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緒 言

Wilson病 は当初Westphalが1883年,臨 床的に

は多発硬化症の臨床症状を呈 しなが ら,病 理解剖学

的に脳に脱髄の見 られない症 例を報告 し,こ れを仮

性硬化症と名付 けた ものであ る.次 いで1898年 に

Strumpellは,か かる症例に肝硬変の伴 うことを見 出

し,更 に1912年Wilsonが 若 年性 に家族的に発生 し,

臨床的にパー キンソンニスムス様 の症 状 を 呈 し,

病理解剖学的には レンズ核に対称性の軟 化並 びに海

綿状態を呈 し,粗 大結節性肝硬変を特 徴とす る症例

を報告 し, Hall等 と共に これを進行性肝 レンズ核変

性症 と命名 した.そ の後1920年 にSpielmeyerが 主 と

して脳病理組織学 の立場よ り詳細に研究 した結果,

 Wilson病 とWestphalの 云 う仮性硬化症 とは 同一

の範畴に属する ものである事を明 らかに した.爾 来

Wilson-Pseudoskleroseと して諸 外 国では数 多 くの

症例発表が行 われている.現 在では定型的 ウイル ソ

ン病は,臨 床 的 にKayser-Fleischer角 膜 輪(以 後

K-F輪 と略す)を 示 し主 と して錐体外路症状を呈 し,

病理解剖学的 にはウイルソン要素(組 織の崩壊 ・海

綿状態 ・血管増殖等)と 仮性硬 化要素(グ リアの異

型化)を 備え,肝 は粗大結節性硬変を示 し,組 織化

学的に脳及び肝の銅含有量の増量を示す ものである

とい う事は,何 人 も疑 う余地 のない事であ る.と こ

ろが 日本においては1950年,猪 瀬教授1)が 肝脳変性

疾患の一特殊型を発表 して以来,ウ イル ソン病,猪

瀬の特殊型,並 びに両者の移行型,肝 疾患に於 ける

脳の病理組織学的変化を伴 うもの等,所 謂肝脳変性

疾患群の研究 は一層盛ん となると共に,症 例報告 も

頓に増加 して来ている.し か しなが らこれ ら一連の

肝脳変性疾患群の詳細な分類,更 に病 因に対す る研

究には,よ り根本的な肝臓 と脳 との機能 的関連性を

追求する事が肝要である,そ の為に遺伝学的,生 化

学的,組 織化学的研究によつて病因の追究が行 われ

ているが,未 だ十分な解 明を得てい な い現 状 で あ

る,こ の時に当 り私達は最 近K-F輪 を欠ぎ,し かも

意識障害発作があつ たが,剖 検 によりウイルソ ン病

と断定出来 る一例 を経験 したので その臨床所見,肝

及 び脳の病理組織学的並びに組織化学的所見 を記載

し,こ の方面 の研究 の一助 ともなれば と考えて報告

す る次第である.

症 例

患者　越○○子　 ♀　17才　 高校生

家族歴:両 親が従兄妹結婚で あることと,母 方の

祖母が ワィル氏病で,同 じく祖父が脳梅 毒で死亡 し

て いる以外 には,特 に家系 に神経系疾患 を認 めな い.

又同胞二人 は何れ も健康 であつた.

既往歴:満 期安産, 4才 頃に麻疹,小 学校一年生

の時,肋 膜 炎にかかつた以外,著 患を知 らない.

現 病歴:小 学校在学 当時 より歩行が何 とな くぎこ

ちな くて,学 友か ら 「ア ヒル」 とか 「アチヤコ」等

のあだ名をつ けられていた.又 バ レーを習わせて も

子供の くせ に足が硬 く,他 の子供のよ うに上手 に踊

れないと云われ,運 動神経 の方 も鈍 い方で あつた.

