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第1章　 緒 言

1956年,Elliiott, Floreyら1)は,中 枢 神経抑制過

程 の化学 的伝達物質 は γ-amino butyric acid (GABA)

であ ると報告 したが,同 年 林およびその門下 ら2)は,

む しろ高等動物 中枢運動 系におけ る抑制物質は1923

年富 田3)に よ って 発見 され 合 成 された γ-amino β-

hydroxy butyric acid (GABOB)で あ ろうとの 見解

を述 べてい る.以 来 多 くの 追 試 に よ り, GABAよ

り,む しろGABOBの 方 が 大脳皮質運動系 に対 し

てよ り抑 制的効果 の強い物 質であ ることが次第 に明

らかにな って来 た.

前編 で述 べたよ うに,著 者の実験的研究 において, 

5% GABOB液 はその 大脳 皮質直接貼布 で は 皮質

脳波 の変 化を示 さず, S-GABAお よびP-GABAに

よ り誘発 された棘 波はよ くこれを抑制 し,さ らに電

気刺激 によ るafter dischargeに 対 して も これを強

力に抑制す る作用が認め られた.こ の ことは ヒ ト大

脳皮質のてんかん性焦点 にみ られた棘波 に対す る抑

制作用について も全 く同様であ ることが観察 され た.

すなわち,棘 波の多発 してい るてんかん患者 の皮質

焦点 に5% GABOB綿 を 貼布 す ることによ って,

その棘波 の消 失を認め,ま たその局所 の電気刺激 に

よ るafter diachargeを も 全 く消 失せ しめえたので

あ る.

またIwamaお よびJasper4)は,猫 の皮質 表面 に

GABAを 貼布す る こ と に よ って,視 床電気刺 激に

よる皮質誘発電位 は陽性波 に逆転す るのをみてい る

が,著 者が第 Ⅰ編 に述 べ た 如 くGABOBに おいて

も同様 にその位相 の逆転 がみ られてい る.ま た皮質

表層各層 より得 た誘発電位 はそれぞれGABOB貼 布

前 に くらべて逆転 して いるの み な らず, peak time

の延長が認 められたが,こ れ らはGABOBの 皮質表

層の神経組織 に対す る抑制作用 によ って惹起 された

現象 と解す ることがで きる.

GABOB液 が実験 的 に 棘 波 やafter dischargeを

抑制 し,し か も中枢神経系 の正常活動 と くに呼吸そ

の他の脳幹 の神経 中枢 にはほ とんど抑 制効果 を もた

な いとい うことはまこ とに興 味あ る点 であ って,こ

れ らのGABOBの 特徴 に もとづ いて その臨床 的応用

を企 だて,開 頭術 後痙攣 の予 防および治療 を試みた.

すな わち以下述べ るご とく術 中GABOBの 脳 表散 布

および脊髄腔 内および脳 室内注 入を行 ない,そ の効

果 につ いて 臨床統計 的検討 を加 えた.

第2章　 投 与 方 法

開頭術後 にみ られ る痙攣発 作は,多 くの場合大 脳

半球 の手術 後1-2日 経 過 して脳浮 腫が高度にな っ

た時 に発生 す るもので,開 頭ない し脳手術部位 に対

応 す る身体部位 に初発す る痙攣発作すなわ ちジャ ク
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ソ ン型 痙攣な い し局所性痙攣 の様相を呈 し,そ の発

生状 況お よび重積 の経過 はてんかんにみ られ る重積

痙攣 とほとん ど同様 であ る.そ して臨床 的には一般

に前駆症 状を認めず突 如 として起 って くる場合 が多

い.ま た術後 の脳浮 腫 とい う特殊 の原 因によ る痙攣

発 作は,脳 の酸素欠乏 を惹起 して脳浮腫 の程度 を さ

らに進 行せ しめ,一 旦起 り始 め るとこの悪循環 を繰

返 して重積 して くることが多い.ま た,開 頭術後合

併症のなかで もかな り頻 度が高 く,放 置すれ ば全身

状 態を悪化す るので脳外科的には術後管理上最 も注

意を要す る ものの1つ であ る.従 って この術後痙攣

に対 して は当然緊急の対応 処置が とられねばな らな

いので あ るが,さ らに予防に努め ることが臨床上最

も重要 と考 え られ る.

