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第1章　 緒 言

クモ膜下出血後 に脳室拡大 が起 こ りうることは,

 1928年Bagley1) 2)によっては じめて指摘 されて以来,

現在 ではよ く知 られた事実 となっている.そ の発生

機序 に関 しては,ク モ膜下出血 の結果,二 次的 に生

じたleptomeningeal fibrosisに 基ず く髄 液吸収障

害 が重視 されて きた.す なわ ち,髄 液腔 内へ混入 し

た赤血球 がまず髄液吸収路で あるarachnoid villi

を閉塞 し,さ らにはその代謝産物な どの影響 も加 わ

って二次的 にleptomeningeal fibrosisを 合併 し,

この両者 によ り髄液吸収障害 を生 じ,髄 液圧 が上昇

した結果,脳 室拡大が引 き起 こされ るとい う.し か

し,こ の脳室拡大の発生機序 に関す る研究 は,こ れ

まで組織学的 な検索方 法によって もっぱ ら行われて

きた.そ のため, arachnoid villiの 閉塞やlepto

meningeal fibrosisの 存在 は諸家により認 め られ て

はい る3) 4)が,実際に生 じた髄液吸収動態 の推移 を継

時的 に,生 理学 的方法 によって検討 した報告は比 較

的数少ない.さ らに,髄 液腔 は頭蓋 内 クモ膜下腔 と

脊髄 クモ膜下腔 に大別 され,髄 液は頭蓋 内の みな ら

ず脊髄 クモ膜下腔 において も吸収 され うる ことを考

えれば,ク モ膜下 出血後 にこの両 クモ膜下腔 でそれ

ぞれどの ように髄 液吸収障害 が惹起 されるのかを検

討 して ゆ くことも興味深 いことであ る.そ こで今 回,

著者 は実験的に クモ膜下 出血 犬 を作成 し,そ の頭蓋

内な らびに脊髄 クモ膜下腔 において生 じた髄 液吸収

障害の継時 的変化 を追求 し,ク モ膜下出血に伴 う脳

室拡大 の発生機序 について若干 の考察 を加 えた.

第2章　 実験方法

第1節　 実験動物,麻 酔方法,呼 吸管理お よび輸

液

体重10～15kgの 雑種成大28頭 を用 い,麻 酔剤 と し

て はketamine hydrochloride 10mg/kgを 筋注投与

した.ク モ膜下 出血犬の作成には,上 記麻酔施行後,

呼吸は 自発呼吸のままとし,特 に輸 液は行 わなか っ

た。本実験 として髄液腔へのcannulationと 髄 液圧

の連続測定を行 うに際 して は,実 験動物に上記麻酔

剤 を使用 し,気 管内挿管 を行 った後, succinylcho

1ine chlorideに て非動化 し,高 岡の レスピレーター

にて生理的調節呼吸に保 った。また,輸 液 として は

lactated Ringer液 を2m1/minの スピ-ド で1側 大

腿静脈 内へ持続点滴注入 した.

第2節　 クモ膜下 出血犬の作成

実験動物18頭 を用 い,前 記麻酔下 に経皮 的大槽穿

刺 を行い,約10mlの 自家血 を無菌的にクモ膜下腔内

へ注入 した.そ の後, 1週 間経過 した4頭 をクモ膜

下出血亜 急性期群 とし, 3～5週 間経過 した4頭 を

慢性期群(I)と した。また,前 もって 自家血 を大槽

内へ注入せず,本 実験後に0.8-1.6mlの 自家血な ら

びに同量の生理食塩水 を交 互に数回ずつ,頭 蓋 内 も
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しくは脊髄 クモ膜下腔 に注入 し,各 々の クモ膜下腔

における髄液吸収動態 の変化 を調べ た5頭 を急性期

群 とした。 さらに,1週 間隔で2～3回,自 家血 を

約10mlと 大槽内へ 注入 し,最 終注入後3～5週 間

目の実験動物 をクモ膜下出血慢性期群(Ⅱ)と した.

なお,全 経過 を通 じクモ膜 下腔内へ 自家血の注入を

行 わなか った5頭 を対照群 とした.

第3節　 髄 液腔へのcannulationと 髄 液圧 の連

続 測定

上記麻酔,輸 液,調 節呼吸下に各群 の実験動物 を

腹臥位 とし,そ の頚部を中等度前屈位 に固定 した.

引 き続 き第2頚 椎の椎弓切除 を行い,硬 膜 とクモ膜

を切開後, 2本 の内径1㎜ の シリコンチ ューブをそ

れぞれ, 1本 は頭蓋 内クモ膜下腔すなわ ちcisterna

 magnaへ,他 の1本 は脊髄 クモ膜下腔へ約5cm挿 入

し,硬 膜外にか けた絹糸で2ヵ 所 にて結紮固定 した

(第1図)。 これによ り髄 液腔 を頭 蓋内クモ膜下腔

と脊髄 クモ膜下腔の2つ に完全 に分離 した。2本 の

シ リコンチ ューブはそれぞれ三方活栓 を介 し,日 本

紮 す るとともに左右の頚静脈 を切断開放 し, 10%ホ
1
ルムァルデ ヒ ド液4000mlに て,脳 組 織を灌流固 定 し

た.つ いで摘出 した脳 組織を さらに10%ホ ルムアル

デ ヒド液中に1週 間保 つた後,約5㎜ 間隔で前額断

の脳切片 を作成 し,脳 室系 の拡大の程度 を肉眼的 に

観察 した.

