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実験 的脳震滋に於ける海馬脳波の変化

京都大学医学部外科教室第 1講座（指導：荒木千里教授）

細 野 孟

〔原稿受付昭和36年 1月11日〕

CHANGES OF THE E. E. G. OF THE HIPPOCAMPUS IN 
EXPERIMENTAL CEREBRAL COMMOTION 

TsuToMu HosoNo 

From the 1st Surgical Division, Kyoto University Medical School 

(Director : Pref. Dr. CmsATO ARAKI) 

After a head injury, even when there is no objective sign of disturbed consci” 

ousness, complete subjectiYe amnesia for a certain period after the accident sometimss 

occurs, and seemingly well organized behaviors during this period have been expla-

ined as nothing but automatism 同＇ some scholars. 
The author made the following experiment with the hypothesis that the 

phenomenon is due to impingement on the cerebral limbic町stem.

Adult cats were made transientl：γcomatose bγblank shots from an air gun. 

Electroencephalograms of the cerebral surface and the hippocampus were recorded 

and the postural reflex, noci reflex, respiration and reaction to sound stimuli were 

observed for about one hour before and after the coma. 

The concussion trauma was given by boring a hole 1 cm in diameter through 

the skull in the parietal r -::gion, exposing the dura and firing a blank shot from 

an air gun with the muzzle held directl~· on the dura in such a ＇＇’a~· that the 
direction of the shot was perpendicular to the dura, according to the method of 

NAGASAKI (Surgical Dept., Kyoto Univ.). The energy of this impingement was 

calculated to be about 30,000 erg (MATSUMOTO, Surgical Dept., Kyoto Univ.). 

At the time of the shot, an~＇ apparatus was not used to fix the head of the 

cat, so that the cat could move its head freely. 

The absence of a noci reflex in the ear lobes n’as taken as a criterion of coma. 

When coma appeared after the shot, generally suspension of respiration, absence of 

noci reflex in ear lobes and absence of corneal reflex occun℃d in this order; then 

there wa日 an:;sumption of I℃spiration, followed by a return of the noci reflex. and 

then the corneal reflex. 

The examination of the noci reft仁xin the ear lol陀メ wa日【loneso strict］~· that 

even the slightest reaction was recorded as positive. 

Stainless steel of good qualit~· was used for the electrodes. Screws 2 mm  in 

diameter with sharp］）’ ta perecl tips, ＂℃ re used as surface electrodes. Theγ ＼＼℃re 
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screwed in through the skJ_ll so that the tips ¥¥'ETC touching the~ dし•rn. Son stainless 

steel ¥'.・ires (S. W. G. Ko. 35) were uscrl as hi11prたれrnpus ekcti-;)rles. Enamel was 

u刈 d for the in日ulatcr・ Thetip or thi日 clcctrndcwa日 taperedand cxpo.;cd for 0.5 

mm. The elcctrndc ¥i.・as prcpar℃d in a 叩 ccial facto1下・ SJrfac-: electrodes were 

inserted on the sen日or「motorarea; hippocampus 仁川・trLdcs・wcr℃ i 11 sc rtcrl in the 

ycntral hippDe<tl11Jh!S. (.¥nt. 6 & 8, Lat. 10, ¥'crt.-6). Dental c仁rnrnt¥¥as used to 

fix the electrodes to the skull. The仁Jedrodes were 4 mm  apart on the surface and 

2mm in the hippricampus. 
It〕t'.:n:lcctr<1r1c1℃日istanccsin Yivo w仁l℃ 15 k、 betweεn the surface electrodes 

and 50 k'.1 l〕こ1；で℃こnthe hippocampus electrodes. ！句urE. E. G. leads ¥'.・ere passed 

uncl巳1・the scalp and attached to a connector 日日tu1℃dto the nuchal region. Opposite 

to the side on which thcsc electrodes ¥1.℃I ・c I日ricd, a hole 1 cm in diameter was 

made through the skull and the rl、1_ra℃X]lO日edin the parietal region. The skin was 

temporarily sutured and animals were left for・4-5da：、 suntil the.¥・ rεcoven＇〔lspirits 

so as to take f＜〕ml. Then thev were put in a room shieldt:d from electricity. The 

cxtrcmitic片＼＼℃refixed but the head wa日 leftfree and an air shot wa日 gi¥'en direc司

tl ,. owr the dura. 