1962年,林5)はpallial systemの 痙攣 はGABOB

によ って抑 制 され, limbic systemの 痙攣 はcarnosine, 

homocarnosineに よって抑制 さ れ る こ とを 報 告 し

た.

また前述 の如 く, GABOBの 大脳皮質貼布 によっ

て脳 の皮質 活動の正常化 と異常興奮の抑制 を観察 し

てい るが,こ れ らの事実 にもとづ いて,術 後痙攣予

防 の 目的で脳腫瘍摘 出後 の脳表面 にGABOBの 散布

を行 ない,さ らに,術 後発生 した重積痙攣 に対 して

はGABOBの 脳 室内,脊 髄腔 内注入を行 な うことが

最 も適 切な手段 と考え られ,次 のごとき投与方 法を

行な った.

第1節　 開頭術 中GABOB散 布

昭和39年4月 以降 は,脳 腫瘍患者 の開頭術 を行な

った場合,術 後痙攣発作の予防 の目的で術中,腫 瘍

摘 出 後 の 脳 表 面 にGABOB(ガ ミベ タール)溶 液

100mgを 直接散 布 した.こ のGABOB脳 表 散布例

は昭和43年12月 まで に293例 に及 んでい るが,こ れ

に対 す る対照群 と して昭和38年1月 か ら昭和39年3

月 までの脳腫瘍開頭例で,術 中にGABOBの 散 布を

行 なわなか った症例55例 を選ん だ.こ の両群 につい

て術 後痙攣 の起 った回数,程 度 および痙攣発 作の始

発時 間等について比較検討 した.

第2節　 脊髄腔内,脳 室内注入

昭 和38年7月 以降,開 頭術後 にみ られる重 積痙攣

に対 して, GABOB 20-100mgを 直接脳 室内に注入,

あ るいは脊髄腔 内に注入 す ることとした.発 作によ

って さらに追加注入を要す る時 にはGABOB 100mg

を追加 す るか,あ る い はGABOB 100mgとhomo

carnosine 100mgを 同時に 注入 する方 法を とった.

状態 によ っては さらに他の抗痙攣剤 も同時 に併用 し

た.

第3章　 臨 床 成 績

第1節　 開頭術中GABOB散 布例

昭和39年4月 以 降,脳 腫瘍患者 の開頭 術に おいて,

腫瘍摘 出後 の脳表面 にGABOB(ガ ミベ タール)溶

液100mgを 散 布 した例は昭和43年12月 までに293例

あ るが,こ の うち術 後痙攣 を み た ものは28例(9.5

%)で あ る.こ れ に対す る対 照群 は昭和38年1月 か

ら昭和39年3月 までの脳腫瘍手 術例55例 で,術 中に

GABOB散 布 を行 な っていな い もので あ るが,こ の

うち術後痙攣を おこ した ものは12例(21.8%)で あ

る.こ れ ら両群の術後痙攣例 中には,術 後の化膿性

髄膜 炎の併発 とか,あ るいは術 後の全身状態の増悪

した際に痙攣 発作をみて死亡 した とい う症例 も含ま

れて いるので,こ れ ら術後の脳浮腫 以外の疾患が原

因 とな ってお こった と思 われ る例を除 き,い わゆ る

術 後痙攣例 について術中GABOB散 布例 と非散布例

につ いて比 較 してみ ると, GABOB散 布例で は18例

(7.0%),非 散 布例 では6例(12.8%)で あ る.す

なわちGABOB脳 表散 布例293例 中,直 接 および再

発によ る死 亡例は48例 で あ り,残 りの245例 が全治,

軽快,不 変の転帰を もって退院 したのであ るが,こ

の うち術後合併症 もな く順調 に 経過 した ものは175

例,残 り70例 には何 らか の開頭術 後合併症 をみた.

合併症 と しては痙攣発作,運 動麻痺(手 術 対応側),

視力障害,髄 膜炎,一 過 性意 識障害,尿 失禁等 々の

順 にみ られ るが,な かで も痙攣 発作 は最 も多 く,著

者の症例で も術後合 併症70例 の うち22例 に術後痙攣

をみて いる.こ の うち,い わゆ る術 後脳浮腫に よる

痙攣 発作 としては術後10日 目以内 に発生 したもの を

あげるこ とと したが,そ れによ ると,い わ ゆる術後

表1　 術 中GABOBの 脳 表 散 布 例 お よ び非 散

布 例 の 術 後経 過(S-38-1～S-43-12)
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痙攣 は18例(7.0%)で あ り,同 様 にGABOB非 散

布例で は6例(12.8%)で あ った(表1).