第3章　 実験結果

第1節　 クモ膜下腔への 自家血 注入 の影響

約10mlの 自家血 をクモ膜下腔へ注 入 された実験動

物(Dog No. 1-4, 15-28)は,麻 酔覚 醒後1

～2日 間不活発 とな り,食 欲もなく,ね そべ っている

か,う ず くまっていることが多 く,な かには一過性

に両側後肢の不全麻痺 を生 じた もの もあった.し か

し,次第に全身状態 は改善 し,通常3～4日 でほぼ完全

に処置前の状態 に復 したが,自 家血 の注入回数 が増

す毎 に回復 は遅 れ,両 後肢の麻痺 状態 は残存 す る傾

向 を示 した.

自家血注入後,死 亡 した実 験 動 物 は18頭 中2頭

光 電 製 の圧transducer MP-4に 接 続 し,三 方 活栓

よ り注 入 した生 理 食 塩 水 に よ って生 じた髄 液 圧 の変

化 を三 栄 測 器 製recorder, Rectigraphy type 8 S 13

-8Aに て連 続 記 録 した
.な お,血 圧 は1側 大腿 動

脈 にcannulationを 行 い,圧transducerを 介 し上

記recorderに て 同時 連 続 記 録 した.

第1図　 雑 種成犬の第2頚 椎 々弓切除後,頭 蓋 内および脊髄 クモ膜 下腔に各々cannula

tionを 行ない,硬 膜外にかけた絹糸にて結紮 し髄 液腔 を二分 し
,生 理食塩水 注 入後 に生 じ

た髄液圧の変動 を観察 した.

第4節　 病理標本の作成

実験終 了後,開 胸 し,下 行大動脈 にcannulation

を行い,そ の末梢側 と左右 の腋窩 ～鎖 骨下動脈を結

(Dog No. 16, 19)で あ り,さ らに慢性期 群 の一

部 として2回 目の自家血注入 を行 った ものでは8頭

中2頭(Dog No. 21, 25)が, 3回 目の 自家 血 注

入に際 しては3頭 中2頭(Dog No. 26, 28)が い

ずれ も最終 自家血注入後3日 以内に死亡 した(第1

表),

第2節　 クモ膜下 出血後の髄液吸収動態について

対照群:ク モ膜 下腔へ 自家血注入 を行 っていない

正常犬5頭(Dog No. 5-9)の 髄液腔内へ,一
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定量の生理食塩水 を1秒 以 内の速 度で注入 した際 の

髄液圧の変化 としては各動物でほぼ同様 の結果 をえ

たが,そ の うちの1例 を示 したのが第2図 であ る.

第2図 において,頭 蓋 内クモ膜下腔では, 1.2-0.8

mlの 生理 食塩 水注入によ り髄液圧は約2000㎜ H2Oの

最高値 を示 した後,か な り急 峻な圧下降曲線 を描 き,

約3分 間でほぼ正常圧(生 理食塩水注入前の髄液圧)

に復 した.な お,こ の際,髄 液圧の高い部分 では,

 pulsationに 一致 した髄 液圧の変動が明確 に示 された

が,髄 液圧の下降 に伴 って このpulsationは 次第 に

不明瞭 となった.

第1表　 実験動物の まとめ

一方,脊 髄 クモ膜下腔で は約0.8mlの 生理 食塩水

注入 によ り,髄 液圧 は約2000mm H2Oの 最高値 を示 し

た直後,ま ず急激な圧 の直線的下降がみ られ,つ い

で比較 的なだ らかな圧 下降曲線 を呈 し,約7分 間で

正常圧 に復 した.こ の場合 には鋼上記頭蓋内 クモ膜

下腔の場合 と異な り,全 経過 を通 じpulsationに 一

致 した髄液圧の変 動ははっ きりとは認め られなか っ

た.ま た,最 初の髄液圧 の直線的下降部の大 きさは,

生理食塩水の注入量す なわ ち,初 圧 の上昇 の程度 に

よ り変化 し,初 圧が200-300mm H2O程 度にな ると認

め られな くな った。

急性期群:花 常犬5頭(Dog No. 10-14)の 髄

液腔内へ生理食塩水 と自家血 を同量 ずつ交互 に注入

し,注 入 自家血量が増加す るにつれて,髄 液 の吸収

動態 が どのよ うに変化す るのか を検討 した.第3図

に示 す ごと く頭蓋 内 クモ膜下腔では,血 液 の注入 回

数が増す につれて,生 理食塩水注入時 の圧 の下降 は

次第に遅延す るとともに,著 明なpulsationに よる

髄液圧 の変動 をみた.

脊髄 クモ膜下腔において も同様に,第4図 に示す

ごとく,血 液の注入回数 が増加す るにつれて圧下 降

は遅延 したが,そ の程度 は頭 蓋内 クモ膜下腔 の場合

に くらべ よ り軽度であ った。

悪急性期群:本 群 の実験動物4頭(Dog No. 15,

 17, 18, 20)で は,第5図 に示す ごとく,頭 蓋 内お

よび脊髄 クモ膜下腔の両者 にお いて,一 定量 の生理

食塩水の注入に続 く圧下降曲線の軽度の下降遅延 を

認めたが,頭 蓋 内 クモ膜 下 腔 におけ るpulsation,

脊髄 クモ膜下腔にお ける最初の直線的下降部につい

ては,対 照群 との間に大差 は認 め られなかった.

