLhllt-トド日.itLrさ..-i7Ltけ-Hlほ.

∴トtHiiLLト日日血､mlll!-川..･し車Hrト出血Lm;州1m.･.lh

∴トーし1し~1it､O,TILht､1雄It:小し､トド‖ト川-ト;m(ト叫1いけし､(､伸小
高血･い川-t証ll'､l,:IljL､州̀し､1.,1丹(･1.'lHト∴･.

;.ト川LIjlL･ト日日lh'､I-1上tii日日トIl盲l)hL､1＼＼.付目吊り川日直いト
トLIlt､＼Lt上州(Itllt､;lt､i汀i号くけ＼r晶＼什trl】(､汗…＼tlh
i-1i目し､t.i,二は.1盲＼'什:in(~巨1Ll.I-'11こlil由Tl'.i_l川ミ:
付卜丁･-_

:,,トl川lil､トt.rtht､しゝt'(八･tトりiATltll汀t,い一里晶､ト日日tt.】し一
二Il･1両tit-トl'r＼･iトし､Llt-こliL▲什(_▲h､=hi=(!こi什し､ミttl=tト.

Ltl-こiヾ=-ill.し､し､[工さ()川.･lt')トl;ltill∴＼＼l'-.19トl
lt?tip:--･･.

繊維活動の研究を縛ったがやそれをこ引つ机､てカエルの

偽像内臓の機械刺激をこ応答する受容器の研究を行ない夢

より対照を温彪敷物に変え腎騒,肝臓の圧受容器の研究

を行ったが,扇ぎ眉野中をこアドレナリVで抑制をおこす求心

線維が存童凍ることを鳳出し,化学受容器をこp興味をもつ

神経による血糖調節機構の研究

通う肝㌣騰静内脈系をこ存在する酌LJニ1--スセンサ-の役驚gJ

榊訂卜{=i･.･､~_:し1当‥隼fr-lillil】ド雨了が.＼こIhlT･い誌

上結党表した肝騰ダルニ3-ル鼠受容器の論文を読んだこと

髄腔翻こ射し二才--鼠を授与ずると,脳-殿血流車齢ぬ糖

深受容野がありき門脈鹿職血糖増狛こ応を:て迷走神経陸

モルモット肝施療迷走神経標本をつくり門脈より招軒静脈

上界させると芦迷走神経肝臓枝の澄心性神経活動が抑制

されることを鼠捜したゐこの効果はダルニト-濃紅絹等殿的

た抑制の程度は液洗液のダ}i/二言---,ス濃度に儀存すること

も認められた分立mSiもuの実験で辛二指腹をこ等張グルニ3--

描;Lj.F江上㌣∵∴∴十､座･1､十瀬畑､､左裾ii∵亘巨 ･､Lt､1,

程度に応じて迷走神経肝臓枝昭求心活動は減少し,ミラh--

ィ.潔--ジを藷志すことが観察されたナさらに門脈血の泊上擦

レペグL,と迷走神経肝級枝の求心性活動頻度とは反比例の

関係を示すことが認められた5日因逢う.このような活

動方式は後述の視床下部外側野苧および延髄孤束稜に存

在するダルニ3-ス感受性こ:1---ロンの活動方式とよく似

ておを二㌦ ダルコ-スによる抑制効梁がウァバイソをこより

宮畑＼リ‡PT,←~工 'rLl.p∴:･･欄甘勅鉦二守立 二三Ii… 1ヽ

.L再1､t州､ソIXIT･･;i.･tf照く日払持上ト:了.∴恒一神軒j凋違

扱げ)求心性活動はダルート-ス授奪-の萌葱とは適をこ増強す

ること亨が観察された血ウァバイソは膜のN挽ポジプ

こ'-､.＼′lll'こ1.W う_骨_宮て∵-町lJi:.~仁ry:畑/ll'十㌧ 上ト

巌をおこすことが知られているのでヲ上露だがう窯験結果と

併せて考えるときm脈血糖値の上界による溌心性活動の

抑制は,求心性終末内部をことりこまれたグルこ1--スより

生産された鬼甘酢が神経終末膜のN絶ポンプの活動を

高めて過分桓をおこし賢求心性活動を減少させると推測



粧L.1:,:IT甘.紅い､回顧㌧将来-､∴~巧･門.早 1～,);T)

ハ･[∩･J､:i二
二二!

