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は じ め に

私は1957年(昭 和32年)3月,岡 山大学

医学部 を卒業 しまして,直 ちに1年 間の実

地修練(イ ンター ン)を 受けました.そ れ

から岡山大学大学院医学研究科に入学 して,

神経精神医学を専攻しました.指 導教授は

奥村二吉先生です.も ちろん初期訓練をい

ろいろ受けるわけですが,な ぜか最初か ら

脳波検査 グループに入れられたように思い

ます.グ ループの指導者は熊代永先生(後

に福島医大神経精神医学教授,現 在 同大名

誉教授)で した.必 然的に,て んかんを中

心 とした脳律動異常性疾患の患者を多く検

査 しますし,ま たそのような疾患や脳波に

関す る基礎的な知識も身につけなければな

りません.そ の後 も,こ の領域に深 く関わ

りなが ら,院 生の日々を過ごしました.当

時珍 しかった動物の深部脳波の勉強をする

ため千葉大学医学部薬理学教室に1週 間ば

か り滞在 して,村 山智先生(当 時助教授,

後に教授)に いろいろ教 えてもらったこと

もあります.結 局,学 位論文 も脳波に関す

る実験的研究でありました.ネ コの脳に深

部電極を慢性的に植え込んで,イ ンシュリ

ン投与で生 じた低血糖状態において深部脳

波の変化を調べ,ブ ドウ糖やその他の中枢

作用物質の影響 を見る研究です.脳 波に関

す る臨床的および基礎的研究に従事するう

ちに,当 時この領域で国際的指導者 として

名高いジャスパー先生(H. H. Jasper)の

下で勉強 したいものだ,と 望むようになり

ました.先 生はカナダの大都市モン トリオ

ールにあるマッギル大学医学部モン トリオ

ール神経研究所に属 していました.

モン トリオール神経研究所

1962年(昭 和37年)3月,大 学院 を修 了

してか ら神経精神医学教室の助手をしたり,

また関連病院神経精神科の一人医長 を勤め

た りしました.1965年(昭 和40年)1月,

念願かなってカナダのマッギル大学に研究

員(research fellow)と して留学す ること

になりました.モ ン トリオール神経研究所

(MNIと 略称 されていました)は,い うな

れば医学部の神経内科学教室 と脳神経外科

学教室 とが一緒になったようなもので,し

かも神経解剖学,神 経病理学,神 経化学,

神経生理学,さ らに臨床では神経麻酔学,

神経放射線学,臨 床脳波学の各部門まであ

り神経科学の領域をすべて網羅 した巨大な

システムであ り,8階 建ての大 きなビルを

全部占有 していました.本 院のロイヤル ・

ビク トリア病院 とは通 りを隔てて有名な太

鼓橋で結ばれていました.大 勢の教授を含

めた教官スタッフや研究員,レ ジデン ト,

看護婦その他の従業員が出入 りしていまし

た.

夢にまで見たジャスパー先生の下での勉

強は,先 生がすでにMNIを 離れて同じモ

ン トリオール市内にあるフランス語系大学

に移っていたので実現 しませんでした.し

たがって,後 継者のグロワ先生(P. Gloor)

に指導 してもらいました.1967年3月 まで
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滞在 して,臨床脳波や神経生理学 を勉強 し,

さらに最後の数 ヵ月はマ クノー トン教 授

(McNaughton)の ご好意で神経内科の臨

床見学 をさせて頂 きました.

臨床脳波部門では実際に記録電極 を患者

の頭部に接着することから手ほどきを受け,

さらに多数の脳波判読を指導して もらいま

した.神 経生理学部門では,強 心配糖体で

あるウワバイン(ATPase阻 害剤)を 直接

大脳皮質に作用させて脳波など電気現象の

変化 を観察 しました.て んかん性放電が生

じるという興味ある結果を得 ました.神 経

内科の臨床では,一 つの病棟がほ とんど多

発性硬化症の患者で占め られている事実に

びっくりしました.当 時,わ が国では臨床

上確かな同病の診断がついた患者がいたら,

学会で一例報告 を行 っているような状況で

あったのです.

神経生理学か ら神経化学へ

モン トリオールから帰国 して,1967年(昭

和42年)6月 か ら1970年(昭 和45年)5月

まで,高 知県立中央病院神経科で過ごしま

した.こ の病院で珍 しい神経疾患を数多く

体験 して臨床経験 を積みました.

1970年(昭 和45年)6月,岡 山大学医学

部脳代謝研究施設に転任 してきました.教

授であった高坂睦年先生の勧めにしたが っ

たのでした.こ の施設は,そ の前年に 「脳

の機能や病態」を生化学的手法によって研

究 して行 くため新設 されていました.

最初,神 経系の生化学に関 して研究をど

のように進めるべ きか,と 迷いました.手

元にあるのは動物の大脳皮質に作成 した,

てんかん性焦点であります.ま ず神経伝達

物質であるモノア ミンの前駆物質であるア

ミノ酸の組成 を,大 脳皮質の小 さな組織片

で調べ ることから始めました,ペ ニシリン

などをごく少量,ラ ット大脳皮質内に注射

して棘波放電 を生 じさせ ます.棘 波焦点 を

含めた組織を採取 して,そ れに含 まれるア

ミノ酸を分析 しました.対 照に比べて抑制

性ア ミノ酸であるタウ リンが減少する,と

いう興味深い知見が得 られました.つ ぎに

手 を付けたのが,モ ノア ミン酸化酵素の研

究であ ります.そ の発端は,精神分裂病患者

の血小板モノア ミン酸化酵素活性が低いと

いう報告(Wyatt, Saavedra and Axelrod,

 1973)で した.

