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近年,変則的な神経修復方法としての神経交叉術により有用な機能再建が可能であることが

報告され,神経修復術の選択肢の一つとなっている.しかし,神経交叉術はこれまで,巌も避け

るべき神経再生の 一つとされてきた過誤支配をもたらすはずの手技である.この脂暇に反 して

臨床的に良い結果が得られているのは,これまで知 られていない合日的な神経可塑性の発現に

よって,過誤支配の問題を是正するメカニズムが機能 しているためと考えられる.

この仮説を検証するためにWistarラット 側上肢で筋皮神経と尺骨神経を切離し,交叉端々

縫合を行い,逆行性に再生軸索から神経細胞までの神経経路全長を トレ-スrY能なLacZ遺伝

子組み込み adenovirusvectorを縫合部遠位から導入し,末梢神経交叉術後の神経再生経路を検

討した.

交叉実験に先立って筋皮,尺骨神経を 1二腕本幹部で単独切離 し直ちに縫合,16週間後に縫合

部遠位よりadenovirusvectorを導入し,再生神経支配脊髄髄節 レベルを検討 した,その結果,

支配髄節レベルは筋皮神経がC5,6,7,尺骨神経が C8,Tlであり,縫合修復後 16週間経過 して

ち,それぞれの神経支配髄節レベルは変わっておらず,筋皮神経と尺骨神経の支配髄節 レベル

に明かな重複は認められなかった

筋皮神経と尺骨神経の交叉実験では筋皮神経近位端に尺骨神経遠位端を交叉縫合し,16週間

後に縫合部遠位よりadenovirusvectorを導入し,神経再生経路を検討するとC5,6,7神経髄節

のみならず,C8Tl髄節まで染色 されたが尺骨神経近位端に筋皮神経遠位端を交叉縫合 した場

合はC8Tl髄節だけが染色された,

尺骨神経の末梢効果器官は前肢遠位 (手内)が大部分であり,筋皮神経は上腕内の筋と前腕

遠位部の知覚支配であることを考慮すると,再生の標的器官が遠い場合は合目的な神経再生が

起きうるが,標的器官が近いと過誤支配が起きるものと推察 された.

本実験により,末梢神経交叉術後に交叉遠位に接合された神経本来の安西g髄節レベルから交
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覚近位の異なる神経を経由して神経再生が起きうる事がわかった.これは,末梢神経交 叉 術 後

に脊髄あるいはその末梢レベルで神経可塑性が作用することを示していると考えられる.

キーワード:neuralplasticity,nervecl･OSSing,adenovimlSVector,LaeZgene,neuyo汁acer

は じ め に

われわれは,末梢神経再生経路の研究を行う過

程で,神経線維を連続的に標識出来る トレーサー

として Horseradishperoxiぬse,horseradishper-

oxidasewithwheatgermagglutininなどや DiIな

どの蛍光色素などを検討 したが,これらの トレ-

サ-ではニュ-ロンから軸索全長までの全長経路

を均-に染めることはきわめて国雄であることが

判明 した,近年,a舶novimlSVeCtOrを用いて神経

細胞に遺伝子を導入する方法が報告されようにな

ったが,Terash豆mal)らは bcZ遺伝子組み込み

adenovirusをマウスの大脳の様々な部 位に打ち込

み,神経細胞に感染 させ,そこで産生 され,順行

性 に輸送 されたJP ガラタシ トダ-ゼを染色 し,

神経 トレ-式が可能であることを報告 した.われ

われは,この手法を末梢神経の再生経路の研究に

応用 し,神経端側縫合後におけるラットの下肢,

上肢モデルを用いて神経再生経路全品を標識 して

末梢神経再生経路を検討 した2巨 5)

神経端側縫合術は今から130年以上前に考案発

表 された方法であるが,その後 100年以上経過 し

てⅥterbo6)らが 1992年にラットのモデルを用い

て,神経端側縫合により,端側縫合神経 (レシピ

エン ト)に再生神経が伸長することを証明した.

1998年にⅤ豆terbo7)らは神経端側縫合により,再

生 した筋肉機能が刺激に反応する事を報告した.

われわれはLacZ遺伝子組み込み adenoviniSを用

いた神経再生経路の検討により,末梢神経端側縫

合後に大脳より下位の脊髄,末梢神経レベルにも

合目的に作用する神経可塑性が存在することを明

らかにした5).

一方,末梢神経交叉術が近年再注目されている.

