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第1章　 緒言並びに文献

Hans Berger1)(1929)に よ る人体脳波 の 発見 と

そ の基 礎 的 知見 の 確 立, Adrian & Matthews2)

(1934)に よるBergerの 所見の確認以来 ,脳 波に

対す る関心は 急激 に高ま り, 1935年 に は, Gibbs,

 Davis & Lennox3)な どによ りてん かん の 小発作時

に3c/sの 棘徐波律動(spike and wave rhythm)

が現われ ることが見 出され,脳 波と臨床症状 との間

に深い相関のあ ることが知 られるようになつ た.さ

らに, 1936年Grey Walter4)ら は 双極誘導法 に よ

る局所判定の術式を考案,脳 腫瘍などにおけ る脳波

の臨床的価値を示 した.

一方,て んかんの分類 としては,そ の発作の形を

指標と して大発作,小 発作,精 神運動発作の3種 類

に分けることが従来最 も広 く行なわれてきたが
,こ

れ ら各発作は,そ れぞれ特有の形態 と周波数を もつ

た異常波に密接な関係 を有す ることも明 らかになつ

た(Gibbs, Gibbs & Lennox 19375), 19386)).し か

し,て んかんを このよ うに発作 の形のみをもつて分

類することは,治 療の方針 を決定す る上 か らも非常

に不合理で あることがわかり,最 近で は,て んかん

をその臨床並びに病理解剖学的所見 ことにてん かん

性放電の由来する起源,す なわち,焦 点 の位置の如

何 により一般 に表1の 如 く分類す るよ うになつた.

これ らの うち"centrencephalic" seizureな る言葉

で表わされ るてんかんは,上 部脳幹にあつて機能上

両側大脳半球に対称的に結合 し,か つ各両半球の協

同に資す る とこうのneuron systemに 起源 を有 す

表1

(Penfield & Jasper7)よ り 引 用)

るもので あると考え られ,し たがつて,脳 波上では

両側大脳半球に同期性に出現す る異常波を もつて特

徴 とす る.こ こで,こ れ ら"centrencephalic" seizures

の各型 と脳波patternと の関係 を示せ ば表2の 如 く

であ る.

か くの ごとく,両 側大脳半球の相対応 した領野よ

り等電圧で同期 して現われる同一波形の発作性放電

のうち,前 述の上部脳幹の機能異常によると考え ら

れ る もの を1次 的両 側 同期 と呼 び, "centrence

phalic" seizuresの 診断に際 しはな はだ 重要 な もの
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表2

(Penfield & Jasper7)よ り 引 用)

とされている.し かるに,以 上の如き上部脳 幹のメ

カニズムによ らないで も,あ る種の皮質焦点 性てん

かん,こ とに傍正中領野および眼窩部前頭領野に焦

点 を有す るものにおいて も,同 じくこのpatternを

示 しうることが知 られ るよ うにな り,こ れを2次 的

両側 同期 と名付 け前者 と区別 した.そ の依つて起 る

機序としては,こ れ らの領野 に発 したてんかん性放

電 がcortico-subcortico-cortical projection systemを

へ て 両側大脳半球 の皮質 に広汎 に伝播 され る た

めであろ うと想像 され て いる(Penfield & Jasper

 19478)).

さて,こ れ ら両者すなわち1次 的 と2次 的両側 同

期の鑑別 は,一 般に これ ら異常波の形 態 ・周波数 ・

規則性 ・振幅 ・背景活動な らびに臨床症状な どによ

りな されている.す なわち, 2次 的両側同期におい

ては,そ の形態 ・周波数がやや不規則であり,し か

も,左 右大脳半球において振幅 ・背景活動にわずか

なが らも差を認 め,さ らには,こ れ ら異常波の出現

に時間的なずれ を見出 しうる場合もある.こ れに反

し, 1次 的両側 同期においては,そ の異常波 はより

規則的であ り両側大脳半球 において全 く対称 的で差

を認めえない.し か し,こ れ らの鑑別点は,あ くま

で も一般 的な ものであつて,実 際に個 々の症例の鑑

別に当たつてははなはだ困難 を感ず る場合も少な く

ない.た とえば, 1次 的両側 同期 においてもその対

称性は絶対的な ものではな く,時 として振幅 ・位相

・形態に左右差を認め る場合 もある.

