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液を体重！吻に対して10紹を下腹部の皮下に浬射し

緒言

たo実験中動物の体温調節をたすけるために．，寒冷時

さきに脳を上億から次第に切除してゆぎ，周期性血
圧第ヨ級鋤揺ならびに周期性呼！吸（periodic

respj−一

ratien）の繊現可能の高さについて検討を行なつた
①。そのさい虫脳後のほうがi去脳前にくらべ，側圧蟄
荷による周期性1飢圧第三級動揺力ζ催超されやすくなる

ような印象をうけた。

には羅気保温固窟器をもちいた。
瑚期性礁圧策叢級動揺の催起フ了法は従来著藩の行な

つてきた側脹致荷方法によつた。カイウサギにおいて
両側の椎骨動脈を横拠起孔を遡ねる管内で閉じ，っい
で一・方の総頸動脈を動脈clipではさむ。こうして脳

を一ホの総頸動脈のみで血液の供給を行なわせる。こ

教室では畏いこと側圧負荷実験を繰り返している

．の血液供給を行なつている総頚動脈にたいして，外部

が，第1圓の側肥負荷爽験から整つた周期性血圧第三

より一一定の値の側圧を負荷する方法である。側圧を動

級動揺をしめす個体は，その後の側鵬窟擦験で搬
つた動揺を必ず出すといつてよい。多くの場合側圧負
荷実験の圃を璽ねるに従つて幽易くなる。このように
側圧負荷実験では周期性ぜ皿圧第…三級動揺を褐るのに難
易がある。、こうした窮実は周期性1血圧第三級動揺発生

脈螂こつた焔ための宋朗横蹴さきの論文③に述べ
た改良型装瞳を使用した。この側圧貨荷爽験の群細に
ついてはさきに発表の論文②を参照されたい。
去脳は必要最小限に頭盤骨を破壊し，磁視下に年術
を行な・った。切除はいずれの実験例においても，中脳

機序解明に関して一つの手がかりな与えてくれる。園

蓋（Tectum

を重ねるということは中枢神経のより高1立の中枢をい

superior）の上縁（第1図AB）と橋（Pons）の上縁

たみっけるという可能性もある。この意味からも鍛脳

よりvavem上部（第1図CD）を結ぶ面で行なわれてい

操作が鋤揺催起の難易に関してもつ意味を朋らかにし
ておく必要がある。

mesencephali）の上丘（Colliculus

る。脳切除に際して特に注意しなければならない点は
出f航である。この点今回の爽験では十分考慮し，細い

今回は、かかる観点から冒的にそうよう十分配慮し

動脈も結i紮し，出血を最小限にとどめた。この際とく

た方法でi茨脳実験を行なった。去脳荊後での周期性血

に脳幹の腹側面を走っている動脈を傷つけないことが

圧第三級動揺催起の難易の比較，ならびにま脳前後で
催起される周期性血圧第三級動揺の性状上の藻異を中

心に検討を行なつte。
周期性血［E第三級動揺催起の方法としては側圧負萄
方法をもちいた。すなわち動物の脳血流を1本の総頸
動脈で行なわせ，その総頸動脈に一定の側圧を負荷す
る方法である②。なお脳切除はすべての実験例を通じ
てほぼ一定の高さで行なつた。

実験方法

必要である。鋤物はすでに両側の横突起孔内を走る動
脈，すなわち樵骨励脈の血行が遮断されている。延

髄への頑腋補絵は，いずれか一方の総頸動脈をへ，つ
いで他の動物の大脳動脈輸（Circuius

arteriostts

cerebri）に相当する連絡路を脳底動脈（A，

basila一

ris）径由で行なわれている。この血液補給路を侮つ
けないためには，切除に使用ずるknifeは特に匁の
鈍いものか，双の中央にその動脈が入るような切れ込
みをつけたものが好ましい。
」血圧の記録については，ガラス製のcannu1aを大

実験動物としては体重3吻前後の雄または雌のカイ

腿動脈に（Afemoralis）挿入し，圧を水銀mano一

ウサギを使用した。麻酔としては10％のurethane溶

meterを介して煤紙描記を行なつた。呼吸運動は呼
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出運動にさいして，腹部が膨出するのを利用し，拡大
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級動揺の平均周期の差がその1個体の成績間にみられ

