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外傷性脳損傷の病態生理にかんする実験的研究
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.
脳損傷作成後 5 分，30 分，1 時間，3 時間，6 時間，
外傷性脳損傷の病態はさまざまであり，頭部外傷直

12 時間，24 時間，48 時間後に屠殺し，脳を摘出し，

後にはほとんど症状を呈さなかった症例が，急激に悪

10 % ホルマリン液に 1 週間固定後，脳を冠状断し，

化し，死の転帰をとることも稀ならず経験する 1)。こ

それぞれの時期の損傷脳の状態を観察し，楕円立方体

れは外傷により直接脳に与えられた一次性脳損傷によ

の公式（4/3πabc）より各時相の血腫量の近似値を求

り惹起された，二次性脳損傷の悪化によるものである

めた 3)。

。そこで私は頭部外傷後に惹起される二次性脳損傷

.

2)

前 述 の 外 傷 性 脳 損 傷 作 成 後 の 各 時 相 15 分 前 に

発生のメカニズムについての検索を，聖マリアンナ医
科大学脳神経外科学教室大学院生の研究テーマとし，

Evans blue 2 % 生食溶液を 40 mg/kg を投与し，15 分

共同で実験的に研究したのでそれらにつき報告する。

間生体潅流し，その後屠殺し，脳断面を作成，生体顕
微鏡にて観察し，脳血管の透過性の変化を見た。この
実験により作成した標本をパラフィン包埋し，薄切し
た。これに hematoxylin-eosin+Klüver-Barrera 染色を行
い，光学顕微鏡で観察した 3)。

.
実験動物には，ウサギあるいはウイスターラットを

.
損傷部脳表の局所脳血流量をレーザー組織血流計

使用した。

ALF21 と直径 1 mm の N 型プローブを用い，burr hole

a

を通し，損傷脳表の脳血流量を測定した 4)。
ウサギあるいはラットの右前頭部に burr hole を作

. Microangiography

成し，そこにウサギでは質量 10 g，ラットでは，質量

ラットを用い，脳損傷作成前，脳損傷直後，15 分

8 g のステンレス製円柱を，ガラス管を通して脳表に

後，30 分後，1 時間後，3 時間後，6 時間後，24 時間

自由落下させ，直達外力を脳表に与える方法で脳損傷

後，48 時間後の 9 群に分けて，10 % ゼラチン加医学

を作成した

3-9)

。

墨汁 20 ml を 3 分間で右頚動脈内に挿入したカテーテ

b pneumatic impactor

ルから注入する方法で microangiography を行い，脳損

ラットの右前頭部に burr hole を作成し，硬膜上か

傷による脳血管の形態学的変化を観察した 11)。

ら，pneumatic impactor（Virginia Commonwealth Univ.

.
ラットに脳損傷作成後 3，6，12，24，48 時間後およ

製）を用い，controlled impact injury model を作成した
。

び 1 週間後に脳組織内水分含有率，Na+，K+ 含有量を

10-13)

測定した。水分含有率は乾燥重量法で，Na+ と K+ は乾
燥脳組織を 0.1 N 硝酸でホモジナイズし，その上澄中の
聖マリアンナ医科大学

Na+ および K+ の含有量を炎光光度法で測定した 14), 15)。

脳神経外科教室
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Fig 1. Coronal sections of injured brain tissue with microangiography.
No destruction of the normal vascular structure was seen (a). However, perforated cortical vessels increased in size,
and leakage of carbon black solution begun to occur soon after the brain injury (c).
a. control, b. immediately, c. 15 minutes, d. 30 minutes, e. 1 hour, f. 3 hours, g. 6 hours, h. 24 hours, i. 48 hours after
brain injury.