そこで,わ た くしは,こ れ ら両者を的確 に鑑別す

るために(こ のことは患者の予後,治 療方針 の決定

などの上か ら重要な ことで あ るが),す でに第1編

において,猫 を使用 しペニシ リンによる実験的てん

かん焦点に対 しアモバルビ ター ル ソーダ5～10mg

の頸動脈注射を試み,そ の際現われ る異常波の変化

を追求 して,皮 質焦点 と皮質下焦点 との間に明 らか

な差 のあることを見出 した.さ らに,第2編 におい

ては,実 際に人に対 しアモバル ビ タール ソーダ50

～100mgの 頸動脈注射 を施行 し,そ の際現われる

脳波 の基本的変化を追求,こ れ ら変化が主 として注

入側 に限定 されること,十 分注意 して行なえば本法

が何 らの危険 をも伴 わぬ ことなどを明 らかにした.

そこで本編 にお いて は 脳波上棘徐波複合(spike &

 wave complex)を 主体 とす る両側同期性放電を有

するてんかん を対象 として,ア モバル ビタール ソー

ダ(Isomytal soda,イ ソ ミ タール ソーダ,以 下 イ

ソミタールと略記す る.)の 頸動脈注射を行 な い,

これ ら異常波の変化 を追求 し,そ れによ り焦点の局

在を鑑別せん と企て た.

第2章　 検 査 方 法

第1節　 検査対象

本検査の対象 としては,研 究期間 (
自昭和36年2

月17日

/至昭和37年5

月4日 )中に,岡 山大学医学部第1外 科教室におい

て脳波検査 を行なつたてんかん患者335名 中よ り選

んだ13～53才 の30名 の患者を使用 した,こ のうち5

名は1側 性焦点性異常波を出現 して いる皮質焦点 性

てんかんであ り,他 の25名 はいず れも主 として棘徐

波複合(spike and wave complexes),多 棘徐波複

合(multiple spike and waver complexes)な どの異

常波を両側 同期性に頻発 してい る症例である.な お,

これ ら対象 の1部 は第2編 において用い られた検査

対象の1部 と同一で ある.

第2節　 検 装置並びに使用薬剤

本検査 に使用 した装置,薬 剤は次の如 きものであ

る.

脳 波記録装置:い ず れ もJIS規 格 に合致せ る3

台 の8, 12, 16素 子 インク書 き直記式脳波記録装 置

(三栄測器製 作)を 適宜使用 した.

注射用 アモバ ルビタールナ トリウム:

化学 名: 5, 5イ ソア ミル エチ ルバル ビ ツール酸 ソ

ーダ.

商品名:イ ソミタール ソーダ(日 本新薬),
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第3節　 検査方法

第1項　 電極並 びに脳 波誘導法

針状電極を使用 し,頭 皮上か らの間接誘導を行 な

つた.誘 導法は全 て双極誘導 とし,誘 導局所はモン

トリオール法7)(10/20電 極法)(図1)を 採 用 し

た.誘 導 の組合せは個 々の例 にお いて,そ れまでに

行なつた脳 波検査を参考に して異常波を最もよ く把

握 しうる組合せを選んだ.

図1　 誘導 局所

本編に掲 載 してある脳波図版は.す べて図の

ような部位に電極 を接着 して誘導記録 した も

のである.