したうえで煤紙描記を行なつた。煤紙面には総頸動脈

る変異程度に過ぎないものである。この第1のsub一

への負荷側圧値も水銀mancmSterを介して描記し

groupに属するものはNo，1からNo，8までの爽験

てあり，その値は1血圧値の尺度に調整してある。

例である。第2のsubgroupとは…幾脳前後での平均周
期の差iが大きく，一一ma体の成績の変異以一t：のものを内

催

容とする・この場合融脳醐接あるい1燗』翻源
因となつて周期trltll［li第三緻動揺の発生機構上になん

譲

らかのprocessが加わつたと想像されるものである。
このsubgmupに属するものがN。，9，

l

「

Ne．1G，

No．

11の3例である
o

F

・
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掌

周期のうえで差がみられないのみならず，平均波高の
うえでも有意の差が鋸められないものがある。さらに

その動揺波形の形態学的特微までが張脳前後で養異の
みられない例がある。つぎにこのような特色なもつた

芸脳の高さ

第1図

笛1のgroupの第1のsubgroupに属する寅験例靴

1寳聾儲鵬鱗畿藷欝瓢墾

挙げ・・

腹側面，線CDは腹側面での去脳の高さをし
めす。

爽験例No，6（3，41ey

♀，

NQV，30，1955）

この鍵験例の煤紙甜録は第2図に掲げてある。第

，勲灘

2図のAt・らび闘融脳ouの側圧鰍鰍融であ

実験は13匹のカイウサギにたいして行なつた。去脳

る。煤紙配録のうえから呼吸運動曲線，水銀血圧計に

前後に行なつた側圧負荷実験による周期性血圧第三級

よる血圧曲線，負荷側圧値，シグナル1時間描記（3

動揺の周期ならびに波高を個別

的に比較対照して第工衷にしめ

第1表

宏脳前後での周期憐血圧第三級動揺の周期ならびに

す。この表に・よると実験成績を

波高の比較

二つのgroupに分けることが
できる。この第1のgrOUPと

動

物

融脳前後ともに醐髄騰

糞

平均周期
実験期日

体

重

宏脳前

No，1
No．2
No．3

り，No．1からNo．11までの実
験例を内容とする。これにたい

表脳後

去脳葡

虫脳観

（sec）

（sec）

（nvnHg）

（manHg）

1）ec、

ユ3，

1955

2，9

♀

18．9

21，3

70．4

Jan，

6，

1956

3，4

♀

13，2

ユ2．6

29．6

41，9

（leg）

三級動揺のみられるものであ

平均波高

性

39．2

NOv．

6，

1955

2．9

♀

20，8

22，5

43．7

49．エ

37．3

22，3

して第2のgroupとは去脳前

No．4

Dec．

15，工955

2，6

早

14，0

17．

には側圧負荷によつて周期性血

N6，5

Dec．15，1955

2。8

6

19．2

19，2

ユ5．0

66．2

圧第三級動揺を催起しにくい

No．6

Nov，

1955

3．4

？

18，8

17、8

60．4

64，8
39．2

30，

2

が，去脳後初めて催起された例，

No．7

Dec．23，ユ955

2．9

♀

13，7

16。8

32．5

を内容としている。

No．8

Jan．

1956

3．4

♀

15．7

17，3

38，6

No°9

Dec．21，1956
Dec．20，1956

3．1

♂

4，3

ユ9，8

2。7

♀

17．2

5，6

No．11
No．12

Nov．14，

ig56

2．4

9

14．3

64，8

NOV，

7，1955

2，5

♀

No、13

工）ec，

19，

2，5

♂

No．12およ

を

びNo。13がこれに属する。

簿のgr・up嘱するものに
てついてさらに検討を行なうと，

二つのsubgrQupに分けること

ができる。第1のsubgroupと
は表脳前後での周期性血圧鯖三

N・・10

（＊

19，

1955

自然発生の血圧振動）

17，6

7．8

】9．6

7．5

15．8

20，6

28．0

L9．1

15．8

ユ8，1s

19，3

第2号

（1965）

23．L（163）

秒）である。この点後続する付図の煤紙記録に関して

す。それらの周期形成は粗密要素，振幅要素，水準要