Supplementary experiment : 

In the earl> -to司 middlestage of coma, iTspiration cea此 dfor 1 Li minutes. An 

additional experiment was performed to determine how much effect this respiratory 

an℃日twould haYc on the electroencephalogram, aside from the effect of head injury. 

人 tracheotomywas performed on a cat. Through an intratrachεal伺 nnula,

positive pressure artificial respiration ¥ms carried out, 3 mg of amerizol (two ampules 

each) was given intra ¥'Cllouslγ，and when the 1℃日piratorymuscles ＇＇℃ I℃ completely 

paralyzed, artificial I℃spiration was discontinued and E. E. G.’s of the surface and 

hippocampus wεre recorded. Though, two min'1tes after the suspension of respira・ 

tion, surface and hipp:ica川 ]Yclselectroencephalograms disappeared, it wa日 confirmed

that if artificial respiration is given at this point, electroencephalogram recovery 

will appear immediately. 

Result：メ and〔Ii日Cd州 ion: 

It is well known that the叫 lclS hippccampi will produce a pattern in the E. 
E. G. which is called the seizure discharge, when an electrode is in日crt仁donl,¥' once, 

or when h.\-1訂正l~·cemia occurs or ¥1:hen hypertonic saline solution is injected into the 

carotid art巳ry. That is, the hipJひcampusha日 a lower threshold for the seizure 
discharges than an~ァ other portion of the brain. 

Since the hippocampus is sensitive to mじ ha11icaltr乱c1!1la,it is considered that 

it ma≫ be the first area to be injured in cerebral concussion. This cxp~rimcnt was 
can句ieclout under the hypothesis that post-traumatic amnesia may bs due main！）’ 

to injury of the hippocampus. lI<m℃V仁r,in the present cxncriment onb-one oLJt of 

thirt~・ cats of experimental ccrc l ,ml commotion 日hO＼＼引1 clifinitc 日rjz~rrc discharge 
from the hippocampus. 
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The surface electroencephalogram 01・ these cats rL1ring coma changed to rather 

slow waves with low amplitude (flattening) and such a change was ohscrvαl for 

a period of time ti＼ァicethe duration of the c;mia. in most cases, the flattening 

wa日 moderatein degree, licit occasionally ci:mpletc. 1¥Ctcr this period c「flattening,

a stage of largこslowwaye日 appearedand lasted for 7 10 minutes ; then the E. E. 

G. returned to almost the pre司 comapattern. There was no change in the E. E.G. 

immediately af'tcr the suspension of respiration, and after 20 seconds low amplitude 

was observed without any apparent chan広ein f1℃〔1uenc~· ・ Th仁refore the change of 

surface E. E. G. immediately after the shot wa日 notclue to apnea. The flattening 

of the surface E. E. G. after the onset oC coma wa日 moreevident after 5 to 10 

minutes in most cases. Apm:a lasted on ！~’ 1.5 minutes after the shot and in the 
supplementary experiment it was proved that after respirator~’ suspension for up 

to two minutes the E. E. G. recovered immediately. Therefore this日atteningwa日

as円＞＇、

The hippocampus E. E. G. of cats during coma after the shot sho＼＼℃cl low 

amplitude to s nne degree in all cases, and in no case ＂’as increased amplitude obs-
erved. A tendencJァ towardsslow n引＇ eswas ob問 rvα！. No high frequency immed-

iate!J’ after the shot was noted. Howewr, when the noci reflex became positive, 

especially when it became more apparent in quantity, about 100μ V high frequency 

patterns which are not enough to be called seizure discharges but similar to them, 
appeared for 10 20 seconds in several cats. In the:->e, flattening of 1γaves was 

observed in most of the surface E. E. G.'s. Following this period, the hippocampal 

E. E. G. bccame closer to what had b2巳nbsfore the shot. In one case, the hippo-

campal discharge appeared in the stage of the above mentioned high frequencyア

pattern and lasted for 30 seconds. 

