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緒 言

1881年Warren Tayお よび1887年Bernhard Sache

が眼底変化を伴な う小児痴呆 の特殊 型を最初 に記載

し,こ れを家族性黒 内障性 白痴と名付 けた。以来相

次いで多数の症 例の報告を見,今 日で は発病年令,臨

床経過の相違か ら, Spielmeyer37), Bielechowaky2),

 Kufs18), Noman25)ら によつて5つ の臨床病型 に分

類されてい る.組 織 病理学的研究 もまた古 くか ら開

始され,神 経細 胞の脂質蓄積 による変形 はその研究

者の名に因んでSchaffer-Spielmeyer細 胞変性 と呼

ばれ,そ れを以 つて本症 に病態特異的 とされてい る.

本症 の本態 に関 して, Schaffer31のHyaloplasma

説 とSpielmeyerの 脂質代謝障害説 との論 争は歴 史

的に有名で あるが, Bieischowsky以 来,今 日で は脂

質代謝障害 とされて いる ことは周 知の ことであ る.

近年,生 化学的,組 織化学 的研究法 の進歩 によ り本

症は他の脂質蓄積疾患 と共 に新 らたな研究段 階を迎

えるに到つた.即 ちKlenkla)21)は 生化学的研究 に

より本症 においてGangliosideの 増量を認め, Diezel

5) 6)は組織化学 的に本症神経細胞 内蓄積物質 がGang

liosideとSphingomyelinか らな る脂質 混合物 で あ

り,本 症 の本態 は脂質 代謝に関与す る酵素系の障害,

即 ちEnzymopathieで あ ることを明 らか にした.更

にSmuels29)ら の電顕 的研究 は本症 の蓄積物質 が神

経細胞内に存在す る特 異 な 層 構 造 を 有 す る小 体

"membranous cyto
plasmic bodies"に 一致 して いる こ

とを認 めて いる.し か し現在 の知識 の段階で は,な

お本態 の解明には遠 く,今 後の秀れた研究 の集績 に

期待され る.

本邦で は,本 症 の報告 は臨床症状の記載 に とどま

る例が多 く,剖 検 例は これまで に20数 例 と比較的少

ない.著 者は最近著 明な点頭 てんかん発作を伴ない,

且つ眼症状が遅発 したため臨床診断 が困難 であつた

1例 と同胞2名 に本症 を認 め,遺 伝性 の証 明 された

1例 の2例 の若年型 を剖検す る機会を得たので,改

めてその臨床経過,組 織病理お よび組織 化学 的知見

の詳細 を報告 し,合 わせて考察を試みた.

症 例

症例1: 11才10ケ 月の男児

遺伝歴:両 親は健在 で祖父母 および両親間に表1

の如 く複難な近親結 婚を認 めるが,本 症 およびそれ

を疑わ しめ る眼疾患,精 神 薄弱,神 経疾患などの遺

伝的負因は存在 しない.同 胞 は3名,患 児を除 く2

名 は健康で精神神経学 的異常 は認め られないが,他

に巨大児のため死産で あつ たものが1名 い る(表1) .

既往歴:出 産 は満期で あつ たが,陣 痛 微弱のため

難産 であつた.生 下 時体重3560g.歩 行 開始が同胞

に比 し2, 3ケ 月遅れた点を除いて身体知能発育 に

特別 な異常 は気付かれてな く,満4才 の頃には10ま

で数 を数 えることが 出来ていた.し かし,言 葉はな

お完全 な文章 を構成す るに到 らず,家 人 に言語発育

がやや遅 いという印象を与 え,ま た家人 の1人 は患

児 がよ く転ぶ子供であつた と記憶 している.

現病歴: 5才 の頃,歩 行時特有 の前屈姿勢を取 り

上体を動揺 させ,躓 き易 くなつた.溝 を渡つた り,

階段の昇降を非 常に恐 れるよ うになつた.ま た呼ん

で も返事 を しない ことに気付かれ,地 方医 より扁桃

腺肥大 およびアデノイ ドによる難聴 と云われ手術を

受 けている. 5才10ケ 月の時,そ れまで使 つてい た

言葉が次第 に崩壊 し,簡 単な単語のみとな り,数 も

数 えられな くな り,新 しく知識 を獲 得 しようとは し

な くなつ た.歩 行は不能 とな り,這 うようになつた.

当時某病院小児科において知能低下 と運動失調が指

摘 されてい る. 6才 の時食事 中突然食器 を落 し,目

をすえ,頭 を前 屈 し,両 上肢 を痙攣 させ る発作が発

来 し,以 来 この発作は毎 日毎食事 ごとに起 り,約30

秒間続いた. 6才4ケ 月の頃か ら約1年 間,右 上肢

に踊 るよ うな,虚 空へ字 を書 くよ うな舞踏病様不随
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表1　 症例1家 系図

意運 動が時折観察 され た.患 児 はや がて這 うこと も

出来 な くな り7才 頃には身体 を殆んど動か さな くな

つた.痙 攣発作 は前述 の発作に点頭 てんかん発作が

加わ り次第 に頻回 とな り7才8ケ 月頃には,頭 部お

よび眼球 の側 方偏位に続 く約5分 間の意識消失発作

を発 来 した.患 児は児童相談所のすすめ により7才

9ケ 月の時,当 科へ入院 した.

入院時所見:顔 貌 は痴呆状,口 唇 を半開 し流誕 あ

り.問 診不能の ため知能低下 の程度 を正確 に知 るこ

とは困難で あ り,自 発語 は少 な く.発 語 は不 明瞭 で

了解 し難 く,「シーシー」,「お父 ちやん」,「お母 ちや

ん」等 の単語 を聞 き得 る程度 であ る.面 会に訪れた

家人 に笑顔 を見 せ るな ど多少の情動 も存在 し,家 人

の弁別 も可能で あ るが,多 くの場合,無 関心,疎 通

性 の乏 しい状態 で積木を積んだ り,天 井か ら吊 られ

た マ リを叩いた りす る動作を常同的 に反復 してい る.

神経学 的所見:瞳 孔 は正円,左 右同大,軽 度 に散

大 し,対 光反射 は正常.そ の他脳神経領域 に異常 な

く,嚥 下機能 も正常で ある.上 肢腱反射両側 減弱,

膝蓋腱反 射亢進,ア キ レス腱反射 は尖 足のため明 ら

かでない.腹 壁反射 および挙 睾筋反射 正常,病 的反

射 は存在 しない.筋 萎縮 な く,筋 緊張 は痙攣発作 の

頻 発のため捉え難 いが,発 作間歇 期には筋緊張の低

下 を認め る.歩 行,起 立 は身体 の動 揺甚 し く不能で

あ るが,手 を引 いて介助 すれば,数 歩歩 くことが 出

来 る.起 坐 に際 して も,上 体 が動揺 し,物 を掴 まん

とす ると上肢 の振戦 が著明 とな り,失 調 および企 図

振戦 が観察 され る.安 静時 に も左下 肢に振戦が見 ら

れ る.知 覚検査 は問診不

能 のため不確実 であ るが,

痛覚,光,音 刺激 に反応

し,眼 前 を動 く物 体を 目

で追 うことか ら知覚障 害

はな く,視 力,聴 力はな

お保 たれてい るもの と推

察 した.

身体的所見:栄 養状態

悪 く,る い そう著明であ

るが,心 臓,血 管,呼 吸

器 に異常 な く,腹 部 は柔

軟で膨満な く,肝 脾を触

知 しない.下 肢.顔 面に

浮腫 を認 めない.

検査成績:尿 正常.尿

塩化第二鉄反応 陰性.血

液像,血 色素95%,赤 血球410万,白 血球分劃正常.

血沈, 1時 間値23mm, 2時 間値50mm.血 液 ワ氏

反応陰性.髄 液,外 観水様透 明,初 圧180mm H2O,

終圧150mm H2O, Queckenstedt正 常, Nonne (-),

 Pandy (-),細 胞数19/3,髄 液 ワ氏反応陰性.頭

部X線 像,小 頭症 の他 に著変 な し.気 脳写,特 に萎

縮 は認 め られ ない.

眼底所見:入 院当初 の検査では,乳 頭 の色調正常.

境 界鮮明で網膜,黄 斑部お よび血管 に変化 を認めな

い.

脳波所見:基 本波 は全誘導 に年令 に比 し極めて不

規則な5～6～7cpsθ と後頭部 に見 られる乏 しい

8～9cps slow α とよ りな る.こ れに20～30秒 に1

回 の割合で 高電位発作性 δ波群, 2～3cps非 定 型

的棘徐波結合体(時 に多棘徐波結合体)を 殆ん ど全

誘導 に認 める.ま た臨床的 に も発 作波に一致 して虚

空 凝視の型で小 発作,頭 部 の振戦 な どが観察 された.

(安静,覚 醒時 の記録)(図1)

入院後の経 過:昭 和35年 入院当初 は簡単な2, 3

の単語 は喋れていたが,そ れ も次第 に出来な くな り,

 5月 頃か ら殆ん ど発語 しな くな り,ア ー,イ ーなど

の発声のみ となつた.ま た入院後暫 ら くは両親や飛

行機を見て笑い,音 楽 を聞いて喜 ぶなど可成 りの情

動 の表 出が認め られ,時 には頑具 で遊 ぶ ことも出来

て いたが,次 第 に無 関心,無 為 とな り荒廃 に陥つて

いつた.