第2項　 イソ ミタール頸動脈注入法

1%プ ロカイン局所浸潤麻酔のもとに,経 皮的に

20 gaugeの 木村式腰 椎穿刺針にて 総頸動脈 を 穿刺

し,生 理 的食塩水を緩徐 に注入 しなが ら患者 の落着

くのをまつて, 5～10%イ ソ ミター ル50～100mg

(原則 として1回 量100mg)を 約2～4秒 間で注

入 した(第2編 第3節 第2項 参照).他 側総頸動脈

への注射は 日を異に して,ま たは十分 な間隔(約20

～30分)を おいて同 じ日に施行 した.

第3項　 賦活

すでに述べた如 く,本 検査 の対象 としてはなるべ

く異常波を頻発す る症例 を選んだが,こ れ らの対象

の うちのあ るものでは,さ らに確実 を期す るために,

過呼吸,メ ジマイ ド静脈注射,閃 光刺激な どの賦活

法の中よ り,そ れぞれの症例 に適当なものを選 んで

用いた.

第3章　 検 査 成 績

第1節　 1側 皮質 焦点性異常波

本節 に属す る研究は,次 の第2節 の研究のための

予備実験 の意味を兼ね て行なつた ものであ る.す な

わ ち,明 らか な1側 性焦点性 の 棘波(spike)ま た

は鋭波(sharp wave)を 出現 している皮質焦点性て

んかん5名 を対象に して, 5～10%イ ソミタール50

～100mgの 頸動脈注射 を 行 な い,そ の 際 の 棘波

(または鋭波)の 変化 を追求 した.

結果は,全 例 において焦点 側頸動脈注射 によつて

棘波 の一時的消失をみ るが,焦 点反対側の頸動脈注

射によつては依然 として棘波の出現 を認めた,な お,

焦点側頸動脈注射を施行 した例においては,異 常波

の消失のみな らず,基 礎波の正常化 の傾向を もみた

症例 もある.

図2よ り図7ま で の一連 の脳波は これに関する成

績 の1例 である.本 例 は22才 の女子で6年 前に始 ま

つた全身痙攣 と意識消失の発 作を主 訴とし,脳 波上

図2の ごと く右大脳半球よ り棘波の出現をかな り頻

繁に認め る右側頭葉 てんかんの1例 である.

まず,こ の患者の左総頸動脈(す なわち,焦 点反

対側)に10%イ ソミタール100mgを 注入 して も,第

2編 において述べた如 き基礎波の一般 的変化を見 る

のみであつて,注 入前見 られていた棘波は一見基礎

波の変化におおわれて見に くくな るけれども,注 入

後も依然 として頻発 して お り(図3,図4),棘 波

の性状にも本質的に注入前 と後 とで差を認めえな い.

そして約20分 後には基礎波の変化は注入前の状態 に

回復 し,脳 波は全体として図2と ほぼ同様の像を呈

して くる.

しか るに,焦 点側すなわち右総頸 動脈に同 じくイ

ソミタール100mgを 注入 した場 合には,注 入後直

ちに全領域よ り棘波の消失を認め(図5),そ の後

も約3～4分 間にわたり全 く出現せず,つ いで,時

間の経過 とともに図6の 如 く振幅の小さい疑わ しい

棘波を再び出現 し始 め,平 均20分 前後にて図7に 示

す如 く脳波はほぼ注入前の状態に回復する.

以上の結果 は,他 の4例 において も同様であ る.

なお,棘 波 の再出現,回 復の過程 は第2編 で述べ た

イソ ミタールによ る基礎波の一般的変化 の回復よ り

はやや早 く行 なわれ,基 礎波が完全に復 旧しない う

ちにすでに棘波はほぼ注入前の状態にまで回復す る

のが普通であ る.

第2節　 両側周期性異常波

本節 においては,両 側 同期性に棘徐波複 合を頻発

している症例25名 を対象として,こ れに前 節同様 イ

ソ ミタール頸 動脈注射を試 み,そ の際の異常波の変

化の追求を 目的とした.