こし;LIJ ∴jJ J山 ⊥lL;J コJO

(･L

rヽ}

.1Lltl'i

.ヽ1

C)

nJ

nU

r;)

(l

rr,

TJ

Hl嘗us将門

pJ_F･lJ･rIhI･L､t.1E:FL上し､､､1-1く.丁･∴TVl1L)L的｢亡=1

図像肝碑⑳門脈ダル=3-ス感受装置からの求心性シグナル(済窺う
差三日Bをヨ脈血糖値と迷走神経肝燐技の求心性活動頻度
右…十二指腸内;lここガルコ-又を注入したときの門脈血糖値と

迷走神経肝臓枝の譲心性活動の変動

すること糾臼来る,この方式は中枢のダルこて-_鼠感受性

こユ-ロソのものと同山である.このことから肝旬門脈

のダルコ-封こ関する求心系は,ダル二ゴ-ス受容器とい

うよりダルコ-ス感受性求心線維と呼ぶ叢が適切であるを

その練岡山兼学酪学部の足立教授らの所動こよりこ卵嚢

心素は延髄孤束鱗のダルコ-ス感受性ニュ--首コソをこ風力

していることが証明されておりさらにはき丸灘快挙の光

村教授ら研究により視床下部外側野摂食中枢のダルコ小

弟感受性ニュ-口調こ底力することが確かめられているD

ウサギ習モルそ､アトでPw-3脈翻こダルニ3-弟溶液を狂風す

ると,反射性をこ迷渡神経静勝枝翻遠心性活動の促進が観

察された(図慧献上 この反応は迷走神経肝嘗二勝枝をあら
かじめ壊断しておくと起らないので苧迷走神経肝臓枝を

求心銘とする反射であることが叡茅か-｡た叛 ダルコ--ス

感受性神経終末の局在個所6)紅ついてほう迷速神経肝臓

枝をつけて切り出した門脈標轟を表面潅流L磨壌翻こも
ダルコ-弟をこよる濠心性活動の鋼橋絹がみられるので野終

末は門脈壁に存在することが予測される斗殿鼠 新潟太

をこ【はかなりの数の神経繊維の克行がみられ晋そ殿終審と

思われる先端部舟が門脈壁をこ頭を出している像が得振れ

ているやこれらの求心繊維の伝導速度はほとんどが且Eni/

紗蹴りFであり無髄繊維であることを示しでも､る¢

以上の研究で小腺から吸収されたダj払コ-一議はまずm

脈翻こ丸-｡た時点で神経情報として中枢をこ伝えられ,摂

食行動済節や内線反射をおこすことが明らかとなって釆

たが芳小腺で吸収される以前にも味覚刺激として働いた

り字朴腺のダルニト--ス受容器を刺激することが塵鰯き如.

たか

郡 味覚受容器および腸管ダルコ-ス受容藤の鹿療繭飴

をこ巣､一軒役割

血しつつ餅を与えると,ラットが鮪を食べ始めてから且

flu/m息程度をこ急速をこ上界ずるが予鰐を腎翻こ提Åし

たのではすこの急速上窮磯は出現しないことを観察した

この窯駿をこ開適して,ウレ汐ソ噸タロラロ-ズ麻酔ラッ

トで迷走神経輝線綬職遠心性活動を記擬しつつ5-逢わ%
ダルコ-ス芦ある摘ま逢餌%庶療液を葦をこ5分間滴下する

5%食塩水投与では神経活動の抑制がおこ畑 率かポカ

イソを雷をこ塗布した後では上記の反応ほおこらなかった抄

ダ絡コ-絹や庶糖をこよる鰐勝枝促進腹舶豊雷の骨鴎慶事

審からのイソ演リソ分泌反射をこ対応したものであり写像

極､'1it3:L'glh.1.増加,3t..,･再1uL7㌧LLご里由仁∴こ川ii(､iPこllor).rL･一一-

節OmSe)であろう.同様の反応は除脳ラットでも観療き
れるので,少宅とも延髄を中心とした愚斡庶劇と考えら
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脇息豊イソニ式■3ン濃度および迷走神経勝機枝の遠心性活動への効果
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の細胞外記録に仏より腸管壁をこダル=3-深受容瀞が存在し菅