本児 に認め られた痙 攣発作は主 として点頭てんか

ん 発作,即 ち眼球固定,頭 部の前 屈あ るいは上半身
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図1　 症例1 脳波所見

の前屈 および上肢の痙攣を来す発作であ り,数 秒の

持続 で しば しば数 回あ るい はそれ以上 連続 して シ リ

ーズを形成 して発 来 した.他 に約30秒 間持続 す る無

動発作,顔 面 四肢 の筋〓 搦発作,稀 には大発作 も加

わり間断な く発来 し,重 積様状 態を呈 す ることもあ

つた.入 院直 後はACTH-Z 1日20単 位を16回 施行

し, 1時 発作 の軽減 を見 たが, 3月 中旬 よ り再 び頻

発するよ うにな り, ACTH-Zの 再 開および他 の抗痙

攣剤 の投与 も効果 なかつた. 3月 中旬 頃か ら上下肢

の振戦,口 の阻嚼様運動,舌 の突 出,手 の回 内回外

挙上,足 の第1趾 と第2趾 を摩擦 する運動を不随意

的に出現す るようになつ た.

運動機能は失調の ため入院時 既に歩行不能であつ

たが,介 助すれば歩 く意欲 を見せ,ま た動揺 しなが

ら坐 ることは出来ていた. 4月 項か ら歩行起坐 共に

不能 とな り,患 児はただ膝 および股関節を屈曲 した

所謂Hockeretellungを 呈 し,受 動的背臥位を保 持す

るに過 ぎな くなつた.

反射機能は8月 頃よ り膝蓋 腱反 射およびアキ レス

腱反射の亢進,両 足 間代 の出現を認 めた.病 的反射

は入院中一度 も出現 しなかつた.ま た同時 に視線 が

あいまいになつた事 に気付 かれ,視 力低下 が疑 われ

たが知能 低下 のために確認す る ことは出来 なかつ た.

対光反射は遅 鈍化 し,眼 底血管 の狭小化 が指摘 され

た.し か し乳頭,網 膜 には異常所見 を認 めなかつ た.

 病状は病 日の進行 に従つて増悪 し, 9月 頃 より嚥

下困難を来 し,著 明な衰弱 に陥入つ たが, 35年10月,

家族の強い希望 により入院10ケ 月で退院 した.

退院後 の経過:退 院後食欲 の改善,全 身状態 の好

転 と共 に,多 少の情動,発 語が再 び認め られ,一 時

小康状態を保つていたが, 35年 末項か ら3, 40分 の意

識消失 を伴な う大発 作を頻発 し,再 び点頭 てんかん

発作,顔 面,四 肢の筋〓搦 および四肢の不随意運動

が 出現 し,患 児は休 む暇 もない運動不穏を呈 した.

 36年 頃か ら筋緊張低下 は著明 とな り,頭 部 の固定 は

不能 となつた.強 迫笑,強 迫泣,お よび吸啜反射な

どの原 始反射 が観察 された. 37年 頃肺結核 を併発 し,

一層全身衰弱 が加 わ り
,高 度な運 動麻痺 と精神荒廃

を呈 し,末 期 には嚥下困離を来 して, 38年1月,肺

炎のため鬼籍 に入つ た.

臨床経過の要約

11才10ケ 月 の男児.遺 伝歴 に複雑 な近親結婚 があ

り,既 往 に軽い遅育が存在す る. 5才 の時,歩 行時

の失調 を初発症状 として発病.続 いて言語 の崩壊 お

よび知能低下 に気付 かれた.発 病1年 後よ り痙攣発

作 および上肢の不随意 運動 が出現 した. 7才9ケ 月

の時 当科入院.当 時神経学 的には失調,企 図振戦,

筋緊張低下.不 随意運 動および膝蓋腱反 射亢進 を認

めたが,視 力障害,そ の他知覚障害 は存在 せず,眼

底所見 も異常なかつた.精 神知的機能は既に荒廃甚

しかつた.本 例に最 も注 目された症状は点頭 てん か

ん発作であ り,シ リーズをな して発来 し,他 に筋〓

搦発作,無 動発作,大 発作が観察 された.多 少 の起

伏はあつたが概 して病状 は悪化の一途をた どり, 8

才頃に は失立失歩.対 光反射 の遅鈍化お よび眼底血

管の狭小 化が認 め られ,視 力障害 も疑われた. 9才
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頃には強迫笑,強 迫泣が出現 し,肺 結 核を併発 した.

 10才 頃 より嚥下困離 著明 とな り,肺 炎の ため死亡 し

た.全 経過 は約6年 であ る.

剖 検 所 見

脳髄 の解剖 のみが行なわれた.

〔I〕 肉眼的所見

脳重量650g.脳 硬膜,静 脈洞 に著変な く脳軟膜 は

線維性 の肥厚 を示 してい る.脳 髄は瀰漫性に萎縮 し,

脳溝 は〓開 し.脳 回は狭 小化 し硬度は全体的 に増加

してい る.大 脳 は左 右対 称性で萎縮は特 に前頭葉極

お よび後頭葉極 に著 明であ る(図3a).

大脳 内側面 において脳 梁 の線維 は非常 に薄 く,膨

大部 のふ くらみは殆 んど認め られない.

前顎断で は,皮 質 は狭 小化 し,髄 質 も萎縮性,発

育不良で,内 包は正常の2分 の1以 下に 巾を減 じ,

固有の色調 を失なつてい る.全 脳 室系は左右対称性

に軽度 に拡大 してい るが,脈 絡叢には著変を見ない.

小脳 もまた高度 の瀰漫性 萎縮 を示 してい るが,大

脳の萎縮 に比 し特 に著明 とい う程で もな く,両 者の

大 きさの調和 は一応 保たれてい る.

脳底,脳 橋 および延髄 は共に萎縮性で正常の隆起

を消失 して い る.視 神経 も萎縮 し細 くなつてい る.

〔II〕病 理組織学 的所見

神 経 細 胞 は 殆 ん ど全脳性 に所謂Schaffer-Spiel

meyer細 胞 変 性(以 下S-Sと 略)を 呈 して い る

(図4a, 4b).即 ち神経細胞 は風船状,梨 状 に膨化 し,

時に は膨化 は樹枝状 突起 に まで進みDendritenballon

を形成 して い る.核 は細 胞体辺 縁,あ るいは樹枝状

突起始部 に圧排 され, Nissl小 体は 完全 に 消失 す る

か,あ るい は核 と共 に圧排 されたその残 りが核膜 お

よび細胞体辺縁 に痕跡 的に付着 してい る.細 胞 の膨

化 した部分 はNissl染 色で淡紫色顆粒状 ない し蜂窩

状 を呈 し,脂 肪染色 に着染 し,脂 質の蓄積が証明 さ

れ る. Biel-chowsky標 本 では神経原 線維は蓄 積物質

によ り側方に押 しや られ破壊 されている.神 経細胞

の この様な変化 は中枢神経系 に普遍 的に分布 す るが,

部位 によつて可成 りの程度 の差 が認 め られる.

大脳皮質 では細胞構築 は比較的 よ く保 持 され て

い るが,全 般 的に皮 質第3層 に軽度の神経細胞脱落

と基質 の疎 鬆化を認め る.残 存神経 細 胞 は 全 て 典

型的なS-S細 胞 変 性 を呈 してい るが,前 中 心 回

第5層 のBetz氏 細胞 には脂質蓄 積 が 軽 微 で 殆 ん

ど健 常 に 近 い 姿を とどめてい るもの も散見せ られ

る.ま た大脳皮質 においては蓄積過程 は神経細胞体

のみな らず,軸 索突起 にも認 め られ,軸 索突 起は神

経細胞起 始部,あ るい は若干 の距離 を置いて桿状な

い し紡 錘状 に膨 化 して い る(図4d, 4e).こ の 軸索

突起膨化像 は集簇 をな して出現す る傾 向が あ り,中

には細胞体 を消失 し,膨 化 した突起 のみの もの も見

られ る.神 経細胞 にはS-S細 胞変性の他 に核 の濃

縮,細 長 い細胞体,コ ル ク栓 抜状に虻行す る樹枝状

突起 を持 つ萎縮像 が観察 され る(図4c).グ リアの反

応 はPenfield,辻 山氏 標本 において線維性星形 グ リ

アが瀰漫性 に増殖 し,特 に皮質深層 に著明で ある.

 Nieal標 本で核の濃縮 と胞体 の青藍 色顆粒状着染を

示す脂肪顆粒細胞 も活発 に遊 走 し, Holzer標 本では

グ リア線維 の増殖 が著 る しく,全 皮質 領域に辺縁 グ

リオーゼが見 られ る.

後頭葉有線領皮質の変 化は最 も著 る しく,弱 拡 大

で は皮質 の巾は狭小化 し,一 部細胞構築 に乱 れを生

じてい る(図5a).強 拡 大では第1層 に脂肪顆粒細

胞が多数見 られ,第2層 および第4層 では神経細胞

はS-S変 性を起 しなが ら極めて よ く保持 されて い

るが,第3層 お よび第5層 の錐体細胞 の脱落 は高度

で仮層性脱落を呈す る部位 もあ り, H・E標 本 にお

いて基質の疎鬆化が観察 され る.前 述 の軸索膨化像

および細胞萎縮像 も著明 に出現 し,高 度の神経細胞

脱落を呈す る部位 にはグ リアの反応 も強 く,グ リア

線維 の増殖が特 に著 るしい(図5b, 5c).

大脳髄質では明 らかな変性像 あるいは脱髄巣な ど

は見 られな いが,髄 鞘標本 において著 明な染色性不

良が観察 され る.グ リアの反応 は殆ん どな く,血 管

にはSudanschwarz Bお よびSudan III標 本で 中性

脂肪 の集積 を認め るが,細 胞浸潤,血 管新生 などの

変化 は存在 しない.

海馬角領域では終板,抵 抗体,ゾ ンメル扇形部,

ス ビクル ムおよび顆粒層の神経細胞 は全てS-S変

性 に 陥 つ て い る.ま た,こ の部の神経細胞 には圭

角的 に細長 くな り,核 濃縮を示す傾向が認め られる

(図6a).顆 粒層,ゾ ンメル扇形部およびズ ビクルム

では神経細 胞の脱落 は軽微で配列 もよ く保たれてい

るが,終 板および抵抗体では高度 に脱落 し,グ リア

特に星形グ リアが瀰 漫性 に増殖 し,脂 肪顆粒細胞 も

出現 してい る(図6b).星 形 グ リアの 一部 には肥大

傾向が認め られ,核 は明 る く大 き く,原 形質 は豊富

であ る.ス ビクル ムの髄 質への移行部 において丸形

グ リアの増殖 が著明で ノイロノファギーが見 られる.