898 八 木 健

図2　 一側皮質焦点性異常波(そ の1)

注入前の脳波.右 半球 よ り棘波の出現 を認め る.

図3　 一 側皮質焦点性異常波(そ の2)

10%イ ソミタール100mg左(焦 点反対 側)総 頸動脈内注入後16秒.依 然と して棘波め出現を認め る.
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図4　 一側皮質焦点性異常波(そ の3)

左注 入後3分17秒.

図5　 一側皮質 焦点性異常波(そ の4)

左 総 頸 動脈 注 射 後 約21分 に 右(焦 点 側)総 頸 動脈 内 に10%イ ソ ミタ ー ル100mg

を 注 入 して の ち 約1分.注 入 直 後 よ り棘 波 は 消失 す.
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図6　 一側皮質焦点性異常波(そ の5)

右注入後約4分.疑 わしい 棘波が再び出現 し始め る(↑ 印). gainを2倍 に あげている.

図7　 一 側皮質焦点性異常波(そ の6)

右注入後約16分,ほぼ注入前の状態に回復している. gainは2倍にあげたまま.



アモバル ビタール ソーダ頸 動脈注射に よるてん かん焦点局在診断に関す る研究 681

結果は,同 じよ うに両側同期性に現 われ る棘 徐波

複合の中に,本 法に対 して全 く態 度を異 にす る2群

のあることを知つた.す なわ ち,い ず れの側の頸動

脈に注射 して も依然 として棘徐波複合の出現を認め

る群 と,い ずれか一方の頸動脈注射によ り棘徐波複

合の全領域よ りの一時的消失 を来たす群とで ある.

なお,頸 動脈注射 は原則 としてまず左側を行 ない,

ついで右側を行 なつた.

以下 にその各群 について詳述 する.

第1群:い ず れの側 の頸動脈注射 によつて も棘徐

波複合の消失 しない群.

この群 に属す る棘徐波複合を有す るてんかんは21

名で,こ れ らの症例においては,左 右 いずれの側 の

頸動脈に注射 して も,た だ注入側において約3～5

分間 に わ たる棘波成分(spike component)の 抑制

をみるのみで あ つ て,徐 波成 分(slow wave com

ponent)に は認 むべ き変化な く,ま た,他 側 の棘徐

波複合 には注入前 とほとんど差を認めえない.図8

～図13ま での一連の脳波は この成績の1例 で ある.

本例は13才 の女子で,約6ケ 月前 より始 まつ た全身

痙攣 と意識消失の発作を主訴とし,安 静時脳波にて

図8に 示す ごとき両側同期の棘徐波複合を頻発 して

いる症例で ある.こ の症例の左総頸動脈内に10%イ

ソ ミタール60mgを 注入 して も,注 入後 も依然 と

して両側大脳半球よ り同期 して棘徐波複合 の出現 を

みてい る.た だ注入直後よ り注入側の棘波成分が注

入反対側に比べてやや抑制 された像を示 し(図9),

この状態はその後 も約3～5分 間 に わ た つ て続 き

(図10),そ の後次第に回復 し約20分 前後で異常波,

基礎波 ともにほぼ注入前の状態に もど る(図11).

この患者に,さ らに,右 総頸動脈 内に同 じくイソ ミ

ター ル60mgを 注入 して も,左 側注入時 と 同様,

注入側の棘波成分が反対側に比 しやや抑制 された像

を示す のみであつて,依 然 として棘徐波複合 は頻発

図8　 両側同期性異常波:第1群(そ の1)

注 入前の脳波.両 側同期の棘徐波複合を認め る.
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図9　 両側同期性異常波:第1群(そ の2)

10%イ ソ ミタール60mg左 総頸動脈 内注入後4秒.依 然 として棘徐波複合を

出現 してい るが,注 入側 の棘波成分 の抑制 を認め る.

して いる(図12,図13).他 の20名 において も以上

の結果 とほぼ同様 の経過をたどつている.

