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学位論文内容の要旨

  ［緒言］脳浮腫は脳神経外科医の取り扱う疾患の多くに随伴し，古くからその治療
方法について研究が進められている．従来の脳浮腫の評価法は脳含水量や色素注入

後に漏出した面積測定が主体であった，近年水素磁気共鳴画像（1H MRI）進歩により

非侵襲的に脳浮腫の経時的な観察が可能になったが，いまだ浮腫脳の代謝状態及び
治療に伴うその変化については十分に検討されていない．本研究では，臨床的に頻

度が高いvasogenIcedemamodeIとして，かつ簡便に一定の病巣を作成できる凍

結脳損傷モデルを用いて経時的な脳浮腫の広がりおよび脳代謝状態の変化を高磁場
1HMRIと水素磁気共鳴スペ外ロスコヒ．‐（1HkRS）を用いて観察した．また，脳浮腫増悪

因子であるフ｜J－ラシ゛カル捕捉作用を有するAVS（1．2‐Bis（nicotinamido）―
propane）投与による治療効果も検討した．さらに近年1HMRSの臨床応用も可能に

なったため，脳浮腫を呈する代表的な疾患である脳梗塞と腫瘍性脳浮腫の2者につ

いて代謝パタ―ンの違いについても検討を加えた．

  ［ 方 法 ］ Wistar系 ラ ッ ト 51匹 （ 平 均体 重298.5g） を使 用し た，Sodium
pentobarbital (60mg/kg)の腹腔内注射にて麻酔後，呼吸管理および血圧モニタ

リングし，体温は37土0.5℃（直腸温）に維持した．左頭頂部にdental dr川で骨

窓を作成し，｜iquid nitrogenで冷却した銅棒を脳表に30秒間接触させ凍結脳損傷
を作成した．その後各ラッ卜をAVS治療群(100mg/kg十0.5ml生理食塩水）と非治

療群(0.5ml生理食塩水）に分け，損傷直後と，8時間後，16時間後に腹腔内注射投
与した．

  1H MRIによそd金討300MHz (7T) MR spectrometerと径35mmのラット頭部専

用コイルを用いた‐凍結損傷ラット（非治療群n=6，AVS治療群n=6)の損傷中央部
を含め た冠 状断T2強調画像を損傷後1，3，6，12，24時間後に取得した．損

傷部を 含め 4カ 所の 関心 領域 (2X2mm)を設定 し，平均信号強度を測定した．
  】 塋 MRSに よ る 検 討 損 傷 後 1時 間 （ n＝ 6） と 24時 間 後 (n＝6)に liquid
nitrogenを用いて損傷脳を凍結標本とし，抽出した代謝成分を凍結乾燥試料とした．

試料 を重 水に 溶解 して高 磁場 1H MRS装置 (400 MHz (8 T) Bruker AM― 400
spectrometer）で測定した．過去の報告のchemical shiftをもとに同定した各
peak heightを測定した‐生体内で安定と考えられているcreatine (3.03 ppm)と

phosphocreati ne (3.02ppm)のhei ghtの和(TCr）で関心peak heightを除して半



定量化した

  臨床1H MRSによる脳浮腫の経時的変化の鐘察

脳梗塞（n〓6)，腫瘍性脳浮腫（n＝8）中心部と健常成人頭頂葉（n〓27）から信号を取得し

た ． 機 器 は Siemens社 製 Magnetom SP(1.5;T)で PRESS法 (Point Resolved

Spectroscopy）を用いた．各peak面積を測定し，creatineandphosphcreatine
（Cr）を分母にとり，他peak比を算出した．

  ［結果］1H MRIによる検討受傷後1時間では損傷周囲には浮腫液があらわれ，損

傷中心部は不均―な低信号域であった．時間経過とともに損傷部および周囲の浮腫
の広がりと信号強度は進行していった．AVS投与で浮腫面積，信号強度共に有意に

抑制された．
  1H MRSによる検討損傷後1時間ではacetateい｜，actateとgl，utamineは有意に上

昇した．24時間後ではacetateと「actateは依然上昇しtいたか｜gl′utamirieはむ

しろコン1ロール値よりも低下していた．さらにNAAは著明に低下し，al ani netま堵
た．AVS治療群では損傷後1時間では有意差はなかったが，24時間後dま隧袈擁