Conclusion : 

Air gun blank shots m’εre given directly over the dura to put cats into trans-

ient coma, and changes in the surface and hippocampal E. E. G.’s ＼＼℃rs studied. 

There was no more apparent change in the hippocampal E. E. G. than in the sur-

face E. E. G. Therefore, in this experiment, there was no electroencephalographic 

evidence indicating that the hippocampus is the most sensitive area of the brain in 

case of cerebral concussion. 

緒 ちZ= 
頭部外傷後他党＇ 1サに意調障害なしと思＊J.lる状態に

あるに拘らずp 後日 l~J覚均にその期間の出来事を一切

記憶していないことがある．そしてその期閣の行動は

Automatismに他ならないと説明する学者がある．私

はこの現象が頭蓋内に於て大脳辺縁系に及んだ衝激に

よるものではないかとの想定のもとに成熟猫を実験動

物としてこれを空気銃空射により昏！！主におとし入れP

昏陸前fよびその後約一時間にわたり猫の整位反射p ｛~ 

害反射p 呼吸，音響刺激の反応を検しつつ大脳表面必

波及び海馬脳波を記録した．

第 1章実験方法

①猫を空気批により昏睡に到らせる方法

②表面及び海馬導出双極電極の製作及び装置

③電極作置の確認、

I 1 I 教室長崎の方法による空気鋭空射により昏還

に到らしめる方：去

猫の頭部を正中線にて皮切し頭頂部の筋を耳側に剥
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離圧排し頭頂部矢J伏洞外に直径一糎の骨；容をあけ硬漠

