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第1章　 緒言並びに文献

脳内 における組織の欠損 或いは病的変化が治癒 し

た場合,そ の部に見 られ る修復反応につ いて は諸家

の多数の報告 があるが, Goen1), Tedesch2), Collias,

 Penfield3) 4)等 は動物の 脳 に刺創を作り,そ れが修

復 されてゆ く過程を主 として,グ リア細胞 と血管性

結合 組織 を 中心 と して 研究 し,ま たBaggenstoss5),

 v. Kahlden6), Chenzinski7)等 は人 間 の脳 腫瘍 の 診

断の た め に行 な つ た脳 穿 刺 創 の 治癒 変 化 につ い て 報

告 して い る.ま たCourville8), Pfeifer9),北 村10)等

は人 間 の,ま た 一方, Tschistowitsch11)は 動 物 の脳

外 傷 あ る いは手 術創 の 治 癒過 程 にお い て,グ リア細

胞 と間 葉 系 の 役 割 につ い て述 べ て い る. Macklin12),

 Hassin13),佐 々木14)はTrypanblue, Neutralred,

 India Ink等 を 家 兎 或 い は 猫 の 脳 内 に 注射 して 喰

細 胞 の 変 化 を 追 求 し, Russell15), Carmichael16),

 Rand17), Penfield18), Linell19), Hortega20)は 脳 創

に お け る グ リア 細 胞 の 反応 に つい て 報告 し,所21)

Friedman22)は 種 々の 脳 疾 患 の 治癒 過 程 にみ られ る

間葉 系 と グ リア の 相互 関 係 につ いて 報告 して い る.

また一 方 沼 部 は脳 瘢 痕 部 の 毛細 血 管 お よ び,小 血管

は物理 化 学 的刺 激 に対 して敏 感 であ る と報 告 してい

る.さ らに我 が 教 室 の久 野23)は 脳手 術創 の 治癒 機

転 の過程 を くわ しく経 過 を追 つ て 追求 して い る.

私 は 第1編 にお いて,猫 脳 の 淡 蒼球 を 破壊 す るた

め に電気焼 灼, Oil-Wax, Etopalinの3種 の 方 法 を

え らんで,破 壊 後 にお け る 淡蒼 球 のChE活 性 値,

遊 離 ア ミ ノ酸 窒素量 を 生 化 学 的 に測 定 した と ころ

Oil-Waxと 電 気 焼 灼 で は 変 化 が 少 な く,ま た3週

目に は相 当 に回 復 す るが, Etopalinで は変 化 も強 く

回復 しに くい こ と を知 つ た.そ こで 私 は これ らの破

壊 の方法 に よつて,脳 実 質 の修 復 機 構 に差 異が あ る

のではないかと考えて,本 編ではこれ らを組織学的

に追求 し破 壊方法の良否を決定 しようと試みた.

第2章　 実 験 方 法

第1節　 実験動物

体重2.5kg～3.5kgの 健康な成熟猫37匹 を使用

した.

第2節　 手術方法

麻酔法としては,ア ロバル ビタール10%,ウ レタ

ン20%よ りなる溶液を0.4cc/kgの 割で腹腔 内に注

射するか,あ るいはエーテル吸入麻酔を行ない,い

ずれ も深麻酔 に達 しない 状態 に維持 した.頭 部 は

Horsley-Clarke猫 頭部固定器を用いて固定 し,躯 幹

は腹位 として,腰 椎棘突起を両側 より把持す る脊椎

固定器を用いて固定 し,四 肢は下垂せ しめ,破 壊 の

ための注入針 として は,普 通 の腰椎穿刺針を用い,

これを頭部固定器の上下計測板の中央に取 りつ け,

電気焼灼 には,そ の針 をTygon Paintに て先端2mm

を除いて十分に絶縁 して電極 として使用 した.開 頭

は頭頂 部皮膚 に正中切開を くわえ,側 頭筋 を骨膜 と

ともに剥離 し,上 矢状 静脈洞を傷つ けないように注

意 し,前 方 はGyus sigmoideus anteriorよ り後方

はSulcus Sylviusが 両側 とも十分 露出す るように

して,両 側 同時 に開頭 し,第1編 にのべた と同 じ方

法で淡蒼球の両側破壊を行なつ た.破 壊方法 として

は,第1編 記載のよ うにツベル ク リン注射器で,暖

め たOil-Waxを0.2～0.3cc注 入, Etopalinは そ

のまま0.2～0.3cc注 入,電 気焼灼 は,電 極を刺入

し, TAKEI製 電気Bovieに て30秒 通電焼灼 した

(詳細 は第1編 参照).