神経交叉術は近位側から神経再生の可能性がない

顔面神経損傷の再建法として,古 くは20世紀初

頭に,顔面神経麻棒に舌下神経交叉術 8)が行わ

れ,半世紀前にはSeddon9)により,完全型腕神経

麻輝における上腕二頭筋運動根と肋間神経の交叉

術が考案 された.前者は強力な表情筋運動が得ら

れるものの,舌の萎縮が高度に起 こり,舌運動と

表情筋運動の連動が問題となったが,近年,顔面

神経部分麻棒に対する端側縫合,部分交叉術など

の変法が施行 され,その成績が注 目されている.

後者 で は胸郭運動と肘屈曲の分離運動は比較的良

好 で , 独 立 した運動が可能となる.また最近では,

上 位 頚 髄 神経根引き抜き損傷症例で,附属曲再建

を目 的 に 筋皮神経 運 動 枝 に 尺 骨神経の神経束を交

叉す る 手 術が 良 好 な 成 績 10)をあげ,肘屈曲再建

以外にも応用可能 な 末 梢 神 経修復術の新 しい有用

な選択枝 11ト 15)として認知 されている,

しかし,神経交叉術は根本的に "過誤支配をも

たらす手技''であり,この神経交叉術が最近にな

って着冒されるようになる以前は,過誤支配はで

きるだけ避けるべき神経再生であると考えられて

きたであるはずであるが,この馴翼に反 して臨床

的に良い結果が得られているのは,これまで知ら

れていない合目的な神経 可塑性の作用によって,

過誤支配を是正するメカニズムが機能 している可

能性があると考えられる.

本研究の目的はラット上肢モデルで脊髄支配髄

節レベルが重複しない筋皮神経と尺骨神経を端々

縫合 により交叉按合 し,LACZ遺伝子組み込み

adenovinlSVeCtOrを用いて神経再生経路 を標識

し,支配髄節の変化を検討した.

実験はコントロールとしての予備実験と交叉本

実験を行った.

予備実験ではラット左上肢で筋皮神経または尺

骨神経を一員完全切離 し,直ちに縫合.且6週間後

に縫合部遠位からadenovimlSを導入し,支配髄節

レベルに変化を来さないかどうかを検討 した.

材料と方法

実験動物 として体重 200-250gの雄Wistarラ
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ットを使用した.

1.コントロール予備実験 (n-ホ)

[第 1回手術 :筋皮神経 ･尺骨神経切離縫合]

XybZineとketamineを腹腔内投与し,ラット左上

肢を展開.手術用顕微鏡 (OiympusOCS-PS)下
に筋皮神経 (n-4),あるいは尺骨神経 (n-4)
本幹を微小努刀で切離 し,10-Onylon縫合糸を用

いて直ちに縫合修復 した

[第2回手術 :adenoviTuSVeetOr導入]

16週間後,筋皮 ･尺骨神経モデルともそれぞ

れ 顕微鏡下に神経縫合部の遠位部で神経を切離

し,その近位断端からadenovimiSVeetOr導入後,

切断 した神経断端を顕微鏡 (OlympusOCS-PS)

下に縫合 した,

[第 3lrT_.書手術 :標本摘出とi2-ガラク トシダ-ゼ

組織化学反応]

第2回手術から12-14日後に開胸,心臓を霞

出し左心室からPBSIOOmlで全身潅流後 4℃に

保 った4%パラホルムアルデヒ ド500m1,0.1モ

ル リン酸バ ッファ液で順に潅流固定 した.C4

-T2神経根 を後根神経節,腕神経叢,脊髄 と共

に--一塊にして取 りだし,同じ固定液にさらに4時

間浸漬 し,後固定を行ったのち標本をPBS洗浄

してから神経外膜を境に,軟部組織を可及的に除

去 した.さらに37℃に保ったⅩ-gal液を撹拝 し

ながら12時間浸漬 しβ-ガラク トシダーゼ反応を

行 った.実体顕微鏡 (CarlZeissDiscoveryV12)

で標本の発色度を確認 しながら適当な発色が得 ら

れた時点で 50%グリセリンに標本を浸漬 し,皮

応 をLヒめた.その後 24時間ごとに75%,900/oグ

リセリン液に換え,最終的に100%グリセリン液

に保存 し,神経標本全体を透徹化 し,ディジタル

カメ ラ AxiocamHRCを装 着 した実 体顕 微 鏡

(carlZeissDiscoveryV12)で観察,画像取 り込

み,記録をおこなった.