も同様である。玄脳前の記録において呼吸運動には明

』素をもつて行なわれている。野輿DにLめすように虫

らかな周期1生がみら札る。無呼吸期と呼吸期が交代し
てあらわれているばかりではなく，呼吸の潮汐運動の
振幅にも周期的め変化がみられている。きわめて規則

ことができるが，上昇脚の傾斜は張脳前に比して急で

正しいきれいなpatternが形成されている。いわゆ
るBiot

s

respirationの形である。

脳直後は呼吸の周期性patternが乱れている。去脳
後の血Eの周期性動揺は傾向としてぽ鋸歯状波という
はなく対称形に近づいている。虫脳磁後は呼吸の場合

Bにおいては幾

と同じように，写真Dにしめされているが，一波おき

分Cheyne−Stokes型に近づいている。．血圧の動揺

に波高が小さくなつている。時間の経過とともに写真

の形はA．Bともに上昇脚が下降脚にくらぺて急峻な

Fにしめすように波形が整つてくる。

鋸歯状をなしている。Bにおいては上昇脚，

ド降脚と

もに蔵線状であるが，Aにおいては上斜脚のみ直線状
で下降脚にドに向つて繭の指数鹸数状をなしている。

写真Cにしめす高さで去脳が行なわれた。D，

前の例と同様に張脳前のユ7Q波の周期の平均な取る
と21・1秒で，その標準偏差は3．9秒である。これにた

E，

Fは去脳後の側圧負荷契験の煤紙記録である。去脳後

の呼吸運動もきれいな周期性patternを描いている。
無呼吸期と呼吸期の周期的に交代するいわゆるBiot

s

respirationである。血圧の圃期的鋤揺も畿脳前のそ

いして虫脳後の196波の周期の平均ほ19、9秒で，その「

漂準偏差に3・4秒である。したがつて統計的に有意の
薙が認められない。波高について虫脳萌の工68波の平．

均は450mal

lgで，その媒準幡差は13・5nvnHgであ

る。虫脳後の195波の平均は46．

6nvnHgで，その漂幣

偏差は9・ユfmnYlgである。嚢脳前後で蓬異について検

れと同じような上興脚は下降脚にくらべて急峻な鋸歯

討を行なうと漂準偏蔽においてすでに有意の差がみら

状である。したがつて呼吸運動曲線、血圧動揺もその

れ，両藩を同一母藥団からの擦本とみなすことが圏難

特徴においては識脳前後で相違がないといえる。

であるとの結果になる。雷い換えれば波高の点で有意

周期に関しては，負荷側圧値の変化によつて相違が
みられないので一一・tsして比較を行なつた。表脳前の

103波の平均が162秒，標準偏差が2・7秒である。虫
脳後の219波の周期の平均は17．8秒であり，その標準
偏蔑は1．5秒である。したがつて周期のうえでは去脳

前後で有意の差を見出しえない。っいセ波高について

の差があるということになる。この点を除いては虫脳
前後で相違がみられない。

以上のように第1groupのec

1

subgroupに属す

る例は，細部においてはともか』く大局酌には去脳前後

での側庄負荷実験成績に相違のみられないものであ

も周期の場合と同様に去脳前後での比較を行なつた。

る。これに属する例ではあるが，虫脳前に周期挫血圧

去脳前では109波の平均が59．

6maHgであり，その標

動揺に減衰振動的傾向が強かつたものが，虫脳後この

準偏差が8、4縦Hgである。虫脳後においては219波の

傾向の消失した例があつた。つぎにこれについて龍載

平均が63。9rmHgであり，その標準偏差は10。3mallg

する。

である。したがつて波高においても虫脳前後で有意の
差な見出しえない。

実験例No，3

（2，6kg

爽験例No，5

♀，

Nov．6，1955）

この例の実験成績は第3図に掲げてある。写真Aお
よびBは去脳前の側圧負荷実験の煤紙記録をしめして

いる。写真Cは去脳の行なわれた高さをしめし，上の
写真は背側面下の写真は腹側面をしめしそいる。
写真D，E，

Fは去脳後の側圧負荷実験の煤紙記録を

しめしている。記録上から順次呼吸運動曲線，水銀

manometerによる血圧曲線，負荷側圧値，シグナ

（2・8吻

6，

Dec・15，1955）

この例の実験成績は第4図に掲げてある。写真Aは

虫脳前の側圧負荷災験の煤紙配録であり，写真Bは表
脳の行なわれた高さをしめしている。上が背側面，，下

が腹側面である。写真CおよびDは表脳後の側紙負荷
爽験の煤紙記録である。
写真Aにしめすように虫脳前の側圧負荷実験におい
ては，側圧負荷によつて血圧は上昇し，その後6回ほ