皮質 下神経 諸核 では病変の質は大脳 と同 じである

が,一 般 に病 変の程 度は軽度であ る.
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前障および島葉で は神経細胞 の脱落 は殆 んど認め

られない.線 条体で は神経細胞 は尾状核 よ り被殻 に

強 く脱落 し,特 に大型神経細胞 の脱落 が小 型神経 細

胞 に比 し高度であ る.病 変神経細胞 には1な い し数

個の空胞を有す るものが ある.グ リアは瀰漫性 に増

殖 し,ノ イロノフ ァギ ーおよび疑 ノイ ロノフ ァギー

も盛んで,特 に被殻で はグ リア小結節 が随所 に認 め

られ る.淡 蒼 球 において は神経細胞 は 著 る し く脱

落 し,グ リアの密度 も極めて疎で,全 般 的 に 細 胞

成 分 が非 常 に 少ない印象を受 ける.痕 跡 的に残存

す る神経 細胞に は核 が濃 染 し, H・E標 本 で 胞 体

の や や 赤 味 を 帯び るもの,核,胞 体共 に染色性不

良の ものが見 られ,所 謂不完全凝 固壊死 を想起 させ

る所見 であ る.視 床核 の神経細胞 は全てS-S変 性

を呈 し視床前 核では神経細胞 はよ く保 たれ てい るが,

視床外側核お よび視床 内側核 では細胞脱落 を認 め,

核は濃染あ るい は淡染 し,胞 体 は一部空胞 化 して蜂

窩状になつてい る.更 に外側核 において, Holzer染

色でグ リア線維生産性 の増強 を認 める.視 床枕 の神

経細胞は比較的 よ く保持 され ている.視 床下部 およ

び扁桃体では神経細胞 は軽度 に減少 し,外 側膝状体

で はグ リアの増殖が著明で ある.黒 質の神経細胞で

はメラニ ン色 素はNissl染 色 に黄褐色 および紫色 に

着染 し,固 有の色調を失なつてい る.メ ラニン色素

と脂質 の混在 が疑われ るもの もあるが,脂 質蓄積の

有無は判 然 としない.神 経細胞の周辺 には濃青色顆

粒状物質 を有 す る顆 粒細胞の遊走が盛んで,そ れ に

よるノイ ロノファギー も認め られ る(Speicherunga-

neuronophagie).赤 核で は神経細胞 は全て変性 してい

るが細胞脱落 は殆 ん どない.グ リアの増 殖 は瀰漫性

で,ノ イ ロノフ ァギー,グ リア小 結節を形成 してい

る.大 脳脚 において は黒質 との境界 部外側 に丸形 グ

リアが増殖 し,特 に血管周 囲に強 く認め られ る.髄

鞘標本で は同部 に染色性不良 が見 られ る.内 包の発

育は極 めて悪 く,こ こに も髄鞘 の染色性 不良が認め

られ る.し か し脱髄巣 および変性 像 は存在 しない.

小脳 は弱拡大 で見 ると,小 葉 は丸味を帯び分 子層

は著 るしく狭小化 し,顆 粒層 は明 る く不染 勝ちで小

葉特有 の外観 を喪失 し,高 度の萎縮 を 呈 して い る

(図7a).強 拡大で は(図7b)分 子層 の神経細胞 は殆

ん ど認 め られず, Purkinje細 胞は特 に小脳半球 に

おいて著 る しく脱落 し,各 小葉 に2, 3個 残存す る

に過ぎず,あ るい は完全 に消失 した小葉 もあ り,残

存す るものは全て脂質を蓄積 し膨化 して い る.分 子

層に 伸びるPurkinje細 胞樹枝状突起 にも脂質蓄積

を認 め,男 鹿角状 またサボ テン状 に膨 化 したDond

ritenballonが 観察 され る.(図8a,図8b)顆 粒 層

では顆 粒細胞 は殆 んど完全 に姿 を消 しGolgi細 胞の

みがS-S変 性 を呈 しつつ散在性 に残存 してい るに過

ぎない. Bielechowaky鍍 銀標本 で 見 ると,線 維 籠

は消失 し, Purkinje細 胞は裸 とな り, Purkinje細 胞

の神経原線維 および神経線維 も認め らず,分 子層 の

平行線維,正 切線維 および顆粒層を上行す る登 攀線

維,苔 状線維な どの求心性線維系はいずれ も脱落 し

てい る.(図8d) Penfield標 本 ではBergmannグ

リア層が著 るし く増殖 し分子層 と顆 粒層 を境 い し,

顆粒層 にも星形グ リアの増殖 があ り,特 に深層 に高

度であ る(図8g, 8h).一 方 小脳 虫部に おいて は

病変の質は変 らないが,程 度 は半球 に比 しわずか に

軽 く, Purkinje細 胞,顆 粒細胞がまば らに残存 して

い る.歯 状核 で も神経 細胞 はS-S変 性 と細胞脱 落を

来 し,星 形 グ リアおよび丸形 グ リアが増殖 してい る.

歯状核帯腹側部ではHolzer染 色で 著明な グ リア線

維増殖を観察 し,髄 鞘染色で 同部 の染色性低下 を認

め る.

脳橋部諸核 においては, S-S細 胞変性を示す神経

細胞が髄所に見 られ るが,正 常の外観を有する細胞

も可成 り存在 し,細 胞脱落 は殆ん どない.グ リアの

反 応は他領域 と同様星形 グ リアが瀰漫性 に軽度 に増

殖 しているが,脂 肪顆粒細胞 は認め られない.青 斑

の神経細 胞は黒質 と同様 メラニン色素の固有の色調

を喪失 しているが,こ こでは グ リアの反応 は軽微で

ノイロノフ ァギーは見 られない.橋 核の神経細脳 は

全て変性 に陥つているが,膨 化の程 度は軽 く.細 胞

の減少 もない.

延髄 諸核 において も神経細胞は脂質 を蓄積 し膨化

してい るが,正 常 の神経細胞 も多数見 られ,細 胞脱

落,グ リアの反応な ど病変は極めて軽微で ある.し

か しオ リーブ核 の変性 は高度で,神 経細胞 は脱落 し,

残 存せ るものには全て脂質の蓄積を認め るが,中 に

は核濃縮,胞 体 の空胞化な ど退行過程 を呈す るもの

も観察 され る.脂 肪顆粒細胞 も出現 し,オ リーブ核

周辺には著 るしいグ リア線維の増殖が見 られ る.脱

髄 巣はない.

脊髄 では後 角の神経細胞 は多少に拘 らず脂質 を蓄

積 し膨 化 しているが,前 角 の大型神経細胞 は正常の

ものが多 く,細 胞脱落,グ リアの反応 は殆ん どない.

剖検所見 の要 約

脳 重量650g.肉 眼的 に瀰 漫性脳萎縮 を 認め る.

病理組織学 的に特異 な変 化は全脳 に分布す る神経細
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胞内脂質蓄積 と それに よ る膨 化 のSchaffer-Spiel

meyer細 胞変性 で本例で は他 に大脳皮質神経細胞 の

軸索突起膨 化像 を認 め る点が特徴的であ る.病 変 は

大脳 に最 も強 く尾側 に向つて軽減す る傾向が存在 し,

神経細 胞 の脱 落は大脳 皮質,殊 に後頭葉有線領皮質

において最 も高度であ る.灰 白質 にお けるグ リアの

反応 は全皮質 領域 に辺縁 グ リオーゼを認め,更 に病

変 の程 度に応 じ,星 形 グ リア の増殖,脂 肪顆粒細胞

の 出現な どを観察 した.小 脳 は顆 粒層, Purkinje細

胞層 および求心性線維系 の殆ん ど全て の神経細胞要

素 が姿 を消 し, Bergmannグ リア層 の増殖,星 形 グ

リアの増殖 によつて 占め られ た重篤 な変性 を呈 して

い る.ま た小脳 と線維結 合を有す る橋核,オ リー ブ

核 および視床外側核 では神経 細胞脱落,脂 肪顆粒細

胞 の遊走 など病変 の局所 的増 強を認めてい る.白 質

は全般 的に萎縮性 で瀰 漫性染色 低下 を見 るが,変 性

像,脱 髄巣 は存在 せず,血 管変 化 も認め られない.

症例2 10才7ケ 月 の女児

遺伝歴:両 親 は健康 で近親結 婚な し.同 胞7名.

患児 は第6子 であるが.他 に第2子 および第3子 が

黒 内障性 自痴で死 亡 してい る.い ず れ も5才 で発病,

痙攣 発作 と知能 低下を来 し, 8才 頃 より視力低下を

発現 し, 9才 で死亡 してい る.第7子 は生後1日 目

に死 亡 してい るが死 因は不明であ る.(表2)

表2　 症例2家 系図

既 往歴:特 記すべ き ものな く,身 体知能発育 は順

調 でむ しろ標準以上 の発育を見せてい た. 3才 の時,

託児所 に預 け られ たが,性 格 は明朗快活,上 手 に絵

を書 き,数 を30迄 数え ることが 出来 た.