2.交叉実験 (図 1)

体重200-250gの雄 wistarラットを使用 した.

支配髄節レベルの重複がない筋皮神経と尺骨神経

を用いて顕微鏡 (OlympusOCS-PS上 下の手術

操作により以下の交叉モデル 4群を作製 した.麻

酔はxylazineとketamineを腹腔内投与した.

Å-L B-I群 :2組交叉群 (n-12)で筋皮

神経と尺骨神経の両方を切離 し,いずれも,それ

97

2組交叉モデル

1組交叉モデル :上記モデルの一組のみ縫合､

残りの神経は結袈

図 1 交叉モデル

交叉モデルは筋皮神経及び尺骨神経を切離後に,

筋皮神経の近位端に尺骨神経の遠位端を,尺骨神経

の近位端に筋皮神経の遠位端を縫合する2組交叉

モデルとどちらか ･方のみを交叉縫合 し,残 りを結

数する ･組のみの交叉モデルを作成 した.

ぞれの近位遠位断端閏を交叉 し,2組とも縫合 し

たが以下の様に adenovirusvector導入部位が異

なる.

A-Ⅰ群 :16過後に尺骨神経近位端と筋皮神経

遠位端を縫合 した部位の遠位で神経を切離 し,そ

の近位端からadenovirusvectorを感染 ･導入し,

10-Onylon縫合糸を用いて再縫合 した (n-6).

B-Ⅰ群 :16遁後に筋皮神経近位端と尺骨神経

遠位端を縫合 した部位の遠位で神経を切離 し,そ

の近位端からademov血svectorを感染 ･導入 し,

10-Onylon縫合糸を用いて再縫合した (n-6).

A用 ,B-II群 :筋皮神経と尺骨神経の両方を

切離 し∴1組のみの近位遠位断端間を交叉 して縫

合 し,残 りの断端はそれぞれ結紫 した 1組交叉群

(n-6).

A-Ⅲ群 :尺骨神経近位と筋皮神経遠位断端の

み縫合 し,尺骨神経遠位と筋皮神経近位は切断部

を結紫,16週後に縫合部遠位で神経を切離 し,そ

の近位端からvirusを感染 ･導入 し,10-Ony首om

縫合糸を用いて再縫合 した (n- 3).

B-Ⅲ群 :筋皮神経近位 と尺骨 神 経 遠位断端の

み縫合 し,筋皮神経遠位と尺骨神経近位は切断部

を絞染,16過後に縫合部遠位で神経を切離 し,そ

の近位端からvirusを感染 ･導入 し∴10-Onylon
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図2 モデルとvirus導入部位

2組の同時神経交叉モデルA-㌔ BH 群を各 6例と1組単独交叉モデルA-刀,B-Ⅱ

群を各 3例ずつ作成 した.｢別まvirus感染

合後 16週に行った.

縫合糸与川いて再縫合した (ll-3)(図2上

Adt-,noviruSvpLltOl･導 入T.･術後 12- 14H彼に,

xylazineとketamineの腹腔内投与による麻酔下

に,コントロ-ル予備実験の項に記載 した要領で

神経標本の固定 ･取 り出 しβ-ガラク トシダーゼ

反応,グリセリンによる標本透徹化を行い,実体

顕微鏡 (CarlZe豆ssDiscoveTyV12)で観察,画像

掻影 ･記録を行った

結 果

1.コン トロール予備実験

上肢で筋皮,尺骨神経本幹を露出し,切離後直

ちに縫合.術後 16週の時点で縫合部遠位か ら

Ⅰ過CZadenovimユSVeCtOrを感染 させ再縫合 し,12

-14日後に標本を取り出した.β-ガラク トシダ-

ゼ反応により線青色に染色された染色再生神経を

実体顕微鏡で掘影 し,腕神経叢,神経前根,後根

ガングリオンから脊髄に至るまで詳細に観察 した

結果,脊髄支配レベルは筋皮神経 C5,6,7(n-種,

4/4)尺骨神経 C8,Tl(n-4,4/4)であった.

導入部を示す.vinlS感染はすべての群で縫

2.交叉本実験 (図 3)

A-Ⅰ群 :2組交叉 しているが尺骨神経近位端

と筋皮神経遠位端の交叉縫合遠位部からaden-

ovirusvectorを導入 し,6例 中 5例で C8Tlに染

色を認め,1倖頼主C5-Tlに軸索の染色を認めた

(図3-A).