ど振動を繰り返している。この振動は時間の経過とと

ル，時間描記L3秒）である。去脳前の呼吸運動は血

もに，次第に波高を減じてゆき，

圧の動揺にともなつて，周期形成を行なつている。周

りは高い一定の値を維持するようになる。呼吸運動は

期形成は粗密要素，振幅要素，舘かながら水準要素を

血圧に振動のみられる間のみ周期的変動がみられる，

もつて行なわれている。血圧振動は上昇脚が下降脚に

粗密要素，水準要棄が中心となつて周期形成を行なつ

比して傾斜の急な鋸歯状波をしめしている。表脳後の

ている。

呼吸運動曲線も血圧動揺に伴つて周期的変化をしめ

contxolの血圧値よ

これに反して張脳後の側圧負荷実験においては血圧

24−（ユ64）
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振動の減衰性が取り除かれて，きわめて顕薯な持続性

場合には波高が次第に増加して，ついに定常状態に違

の周期性血圧第三級動揺が出現している。この去脳後

するというような経過をたどつた。この魚は他の多く

早）⊥CILEE動揺は上に向いて尖つており，上昇脚の方が下

降脚より幾分か急な傾斜をもつtc

の場合と異なつた点である。

eaぼ対称的な形をも

つている。呼吸運動は粗密要素，振幅要素，水モlli要

つぎにしめす號1

groupの第2のsubgroupに属

素をもつて周期形成を行なつている。この例において

する例は上に挙げた例とは逆の傾陶をしめしたもので

は明らかに減衰的牲質が去脳によつて取り除かれてい

ある。虫脳後の側圧致荷突験で現われた澗期穏i並L厩第

るが，すべての例でこのような傾向がみられるとは限

三級鋤揺の方が表脳有ijのそれに比して小さい例であ

らないことは後述する例でみられたい。

る。

つぎに第1のgroupで第2のsubgrQupにE属する

突験例No．10

例について述べる。このsubgroupの特徴は去脳前後

C2．7忽

♀，

Dec，20，1956）

この例の爽験結果は第6図に掲げてある。写其A，

ともに側EEfa荷によつて周期性1血戴第裟級動揺が｛lli起

Bほ去脳前の煤紙記録をしめし，零輿Cは虫脳の行な

されているが・両者の間で周期のうえで大きな相違の

われた高さで，上の写翼は背側圃，下の写貰は臓側面

みられることである。この場合…長脳が契機となつて周

をしめす。写翼D昧虫脳後の側圧負荷爽験の煤紙配嫌

期性血圧笛三級動揺の発引三機構のうえに何等かの過糧

である。写鐡Aはuretha1ユe麻酔9下で椎骨動脈thL流阻

が起ったことが想陳されるものである。虫脳前後で側

止の串術ののち，側圧魚荷装醗を一本の総頸動脈に．装

圧負荷によつて催起された周期性孟L圧徽三級上の相違

魁し，他方の総頸動脈の∬匠流は自然のままにして鰍い

が，笛1のsubgroupにみられるような巌なる同一個

た場合の翫1録である。この崩含血1￡に波高7ないし8

伸上の成績の変異としては説明のつかないものであ
る。

maHgの周期性鋤揺の繊現が観察される。これに並行
して，きわめて顕轄な水準鋤揺が呼吸運鋤に嵐現して

実験例N。A

1（2・41eg

♀，

NQV・14，1956）

いる。この場含の血距の周期性鋤揺は側圧魚荷が原悶
となったものではなく，いわば白然発生的のものであ

この例の実験成績鳳第5図に掲げる。写輿A，Bは

る。側厩負荷が原悶で嵐現したものに比して，波高は

識脳前の側圧負荷爽験の煤紙託録である。写翼Cは宏

小さく，形も整つていない。このように禽然発生的の

脳の行tsわれた高さで，上は背側面，下は腹側面をし

周期愉血圧第竃級動揺の出現している状態で側薦角荷

めす。写真D，Eは去脳後の側圧負荷爽験の煤繍己録

爽験を行なつたわけであるが，それによつて催起され

である。

た周期性血圧動揺は写真Bにしめすように強い減褒振

これらの写真からわかるように，去脳前は側圧負荷

動的傾向をしめした。繰り返し同様の側EEpa荷寅験を

で血圧動揺催起が最初はきわめて困難であつたのであ

行なつても，周期平均17・2秒の減裟振動的鋤揺のみが

るが（写真A）・岡様の側圧負荷実験を繰り返してゆ
くうちに1っいに比較的不規則ではあるが，ともかく

得られた。虫脳礫は写翼Cにしめすように側座負荷案
験によつて平均5．6秒の周期をもつた縛続性の周期性

動揺が出現してきた例である（写真B）。このときの
周期性血圧第三級動揺の周期は平均ユ4・3秒であつた。
去脳後の側圧興荷突験においては容易に周1切性血圧

第黒級動揺を得た。この小周期の血圧第三級動揺は側
圧負荷がi接の原因で出ているわけで，側圧負荷によ
り生じ，側圧負荷を止めることによつて瀧失した。

第三級動揺の出現をみた。その場合の血圧動揺は整っ

た形をしており澗期は平均64・8秒であつた・」・昇脚

つぎの例は法脚こより醸振動的傾向の取り除か

が下降脚に比して急な傾斜をしめしている。呼吸埋動

れたものである。虫脳前の側圧負荷実験においてはき

においても血圧の動揺にともなつて周期的変動をしめ

わめて減褒搬鋤的傾向の強い血圧の周期的動揺が田現

している・この場合の呼吸P・tt・mにおいては無呼
吸期と呼吸期とが周期的に交代している。そのほかの

していたが法脳後の側圧負破験においては中鞭
の大きさの周期の動揺が現われるようになつた。

粗密要素，水準要素，振幡要素によつて周期形成が行

なわれている。この虫脳後の大周期の周期性血圧第三
級動揺e＃

，負荷側圧を取り除くことにより即刻消減す

爽験例N。．9（3．1kg

6，

Dec．21，1956）

この例の爽験成績を第7図にしめす。写輿A，Bは

る・したがって側鵬郁こ働揺の直接鯨邸・な

去脳前の慨鯖実験の煤紙騰である．顎c融

っていることが判つた。この去脳後の側圧負荷実験の

脳の高さで上が背側面で下が腹側颪をしめす。この場
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合切断が完全でなく，背側面では四丘体の上丘の中央