要す るに,こ の群 においては,頸 動脈注射によ り

棘徐波複合は消失せず,見 られる所見 としては注射

側 の棘波 のみの一時的抑制であつて,注 射側によ る

差はな く,左右の注射により対照 的な像がえ られ る.

第2群:い ずれか一方 の頸動脈注射によ り棘徐波

複合 の一時 的消失を来 たす群.

この群 に属す るてんかん は4名 であつて,こ れ ら

の症 例では, 1側 の頸 動脈注射によつて は,第1群

と同 じく注入側 の棘波成分 の一時的抑制 を見 るのみ

であ るが,他 側の頸動脈注射によつては全領域よ り

の棘徐波複合 の消失を約3～5分 間にわたつてみ る

ことがで き,さ らに基礎波の正常化の傾向をみてい

る.図14か ら図19ま での脳波は,こ の典型的な1例

の成績であ る.

本例 は15才 の女子で, 4才 の頃に始 まつた小 発作

と9才 の頃か ら始 まつた大発作 とを主訴 とし,安 静

時脳波にて両側 同期の多棘 徐波複合を出現,こ の多

棘徐波複合 はことに毎秒8～18回 の閃光刺激 によ り

よ く誘発 される(図14).こ の症例 の左 総 頸動脈内

に10%イ ソミタール80mgを 注入 して も図15に 示

すごと く,注 入側の棘波成分はその後約7分 間 にわ

たつて抑制 されてい るが,多 棘徐波複合は相変 らず

閃光刺激によ り誘発 されている.そ して,そ の後約

28分 以上を経て ほぼ注入前の脳 波像 に等 しい状態に
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図10　 両側同期性 異常波:第1群(そ の3)

左注入後4分.

戻つてい る(図16).

そこで今度は右総頸動脈内に同 じく10%イ ソミタ

ール80mgを 注入 してみ ると,い ま ま で閃光刺激

によつて よ く誘 発 されていた多棘徐波複合が注入直

後より全 く出現せず(図17),そ の後約6分 間 を 経

過 して初 めて図18の ごと く出現 し始め,つ いで22分

を過ぎる頃か ら図19にみ るご とく右半球(注 入側)

において ほぼ注入前の状態にまで回復 した多棘徐波

複合を再び示 して くる.し か し,本 例ではこの時期

には左半球(注 入反対側)に おいては,い まだその

回復は十分ではな く,こ れの完全な回復にはさらに

時間を要 している.

他 の3例 において も,本 例 とほぼ同様 の経過を示

している.す なわち, 1例 においては本例と同 じく

右頸動脈注射 に際 して,ま た他の2例 においては左

頸動脈注射に際 して,い ずれ も棘徐波複合の全領野

よりの一時的消失を来 たしている.な お,こ の うち

の1例 において は本法を再度にわたり行なつ たがや

はり同一の側の注射 により棘 徐波複合の消失を見て

いる.

以上,第1節 及び第2節 において述べた全例にお

いて,い ずれの側の注射によつてもイソミタール頸

動脈注射 によりその患者特有 の病的脳 波を賦活 した

り,さ らには,第2編 で述べた一般的変化以外の異

常波を出現 した りす る例は全 くみ られなかつ た.

第4章　 総括並びに考按

両側同期 の棘徐波複合 は 通常"centrencephalic"
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図11　 両側同期性異常波:第1群(そ の4)

左注入後約19分.ほ ぼ注入前の状態に回復 してい る.

