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兎脳波々形はその規則性が増大して，分娩後もその状

態を続けたが，その後約1ケ月半の間に規則性は再び

漸次減少して，元の状態に戻つた。以上，之等の成績

から按ずると，娘娠，分娩と云う現象に依つて家兎は

確かにその脳波々形に著明な影響を被つて，著しい波

形の変化を来すが7それは分娩後母体が正常状態に戻

ると共に漸次緩解して旧に復するものであると云い得

るもので，而も斯かる変化が受胎後1週間以内には必

ず起り，その変化が分娩の後も約1ケ月半の長期間に

亘つて継続する亭実は，i家兎の娘娠期間1ケ月聞と云

5比較的短期間である点から考えると，雄娠及び分娩

が家兎脳波々形に及ぼす影響が決して軽少なものでは

ない事が理解されるであろう。勿論，雄娠及び分娩に

よつて起る家兎脳波々形の変動が，私の観察した上記

各変化のみであるかどうかはわからないが，本実験で

検索し得た家兎は僅かに3頭のみであるので，之を更

に多数の家兎に就いて検索すれば，恐らく更に興味の

ある諸変化を検出し得るのではないかと．推測された。

又斯かる変化の発生機序等に関する疑問も当然起るの

であるが，本報に於ては，唯以上の変化のみを記載し

て，今後の研究の資とするに止める次第である。

　　　　　　　　結　　　　語

　正常家兎脳波々形が，姫娠，分娩に依つて被る影響

を検索する目的で，白色健康な成熟雌家兎5頭を用い

て，実験的に姫娠せしめて，この際に蒲起される正常

家兎脳波々形の変動を鶴察した。（然し乍ら実験的に

姫娠，分娩を行い得た家兎は上記5頭の中，No・o「s

No．6，　No．14の3頭のみであつた）。その結果はN（～・5，

No，14の2頭は交尾後1週間以内セこは∬肖波々形は振幅

の著名な低下を来し，N〔，・6も叉同様に規則波が著し

く増加したが，而も之等の変化は分娩後も引続いて存

在し，分娩後約1ケ月半の後に至り，初めて正常の状

態に戻つた。従つて家兎脳波々形は、雄娠，分娩によ

つては顕著な波形の変化を来し，而もその変化が比較

的長期間に亘つて継続する事実を知つた。

　摘筆するに当り，鈴木教授の御指導，御校閲に深謝

の意を表する。
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　The　author　made　2　exI）erimchts　to　study　the　effe¢ts　of　high　tompe1・atlll’e　ul）｛）11　tho’braiu

waves：vis，1．　Rabbits　were　subjoc士ecl　to　slldden　high　temperature，　and　2．　Pvab｝）its　lyel’e

sllbjeted　to　gradually　as¢endii．xg　tenlperature．　　In　〕Exporiment　1，　very　distinc七　vtLl’ia’tion　or

decrease　in　regularity　was　obselved，．　hExperimen七2，　the　results　were仙コtost　the　sanle　as

obtained　in　Ex］perimont　1．　From　thesc　facts，　the　author　co］〔rsiders　tha七normal　brain　w乱ves

of　rabbits　deorea呂e　irt　regularity、when　suhjectecl士o　thc　stlmulation　of　high　tempeユ・atulxl．　　／’

　　　　　　　　緒　　　　ト言　　　　．

　脳波々形が種々なる物理化学的要素に依つて影響を

取げる事は既に幾多の研究に依り証明せられて居る所

であるが，之等の要素の1つである温度変化に依る影

響に関してはKornmii11er，　Claesi萱嶋及只埜等の局

所の冷却による実験，及びFeit．e］berg　a，　Pick，1工ea－

g瓶nd，　Ilennet　a．　Hoek6tra等の加温『こよる契験等の業

績がある。近時Ten　Cateは家鼠を用いて築鹸的に家鼠

の体温に変化を来たさしめ，この際の脳波々形の変動

を検索して詳細な記載を行つた。併し乍ら之等の諦報

告に於ても，専ら波形の振幅調〕辮の変イピが観察さ

れて居り，波形の規則生の変化如剛こ就いては殆んど

何等の記載もなされて居ない。仙て私は，正常家兎脳波

々形が高1融こよつて影響を被る状態を，波形の規則性



の上から検討して，正常家兎脳波々形の規則性に1・1す

る知見を更｛・加える目的で，本避饅行つた・

　　　　　　　実　験　方　法

瓢纈漆実験に端報迄V・記組た珊じ媚
個蹴容量結合蝦脚器と櫛隈電磁オヅシ゜グ
ラフ（正1型振動子を使用した）を用いて，叉別に頻’