慢性期群:1回 の 自家血注入後3～5週 間経過 し

た動物(慢 性期群I)4頭(Dog No. 1-4),慢

性期群Ⅱ の1週 間隔で2回 自家血 を注入 した後3～

5週 間経過 した もの3頭(Dog No. 22, 23, 24)と

3回 の自家血注入後4週 目の1頭(Dog No. 27)を

用 い検討 した.自 家血の注入回数 が増加す るにつ れ,

各髄液腔内における髄液吸収動態 の障害 は明 らかに

増悪 したが,第6図 は3回 の自家血注入4週 間後 の

動物の ものである。頭蓋内お よび脊髄 クモ膜下 腔に

お ける生理食塩水注入後の圧 下降 曲線 はいずれ も対

照群 に比 し高度 の圧下降遅延 を示 し,と くに頭蓋 内

クモ膜下腔 ではpulsationの 振幅の増大 を,脊髄 クモ

膜下腔では最初 の圧 の直線的下降部 の増 大 とpulsa

tionを みた.

次に,頭 蓋内 クモ膜下腔 における圧下降曲 線上の

pulsationに ついて,慢 性期例(自 家血1回 注入5

週 間後の動物)と 対照例 とを比較 して みると,第7
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図 のごとくほぼ同程度の髄液圧 では,慢 性期例 にお

いて明 らかなpulsationの 振幅 の増大 を認 めた.

また,こ れ ら慢 性期 群 の病 理標 本(Dog No.

 1-5, 22-24, 27)で は,い ずれ も第10図 に示す

ごと く対 照群(第9図)に くらべ明 らかに全脳室系

の拡大が存在す ることを確認 した.

Control case

第2図　 正常犬(Dog No. 5)の 頭 蓋 内お よび脊髄 クモ膜下腔 に挿入 したtubeよ り,

種 々の量の生理食塩水を注入後,生 じた髄液圧 の変化 を圧transducerに て記録 した もの

である.頭 蓋内 クモ膜下腔 ではpulsationが 認 め られ,髄 液圧 の高 い時 にはその振幅 も増

大 した.脊 髄 クモ膜下腔 ではpulsationは 不明瞭で,生 理食塩水注入 直後,直 線的圧下降

部 が認め られ,そ の程度 も初圧の高 さによ り変化 した.

Acute case of experimental SAH
-intracranial pattern-

第3図　 頭 蓋内 クモ膜下腔に生理食塩水 と自家血 を1.5mlず つ交互 に注入 し作成 した ク

モ膜下出血急性期群の1例(Dog No. 12).血 液注入回数が増すにつれて,生 理食塩水注入

後の圧下降 は次第に遅延 した。pulsationがsuperimposeし てお り,そ の程度 は髄液圧 に

よ り変化 した.

第4章　 考 察

脳室拡大の発生機序 として,古 くはDandyが 髄液

路 の閉塞 に伴 うbackpressureを 重視 したの に対

し, Bering5)は 髄 液圧 そ の もの よ り もそれ に伝 播 さ

れ るpulsepressureの 重 要性 を強 調 した .そ の 後,

 Sibayanら6)は 再 び平 均 髄 液 圧 の 増 大 が 脳 室 拡 大

の 主 因 子 で あ る こ と を 指 摘 し,最 近, Hakimら7)

も脳 室 内髄 液圧 と上 矢 状 洞 静 脈 圧 との 差 を有効 髄 液

圧(effective cerebrospinal fluidpressure)と

称 し,そ の増 大 に よ り脳 室 拡 大 が 惹 起 され る と して

い る.と もか く,髄 液 圧 が 何 らか の形 で脳 室 拡大 を

引 き起 こす 原 動 力 とな って い る こ とに 関 して は,現

在,異 論 の な い と ころ で あ る.し か し,ク モ膜 下 出
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血後には髄液圧 が余 り高 くな く,ほ ぼ正常圧 である

に もかかわ らず,進 行性に脳室拡大の生ず る症例 の

存在す ることがFoltzやWardら8)に よって報告 され,

脳室拡大 の発生機序に関 し再検討が行われは じめた.

第4図　 脊髄 クモ膜下腔に血液 と生理食塩水0.9mlを 交互 に 注入 し作 成 した急性 期例

(Dog No. 12)で 頭蓋内 クモ膜 下腔 に くらべ髄液吸収障害 の起 り方は軽度 であった.

Subacute case of experimental SAN
(after 1 wk.)

第5図　 大槽穿刺にて自家血10mlを1回 注入後1週 間 目の亜急性期群の1例(Dog

 No. 17).頭 蓋 内および脊髄 クモ膜下腔のいずれにお いて も対照群 に くらべ生理 食塩水注

入後の圧下降 は遅延 していたが,頭 蓋内 クモ膜下腔 におけるpulsation,脊 髄 クモ膜下腔

におけ る直線的圧下降部 は対照群に くらべ大差 は認 め られ なか った.

もともとクモ膜下出血 後に脳室拡大が起 こりうる

ことを最初 に指摘 したのは, Bagley1) 2)であ った.

彼は クモ膜下出血後に髄膜 の肥厚が起 こ り,髄 液吸

収路が閉塞 され,髄 液圧 が上昇 し,脳 室拡大 が惹起

され るであろうとした,そ の後, Raimondi9)は197

例 の破裂 脳動脈瘤患者 中に34例 の急性 水頭症例 をみ

い出 し,そ の原因 として新鮮 な凝血 塊が脳底槽やそ

の他の クモ膜下腔を閉塞 したため と考 えた.ま た,

 Bradfordら10)は 動物 実 験 として犬 のクモ膜下腔 に

自家血 を注入 した後には,赤 血球 が髄 液吸収路 であ

るクモ膜顆粒 を閉塞 す るために,続 いて投与 された

生理食塩水の明 らか な吸収障害 を生 ずる ことを報告

し, McQueenら11)は,こ の髄液 吸収路の閉塞には血

液成分のなかで も赤血球 の残 骸がその主役 を演ず る

ことを指摘 した,現 在では クモ膜下 出血 の結果,ま

ず髄液内へ混入 した赤血球 がarachnoid villiを 閉

塞 し,さらに出血10～14日 後 にはその代謝産物 な どの

影響 も加 わって二次的にleptomeningeal fibrosis

を合併 し,こ の両 者 によって生 じた髄 液吸 収 障害

のため髄 液圧 は上昇 し,脳 室拡大 を惹 起す ると考 え

られてい る.し か し,こ の よ うに して脳室拡 大が引

き起 こされれば,脳 室系 容積の増大 と新たに生 じた

脳室 壁 か らの髄液吸収 によ り髄液圧 はやがてほぼ正

常圧に下 降 して くる.こ こで髄液圧が正常 に復すれ
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intracranial pattern