を露出しこの1]'1iに垂直に硬膜にほとんど接して空気銃

空射を行う．この際のfillJl控のエネルギーは大略 3万エ

ルグであった（教毛絵本＇・ この時猫が受ける街慢の

強さは猫固定器又は Ho川｛、y-clark1・ 装置にて頭＇； 1：を

固定せる場合じ四肢のみを固定して頭部を自由に動

かせる状態で首を上げている場合とでは大いに異るも

のであり，私の t卜尚l土後者である. ＇！..謂うまでもない

ことであるがp 銃口をll°'J川こf(1Jけ空気衝撃圧の方向を

硬膜とある角度を以って射1供した場合と尾側に向けた

場合とでは同じ発射衝撃エネルギーであっても物理学

的に硬膜となす角度による影響の外にp 吻側；こ向ける

と，その方向には表面脳波電極がある故表面脳波は平

坦になるが猫は昏陸に成り難い．尾側に向けれii脳幹

に衝撃をより多く与える故瞬時にして首を下へ落し呼

吸停止のまま苑亡に到ることが多い .l'Ulち少いエネル

ギーで深い昏陸に陥る．それでこれらr"nしの会！hH射

FづA

撃をも行わないようにした．この際引幌市（立の硬膜よ

りの出血は多くの場合小ii；であり p 釘j倹時硬嘆下に＇.ITl

L重を認めることはなかった A

皆逗17:判定

薬物を用いて仔！fi~ （こ f'.((ri Lるのと兵り頭部外傷により

しかも，＇［＇，終るだけ出血及び限局均の n1;1挫傷を与えない

で昏睡に到らせようとの；恵途で行うのである故，昏睡

は瞬間的に起りその後は時間と共に徐々に覚醒に

うのが一般の！顕F字である．即ち空二i銃~：~-OH支は呼吸停

止y 耳t~侵害！叫j，灼1W 1.UHの消失といったJはも深い

昏睡にあり p その怜急速に半昏睡に移行してより覚醒

に到るのである． しかし耳翼侵害反射もコッへん氏鉛

子ではさんだ側とは反対側の耳裂に微かに反応が見ら

れる程度からp 検側の耳裂がぐっと引つはられるよう

な反応，さらに全身のあばれ運動に到るまで色々であ

るが，私は少しでも反応が出た時期を反応陽性と L

た．実験に於てはニの反応消失期聞が40秒から 2分と

いったところが多かった．昏陸地：長時間

にわたる場合は多くは死亡した．

( 2) 表面及び海馬導出双極電極の製

作及び装置

Co鴨川市γ血血J.to山由同 (Fig. A .1之ぴ Fig.B参考）

F;.6 B 

Su＂＇比はんいよ凡 ,,.,j_Q_

- Cerob•w帆

I '.T1山」，...~tょ4 川..；. t

E＂＇土問 ！..bo民

実験時に開l!民術の影響を除くためFJ... 

昏｜盛時の猫の行動を観察するため埋没電

極を使用しに表ITT!噺波導出電極は図の

如く不鏡銅製とした．この尖端を円錐形

とし硬膜上に援するやうにねじ込んだ．

海馬深部電極も不鏡銅製にてS.WG.の

35 if~ （直径0.2皿皿）を使用した．硬質のも

のは歪があり 11＇（滅状 iこなり難し又埋没

r-¥..<.ppoc＜＇－々np"'1dんJ_化。ι

電極としては工合の悪

い点が他にもあったの

で軟質のものにした．

軟質のものでは刺入時

に曲らないかと懸念さ

れる人もあるがp硬膜

を正確に切開さえして

i置けは決してかかる心

配ItJ庶用であり，後の

0.2判明

’ι店伸＼（1'1:i{cア），；・.c1c何本1・

そ~I を立証している，

この不鏡銅線の絶縁は

専門の工場に依頼し

に’，[j;極の尖端はワヴ
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インダーで研磨し円錐形とすると同時にこれにより絶

綜喰料をはがした．この深部電機の両尖端の距離は大

きくあけて 2mmとした．微小電極ではないしp 叉海馬

のjJよがりは広いので，間隔を広くした方が明瞭な脳波

が出るとの考えによ ろ．電極導出割引止としては表面脳

波l士SensorimotorAreaより導き僅間距離は 4mmと

した．深部電極の方は Ventralhippocampusをねら

った．位置は ant.6と8,lat. 10, YC't・t. 6，であっ

た．電極埋没にさいしては東大脳研式stereotaxicin-

strument lこより頭を固定しp 歯科用エンナンにて表

面電極及び海罵電極埋没用の（I.5mm径の）穴を骨に開

け，深部の方はさらに耳鼻科用殻膜穿刺針にて硬膜を

切開しF 電極埋没後は出血が止ってよか羽利用セメン

トでかため埋没を完成した．その時；埋没反対側に空気

銃空射用の穴 Icm径を開けて硬膜を露出した. -＿§.皮

腐縫合を行うが射撃時には縫合を解いて硬膜の直上よ

り射撃した．

なお表面電極の極間抵抗は生体内で15k!l.海馬111:；留

の方は約50knであった．

( 3) 電極位置の確認

実験終了後脳組織をホルマリ ン固定後ツエロイ ジン

切片となしp 教室小島の変法によりKlue＼’er-Barrera

染色を行って ventralhippccampusに入っているこ

とを確認した．

第 2章実験成績

上記の知くした電極埋没猫が関頭術後食餌を取るや

うになってから電気量生、蔽室に入れ，四肢を固定した状

態で頭部は自由に動かせる状態にして，表面及び海馬

電極からは導線を背：＇；［：にみちびき電極幽を通じて遮蔽

室外の脳波記録装置に連絡した．猫が－k分おちついた

頃に先に聞けた骨悠より大脳の中心部をねらう方向で

空気銃の空射を 11った．射撃後昏睡と なら ~るもの

やp 呼吸停止のまま苑亡に到る ものがあり，一時的に

昏臨となるものはほとんどが呼吸停止を伴い呼吸再開

後昏睡から覚醒するのが通例である．その間脳波記録

及び諸種反射検査及び一般状態の観察を行った．

1) 射撃後 1分間昏鍾 （呼吸停止40秒J(Fig. I) 