第3節　 組織学的検査法

手術後, 1週 目および3週 目にそれぞれ開胸 し,

心臓 に出入りす るすべての動 静脈を大止血鉗子をも
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つて一挙 に挾んで屠殺 し,脳 を硬膜で被 包 したまま

剔 出し,生 理食塩水 を満た したシヤー レの中で硬膜

を開 き,剔 出脳を左右 に切離する.生 脳のまま病巣

部 の肉眼所見をみるため に脳を切ると脳の再構が不

可能 になるので,病 巣部に割を加 えることな くその

まま固定す ることに した.す なわち, H. E.染 色 を

行な う場合 はホルマ リン固定を行ないNissl染 色 を

施す場合はアル コールで固定 を行ない,い ずれ もパ

ラフィン包埋ののち,脳 破壊巣 を含む切面 はすべて,

連続切片を作つて検鏡 した.

第3章　 実験成績

Oil-Wax, Etopalin注 入,な らびに電気焼灼 によ

る脳手術施行 より屠殺までの経過 日数,お よび検索

しえた例 数は第1表 に示すよ うに総計37例 である.

第1表　 各種 方法に よる脳限局破壊 実験

第1節　 Etopalin注 入におけ る脳組 織反応

Etopalin 0.2～0.3cc注 入実験は14匹 の猫 につい

てお こない,う ち8匹 は1週 目に屠殺 し,残 り6匹

は3週 目に屠殺 した.

a)1週 目屠 殺のものでは,標 本切片上 に 明 らか

な空洞をみとめ,そ の最大部では直径平均4×3mm

の大 きさであつた. Etopalinを 使用 した際 にみ られ

る特徴 は,注 入部脳実質に限局性打抜 ようの不規則,

多彩な空洞形成がみ られ,穿 刺針による脳実質欠損

部(針 穴)に 向つて,写 真1に 示 すようなEtopalinの

逆流 による,副 空洞形成がほとん ど常に発見 された.

空洞 内には若干の物質の存在 がみ られ,空 洞壁には

0.2～0.3mmの 好塩基性の一 層の 明瞭な 限界層 が

形成せ られ,健 常 な脳実質 と明らかな境界を示 して

いる.顕 微鏡 的に空洞内物質 は,塩 基性の無定形非

晶質,凝 固壊死 にお ちいれる脳質組織片 とともに好

塩基性のEtopalin由 来の 針状結晶 がみ られ る.空

洞壁 は肉眼的に好塩基性の一層の壁 としてみ られた

が,こ れは,写 真2に み られるようにEtopalin由

来 と考え られ る好塩基性小顆 粒または結晶 の層状集

合であ る.そ の外周 は細胞 反応のない脳実質の変性

および壊死巣 に移行する.こ の病巣 は非常 に広汎で,

空洞中心部か ら約12mmの 組織端 において も,な

お壊死像がみ られ(写 真3),神 経 細胞 はつ よく膨

化腫脹変性 し,核 は濃縮 し小 となり核小体 の弁別は

不 明となつて おり, Neuronophagieな どの細胞反応

はまつ たくみ とめ られず,急 性変性壊死 の像を呈す

る.ニ ッスル染色 において もまつ たく同様 な所見が

み られる.す なわ ち,空 洞 壁はニ ッスル陽性小顆粒

集合層 よりな り,空 洞周辺巣には正常な神経細胞は

まつた く見 当らず,濃 縮核,破 片核 の散在するのが

み られる(写 真4).

b)Etopalin注 入後3週 を経た ものについて は,

 6匹 の 猫脳 の 観察 において, 0.2～0.3ccの 注入の

場合,空 洞形成 は1週 目にみ られた ものと同 じく,

平均4mm×3mmで 日時 の経過によるEtopalin空

洞形成 の大 きさの消長には著変がみ られなかつた.