れた減衰曲線を検討に用いた 10, 13)。フリーラディカル

.
ウサギを用い，脳損傷が作成されるであろう部位お

捕捉剤である edaravone の損傷脳における有効性も検

よびその脳損傷部から 3−5 mm 離れた部位の大脳皮

討した。

質に 1 本づつ microdialysis probe を挿入した後，脳損
傷を作成した。脳損傷時より 2 時間にわたり，酵素電
極法にて細胞外腔のグルタミン酸濃度を連続的に測定
した 5)。

.
外傷後 30 分で受傷周辺一部に点状出血が始まり，1

. Nitric oxide NO
ウサギを用い，作成される脳損傷部直下（脳表より

時間，3 時間後では点状出血が線状出血や直径 1 mm

5 mm）に microdialysis probe を設置し，リンゲル液を

程度の出血斑に発展，6 時間では出血斑が拡大し，互

流速 2μl/min で 2 時間潅流した後，15 分毎に脳透析

いに融合する。12 時間後では，それらの出血が脳実

液を採取し酸化窒素分析システムに注入し，NO の最

質内で線状出血の形で成長，拡大し，24 時間たつと，

終産物である nitrite（NO2-）・nitrate（NO3-）の総和

ほぼ脳実質内を出血がうめつくし，一塊の脳内血腫の

NOx（NO2-＋NO3-）を測定した 6)。

像を呈した（Fig. 1）。

.

.

フリーラディカルの測定は 300 MHz in vivo electron

Evans blue の漏出は脳損傷後 30 分ですでに認めら

spin resonance (ESR) spectroscopy を用いて測定した。

れ，この時期に最も著明に漏出していた。脳損傷部の

脳損傷作成後ラットを生体計測用セルに固定し ESR

光顕所見をのべる。外傷後5分で赤血球の血管外漏出

装置に設置した。スピンプローブとして C-PROXYL

が見られ，その血管は非損傷部の血管に比べやや拡張

（3-carbamoil-2, 2, 5, 5,-tetramethyl-pyrrolidine-l-oxyl）を

していた。30 分後では，小出血は密となり，中心の

投与し，ESR を用いて，観察される超微細分裂吸収

血管はさらに拡張していた。その後，それらの小出血

からなる C-PROXYL の 3 本のスペクトルのうち，第

は互いに融合し，12 時間後には大きな血腫へと進展

一シグナルの変化を投与 30 秒後より 30 秒毎に 20 分

し，24 時間後にはさらに大きな血腫となり，中心部

間測定を行った。その波高（signal intensity：SI）を計

の血管はむしろ縮小し，外傷性脳内血腫の形を示し

測し，SI の自然対数を時間に対しプロットして得ら

た。
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Fig. 2. Changes in dialysate concentration of glutamate
obtained from injured brain tissue (open circles)
and from brain tissue 3-5 mm distant from area of
the injury (closed circles). Marked increase in the
concentration of glutamate was demonstrated in the
injured brain tissue, comparing with the
concentration of glutamate obtained from the brain
tissue 3-5 mm distant from area of the injury.
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Fig. 3. The values of extracellular NOx (NO2-+NO3-)
during 180 minutes after brain injury. Marked
increase in the value of extracellular NO was
demonstrated soon after brain injury and continued
for 135 minutes after brain injury.

± 1.0 %，6 時間後 83.5 ± 0.8 %，12 時間後 86.0 ±
1.3 %，24 時間後 84.3 ± 0.7 %，48 時間後 85.5 ± 0.7

.
脳損傷部の脳血流値連続測定結果は，脳損傷後 20

% と対照群に対し有意の増加を示した（p < 0.01）。脳

秒くらいで脳血流量は減少し始め，15 分後では，脳

組織内 Na+ 含量は対照群では 201.8 ± 36.9 mEq/kg で，

損傷前値 572 ± 32 mV から 184 ± 40 mV と損傷前脳

脳損傷 3 時間後の損傷脳での Na+ 含量は 397.8 ± 39.3

血流量値の 1/3 の量まで低下し，1時間後も 175 ± 44

mEq/kg，6 時間後 433.2 ± 34.4 mEq/kg，12 間時間後

mV と減少したままで回復しなかった。

651.0 ± 35.1 mEq/kg，24 時間後 546±37.1 mEq/kg，
48 時間後 599.0 ± 163.1 mEq/kg と有意に増加し（p <

. Microangiography
対照群（Fig. 1a）と比較すると，脳損傷そのものに

0.01），6 時間後から12 時間後での増加が著明であっ

よる血管構築の破壊はなかったが，脳損傷直後から皮

た。K + 含量は対照群と比較して著明に減少し，6 時

質穿通血管抹梢に棍棒状の拡張所見がみられ，その周

間後から 12 時間後での減少率が大きかった。

囲の毛細血管網の描出低下を認める。（Fig. 1b）。15

.