雲まの状態で，皿1圧に留真G，Dにしめすきれいな自

部から，腹側面は僑の上縁から3撒に向つており，厚

然発生的な周期陶血圧第三級動揺の出現をみた。この

さでいつて最後のすなわち腹側の2

ような周期性1血圧動揺に振橘セこ変動のあることは写與

7mn

tXどが切り残さ

れている。写真D，Eはこのように不完全なユ脳後の

Gにしめしてある。周期性血圧第三級動拙に伴つて呼

側圧負衛実験の煤紙記録である。

吸にも粗蕾要素，水準要索をもつてする周期形成が写

去脳前においては写真Aにしめすように側圧を上昇

真Dにみられる。

した直後のみ振動するぎわめて減衰的な動揺が晦圧に

実験例No．12

みられる。それに応じて呼吸にも無呼吸が現2っれてい

この例の実験成績ほ第9図章こ掲げる。穿真Aおよび

（2「oky

♀，

Nov・9・lt955）

る。しばらく繰り返すと写真Bにしめすように減衰的

Bは却醐ilの側厭負荷爽験の煤紙紀録である。写翼G

振動もしめさなくなるが，さらに側圧を増加すると平

怯去脳の行なわれた高さで，上が背側1臨下カミ腹側面

均周期43秒の比鮫的形の整つていない動揺の出現を

をしめす。

みた。この小刻みのln1圧動揺は歪気荷側圧を零にすると

去脳餉においては穿翼AおよびBにしめすように，

消滅するので側EE負荷にもとつくものと労え為ことが

側胤魚荷にたいして，その値に応じて血礁水継が単に

できる。去脳後は側正E負荷により，穿メ匹Dにしめすよ

上昇するのみで，周期性動播として反応してこない。

うにきわめて美麗な周期性1鼠圧動揺のll槻をみた。

さらに側圧負荷を強行する，と1呼吸停止が先に田現して

平均周期20秒である。去脳直後はk銅脚は鞠ド降脚より

くる例である。これに反して歯脳後は側翫負荷爽験に

も傾斜が急であるが，時間の経過とともに職舷波状に
なつた。この剛囎1血圧簾鰍動1鼎こ伴つて呼蜘賄
きれいな周期性のpatternが出現している。粗轡嬰

Fにしめすようにきわめて顕薪な周
eの場合の周期性

血正1三第㌶級動揺の誕膵均周期は19・ユ秒でth）つteoこの血

素，水華要素，振幅要素をもつて周期形成が行なわれ
ている。この例の特徴は虫脳後においても側EE

より写翼D，E，

IVjtltl．lfiLrl・L第…撒動擶の出現をみた。

k荷

によつて現われる血圧動揺に減衰振動特微の認められ
る点である。なお血圧の鋤揺が滅袋すると同時に呼吸

圧動揺に伴つて呼吸運鋤にもぎわめて規則正しい周期
性変動が現われている。無呼吸期と唾吸期の交替する
いわゆるBiotの呼吸恩ある。この例は表脳荊後で繰
り返し側圧負荷実験を行ない，張脳前は血圧動揺が田

の周期性も消減してゆくのが写真Eにおいてみられ

現しなかつたにもかかわらず，豪脳後は容揚に出現し

る。

た籍爽をしめしている。

つぎの二つの例は第2のgrOLIPに属するものであ
る。宏脳前にはたび露なる側EEPt荷実験によつても血

以上の第1ならびに第2のgroupのおのおのの例
の成績をひとまとめにして，その周期性血犀第ヨ級動

圧に周期的動揺を起こし得なかつたにもかかわらず，

揺の周期および波高のhistogramを玄脳前後別にし

虫脳後には容易に，Pt例においてほ別に側圧の負荷を