 3週 目の ものは1週 目の ものに比 して,空 洞壁は厚

く,平 均0.5mmの 厚 さに達 し,こ の場合 にも空洞

部か ら脳皮質にかけて針 刺入 による針穴 の組織反応

が1週 目の ものよりも鮮 明 に 出現 してい る(写 真

5).顕 微鏡的には,空 洞内および空洞壁の性格は1

週 目の ものとほ とんど変 らず,壊 死性の無定形非 晶

質 とEtopalin由 来 の好塩基性小顆粒 とが層をな して

お り(写 真6),空 洞周辺には多数のグ リアが出現 し

て修復反応を示 して おり(写真7),標 本上空洞中心

より12mm離 れた部位 において は,グ リアによる

神経 細胞のNeuronophagieの 像が み られる.ニ ッ

スル染色 標本では,急 性 腫脹 でTigrolysisに おち

いつ た神経細胞にグ リアが集ま り,修 復像 としての

Neuronophagieが み られる(写 真8).す なわち, 1

週 目にはみ られなかつた修復像が, 3週 目にはかな

り明 らかになつて きたとい うことがで きる.

第2節　 Oil-Wax注 入における脳組織反応

Oil-Wax 0.2～0.3ccの 脳実質 内への 注入実験は,

 13例 の猫について行ない,う ち6例 は1週 目に,残

り7例 は3週 目に屠殺 した.

a)1週 目屠殺 のものでは,標 本 切片上 で 明 らか

な空洞をみ とめ,そ の空洞 最大部では平均4mm×

4mmで ある.(写 真9)に 示す ようにその空洞の特

徴はEtopalinの 場合と 異なり,好 酸性 にそまる物

質を空洞内にみ とめ,空 洞 壁の組織反応 は極めて弱

く,そ の厚 さは平均0.5mmで,徐 々に周囲組織 に

移行する,顕 微鏡的 には空洞内物質は細胞成分をま

つた く混 えない 無定 形非 晶質 よりなり,空 洞壁 は
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(写真10)の ように脳実質細胞が 密在 し,神 経細胞

は核が濃縮 し,胞 体突起 を失ない,胞 体 もまた貧 し

くな り萎縮の像を呈する.こ の壁層 につづ く周囲組

織には,グ リアが増殖,浸 潤 し,軽 いNeuronophagie

の像を呈 している.ニ ッスル染色でもH. E.染 色で

み られたと同 じく,神 経細胞の変性 を証明す ること

ができた.以 上の所見 は 実質内 に注 入 されたOil-

Waxの ために該部脳実質 が 周囲 に圧排せ られ,そ

の外層 に周局炎をともなつた状態といえ る.

b) 3週 目屠殺 の ものの 脳組織反芯像は1週 目の

ものに比し,(写 真11)に 示 すように 空洞壁 には境

界より明 らかな一層の限界層 が生 じて来て お り,厚

さは平均 約0.4mmで あ る.空 洞内 にはや はり壊死

物質や 細胞成分を 欠 き, Oil-Waxの みが 存 在 する

(固定標本では溶解流 出).之 を検鏡す ると,空 洞壁

限界層は脳実質の圧縮 された組織が壊死化 した もの

で,そ の周辺 には軽い周局炎 として,グ リアの増殖

とともに, Neuronophagieの 像が見 出され るが,そ

れは1週 目のものよ り非常 に軽度である.周 局 反応

は空洞中心 より4mmま での 範 囲 にみ られ,(写 真

12)は 空洞限界層に接 する部分の脳実質灰白質部の

修復性炎症の像を示 している.

すなわち, Oil-Wax注 入 の場 合 は,組 織 反応 は

徐々に行なわれて おり,注 入 による脳組織の破 壊は

空洞壁限界壊死層 に相当する実質にとどまり,そ の

周囲に可逆性の脳修復性 の反応巣を生 じ,こ れが経

過 とともに,軽 減せ られてゆ くことが明 らかにされ

た.

第3節　 電気焼灼における脳組織反応

a)1週 目屠殺の ものの脳電気焼灼 部の組織反応

の検索では,切 片染色標本の肉眼視においては,か

ろうじて色調の変化を来 たす 程度の0.5mm×1mm

程の限局性小病巣をみ るにとどまり空洞形成はみ ら

れない.こ の際の切片標本像 は(写 真13)に 示す よ

うに病巣部は非特異的な急性炎症の像を呈 し,神 経

細胞は1～2個 を残 し破壊 され,か わつてグ リアと

間葉性修復細胞すなわち多核白血球,単 球 などのお

びただ しい浸潤がみられ,近 接 の細動脈周囲 に血管

周囲細胞浸潤 をみ る(写 真14).

b)3週 目には刺入部 中心 は凝固壊死が成 立 し,一

部空洞化し,そ の周辺にグ リアを思わせ る円形細胞

浸潤が比較的限局集合 して層を作 り,非 特異的脳炎

組織に移行す るが,破 壊 病 巣 は極 めて微小 であ り

(写真15)そ の周局反応 の広 さもまた小 さい.