中学二年生 の終 り頃か ら発音が不明瞭になつたが,

両親 は思春期なので こん な云 い方をするのだと考え

余 り気 に掛 けなかつ たという.中 学三年生 の折に脳

振盪 を起す迄 は学業成績 も優秀な方 であつ た.と こ

ろが中学三年生の時(死 亡 より3年 前)学 校で約1

米位 の高所 より転倒 して頭部を打撲,約1時 間位意

識消失 し応急の手 当を受 けて意識 が回復 したので友

人に連れ られて帰宅 したが,そ の後引続 い て37°7´

～8´Cの発熱が4～5日 続いた.そ れ から解熱 して

間 もな く言語障碍 が著明 になり,右 手 の振戦が始ま

つた と云つてい る.又 その頃膝関節が痛 いと訴えて

いるが,こ れは外傷 の先か後かはつき り分 らない.

引続 いて言語障碍 が進む と共に得意 だつ た英語の発

音が出来 に くくな り,成 績 も次第に下 り始 めた.右

手の振戦 は少 しずつ強 くな り書字 も困難 とな り,更

に翌年 の末頃には箸が使 えな くな り,食 事 の際 には
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毎回のよ うに御飯 をまき散 らしてい ら立つ様になつ

た.翌 昭和36年 の4月 頃には,そ の様 な徴候が特に

目立 ちは じめ,左 手 にも軽度の振戦が認 められ る様

になつた.性 格 は本来内向的温和 であつ たが,昭 和

35年 の末頃よ り非 常に短気になつて,よ く 「あの人

が見た」「あの子 が笑つ た」等 と云つ て怒 る事 が 屡

々であつた.そ れ と同時に全身の倦怠感を訴えて通

学す るのがよ うや くとい う状態になり,家 にい る時

は臥床勝ち となつて きた.昭 和36年 の5月 始め頃に

は突 然シユ ミーズ1枚 で家 の外 に出た り,裸 足で飛

出 した りして4～5日 の間に急速 に奇異な言動 が目

立つよ うになつて来たので,某 精神病院にて受診 し

たと ころ,心 因性の ものだと云 われ,コ ン トミンの

注射を受 けて稍 々落付いた.し か しその頃よ り再 び

発熱 し喘息性気管支炎に肺炎を併発 しているとの事

でマ ィシン?を 内服 したところ, 4～5日 で全身 に

発疹 を見, 39℃ 余,発 熱 し, 2日 間続 き結 局1週

間位 で解熱 した.し か し発疹が消退 した頃より,再

び精神状態が悪 くな り,錯 乱 と亢奮 が繰返 され るの

で 同年6月3日 岡山大学外科に紹介 された.受 診 時

には意識 も明瞭で問診に も正 し く答 え,診 察に も協

力的で あつたが,そ の夜か ら意識障害朦朧状態 とな

つ た.翌 日も同 じ様 な状態が続 くので6月5日 精神

科に転科 された.

現症:転 科後 の一般所見 として38°～39℃ の発熱

があ り,栄 養状態悪 く,全 身の皮膚が暗褐色を呈 し,

更に時々点状 出血斑が見 られ たのが 特 徴 的 で あ つ

た.顔 貌 は無欲状,瞳 孔は左右同大,殆 正常,対 光

反射 も殆正常,眼 球運 動に異常な く,舌 は白苔を帯

びる も余 り異 常を認 めず,項 部硬直 は 認 め な か つ

た.上 肢の腱反射は両側共に稍 々高 く.受 動的運動

に際 し筋強剛が認め られ,殊 に肘関節を伸 ばす際に

強剛を著明に認めた.下 肢は両側共 に股関節で屈曲

位を とり,こ れ を伸ばす と痛みを強 く訴え た.下 肢

の筋強剛は余 り著明でな く,た だ左 の膝 関節に腫脹

を認めた.膝 蓋腱反 射は右正 常,左 は減弱又は消失

に近 く,ア キレス腱反射 は右正常,左 は稍 々減弱 し

て いた.し か し病 的反射,ク ロー ヌス,ケ ルニツ ヒ

徴候等 は認めなかつた.

検査所見　 血液: Hb含 有量70%

赤血球数: 495×104/mm3

白血球数: 14600/mm3

血 液 像:中 性好性 白血球 75%

リンパ球 17%

単核球 8%

エ オ ジ ン好 性 白血 球 0%

塩 基 好 性 白血 球 0%

血 沈: 1時 間4mm 2時 間 5mn

血 清 銅 値: 156γgr%(正 常85～130γgr%)

髄 液:初 圧140mmH2O　 終 圧110mmH2O

肉 眼 的 に血 性, Nonne(-), Pandy(-)

細胞 数 不 明(血 性 の 為)こ の血 性 は前 日に外 科 で

穿 刺 を 行 つ た際 の 出血 の 為 と 思 わ れ た.尿:混 濁

(-),濃 黄 褐 色,蛋 白(-),糖(-),ウ ロ ビ リノ

ー ゲ ン(+++) .