表面脳波は射撃後はやや低振巾化，昏陸中もその後

も号l続き同じ状態， 8～12分の聞はやや平坦化， 20分

後大銀巾の波形p これが20分間継続し射撃後60分で大

略射撃前の表面脳波に近づいて来る．

海馬脳波は射恰i乏ItSOuV, 4 c p只 の徐波が昏睡中

続きp 射撃後3分で IOOuV, 20 c p.s.の seizur巴 di-

schargeとは言えないがこれに似た脳波が30秒程あら

われて，その後は波形が射聖霊前と大体似ているが，少

々低振巾のものが続く．しかしその間 4c.p. s程度の

パターンが 5秒間隔程でよく出現している．

2・i 射量産後 1分30秒昏睡 （呼吸停止 1分）(Fiε2) 

表面脳波は射撃後大きな徐波，これが呼吸停止期間中

も昏睡期間中も続きその後だんだん平低化して来る．

射撃後4～10分までが平低化の時期でp その後は再び

大きな徐波となりその後速波成分が加ねって来た．

海馬脳波は射惟後低振巾と なりp 表面脳波と逆に振

巾が少しづっ大となり，射撃後4分30秒侵害反射及び

角膜反射がより一層明確に出現する頃200uVの振巾で

極めて高周波数の Seizuredischarge に似たlj(/i；皮ぶ

15秒程続きp その後50～lOOuVの速波となりそのまま

l時陪後まで続く．結局両脳波共射撃前の脳波にまで

はもどらなかった．

3) 射撃後 1分30秒昏騒 I Fig-. 3) 

（この例だけは海馬のみ単~if＼.＼充 1草である ）

表面l脳波は射撃後はf余波となる．その後2分後平坦

化し，これが 2分間程続き射惨後5分になると叉さら

に昏陵中よりも大きな徐波となり，射撃後 7分ではほ

とんど射甥前に交らぬくらい速波化していた．

海馬脳波は射撃後は町民数は射撃前と大差なきも約

半分に低振幅化するが， 5c.p.s. IOOuVの波形に均一

化の傾向が見られP 射撃後3分で高速波化の時期が10

秒程あり，その後は射＇ if!＿後 7分でほとんど射1jj:前にも

どっていた．

4) 射量産後2分昏騒 (Fig-. 4) 

表面脳波は射明｛を2分間は低振巾化徐波，射撃後4

分では完全に平坦化p これが5分間続き射撃後7分で

IOOuV前後の大振巾のゆっくり した徐波 （1c.p.sふ

これがその後10分間で低振巾速波にれって来て，射撃

後30分では再び大振巾化して速波となっている．

海馬lf<i；伎はやや徐波化やや低振巾化して始めから最

後まで著変なし．

5) 射撃後4分昏陸 (Fig. 5〕

表面脳波は射＂~~伎は低振巾化，射撃後 3 分でさらに

平坦化， 7分で大振巾徐波となり，これが10分間続き

その後それに速波成分が加わって来た． 2時間後も射

撃前にかえっていなし、 海馬IJl.(j波a射望後は低振巾化

であるがp 徐波化は全然見られずp 15分後で大略射撃

前にもどっている．

6) 射撃後5分昏陸（40秒呼吸停止）(Fi広 6)

表面脳波は射撃後著明な徐波， 振巾もやや増大， 2 
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Fig. 3の I Coma !}2 min. after the air-shot 
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Fig. 3の 2
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Fig. 4の 1 Coma 2 min after the air-shot 
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Fig. 4の2
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Fig 5の 1 Coma 4 min. after the air-shot 
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Fig 5の 2
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分後も同様， 6分後低振巾化， 10分後完全に平坦化P