ていることを魔出した,この登容器をこよる速達神経の求

心性活動の頻度は毎秒息へ′3り発であるが,ダルニ3小溝濃

度が高いほど活動頻度は東である℡この求心線維は伝導

.漣=i(1.ti--1.lnli.'Ijの無髄繊維て苦る.∴㌧｣｣･豆･jJ-.

きちに朋管主らの研究で腸管をダルコ---スで潅流すると

この受容器が刺激され,反射的に血中イソ深リJ濃度の

増加がおこることが明らかとなった.われわれもラ､プト

腸管を等張ダルコ-ス溶液で濯洗するとき即時をこ迷走神

経鮮施枝の遠心性活動が増強することを観察した認)｡関官立

らの見出した腸管ダル-刀-弟受容澱から碍イソスリン浄

揖農漕爾㌣翻こより予食物と宅に凝磯を営んだ食物が口

舶こ見ると予ぎコ鮮肉の闇魔受容鯨からの情報でイソスu

:-'r吊㌧㍉巨_立 沃トー::.i潮目†口付-辛て:了r~.- I-I､等

容操から酢簡穐きさ捌こ門脈鹿糖憤上界iIこよる迷走神経

肝脇杖を介して釣衷心性情報をこよりイソスリン分泌が調

節されているこがわかったが,これらの研究と並指して,

視床日日軒部の食欲をこ関する二つの中枢の研究が著しく進展

した甲一方は満腹中枢声髄は摂食中枢と呼ばれ苧満腹中

枢は腐内側榛 (VMH)に存在しずこの部の電気刺激は

摂食の静止をおこし,破壊では過風 体薮の急鳳 血中
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イソス u濃度の 上界がみ られる平摂食中枢は視床下部外

先進がおこり摂食行動が促進 される.威儀では無食をお

こすれ この蘭中将の機能をこついて丸井菓東学殿太紺教授 と

その ダル--プの詳細な圏軒衆にMより匂 さら紅旗のことが解

明 .tリ㍉ト. 71･∴ 1.---･＼√.反しト ト吊 柑銅作目泡一㌧､＼ハ JJt'･L-卜-

ス直接授与 (多連電極法)あるいは頚動脈血流夢二臣3-の投

与をこよ り要腹内側核神経細胞では活動の増加,外側野神

経細胞では活動の抑制が観察 されたB活動増加の理由と

してぼ ダ施コ-ス受容隣を介 Lて細胞の既コソダタタソ

スの減少をこよる脱分極,活動抑制については ダル ニ1-演

の細胞内代謝をこよる AW㌘ 度数増加が膜をこ存在する 尉組

ポジブを活動 させることをこよる過分極が原因であること

が明らかに諸 れた, ダル こ1--スにより活動が促進するタ

仁 ~rLTl:-..--1丁二を '/..∴ トー.し受章 ~･-.,=こ ､←再】…･
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経絡をこ役立 っていると考えられる.

血糖 と白棒神経 :血糖は細胞のエネルギ-源として利

用 され る藁賓な物質であるが,とくに中枢神経の機能は

血糖をこ太きく依存する｡血糖はそのほとんどがDダル二才-
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m好雄 程度 をこ凄す るが間 もな くもとの値をこもどる.血