働］澗羅としてクヴエース（新産児僻描）を娘

使用したが，この加温熱源としては電熱器を用いて，

豫め熔兎を蹴の様な一定の箱内に5燃酔，鱒淀

で，或可く自然に近い状態で放置した上，この；‘ぽ

一ス内に箱ごと入れて，過時適当に加掘，実験し］［｝る

様に工夫した。

　誘導方法：本笑験に於ても，単極誘導法を用Ul，家

兎の椴頭部A⑭・吻・の醐継上から誘醐ll：予

した。

　実験動伽白色健康で体重が2・5！・揃後の厄劇膠兎

5頭を用いた。

　描写方法並に測定方法1本報に於ては凡そ2函め

描写を行つた。即ち（1），家兎を平温状態から急激に

一定高温（32℃～35°C）のクヅエーmス内に入れた際の

脳波々形の描写。（2），クヴa・・一・ス内に入れた家払を

平温から漸次加温して，クヴエース内の温度が151軌

20。0，75°C，30°C，35°Cと漸次上昇した際の家：兎脳

波々形の描写。以上の2種の描写を行つたが，この

際，何れの描写時にも家兎の休温の変化を「蹴C細

等の行つたと同様に家兎直腸内5Cmの深さ迄体温計

を挿入して測定し，＞1びエ・一ス内の温度，湿度のi提化

　と共に記録したo斯くの如き方法によつて描写（1）の

場合には平温時及び一定高温時に，同一家兎，同一局

所から1面の描辱時間を約13秒として，2、分i？1’iの間隔

　を置いて5回，連続描写し，之を以て1組とした・又

描写（2）の場合には1回の描写時問は同じく13秒，2

分間隔で平温時及び最高温度3seOに上昇した陽ミのみ

5風15°ρから30°C迄の脚こ於てe＊　5°G上昇する毎

　に2回つつ描写して夫々をユ組と見倣した。而してj以

上の方法によつて得た描写成績のill腱も前報迄に記il…k

　したと同じ基準で，各1秒毎に判定して計測した。

　　　　　　　　　実　験　成　績

　　前項崎蹴した如も本爽1験の威績は⊂1’，豹Eに

　急激な高温刺戟を与えだ場合，及び（2），家兎を潮次

力嘔して端状態に至らしめた場合の2効部られた

　が，先ず成績（1）に就いて見ると，図表ほ）及び第

　1図に掲げた如くであつて，その著しい変化として認

　められるものは家兎脳波々形の規則波々ll紐働隅ノ：NIZ

　温時の夫れに比絞すると加温後は署しく減イ炉忙る1・で

　あつて，換言すると，家兎脳波々形の規則性は疏i、、刺

　戯によつて著明に滅少な来す辮実であつた。即靴之を

　No2｛家兎に就いて見ると，11月9日描；訓寺では加澗
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図表（1）翻敦な加温刺戟1こ依る規則波出現率の変動

　　T家番i描月

兎号

XJo，2

01N1

雰日

9／XTI

11／Xl

16／X

9／叉

11／X

九
N12

品14

9／x

11／笈

8／旦

11／X［

亘＿．亘己兎体邑ご壁竺

可る＋討三司三：愚三；

五1温前1加品後i加温前1加温後加漏前1

10

玉一

一石

rm”P6’pt

10

10’

