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第1章　 緒言並びに文献

私は第1編 に於 て,大 脳皮質手術的侵襲 の

皮膚温に及ぼす影響 について検 したが,本 編

に於 ては皮膚温 と共に 自律神経機能を表す重

要 なる因子た る温熱性発汗に及 ぼす影響につ

いて検討す ることとした.

発汗 の中枢が視床下部 で,体 温調節 中枢 と

同部位,或 ひはその附近に存す ることは多数

学者の動物実験,或 ひは臨床経験 によ り,凡

そ確実であ るが,近 来大脳 皮質 に発汗中枢 を

抑制す る作用を持つ部分があるのではないか

と想 像 され るに至つた(久 野).従 来 の此 の

方面におけ る研究の主 なるものをあげて見 よ

う.

Biekeles u. Gerstman (1915)は 皮質障碍患

者 の麻痺側に発汗過多を認め, Hoff (1931)

は流行性脳膜炎患者の経過中に種 々の発汗過

多を詔 め, Karplus (1916)は 脳傷害患者 の片

麻痺側に著 しい発汗を認めた.又Guttmann

 (1928)は 大脳皮質殊にDusser de Barenneの

知覚 中枢領域 に一致 して発 汗 中枢 が あ ると

し,前 頭極,後 頭葉 を除 き大脳皮質 の何れの

部位 の障碍 で も多汗 がおこると主張 した.更

にFulton (1936)は 猩 々にて, Schwarz (1936)

は猫にて前運動領の傷害で多汗がお こると述

べてい る.

以上 の様 に従来 よ り,大 脳皮質 の うちで運

動中枢 のあ る部分,又 はその直前,或 ひは他

の前頭葉 の部分に発汗 に影響を及 ぼす個所が

あ ることが報告 されてお り,大 脳皮質が発汗

に対 し重要 な役割を占め ることは疑ひのない

事実 であ る.

私は上述 の文献か らして,主 として真正癲

癇患者 の分野4,分 野6剔 除例に就 き,そ の

術前,術 後 の温熱性発汗 の状態 を検索 し,大

脳皮質 の手術的侵襲が温熱性発汗に如何なる

影響を与へ るかについて研究せ んと企 てた.

第2章　 検査方法並びに検査封象

○検査方法.発 汗を臨床的に検査す るには

色 々の方法があ る.即 ち測定部位をセル ロイ

ドの四で覆 ひ,一 定時間後に濾紙を用ひて吸

收せ しめ た後,速 かに, torsion balanteに て

測定す る方法.塩 化 カルシュウムに吸收させ

て秤量す る方法.或 ひは湿度計を用いる方法 血

等種 々あるが,そ の装置が何れ も複雑であり,

臨床的に測定す る際に測定操作が煩はしく,

殊に手術前後に使用す るこ とは到 底 出来 な

い.依 て私は従来 広 く臨床的に用いられるミ

ノール氏沃度澱粉法 を用い ることとした.こ

れは先ず1.5%の 沃 度 丁幾に10%の 割合に

「リチ ネ」を混ぜて,測 定部位に塗 り,乾 い

た後 に平等に澱粉を撒布す るものである.こ

の方法 に よると発汗部位は黑 くな るので,広

範 圍の観察に便であ る.特 に写真 で示すのに
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は最適で,而 も着色の度に より大体 の汗量 を

知をことが出来 るので,左 右差を比較す る為

には少 しく粗雑ではあ るが,敢 てこの方法を

採用した.発 汗 誘 発 法 としては,予 め50～

70℃ に加温 した熱 気 浴 を用い,更 に これを

増進さす為に熱い湯茶を飲 ます等 の方法を と

つた.患 者はすべ て安静仰臥位にて行つた.

これは手術前後の経過 を検 す るのに一最 も都合

がよく,術 後の患者に於て も可及的負担を軽

減せ しめうるか らであ る.

〇検査対象.主 として癲癇患者 に対 し,治

療の目的を以て皮質運動領,並 びに前運動領

の一部分を剔除 された患者及び前頭極,後 頭

葉に脳疾患を有す る患者並 びに皮質に侵襲 を

加へない単純開 頭 術 例 の患者等,計32例 に

つき,温 熱性発汗の抹態を検査 し,対 照例 と

して健康人4例 について検査 した.