第6図　 1週 間隔で10mlの 自家血を3回 注入後, 4週 間目の慢性期例(Dog No. 27).

頭蓋内および脊髄 クモ膜下腔 いずれにおいて も高度の圧下降遅延 を認 めた.加 えて,頭 蓋

内クモ膜下腔 ではpulsationの 振幅増大 を,脊 髄 クモ膜下腔 では生理食塩 水注入 直 後 の直

線的圧下降部 の増大 をみた.さ らに脊髄 クモ膜下腔において もpulsationが 認 め られ た.

Intracranial CSF pulse wave

第7図　 10mlの 自家 血1回 注入 後5週 間 目の慢 性 期例(Dog No. 3)を 対 照群(Dog

 No. 6)と くらべ た もの.圧 下 降 遅延 は,ほ とん ど認 め られ なか っ たがpulsationの 振 幅

は 増大 してい た,

ば,脳 室 拡 大 も停 止す るは ず で あ る が,そ れ に もか

か わ らず 進 行 性 に脳 室 拡 大 を 来す 症 状 が 存 在 す る.

この 発 生 機 序 に つ いて, HakimとAdams12)はtotal

 force hypothesisな る もの を唱 えて 説明 した.す な わ

ち,Pascalの 原 理 に 基 づ き, force=pressure×

areaな る数 式 を考 えれ ば,た とえ髄 液 圧 が 同 じで

あ って も脳 室 壁 全 体 に か か る力 は 脳 室 の大 きい もの

ほ ど大 で あ り,そ の 結 果,正 常 髄 液 圧 下 で も脳室 拡

大 を生 じ る と した.ま た,正 常圧 水頭 症 例 で は側 脳

室 前角 部 が と くに 拡 大 しや す い の は,こ の部 分 が 最

も表 面積 が大 き く,か か る力 がよ り大 きいため であろ

う と考 えた.そ の後. Geschwind13)は この 説 に 反 論

し, Poc T/R(P: pressure, T: tension in the

 wall, R: radius),す なわ ち,球 形 の容 器にかか る

力は,そ の壁 の もつ張 力 に比例 し,直 径 に反比例す

るとい う数式か ら,張 力は直径 が増 す とは じめは増

加す るが,や がては不変 もしくは減少す る特性 を有

し,し か も壁 の構造上の特 性によ って大 きく左 右 さ

れ るため,た とえ圧 をうけ る面積 が増加 して もto

tal forceが 減少 す る場合 もあることを指摘 し, Ha

kimら の単純な数式では脳室 の拡大 は説 明で きない

としてい る.最 近,再 びHakim7)は 正常圧下の脳室

拡大には,有 効髄液圧 ・脳室 面積 の他にsubdural

 stress(硬 膜 とクモ膜間のcontact pressureを い

い,正 常では零 であるが脳室 拡大 に伴 って次第 に高

くな る圧)を 加 えた3要 素 が重要な意味 を もつ と述
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べてい る.す なわ ち,脳 室拡大は,最 初,有 効髄液

圧が増大す ることによ り生ず るが,そ の後髄液圧が

正常 に復 して もover compressionさ れた脳実質 は

脳室 内の有効髄 液圧 と増大 したsubdural stress

によって圧迫 され,脳 室拡大は進行 してゆ くとい う.

しか し,こ の正常圧下 での脳室 拡大 の発生機序に関

してはまだまだ未解決 な問題が 多く結論 は下せない

のが現状 である.

第8図　 対 照 群(Dog No. 6)の 前 額 断

脳切 片.

第9図　 慢性期例(Dog No. 3)の 前 額

断脳切片.対 照群 にくらべ全脳室系 の中等度

の拡 大が認 め られた.

一方,ク モ膜下出血後 には,大 な り小な り髄液吸

収障害 を生ず るが,髄 液吸収 は従来考 えられ てきた

頭 蓋内のarachnoid villiか らばか りでは な く,脊

髄 クモ膜下腔か らも吸収 され うることが最近報告 さ

れている.例 えば, Key, Ratziusら は脊髄 神経根か

らの髄液吸収 を指摘 し, Gomezら14)は 脊髄 クモ膜 に

もクモ膜顆粒の存在す ることを述べてい る. Di

Chiro15)は,脳 室 内に注入 したラジオアイソ トープ

が60～90分 後 に腰仙 部の盲嚢 に下降 してい ることか

ら脊髄 クモ膜下腔において も髄液吸収が行われてい

ることを示唆 し, Marmarouら16)は 猫で,髄 液吸収

能 を観察 し,頭 蓋内 クモ膜下腔で84%,脊 髄 クモ膜

下腔では16%の 髄液吸収が行われていることを報告

した.こ の よ うに,髄 液 が頭 蓋 内および脊髄 クモ膜

下腔 の両者か ら吸収 されていることを考 えれば,ク

モ膜下 出血後 に,こ の両 クモ膜下腔でそれぞれいか

な る程度の髄液吸収障害 が,い か にして惹起 され,

その結果,脳 室拡大 を促 すいかなる諸因 を生 じうる

かな どにつ いて検討 して ゆ くことは非常に興味深 い

ことであ り,少 くと も著者が探索 した限 りでは,こ

れ までにその よ うな報告はみ られない.そ こで,実

験的に クモ膜下出血犬 を作成 し,そ れぞれの クモ膜

下腔において生ず る髄液吸収障害 の変化 を継時的 に

追 求 し,ク モ膜下出血 に伴 う脳室拡大 の発生機序 を

解明すべ き何 らかの実験 データをえん と試 みた.

