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~結局ミレ舷誌等急

Lエンヅヱアァログラム 1ニ於ケル正常的及ピ病的脳溝像

京都帝｜剖大準降製部外科慰霊士室

講師酪主博士 荒 木 千里

〔本文ノ内符ノ、第49［司近畿外科挙合（昭和14年11月12日）ュテ演設セルモノナリ〕

Lエンツエフアログラム寸ニ於ケルII尚講像トシテハ種々雑多ナモノガ皐グラレテヰルガ， ソノ

『f-1比較的Lコンスタント寸ニ現ハレルモノハ私自身ノ経験デムソウ数多クハナイ。帥チ第1-3岡

第1岡室1防 策 2岡室崎 第3岡 室 崎

R A-P 

告書4岡 鍛粉ヲ岡ノ責fl夕日日i構内へ挿組lス

ノ如クデ，側面像デ左右ノシルヴイウス構ト思ハレyレ

モノ（I及ビ 11), 及ピソレヨリ後方デ略之トz1三行ニ走

P-A 

?f』5岡 !1!:£粉ヲ岡ノ如夕日前静内へ挿挫ス

ルモノ（III）ノ 3 ツデアル。ソレカラ A-P デ醐蝶骨太翼＝添ツテ走リ， m~筒上外縁ノ近クカラ

内上方ニ向ツテ腎rlfrスルモノ（IV）。最後ニ P-Aデ頭蓋中央部＝八字髭欣ヲ是シ， ソノi羽端ガ



516 日本外科貧函第 17 ~き第 2 貌

nr~寓外線ト交叉ス Fレモノ（V）デアル。此等 ノ 5 ツノ像ガ何＝相官スルカヲ碓メル鵡＝，屍樟脳

標本右側ノ表商II路端ニ第4-5刷ノ；~fl ク鱗粉ヲ埋入シタ fレ後，‘再ピ脳ヲ顕蓋内へ牧メテど線像ヲ
取ツテ見Yレト．側面像ハ第。－7岡ノ如クデアル。シルヴイウス講ハ大関同側ノ中頭蓋鰐前総線

官事6岡鍛粉｛象

R 

第 7闘鍛粉像

L 

ノ延長方向＝走ツテヰルカラ，乾』板＝接スル側＝アル中頭蓋宮前縁線及ピ反射側ノ同線ヲ基準

トスルコトエヨツ7何レノ側ノシルヴイウス端ナルカヲ判定シ得ル。弐ニ IIIノ脳溝ハ Sulcus

temporalis mediaヲ示ス紘＝一致シテ居Yレガ，例々＝ヨツテ多少ソノ走行ガ異yレノハ，解剖撃

的ニコノ脳講ガ人ニヨツテ異ルカラデアJレ。向 Fissuracollate1叫 sハ念ノ鴻ニ鍛粉デ現ハシテ見

タガ， コノ刷ヂ見Fレトヨ時過しエンツヱフア四グラム寸＂＇ Hj,Jレ脳溝像トハ闘係ナイ。叉側商像＝見

ラル Jレ シ ルヴイウス講ヨリ前fiff~自Ii艇部＝向ツテ走／レ一本ノ線ハ A-P デ見ルト （第 8 刷），

前週 IVノ脳端＝相官ス

ルモノデアJレコトガ判明

;;(. Jレ。

P-A ＂＇於ケノレ八字髭

像ノ.TI：髄ヲ明カ＝スル鳩

ニ棋本ノj、脳表面ニ Lモ1レ

ヨドーノレ可泥ヲ塗ツテと

紘像ヲトツテ見ノレト第9

~M ノ如クヂ八字髭ハノj、II筒

上耐ノ輪廓綿ニ相・，：；：；ス Fレ

モノデアノレ。

此等ノ！日i，~1講中側而像

＝於テ Sulcus’temporalis 

告科目岡 鍬粉像 第 9岡 Moljodol i尼塗抹小脳輪廓

A-P P-A 

media トlE'i首ナル側頭角（Cornutemporalis）トノ鑑別ヲ要スル事ガアル。印チ側頭角ノ内上総
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ヲナシテヰル supracornualcleft (Torkildsen及ピ Penfield)（第101制〕ガ車獅エ現ハレテヰテ之ガ

Sulcus temporalis mediaト紛ラワシク見エル事カoアルガ（第 1及ビ111品I)，之ハf手常了l:；耳：古鞍背

後部ヨリ高1J方ニ

凸ナル轡曲ヲ以

テ滑カニ走ツテ

居リ，分校ス Fレ

事ガナイカラ，

コノ特有ナ形ニ

第10岡 supracornualcleft (Tor-
kildsen and Penfield) 

ヨツテ容易ニ匝別シ得yレ。唯之ガ左右2ツ相接

近シテ現ハレテ居タリ（第12陥j)，叉 1ツノ cleft

像ガ断続シテ現ハレテ居ル時（第131;;,il)ーハ注意

ヲ要スル。

叉 A-P デ側頭角前端部ガ [ii~筒部＝投射サレ

第四岡山本（supracornualcleftこ僚）

R 

第11闘終岡（Little氏病）

R 

第13岡・錦町’