第3章　 検 査 成 績

第1節　 健 康 人 の 場 合

第1項　 緒 言

対照検査 として健康人4例 につ き,ミ ノー

ル氏法による発汗検査を行い,本 検査法が果

して本研究に適せ るや否やを検討 した.

第2項　 検 査 成 績

成績は第1表 の如 くである.温 熱性発汗検

査に際しては発汗発現迄 に潜伏期 があ り,概

ねいずれも20～50分 を要す る.市 も人に よ

り,こ の潜伏期に長短があ り,ま た同一人に

ても潜伏期が検査毎に異 る.更 に発汗成績を

詳細に見 ると,そ の発雁 度に部位的差異を

認 あるが,正 中線を軸 とし,左 右対称位置に

ついて観察す る時には,い かな る健康人に於

て も,発 汗程度に殆 んど差異を認 められ なか

つた(第1図).

第1表

第1図

第3項　 小 括

1) 発汗発現迄 に潜伏期があ り,人 によ り長

短の個 人差 あ り.

2) 温熱性発汗 の程度に部 位 個 人差 が あ

る.

3) 正 中線 を軸 として,左 右対照位置に就

ては発汗程度 の差は見 られなかつた.

第2節 単純開頭術の場 合

第1項　 緒 言

従来大脳皮質の手術的侵襲 の温熱性発汗に

及ぼす影響については詳細な報告を見ない.

又単純開頭術 のみの発汗検 査も文献上記載 を

見 ない.た またま真正癲 癇患者 に対 し,皮 質

剔除を行はず,運 動領域 を露出 しためみの単



340　 斎 藤 滋

純開頭術例 について検す るこ とが出来 た.こ

の ことは大脳皮質 の手術的侵襲 の影響 を研究

す る上 に,極 めて重要 であ り,好 対照 とな る

ことは言 を俟たない.

第2項　 検 査 成 績

先 に健康人に行 つた と同様 な検査条件,方

法に より検査 を施行 した:検 査成績を示す と

第2表,第2図 の如 くである.即 ち術前に於

ては,健 康人の場合 と同様であつて,左 右対

称位 置の発汗程度に差は認め られなかつた.

術後3日 目の検査成績 に於て も第2図 に示す

如 く,術 前 と同様に,両 前腕下部,手 背並び

に大腿部,下 腿部はいずれ も部 位的に見て,

汗量が多いのであるが,そ の左右対称 位置の

発汗程度は殆 ん どの部位で同程度 であ る.爾

後 の検査に依つて も,こ の状態に変 りなかつ

た.

第2図

第3項　 小 括

運動領域の単純開頭術に於ける術後の温熱

性発汗程度は左右対称位置に於ては差は認め

られない.

第2表

第3節　 分野4剔 除の場合

第1項　 緒 言

分野4剔 除が発汗に及ぼす影響については

文献 上に詳細 な記載はないが,前 記の如 く皮

質運動領域 が障碍 されてい ると考へ られる片

麻痺 を有す る患者 の臨床的 観察 にて,麻 痺側

に多汗 のあ ることが,多 数 の学者に よつて認

められてい る. Fulton (1934)等 は動 物実験

にて,分 野4障 碍時の自律神経症状は筋萎縮

の他は著明でない とした.従 来 より自律神経
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異常は 分 野6障 碍 時 に 多い とす る学 者 が 多

い. (Fulton, Kennard, Bucy).然 しな が ら何

れの業績にして も,総 て動物実験か又は内科

的に脳腫瘍 と診断 した もの,或 ひは死後剖検

にて障碍部位を確認 した もの等であつて,直

接外科的に皮質剔除を行 つた ものについて検

した報告はない.

私は真正癲癇患者3例 につ き分野4剔 除の

温熱性発汗に及ぼす影響について検査 した.

第2項　 検 査 成 績

3例 の検査成績 の うち代表的な1例 につき

詳述 し,他 の検 査成績は一括表示す る.即 ち

第3表 の如 くである.