GABOB散 布例 と非散布例 にみ られ た術 後痙攣 を

比較す ると,た しかに散布例 にお ける発生頻度 は少

くな っては いるが著 明な差異 とい う程で はな く,一

見GABOBの 痙攣抑 制効果 は期待 した程で はな いよ

うにみえ る.し か しなが ら,さ らに術後痙攣 の程度

を詳 しく比較 してみ る とかな り著 しい差異の あるこ

とが認め られ る(表2, 3).す なわち, GABOB散

布例で は術後痙攣 を1回 みたのみで以後 は全 く消失

してい る症例 が18例 中13例(72%)も あ るが, 

GABOB非 散布例で は術後痙攣 が1回 のみで 消失 し

た もの は6例 中2例(33%)し かな く,残 り4例 は

救急的 に多量 の抗痙攣剤 の併用 やその他の救急処 置

を必要 と して いる.ま た手 術終 了後よ り痙攣始発 ま

での時間を比較 してみ ると, GABOB散 布例 では術

後19時 間以後に痙攣 がお こってい るが,非 散布例 で

は1時 間後, 10時 間後 な どよ り早 く始発 して い る例

が ある.こ れ ら早期 に始 発 した痙攣 はGABOB散 布

例で は1回 のみで 消失 して い るの に比 し,非 散布例

で は頻回重積 して いる ことな ど,い ずれ もGABOB

散布の効果を肯定せ しめる もの といえよ う.

対象 と した脳腫瘍 中で はgliomaが 最 も多 く,つ

い でmeningioma, acoustic neurinoma, pituitary 

adenomaな どで あるが,そ の分類 と発生 部位は表4

の ごと くであ る.こ れ によ り術後痙攣 の発生例 をみ

ると, GABOB散 布の有 無を問わず,や は り頭頂葉

の腫瘍 に多 く,部 位が最 も関係す ると思 われ, glio

ma, meningiomaな ど腫瘍 の 種類 による差異 はそれ

ほ ど明瞭ではない.

前述 の ごと く,直 接 および再 発に よる死亡例 は,

疾患 自体 が術後 にお こる痙攣の原因 とな ると思 われ

表2　 GABOB脳 表 散 布 例

表3　 GABOB非 散 布 例
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るので これ らの死 亡例 は除いたのであ るが,さ らに

術前痙攣の有無 を考慮す ると, GABOB散 布群 で は

245例 中47例 に,非 散布群 では47例 中15例 に術前か

ら痙攣がみ られて い る.術 前痙攣 のあ った症例は術

後痙攣 もお こ し易 いと考 え られ るので,術 前痙攣 を

みなか った症例 について み ると, GABOB散 布群 で

は198例 あ り,こ の うち8例(4%)に 術 後痙攣 を

みて い るが,非 散布群で は術前痙攣の なか った症例

32例 中4例(12.5%)に 術後痙攣を認め た ことにな

る(表5).

表4　 GABOB散 布 群お よび非散布群におけ る開頭術後痙攣例 の比較

(手術死亡例 お よび再発 死亡例を除 く)

表5　 GABOB散 布群 および非散布群の開頭術後痙 攣 例

(手術 死亡例 および再発 死亡例を除 く)

GABOB脳 表散布例293例 において, GABOBを 散

布 した ため に生 じたと思 われ る術後合併症な い し副

作用は全 くみ られなか つた.

第2節　 脊髄腔 内,脳 室内注入例

開頭術後 にみ られ る重積 痙攣に対 して昭和38年7

月以 降GABOBの 脳室 内,脊 髄腔 内注入を行な った

症例 は,昭 和43年12月 まで に14例 であ る(表6).