てそれぞれ第10図，第11図にしめす。このhistogram

行なわないでも周期性i姫E第三級動揺を得た。

作成にあたつて頻度の計算はつぎのように行なつた。
圓一側圧負荷のもとに出現してくる持続性の周期性血．

実験例No。13

（2．馳炉

6，

Dec．19，1955）

この例の爽験成績は第8図に掲げる。写真Aは去脳

厩第三級動揺は図をみてわかるように，その周期なら

ぴに波高が均一している。それらの動揺のおのおのを

前の側圧負荷実験の煤紙記録である。写真Bは虫脳の

計測したうえで平均値をとり，その平均値の頻度を

行なわれた高さを標本によつてしめす。上が背側面，

1としたものである。

下が腹側面である。塚翼CおよびDはi茨脳後の煤紙詑

録である。

玄脳前の42圃の側圧負荷実験での周期の平均は15．3

秒で，その標幣偏差は4・7秒である。これにたいして

ま脳前の側圧負荷爽験においては，側圧負荷にたい

去脳篠の49回の側圧負荷輿験における平均は20・1秒で

して血圧水準がそれぞれの値に応じて上昇をしめすの

標準偏差は8・9秒である。玄脳後の側圧負荷蜜験にお

みであり，周期性動揺としては反応してこない。さら

いて50秒，60秒台の周期のものがそれぞれ1回ずっ

に高い側圧を負荷すると呼吸停止が起り，血圧は依然
として単に上昇しその値を維持するのみである。
それに反して去脳後は，側圧負荷突験を行なうため・

5秒以下のものが1圓得られている。これら偏した数
値を除いて計塊を行なうと例数46，平均値18・O秒，漂
準偏藻3．0秒になる。虫脳前の場命にも岡様の取捨選

にまず一側の総頸動脈を動脈c1ipで閉じたが，その

択を行ない，5秒以下の周期のものを除いた39例にお

置処のみで，すなわち他側の総頸動脈のstft行は自然の

いてに平均16．ユ秒，標瀧価差3．7秒となる。
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After

血圧第三級動揺

elecerebra乳萱On

周期の虫脳前後別のヒストグラム

5

4
波高について同様の処置を行なう。張脳前の24回の
側圧負荷実験において波高の平均値は37．5㎜灘gで，

3

標準偏差18・OmanHgである。虫脳後の27回の側圧負荷

実験における波高の平雛は44．OnanHgであり，騨

2

偏差は2Q；9mmHgである。

1

すでに述べたように個々においては差異がみられる

場含もあつた。しかし総括処理してみると周期，波高

O．

螺外相齢みられない．騨の言＋算暢舘翻し
た例が案外虫脳による特微を暗示しているのかもしれ

ない。

S
Wave

第11図

SS

鯛

9S

heigt（mmHg）

血圧第三級鋤揺

波高の玄脳前後別ヒストグラム
論

議

上に述べた実験例のうち，2／8近くにおいては，虫
脳前後で催起される周期性血圧第三級動揺に質的ある
いは鍛的に特別意味のある差異がみられない。宏脳前

後で差異のみられたのは残りのV8である。
しかし前者の2／3近くの例のなかには，少数ではあ

るが、去脳を境にしてそれ以前あらわれていた減衰振
動的傾向が取り除かれたものがある。減衰振動的傾向
は去脳後の動物にも存在することは第8図の例にしめ
されている。第8図の例は自然発生的な周期性第三級