現病歴:満4才 数 ケ月 の時,手 指,特 に親指を ピ

クピクふ るわせ手 に持つてい る物を容易 に落す のに

気付 かれた.更 に1, 2ケ 月後 よ り頭 を後屈 し,目

を据 え,四 肢の強直性痙攣続いて間代性痙攣 を来す

大発 作を月 に2, 3回 発来す るようになつ た.発 病

3ケ 月頃か ら大発作 はな くな り,発 作 は筋〓搦痙攣

または無 動発作が主体 とな り.次 第 に発作回数 を増

して,ひ どい時 には家人が手を持つて抑 えてや らな

けれ ばな らない程であつ た.知 能 は発病後急速 に低

下 し,絵 を書 くこともを数を数 えることも出来な く

な り,身 辺 の処 理 も不能 となつ た.言 葉 は次第 に崩

壊 し,簡 単 な単語 とか周囲の人 の名前が辛 うじて云

へ る程度 になつて しまつた.知 能低下 と共 に昼間は

鈍重,無 欲状,夜 間 は不眠,亢 奮,時 に俳徊の精神症

状を発現 した.満7才 の時,某 小児科を受診 し,て

んかんの疑の下に抗痙 攣剤の投与を受けたが著効な

かつた. 8才 の時,薄 暗い所では手 探 りして歩 く様

にな り.初 めて視力障害に気付かれた. 8才10ケ 月

の時,三 原神経科病院を受診 し,黒 内障性 白痴 と診

断 された.当 時 の神経学的所見は下肢腱反射減弱,

視力低下 および眼底 に軽い網膜萎縮を認め,痛 覚刺

激,ハ ンマー による叮打,音 などにより筋〓搦反応

が容易 に誘発 された.小 脳症状 および運動,知 覚障

害 は存在 しなかつた. 9才 の頃 よ り歩行起立が不確

実 とな り動作が全体的 に拙劣 なつて来 た.知 能低下

は更 に進行 し,「い ャな感 じ」,「太 田学級」 などの言

葉 を大声で繰返 し,屎 尿矢禁 を認 めた. 9才4ケ 月

の時,約1週 間 当教室 に入院 し,諸 検査 を行つた.
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入院時所見:無 欲状顔貌,し ば しば渋面 を作 る.

周囲 に全 く無関心で疎通性 を欠如 してい る.自 発語

は少な く, 2, 3の 単語を意味 もな く反 復 してい る.

横臥 してい るが落着 きな く,し きりに歯 をキ リキ リ

鳴 らし,両 手 を合掌 す る如 く前で合わせて振 る動作

を常同的に繰返 し,そ の間絶えず首を左右 に振 り,

四肢顔面 の筋〓搦,時 には この頃 はじまつた大発作

を発来 してい る.し か し全身状態 は可成 り良好で食

欲 も旺盛であつた.

神経学的所見:瞳 孔 は左右 同大,対 光反射遅 鈍,

時 に眼球 の回転運動 が見 られ るが,眼 振はない.そ

の他脳神経領域 に異常 な く,舌 尖,眼 瞼および手指

に振戦 な し.上 肢腱反射両 側減弱 し,右 側Babinski

反射陽性.小 脳症状 の有 無 は正確 には検査出来なか

つたが,筋 緊張低下 が認 め られ る.起 立歩行不能で,

起坐 が辛 うじて行 え る程 度であ る.知 覚 は触刺激,

熱刺激 に対 しわずか に反応を見 るが,光,音 には全

然反応せず,視 力障碍 および難聴が疑われた.

身体 的所見:栄 養 中等度.胸 部 に異常な く,腹 部

は柔軟 で肝臓1横 指触知す るが,抵 抗は柔軟,脾 臓

は触 れない.

検査成績:尿 正常.血 液像:血 色素60%,赤 血球

465万,白 血球6900,白 血球分劃正常.血 液 ワ反応

陰性,肝 機能検査正常. Cholesterol, GOT, GPT, Al

pase, Urea-N全 て正常. Na, K正 常.髄 液,外 観

水 様 透 明,初 圧190mmH2O,終 圧150mmH2O

(坐位), Pandy (±), Nonne (-),細 胞数4/3,ワ

氏反応陰性,蛋 白分劃正常.頭 部X線 像異常な し.

眼底所見:乳 頭の境界鮮 明,色 調 はほぼ正常であ

るが側頭部 はやや蒼 白であ る.黄 斑部領域はやや汚

な く,眼 底動脈 は狭小化 してい る.網 膜 は軽度の萎

縮 と変性を来 してい るが.色 素沈着 は存在 しない.

脳 波所見: 3な いし7cpsの 徐波が散在性 に 出現

し,時 に棘 波および鋭波, 4cpsの 高電位徐波が混

在す る.(図2)同 時に 調査 した 家族の 脳波所見は

両親 に正常,姉 に散在性の高電位徐波 を認めてい る.

図2　 症 例2　 脳波所見

退院後 の終過:当 科退院後 引き続 いて三原神経科

病院において病状 の観察 と抗痙攣剤 の投与 を受 けて

いた. 10才4ケ 月 の頃 には対光反射 は最早消失 し,

大発作および筋〓搦痙攣 が頻回 に発来 し,重 積状態

を呈す ることもあつ た.更 に発熱,食 欲不振 が加 わ

つて,全 身状態 は極度 に増悪 し,肺 炎 を併 発 し, 10

才7ケ 月の時,死 亡 した.

臨床経過の要 約

10才7ケ 月の女児.遺 伝歴 に同胞2名 の黒 内障性

白痴 を認む.既 往歴 に異常 な く満4才 数 ケ月 の頃,

指先 の筋〓搦痙攣 を以つて発病.以 来顔面,四 肢の

筋〓搦痙攣を主体 とす るその他てんかん発作 を頻回

に発来 した.同 時に知能低下,言 語崩壊,不 眠.亢

奮,俳 徊な どの精神症状 を来 した. 8才 の時,視 力

障害 を発現. 9才4ケ 月の時 の神経学的所見では失

立失歩,筋 緊張低下,上 下肢腱反射 減弱,右 側Ba

binkiお よび 視神経萎縮,眼 底血管狭小 化,網 膜変

性,萎 縮 の眼底変化を認めた.末 期には重篤 な精神

荒癈 と衰弱 に陥入 り, 10才7ケ 月の時,肺 炎で死亡

した.全 経過 は約6年 で ある.
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剖 検 所 見

脳髄

症 例1と 極 めてよ く類 似 してい るので相違点 およ

び強張すべ き点 のみを簡単に要約 して記述す る.

肉眼的所見:脳 重量700gと 同年令 の標準重量 に

比 し著 る しく減 少 し,脳 萎縮 と硬度 の増加 が認 め ら

れ,萎 縮 は瀰 漫性 であ るが,特 に前頭葉 および頭頂

葉 におい て高度 であ る.(図3b)

病理組織学 的所見:本 例で も,全 神経系 に普遍 的

に分布す るS-S細 胞変性が本質的変 化で ある.神 経

細胞膨化 の程 度 は症 例1と 同様 さ程高度 でない.神

経細胞 の脱落 は大脳皮質第3,第4層 に強 く,後 頭

葉 有線領 皮質 に おいて最 も顕著で特 に第3層 および

第5層 においては仮 層性 に脱落 し,基 質 は疎 鬆化 し

海綿様状 態を呈 し, H・E標 本で は明るい2本 の帯

と して観察 され る.(図5d)大 脳皮質 には軸索突起

膨化 も見 られ る. (図4f, 4g, 4h)グ リアは主 に

星形 グ リアおよび脂肪顆粒細胞が皮質深層 に瀰漫性

に増殖 し,グ リア線維 も増殖 し,辺 縁 グ リオーゼ を

呈 して い る.病 変の程度 は大脳 において最大で,そ

れ よ り尾側 に向つて次第 に軽減 し,延 髄 および脊髄

諸核 においては神経 細胞内脂質蓄積 は認 められ るが,

胞体 の膨 化は軽度 とな り,ま た健常な細胞 も散見せ

られ,神 経細胞脱 落,グ リア の反応 は軽微であ る.

オ リー ブ核 および橋核 におけ る病変の局所的増強は

存 在 しな い.

本例の小脳病変 は高 度であ るが,症 例1に 比 較す

れば軽度であ る. Purkinje細 胞の脱落はわずかで,

脂質 蓄積 によ る膨化 およびDendritenballonを 示 し

なが らも極 めて よ く保たれてい る.(図7c, 7d)顆

粒層 は症 例1程 著 るし くはないが,顆 粒細胞が減少

し,淡 明化 してい る.線 維系統では まずPurkinje細

胞 を含む 線維籠 は比較 よ く残つて お り, Purkinje細

胞脱落部 において線 維 籠 の み を見 る こ と も あ る

(図8f).正 切線維,苔 状 線 維な どの求 心性線維 も

かな りの程度 に残 つてい る(図8e).ま たPurkinje

細胞神経線維 は健 常で,そ の走行途 中において球状

に膨化 し所謂Torpedoを 形成す るものが 観 察 され

た(図8c).歯 状 核 帯腹 側部において症例1と 同様

グ リア線維 の増殖 を認 め る.

髄 質で は軽い髄鞘染色性低下 の他に著変な く,グ

リアの反 応 も見 られな い.血 管 には特 記すべ き変化

を見 ない.

眼組織

セ ロイジ ン固定, H・E染 色.両 眼共 ほぼ同様 の

所見を呈している,前 眼部,強 膜および脈絡膜には

著変なく,変性は網膜に限局し,殊 に網膜外層の変

性が著明である.即 ち色素上皮はやや不整に増生し,

大喰食細胞に喰食されたフスチン顆粒は視細胞間に

散在し,外 顆粒層,外 網状層更には神経線維層附近

まで移動している.視 細胞は著明な変性破壊を示し.

従つて外顆粒層の核は脱落し薄 くなり,後極附近は

殆んど消失し,視 細胞層は硝子様滴状物と化してい

る.こ れらの変化は後極において著るしく,周辺で

は比較的よく保たれ,ま た黄斑部の変性も軽微であ

る.網 膜内層では神経細胞層は網膜全体に亘つて

S-S細 胞変性に陥つているが細胞脱落は殆んど見

られない.内 顆粒層も軽度の脱落と配列の乱れを除

いて変化なく,内一,外 境界膜,内 一,外 網状膜お

よび神経線維層にも特別な変化を認めない.網 膜内

層の病変は網膜外層に比し遙かに軽度である.