糖値がある-億 範囲き薫をこ経絡 され るのぼ調節磯横が存在

す るためであ りずイソス リソ, ダル新 二頼 ,ア ドかナ リ

汐などの各機か レそソおよび肝減が血糖調節に濃蘭な役

割を演 じていることはよ く餐関られている功

これ らの酌 レモ ンの うちア ドレナ uy分泌は表Fj腎髄質

を支配す る悪感神経活鰍 こ依存 している酌 イソス uソ

などの鰐臓 酢 蛸 ソの分泌調節は鰐腰 を循環する血液中

の物質 と くにダル か -弟の濃度かこよ り嘉 と L,て俸液性をこ

行なわれ,神経性調節は二義的なものと紬 Jていた.近

年 日経神経の研究が進む軒こつれて,解姥 か ♭rそソの分泌

調節 も自律神経の関与が太きいことがわかって来た｡漫97嶺

十1Lト･-ニ トこJ帖 上し字/､＼＼√川)(iバ 十.i)川･tL､⊇1.言肝臓 .'､

･∫∴1∴ ･'右it∵ 押ヽ租 11誹櫛 i∴--p~:,しこ し丁場 説を･Ⅰ'h.uiいlt融し､;ll

況ev遠eW 誌上をこ発意 しその塵要性を指摘 しているB尊 ま

で述べて来たことか終),視床 下部の満腹中枢∴ -三小田ソ

や摂食中枢こ こ｡--口調 ;た摂食調節を行 っているだ紅紫でな

蛋,脇息糖 レベルに応 じて迷走神経鮮勝枝,肝臓機チ内臓

役割 早 来ト ′∴､二十'∴ :'･▲Fj:::_･L,.t亘 .

吊 戯糖値 と由浄押経済弦枝および副腎枝の役割

われわれの受験9)では ウサギで等張 ダル こ17-ス 曲リン

ゲル溶液 3m且を頚動脈鞘 こ経Åす るとき迷走神経押勝

技二 .E遠心性神軒むさ沌巨､聴 乳 冊 齢 阿 品L酬 い 土樽神
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図 3 細 野神経野迷走神経解職枝か内臓神経解職桟か ら記録 された遠心性神経活動

A :自警j腎神経か ら記録 され/た遠心性神経活動

上 し際し'､一･Ll!､l~11拓 と;i

･.f':三･Lj･A.:し ＼ぅ∴.い 一高L̀棋姑拙 い∴ 1㌦ 工 ,

B :神経活動 と血糖値に及ぼすダルコ-ス静脈内没 を藩齢効果

摘擾 草薮効果

T):甘酢的 二流･日 用 車 ∴伸 雄宮L ●川.ト廿日神1上 目川.迷走神津削 射 し
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級)では抑務蟻芸観察される軌 間農のマリ}-ス帝リソ