肝機能検査: 6月14日 施 行 時,高 田(-),コ バ

ル トR3(2),ハ ィマ ン40,ビ リル ビン直接(-),間

接(-),モ ィレングラハ ト8.5,グ ロス(+++). 7

月1日 施行時,高 田(++),チ モ ール5.2,チ ン ク

13.6,コ バル トR6,ビ リル ビン1.85,コ レステ ロ

ール216 .0mg%,グ ロス(+)～(++).

尿は ウロビ リノーゲ ン(+++),肝 機能検査 で は高

田(++),グ ロス(++)～(+++),コ バル トR6,モ イ レ

ングラハ ト8.5,コ レステロール216mg%と 高度の

肝機能障害が覗 われ た.血 清 銅 イオンは156γgr%

で増加 してお り,血 清蛋白ではアル ブ ミンの減少,

グロブ リンの増加を認めた.脳 波 には α波 を認めず,

全 領 野 に θ, δが見 られbilateral diffuse slowと い

つた状 態像でFocusを 思わせ る所見は認めなかつた.

心電図,血 沈 にも異常を認めなかつた.

経過並 びに臨床像:転 科後約1カ 月足 らず して死

亡 したが,そ の間神経学的には朦朧状態か ら昏睡迄

の意識障害の移行が認め られ たのと,発 作性 に下肢

を襲 う有痛性の テタ ヌス様痙攣及び上下肢の筋強剛

とパ ーキ ンソン様振戦が本症例 に最 も著 明な所見て,

振戦 は特 に右手,左 脚 に著明で あつた.し か し脳神

経 能 や 一 般 反 射機能 には異常 を認めず,黄 疸は死

亡2～3日 前に一 過性 に認 めた のみであ り, K-F輪

は認 められなかつた,入 院後 は38°～39℃ の発熱が

持続 し,軽 度の白血球増多並び に出血傾向等が見 ら

れ,栄 養状態 も悪 く意識混濁状であつたので マイシ

リン注射,鼻 腔並 びに血管 よりの栄養剤の投与を続

けると共 に,そ の間, ACTHを6月12日 よ り6月19

日迄使用 した.そ の為か一時解熱 し,一 般状態も改

善 され,粥 食を摂取 出来 る位に回復 したが, 6月26

日頃よ り再 び発熱 し始 め,白 血球増多,筋 強剛の増

強に加 うるに意識状態 も昏睡に陥 り, 27日 には尿閉

を来 し,ア クロマイシ ン,ピ ロサ ィク リン等を使用

したが効果がな く,全 身の間代性痙攣並びに振戦も

次第 に増強 した,内 科 よ りの応援診察で メテオ リス
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ムスと肝の萎縮 を指摘され たが,引 続 き意識 の回復

は見 られず,一 般状態 も悪化 し, 41℃ 台 の高熱が

続 き7月3日 午前3時40分 死亡 した.家 族の好意で

脳 と肝 だけの剖検が許された.

剖 検 所 見

脳の病理学的所見

(1)肉 眼的所見:脳 膜 は外見上殆ん ど異常な く,

肥厚,混 濁を認 めなかつた.又 脳回の著明な萎縮 も

なかつ た.前 額断で もレンズ核の萎縮,着 色,軟 化

巣等を認めなかつた.た だ側脳室は極 く軽度 に拡張

していた.

(2)顕 微鏡的所見:終 脳両半球及脳幹 より,型 の

如 く切 り出し,フ オルマ リン固定,パ ラフィン切片

をつ くり,こ れ にニ ツスル染色,ヘ マ トキシ リン ・

エオジン染色(以 後H・E染 色 と略す), Bestカ ル

ミン染色, PAS染 色,銅 及び鉄反応並 びに髄鞘染色

を行つ た.