20分後にはこれに述バ吹分ボ少し加わって米ている

がy やはり低振巾であり， 1時間後も速波となって米

ているがやは り低振巾である．

海馬脳波は射撃後は徐波化，しかし表面脳波とは周

期している．しかし射撃後6分で侵害反射が明瞭に出

る頃に速波化しP 時々 Bm・sU＞出現している．振巾l主

射撃前の半分．その後もこの速波が続く ；J>,Burstは

出ない．

7) 射撃後5分昏遜 （呼吸停止 l分30秒〕（Fig.7) 

表面脳波は射撃後は徐波化p 射撃後5分でイ及振巾イじ

であるが，徐波とはいえない．射撃後10分でも低振巾

でありやや徐波化している．射撃後20分で射撃前の振

巾に帰っているがp やや徐波化であり p 猪は時々鳴い

ていた

海馬脳波と射撃後は徐波化p 表面脳波とは同期して

いる．射喰後5分では低振巾でやや速化である－ 10分

では低振rl1i,J~；伎である. 20分では大振巾のやや徐波で

ある．射撃後5時間でも射撃前と比較してP 表面p 海

.I.I& H＂少し徐波化が見られる．

8J 射撃後海馬発射出の出た例 1Fig.8) 

(40秒呼吸停止， 1分間昏限）

身J’lj't後30，（－少から30秒間振巾 200uV以上の典型的な

S巴izuredischargeが出た.dischargeがすむと低振

巾の徐波となっている．このような例は30例中l例で

あった．

第3章追加実験

猪を空気銃の空射により昏涯を起したさいに約 1分

以内の呼吸停止が起ることが多い．実際には20沙～rn

1少というのが多い．そこでこの呼吸停止期間中及びそ

の後或る期聞は脳細胞に酸素欠乏症が起るが，この為

に脳波には実際どの程度の影響があるかを調らべる為

にこの実験を行った． rFig. C参考）
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Fig. 6の l Corna 5 min. after the air-shot 
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Fig. 6の 2
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Fig. 7の2
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これは急性実験である．エーテル麻酔で猫を Stere-

otaxic instrumentに固定しP 表面及び海馬電極を装

置い気管切聞を行いp 陽圧人工呼吸器にて毎分 200

cc30囲外気を間歌的に吹き入れる．呼気の吸引作用は

しない．これくらいの空気吹入量と周期が酸素欠乏を

起さず，又心臓に悪影響を与えないものと判断した．

この猫にアメリゾール 3田gZ筒静注し呼吸筋が充分麻

. !Li草したのを確めた上で人工呼吸器を止めp その脳波変

化をしらべた．叉その後2分で再び人工呼吸を開始し

て脳波復活の状態をも調らべた．

成績

表面脳波は人工呼吸停止後20秒にて振巾減少を来

し， 1分後徐波化しp 1分20秒にて消失する．海馬脳

波は人工呼吸停止後 1分になって始めて少し振巾が減

少したことが認められ（約2/3となる），その後振巾は

不変でy表面脳波が消失してからは徐波化して 80uV

3 c.p.s.の波形が10秒程続いてから急激に低振巾とな

り＇ 2分後には完全に消失した． (Fi邑：.9) 

5匹の猫の平均値は表面脳波海馬脳波消失までの時

聞は l分及び I分30秒であり，＇全例共海馬脳波の方が

30秒～40秒遅れて消失している．海馬脳波消失前には

必ず80uV程度約 3c. p. s.の割合規則正しいパターン

、判以

、、、、、、、、、、、、、、、h、、、点、い 、、、品、、ヘボ、、、心、、Y、、電亡、、 町、

が10秒程続いてから後に消失している．

人工呼吸停止後1分乃至2分ではp 表面脳波及び海

馬脳波が消失していてもp 人工呼吸を再開すればただ

ちに表面及び海馬脳波は復活している. (Fig.IO) 