さて,今 回,著 者は実験動物 として成犬 を用 いた

が,そ の理由は,入 手 しやす く,小 動物に くらべ手

術操作が容 易である ことに加 えて,ク モ膜 下出血作

成 にあた り動物 の死亡率 が低 いためであ る.例 えば,

猫 では1ml/kgの 自家血 を大槽内に注入 した際の死

亡率は約50%で あ った とい う17)が,成 犬を用いた著

者 の実験では1ml/kgの 血 液注入 で も死 亡 率 は10%

程度で あった.さ らに,こ れまでの髄液循環に関す

る実験報告では成犬 を使用 した ものが多 く,諸 家の
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デ ータとの比較検討が容 易な こと ももう一つの理由

で ある。

次に,ク モ膜下出血の作成方法 としては,こ れま

で に大槽穿刺 や経眼窩的に視交又槽 を穿刺 して クモ

膜下腔内へ 自家血 を注入する方法や観血的 に脊椎々

弓切除 を行った後,脊 髄 クモ膜下腔 内へ自家血 を注

入す る方 法な どが試み られて きた. McQueenら11)

は,視 交 又槽へ 自家血 を注入 した場合 には,大 槽 内

注入時に くらべ,血 液はよ り脳底槽 内に止 ま りやす

く,脊 髄 クモ膜下腔や脳室内へ移行す ることが少 い

と報告 してい る.著 者の 目的は,ク モ膜下 出血後 に

生ず る頭蓋内および脊髄 クモ膜下腔の病態 を観察す

ることであ り,し か も椎弓切除 を行 う方法は,感 染

の危検性が高 く慢性実験 には不適 当であるため,大

槽穿刺 にて 自家血 をクモ膜下腔内へ注入 する方法 を

選 んだ.

大槽内へ注入す る血 液量 としては,成 犬の場合,

 5ml以 上では呼吸障害 を生 じやす く, 2.5mlま でが

妥 当で あるとす る報告1)もみ られ るが, 10-15kgの

雑種成犬にketamine hydrochloride麻 酔下 に行 っ

た著者の予備実験では,自 家血5mlの 注入にて死亡す

る ものはほとん どみ られず,慢 性期 に も脳室 拡大は

ほ とん ど認 め られなかった.こ のため10mlの 自家血

注入を行 ったが,そ の結果,慢 性期 にはほぼ全例 に

多少な りとも脳室拡大 をみた.

本実験 ではクモ膜下出血犬 を急性期,亜 急性 期,

慢性期 の3群 に分けたが,急 性期群 とは,髄 液中に

注 入 された新鮮血 その ものが髄液吸収動態 にいかな

る障害 を与 えるかについて観察せ んとした ものであ

る.亜 急 性期群 とは血液注入後1週 間 目の ものであ

り,こ れはJacksonら3)が 指摘 しているクモ膜 下出

血後3日 目を ピークとして発生す る赤血球 の代謝産

物(お そ らくビリル ビン)に より誘発 される無菌性

出血性髄膜 炎の時期に相 当す る.慢 性期群 とは,血

液の注入後3週 間以上経過 した ものであ り, Kibler18),

 Hammes4)ら のい う髄膜の肥厚,線 維 化,ク モ膜顆

粒 のsiderofibrosisな どがすで に起 っている時期の

もの である.

次 に,髄 液吸収動態の観察に著者 が今 回,選 んだ

方法 は,髄 液腔をまず頭 蓋内 クモ腔下腔 と脊髄 クモ

膜下腔に2分 し,そ の各々について一定量の生理食

塩水 を1秒 以内のスピー ドで注入 し,そ の直後の髄

液圧上昇 とそれに引 き続 く圧下降状態の程度 を観察

す ることによ り,各 髄液腔 に加 わる比較的急速 な髄

液 量 の増加 に対す る髄液吸収能 を も含め た圧緩 衝作

用 をみよ うとした ものである.こ の方法 は臨床的 に

用い られでいるKatzmanら19)のconstant infusion

testと 対 応 させて,い わ ばsingle shot infusion

testと い うべ きものであるが,髄 液吸収能 のみな ら

ず,髄 液圧急上昇時の髄液腔 にお ける圧緩衝作用 を

もおおまか に把握 しうる利点 を有 して いる.す なわ

ち,一 定量の生 理食塩水 を注入 した直後 には,髄 液

圧 は急上昇す るけれ ども,こ の際,髄 膜の伸展性,

脳脊髄実質 と血管系 の圧縮性 によ り一過性 に髄液腔

の容 積 を増大 し,少 しで も髄液圧の上昇を抑 えん と

す る緩衝 作用が生体の防禦反応 として生ず る.次 い

で,こ れ らの組織 はその復元 力によ って もとの状態

に もどろ うとす るが,そ の復元 力の程度 によ って髄

液吸収能は時々刻 々と変 化 し,そ の結 果,髄 液圧は

次第に正常圧(初 圧)に 復 してゆ く.こ の過程 を総

括的 にとらえた ものが圧下降曲 線であ ると著者 は考

えてい る.