第4章　 総括並びに考按

定位脳手術 において大脳 基底核を選択的に破壊 し

て臨床効果を期待す る目的で,種 々の破壊方法が行

なわれてい ることは先きに記載 したとお りであるが,

私は猫の脳実質にOil-Wax注 入, Etopalin注 入,

および電気焼灼の3腫 の方法を用 いて破壊巣を作 り,

術後経過を追つて屠殺 し,破 壊部およびその周辺部

の組織像よ り各種の方法 による破壊が神経組織 にい

かなる影響をおよぼすかについて検討 した.定 位脳

手術 における脳組織 の限局的破壊法としては,で き

るだけ,破 壊 による周局反応が少な く,し かも破壊

巣の大 きさを適当に変え うるような方法が最 もよい

と考え られる.と ころで問題 は注入薬剤が組織内に

どの程度浸潤,拡 散 するかということと,そ のあ と

薬剤の性質 に従つてどのような組織反応が生ず るか

とい うことであ り,薬 剤注入による破壊方法 として

は,あ まり拡散 しない程度の粘稠度を もつた もので

なければな らないが,粘 稠度が高くなれば注入 はそ

れだけ困難になるとい う欠点が ある.

Etopalinは 粘稠度が低 く,注 入 に際 しては,そ れ

だけに便利ではあるが,基 剤はアル コールであり,

目的の大き さの脳実質 を破壊 しようとするにはアル

コールの浸潤性が不利を招 く.か よ うなものを使用

す る場 合には薬液が神経線維に沿つて流れる傾向が

あ ると, Carpenter, M. B & Whittier24)は のべてい

るが,私 の実験 でも,第1に 穿刺注入時にで きる脳

実質 の針穴にEtopalinが 逆流 し,こ の針穴周辺の

脳実質 にも強 い組織反応を作る結果 となり,余 分の

破壊巣を形成す る不 利があ ると考え られる.第2に

径4mm×3mmの 注入巣壊死空洞の形成 に対 し,

周局反応が半径12mmす なわち直径に して24mm

あるいは,そ れ以上 にわたるような広汎な急性の変

性壊死巣が附随 して作 られるということは,実 際の

臨床的応用に当つて予期 しない近接部位の破壊 とい

う副作用を惹起す る可能性を もつてい ることを示す

ものであり,第3に は,組 織反応が急激であるにか

かわ らず,そ の修復はかな り緩徐であるとい う腐触

剤特有の不愉快な欠点を もつて いることである.

電気焼灼 の場合は,焼 灼点が電極導子の尖端に限

局 するよ うに設計 されているので,目 的部分だけに

破壊を限局せ しめることについては優秀性があるが,

 1)大 きな破壊巣を 自由に作 りえないこと. 2)急 激

な浸出性 炎症の型をとつて経過す るとい うことは必

ず しも賞賛 できるものではない.



720 半 田 祐 彦

Oil-Waxは オ リーヴ油 と密蝋 とか ら成 る もので,

組織 腐触性 は上記2者 に比 し,ほ とん ど問題 とな ら

ないが,室 温または,体 温において固体であり,実

際脳内注 入時 には暖めて流動性 にした うえで用いな

ければな らないという制約を もつてい るが,こ の点

を除けば私の実験 では3者 の うちで もつと も満足す

べ き結果が示 された.す なわちOil-Wax注 入 によ

つて脳実質は このため に刺入点 を中心 とし, Waxに

より周囲 に圧排 されて,そ こにはOil-Waxの み存

在す るよ うにな る.ま た腐触性がないため に,周 囲

に対す る組織反応 は急激ではなく,む しろより緩徐

に弱 く行 なわれ るよ うであ り, Wax周 囲 の 脳実質

は経過 とともに,徐 々に圧迫萎縮か ら壊死限界層を

形成 するようにな る.し か し,い ず れの場合に も,

最後に残 る組織反応の姿 よりも,注 入初期 におけ る

組織反応すなわち火傷反応(電 気焼灼)や 浸潤性腐

触反応(Etopalin),や 圧迫反応(Oil-Wax)な どが

つよ く現われ,ま た病巣の周辺 においてグ リアの浸

潤Neuronophagieと い うような,い わ ゆる脳 炎の形

の修飾がよ り大 き く出現 して いることは事実で ある.