側圧負荷実験のただ回を璽ねるだけで減衰傾向が次第
に消える。したがつて去脳をこの傾向を取り除く特異
な方法と緒論づけるわけにはいかない。玄脳とは，こ

め傾向を取り除く，現状では漠然としているが，かな
り広汎な条件群の一つとみなすべきである。

第1のgrOUPの第2のsubgroupについても，同
様のことがいえる。これらの例は張脳前後で側脹黄荷
によρて周期性血圧第三級動揺がでている。しかし歯
脳を契機として，その周期に大きな変換がみられる。

動揺であり，いつたん減褒したあとで安定した持続性

この変換には一貫した傾向がみられるわけではない。

の動揺が出ている。したがつてこの例を人為的に催起

また他の全部あるいは大多数の例に多少ともみられる

した周期性i血圧第三級動揺の減衰傾向と同一に論ずる

ことはできない。
一般に減衰傾向は個体差に属しているもので，特定
の個体には強くみられる。このような個体においては

傾向がとくに驚大化しているわけではない。張脳を契

機として虫脳前小周期のものが，芸脳後火周期になる
ものもある。逆に去脳前大周期のものが玄脳後小周期
になる例もある。このようtc・…Ptした傾向をつかむご
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とができない。周期の変換は，去脳という特別な操作
をまたなくても現われる。脳血L行の完全遮断を