さて,本 実験 の対照群では生理食塩水注入 によ り,

頭 蓋内 クモ膜下腔,脊 髄 クモ膜 下腔 とも,直 ちに髄

液圧 は上昇 し,そ の程度 は注入量にほぼ比例 して増

加 した.約2000㎜ H2O程 度の高い髄液圧 を うるに要

す る生理食塩水の注入量 は頭 蓋 内 クモ膜 下腔 で は

脊髄 クモ膜下腔の ほぼ1.0～1.5倍 であ り,圧 下降曲

線 がほぼ正常圧 に下降す るまでに要す る時間 は,頭

蓋 内 クモ膜下腔で は脊髄 クモ膜下腔 の1/2～1/3程

度 であった.す なわ ち,髄 液吸収 な らびに圧緩衝作

用に関 し,頭 蓋内 クモ膜 下腔は脊髄 クモ膜下腔 を上

まわって いたが,脊 髄 クモ膜下腔 において も無視出

来 ない程度のそれ を有す ることが明 らかにされ た.

そ して,こ の両 クモ膜下腔 での圧下降時 間の差 は,

髄液吸収機 構の違 いに立脚 する髄液吸収能の差 によ

る もので はないか と考 えられた.対 照群 において,

頭蓋 内クモ膜下腔 と脊髄 クモ膜下腔 でえ られ たこの

圧下降曲線 を比 較 してみ ると,頭 蓋 内 クモ膜下腔 で

は圧下降曲線にpulsationがsuperimposeし てお り,

髄液圧の高低 に伴 って, pulse pressureの 振幅 も

増減 した.こ れよ り,髄 液に認 め られ るpulsation

は主 として頭蓋 内起原 であることが示唆 された,従 来

より,この髄液のpulsationは 髄 液循環 を促す重要な因

子であると考えられてきたが,その起 因に関 しては,動

脈拍動に よるものとす る もの,静 脈波由来 とす るもの,

あるいはその両者 によって生 ずるとす るもの な どの諸

説が ある。20)Bering21)は, choroid plexusに おい

て生 じた動脈由来 の もの と考 え,そ のpulse pres

sureは 脳室,大 槽,脊 髄 クモ膜下腔の順 に低 下 し
,
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脊髄硬膜のelasticityや 髄液圧 な どによ り影響 を受

けるとしている.ま た, Guinane17)は 脳室 内のpul

se pressureは 髄液圧 と半対数的に比例 して変化す

ると述べてい るが,こ のpulse pressureが クモ膜

下 出血後 には,ど のよ うに変化 し,脳 室 拡大 を促進

す る一つの要因にな りうるか否 かを検討す ることは

興 味深 いことである.

また,脊 髄 クモ膜下腔では,生 理食塩水注入直後

の圧下降曲線の始 ま りの部分に,ま ず直線的圧下降

を示す点が頭蓋内 クモ膜下腔の もの とは大 きく異 な

っている.こ の直線的下降部は生理食塩水の注入直

後に認 め られ,注 入量 を減ず るか注入速度 を遅 らせ

ることによ り認め られな くな るので,お そ ら く生理

食塩水 の注入圧 と髄膜 のelasticityに よって生 じた

現象 と考 え られた.す なわち,脊 髄硬膜 は頭 蓋内の

もの とは異な り,硬 膜外 に静脈叢,脂 肪組織な どを

伴 ってい るためelasticityを 有 してい ると考 えられ

て きた. Martinsら22)はpantopaque myelography

を行 った ヒ トに, 10%炭 酸 ガスの吸入,過 呼吸,頚

静脈圧迫 な どの方法によ り脳血流量や髄液量 を変化

させ ることによ り硬膜 にelasticityの 存在す ること

を観察 し,脊 髄硬膜が髄 液圧緩衝作用を有す ること

を指摘 した.ま た, Paztorら23)も 犬 の頚椎 々弓切

除 を行い,硬 膜外結紮にて髄液腔 を2分 した後,大

槽 よ り乳酸 リンゲル液 を注入 し,脊 髄硬 膜が圧緩衝

作用 に大 きく関与す ることを示唆 した.し たがって

上述 した髄液のpulse pressureと 同様 に,ク モ膜

下出血後 にこの脊髄硬 膜の圧緩衝能が いかに変 化す

るかを調べ ることも重要であ る.