終脳外套:軟 膜 には著変を見ない.多 少円形細胞

の集合が見 られ る所があつたが,そ の程度は極 く軽

度の ものであつ た.皮 質では全体 として神経細胞構

写真1　 大脳皮質表層に認め られ たオパルス キ

ー細胞　 ニ ッスル染色280×

築は比較的 よ く保たれ ていた.前 頭葉: 2層 か ら3

層にかけて,特 に回転 部において,神 経細胞の脱落,

ニツスル小体の崩壊,核 の肥大,淡 明化の傾向が見

られ る.膠 細胞ではオルテガ グ リアが多少増殖 して

いる様であつた.マ クログ リアは核 が肥大 しニツス

ル染色で も少 し胞体 の見え る肥胖 グ リアや,核 が淡

明に染 まり,核 膜 のはつ きりした大 きな核で普通 の

3～4倍 の大 きさを示 し,形 は長楕 円形,円 形,腎

形等を示す所 謂 「裸核 グ リア」をか なり多 く見 かけ

た.又5層 よ り皮質髄質境界 部にか けて基質に穴が

あき,海 綿状態 に近い像が見 られ た.

前 中心回転: 5層 のRetzの 大細胞は比較 的良 く

保 たれていたが,中 にはニツスル小体の崩壊 して い

るものを見かけた.第 三層の大型神経細胞 も核の膨

化傾 向,ニ ツスル小体の中心 性融解 の 像 を 見 か け

た. H・E染 色 で海綿状態は認 めなかつた.膠 細胞

も余り著明な変 化はなかつたが,マ クログ リアの核

の異型化(肥 大,淡 明化)を 認 めると共に裸核 グ リ

アを散見 した.又 皮質第2層 の表面近 くに微細顆粒

状楕 円形の大 きな胞体を有 し,核 の偏在する薄紫で

稍 々 ピンク色に染 まつたオパ ルスキ ー細 胞 を 認 め

写真2　 大脳皮質の2層 か ら3層 にかけて認め

られた著明な海綿状態　H-E染 色40×



322 三 井 尚 ・上田俊彦 ・石野博志

た(図1).

側頭葉:ニ ツスル染色で第3層 か ら皮質髄 質境界

部 にか けて基質の疎 鬆化が覗われ, H・E染 色で2

層 から3層 にかけて層状に著明な海綿状態が見 られ

た(図2).膠 細胞 ではマクログ リアの肥大 が 著 明

であり,ア ル ツハ ィマーII型 グリア細胞は皮質全層

に散在性 にかな り多数見かけた.皮 質深層部 にアル

アルツハ イマーI型 グ リアを思 わす異型 グ リアを見

かけたが.核 は クロマチンに乏 しく,細 胞体 にはI

型 に著明な緑色の顆 粒を認めなかつ た(図3).後

頭葉:神 経細胞は核が濃縮 していたり,ニ ツスル小

体 の崩壊 してい るのを見かけたが,全 体 としては余

り著変を認めなかつ た.髄 質は全体 として軽度の グ

リアの増殖傾向が認 め られ,余 り大 き くない裸核 グ

リアを見かけたが,そ の他には特 に注 目すべき所見

は認めなかつた.

写 真3　 大 脳 皮 質 深 層 部 に見 られ た アル ツハ イ

マ ーI型 グ リア細 胞　 ニ ッスル 染 色280×

終脳核及び間脳　前障:グ リアではやは り裸核 グ

リヤを散見 し,神 経細胞 は核濃縮の状態にな り,胞

体は細長 くなつ て萎縮 し,ニ ツスルの慢性細胞病変

の像を多 く見 かけた.マ クログ リアは稍々増殖気味

で核 は大 き く明 る くな り,周 囲に細胞体突起がかす

かに染 まつてい るものが多 く,異 型化の傾向が見 ら

れた.