初回注入 のみで痙攣 の完全 な消失をみた症例は14例

中5例(35.7%)で あ る.他 の9例 は初 回の注入で

一旦消失 したが再び痙攣発作 をみ た もの,お よび軽

快 したが消失 しなか った例で あ るが,こ れ らの症 例

もさらにGABOBを 追加注入す るか,あ るいは他の

抗痙攣剤の併用に よ り痙攣 の消失 をみてい る.著 効

5例 で は全例 に注入直後な い しは注 入後30分 以内 に
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痙攣 の消失 をみて お り,ま た残 り9例 の有 効例では

注入 による効果 の発現 がややお くれ る傾向はあ るが,

全例 にGABOB注 入後1時 間以 内に痙攣 の消失ない

し抑 制的効果をみ てい る.す なわち術後重積痙攣 の

際 にGABOBの 注入を行 な って痙攣 の軽減 をみなか

った症例 はな く,全 例 が軽 快ない し消 失 とい う好結

果 をみて い る.

表6　 開頭 術後痙攣(重 積症)に 対す るGABOBの 脳室内,脊 髄腔 内注入に よる効果

また,こ れ ら14症例 は,術 後脳浮腫 が高度 にな っ

た時 おこるいわゆる術後痙攣や,腫 瘍 の再発 などに

よると思われ る痙攣 とが あるが,こ れ ら両者 の重積

痙攣 に対す るGABOBの 効果 には差異 は認め られな

か った.

また脳室 内注入例 は6例 で あ り,い ずれ も術後な

お脳室 ドレナー ジが施行 されて いた症例で あ るが,

著効2例,有 効4例 で あ り,脊 髄腔 内注入 とほぼ同

じ効果を認めてい る.な お脳室 内注入量 は初回20-

30mgを 原 則 としてい るが,重 積痙攣 の 程度 によ り

100mgを 注入 し初回で痙攣の 消失 を 認めた例 もあ

る.

GABOBの 脳室 内,脊 髄腔 内注入によ る副作用 と

しては,軽 度 の頭 痛,発 熱をみ た例があ るが,そ れ

以外 の副作用ない し合併症は認 められなか った.

第4章　 考 按

開頭術後 に発生す る痙攣 発作 およびてんかん重積

症 は,放 置すれば しば しば全身状態が悪化す るので

救急の処 置が要 求 され るのであ るが,こ れ に対 して

従来はかな らず しも有効な治療法 は確立 されて いな

か った.す なわ ち抗痙攣剤の経 口投与,バ ル ビター

ル系 麻酔剤の静注,抱 水 クロラールの注腸な ど種 々

の治療法が行なわれてい るが,こ れ らのいずれ も満

足 すべ き効果はあげていないのが現状であ る.

さて,て んかん脳においては種 々の代謝異常があ

ることが明 らかにされてい るが,そ の うち と くに

GABAお よびその誘導体 の代謝 が 阻 害 されてい る

事実 が最近 注 目されて きた. GABAお よびGABOB

は正常脳 内に存在 す る抑制物質 であ り,陣 内および

森6)7)に よれば,真 正 てんかん 患者 大脳皮質 にみ ら

れ るグル タ ミン酸 およびGABAの 代 謝異常 によ る

GABOB生 成の低下は,痙 攣発作発生の 最 も重要 な

因子 の1つ で あろ うとい う.

これ らの ことに もとづ き,難 波 ら8)は,抗 痙攣剤

の投与 のみでは完全に発 作を抑 制 しえないいわゆ る

難 治性て んかんに対 し, 1958年 以来GABOBの 経 口

投与 を試 みたが, 3年 間における70例 の観察 ではそ

の約38%に 完全 に発作 を抑制 す ることがで きたにす

ぎな い.そ の投与方法 は,そ れまで投与 されていた

抗痙攣剤 を併用 しつ つGABOB 1日 量0.3-0.7g

を投与 し観察 したので あるが,効 果発現 までには少

な くとも3ヵ 月以上を要す る ものが 多い.こ れは,

経 口的に投与 された 場合, blood brain barrierに よ

る脳 内移行制限9)や,肝 によ る分解 のため,投 与 さ
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れ たGABOBの うち脳 に到達 して有 効に作用す る も

のは投与 量の ご く一部 にすぎないためであ ろ うと考

え られ る.