分後皮質穿通血管はさらに拡張し，穿通枝の一部から

脳組織内グルタミン酸濃度は，脳損傷部では平均

墨汁の血管外漏出が始まった（Fig. 1c）。30 分―1時

32 秒で最高値（128.18 ± 9.48μM）に達し，5 分後で

間後には墨汁の血管外漏出が増強し（Fig. 1d, e），3

は 61.32 ± 8.33，15 分後 30.74 ± 5.50，30 分後 11.40

時間後に墨汁の血管外漏出の程度が最大となり，いた

± 1.88μM と徐々に低下し，平均約 68 分で受傷前値

るところで近隣のものとの癒合が認められ，皮質穿通

にもどった。脳損傷周辺部では平均 27 秒で最高値に

血管および皮質血管網の造影は不良となってくる

達し，その後平均 23 分 30 秒で受傷前値にまで低下し
た（Fig. 2）。

（Fig. 1f）。6 時間後には皮質穿通血管およびその周囲
の皮質血管網の造影は著明に減少し（Fig. 1g），脳損

.

傷後 24−48 時たつと穿通血管，毛細血管網はほぼ造

NOx
-

NO2

-

NO3

細胞外腔 NOx 値は脳損傷前値の 43.1 ± 3.4 pmol か

影されなくなった（Fig. 1h, i）。

ら脳損傷 15 分後 55.3 ± 9.2 pmol と増加し始め，30

.
対照群のラットでの脳組織水分含量は 78.9 ± 0.9 %

分後 57.1 ± 11.7，60 分後 55.9 ± 9.8，75 分後では

であった。脳損傷 3 時間後の損傷脳内水分含量は 82.7

57.7 ± 12.0 pmol と増加したままで，脳損傷後 75 分
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時間を追ってまとめると，①

光学顕微鏡上外傷後

30 分で皮質穿通枝の拡張と漏出性出血による小出血
巣が形成され始め，脳血管透過性亢進を示す Evans
blue の漏出が著明となり，漏出性小出血は互いに融合
し，12 時間後には大きな血腫へと進展し，24 時間で
臨床上の所見と同様の外傷性脳内血腫が形成された。
②

microangiography 上には受傷そのものによる血管

構築の破壊はなかったが，受傷直後−30 分後にかけ
て皮質穿通枝の拡張と小血管網を構成する血管の狭小
化が進行し，墨汁の血管外漏出が始まる。これが経時
的に集簇し，大きな墨汁の塊となり，24 時間後には

Fig. 4. Time course of the kinetic constants of spin
clearance for C-PROXYL. The kinetic constants
for C-PROXYL at all time points were significantly
higher in the edaravone and saline groups than in
the sham group (p < 0.01 and p < 0.05
respectively). The most significant difference
between the saline group and edaravone group was
apparent at 50 minutes after brain injury (p < 0.05).
Values are mean±standard deviation. Standard
deviations are represented by the vertical bars.

変化の終末像と考えられる小血管網自体の消失が見ら
れた。

③

脳血流量は受傷 15 分後には受傷前の

1/3 の量へと低下し，そのまま回復せず，低下したま
まであった。これらの検索結果から，外傷性脳損傷に
よる脳の病態の悪化は，血流のうっ滞を伴った血管の
過度の拡張と，血漿，赤血球の透過性の亢進を伴った
血管の変性と壊死 17)，それによる脳血流量の減少と
考えた。
このような脳組織の変化をおこさせる原因を検索す
るために，脳損傷後の脳組織内におけるフリーラディ