モノア ミン酸化酵素(MAO)

中枢神経系において重要 な神経伝達物質

である ドパ ミンやセロ トニンなどの代謝に

深 く関わ り,ヒ トや動物の行動を調節する

酵素の一つがMAOで あります.こ の酵素

は生体内に中枢神経のみならず広 く分布 し

ています し,ま た血小板にも存在 します.

血小板はセロ トニンなどを含んであ り,脳

内のモノアミン含有神経細胞のモデル と考

えられていました.

先述の報告の追試を行い,その低いMAO

活性の理由をいろいろ探 りました.ヒ トで

は酵素活性の個体差が大 きくて,す っきり

したデータが出な くて困 りました.そ こで

動物実験に移 ることにしました.動 物では

脳内MAO活 性の検索を行いましたが,い

ろいろな薬理学的介入を加 えて酵素活性の

変化 を調べる前に,活 性に与える老化や生

体 リズムの影響 をまず研究しました.驚 い

たことに,ラ ッ トで調べたところではMAO

活性が若齢動物 と老齢動物 とで差異を示 し

たのです.MAOは 反応基質 と阻害剤の特

異性からA型 とB型 の二つに分けられるの

ですが,ドパ ミンなどを代謝す るB型MAO

活性が老齢ラッ トで上昇 していました.加

齢 とともに変化するB型MAO活 性 を不思

議に思っていましたが,こ の特性をもう少

し検索す るべ きであった,と 後悔 していま

す.そ れは現在,パ ーキンソン病の治療薬

としてB型MAO阻 害剤が試みられている

のです.こ の阻害剤が ドパ ミン作動性神経

細胞の変性を防御すると推測されています.



脳内神経伝達機構に関する研究の思い出 101

さらに興味深いことに,B型MAO活 性

は 日内 リズムを示 し,昼 間(休 息期)に 低

く,夜 間(活 動期)に 高いという傾向があ

り,時 間単位の変動 を示 しました.神 経伝

達物質 自体 も必ずしもMAO活 性 と平行す

るわけではありませんが,や は り日内変動

を示 してお り,ド パ ミンについて言えば脳

部位によって差異がありますが活動期の線

条体は高い傾向があ ります.ま た老齢ラッ

トでは,ド パ ミンはほ とんどの脳部位で低

くなっています.こ のこともパーキンソン

病 との関係において非常に重要な所見であ

ったな,と 今では反省 しています.

脳代謝研究施設から神経内科学講座への改組

その後 も,モ ノア ミンを中心 として神経

伝達物質代謝に及ぼす生体 リズム,老 化お

よび薬理学的介入の影響 を,共 同研究者 と

ともに追求 していきました.測 定機器の進

歩によって,非 常に小 さな脳領域における

微量の神経伝達物質を計 ることが可能にな

り,ラ ット一匹の小さな脳の数多くの神経

核における各種 モノア ミンおよびそれらの

代謝物を同時に一斉分析 して,多 量のデー

タを得 ることが出来ました.

1979年(昭 和54年)4月,岡 山大学教授

に就任 して,高 坂睦年先生が初代教授とし

て創設 ・発展 させた脳代謝研究施設 ・病態

生化学部門および脳代謝神経科 を担当する

ことになりました.通 算 して20年 近い在任

の期間中,上 述の研究の延長線上で,て ん

かんや神経変性疾患と脳内神経伝達物質の

病態 との関連を,基 礎的お よび臨床的に研

究 し,さ さやかな成果を得 ることができま

した.こ れは優れた共同研究者が協力して

くれたお陰であります.

教授在任 中,1992年(平 成4年)4月,

医学部改組の一端 として1969年 に創設 され

た脳代謝研究施設が廃止されて,三 つあっ

た部門はバラバラにな りました.病 態生化

学部門は神経内科学講座にな り,発 達神経

学部門は小児神経学講座にな り,ま た機能

生化学部門は神経情報学部門として分子細

胞医学研究施設に参加 しました.

神経内科学講座への改組は,大 きな犠牲

の下に労力を要する作業であ りました.研

究施設と大きく異な り,学 部学生の講義や

臨床実習指導が加わ りました.改 組後の6

年間は実にあわただしく経過 して行 き,な

かなか研究に熱 を入れることができません

でした.そ れでも,な んとか神経内科学講

座 としての体裁 をととのえることが出来た

のではないか,と 考えています.後 は,つ

ぎの教授の努力を期待 してお ります.

お わ り に

1970年(昭 和45年)6月 に転任 して きて

から約28年 間岡山大学医学部に籍 を置かせ

ていただき,様 々な体験を積ませて頂 きま

した.そ れに対 して十分な恩返 しをしただ

ろうか,と 反省 している今 日この頃であり

ます.