anoxiaにたいしてより弱い部分をいたみつけて，機

定時

能的な意味での芸脳が起つていると暫えられよう。こ

間行なうとか，雲験の回数を霞ねて行き数時間に及ぶ

のような結論が現在われわれの手中にある鍵験結果に

とかいつた漠然とした条件が．被験体の個性ともいう

一応のまとまりを与えてくれる。

べきものと結びついて現われてくる。したがつて滅蓑

つぎに以上の結論を，中枢の血L管支酉己に関してすで

傾向の場愈と同じように，去脳という操1乍を瞥異なも

に得られている諸知見と照らし合わせてみる。側圧負

のとは考えない方が当をえている。これら三つの実験

萄実験によつて」血L圧に振動現象の起る機序を模式化し

例からは，宏脳条件が個体の個性と1；日まつて，同一個

てしめすと第12図のようになる。側圧魚荷によつてま

体の側圧負荷実験においても，このように変化に寓ん

ず脳への血行が遮断される。脳血行遮断状態のうちで

胴期が期徽きるという蝶｝・轍を勅べきであ

・n・・1咽子力1，いわゆる循脚枢を賭させる④。

ろう。

体1血．崖は上昇する。体血圧が上鼻すると側虹E魚荷地点

芸脳という操俘が周期性血肥第窯級動揺催起に対し

の」丘し流がギ1ゴ開する。」血Lthの再開は循縢14二1楓のanoxia

て，好ましい条件であるか否かという闇題に，答えるの
はにgroup

3属するNo．12伊唖とNo．13例である。歎

脳前側圧負荷により出にくかつたものが，去脳後．一…

状態をll文り除く。循環中櫨の興禰態勢レ叡解除され，体

」血長鷺は下降すゐ。このようなサイクルが繰り返されて
1血正旺に振動現象が起ることになる。

例は慮然発生的に，他の例は側工二i三負荷によつて顕普な
周期性血圧第葱級動揺・を碍ている。

これらの例の…却悩前の側圧負荷爽験の結果には，つ

ぎの傾向を指摘できる。側圧負荷にたいして両藩と
も，周期性血圧第蕊級励揺の催起という型武で反応を
しめさない。側圧負荷地点をようやく1血L流が維持でき

る程度に一建値に体血圧を維持させるという形で反応
している。したがつて振動が生じない。過虫の側圧負

。as

荷実験で，このような例を多く経験した。これは一一・tw

の個体慈ともいえる。このような例では無理に魚荷側
圧値を上昇せしめると，呼吸停止が起り，これが制約
となつて，血圧振動催起をあきらめさせる。

これらには振動催起に必要な性質，いつてみるなら
ば

行き過ぎ的な現象

が欠けている。振鋤学でいえ

ば制振（damping）がきき1畳ぎている状態である。宏
脳ということを契機として，これらの制振性が取り除

かれ，一方においては側圧負御こより，他の例におい

潮2図

血圧振動｛崔起機序模式図

ては自然発生による周期性血圧第三級動揺の出現をみ
ている。署い換えるならば去脳前に制振現象の顕著な

．との場合主役を演じているのは古典的な延髄の循環

例で去脳という操作で，この傾向が取り除かれたと考

中枢である。循環中枢から末梢．血管までの連絡は主と

えるものである。以上の結果を総括するとつぎのよう

して交感神経系に属する血管収縮神経によつて行なわ

に，なる。虫脳後側圧負荷鍵験による周期性血圧繁三級

れているものと考えられるo書うまでもなく交感神経

動揺を催起することに失敗した例はない。したがつて

線維経由で腎上体髄質からのアドレナリン，ノルアド

去脳は直接，間接的に側圧負荷実験による血圧勤揺催

レナリソ放出経路も考えられる。しかし，その後の教

起に好ましい意味に働いていると考えられる。

室の突験成績から血圧振動現象催起に開しての液素性

この去脳前隆での血圧動揺の貴的，質的な相違は他

因子の役割はもし存在するとしても，蟹要なものでな

の条件一たとえば側圧負荷実験の回を璽ねること，

いことがあきらかになつている。

脳血行遮断をしばらく行なうこと一一でも起しうる

いわゆる循環申枢は上位の諸中枢から切り離されて

ことはさきに述べた．・備条件には露襖する部分

樋鋤轍蹴徹う⑤＠⑦．いわばau・。ma・・i一

を考えることができる。すなわち回を璽ねること，脳

血行遮断を行な5ときには，中相でも上位のとくに

cityをしめすわけである。しかし，この循環中枢に

より高位からの修飾的影響が作用する。
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修飾的影響をもたらす最も重要な部位は視床下部で

紳経細胞が循環中枢の細胞と同じようにanexiaにた

ある。この部紘は他の植物系機能と関連させて循環中

いして興奮をもつて反応すξ｝かもしれない。もし貼こ

枢機能の修飾を行なうものと考えられる。Magoun，
の仮窪が実証されると本鍵験成績の絡論な説1り1す為府
Ranson＆Hetheringt。n⑥， Wan9＆Ranson①，
力な手がかりになろう。今後の研究結果を得．t，・・ 7Xいa
Carls。n，

Gellhorn＆Darrow⑩，

Hess⑪⑫らは視

床下部刺激によつ一C，この部働ミ．醐・運動㈱果を起
すことを確めている。主として皮庸血管の血噌運動神

結

論

虫脳前後で側lil三負荷察験な行ない，体血鳳に1血田三策

経を制御するいわゆる体漏調節中枢は，この視賑下

三級動揺を催起せしめた。そして動描催趨の難易，鋤

部前部に．ある。この視床下部部僚からi血1憎；収縮綜維の

非爵の性状について比較した。公脳後催趨し晶く

tx

Y，uこ

延髄循環中枢までの経路轍Magoun， Ranson＆
Hetherington⑧， Wan9＆Ranson⑨にょつて遍跡

とは確かである。虫脳によつて受けゐ鋤掘のセk状の嚢
化については一・貫した聴微が把懸しにくかつた。これ

されているo脳幹網様体の広汎な範囲にわたつて，何

らの結果を血．管運動神経の中枢支酉己のう丸か嚥検甜窟

回も交叉を璽ねて分布しているらしいQThompson

行なつた。

＆Bachは血管収縮促進性の線維は網様体の背側部
を，抑制性の線維は内側部をjinつていると考えてい

（本研究の闘粥の一部は昭和39益ド度文膏ll筍科学研究

る⑩。したがつて去脳は古典的な延髄の循以1中枢を，

i罐によつて支えられた。記して謝愚を顕する。｝

このような視床下部からの影響から開放しlf【L圧動擶を

出し易くすることも考えられる。
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