A…Ⅱ群 :摘R交叉で尺骨神経近位 と筋皮神経

遠位のみ縫合,その遠位部からadenovirusvector

を導入 したが 2組交叉のA-Ⅰ群 と同 じくC8Tl

のみに軸索の染色を認めた く図3-B).

B-Ⅰ群 :2組交叉で筋皮神経近位端に尺骨神

経遠位端を縫合 したが,染色できた5例 全例にお

いて C5-Tlのすべての軸索 に染色 を認めた

(図3lC),

B-Ⅲ群 :箭皮神経近位 と尺骨神経遠位を 1組

交叉 したが2組交叉のB-Ⅰ群 と同様にC5-Tl

すべてに軸索染色を認めた (図 3-D).

交叉本業験のまとめ (図4)

Å-Ⅰ群 :5/6頭で C8,Tlが,1/6で C5-Tl

レベルが染色 された,

A-Ⅲ群 :3/3頭で C8,Tlが染色 された.
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99

図4 郡火のまとめ

A A-I.尺竹神経 (コントロール).A-u肝
B frJ;rk神経 (コンiロール),尺竹中l'総 (コントロール).t3-I.B-n群
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BH 群 :5/6頭でC5-Tlが染色 され,残り

の1例は染色不良であった,

B-Ⅲ群:3/3頭でC5-T175ミ染色された.

考 察

陳 5)は本業験と同じモデルを剛 主 筋皮神経,

正中神経および尺骨神経を上腕部の本幹で切離

し,その近位端からhcZ遺伝子組み込み aden-

ovirusを感染 ･導入し,直ちに切離 した神経を縫

令,4週間後に標本を採取 し,Ⅹ-gal染色を行な

い,正常末梢神経支配脊髄髄節レベルを検討した.

その結果,筋皮神経はC5,6,7正中神経はC6,7,

8,Tl 尺骨神経はC8,Tlであり,ヒ トの 支配髄

節 レベルに一致 していた.Sananpanich16)らはわ

れわれと同じラット腕神経叢で尺骨神経と筋皮神

経を用いて神経端々交覚術と端側縫合術を行い,

il!;l････.I･ !~:トト 日日l.､Ih;.ドL･ tゞ･;.･1.'lt･11.日111､Ih-

yトrhodaminedextran(TMRD)の トレ-サー三

種類を用いて再生軸索を送出している神経細胞の

検討を行った.その中で,筋皮神経と尺骨神経の

ラット支配髄節レベルの検討を行っており,筋皮

神経はC5,6,7であり尺骨神経はC8,Tlと少数

C7レベルにも支配神経が存在すると述べており,

これは GTayの解剖学書 跡 にあるヒ トの所見と

----.致 している.陳 5)の報菖と今回のコン トロ-

ル研究ではLacZ遺伝子組み込み adenovirusvec-

torを用いており,この方法では感染 ･標識率が

それほど高くないためにC7レベルの尺骨神経支

配神経細胞を同定できなかったものと考えられ

る.

本研究におけるコントロール予備実験は筋皮神

経あるいは尺骨神経を切離し,直ちに修復 ･縫合し

て 16週間の長期間を経過 した時点で,LaeZ遺 伝

子組み込み adenovirusを感染 ･導入 したが,陳 5)

のコントロ-ル研究結果と同じで,筋皮神経ある

いは尺骨神経を一員切離し,直ちに縫合 ･修復後

16遇経過 した時点でも支配髄節レベルは変わら

ずヒトの髄節支配レベルと一致していた.

異なる神経断端の縫合,すなわち神経交叉術を

行った交叉本実験のうち,尺骨神経近位端と筋皮

神経遠位端を交叉したA一工群,A一斑群では 1頭

を除いて,縫合近位の尺骨神経支配髄節レベルで

あるC8,Tlの神経細胞から再生軸索が縫合部遠

位の筋皮神経に伸びていることが示された.すな

わち,尺骨神経近位端と筋皮神経遠位端を交叉す

ると,脊髄 ･末梢神経レベルでは過誤支配が起き

やすいと考えられる.Sananpanich16きちは切離 し

た筋皮神経遠位断端を尺骨神経に璃側縫合するモ

デルと尺骨神経を切離してその近位端に交叉端々

縫合するモデルを用いて端側縫合と端々縫合の結

果を比較 している.この交叉モデルは本実験 A-

Ⅲ群モデルに相当し,その実験では交叉遠位部か

ら12週後に導入 された逆行性神経核 トレーサー

により,尺骨神経の本来支配 レベル C8,Tlの神

経細胞のみ標識 されており,本実験 A-Hモデル

の結果と同じである.