第3表

発汗程度の左右差なきものを… … …(±)

手術反対側が多汗を示すときを… … …(+)

手術反対側の汗量が同側より減少を示すものを…(-)

第3図(第3表,第2例)

術 前 術 後2日

術 後10日

即 ち,代 表的な第2例 についてみると.右

分野1を 一部分剔除したのであ るが,剔 除後

は直ちに左側(手 術反対側)上 下肢に弛緩性

麻痺を来 した.而 して温熱 性 発 汗 検 査 成 績

は,術 前には第3図 に見 られ る如 く左右差 の

なかつた ものが,術 後2日 目には反対側 は同

側 より発汗減 少を示 し,而 して第3表 に見 る
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如 く,腱 反射亢進の時期 たる術後3日 目に於

ては,こ の関係 は逆 とな り,手 術反対側に多

汗を来 し,そ の後漸 次左右差 を減 じて来 る.

而 して発汗量の左右差 の変動 は下肢に於 け る

よ りも,上 肢に於て著 しい ことが全例に於て

認 め られた.更 に第3表 に示す如 く,痙 性麻

痺期 に於 ては,3例 共,反 対側が多汗状態に

あ ることが判 る.

第3項　 小 括

1) 分野4の 一部分剔除は術直後 に反対側

,上下肢に弛緩 性麻痺 を来 す と共 に,発 汗減少

を来 す.

2) 腱 反対 の亢進を来す術後3日 頃に於 て

は患側 に 発汗 増加 を来 し,漸 次時 日の経 過 と

共 に 左右差 を減 じて来 る.

第4節　 分野6剔 除 の場 合

第1項　 緒 言

Fulton, Schwarz (1936)は 各 々猩々,猫 に

て実験 した結果,分 野6の 傷害で多汗を棚来

す ると報告 している.こ の ように分野6が 発

汗に最 も密接な関 係 を 有 す る とされている

が, Guttmann u. List (1928)は 臨 床 観察に

より,前 頭極,後 頭葉を除 き,大 脳皮質の何

れの部位の障碍 で も多汗がお こるとした.

以上 の事 よ り,私 は 前述 の分野4剔 除によ

る発汗状態 と分野6剔 除の場合の発汗状鷲と

を比較検討せん と企図 した.

第2項　 検 査 成 績

第4図1

術 前

術 後3日 日

分野6を 剔除 した真 正 癲 癇患者21例 の検

査成績は第4表 の如 くである.そ の中代表〓

な第2例 について詳述すれば第4図 の通りで

あつて,本 例は術直後より運動減弱膿 性麻

痺 を来 した ものであ るが,剔 除直後 よりすで

に反対側上下 肢に著明 な発汗増加を来す.即

ち肘関節以下 より手指に至 る間 が最 も著明

で,左 右差 も著 しい.下 腿に於て唱も,患 側に

於て著明である.更 に前胸部 に於て正中線を

境 として,手 術反対側に著 明 な発 汗 を認 め

る.こ れは3日 目が最 も著 しく,時 日の経週

と共 に左右差 を減 じて来 る.更 に第4表 に於

て,第6, 8, 9例 では,剔 除後一時弛綾性麻

痺を来 し,次 で痙 性麻痺 に移行し1や がて剔
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除直後の状態に復帰 したが,弛 緩性麻痺 の時

期に相当して,第6, 8例 では手術反対 側に

発汗減少を認め,第9例 は左右差を認 めなか

つた.而 して,こ れら もやがて爾余 の例の如

き経過をたどるのが見 られた.

第4表

発汗程度の左右差なきもの……(±) 手術反対側の汗量が同側 より減少を示すとき…(-)

手衛反対側の多汗 を示すとき…(+)

第3項　 小 括

1) 真正癲癇21例 の分野6の 剔除 により,

衡前では発汗程度に左右差なきものが,反 対

側 の四肢に著明な発汗増加を来す.

2) 発汗は術後3日 目が最 も著 しく,漸 次

左右差 を減 じて来 る.
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3) 分野6剔 除例中一時弛緩性麻痺を認め

た症例では,弛 緩性麻痺の時期に相当して手

術反対側の発汗減少を認める.而 して痙性麻

痺に移行すると共に爾余の例 と同様な経過を

たどる.