下とlactate，alanineの上昇が有意に抑えられた．
  臨床1H MRSによるぉ塹翌腫の経時的変化Q観鏖［健常成人]N一ac．etyl；_aspartate

(NAA)，Cr，Choline contai ni ng compounds  (Cho)の3peakを認められたカ‘，

lactateは 検出で きな かっ た． NAA/CrとCho/Crはそれぞれ2.76土0.48と1.09
土0.13であった．佃畄梗塞］全例T2強調画像上high intensity areaを呈しており，
3力月後も同様であった．虚血中心部ではNAA/Crは1.48とすでに滅少しており，

｜actateは4.47と著明な高値を示した．．レかし，約3カ月後ではわずかなlactate以
外の代謝物質は消失していた．［腫瘍性脳浮腫］腫瘍周囲の白質にhigh intenslty
areaが広がっており，腫瘍摘出後は約1カ月以内に浮腫は消退した．摘出前の1H

MRSは軽度のNAA/Crの低下（1‐92）とわずかなlactateが上昇していた（O．78），こ
れらの変化は浮腫の消退に伴い徐々に正常化していった・

  ［考察］局所脳水分量の増加に伴い水のT2緩和時間が延長する事実より．1H MRI

を用いて定量的に脳水分量を測定した報告が散見されている．今回の検討でもhigh

intensity areaは脳弓に沿った白質内の細胞外腔に広がり，脳浮腫領域を明瞭に反
映していると考えられた‐治療により浮腫の進行は有意に抑制され，AVSの抗浮腫

効果を簡便かつ定量的に証明できた．  1H MRSでは，，損傷早期にlactateとacetate
の上昇，遅れてalanineが増加しており，局所の嫌気性解糖系の亢進が示唆された，

特異的なglutamineの変化は強い外傷に伴う組織崩壊の結果を反映しているものと

考えられた‐神経細胞の指標であるNAAは外傷後に低下し，これは組織障害に伴う
神経細胞の脱落と考えられる．AVS投与により，alanine，lactate増加の抑制は，

脳浮腫に伴うacidosis進行の予防，さらにNAA減少の抑制は神経細胞の維持，すな
わち神経細胞保護作用を有しているものと考えられた．臨床1H MRSによる検討で

は梗塞脳では代謝障害が著しいため，高いlactateのピ―クと早期より神経細胞の脱

落を示唆するNAAの低下が認められた．しかも組織障害が非可逆性のため，慢性期
にはすべての代謝物質が消失していた，ー方，腫瘍性脳浮腫では軽度のlactateの上

昇およびNAAの低下は腫瘍摘出後には浮腫の改善とともに正常化していった，梗塞
脳と異なりlactateの比較的早期の消失は，ミトコンドリアの機能障害が軽度で，ま

た脳血流量もあまり低下していないため，産生されたlactateのwashoutも早いも

のと考えられる．低下したNAAの回復はNAAを含む神経細胞数の増加というよりは，



むしろNAAを産生するミトコンドリア機能の回復が考えられる．以上のように臨床
的に脳浮腫を呈する代表的な疾患のなかでも，1H MRSには脳梗塞と腫瘍性脳浮腫の
ニつのパタ―ンがあることが判明した．今後1H MRIと1H MRSを同時に観察してい
くことで，様々な脳疾患に伴う脳浮腫の定量的な評価および治療による抗浮腫効果，
代謝状態の改善や神経細胞保護効果などを把握できるものと期待される‐



学位論文審査の要旨
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  ［緒言］臨床的に頻度が高い血管原性浮腫モデルとして，かつ簡便に一定の病巣を作成で
きる凍結脳損傷モデルを用いて脳浮腫の広がりと脳代謝状態の変化を高磁場水素磁気共鳴画
像（1H MRI）と水素磁気共鳴スヘ°外ロスコヒ゜―（1H MRS)を用いて観察した，さらに臨床1H
MRSを用いて脳浮腫を呈する代表的な疾患である脳梗塞と腫瘍性脳浮腫についても検討を
加えた，