被殻:全 体 として一番変化の著 しい部位でニ ツス

ル染色で疎鬆化が著 明でH・E染 色で血管増殖並び

に海綿状態を認め,而 も斑状の物質欠損部が融合 し

てよ り大 きな欠損へ と移行 しかけてい る様な像が見

られ ると共に,外 側部には組織が軟化崩壊 して空洞

を形成 しているのが認め られた.大 型神経細胞は核

が大 き くな り胞体 のニツスル小体 は融解 し,突 起を

失つているものや,か な り著明な神経細胞の脱落を

認めると共に,殆 んど健全な神経細胞を認めなかつ

た,小 型神経細胞 は核が比較的保 たれているが,胞

体 は淡 くて変性 したマクログ リアと区別 しに くい状

態であつた(図4).グ リアの変化は最 も著 明で 殊

写真4　 被殼におけ る著明な神経細胞の脱落並に

グ リアの異型化傾向　ニ ッスル染色40×

にマ クログ リヤの異型化が顕著 であ り,ア ルツハイ

マーII型 グ リア細胞は無数に散在 し,し か もオ リゴ

デ ン ドログ リヤの数倍の ものか ら異様 に大きいもの

まで種 々で,形 も極 めて多彩で円形,楕 円形,分 葉

状 に くびれた ものが認 め られ,中 には核周辺 に色素
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写 真5　 同 じ被 殼 の 強拡 像 で の ア ル ツハ イマ ー

II型 グ リア細 胞　 ニ ッス ル 染色280×

の認 められる ものもあつた.(図5)又 ウイル ソ ン

病にPathognomonischと 云われ るアル ツハ イマーI

型 グ リア細胞 も見 られた.(図6)中 に胞体内に色

素を有す ると思 われ るもの もあつたが,一 般 に核は

クロマチンに乏 しい ものが多かつた.又 オパルスキ

ー細胞 も多数認められ,多 くは大 きな円形,楕 円形

の細胞体を有 しニツスル染色で薄桃色 に染 まり微細

泡沫状構造を呈 し,核 は濃縮 して偏在す るものが多

かつた.又 所に依 り血管周囲 にグ リアが軽度に集合

しているのが見 られたが,疎 鬆化組織 や海綿状態を

呈す る部分の周辺に,修 復機転を思わす所見は認め

なかつた.

尾状核:大 体被殻の所見 と類似 してお り,や は り

海綿状態が見 られたが稍々程度が軽 かつ た.や は り

ウイルソン病 に特有なアルツハ イマーI型 グ リア細

胞を見かけたが,何 れ も余 り胞体内に色 素を持たず,

核 もクロマチンに乏 しかつ た.ア ル ツハイマーII型

グ リア細胞 も多数に認め られ,中 には周囲 に色素を

認めるもの もあつた.オ パ ルスキー細胞 も認 めたが

被殻程多 く見 られなかつた.大 型神経細胞 の脱落が

著明で,残 存 しているもの も重篤 な変化を来 して い

写 真6　 被 殼 に 見 られ た アル ツハ イ マ ーI型 グ リ

ア細 胞　 ニ ッス ル 染色280×

るものが多 かつた.マ クログ リアはやは り核の肥大

淡明化の傾 向があり,所 謂肥胖 グ リアの像 を示す も

のが多かつた.所 に より血管周囲に グ リアの集合が

見 られた.ア ルツハ イマーII型 グ リア細 胞は被殻並

びに尾状核の ものが定型 的で大 きな ものが目立つて

多 かつた.

淡蒼球:前 二者 に比較 して変化が軽いが,や はり

基質 の疎鬆化傾向,神 経細胞の脱落,変 性像を認 め

た.マ クログ リア もかな り変性 し,ア ル ツハイマー

II型 グ リア細胞を多数に認めたが,前 二者に比 し稍

々小 さい様に思われ た.又外節,内節何れに もオパ ル

スキー細胞を認めたが,ア ルツハ イマーII型 グ リア

細胞は見なかつた.こ の辺 りの血管壁 にはグ リアが

集合 し,ニ ツスル染 色で濃青色に染 まる仮性石灰と

思われる ものが血管壁にかな り多量に沈着 していた.