したがつて, 3週 目においてもなお,そ の炎症像が

大なり,小 な り残存 している以上 は,終 局のPathus

の状態 は少な くとも1ケ 月以上経過 しなければ表現

されないで あろう.臨 床的 に術後初期にパ ーキ ンソ

ン氏病のrigidityやtremorの 消失がみ られ, 1ケ

月以上 の 日時の経過で若干の再発が起 るものの うち

には,こ の ような組織反応 の修飾が 消褪 してゆ くと

い うことか ら理解 できる場合 も顧慮せ られよ う.

この3種 の方法による脳実質破壊実験の結果を組

織反応の面 から通覧すると第1表 に示すよ うにな る.

第1表

私は以上の ように現在定位脳手術 に比較的広 く用

い られている脳組織破壊法と して この3種 をえ らび,

その優劣を比較検討 したので あるが,こ の ほかにも

若干の方法がある.例 えば刺入針の先端 に細工 を加

え,こ れを回転 させてただ物理学的に組織を破壊 し

ようとす る方法があ るが,破 壊の形状,大 小の予測

が困難なばかりか,機 械力が大 きいために出血など

の循環障碍 により思わぬ組織挫滅を招来す る危険も

あ るといわれてお り24),放 射能による破壊 として,

 yttriumを 目的部位 に入れ 破壊巣を作る方法 もある

が,こ れは効果の発現に時間がかかる欠点がある.

このよ うにそれぞれの破壊方法には一長一短があり,

どれも満足 しうる破壊法ではないが,現 在のところ,

 Oil-Waxは 注入時の不便 をのぞけば,組 織反応がも

つと も少な く刺入部位に必要 な大 きさの限局的破壊

巣を作 ることが可能であ り,定 位脳手術 に用い られ

ているこれ らの破壊方法の中で は最 もす ぐれている

ように思われ る.

第5章　 結 論

Oil-Wax注 入, Etopalin注 入 および電気 焼灼の

3種 の脳実質破壊方法を猫脳 を用いて実験的に比較

検討 し,次 のよ うな結論をえた.

1)Etopalinは その物理,化 学的 性質 のために破

壊 目的部位の周囲に不規則かつ広汎な急性変性壊死

巣を随伴 し,小 限局巣を選択的に破壊 しよ うとする

定位脳手術の方法 としては適 当でない.

2)電 気焼灼 の場合は かな り強い 組織火傷 反応に
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よる破壊がえ られ るが,大 きな破 壊巣 を自由に作 り

えないとい う欠点がある.

3)Oil-Waxは 注入時の不便をのぞけ,注 入部で

組織を圧排 し,緩 徐な組織反応の結果,壊 死巣 を形

成 し, 3者 の うちで もつ ともおだやかな破壊作用を

期待することがで きる.

4)周 局 反応 のもつ とも強 いものはEtopalinで
,

その もつ とも少ない ものはOil-Waxで ある.

稿を終 るにあた り御懇篤なる御指導,御 校閲を賜

わつた恩師陣内傳之助教授に衷心より深謝致 します
.
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Experimental Study on Various Destructive Methods 

of Cerebral Tissue

Part II A Histological Study of Globus Pallidus Lesion

By

Sachihiko Handa

Ist Department of Surgery, Okayama University School of Medicine.
(Director: Prof. D. Jinnai)

1) This study was carried out for the histological analysis of the lesions produced by the 
methods of oil-wax-, etopalin-injections and electrical coagulation.
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2) Etopalin tends to produce an irregular and large degenerative necrosis at the perifocal 

area of the lesion. This is, therefore, not desirable technique for the purpose of stereotaxic 
surgery to make a small, localized lesion.

3) In case of the electrical coagulation, the lesion reveals an extensive reaction of the 
tissues and could be hardly expected to make as large as it will be expected in size.

4) Although the operation is difficult at the time of the injection, oil-wax can produce 

a necrotic lesion as the result of slow tissue reaction against the expanding pressure, the 

wildest lesion-making process can be expected.

5) In general, Etopalin manifests the severest reaction around the contact tissue and, in 
contrast, the mildest can be obtained in case of the oil-wax technique.
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