第4章考 按

海馬回は電極主十をそこに単に一度だけ刺入するとか

P 低血糖を起した場合とかp 叉高張食塩水を頚動脈注

射した場合とかにも損傷発射と呼ばれる発作発射めパ

ターンを示すことはよく知られている．即ち発作発射

を出す闇値i)！脳の他の部分より低いわけである．細胞

構築学的には勿論，血液供給の様式も他の部分とは異

っている．海馬がこのように機械的障害に鋭敏である

ことは頭部外傷に際し犯され易い場所ではないかと考

えられP 頭部外傷の際の所謂 post-traumaticamne-

siaといわれている意識障害は海馬が主として犯され

ている為ではないかとの想定のもとに本実験を行った

のであるが， 30例の実験的脳震塗を起した猫の中でp

正確に海馬より seizuredischarge と呼ばれ得る脳

波を示したものは I例のみであった．

射撃後は無反射，無呼吸p その後呼吸開始p 耳翼侵

害反射陽性p 角膜反射陽性となるがその際の表面脳波
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Fig. 9の 1 Artificial apnea on the curarised cat 

artificial respiration was ceased 15 min. after the i. v. injektion of 6 mg. amerizol. 

(mark l shows the site of the cessation of artificial respiration) 
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実験的脳震漫に於ける海馬脳波の変化

Fig. 10のa Re-institution of artificial respiration after 2' rriln. durntion of 
induced apnoe on the curarised cat 

(E. E. G. appeared on re-instiution of artificial respiration as Jong as 
the duration of induced apneo was within 1 min. to 2 min.) 
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Fig. 10のb Non-resuscitated .case after the air-shot 
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Fig. 10のc Non-resussitated case after the air-shot 
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Fig. 10のd Cases not accompanied with coma after the air shot 
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の変化について調べるとP 昏殴期間中は表面脳波はや 吸停止 1分～ 2分の場合には呼吸再開始と同時に脳波

や徐波化し低振巾となり p 昏睡期間の倍の期間まで平 は出現する．之に反して本実験のJj.J慢による無呼吸：：

坦化が続き3 全く平坦化してしまうこともあるがp 或 2 分を越えることはないのに，守；乍昏：~r~授に出る張
る程度の平坦化で終る場合が多い．この時期を過ぎる i'i<i;1xの、ド.t[lfじは射撃後大略 5分～10分頃に著明に出現

と大きな徐波の時期があり p これが 7～IO分続いてか することが多い．従ってこの平坦化が＼｝f[;';i；外ft~のため
ら射＇＇＊前の脳波に近づいて行く．ごの脳波の平坦化に のものであって射撃後の呼吸停止により起ったもので

対し無呼吸がどの程度影響しているかについては，追 ないことがわかる．

加実験でわかるよう l二呼吸停止を来しても即刻脳波 海馬iJI司法については射喰災昏Iii＠に陥った猫では，射

は変化せずP 呼吸停止20秒以上たってから低振巾と な 幣ほ海,U,5）凶以は何れも若干低振巾化している． 少い

るのみで問波数には一見してわかるような変化は出な も振巾増大したものはない．ス阿波数llf余波の傾向が

いのであるからp 本実験射撃l直後の表面脳波の変化は 見られる．射撃直後直ちに高周、J!(J／，：のlii<i波：l;Ll'iたも自

7原町？吸の為ではないと恩われる． 又追加実験の方で呼 はない．この実験では少しでも耳潔侵害反射が出たら
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昏睡から覚II!したとしているが，この侵害反射が両耳

翼に一層はっきり出るようになった時期に lOOuV程

度の seizuredischargeとは言えないが， それに似

かよった高周波数の脳波がlOf'b～~o秒継続する．この

時表面脳波は大体乎坦化していることが大部分であ

る．その後は海馬脳波は大略射撃前の脳波に近づいて

行〈．

第5章結 論

猫を実験動物主してP 空気銃空射を硬膜直上よ り行

い1蓄を昏隠に至らしめて，この時の表面脳波及び海馬

脳波の変化をしらべたところでは， 表面脳波に見られ

る程の著明な変化は海馬脳波には見られなかった．即

ちこの実験では海馬が特に損傷され易いとい 弓脳波的

所見は得られなかった．

（本論文の要旨は昭和舟五年三月に久留米医大にて

開催された第九四日本脳波学会にて発表した． ）
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