クモ膜下出血犬 の髄液吸収動態 に関 しては,急 性

期群 では,頭 蓋 内クモ膜下腔,脊 髄 クモ膜下腔いず

れの側 において も血液注入回数 が増す につれて生理

食塩水注入後の圧下降 は次第に遅延 したが,こ れは

血 液の注入量が多 くなるにつれて,そ れだ け髄液の

吸収障害 が増強 してゆ くことを示 して いる.ク モ膜

下腔へ注入直後 の最高圧がほぼ2000mm H2Oと な るべ

き量の自家血 を1回 量 として,反 復注入す ると,同

一注入 回数では頭 蓋内クモ膜下腔において
,よ り圧

下降曲線が遅延 する傾 向が認 め られ た.こ の ことは

頭 蓋内 クモ膜下腔では脊髄 クモ膜下腔 に くらべ,ク

モ膜下 出血 による髄液吸収障害 がよ り生 じやす く,

その原因 としては両 クモ膜下腔におけ る髄液吸収路

に何 らかの差異 があるためではないだろ うか と考 え

られた,亜 急性期では,両 クモ膜下腔 において生理

食塩水 注入後 に,い ずれ も中等度の圧下降遅延 を認

め,す でに髄液吸収障害 が存在 してい ることを示 唆

した.こ の結果 は, Wolfsonら24)の 報告 とは 相反

した ものである.彼 らは猫 にクモ膜下 出血 を作成 し,

 1週 間後 に行 ったinfusion testで は,全 く髄 液 の

吸収障害 は認 めなか った としてい るが,こ の くい ち

がいは実験動物,注 入す る血液量 をは じめ とす るク

モ膜下出血 の作成法,髄 液吸収障害 の有無 を判定 す

る方法な どの違 いによ るためか もしれない.し か し,

十分量の血液が クモ膜下腔 に注入 されれば,赤 血球

によってarachnoid villiなどの閉塞 が引 き起 こさ

れ,無 菌性髄膜炎 も合併 し,髄 膜の肥厚 や線維化 も

少 しずつ起 りは じめてい ることか ら考 える と,こ の

時期に何 が しかの髄液吸収障害 が存在 しうることは

容 易に理解 で きよう.慢 性期群 では,い ずれ のクモ

膜下腔において も高度 の圧下降遅延 がみ られ,し か

も頭 蓋内のクモ膜下腔では脊髄 クモ膜 下腔 に くらべ,

その障害 の程度はよ り大 きか った.ま た,自 家血 の

大槽内注入回数の多い ものほど髄液吸収障害 の程度

が強いのは当然の ことであるが,慢 性期群動物 の病

理標本では,い ずれ も多かれ少 なかれ全脳室系 の拡

大が認め られた.著 者 らは さきに,破 裂 脳動 脈瘤に

よるクモ膜下 出血の患者 に169Yb-DTPAを 用 い た

cisternographyを 施 行す るとともに本核種の髄液腔

か ら血中への移行状態 をも検討 し25},脊 髄 クモ膜下

腔か ら血 中への169Yb-DTPAの 移行 状態 が良 好な

症例では脳室系 の拡大 を認めなかったの に対 し,移

行状態の不良 な症例で は中等度 ない し高度の脳室拡

大 を伴 っていた ことを報告 した.こ の臨床例 での結

果 と本動物実験 のデータとを合 せ考 え ると,脊 髄 ク

モ膜下腔 にお ける髄液吸収障害 の発 現は一般 に頭蓋

内 クモ膜下腔よ りも遅 れ,脊 髄 クモ膜下腔 での髄液

吸収障害が ある程度以上 にな っては じめて脳室系 の

拡大 が起 って くるもの と思 われ る.

次 に,脊 髄 クモ膜下腔 において生理食塩水 注入直

後 にみ られ る直線 的圧下降部 を対照例 と各 クモ膜下

出血犬で比 較 してみ ると,慢 性期群 において,こ の

直線的圧下降部 が増大 していた.こ れ は諸家 も指摘

して いるように,髄 膜 の線維化,肥 厚の結果,硬 膜

のelasticityが 減少 したために,生 理食塩 水注入圧

に対する硬 膜の反発力 が増大 したためであろ う.す

なわち,ク モ膜下 出血慢性期 では,脊 髄硬膜 のela

sticityが減少 し,急 激 な髄液圧上昇 に対す る圧緩衝

作用が低 下 してい るとい うこ とがで きよう.ま た,

髄液のpulsationに ついて は,慢 性期群 で は脊髄 ク

モ膜下腔において も, pulsationが 認 め られ るよ う
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にな り,頭 蓋 内 クモ膜下腔 ではpulse pressureが

著明 に増大 していた.こ の現象 は,硬 膜 をはじめ と

して髄液腔 を構成す る組織のelasticityの 減少,あ

るいは癒着性 クモ膜炎の結果生 じた クモ膜下腔の閉

塞 によって髄液腔の圧緩衝作用が低下 したため と考

え られ る.さ らにpulse pressureの 増大 は髄液吸

収障害 の強 い例では当然のことなが ら,吸 収障害 が

比較的軽度 であると思われる第7図 の ごとき例 にお

いて も認め られ,そ れ らの実験動物 ではいずれ も脳

室系 が拡大 していた.し たがって クモ膜下出血後 の

脳室 拡大は,単 に1eptomeningeal fibrosisに よ る

髄液吸収障害 によってのみ惹起 され るものではな く,

これにpulse pressureの 増大 とい う現象 が加 わ る

ことが重要 であるといえよ う.

以上,ま とめると,ま ず クモ膜下 出血後 には クモ

膜下腔 に出た赤血球 が自 らarachnoid villiな どの

髄液吸収路 を閉塞す る結果,出 血量 に応 じた種々の

程度の髄液吸収障害 が惹起 され る.次 いで,時 間 と

と もに髄膜の線維化,肥 厚 などもこれに加わ り,慢

性的な髄液吸収障害が形成 されてゆ くが,こ の際,

頭 蓋内 クモ膜下腔のみな らず,臨 床例 に もみ るよ う

に25)脊髄 クモ膜下腔 もともに障害 され ることが判 明

し,これらが脳室拡大を生ずる要因の一つ と考 えられ

る.さ らに,こ の髄膜 の線維化,肥 厚 は髄液吸収 障

害 を惹起す るだ けでな く髄膜のelasticityを も減少

せ しめ,結 果 として髄 液中を伝播 す るpulse pres

sureも 増大 し,これ が脳室拡大 を促す原動力 とな る

のであろ う.