その他主な臓器

肉眼的に著変を見ない.

病理組織学的所見:肺:左 右両肺の肺胞内に好中

球,単 核球の浸潤が著明で,一 部は濃瘍を形成する

傾向を認め,小 気管支腔内にも多数の好中球が浸潤

している.気 管支拡張,欝 血が著明で滲出性出血も

軽度に見られ,全 体として気管支性肺炎の組織像で

ある.

肝:肝 細胞の脂肪変性が主 と して中心部 に軽 度に

認め られ る. Kuppfer氏 星細胞 の動 員は見 られない

が, Oil Red陽 性 を示す細胞が間質 に散在性 に存在

してい る. Glisson氏 鞘 には特 別な変 化を見 ない.

脾: Oil Red陽 性の網状内皮細胞を散在性 に特 に

血管周囲 に認め る.他 に欝血の所見が存在す る.

腎:細 尿管上皮の軽度 の実質変性 と間質 の欝血が

認め られ る.

以上Niemann-Pick氏 細胞 は認 められず.各 臓器

はNilbrauお よび岡本氏燐脂質染色法で陰性所見を

呈 した.

組織化学的所見

神経細胞内蓄積物質の組織学的性状 に関 しては表

3の 如 き結果 を得た.(表3)被 検材料 と して 小 脳

および大脳切片 のホルマ リン固定パ ラフ ィン包埋切

片 または凍結切 片を用いた.両 例 とも一 部を除いて

殆 んど同 じ所見 を得 たので一括 して記述す る。

まずSudan IIIお よびSudanechwarz B染 色 では

神経細胞 内蓄積物質 は夫 々暗澄色,灰 色 に着染 した

が,血 管周囲 の中性 脂肪は赤 味および黒色 に着染 さ

れ,染 色態度の 相違 が 認 め られ た.(図6c, 6d)
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表3　 蓄 積 物 質 の 組 織 化 学 的 所 見

PAS陽 性, Molisch変 法(Orcin-硫 酸反 応)陽 性 と

多糖類の存在 が暗示 されたが, PAS陽 性物質 はアル

コール処 理 後 も溶 解 さ れ ず, Neuramin酸,即 ち

Ganglioeideに 特異 的とされ るBial反 応 はDiezeh)

変法 に従つて施行 したが陰性 であつた.更 に これを

証明す る為に横 井42)の方法 を用い, 40℃, 1～2時

間のエーテル処理後 酷 酸 ク レシ ル バ イ オ レ ッF

 (Hirsch-Peiffer13)法)で 異染性を調 べたが証 明され

なかつ た. Feyrter氏 封入法で も非 異染性 であつた.

燐脂質 については岡本氏法で 陽性所見 を呈 し, Cop

perphthalocianin染 色法 で は症例1に 陽性,症 例2

に陰性所見 を得 た.蛋 白反応はMillon氏 法 および

gekoppelte Tetrazonium反 応で神経細胞内蓄積物質

は陰性 ない し弱 陽性,脂 肪顆粒細胞内物質 は弱陽性

ない し陽性 を示 した.鉄 反応は陰性であつた.

以上 の結果 か ら神経細胞 内蓄積物質および脂肪顆

粒細胞内物質 はいずれ もSphingomyelinと 恐 ら く

糖脂質 と考 え られ るPAS陽 性物質か らな る混合物

であ り,そ の一部 は蛋白と結合 してい るもの と推定

された.
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考 察

〔1〕 臨床的考察

黒 内障性 白痴は しば しば同胞間発現 および両親 の

近親結婚 の存在が指摘 され今 日で は遣伝性家族性疾

患 とされ てい る.そ の遺伝形式は 尚充分 に判明 して

いない が, Aronson1)ら によ り単純劣性遺伝 と推察

されて い る.著 者の2例 で は症例1は 家系 に複雑な

近親結婚 を,症 例2は 患児 の他 に2名 の同胞 に本症

の発現 を見 てお り,い ずれ も濃厚な遺伝負因 の存在

が認 め られ る.

黒 内障性 白痴は周知の如 く,発 病年令 と臨床症状

によ り,先天型(Norman-Wood),乳 児型(Tay-Sache),

晩発乳児型(Jansky-Bielachowsky),若 年型(Vogt-

Spielmeyer)お よび成 人型(Kufs)の5亜 型に 分類

されて いる.い ずれ も失明,痴 呆,連 動麻痺を基本

症状 と してい るが,病 型によ り臨床像には可成 りの

差が認 め られ る.即 ち先天型は生後間 もな く特異な

臨床症状 な く死 亡 し,剖 検 によ り脳発育障害 と本症

病変を認 め るものであ る.乳 児型は生後3, 4ケ 月

に発病 し,定 型 的な 臨床症状 を呈 し,視 力障害,身

体知能発育 の遅 滞,痙 攣発 作.黄 斑 部の所 謂桜 実様

紅点な どの出現 を特 長と し,急 速な経過 をた どり.

末期に は除脳硬直 に陥入 り, 3才 頃死亡 す る.晩 発

乳児型 は3, 4才 を発病年 令と し, 3, 4年 の経過

で死に到 る もので,そ の眼症状 および臨床症状 は次

の若年型 に類似 し,し ば しば著 明な小脳症状 を特徴

としてい る,若 年型 は歯牙第2交 代期 の4, 5才 頃

発 病 し,平 均18才 で死 の転帰 をとる もので,臨 床経

過 はSjogren35に より5つ の時 期 に分 けて記載 され

て い る.即 ち第1期 に視力障害 と精 神 退 行 が は じ

ま り,第2期 に失明,吃 音性 あるい は爆発性構言障

害,易 刺 激性 あ るいは鈍重の精神症状時 には痙攣発

作 も招来 す る,第3期 にな ると知能低下,発 語障害

は更 に進行 し,運 動 減少,運 動緩 慢および特異な姿

態異常 など錐体外路症状 が出現す る.歩 行は小 刻み

緩徐 とな り,躓 き易 く,腱 反射 は多 くの場合亢進 す

る.第4期 には最早歩行起立不能 とな り, Hooker

stellungを 呈 し,強 迫笑,強 迫泣 および膏顔 などを

出現す る.第5期 に は精神荒癈 と重篤 な衰 弱を呈 し

遂 に死 に到 る.成 人型 は思春期以後 に発病 し,し ば

しば本症 の基本症状を欠 き,代 つて精神症状,錐 体

外路症状 あ るいは球症 状な どが前景 に出ることが少

くない.

本症 の臨床症状 は以上の如 く,極 めて多彩で特異

な眼底 所見 を有す る乳児型を除いて は臨床診断 は容

易ではな く,剖 検 によ り初めて黒 内障性 白痴 であ る

ことを知 るの も稀ではない.一 般に発病年令 が大 き

くな るに従 い臨床経過 は緩 漫,症 状は非定型的 とな

る傾 向が存 在す る.

痴呆 および精神症状 の出現 は黒内障性白痴の広範

な脳皮質病変 を示 唆す るものであ るが,成 人型では

しば しば これ を欠如 するか軽度 であ る.文 献 には多

彩 な神経脱落症状 が報告 されて い る.殊 中,小 脳症

状 は1914年Bielschowsky2)の 報告以来,特 に晩発乳

児型 において強調 され,本 邦で も諸家 によ り,矢 調,

企図振頭,筋 緊張低下な どの小脳症状 が報告 されて

い る.錐 体外路症状 として はアテ トーゼ23),ミ オ ク

ロー ヌス現象10) 22) 34), Paralyeie agitans12)を 想起 さ

せ る症状な どがあ り,間 脳症状 としては肥満28),早

熟な どの報告が見 られ る.他 に矢語,聾43);球 症状

34)および筋 萎縮な どもまた観察 されてい る.本 症の

臨床症状の この不統一性 と多様 性は病変 の全脳性分

布 とその局 所的増 強の形態学的背景に より説明 され,

全ゆ る神経脱 落症状 の発現 が可能 であ る.

著者の2例 は進行性 の痴呆 と精 神荒癈を認め,神

経脱 落症状 としては症例1は 失調,企 図震顫,筋 緊

張低下 などの小脳症状 が著 明で不 随意運 動,強 迫笑,

強迫泣な ごの錐体外路症状 および足 間代 の出現,腱

反亢進 などの錐体路症状 も観察 されてい るが,症 例

2は 上肢 の不 随意運動,ミ オ クローヌス現象, Bab

inski反 射の出現を除いて は明確な 神経症状 を捉 え

ることは出来 なかつ た.

痙攣発作 は黒 内障性 白痴 に殆ん ど必発 の症状で あ

り,症 例1の 如 くこれを初発症状 とす る もの も少 く

ない.発 作型 は多彩で,且 つ同一例 にさまざまな発

作型が 出現す る.著 者 の症例で は症例1は 点頭てん

かん発作に始 まり,筋 〓搦攣,無 動発作,全 身痙攣

を夫 々発来 してい る.症 例1に 認めた点頭てんかん

発作 はその発作像お よび脳波所見に関 して福山11)の

記載 した乳幼児前屈型小発作の瞬間緊張型に一致 し

てい るが,従 来,本 発作型は乳幼児期に特有な もの

とされ,本 例 の如 く8才 とい う年長児に しか も典型

的な発作像を以つて出現す ることは極めて稀である.