11

10

…西一 三㌫

35　　38．6

32

一≡

32

一三一

38，2

38．5

予τ

38．1

32　　39．0

32 39，1

39．2

39、5

39．2

39．5

39．5

39．1

39．8

⊃万

572

一π

47．1

29．7

59．2

10．7

36．6

加掘後

34．0％

25．4

14．6

8［「⊥

a…9

25，8

46，5

9．9

23．6

．24．6

一※一
図表（2）漸次加偏した際の家兎脳波々形の変動
　　　　　　　　　　　　　　　（1モ（，．1，　29／：）91）
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前のクびエース内温度が10うGの際には規則波は61・1％

であつたが，醐温3200の状態に於ては親則波は34％’

と藩明に減少を来した。叉全く同様に工1月16Elに於

ても1加温前47％の規則波1まクヴエt一ス内35°（1の際

，には突に14．6％に激り或して不規則汲が殆んど汲形の大

部を占めるに至つたが，斯くの如き傾向は他の金検索・

例にも6忍められ，No’11，　No．12，　No．14の脊家兎に於

　ても夫々表示の如く，加温後は一様に顕翠｝な規則波の

減少が見られた。次に果験「t2）の成績に就いて云うと

之も実験（1）の成績と殆んど同様の結果であつたが》

之を家兎蜘ユに就いて見ると図表（2）及び第9図の

如くで，ユ1ft　29日の描写剛こは平温8°Gに於ては規

　則波は64．6％であつたが，　クヅエース内の温度が

15。C，20°（1，25°C，30°（｝と加温されるに従つて規則

　波はヲξ々74，4％，513，7％，40％，、46％137．8％と鰹イヒし

　て，「その澗度の上昇と，規則波々形の旧現率の滅少と・

　は必ずしも可？行して移行しては居ないが，然し宝体的

　に見ると，やはり拶1則波は温度の．上昇により，殊に筒、

　澗に至るに従つて減少の傾向を辿る轟爽が見出され

　た。同様な輻｝よ∬O．2，No，］2の鍬克に於ても需められ



丞6子（80）「

・たが，之等温度の上昇と波形の規則性の変化との関係

絵検索例に就いて彬フに画いて見蜥図表（3）の、

郷ぐ議った．即ち何れの家兎に於てもぽ剛tの描

芦時鹸てもzareの上昇による酬波出継の変化の

状況は，蝉・ユ家兎観られたと略々等い経過を以

て移行し，規則波は加温前に比較すると商温30°C，

35°Cに至ると何れも規則性が著しく減少するのを認

．めた。

　　図表（3）温度上昇と規則波出現率との関係

・■

　　　　　　　　考　　　　按

　温度変化の脳波々形に及ぼす影響に関する研究は極

’めて稀であるが，その報告を渉猟して見ると，Bk’　e－

”ti　evが猫め獅｛幽を冷却した実験で，冷却が短時閥で

且っ強烈でtS　V　1時には脳波1±単に振幅の減弱を見るの

みで，直ちに元に恢復するが，冷却が強度且つ長時間

に亘る時には冷却終了後も脳波々形は減弱し，而も

之に続いて一時的に脳波々形が増強される恵を記載し

て居るが，更にKornniii］1e！i，　Claes，♪｛i川s，品撒h：LU

及びぷelsen等が家兎その他の大脳皮質を氷片欝で局

所的に冷却した際に，最初は波形の振動数が増加する

が，1続いて著しく滅少し，’終には脳波は企く消失する

事実を言己載した。本邦に於ても萱嶋及只埜力嫁兎の脳

皮質を頭頂部皮麟上から冷却すると5分後にはその振

幅は小となるが，軟脳膜」；rbiら直接脳頗を冷却する

と却つてα波の出現がi著明になると報告して居る。3ζ

一方，Feitelborg・1．　PiGk等は高侃の脳波にエビぼす影

響に関する報告で，麻酔下で38鳴～40唱の体温では

振幟遜めて小となり，殆どで直繍こ等しくなるが，

麻酔効果が無くなると振幅ば漸次増たすると述ぺ，更

にHoaghmd等は実験自勺に惹起させだ体温の上昇が脳

波に及ぼす影響として，体温が40°Cに上昇すれば