第5節　 前頭極並びに後頭葉侵襲の場合合

第1項　 緒 言

従来大脳皮質の中でも,運 動領及びそめ直

前部或はその他の前頭葉の部分に発汗に影響

を及ぼす部分のあることが報告 され ている

が,(Guttmann, Gowers, Karplus, Biekeles,　

Fulton, Schwarz)(黑 岩)前 節 に 述 べ た 如 く,

私も運動領及び前運動領野の侵襲が反対側の

発汗程度 に変動 をお こす ことを認あた.し か

らば他の皮質は如何であら うか.本 節に於て

は,前 頭極では脳瘢痕,前 頭葉切除,ロ ボ ト

ミー等 の5例,後 頭葉ではア ストロヂ トーマ

あ2例 について検査 してみた.

第2項　 検 査 成 績

検 査成績は第5表 に示す如 くである.そ の

うち前頭極 に於け る第3例 に就てみ ると,術

前,術 後を通 じて温熱 性発汗 の状態に何等左

右差 を認めない.そ の成績 は第5図 に示す通

りである.こ れは屡 々健康人に も見 られる範

圍の ものであ り,腕 関節部に発汗過多の部が

あるが,こ れは術前に於 て もこの患者に認め

られてお り,何 等手術的侵襲の影響 とは考へ

られない,ま た後頭葉侵襲 の2例 に於 て も,

その術 前,術 後に何等両側半身 の間に発汗差

を認め られなかつた.

第5表

第3項　 小 括

前頭極及び後頭葉の手術的侵襲例では温熱

性発汗に左右差を認めなかつた.

第4章　 總括並びに考按

第1編 に於ては大脳皮質 手術的侵襲の皮膚

温に及ぼす影響にち き究明したが,本 編に於

ては,そ の温熱性発汗に及ぼす影響につき究

明 した.

第5図 術 後3日 目

従来 よ り,こ の種 の研究は多 くは動物を用
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ひて行はれ,人 間に於 ては主 として脳腫瘍乃

室は外傷により,脳 性 片麻痺 を来 した もの,

或ひは死後剖検に依 り,病 巣部位を確立 した

ものについて発汗状態 を論 じたものが 多い.

最近久野は温熱性発汗は神経反射現象 の一

つであ り,大 脳皮質に発汗 中枢 を抑制す る部

分があるのではないか と想像 している.こ れ

を人間に於て確証す るための意味か らして,

大脳皮質のみに手 術 的 侵襲 を 施 した例につ

き,そ の術前,術 後 の温熱性発汗の変動を検

査することは甚だ重要であ る.

私は分野4或 ひは分野6を 一部剔除せ る真

正癲癇患者及び前頭極又は後頭葉 に侵襲を加

へた症例,並 びに運動領域 に於け る単純開頭

例等32例 につき,術 前,術 後の温 熱 性 発汗

の状態を ミノール氏沃度澱粉法に より観察 し

た.こ れに先だち,健 康 人4例 につ き対照検

査を行つた.こ の場 合発汗動機が加へ られて,

発汗発現迄に時間がか ゝることは久野の認 め

た通 りであ る.而 も人に より潜伏期に長短が

あり,ま た検査毎 に変動す るが,こ れは検査

時に於け る各被検者の刺戟 に対 する感受性が

異なる為 と考へられ る.又 発汗状態は部 位に

より著 しく差がある.こ れは久野に よれば人

体の汗 は外 部 に 開 放 され てい る皮膚面に多

く,多 少とも被覆 されている部には少ない と

言はれている.然 しなが ら正 中線を軸 とした

左右対称位置に就ては発汗程度 の差異は認め

られない.

皮質剔除の温熱性発汗に及ぼす影響を検討

するに際 し,そ の対照 として単純開頭術のみ

の場 舎を検討することが必要であるが,私 は

たまたま1例 に於 て,そ の機会 を得た.そ の

結果は発汗程度に殆 ど左右 差 を認 め なかつ

た.