和田44)は自験 例および文献 例において点頭てんかん

発作の成 因を考察 し,広 範な大脳 病変を来す先天性

もし くは乳児早 期に出現す る異常,即 ち脳 の発達異

常,無 酸 素症,循 環 障害 およびAlper氏 病等 の分娩

周辺期障害 および フェニール焦性 ぶど う酸性 白痴な

どの代謝障害 などをその成 因と して挙げてい る.黒
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内障性 白痴 もまた広 範な大脳 病変 の組織学的所見か

ら点頭てんかん発作の成 因にな り得 るもの と考え ら

れ るが,著 者の通覧 した範囲 の文献 には本発作型 の

記載 は見 当 らな いようで あ る.い ず れに して も点頭

てんかん発作 は本例 に著 る しく特異 な症状 であ り,

それは本症発病前の遅育 と共 に,本 例 の年 令に比 し

幼者な脳,即 ち基盤 にある脳発達障 害 の存 在 を 臨

床的に示唆す るもの と推察 され る.ミ オ クローヌス

痙攣(筋 〓搦痙攣)は 黒 内障性白痴に しば しば出現

す る発作型で あ り, Lieber22), Haddenblock10), Seitel

berger34), Klinken-Rasmusaen17)は ミオ クロー ヌス痙

攣を出現 した黒 内障性 白痴脳 の 黒 質,歯 状 核 お よ

び視 床 核 に ミオ クロー ヌス小体を発見 し,そ こに

臨床症 状 に対 す る 形態学 的相関を求め,こ れ らを

黒 内障 性 白痴 の ミオ クロー ヌス型 と呼んでい る.

しか し必 ず しも組織学 的所見は一 定せず, Watson41)

らは臨床 的に ミオ クロー ヌス痙攣を呈す る症例 を組

織学的に検討 し,そ れを瀰漫性神経細胞変性 による

症候群 と結論 してい る.著 者の症 例において もミオ

クロー ヌス小体 あ るいは系統変性 な どの所見 は認 め

られず,ミ オ クロー ヌス痙攣は前述の点頭 てんかん

発作 と同様広 範な神経細胞変性に帰せ られ るものと

考える.

眼症状 は他の臨床症状 と同 じ く乳児型に最 も定型

的に現われ,黄 斑部の桜 実様紅点 と灰白色暉輪 を認

め,殆 ん ど全 例が失 明す る.遅 発型では視力障害 を

遅発す るもの も多 く,時 にはKufs18)お よび本邦 の

王丸26),猪 瀬14)の成 人型例 の如 く,黒 内障を欠 くこ

とも稀ではない.遅 発型の眼床所見 として視神経萎

縮と網膜 色素変性が挙げ られてい るが, Sjogren35)は

若年型に視神経萎縮 と眼底 血管の狭小 化を観察 し,

後者は未だ視 力障害 の発現 しない時期に既 に認め ら

れる.特 異な変化であ ると述 べてい る.著 者 の症例

では症例2は 発病4年 後の8才 頃か ら,視 力障害 が

出現 し,眼 底 に血管 の狭小 化 と網膜 の軽い変性 を認

めてい るが,症 例1で は視 力障害 は疑われたが,知

能低下のために明確 には捉 え られていない.し か し

死亡3年 前の当科入 院中,対 光反射 の遅 鈍化 と眼底

血管狭小化を発現 してお り,そ の後の経過 に視力障

害 が進行 した ものと推察 される.

さて以上の臨床像 よ り自験2例 の病型 を考察 して

見 よう.黒 内障性 白痴病型 の本態 に就 いては今 日尚

議論 が少 くないが,著 者 は これまで の文献 を検討 し,

 Friedrich9)らの本症病型の分類 は発病年令を示標 と

する云わば便宜 的な もので臨床的,組 織学的相違 は

それ により生 じ,各 病型を明確に区別す る鑑別規準

は存在 しない とい う見解を支持 してい る.

症例1で はまず発病年令が問題 である.初 発症状

発現 の5才 以前に身体知能 発育の軽度の遅滞を認め

た ことよ り, 5才 以前の発病 も考え られ る.し か し

臨床経過 の上で は症状の急速な展 開 と進展 は明 らか

に5才 頃に開始 して おり,何 らかの原 因による遅育

の存在 は否定 出来ないが,本 症 の発病 は5才 とす る

のが妥 当と考 える.次 に臨床症状 と経過 について見

ると,晩 発乳児型に特徴的 と云われる小脳症状が顕

著で あるが,全 体 として若年型 のSjogrenの 記載に

極めてよ く一致 してお り,視 力障害 の遅発 も非 定型

的経過 と云 う点で晩発 乳児 型よ りも若年型を指向 し

ている.症 例2は4才 数ケ月の発病,臨 床経過 か ら

若年型 が最 も考え られる.即 ち著者の症 例はいずれ

も若年型 に属 してい る.

〔II〕 病 理組織学 的考察

黒 内障性 白痴の脳 は肉眼上特異な変化を示す こと

は稀で あるが,一 般に脳萎縮 を認め,脳 重量 の減少

と硬度 の増加が観察 される.し か し乳児型には顕著

な脳重量増加 も報告 され,逆 に正常あ るいは減少例

も認 め られてい る.脳 萎縮 は晩発乳児型において最

も高度で著 るしい重量減少が見 られてい るが,遅 発

型で はその偏筒が少 な く,且 つ脳萎縮には局所 的分

布 を示す傾向が認め られる.著 者 の症例 では脳重量

は夫 々650g, 700gと 正常 の3分 の2以 下 に減少 し,

萎縮 は瀰漫性であるが,症 例1は 前頭葉 極,後 頭葉

極,症 例2は 前頭葉極,頭 頂葉に夫 々局所 的増強が

見 られ る.

病理組織学 的には,本 症 の本質的変化は神経細胞

の病変,即 ち脂質蓄積 とそれ による神経細胞膨化 の

S-S細 胞変性で ある.こ の神経細 胞 病 変 は質 のみ

な らず,そ の局在 も特異で,網 膜 お よ び臓 器 の 植

物神経系を含む全神経系 に亘つて随所的に広 く分布

してい る.病 変神経細胞 は窮極的には崩壊 し,脱 落

す るのであ るが,神 経細胞脱落は本症病変 のTempo

とIntensitatに 従つ て 種 々の量で出現 している.

最 も速やな経過をた どる遅発型で は一般に神経細胞

は病変 に陥 りなが らもよ く残存 してい る.自 験例で

は,い ずれ も大脳か ら脊髄 に亘 る全 神 経系にS-S

細胞変性を認めたが,細 胞脱落 は一定部位を除 くと

比較的軽微で神経細 胞はよ く残存 してい る.

また著者の症 例で は2例 共脂質蓄 積 に よ る膨 化

は神 経 細 胞 お よび樹枝状突起 のみな らず,軸 索の

一部に も認め られてい る.大 脳皮質 神 経 細 胞 に見
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られ る,こ の軸索の膨化 は先 にRsbinowicz, Wildi27)

がSpastic amaurotic asonal idiocyの1例 に,ま た

丸 山23)が本症乳児型 の1例 に同様所見 を報告 し,軸

索原形質 にお ける脂質 の蓄積 と説 明 してい るが,自

験例で も軸 索膨化部に細胞 内蓄積物質 と同 じ染色態

度を観察 し,こ れ は本症病変過程 その ものに他 な ら

ない と思 われ る.し か し症例2のPurkinje細 胞神

経 線維 に見 られ た紡錘状 膨化は形態的に大脳 皮質の

神経細胞軸索 の 膨 化 とや や 異 な つ て い る.こ れ

は恐 ら くFriedrichが述べてい る様 に,髄 質の グ リオ

ーセに よる非特異 的反応で あろ う
.

本症 の 白質症変 につ いては髄 鞘標本 におけ る染色

性不良 が しば しば指〓 され て い る. Haddenblock11)

は本症 の白質病変を乳児型 に見 られ る瀰 漫性髄 鞘変

性,不 規則 一播種性巣形成性髄鞘変性,重 篤 な小脳

変性 と関連 した系統 的髄鞘変性,脊 髄 の索状変性 の

4群 に分離 し,そ の成因 と して黒 内障性 白痴性病変

に よ る二 次変性,原 発性髄鞘変性 および髄鞘形成抑

止を挙 げ,白 質病変はそれ らの様 々な組合せ によつ

て生ず ると結論 してい る.著 者の症例2で は 白質の

変化 は殆ん ど見 られないが,症 例1で は瀰漫性髄 鞘

染色性不良が観察 され る.こ れは殊 に神経細胞脱落

の高度な後頭葉有線領 皮質 に相当す る白質に最 も顕

著 で,同 時 に線維性 グ リオーゼおよび血管 に中性 脂

肪 の集積が認め られ,本 症病変 による二次変性 の存

在 を物語 つてい る.他 方 グ リアの反応 は白質で は殆

ん ど欠如 してお り,ま た髄鞘染色性不良 の瀰漫性分

布 および内包 の発育不良な ど,髄 鞘形成 抑止 も否定

出来な い.従 つて症 例1の 白質病変 もこの2者 の混

合像 と考 え られ るが,本 例の発病年令を考慮す ると,

髄 鞘形成抑止 には若干 の疑問があ る.

グ リアの態度 は本疾 患に特 異な ものはな く,本 症

病変 のTempoとIntenaitatに 規 定 され る二次的変

化 を示 してい る.即 ち神経細 胞病変 が徐 々に進行 す

る場 合は,反 応は固定 グ リアの増殖 にとどまるが,

急速 な崩壊 を来す乳児型や病変の局所 的増 強の部位

では,オ ルテガグ リア も動員 され,脂 肪顆粒細胞 に

まで変化 し,時 には肥 伴 グ リアも出現す る.著 者 の

症 例で はいずれ も灰白質全体に星形 グ リアが瀰漫性

に増殖 し,殊 中,大 脳皮 質深 層および皮質髄質境界

部 に甚 し く,ま た細胞病変 の高 度な部位 には脂肪顆

粒細 胞の遊走を認 めた.白 質 におけ るグ リアの反応

は軽微であつた.両 例 に著 明な辺縁 グ リオーゼ,血

管周 囲グ リオーゼ が観察 され グ リア 線 維 網 は大 脳

髄質,小 脳歯 状核帯腹 側,視 床外側核,オ リーブ核,

に限局性 に増殖 しグ リア性瘢痕 を呈 していた.