R 

テヰテfiijjiJJ極溝ト紛ラワシイ事ガアルガ，之ハ高1i者デハl隔ガ庇イ事， I百i頭樹溝ョリモ内側＝ア

ルコト（第14, 15刷），及ピm~宵内縁迄延ピテヰナイ事等デ匝別IH来yレ。

最後ニ八字髭像ガ第16同ノJmキ形デ現ハyレル事ガアル。之ハ第17, 181両｜ノ如ク鱗粉ヲ中脳外

商店Hチ Incisuratentorii ：＝－ 添フテ却入シテ見Jレト丁度ゴレト同ジ像（調~19加D ガ現ハレルコトカラ

ソノiE酷ハ明カデアル。コノ線ノ1J!il岡像（第20岡）ガ supracornualcleftデハナイカト私ハ一時考

ヘタ事モアツタガ， ソノ形欣（後方ニ凸形ヲ長ス）及ビ位置（少シク後方＝偏ス）カラ見テ，之ハ

supracornual cleftトハl!Jjカニ別個ノモノデ．之ガ側面像＝現IHサレルコトハ甚ダ稀デアル。

以土建ベタ所ハスベテ正常像デアツテ病的ノ意味ハナイ。持常コ ,l5ツガ出ル詩デ、ハナイガ

正常像判定ノ基準ハコノ 5ツノ脳溝＝置カルベキモノト考ヘル。
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第14岡竹Pl

A-P 

第17悶鍛粉ヲ岡ノ如 ：P 事fi~fil"'-

第19阿餓粉像

A-P 

第15岡大森

A-P 

第16田倉岡

P-A 

第18岡 餓粉ヲ困ノ虫日夕締組ス

第20闘餓粉像

R 
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次＝病的脳溝像ニ就テ簡単： j,ill;ベノレ。

先ヅ第21,22岡ハ字側脳表問ニダケ全鰐トシテUfjl庶ナ空気充盈ガアツテ他側ニハ空気ガ入ツ

第21岡F亀井

A-P 

第22岡 福島井

L 

テヰナイ 。側商像デ見yレト之ハ前頭部デ著明デアル。斯Yレ民H凡ナル空気淵・tfil.：拘ラズ脳講ハ少

数ノモノヲ除イテハ現出サレテ居ナイ。蜘妹膜下＝アノレ空気ナレパi直営斯yレ事ハナイ（毛穴例参

照）。之ハ近頃外園デ色々論議サレテ居ル様＝蜘妹膜ノ；外郎チ硬膜下（subdur.11)~空気ガ瀦摺シ

テヰルト考ヘネパナラヌ。印チ外傷後エ硬膜下＝液鰭瀦摺ヲ来シ（之ハ株ナ所見デハナイ），ソ

レガ空気ニヨツテ置換サレタモノト考へラレFレn 之ハ本例デハ手術エヨツテ立誰サレタn カカ

1レ揚合先ヅ蜘昧膜下へ入ツタ空気ガ如何ニシテ蜘昧膜外へ ~H タカ，之＝就テハ一部ノ人ガ考へ
Iレ様4 空気注入操作中ニ蜘昧膜ノ何庭カニ裂目ヲ生ジテ共底カ、ラ洩レタモノト考ヘルヨリ他

アルマイト思フ。

告書23岡竹川

A-P 

負1'424悶竹川

R 
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~~23, 24闘ハ脳炎後ノ顕痢デアルガ，部i例’ト異ツテ摘大セル脳溝像ガ制メテ穎著デ．アル製~ョ

リ，蜘妹膜下腔ノ異常蛾大師チー側脳半球ノ高度ノ萎縮アルコトガ明カデアリ，反之反f.t側＝

ハ全然空気ガ入ツテヰナイ。カカル揚合直チニ空気ノナイ側ノ蜘肱膜下癒着ト断定スル＝ハ慎 ’

重デナクテハナラヌ。本気注入時＝顕ガー側ニ傾イテヰルトヨク斯ルコトガアルカラデアル。

併シコノ患者

ハ共後2年，

4年目ノ Lエ

ンツェフアロ

グラム 1 デ後

ニナル程此倶I)

ノ盈気度ヲ噌

シテヰルノヂ，

最初ノしエン

ツェフアログ

ラム寸ハ癒着

ノ嬬デアリ，

官事25周 平日[Tl

A-P 

共後次第品トケタモノト考ヘテモ差支へアルマ

イト思フ。

第25,26閑ノ伊jハ脳炎後ノ鮪廟デアyレ。右ノ

側脳室ガ著明＝摘大シテ府リ， fl.ツ頭頂部＝直

径約3糎ノ部＝亙ツテ限局性ノ空気瀦i'fi'1ガ見ヱ

ル。自IIチソノ部ノl蜘1妹脱下腔ガ限局性＝縮大シ

第28岡長谷川

L 

多彩26図利閃

L 

第27図利岡

第2!J岡長谷川

A-P 

, 
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第30闘川手

A-P 

テヰル像デアル。手術ノ結よ~ハ第27岡ノ如ク五ussere Poren-

cephalieデアツタ 0 /J筒室トノ交通ハナイ q

第28,29f1副ノ例ハ頭蓋外傷後左前頭葉萎縮ヲ来シタモノ

デ，共側ノ側脳室蘭i角ガ棋大シテヰル他， Pill顕楽部特ェ前

制部ノ脳講ガ何レモ著u月＝描大シテヰル事ガワカル。脳溝

摘大 FミデlJ尚萎縮 1、診断スルノハ誤謬ガ多イガ，本例ノ如

クソノ部ノ側脳安ノ撰大ガ同時ェアレパ萎縮ト考ヘテ間違

ハナイ。

第30闘ハ外傷性頭蓋紙損デ外傷部附近ニハ空気ガ入ツテ

ヰナイ。之ハ明カニソノ部ノ癒着エヨルモノデアル。