α波の週期も租々増加し，振隔も大となると述ぺて居

る。最近lieu　Cateはクラレ投与の家鼠を用いて休温

の変化が脳波々形に城る変動射夷索して，体温の変

化に依り，脳波の活動性は影響を被り，直腸内の温度

が32°～39喝の施囲内では何等の景〕響を受けないカ：｝

休温が30°0以下に低下すると，脳波の振幅は低！J、と

なり，18°C　－v20°Cに至れば脳波々形1よ完全に消失す

る。他面，休温40：．N・41『Cに上昇すると波形は全体

脚こ樹硫増大レ41°（〕」：L－Lr．e：：及・9：と卿1臆急鵬

減少し，44°（㍊5°cに至ると』1破質の電気的活動は

完全に消失する旨を報告して居るo私の築験は脳波々

形の規貝雌と云珊点か陵Cされたもので顕が，そ

の成績を概観すると，家兎脳波々形は確かに高温刺戟

に依つて規則性に剃肱影響を被り，特に家兎が急激

fs高温の刺戟を与えられた場合シこは波形の雛甜閲瓢

著な減少を来し，叉家兎に緩徐な高温刺戟を与えた場

’aUC於ても，温度の上昇と波形の規則性の低下とが必

ずしも平行して移行する訳ではなかつたが，全休的に

は確かに高温になるに従つて家兎脳波々形は規則性

曙明轍少解した・欝噛ジ蔓から，蝋獺の
脳波々形はその規則性の点から云つても明らかセ塙

温に依つて影響を受けるものであると云L得よう・最

後に以上の様な現象の原因について考えて見ると，脳

波のma期が聯田胞内で行われる化学的変化の速度に関

係し，この化学変化も又湿度よつて影響され御か

ら，温度変化に依つて生ずる脳波々形の週期の変動を

研究したH・ag）andの報告，ぼ∬繊現象が劇妾脳の

代謝に関速性を有すると云う推定から脳の電気的活動

性が血中のo、，co，の濃度の変化により，蜘故・

生休の水，及び電解物質等の平纐状態の如何に依つて

変化も味すものであつて・従つ琳温嘩イヒに伴？て

現われる之等諮要素の変化が脳波々形の変動を来す原

因であろうと説明したTen　Oatoの記戯等があるが，

波形の規則性の変化を観察の対象とした私の場合は，

この様な物質代謝的な面と剛寺に叉描写時に於ける家

兎の精神状態と云う察をも考慮に入れる必要があるの

ではあるまいか。人間の場合，安静状態が破られる際に

は波形の不規則1性の増す；．．sc　“kく知られて居る。家兎

に於いて之と同じ皐が現象として存在するかどうかは

確言出来ないけれども，既に第2i報に於いて組察して

いる如く，夏期に於ける自烈1の高温環境で，家兎がそれ

に馴れて居る場合には同じ網よ高温でも格別ぐこ魏｝ユ眺

の滅少が認められない察から考えると，攻然の環境の

変化と云う事が，規則性の減少を齎らす1つの条件で



第1図　急激な加温刺戟に依る規則波出現率の変動
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ある事は確かで，従つて家兎が不快環境にあると云う

事自身を規則性の減少を来した1つの原因として培え

る裏も決して単なる憶測とばかりとは云えないのであ

る。

　　　　　　　　結　　　　語

　高温が家兎脳波々形に与える影響を，その規則性に

就いて検索する目的を以て，家兎5頭に就いて実験し

た。本実験には（1），家兎に急激な高温刺戟を与えた

場合，及び（2），家兎を漸次加温して，持続的な温度

刺戟を与えた場合の2種の検索を施行したが，察験

（1）に於ては検査家兎の全例に極めて著明な変化，即

ち家兎脳波々形の規則性の著しい滅少を認め，叉実験

（2）に於ても実験（1）と略桐様の成績を収めた。併

し乍ら個々の温度の上昇と規則波々形の出現率の滅少

とは必ずしも平行移動は示さなかつたが，全体的に見

ると高温となるに従つて規則性は著しく減少するのを

認めた。以上の事実から正常家兎の脳波々形は高福刺

戟に依つて，その波形の規則性の減少を来すものであ

る事を知つた。

　欄牢するに当り，鈴木教授の御揃導，御校閲に深謝

の意を表する。
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