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末梢神経急性圧迫損傷に対する薬物療法の有効性に関する実験的研究
第-鶴:-ステロイドの有効性について-

武内　正典　Ian.M.Lowdon　　茨木　邦夫

琉球大学医学部整形外科学

は　じ　め　に

末梢神経圧迫損傷は整形外科の日常診療にお

いてそれほど稀な損傷ではない。これらの損傷

に対するステロイドの経口あるいは局所注入投

与は一般に有効と認められており、特に手根管

症候群における手根管内注入投与はポピュラー

な治療法である1.2,3)本実験の目的は末梢神

経急性圧迫損傷に対するステロイドの投与がは

たして有効であるかどうかを実験モデルを作成

し、機能的また紅織学的に検討することである。

LVS3　監

体重300-350gのSprague-Dawley成熟雄

ラット24匹を使用した　Pentobarbita140me/

kg. B.W.を腹腔内注入にて麻酔し、必要に

応じて適宜追加した。麻酔導入後、片側大殿筋

を筋線経に沿って縦割し、約2cm露出した坐骨

神経に長さ1cm、外径3.5mm、内径1.02mmのシ

リコソ・チューブを装着しチューブが抜け落ち

ない程度に綿糸1本で固定した(Fig.1)c

二重盲検法とするため、動物は術著に知れな

いように術前に2群に分けられ、各群に以下の

計画に従ってステロイドまたは生理的食塩水を

投与した。動物のグループ分けと坐骨神経の左

右の選択は完全にラソダム化した。

1群:チューブ装着直前よりデキサメサゾソ

O.lmg/kgB.W.を1日3回5日間

腹腔内注入投与。

2群:対照として生理的食塩水を前群と同様

に5日間投与。

Fig.l.ラットの坐骨神経にシリコソ・チュー

ブを装着し、チューブが抜け落ちない

程度に軽く絹糸1本で固定する。

神経損傷程度の評価方法

I.機能的評価: de Medinaceliらの坐骨神経

機能指数sciatic functional index (以下SFI)

によって経目的に40日間評価した　SFIは、

ラットの坐骨神経の損傷程度を、ラットを歩行

させて得られた後肢の足痕から4つの数値を計
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Fig.2.A:典型的なラットの足痕を示す。一番

左が機能的完全損傷の状態で、右に

行くにつれ機能的損傷の程度が軽く、

一番右は機能的に正常な状態の足痕

を示す。

Fig.3.坐骨神経の横断切片を示す。この切片

より、神経横断面に対する%neuronal

areaを神経辺縁部および神経中央部に

おいて測定し、組織学的損傷程度の評価

とした。

測し、その値を公式に代入して実験側と健常側

とを比較し、損傷の程度をその割合で示すもの

である4,5)

Fig. 2Aはいずれもラット後肢の足痕である

が、左端の機能的完全損傷から右にいくにつれ

機能的損傷の程度は軽く、右端は機能的に正常

な状態を示している　Fig.2Bは足痕から計測

する4つの値と帰納的に得られた公式で、これ

らの4つの値を代入すれば、 SFIが計算で求め

られる　SFI O±10は機能的に正常な状態を、

SFI -100±10は機能的に完全損傷の状態を示し
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Fig.2.B:歩行させて得られた足痕から計測す

る4つの値と帰納的に得られた公式

で、計測した4つの値を代入すると

SFIが計算で求められる。
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Fig.4.対照群は全例48時間以内に機能的に完

全損傷の状態を呈したが、デキサメサゾ

ソ投与群は機能的損傷をよく回避できた。

astm

チューブ装着手術の直前および術後1、2、7、14、

21、28、35、40日目にSFIを計測した。

Il.組織学的評価:損傷初期、損傷後期(回復

期)の組織所見として、それぞれチューブ装着

術後5日目に各群より2匹ずつ、術後40日目に

残った全ラットを屠殺し坐骨神経の横断切片を

作成したO神経切片は、まず、グルタ-ル・ア

ルデ-イド、オスミウム酸で固定した後、エポ

キシ・レジソで樹脂ブロックを作成、ガラス・

ナイフで薄片に切り(1-0.5′lm) 、トルイジ
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Fig.5.A :正常坐骨神経と対照群との% neuronal