本症病変 の局在 は必ず しも全神経 系が普遍的に し

か も一様に侵 され るとは限 らず,一 般 に発病 年令の

遅 い,経 過の緩 慢な遅発型 ほど無傷 の部分 が残 る傾

向が認め られ,ま た全 神経系に普遍的 な分布 に も病

変 の局所 的増強 が存在 してい る.最 近で はEscola8)

が本症19例 につ き細胞病 変の局在を検索 し,乳 児型

で は全神経系 に普遍 的な病変 の分布,若 年型では脳

幹 および脊髄 における病変 の減弱ない し欠 如,成 人

型で は大脳皮質 の不関与 と脳幹,脊 髄運動核,海 馬

角に おける病変の増強 の一般的傾 向を指摘 してい る.

本邦の剖検例において も普遍的分布を示す早発型 に

対 し,成 人型では操26),王 丸26)の症例 の如 く軽微な

大脳皮 質病 変あ るいは脳 幹運動核にお ける病変の増

強が観察 されてい る.

著者 の症例 では,い ず れ も大脳皮質 および小脳に

病変 の増強 を認 め,大 脳皮質 では症例1は 後頭葉,

症例2は 前頭葉,後 頭葉 の侵襲 が最 も強 く,他 領域

で は症例1の オ リー ブ核を除 いて は病変 は基底核,

脳幹,脊 髄 と尾側に向い次第 に減弱 して いる.し ば

しば病変の増強が報告 されてい る海馬角 は両例 とも

大脳 皮質に相当す る病変の強 さを示 してい る.本 症

海馬角病変の局在の特異性 については諸家に より報

告 されてい るが, Scherer32)は 本症 では第1に 終板

および抵抗体,次 いで顆粒層,ス ビクル ムの順 に侵

され,ゾ ンメル扇形部 はよ く保持 され ている と述べ,

 Eawla8)も 同様な所見 を確認 し,低 酵素症 に おける

海馬角病変の局在 と対比 させてい る.著 者の症例の

海馬角病変の分布を見 ると,両 例共に病変 は終板に

最 も強 く,ス ビクル ムの方向に減弱 し,文 献の如き

明確な被侵性 の相違は存在 しない.こ れには本症病

変 と共 に,生 前 の痙攣発 作による循環障害 も若干 関

与 している ものと相像 され る.

本症 の小脳病変 はBielschowsky2) 3)の 報告以来,

特 に晩発乳児型 において注 目され,殊 に系統 的変性

とす る立場か ら遺伝性小脳失調症 との比較病理学的

研究が展開 され た.ま ずBielschowsky3)は 本症の小

脳変性 は顆粒細胞 と求心性線維系 の脱落 を特長 とす

る小脳求 心性変性であ るとし, Purkinje細 胞の脱落

を特徴 とす る遣伝性小脳失調症の小脳変化を小脳遠

心性変性 と呼んで これ と対比 させ た.更 にUle49)は

原 発性小脳皮質萎 縮の 病型 を組織学 的 に検 討 し,

 Purkinje細 胞型萎縮,顆 粒型萎縮,全 小脳皮質萎縮

の3型 に分類 し, Bielschowskyの 小 脳求心性変性 にお

いて も病 変の本質 と時間的一次性 は顆粒細 胞脱落に
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あ り,求 心性線維系の変性はそれ によ りtrananeuro

nalに 派生 した ものと考 え,こ れを 顆粒型萎縮 に属

さしめてい る.著 者 の症例 の小脳 病変を見 ると症例

1で は特に小脳半球皮質 において, Golgi細 胞 を 除

く神経細胞要索 が殆ん ど完全 に消失 し,小 脳 は増殖

したBergmannグ リア層,星 形 グ リアで 占め られ る

焼土 と化 して いる.こ の変化 は全小脳皮 質萎縮に も

匹敵する高度な病変で あるが,虫 部 における若干 の

Purkinje細 胞残存を考慮す ると顆粒 型萎縮 と呼 ぶあ

がより妥当であ ろう.症 例2もPurkinjeの 細胞 お

よび求心性線維系統 は比較的保たれ てい るが,顆 粒

層の荒癈 は甚 し く顆 粒型萎 縮の病像を呈 してい る.

黒内障性 白痴の小脳 変性 は若干の例外 はあるが顆

粒型萎縮 が通則 であると云 われてい る.し か しその

病因は明 らかで な く,猪 瀬15)は脂質代謝障害に対 す

る小脳の各神経細胞の特異 な層次 被侵性に注 目し,

脂質代謝障害で は一般 の外 因によ る被侵性 と異 な り,

顆粒細胞,分 子層, Purkinje細 胞 の順 に病 変が進行

すると述べ,ま たUle39) 40)は顆粒型萎縮 は1つ の疾

患単位ではな く,他 の病因で も起 り,黒 内障性 白痴

においてはそれは単に脂質代謝障害の結果のみでな

く,小 脳の素質 的弱 さない しは特定 のNoseに 対す

る感受性の素質 的欠陥の表現 として も解釈 され ると

結論している.従 つて顆粒型萎縮あ るいは小脳求心

性変性は厳密 には本症 に特徴 的ではないが,著 者 の

2例 で も確認 したように本症小脳病 変の1つ の症徴

と見做 して差支えない と思 う.し か しなが ら症例1

の小脳病変は他 領域の黒 内障性 白痴病変の強 さか ら

逸脱 した重篤 さを示 して おり,瀰 漫性髄鞘変性 と共

に本症発病前 におけ る脳 発達 障害の存在を組織学 的

にも推察せ しめ るものである.

橋,オ リーブ核 の病変 と小脳 変性 との関連は小脳

を構成す る神経細胞や神経線維 に関 して解 明 し尽 く

されていな いこと もあつ て未 だ明確 に知 られ ていな

い.今 日で は全ての小脳求心性線維 は苔状線維 と し

て顆粒細胞 とシナ ップ ス接合をなす ことが実験的に

確認されてい るが,実 際にはUle40)に より顆粒型萎

縮に おける オ リーブ核,橋 核の 変性 の 随伴がPur

kinje細 胞型萎縮 よ りも少ない ことが 指摘 されてい

る.更 に顆 粒型萎縮 におけるこの領域 の病変 は代 謝

障害 によ る一次変性 と顆粒細胞変性 の 結 果 派 生 し

た. Transneuronale Degenerationの 二 次変性 による

と説 明 され て い る.尚 著者の症例1に 見 られ,オ

リーブ核,更 に結合腕 を通て小 脳,橋 よ り線維 を受

ける視床外側腹側核 の他領域 に比 し高 度のグ リオー

ゼ,あ るい は本症 病変の局所的増強 も著明な顆粒細

胞脱 落によ りtransneuronalに 派生 した二次変性が

強 く関与 している ものと推測 され る.

次に以上 の記載 か ら本症各病型 の組織学的特徴を

要約 し,自 験2例 の組織像 より見た病型を検 討 して

見 たい.

本症の臨床像は一般 に発病年令 が遅 くなる程軽 く,

経過 も緩慢にな ることは先 に述べ たが,こ の法則 は

組織学 的所見 を も支配 している.即 ち乳児型では神

経細胞の高 度の変性 と脱落,病 変 の全脳性分布,遅

発型 では病変神経細胞の残存,無 傷の部位の存在 に

によ り夫 々大 き く特徴づ けられ る. Friedrich9)は 更

に本症病変過程の緩 徐化 と共 に乳児型 か ら遅発型へ

と軽減す る2つ の組織 学的現象を挙てい る.そ れ は

Dendritenballonと 崩壊病変神経細胞の分解 と清掃の

目的のために動員 され るグ リアの種類であ る. Den

dritenballonは 乳児型 では遅 発型に比 し豊 富で,奇

怪 な 形 状 の ものが多 く見 られ る.グ リアは神経細

胞崩壊 の著 る しい乳児型では多数の 脂 肪 顆 粒 細 胞

が 動 員 さ れ るが,晩 発乳児型では病変 の増強部位

のみにこれを 出現 し,若 年型では この 出現 は 必ず

し も要 せ ず,固 定 グ リア増殖で充分であ る.網 膜

の組織 学的所見 もまた病型決定の有力な示標 とされ

てい る.乳 児型 では神経細胞層 および神経線維層 の

網 膜内層が主 として侵襲 され るに対 し,若 年型およ

び成人型 の遅発型では,視 細胞層即 ち網膜外層が変

性 する.症 例1で は病変は全脳 性に分布 しているが,

大脳,小 脳を除 くと病 変の程度 はさ程強 くな く,尾

側 に向て減弱 し,延 髄 および脊髄で は正常の神経 細

胞 も残存 してい る.グ リアの反応 は病変の増強部位

において脂肪顆 粒細胞 の遊走を見 るが,他 領 域は星

形 グ リアの瀰 漫性増殖 にとどま り, Dendritenballon

の 出現 も余 り豊 富ではない.症 例2も 症例1と 同様

比較的緩徐 な病変 に大脳,小 脳 の病変 の局所的増強

を認 める脳所見 と網膜 外層に限局 した変 性が観察さ

れ ている.従 つて両例 は臨床像 と同様組織学的に も

若年型の範畴に属する もので ある.