てんかんに特有の もの と考え られているが,皮 質 に

焦点を有 す るものの中に も同様のpatternを 示す も

のが あることはすで に緒言において述べた通 りで あ

り,す でに臨床的7)に も実験的13)に もかか る症例

の報告 がみ られ,そ の機序に関 して も種 々論議 され

てきた.わ た くしは,こ れ ら2次 的両側同期 を1次

的なそれか ら区別す るために イソ ミタール頸動脈注

射時の棘徐波複合の変化を追求 した.ま ず,そ れに

先立つて明 らかな焦点性棘波を有す るてんかんに本

法 を試 み,焦 点側頸動脈注射により全例に棘波の一

時的消失を きた しうることを確め,つ いで,両 側同

期の棘 徐波複合を頻 発す るてんかんに本法を施行 し

た ところ,い ずれか1側 の頸動脈注射 によ り棘徐波

複合の消失 をきた しうる症例 と,い ず れの側の頸動

脈注射 によつても棘徐波複 合の消失をみない症例 と

にわかれ ることを知つた.

以上の成績,す なわち,第1節 の結果 をもつて第

2節 の結果 を吟味すれば,第2節 の第1群 は1次 的

両側同期 を示す"centrencephalic"て ん かんであ り,

第2群 は2次 的両側 同期を示す皮質焦点性 てんかん

であ ると考え られ,全 領域よ り放電を消失せ しめ う

る側に焦点があ ると考え るのが最 も妥当である.つ

ま り, 1側 皮質焦点 に発 した放電がcortico-subcortico

cortical projection systemを 介 して,両 側大脳半球

の皮質に広汎 に伝播 されることによ り起 こるとされ

る2次 的両側 同期においては,そ の原発巣の存す る

側 へのイソ ミタール頸動脈注射によ り焦点の興奮性

が低下 し,た めに一時的に全領野よ り棘徐波複合の
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図12　 両側同期性異常波:第1群(そ の5)

左総頸動脈注射後約26分 に5%イ ソ ミタール60mgを 右総頸動脈 内に注入した

時の脳波の変化.注 入側棘波成分の抑制をみ る(↓ ↑印は注入開始 ならびに終了

を示す).

消失をみ るものであり,そ の再 出現,回 復の過程 に

おいて も,ま ず,焦 点側(注 入側)の 回復が先立 ち,

ついで,反 対側の回復(伝 播)が 行なわれるよ うで

ある(図19).こ れは焦点の興奮性が あ る程度に回

復 して はじめて反対側に伝播 しうるよ うにな るもの

と解釈 される.こ れに反 して, 1次 的両側同期性棘

徐波複合は もともとその放電が皮質下 に起源を もつ

ものであ るが故 に,い ず れの側の頸動脈注射によつ

て も直接その作用を うけず,た めに,棘 徐波複合の

消失をみないもの と考 え られ るであろ う.

なお,第1節 および第2節 第2群 において焦点側

頸動脈注射 によ り,異 常波の消失のみならず,基 礎

波の正常化の傾 向を もみることは興味ある所見であ

る.

いま,本 法により2次 的両側同期 と診断された棘

徐波複合を もつてんかん4名 について,臨 床所見そ

の他 の検査成績 との関係をみ ると表3の 如 くであ り,

発作時の状況,臨 床所見 その他により焦点性てんか

んを疑 われた ものか,ま たは通常の脳波検査 におい

て2次 的両側 同期の疑いがあ るが1次 的両側同期 と

の鑑別が困難 であつた ものが多い.し か し,そ のよ

うな例は第1群 の中に もあり,ま た逆に第2群 の中

に もNo. 3に みるご とく本法以外には何 ら皮質焦点

の所在を示す所見のみ られなかつたもの もあるので,
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図13　 両側同期性 異常波:第1群(そ の6)

右注 入後3分50秒.

表3　 第2群
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図14　 両側同期性異常波:第2群(そ の1)

注入前の脳 波.両 側同期の多棘徐波複合(12c/s閃 光刺激).

これ らの諸検査による第1群 と第2群 の区別 は判然

としないが一応 の参考にはな りうると思われ る.