areaを比較すると明らかに%ne∬on-

al areaの減少を認める。

ソブルーで染色した(Fig.3)これらの切片を

画像処理装置American Inovision Videometric

100 Computerにより拡大し、坐骨神経横断

面に対する各神経線維横断面の面積を加算した

面積の割合を示す%neuronal areaを神経辺

縁部および神経中央部において測定し、組織学

的損傷程度の評価とした。

結　　　　果

SFIの結果はFig.4の如くで、生理的食塩水

投与群(対照帯)は全例48時間以内に機能的に

完全損傷の状態を呈するが、 40日以内に機能的

に正常な状態に回復した。これに対し、デキサ

メサゾソ投与群は機能的損傷を良く回避できた

(P〈O.01) 。

組織学的評価の結果は損傷初期、損傷後期

(回復期)ともに対照群とステロイド群との間

に差はなかった。損傷初期の神経切片では辺縁

部程単位面積あたりの神経線経の数が少なく、

また有髄線経も細くなり、浮腫の存在を思わせ

た。損傷後期ではWaller変性が強くまた大き

な有髄線経の数はより少なくなり、無髄の再生

線維(sprouting)が散見された　Fig. 5Aは正

常坐骨神経と対照群との比較であるが、明らか

に%neuronal areaの減少を認める　Fig. 5B

は対照群とデキサメサゾソ投与群との手術後5

Contro Ear l y Del ayed

Steroids

B:対照群とデキサメサゾソ投与群の手術

後5日目と40日目における%neuron-

al areaの比較を示す。両群問に統計

学的有意差は無い(P) 0.05) 。

日日、 40日目における%neuronal areaの比較

であるが、両群間に統計学的有意差はなかった

(P) 0.05)

考　　　　察

1982年、 de Medinaceliらはラット坐骨神経

の損傷程度をラット後肢の足痕から計算により

数量的に現わす方法を報告した4)。彼らの数

多い実験や諸家の追加実験により、 SFIは最近

欧米諸国で再現性があり信頼性の高い末梢神経

の機能的評価として注目され、さかんに用いら

れているが本邦における報告は無い。

1984年、 Mackinnonらはラットの坐骨神経

にシリコソ・チューブを装着することにより末栴

神経慢性圧迫損傷モデルの作成に成功した6)0

著者らは彼女らの方法を追試し、この方法に再

現性があり、しかもモデル作成が容易であるこ

と、チューブの内径を変えることにより容易に

急性圧迫損傷、亜急性圧迫換傷モデルをも作り

出せることを確認した。

これらの追試実験の結果から、 Mackinnon

らの方法による末梢神経圧迫損傷モデルに薬剤

を投与し、 SFIを用いて神経機能の損傷程度を

評価することにより薬物療法の効果を検討する

ことが可能と考えられた。

SFIにより評価した場合、対照群が48時間以
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内に呈した機能的完全損傷の程度は坐骨神経切

断時とほぼ同程度であり、この時点ではおそら

く坐骨神経の大部分の神経線経は機能していな

いのであろうと考えられる4.7)。これに対しデ

キサメサゾソ投与群は、 Fig.4に示すように機

能的損傷を良く回避することが分かった。

一方、組織学的所見では損傷初期(術後5日

冒)においてもデキサメサゾソ群と対照群の間

に差がなく、ステロイドの効果が神経機能を維

持する程度にしか損傷を回避できないことが分

かる。換言すれば、組織所見では区別がつかな

くともSFIによる機能的評価では明らかに差が

あったのであるから、組織所見から機能を推測

することは不可能であることが分かる。また、

損傷後期(術後40日目)の組織所見からは、 50

%程度までのneuronal areaの減少であれば、

SFIでは機能的に正常な歩行パターソを示すこ

とが分かった。

結　　　　語

1.末梢神経急性圧迫損傷の治療にステロイ

ドの投与は有効である。

2.機能的損傷の回避は組織レベルでの損傷

の回避を意味をず、逆に実在する損傷を

隠す可能性がある。

3.末梢神経急性圧迫損傷の場合、組織学的

検討だけでは機能的損傷の程度を全く推

測できない。

4.ラットの坐骨神経は50%程度までの%

neuronal areaの減少であれば、正常な

歩行パターソを示す。
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An Experimental Study of Drug Treatment Following

Acute Peripheral Nerve Compression Injury

-Part 1 : An Effect of Steroid Treatment-
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Abstract

Steroids are often administered clinically for neural compression injLiry. This study examines the

effects of steroids on the function and histology of rat sciatic nerve following compression injury.

The rat sciatic nerve with a silicone cuff applied was used as a model of acute compression injury.

The application of this model to the study of an acute neural injury is made possible by the use of

the sciatic functional index as a means of s∝luentially monitoring the nerve deficit.

Treatment with dexamethasone from before cuff application prevented functional deficit, but the

histological appearance of the nerves examined was similar in both dexamethasone and normal saline

administration groups. This suggests that the effect of the steroid was to reduce the severity of the

injury only siJficiently to allow continuing function of a portion of the neurons.

This study provides experimental evidence to support the use of steroids in the treatment of neural

compression inju汀, but indicates that the functional benefits may mask contim山ng neuronal injury.