狛レ液の意動脈内投-賢一では漸搾隊の遠心性活動闘ま変化

漁ミみられない¢また,昌Ej腎神経級の遠心性活動は少最

綱欄捲れるが9静脈内投射£無効であるを隠語射8す

徽促進と亨副腎神経活動の綱膝摘ミおこることを海毛してい

る印さ捌こ山鹿糖健と神経活動との関係を調べるとき酌レ

1.～-:＼洲1叫こ-転 /1r則,FT浩投与凍パン減り卜jf∵1† ∴

副腎枝では神経活動レベル齢低下を発迷走神経騨勝枝で

は北野を観察している(閣議襲う也また夢迷走神経輝腫

枝と董薫施神経静線紋かFTJ潤遠心根羨豹那同時諾己鐙をおこ

後者では抑制を観察する (回議緋すぎ飛騰碑経済臆妓

(交感神経)の伝達物質はカレアドレナリン/Iと考えられ
て巨､.上 ~:､…:i二･′右上tl･壬畔桔町自∵守■Tl._'､､∴ ノ'∴-1-･

･､E.lllL酬r汗-Ii･て上目∵t畑卜神経押臓杜Ltr凍上､増畑~~.工言 :･,
弟Ijソ分泌促進作用と,内臓神経鮮騰綬活動の綱確ijをこよ

ノ:.::!､∵二･号詔j射ilL!-紺J川協両侶Il.ユ■).丁叫ミ紺.十て~

の伝達物質であるア恕テル--招 招蕊アト｡ピソ感受性二才

uン′作動性受容体を経て訊細胞からのイソ濃と]ソ放出を

促進させるプ)ミラ迅細胞鞘細胞内電位記録を行うと低ぬ糖

時 (58m鰐,存意Dをこぼアセチルコリン′ぼ電気的反妃言をおこ

性をこバ山渓トパター-ソを変化させるし,高濃度昭アセチ

ル二川ソではスパイク発鼻睦言持続するようになるというl)甘

このことは,血糖値が正常値以上紅k:̂昇した域合にのみ

迷走神経によるイソ戊県J分泌の促進がおこることを示

唆ずる中ウサギでイソスリソの静脈内投与をこより血糖値

を低下きせるときダル二言-ス投嶺潤効果とは反対をこ副腎

神経活動の促進や迷走神経節勝枝では抑制がおこる匂ま

た乍肉腫神経酵勝枝活動の促進がみられる.

血糖値と迷産神経鮮臆稜および副腎神経の遠心性活動

つれて迷走神経では活動和昭意摘言,副腎神経では低下が

観察される.

昆上の実験から,頚動脈より脳に供給される動脈血郡

[鮎糖懐が上界するとき迷走神経を介して豚臓より室とL,

神経活動卵促進をこよる髄鷲から殿アド万サリン分泌が)堰

紬 内臓神経済施捜活教職増加をこよる酵鳥からのグルカ

ゴン分泌ah)先進がおこることをこなるWぬ瞭値の変化dを感

受して自律神経出力の調節をおこなっているのは前述の

視床F部の摂食および満腹中枢であると考えられるをこ

卵ことを確かめるため退場か後の昭和転2年転榊ニト産業医太

私闘展 墓紺腰藍嘗署鞘題霊感飛島嘗 轡晶院展虹酢奥野臆隠匿鹿骨菅監臣済 済夢遜嘗慧
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減感迷走神経降職枝の遠心性活動をこ及ぼす等張ガルコ-双溶液脳内微量注入殿効果
上の曲線:視床F'部外側野領域-5%ダルコ-又と生理的食塩水

息榊最注丸効果
下の曲線:視床下部腹内側核領域-の法人効果
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譲渡神経鰐膿枝の遠心性活動の促進がみられノたがき腹内

側核簡威-の経丸は無効であった (図粧 この実験で

外側野をこ存在するダルニ3-ス感受性こユ--ロソか琶-澗情

報が延髄迷濃神経鰐臓枝の運動こユ-uン活動を促進す
ることが示醸される,

盟)血糖値と摂津神経肝臓枝の役割招き

肝線はグリコゲソ貯蔵所とLて血糖調節に濠牽な役割

を菜していることはよく知られているがァ肝嫁を支配す

る毎律神経 (内臓神経肝嬢枝および迷走神経肝臓枝)紘

よっても機能調節が指な離れている.

裾 内臓神経肝臓枝の複讃fj

l97(畔l十i-∴ 十.:≡･llL､､トこし】＼＼こIrLIs.こ_協刷打て苦言副

腎を除嘉した各線の噂艶動物で内側神経切断家柄側に頻

度刺激を与えると,血糖値が増表がすることを観察した.

肝臓を支配する内臓神経 (交感神経)の直接作欄と考え

られた.われわれもウサギで肝級をこ入る直前で内臓神経

切断未櫓側を刺激した結果血糖が上昇することを観察し要

約擢神経肝臓棟による直接菊菜であることを確認し呆二,

脈内続投与すると,内臓神経肝臓枝の遠心性活動は抑制

されるが,マンノ-スあるいはEM｡帝ダルニト-弟では効深

ることが示唆された日インスリンの静脈内投与粟よる低

血糖時をこぼ反対に神経活動の増強が観察されたセ最上よ

働きかこより,低ぬ糖時闘濃内臓神経肝臓枝の激し性活動

が増強しヲ神経終末からのjルアドレナリソ放出を介し

て肝細胞のダt巨諾ゲソ分解によるグル二g-弟の血液中-

の放出を増して血糖値の上界をおこす.高血糖時にはこ

の系の働きは挿欄捲れることになる.