また,第1群 と第2群 の比率 であるが,本 編にお

いては,両 側同期 の棘徐波複合 を示す25例 の うち第

1群 と第2群 の比 は21対4と なつてい る.し か し実

際には第2群 の占める比率は もつと低いもの と思わ

れ る.何 故な らば,最 初 その対象を選ぶに当たりな

ん らかの点で2次 的両側同期 を疑わ しめるものはな

るべ くこれを含め, 1次 的 と思 われ るものはもつ と

多数見 られたが検査か ら除外 したもの もあつ たか ら

である.

1953年 清水14)は てんかん患者 の1側 頸 動脈 に ラ

ボナールを注射す ると,多 くその患者特有の病的脳

波 をあ らわ して くると報告 して いるが,わ た くしの

研究においては,い ずれの場合においても注入前 に

比 し注入後に とくに異常波を賦活す るごとき所見 は

え られなかつた.

次に,本 編の主目的 とやや離れ るが, 1次 的両側

同期に対す る頸 動脈注射および2次 的両側同期の焦

点反対側への注射に際 し起 こる注入側 の変化で,棘

波成 分は抑制 されているに もかかわ らず徐波成分 は

なん ら影響を うけていないのは何故 であろうか.

元来,頭 皮上よ り脳波を間接誘導 した場合,棘 波

は大脳皮質またはそれに近 い部位にてんかん性放電

としての電気的興奮過程がある際にえ られ ると考え

られ,こ れに反 し,異 常部位 が深部にあればあるほ

ど電気 的変動の伝播の過程 において異常波は不鮮 明

にな り徐波化の傾向を帯び るとされている,ま た小
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図15　 両側同期性異常波:第2群(そ の2)

10%イ ソ ミタ ー ル80mg左 総 頸 動脈 内 注 入後2分56秒.注 入 側棘 波

成 分 の抑 制(15c/s閃 光 刺 激).

発作に際 し現われる3c/sの 棘徐波複合においては,

徐波成分 は安定 しているのに もかかわ らず棘波成分

は非常 に不安定でその振幅に変動が強 く,時 には缺

如す ることもあ ることはよ く知 られてい ることで あ

るが,こ れ らよ り考えても棘徐波複合の棘波成分 と

徐波成分 との間には,そ の成因あ るいは伝播機序 に

関 しなん らかの相違 があるもの と考 え られ,大 脳皮

質 に最 も強 く作用すると考え られる イソ ミタール頸

動脈注射 によ り棘 波成分のみの抑制 をみることは,

棘波成分がなん らかの意味でよ り強 く大脳皮質 に親

和性を もつ ものである ことを示 している.

さて,本 編における臨床研究において も,第1編

の動物実験の成績 とよ く一致す る結果 をえたが,た

だ,人 のてんかん においては50～100mgの イソ ミ

タールによ り,よ くその異常波の確実な変化を起 こ

しえ たにもかかわ らず,動 物実験 においては,棘 波

の確実な変化 をみ るためには10mg(脳 重量比 に し

て人の量の5～10倍)と いう比較的多量の イソ ミタ

ールを必要 とした ことにつ いてであ るが,こ れは人

と猫 との感受性の差 とい うよりはむ しろ人のてんか

んに見 られ る慢性の焦点 とペ ニシ リンによる急性の

焦点 との興奮性の強 さの差 によるものと考え られる.

すなわち,ペ ニシ リンによ り作 られた焦点は人のて

んかん と異な り,ご く短時間で その働 きを発現 し,

その放電は急速に同側あ るいは他側の各部に伝達 さ

れ,つ いには焦点発作 さらには全身発作へ と移行す
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図16　 両側同期性異常波:第2群(そ の3)

左注入後約28分.ほ ぼ注入前の状態に回復 している(14c/s閃 光刺激).

る.し たがつて,そ の焦点 と して のpotencyは 大

であり,そ の大な る興奮性を抑制す るためにかかる

多量の イソミター ルを必要 と したもの と考 え られ

る.

以上,わ た くしは,イ ソ ミタール頸動脈注射 を利

用する ことによ り,両 側同期の棘徐波複合を1次 的

両側同期 と2次 的両側 同期 とに分ち,後 者において

はその焦点 の左右側を も判定 しうることを知つた.