しかし,B-Ⅰ群,BⅢ群モデルのように筋皮神

経近位端に尺骨神経遠位端を交叉すると,本来存

在 しないル- 卜を通って,筋皮神経の神経根を経

由して本来の尺骨神経支配神経細胞の再支配が誘

発され,過誤支配が是正されるメカニズムすなわ

ち神経可塑性が脊髄あるいはその末梢レベルで誘

発されるものと推察される.

この脊髄あるいはその末梢レベルで誘発される

過誤支配是正のメカニズムは筋皮神経近位端に尺

骨神経遠位端を交叉した場合,再支配のターゲッ

トである手内筋などの尺骨神経支配の筋肉や前肢

遠位尺側の感覚受容器は神経交叉部から遠いこと

が関連している可能性があると考えられる.

逆に,尺骨神経近位端に筋皮神経を縫合した場

合は,縫合部から再支配のターゲットである肘屈

筋がすぐ近くにあるため,そのまま過誤支配とな

ってしまうと考えられる,

また.興味ある所見としてB-_1群.B-tl群は

ともにすべてのラットで近位筋皮神経の支配髄節

C5,6,7のみならず遠位尺骨神経支配髄節 C8,Tl

のガングリオン細胞と前根,後根に連続する軸索

も染色されており,しかも2組の神経を交叉した

B-Ⅰ群ではadenov豆rus導入部と反対の神経交叉

の組み合わせである尺骨神経近位端と筋皮神経遠

位端との縫合部を超えて染色されているが,この

神経線維につながる髄節神経細胞はadenovirus

vector導入側神経交叉の近位神経である筋皮神経

にも再生神経線維を送っていることになる.これ

は,A-IA-Ⅲの結果とは違い,交叉遠位の神経

につながる筋 ･感覚受容器などのタ-ゲットに対

し,本来の支配神経細胞が再生神経線維を合目的
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に送っていることになり,神経交叉術を行ったあ

とに脊髄,あるいは腕神経叢 レベルでの神経可塑

性が誘発 されていることを示す ものと考えられ

る. しかしながら,今回の研究結果からは,この

共 通の神経細胞から再生 している2つの軸索がど

こから分岐 しているのか,あるいは神経細胞自体

から2つの軸索が再生 しているか解明されていな

い,またどのル- 卜を適って C8,Tlレベルの神

経細胞からの再生線維が接合近位部の筋皮神経に

入っているのかも解明されていない.

これらの未解決の問題に対 し,2つの仮説が立

てらゎる.仮説 且は腕神経叢のル- 卜を介して再

生軸索が交通 している可能性であり,仮説 2は脊

髄内のルー ト形成により再生神経が交通する可能

性が考えられる.後者の場合,知覚神経について

はC8,Tlのガングリオン細胞から脊髄内を上行

してC5,6,7後根内に流入することになる.

仮説 1の証明には同じB-I,B-Ⅲモデルで標

本作製 し,出来るだけ腕神経叢の連絡を温存 した

標本での再生軸索の観察を行うこと,仮説 2を証

明するためには,同じB-I,B-Ⅲモデルを作製

し,adenovirtlSVeCtOr導入の際にその前措置 とし

て C8,Tl神経根で形成 される 下位神経幹 (lower

trunk)を神経叢が形威 される部位より近位で切

離 ･結致しておくことが考えられる.

まとめと結語

ラット筋皮神経と尺骨神経の交叉実験では筋皮

神経近位端に尺骨神経遠位端を交叉接合し,12週

間後に,神経再生経路を検討すると筋皮神経の支

配髄節であるC5,6,7神経髄節のみならず,尺骨

神経の支配髄節であるC8Tl髄節 まで染色 され

た.尺骨神経近位端に筋皮神経遠位端を接合した

場合は尺骨神経の支配髄節であるC8Tl髄節だけ

が染色された.

神経交叉の組み合わせにより,脊髄あるいはそ

の末梢レベルで神経可塑性に基づく神経再生が起

きうることが判明したが,可塑性発現には神経交

叉部から末梢効果器官までの距離が関連している

可能性が推察 された,
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