最近高木(1950)は 手術後の発汗異常に就

〓臨床的観察を行ひ,手 術反対側では発汗増

加を来し,手 術側では発汗減少を来す ことを

報告し,之 は圧迫作用に よる半側発汗反射現

象即ち圧自律神経反射 な りといた.而 して,

この半側発汗現象は胸部圧迫 の場 合最 も著 明

で,頭 蓋部に於ては極 めて僅微であ るとのこ

とであ る.従 つて単純開頭術 の場合の私の成

績 では本現 象は考慮に入れ る必要なき もの と

考へ られ る.

さて従来 より,皮 質運動領域が障碍 されて

い ると考へ られ る患者の片麻痺では多汗が起

ることが多数報告 され,大 脳皮質 の中で も殊

に運動領及びその近傍に発汗に密接な関係 を

有 す る部があ ることが想定 され ている.

私の研究に よれば.3例 の真正癲澗患者の

分野4部 分剔除の検 養成績では,剔 除直後は

却 つて患側が減少 し,腱 反射亢進 のあ らはれ

始 め る術後3日 目頃に至 り,患 側の発汗が増

加す るのを認 めた.而 して発汗減少は弛緩性

麻痺期に,発 汗増加は痙性麻河期 に畧 々一致

し,術 後約3週 目には既に術前に復 してい る

ことを認あた.之 に反 し,分 野6剔 除の場 合

には.直 後 より患側に多汗 を来 し,術 後3日

日が最高 で漸次左右差 を減 じて来 る.但 し,

術後脳俘腫 を起 した と考へられ る弛緩性麻痺

を来 した症例に於ては発汗抑制が一時的に認

め られ,痙 性麻痺に移行す ると共 に発汗増加

を来すのであ る.教 室の串は さきに,分 野4

剔除 の場 合には最初弛緩性麻痺を来 し,後 に

痙性麻痺に移行す るに反 し,分 野6剔 除の場

合 には直後 より痙性麻痺を来す ことを報告 し

たが,私 の成績 と比較対照 して,極 めて興味

あ ることである.こ の点は前編 におけ る皮膚

温の場 合と異 り筋運動麻痺 の状態 と発汗の態

度 とが極めて よく一致 してい る.

従来 よ りFulton, Schwarz　(1936)は 動 物

実験 の結果 より分野6を 重要視 し,そ の傷害

により多汗が起 るとし,血 管運動神経異常に

関係 ある症状或 はIncrcased automatismな る

ものは分野6症 候群に多いとす る人が多い.

しか し乍 ら,本 研究の如 く臨床的に分野4,

分野6の 皮質剔除を行ひ系統的に詳細に観察

した研究はない.私 の研究に於ては,最 初 よ

り痙性麻痺を起す分野6剔 除に於 ては術直後

より発汗増加 を来すに反 し,弛 緩性麻痺 次で

痙1生麻痺 を来す分野4の 剔除では,先 ず発汗

減 少,次 で発汗増加 を来 して居 り,更 に,分

野6の 剔除で も脳浮腫を来 して分野4に も影
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響 の及 んだ と思はれ る弛緩性麻痺例では最初

発汗 の減 少を来す と言ふ興 味 あ る結 果 を得

た.然 し其 の原 因が筋麻痺 の状態 に因す る末

稍 的なものであ るか,或 は各皮質分野 の機能

に よる中枢的な ものであ るかについては尚今

後 の研究に侯つ他はない.

次で,分 野4,分 野6い つれの場 合 も温熱

性発汗は術後3日 目を最高 と して 漸 次軽 減

し,術 後約3週 迄には殆 んど術前の状態に復

してい るが,こ の事実か ら考へて も部分的剔

除 による自健神経機能の障碍は一過性であ る

ことが判 る.

尚私の研究で温熱性発汗が下肢 よりも,主

として上肢に著明に発現 していることは,剔

除領域 が上肢の中枢であつたため と考へられ

る.

次に少数例ではあ るが前頭極及び後頭葉侵

襲例 では殆ん ど発汗 に影響 を認めなかつた.