もちろん,本 法は棘徐波複合以外の両側 同期性 異常

波の焦点 の鑑別に も広 く応用 しうる ものであ るが,

ただ異常波の一時的消失を指標 とするものであるこ

とか ら考 えて,わ た くしが本編で対象 として選 んだ

ごとく,異 常波を頻発す る症例に しか用いえず,ま

たlateralization以 外の詳細な局所診断に ついては

他の所見ない し検査法にまたねばな らない.

第5章　 結 論

てん かん患者30名 に5～10%ア モバル ビタール ソ

ーダ50～100mgの 頸 動脈注射を試 み,そ の際の異

常波の変化を追求 し,次 の ごとき結論をえた.

1) 1側 皮質焦点 よりの棘波は, 50～100mgの ア

モバル ビタールソーダを焦点側頸動脈 内に注入す る

ことにより消失す るが,他 側頸 動脈への注入 によつ

ては影響 されない.

2) 1側 皮質焦点 に起 因す る2次 的両側 同期の棘

徐波複合は,焦 点側への頸動脈注射により全領野よ

り消失す るが,他 側注射によつては注入側の棘波成

分の一時的抑制 をみ るに過 ぎない.
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図17　 両側同期性異常 波:第2群(そ の4)

左総頸動脈注射後約35分 に10%イ ソ ミタール80mgを 右総頸動脈内に注 入しつ

のち1分50秒.多 棘徐波複合の全領野 よりの消失(18c/s閃 光刺激).

3) "contlencephalic" originと 考え られる両側同

期 の棘徐波複合 は,い ずれの側 の頸動脈 注射 によつ

ても,た だ注入側 の棘波成分の一時的抑制をみ るだ

けであ り消失 しない.

4)ア モバ ル ビター ルソーダ頸動脈注射 に よ り,

その患者 特有 の異常波を賦 活す るよ うな こと は な

い.

(稿を終 わるに当たり,ご 懇篤なるご指導,ご 校

閲を賜わつた恩師陣内傳之助教授 に衷心 より深謝 し

ます).
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図18　 両側同期性異常波:第2群(そ の5)

右注 入後約6分,異 常波の再出現.
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図19　 両側同期性異常波:第2群(そ の6)

右注 入後約22分,右 半球においては,ほ ぼ注入前 の状態に 回復 した多棘徐波複合

を出現 してい るが,左 半球においてはその回復はい まだ十分ではない.
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Localization Study of Epileptogenic Focus by Means of

 Intracarotid Sodium Amobarbital Injection

Part 111

Differentiation of Primary and Secondary Bilaterally

 Synchronous Spike and Wave Complex

By

Takashi Yagi

Department of Neurosurgery, Okayama University Medical School

(Director: Prof. D. Jinnai)

Intracarotid injection of 50 to 100mg of 5 to 10% sodium amobarbital was given to 30 
cases of epileptics, and change of the abnormal EEG was followed.

1) Unilateral focal cortical epileptogenic spikes were abolished by the ipsilateral admini
stration, but not by the contralateral.

2) Amongst the cases of bilaterally synchronous spike and wave complex, two types of 
marked responses were obtained at the administration. One group manifested an abolishment 
of the complex from all leads of both hemispheres by administration on one side, but a 
transient inhibition of the spike component from the ipsilateral hemisphere by administration 
on the other side. This appears to indicate the complex originates from unilateral cortical 
focus which is located at the first side. This group may correspond with the secondary bila
teral synchrony.

3) Another group manifested a transient inhibition of the spike component from ipsila
teral hemisphere without abolishment of the complex at either side of administration. This 
may correspond with the primary bilateral synchrony, the so-called "ceutrencephalic origin".

4) No activation of chat acteristic abnormal activities in epileptics was found at the 
intracarotid injection of sodium amobarbital.