1956年,林,永 井 ら2)10)11)12)によ り, GABOBは

動物実験 において諸種 の痙攣 に対 して極めて強い抑

制 作用 を有 し,こ の物質 の直接髄液 内注入 により瞬

時 に して痙攣を抑制す るこ とが発表 された.こ れは

従来 の痙 攣抑制物質 にない強力な作用であ るのみな

らず, GABOBが 生理 的物質 であ ることは極めて興

味 あ ることで あ る.

1960年, Pisanoら19)は,牛 脳 中に γ-amino butyryl 

histidin (homocarnosine)を 発見 し, 1962年,森 ら14)

はhomocarnosineの 痙攣抑 制作用を報告 した.

1962年,林5)は, GABOBは 大脳 皮質系 てんかん

に, carnosineお よ びhomocarnosineは 大脳 辺縁系

てん かんに抑制作用が あ ると提 唱 した.

これ らの報告 に もとづ き,当 教 室 で は1962年, 

GABOBを 直接てん かん患者 の 脳脊髄液 中に注入す

る方法 を考案 し,数 百例の難治性てん かん患者 に対

しGABOB単 独注入, homocarnosine併 用注入療法

を行ない,良 好 な成績 をお さめて きたのみな らず15)

16)17),さ らに長期観 察を行な って この治療法の有効

性 を確認 した18)19).一方,て んかん重積症 に対す る

救急処 置 と しての注入療 法の効果 も検討 し,他 の薬

物 と くに麻酔薬の ごとき意 識 レベルを低下 させ るよ

うな副作用 がな く,生 理 的作用 によ る強力な痙攣 抑

制効果 のあ ることを認 めてい る20).

さて,術 後痙攣は主 と して大脳半球 の手術 後,脳

浮腫 が高度 にな ったときに発生す る もので,脳 手術

部位 を焦点 として おこるジ ャクソ ン型痙攣 ない し局

所性痙攣 の様 相を呈す ることが多 い.そ してその頻

度,発 生状 況および重積の経過 は,て ん かん にみ ら

れ る重積痙攣 とほ とん ど同様であ る.脳 腫瘍摘 出後

の脳表面へ のGABOB散 布は,術 後脳 浮腫が強 くな

って も皮質の異常興奮 を抑制 して術後痙攣を予防な

い し軽減す る もの と考 え られ る.

前 述の ごと く,昭 和39年4月 以降の開頭術中脳表

面GABOB散 布例 と,そ れまでの非散布例 とを比較

して み ると,こ の方法 はかな り痙攣 予防の 目的を達

して い るもの と思われ る.す なわち, GABOB散 布

例 は非散布例 に比 し痙攣発生率がやや減少 す るばか

りでな く,そ の痙 攣の程度が著 しく軽減 され ること

が観察 され た.ま ず回数 につ いて みれ ば,術 後早期

にみ られた痙攣 はGABOB非 散布例で は全て重積 し

てい るの に対 し, GABOB散 布例 ではそのほ とん ど

がただ1回 の みの痙攣 に終 って いる.ま たGABOB

非散布例で は術後1時 間, 10時 間経過後 に痙攣 の始

発をみた例が あるのに反 し, GABOB散 布例 では こ

うした短時間後に始発 をみた もの はな く,最 も早 期

に始発 した例で も19時 間後 であ って,術 後痙攣始発

の遅延 がみ られてい る.す なわち,術 中 に散布 した

GABOBは 漸次神経細胞 に作用 し,手 術部位 におい

て痙攣 を惹起 しうる皮質の異常興奮 を抑 制す ること

により痙攣始 発の遅 れをみ るので あろ うと考 え られ

る.

以上,開 頭 術症例348例 の統計 的考察 よ り,術 中

GABOBの 脳表面散布例 は非散布例 に 比 して術後痙

攣発作の発生頻度が少 な く,た とえ痙攣を惹起 した

場合で もその始発時間 はお くれてお り,そ の痙攣の

程 度 も軽 いことが判 明 した.術 後痙 攣予防の 目的と

しての術中GABOB脳 表散布 は極 めて有 効な手段で

あ ると考え られ る.

また,す で に惹起せ る術 後痙攣 に対 してのGABOB

髄腔 内注 入療 法は,て んかんの重積痙攣 に対 す る脊

髄腔 内注入療 法 と同様に極めて有効 な手段 であ るこ

とを認 めた.本 統計で もGABOBの1回 注入 のみで

痙攣が全 く消失 した著効例 は5例(35.7%)で あ り,

残 り全例 も追加注入 あ るいは他の薬剤 との併用 によ

り完全 に痙攣 を消失せ しめ得てい る.