以降は漸減したが，135 分値まで対照群と比べ有意に

カル，グルタミン酸および Nitric oxide（NO）の測定

（p < 0.05）増加を示した（Fig. 3）。

を行った。脳損傷時におけるフリーラディカルを測定
した結果，損傷後 20−30 分後にフリーラディカルの

.
C-PROXYL 投与後，ESR spectra は徐々に減少して

著しい増加が認められ，約 180 分の経過で徐々に減少

行った。脳損傷群では，脳損傷作成後，減衰曲線定数

していった 9), 13) が，48 時間後でも対照群にくらべそ

は 20−50 分後で最大を示し，徐々に減少して行った

の値は上昇していた 10)。脳損傷時のフリーラディカ

が，損傷後 180 分まで対照群値に比べ有意差（p <

ル の 発 生 に つ い て Kontos ら は ， ネ コ の fluid

0.05）をもって増加していた。また，フリーラディカ

percussion モデルを使って検討し，損傷脳における

ル捕捉剤である edaravone の損傷脳における有効性も

superoxide radical の産生が血管内皮を傷害して異常反

確認された（Fig. 4）。

応を起こすことを証明している 18)。また，Hall ら 19)
は損傷脳組織内のフリーラディカルの発生について・
OH を salicilate trapping 法にて測定し，外傷を加えた
脳を生食で潅流せずに摘出し測定した場合には，外傷

Marshall ら 16) は頭部外傷患者で入院時会話が可能

を加えないラットに比較して・OH は有意に上昇する

であったが，その後急激な意識障害を呈して死亡した

が，生食で潅流後に摘出した脳では・OH が外傷を加

34 例を talk and deteriorate として検討し，増悪の原因

えないラットと同等になるとし，そのことより，外傷

は脳挫傷の経時的悪化による脳内血腫や硬膜下血腫の

によって発生する・OH の発生源が微小血管，おそら

発生であると報告している。このように損傷脳組織が

く血管内皮細胞であろうと指摘している。私たちが脳

経時的に悪化していく病態を把握するために，実験的

損傷後に測定した脳組織内水分含量は損傷3時間後か

に外傷性脳損傷を作成し検索した。

ら著しく増加し始め，経時的に増加をつづけ，24−48
時間でピークに達しており，脳組織内 Na+，K+ の含

実験的検索で得られた脳損傷部の所見を，受傷から
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量も同様な経過で変化しており，血管内皮細胞障害に
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よる血管透過性の亢進が惹起された結果と思われる。
神経毒作用を有するとされるグルタミン酸の測定で
は，脳損傷 30 秒から 5 分まで著明に高値を示し，そ
の上昇は脳損傷後約 1 時間持続した。このように損傷
後超早期にグルタミン酸の濃度が増加したことより，
その原因は脳損傷による細胞膜の構造的破壊によるグ
ルタミン酸の放出と考える 5)。その結果脳組織内水分，
Na+ 含量は損傷後 1 時間より増加し始め，3 時間後に
はさらに増加しており，脳損傷の増悪にグルタミン酸
の放出が大きく関与しているものと思われた。さらに，
脳損傷後の細胞外腔一酸化窒素最終産物（NOx）の経
時的変化をみると，NOx 値は脳損傷後 15 分−75 分あ
たりで急激に増加し，180 分後にも増加していた。神
経型 NO 合成酵素（nNOS）は Ca ++ 依存性酵素で，
NMDA 受容体を介して流入した Ca++ により活性化さ
れ大量の NO が神経で産生され NO・として存在す
る。これが細胞膜や DNA を損傷し，脳損傷後の二次
性脳損傷の増悪を招くといわれている 6)。
外傷性脳損傷の病態は脳損傷により，その直後−30
分くらいで，脳組織内にフリーラディカル，グルタミ
ン酸，一酸化窒素などの神経毒性物質が発現し，それ
により脳組織細胞，脳血管細胞の損傷が誘発されてく
る。これに伴い，脳組織細胞の膨化，破壊が起こり，
また脳血管細胞の障害に起因する脳血管透過性の亢
進，外傷性脳虚血が発生し，脳損傷後 3 時間−24 時
間 あ た り で ， 脳 損 傷 周 囲 に は cytotoxic edema，
vasogenic edema が惹起される。これらの脳損傷後の
病 態 の 悪 化 と ， 脳 組 織 内 に 存 在 す る free radical
scavenger などによる homeostasis のバランスにより二
次性脳損傷が招来されてくるものと思われ，それらの
発生源は頭部外傷後早期にあり，これらの変化に早期
から，どのように対処するかということが外傷性脳損
傷の予後を決定する上で最も大切な要素と思われた。
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