緩)迷走神経肝臓桟の役割

愛媛東学が)鳥繰教授に.よ愚よ,迷走搾経末梢偽膜電気

刺激によ-〕て肝臓のダリ:冨山ゲソ禽成酵素活性が速かをこ

Eニ界する芦しかもこの効濃は静雄を除去して屯存在する

殿で,迷走神経の療接効果であることが示唆されるやラソ

トで迷走神経肝臓枝の遠心性活動を記録し-.)T:jダルニヱ-

スを静脈内に投与するとた ちゞに神経活動が増強する81か

血糖値と神経活動との関係を調べると 甑63mg//離 よ矩

趨5鋤m欝/闇 の範間で比例関係を示すdインスリン授与碇

より血糖値が低下すると神経活動頻度も低下する,これ

らの観察から視床下部の血糖レベルをモニタ--するニュ-

ロンは迷走神経肝臓枝ニュ--ロン紅顔鷲性武力を覧え,

lt吋

れる即,

諾う脳幹のダルコ---ス反応性ニェ-ロソの存在とその
昔ノ町:

前述のように観衆下部の腐内儀gj格闘豊主としてダルニ7--

ス受容隆二ュ-口端 外側野にはダルこ1--ス感受性こユ

㍗yが存在するがこれらを一括してダルニ首･--ス反紀耽ニュ

米学の足立教授のダル-プ臣こよりラット延髄孤威横をこ,

多数のダルニト--深紅より抑制されるタイプのゲル二言-ス

感受性こェ-uyやそしてダル二才-弟で興奮するダル二才-

ス受容性こ-1:t3ソが,少数存在することが報告された6

最酬lト,trHLいりJtr川1;i.･.パ机二神狛"州ノIF酬照∴i諭

在するという可われわれは除脳したラlプトでも血糖値を

上界させると内臓神経副腎技官鰐勝枝や肝臓按の遠心性

活動の期首馳 迷走神経好雄榛と肝臓陵では促進を観察し

ている8延髄に存在するゲルニ3-ス反応性こ:i-ロンの

働きによるものと思われる凧

ま と め

現在までの研究の結果を整理すると以下のようをこなるや

食物狛コ舶こÅると口腔内の甘味受容器等からの情報で

神経性紅でソスリン分泌がおこる｡次いで消化管をこ存在

する受容器からの情報,さらをこ門脈の血糖値藍界による

迷走神経肝縫捧情報声さらには動脈血の血糖増加碇よる

視床下部および延髄のダル二言-ス反応性ニ_i-…-t:]ソへの

図;rl神津｢11..IT'亜L柏里汀j回路図
＼-＼HL神･キミ卜;冊粧＼細目1::.I.11j'＼:神トト部./,･LLl岬軌
NrTS:孤束榛曹DMⅩ;背側迷走神経運動按やV:迷走

施D:副腎髄質守G:味覚線維
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活動が調節され血糖調節が行なわれる弔このような神経

性調節は時 利々府と変化する環境粂件をご【翻応するもので予

時間をかけてゆっくり対応する体液性調節塵鱗と兼をこ泊も

糖調節をこ太きな役割を殿しているものと思われるを踊鋸.

以摘三尊巨実まで主ガを注いだ神経をこよる血糖調節機構

飛研究であるが健かにその概略をつかんだ蔓こすぎず学神

経圃銘とその働きの詳細をこついては今後の研究をこ祷-T3醜
言}:い.上J.証粧ノ十町､i'Ll'J昌t'rt了吊了:i昔時上し.十言∴＼＼!､

などのペプチドかこおき換えて考えると白樺神経活動へ殿

働きついてはこれかぢ)研究する部面が尭部分であるゼこ

∴1:.一･-lil･､. ＼＼吉山(､†･(.1二川川)H｡･L紬車.､いり･~.:
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∴予.･~､武∴寸∵結一県 .~'ト･二､.十J-最i.fL-{~言､判､一再｣】立国

曙共同研究機構義にな-｡ておら潮た内儀党数殿御紹錐で
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教授として遇Lた器年間や済寵,教育に尊心出来たの

は先輩が)方々 ,教室の教官声技官など多くの寿櫓の御援

助と御協力の賜物で,心から御礼申し_虹をずたい年なお,

U)研究助成金を受領したこと獲)感謝と共をこ報告したい好
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