また, Symonら25)も 指摘 してい るよ うに,ク モ膜

下出血慢性期 においては,た とえ髄 液圧 が正常範囲

であって も,髄 液吸収の予備力は低 下 しているため,

ひとたびス トレスや動脈血PCO2の 上 昇 に よる脳血

管床 の増大 などが生 ずれば,し ば しば容易 に髄 液圧

は上昇す る.し か も上述 した ごと く髄膜 のelastic

ityが減少 してい るため,急 激 に起 こ る髄 液圧 の上

昇には即座 に対応 して これ を緩衝 す ることがで きず,

通常 よ りも高髄 液圧 を生 じた り,ま す ますpulse

 pressureを 増大 し脳室拡大 を促 して ゆ く.す なわ

ち,髄 液 吸収 障害,髄 膜elasticityの 減少 と髄液

pulse pressureの 増大 があいまって クモ膜 下 出血

後 の脳室拡大 を引 き起す が,そ の上 に種々の原因に

よ り時折惹起 される髄液圧の急上昇 とその結果生 じ

たよ り一層のpulse pressureの 増大 が さらに慢 性

期の交通性水頭症 を進行 させてゆ く一因子 として加

わるであろ うこと も想像 され る.

第5章　 結 語

実験的に作成 したクモ膜下出血犬 の クモ膜下腔 を

頭 蓋内 クモ膜下腔 と脊髄 クモ膜下腔の二つ に分離 し,

それ ぞれに生理食塩水 を注入す る負 荷試 験 を行 うこ

とによ り,ク モ膜下出血後 に生ず る髄液吸収障害 な

らびに脳室拡大の発生機序 に関 し検討 を加 えた.そ

の結果,ク モ膜下 出血後 には,頭蓋内 クモ膜下腔の み

な らず脊髄 クモ膜下腔で も髄液吸収障害 を生 じ,さ

らにこれ に頭 蓋内 クモ膜下腔におけ るpulse pres

sureの 増大 と脊髄硬膜 のelasticityの 減少 が加 わ

り,交 通性水頭症が発生す るもの と考 え られた.

稿を終 えるにあた り御懇篤 なる御指導 と御 鞭撻 を

賜 った恩師,西 本詮教授 な らびに本研究 と論文作成

に多大 な御指導 を頂いた松本 皓博士 に深謝致 します.

また,本 研究 に御協力頂いた中山博雅先生,石 光宏

先生 に厚 くお礼申 し上げます.

なお,本 論文の要旨 は第31回 日本脳神経 外科学 会

総会において発表 した.
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Experimental studies on pathogenesis of communicating hydrocephalus

following subarachnoid hemorrhage

by

Kenji SUZUKI, M. D.

Department of Neurological Surgery, Okayama University Medical School, Okayama

(Director: Professor Akira Nishimoto)

Subarachnoid hemorrhage following rupture of aneurysm is one of the significant factors 
that cause communicating hydrocephalus. The present study describes the mechanisms of 
communicating hydrocephalus following subarachnoid hemorrhage.

Using 26 adult mongrel dogs, cisternal puncture was percutaneously made through which 
about 10ml of autologous whole blood was injected aseptically. Three to five weeks after 
the injection, animals were served for the experiments as a chronic subarachnoid hemorrhage 

group. Subacute subarachnoid hemorrhage group was obtained one week after the injection. 
Normal animals without cisternal puncture (or subarachnoid hemorrhage) were served as 
control. Laminectomy at the second cervical level was performed, and two silicone tubes were 
inserted upward into the cisterna magna (intracranial subarachnoid space) and downward into 
the spinal subarachnoid space. Then, extradural ligation of the spinal cord was made with silk 
threads at two. different places to completely separate the subarachnoid space into the intra

cranial and the intrathecal portions. Saline solution was injected through each tube and at 
the same time changes in the CSF pressure were continuously recorded with transducers. 

Control cases: In the intracranial space, the elevated pressure (about 2000mmH2O) after in

jection of saline solution rapidly dropped to the level of 100-150mmH2O for the period of 
2-3 min. In the intrathecal the level of CSF pressure fell down abruptly after the injection, 
and then decreased moree slowly than in the intracranial.

Acute subarachnoid hemorrhage cases: The saline solution and blood in an equal volume was 
injected alternately. The high CSF pressure after the injection of saline solution was sustained 
for the longer period, as the more volume of blood was injected. At the same number of times 

of blood injection, the absorption capacity of saline in the intracranial space was more easily 
impaired than in the intrathecal.

Subacute subarachnoid hemorrhage cases: Mildly prolonged elevation of CSF pressure was 
recorded after the injection of saline solution in both subarachnoid spaces. However the ampli
tude of pulsation in intracranial subarachnoid space and the grade of initial pressure drop in 
intrathecal space were almost same as that of control cases.

Chronic subarachnoid hemorrhage cases: Prolonged elevation of CSF pressure was seen after 
the injection of saline in each part. Moreover, in the intracranial space, the amplitude of pul
sation of CSF pressure was higher than that in control cases. In the intrathecal, as compared 
with control cases, the height of initial drop in CSF pressure was more markedly increased. 
This phenomenon seems to have occurred due to reduced elasticity of meninges against the 
increased pressure by saline injection. And a distinct increase of amplitude of the pulse wave 
in the intracranial space of chronic cases seems to be one of the factors that would cause the 
ventricular dilatation along with the decrease in the elasticity of the meninges. Actually , ven
tricular dilatation was recognized in almost all chronic animals.
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It may conclude that, following subarachnoid hemorrhage, the impairment of CSF ab

sorption in not only intracranial but also intrathecal subarachnoid spaces, the decrease of the 

spinal dural sac elasticity and the increased amplitude of CSF pulsation seem to play an im

portant role in producing communicating hydrocephalus.