  ［方法］Wistar系ラット51匹（平均体重298.5g)を使用した．左頭頂部に歯科用ド9ル
で骨窓を作成し，液体窒素で冷却した銅棒を脳表に30秒間接触させて凍結脳損傷を作成
した．
  1H MRIによる検討300MHz（7T) MR spectrometerを用いて凍結損傷ラットの損傷
中央部を含めた冠状断T2強調画像を損傷後1，3，6，12，24時間後に取得した．損傷部を
含め4カ所の関心領域を設定し，平均信号強度を測定した．
  1H MRSによる検討損傷後1時間と24時間後に液体窒素を用いて損傷脳を凍結標本と
し，抽出した代謝成分を凍結乾燥試料とした，試料を重水に溶解して高磁場1H MRS装置
(400 MHz（8T) Bruker AMー400 spectrometer)で測定した，化学シフ1をもとに同定し
た各ヒ゜－ク高を測定し，生体内で安定なcreatineとphosphocreatineのヒ゜―ク高の和で関
心ヒ°―ク高を除して半定量化した，
  臨床1H MRSによる脳浮腫の経時的変化の観察脳梗塞と腫瘍性脳浮腫中心部と健常成人
頭頂葉から信号を取得した．機器はSiemens社製Magnetom SP(1.5T)でPRESS法
(Point Resolved Spectroscopy)を用いた．各ヒ゜―ク面積を測定し，creatine and
phosphcreatlne（Cr）ヒ゜―ク面積と関心ヒ゜―ク面積比を算出した，

［結果］
1H MRIによる検討受傷後1時間では損傷周囲には浮腫があらわれ，時間経過とともに

損傷部および周囲の浮腫の広がりと信号強度は進行した．
  1H MRSによる検討損傷後1時間ではacetate，lactateとglutamineは有意に上昇し
た．24時間後ではacetateとlactateは依然上昇したが，glutamineは低下した．さら
に N― acetyl aspartate（ NAA)は 著 明 に 低 下 し ， alanineは 増 加 し た ，
  臨床1H MRSによる脳浮腫の経時的変化の観窒［健常成人］NAA，Cr，choline
  ―――－ご―て――－一一―
contalnlngcompoundS（ChO）の3ヒ゜―クがあり，laCtateは検出できなかった，NAA/Cr
とCho/Crはそれぞれ2．76と1．09であった．［脳梗塞］全例T2強調画像上高信号域を呈し
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．．ており，3力月後も同様であった，梗塞部ではNAA/Crは1.48と減少し，lactateは4.47
  と著明な高値を示した．しかし，約3カ月後ではわずかなlactate以外の代謝物質は消失
  していた，［腫瘍性脳浮腫］摘出前の1HMRSは軽度のNAA/Crの低下（1.92)とわずかに
  lactateが上昇していた（O．78）．これらの変化は浮腫の消退に伴い徐々に正常化した．

  ［考察］T2強調画像上の高信号域は脳弓に沿った白質内に広がり，脳浮腫領域を明瞭に
反映していた，  1H MRSでは，損傷早期にlactateとacetateの上昇，遅れてalanineが増
加しており，局所の嫌気性解糖の亢進が示唆された，特異的なglutamineの変化は強い外
傷に伴う組織崩壊の結果を反映しているものと思われた．神経細胞の指標であるNAAは凍
結損傷後に低下し，神経細胞の脱落を示・していると考えられた．臨床1HMRSによる検討
では梗塞脳では高いlactateと早期からのNAAの低下があり，慢性期にはすぺての代謝物
質は消失し，強い組織障害の存在が考えられた．腫瘍性脳浮腫では軽度のlactateの上昇
およびNAAの低下は腫瘍摘出後には正常化していった，梗塞脳と異なりlactateの比較的
早期の消失は，ミトコンドリアの機能障害が軽度であり，また脳血流も保たれているため，
産生されたlactateが局所より速やかに運び去られたものと考えられる．NAA信号の回復
はNAAを産生するミトコンドリア機能の回復が考えられた，今後1H MRIと1H MRSを用
いることで様々な脳疾患に伴う病巣の広がりとその代謝状態の変化が把握できるものと期
待される．

  審査員一同は，これらの成果を高く評価し，また研究者として誠実かつ熱心であり，申

請者が博士（医学）の学位をうけるのに十分な資格を有するものと判定した，
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