本症の本態は周知の如 く,脂 質代謝障害であつて,

蓄積物質は脂質代 謝に関与す る酵素系の障害 によ り

分解,あ るいは転 化されなかつ た中間産物である こ

とが知 られてい る. Klenk20) 21)は生化学 的分析 によ

り本症乳 児型脳 に初 めてGangliosideの 増量 を認 め,

これを本症 の蓄積物質 と考えた.後 にDieze16)の は

脂質蓄積疾患の組織化学的研究を行い,蓄 積物質 は

単一な物質ではな く, 2つ 以上 の脂質 か ら構成 され
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る脂 質混合物 で あつ て,本 症 の 蓄積物質 はGang

liogideの みな らずSphingomyelinか らも構成 され

てい ることを明 らか にした.彼 は更 に病型が進む に

連 れ,蓄 積 過程の程度 は減弱 し,蓄 積物質の 内部で

Gangliosideの 割 合 も減少す ると述べてい る. Seitel

berger33)は 本症各病型の組織化学的所見 の相違 は蓄

積物質 と蛋 白の結合の程度 によつて生 じると述べ,

乳 児型か ら成 人型へ と次第 に変化す る特徴的な組織

化学 的所見 を幾つか列挙 してい る.そ れはPAS反

応陰性 か ら陽性,異染 性か ら非異染 性,蛋 白反応 陰性

か ら陽性,等 電点強酸性 か ら中性, Sphingomyelin

の増加 などの所見 であ る.著 者 の症例 の蓄積物質 は

いずれ もSphingomyelinと 糖 脂 質の混合が推測 さ

れ, PAS陽 性,蛋 白反 応一部陽性, Sphingomyelin

の 存 在 と 全 体 と してSeitelberger34),猪 瀬16)の 若

年型 の組織 化学 的所見 とよ く一致 してい る. Neura

min酸 に特異的なBial反 応 では陰性所見 を呈 し,

 Gangliosideの 証明 は出来な かつ たが,こ れ には本法

の実施上 の困難 とPAS陽 性物質 の難溶性 および蛋

白反応陽性所見 か ら推定 される一次的蓄積過程 の慢

性経過 による二次 的変化,更 にはその後 の長期のホ

ルマ リン固定 による変化な ど蓄積物質の変化を考慮

しなければな らない と考え る.最 近の猪瀬16)らの本

症 蓄積 物質の化学的分析に よると,乳 児型を除 く遅

発 型にGanglioaideの 増量 を認めてな く,遅 発型の

糖 脂質 の構成 が乳児型のそれ と非常に異なる ことを

指摘 し,本 症 各病型を1つ の疾患単位 とす ることに

疑 問を投 げかけてい る.著 者の症 例では化学 的分析

を欠 いているので蓄 積物質 の組成 を詳細 に知 ること

は出来な かつ たが,そ の解 明は本症 の本 態を解 く第

一の鍵 と も云 えるので 今後 も重要 な課題 であ る.

ところで本症 と他 の脂質 蓄積疾患,殊 にNiemann-

Pick氏 病(以 下N-P氏 病 と略)と の近縁性 は古 く

か らBielschoweky4, Kufs19ら によ り臨床 的,組 織

学 的に指摘 され てい たが,組 織化学 的研究 によ り2

つの疾患の本態近縁性 が一層強 く暗示 され た.即 ち

Diezel5) 6)に よ りN-P氏 病の神経細胞 内にも本症 と

同様GangliosideとSphingomyelinの 蓄積が証明 さ

れ,両 疾患 の神経細 胞 内蓄積物質 の差違 は本症で は

前者, N-P氏 病では後者が量的に優位であ るに過 ぎ

な いと結論 された.組 織学 的には本症では中枢神経

系実質細胞 に限局 した被侵性, N-P氏 病で は他に脳

血管,脳 軟膜更 には全 身の網内系お よび肝細胞にお

け る蓄積過程 の分布 によ り鑑 別され ると云 われ るが,

黒内障性 白痴 に も肝脾 の網状 内皮細胞 に小量 の蓄 積

過程が報告されている.

著者の症例はいずれも組織学的に中枢神経系実質

細胞に高度な脂質蓄積を有するが,血 管内皮細胞,

脳軟膜細胞の侵襲は認められず,更 に症例2は 肝脾

その他の諸臓器の網状内皮細胞においても脂質の蓄

積を欠如しており容易にN-P氏 病を否定出来る.

黒内障性白痴とN-P氏 病は同じ系列の酵素系障害

に属するものと考えられているが,は たして両疾患

が同一の脂質代謝障害に起因するものであるか,或

はその際如何なる因子が疾患の分布即ち臓器撰択性

を決定するかということは脂質代謝に直接関与する

酵素系の解明と共に今後の研究に待たねばならない.

総 括

1)症 例1は11才10ケ 月の男児.遺 伝 歴に複雑な

近親結婚 があ り,既 往 に軽 度の遅育 が認 め られる.

 5才 の時,歩 行時失調 を初発症特 と して発病.続 い

て進行性知能低下,点 頭てん かん発作,不 随意運動

を出現 神経学的 には顕著な小脳症状,不 随意運動,

眼底血管の狭小化を認めた.

症例2は10才7ケ 月の女児.既 往歴に異常ないが,

遺伝歴に同胞2名 の本症 を認め る. 4才 半 の時,指

先の筋〓搦 痙攣 を以つて発 病.知 能低下,痙 攣発作,

視力障害 を出現 してい る.神 経学 的には右Sabinaki

陽性,筋 緊張低下,視 神経萎縮 および網膜変性 の眼

底変化が観察 された.両 側 とも末期 には重篤な精神

荒癈 と衰弱 に陥入 り,企 経過6年 で死亡 した.

2)脳 剖検所見で は,両 側 に肉眼 的に瀰漫性萎縮

と硬 度の増加 を認 めた.組 織学 的には全脳 に分布す

る神経 細胞 のSchaffer-Spielmeyer細 胞変性が本質

的変化であ り,病 変 は大脳皮質 に最 も強 く,尾 側に

向つて減弱 してい る.小 脳病変 は両例に甚 し く,顆

粒型萎縮 を呈 したが,殊 に小脳皮質 はGolgi細 胞を

除 く全神経細胞要素 を殆ん ど消失 し, Uleの 全小脳

皮質萎縮に も匹敵す る高度の変性を示 した.ま た両

側の大脳皮質 には脂質蓄積によ る軸索膨化像が観察

された,

3)症 例2の 肝脾 その他の臓器所見では, N-P氏

病に見 られ る如 き脂質の蓄積は存在 しなかつた.眼

組織に は若年型に特徴的な網膜外層に限局 した変性

が認あ られた.

4)組 織化学 的検 索の結果,両 側の神経細胞内蓄

積物質 はSphingomyelinと 恐 ら く糖脂質 と考え られ

るPAS陽 性物 質か らな る混合物 で,そ の一部およ

び脂肪顆粒細胞内物質は蛋 白と結合 しているものと
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推察された.

5)両 例の臨床的ならび組織学的所見はいずれも

本症若年型を指向している.症 例1の 重篤な小脳病

変および瀰漫性髄鞘変性は本症発病前に存在した遅

育ならびに点頭てんかん発作の臨床像と共に本例の

基盤にある脳の発育障害を示唆するものと考える.

 (本論文の一部は第17回中国・四国精神神経学会

において発表した.)

終りに臨み,御 指導と御校閲を賜わつた奥村二吉

教授に厚 く御礼申し上げます,更 に種々の有力な御

助言をいただいた那須博士,三 井博士および標本作

製に御助力いただいた長田文部技官ならびに粟井氏

に心から感謝いたします.ま た症例の提供に御尽力

いただいた三原神経科病院院長今井博士に対し謝意

を表します.
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Two cases of the juvenile form of amaurotic family idiocy

The clinical and the histological studies

By

Ikuko Shirahige

Department of Neuro-Psychiatry Okayama University Medical School
(Director: Prof. Nikichi Okumura)

Two cases of the juvenile form of amaurotic family idiocy were described in the present 
communication.

1) Case 1 was a 11-year-l0-month boy. His family history had consanguinities. He was 
slightly deteriorated before the onset of the disease. At the age of 5 years, the ataxia of gait 
was initially manifested. Later there developed the progressive mental deterioration and the 
"Blit z-Nick Salaam Krampfe". On neurological examinations the marked cerebellar syndroms 
(ataxia, intention-tremor and hypotonia), the involuntary movements and the narrowing of the 
ocular vessels could be recognised.

Case 2 was 10-year-7-month girl. Her two brothers died of amaurotic family idiocy. She 
had been healthy until she complained of the myoclonic contractions of the tips of the fingers. 
The mental deterioration, the convulsive seizures and the visual disturbances were gradually 
appeared. The neurological examinations showed the involuntary movements, the hypotonia, 
the optic atrophies and the retinal degeneration. Both patients died six years after the onset 
of the disease.

2) The autopsy findings of the brains in both cases revealed macroscopically the generalised 
atrophy and the increased consistency. Microscopically the essential changes were observed in 
the neuronal swelling and the lipidosis. These changes were distributed ubiquitously throughout 
the central nerves system and were most markedly in the cerebral cortexes, decreasing by degrees 
caudally. Furthermore in the case 1, the severest damage was seen in the cerebellar cortex. 
In the cerebellum of case 1, the entire nerve cell elements except Golgi's cells and the nerve 
fivers were almost completely obliterated. The swelling of axons in the the cerebral cortexes 
was recognised in both cases. too.

3) The findings of the organs such as liver, spleen and others in case 2 revealed no lipid 
accumuration as seen in Niemann-Pick's disease. There were observed the degeneration of the 
retinal outer layer which was characteristic of the juvenile form of the disease.

4) From the results of the histochemical observations in both cases it was concluded that 
the intraneuronal substances consisted of the mixture of the sphingomyelin and PAS-positive 
substances that might be the glycolipid. A part of them and the substances in the fat granulle 
cells were assumed to be combined with the protein.

5) Above mentioned results, the clinical, the histological and the histochemical findings 

in both cases indicated the juvenile form of the disease. In case 1 there would be the develop
mental anomaly of the brain beside the essential chages of amaurotic family idiocy.
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白 髭 論 文 附 図

図3　 大脳半球外 側面
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白 髭 論 文 附 図

図4　 大脳皮質
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白 髭 論 文 附 図

図5　 後頭葉
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白 髭 論 文 附 図

図6　 海馬 角
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白 髭 論 文 附 図

図7　 小脳
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白 髭 論 文 附 図

図8　 小 脳