既に私は第1編 に於 て手術的侵襲 の皮膚温

に及ぼす影響について述べ,大 脳皮質 の中で

も中心後回では僅かに,前 頭極,後 頭葉 では

影響 な しとし,運 動 領(分 野4),前 運 動領

(分 野6)が 最 も皮膚温に影響を及ぼす と結

論 したが,本 編 の研究 より温熱性発汗につい

ても亦大脳皮質前運動領,運 動領が最 も密接

な関係 を有す ることを確め ることが出来た.

第5章　 結 論

1) 健康 人に於 て も温熱 性発汗 に部位的差

異 を認め るが,左 右対称位置に就 てみれば発

汗差.は見 られ ない.

2) 運動領域部 の単純開頭術は温熱性発汗

に影響を及ぼ さない.

3) 真正癲癇患者 に於け る運 動 領剔 除で

は,術 直後患者側 四肢に弛緩性麻痺 と共に発

汗減少を来 し,痙 性麻痺期に移行す るど同時

に発汗増加を来 し,漸 次術 前 の 状 態 に復す

る.

4) 真正癲癇患者 に於け る前運動領剔除で

は,術 直後 より患側四肢に痙性麻痺 と共に著

明な発汗増加を見,時 日の経過 と共 に術前の

状態に復す る.

5) 前頭極及 び後頭葉 の手術的侵襲は温熱

性発汗に対 し無影響である.

6) 温熱性発汗に対 し,最 も影響を及ぼす

皮質部 位は,前 運動 領及 び運動領である.

稿を終 るに臨み終始御懇篤なる御指導と御校閲を

賜りたる恩師陣内教授に裏心より深甚なる感謝の意

を表す.

參 考 文 献

1) Bechterew; Neurol. Zentral bl. 9:195, (1890).

 2) Danielewsky; Pflugers Arch. 11:128, (1875).

 3) Eulenburg u. Landois; Virchows Arch. 68:

245, (1876). 4) Guttmann; Z. Neurol. 116:

504, (1928). 5) Crouch; Anat. Record. 64:

11, (1935). 6) Kehler; Wien. Klin. Wshr.

 219, (1922). 7) Kennard; Z. Neurol. 155:714,

 (1936). 8) Fulton; Brain 55:224, (1932).
 9) Fulton; J. A. M. A. 104, 357 (1935); J.

 Michigan M. Soc. 33:175, (1934). 

10) Fulton; Physiology of the Nervous System

 (1938). 11) Pal, G; Bunke, Foerster Handbuch
 d. Neurol. Bd XI (1936). 12) Olsen; Haspitid

 (dan) 76:1097, (1933). 13) Gowers; Deseases
 of the Central nervous system Vol. II. P. 77,

 (1888). 14) Spiegel; Die Zentren dos autouomen
 Nerven systems. Berlin, J. Springer. (1928).

 15) Mienicki; Prez. Derm. Bd. 25. S. 539, (1930).

 16) Weiss J. Clin. Invest. 9, 17-18, (1931).

 17) 岸;関 西 医 事,第382卷, 4頁,第383卷, 7頁. 

18) 久 野;関 西 医 事,第378卷, 7頁,(昭 和13年). 

19) Ariug; Amer. J. Physiol. 113:3, (1935).

 20) 陣 内;最 新 医 学,第3卷, 385頁,(昭 和23年). 

21) 久 野;汗,(昭 和21年)養德 社 発 行.

 22) Minor; Arch f. Klin. Chir. Bd 197, S. 164.

 23) Biekeles & Gerstmann; Neurol. Zbe. 34:

770, (1915). 24) 筑 波;精 神 神 経 学 雑 誌,第50

卷, 3号,(昭 和23年). 25) Schwarz; Auat.

 Record. 64:42 (1936). 26) 坂 井;精 神神 経

雑 誌,第41卷,(昭 和17年). 27) 平 沢;大 脳

の 最 高 中枢,(昭 和25年). 28) 呉,沖 中;自 律

神 経 系 総 論,(昭 和24年). 29) 黑 岩;脳 と神経,

 2:17, (昭 和24年). 30) 高 木;臨 床外 科,第

5卷, 8号,(昭 和25年). 31) 沖 中;自 律 神経

系 研 究 とそ の臨 床 的 応 用 の 一 面,(昭 和25年)医 学

書 院 発 行.