開頭術後の痙攣 は,と くにそれが術後早期で ある

場合 には,痙 攣重積の ため の意 識 レベルの低下,ア

ノキシアによる脳浮腫 の増加 な どの悪影響が強 く全

身状態を重篤 に陥 らせ るの で,早 急な処 置 により痙

攣を抑制す ることが要請 され る.一 方 このよ うな際,

痙攣 を停止 させ るよ うな強力 な薬 剤の使用 は,そ れ

が さらに意識を混濁せ しめ呼吸や循環 を抑 制す る危

険があ り,な るべ く避 け るべ きであ ろう. GABOB

は生理的物質 で,そ の髄 腔内投 与療法 はこのよ うな

悪影響 を全 く与 えず痙攣 を強力に阻止す る とい うこ

とが以上 の臨床 的観察 で明 らかに された わけで あ り,

術後痙攣 に対 す る有 力な しか も副作用のな い治療 法

で あるとい うことがで きると思 う.

第5章　 結 語

1) 開頭術後 におこる痙攣 発作予防 の 目的 で,脳

腫瘍患者 の開頭術 中に腫瘍摘 出後GABOB溶 液脳表

散布を行な い,こ れ ら293例 を非 散布例55例 と比 較

検 討 した.

2) GABOB散 布例 は非 散布例 に 比 して,術 後痙

攣発生頻度 の減少 をみた.
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3) GABOB散 布例 の術後痙攣 の 始 発 は,非 散布

例の それ に比 しかな りの遅れがみ られ た.

4) GABOB散 布例 の術後痙攣 の 程 度 は,非 散布

例の それ に比 し回 数が著 るし く軽減 して いる.

5) 術後発生 した重 積痙攣14例 に対 して, GABOB 

20-100mgの 脳室 内 あるいは 脊髄腔 内注入 を行な

ったが,そ の全例 に痙攣 抑制効果をみ とめ た.

6) 以上GABOBの 髄腔 内投 与 は,痙 攣 の 予防 な

らびに治療法 として副作用 が少 くしか も有効な方 法

で あるこ とをみ とめ た.

稿を終 るにあた り,終 始 ご懇篤 な ご指導 とご校閲

を戴いた恩師西本詮 教授 に深 甚の謝意を捧げ ます と

ともに,直 接 ご指導,ご 鞭撻を戴 いた松本 圭藏講 師

に心か らの感謝を捧 げます.
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Electrophysiological and Clinical Studies on Inhibitory Action 

of γ-Amino Butyric Acid and its Derivatives

Part Ⅱ

Clinical Study

By

Hiroshi SUGATANI

Department of Neurological Surgery, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Akira Nishimoto)

In the experiments in the Part Ⅰ, it has been clarified that GABOB has an inhibitory 

action to the cerebral cortex and may apply directly on the cerebral cortex without side 

effect.

In this Part Ⅱ, a clinical study has been performed on administration of GABOB into the
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cerebro-spinal fluid cavity.

One is the application of GABOB to the intradural cavity during craniotomy of brain 

tumor to prevent the postoperative convulsions, and the other is the intrathecal and intra

ventricular administration of GABOB when postoperative convulsions occur.

For the purpose of preventing the postoperative convulsions after craniotomy, 100mg of 

GABOB was applied on the cerebral surface during craniotomy in 293 cases of brain tumor.

Except for operative deaths, a comparison of the postoperative convulsions was made 

between the GABOB group and the control group.

1) The occurrence of postoperative convulsions was decreased in the GABOB group.

2) In the GABOB group, the onset of postoperative convulsions was later than that of 

the control group.

3) Frequency of postoperative convulsions was decreased in the GABOB group, and ma

jority of the cases showed only one seizure.
4) Administration of GABOB into the intradural cavity showed no side effect. There 

were 14 cases of postoperative convulsive state.

Application of GABOB into the intraventricular or intrathecal cavity was effective to 
inhibit convulsive state in all cases without any side effect. From the these results, it is 

recognized that application of GABOB into the cerebro-spinal fluid cavity is most effective 

method to the prevention and treatment of the postoperative convulsions.