視床:全 体に前核群,外 側核群の変 化が強い様で,

前核群では大型神経細胞 はKonowalow, Braunmuhl2)

等の云 う様 に核 も核小体 も肥大 し,胞 体 も膨れて大

き くな り,ア ルツハ イマーI型 グ リア細胞と区別 し

に くい様な像を示す ものや,ニ ツスル小体の融解 し

ているものが多 く,核 が消失 して陰影像を呈 してい
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写 真7　 視 床 に見 られ た オパ ル ス キー細 胞

　ニ ッスル 染色280×

るもの もあつた.グ リアでは余 り大 き くない 「裸核

グ リア」並びに定型的オパルスキー細胞を認 め(図

7)そ の近隣にアル ツハイマーII型 グ リア細胞や神

経細胞の重篤変化像を認めた.内 側核群の神経細胞

も多少変 化を受 けてお り脱落 してい るのが認 められ

た.外 側核群に もオパ ルスキー細胞 を認 め,神 経細

胞は殆 ん ど重篤変化像を呈 していた.こ こで はノイ

ロノフアギーの様な像 は生理的 に見 られ易 い もので

あるが3),大 型神経細胞が変性 し,そ の中にグ リア

が入 りこんで確かに ノイロノフアギーの像を呈 して

いるものを見 かけた(図8).内 包には軽度の海綿

状態を思わす所見 が伺 われたが,大 脳脚 には著変を

見 なかつた.視 床下部 は傍脳 室核,視 神経上核,隆

起核等の神経細胞 に軽度 の変性が認め られたが グ リ

アの変化は殆 ん ど認 め られなかつた.

中脳:動 眼神経核,赤 核の神経細胞 には変化がな

く,黒 核 の神経細胞 も全体 として変 化は少なかつた

が,近 隣に数 は少 ないが アル ツハイマーII型 グ リア

細胞を認める と共 にオパル スキー細胞 が見 られた.

マ クログ リアは肥 胖グ リアの像を呈 する ものがかな

り多かつ た.小 脳:皮 質のプルキ ンエ細胞 には,核

写 真8　 視床 に おけ る神 経細 胞 の変 性 並に ノ イロ

ノ フ ァギ ーの 像　 ニ ッス ル染 色280×

の膨 化,不 鮮明な ものがあつてニツスル小体 も融解

して底部 にのみ残存 している ものや,胞 体,核 共に

消失 しか けてい るもの もあり,ニ ツスルの重篤変化,

 Spielmeyer4)の 同質化の傾向が見 られた.又 所 によ

り完全 に脱落 している所 もあつた. Spielmeyerの 云

うグ リアの叢林は見 られ なかつた.歯 状核の神経細

胞 には同質化の傾向が見 られ ると同時に胞体が丸味

を帯 びてい るものが多かつ た.歯 状核帯 と白質の境

界部 には基質の疎 鬆化が見 られ,円 形,卵 円形の物

質欠損が連つてお り, H・E染 色で空胞状の海綿状

態 を呈 していた.皮 質髄質 を通 じてマ クログ リアの

異型化傾向は余 り認めなかつ た.時 々髄質 中にグ リ

アの星を思わせ る像や,血 管周囲に丸形 グ リアの集

合が見 られた.延 髄,脊 髄 は探索 出来なかつた.

組織化学的所見　 銅:ホ ルマ リン固定,パ ラフイ

ン切庁に岡本 ・宇多村パ ラジ メチールア ミノベ ンチ

リデ ンロダニ ン法を施 して探索 したが,脳 における

銅反応 は陰性であつた.肝 では後述す る如 く陽性顆

粒を多量 に認めた.鉄:同 じくパ ラ フ イ ン切 庁 に

Tirmann-Schmelzer法(Trunbulblau反 応)を 試みた

ところ,淡 蒼球,被 殻に多数 の青緑色の顆粒を認め
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たが,生 理的に多い とされ る淡蒼球の方 に著明に認

められた5).そ の他の終脳部,小 脳等 には認むべ き

所見は得 られず陰性 であつた. Bestの カル ミン染色

では被殻において組織内に自由に遊離す るカル ミン

陽性物質を認 めたが,肝 脳疾患特殊型1)に 見 られ る

様な,核 内封入体は何処に も見 出せな かつた. PAS

染色 も行つて見 たが,や はり裸核グ リアの核内には

PAS陽 性物質 を認めなかつ た.唯,猪 瀬6)の 云 う如

くオパルスキー細胞 内にPAS陽 性顆粒を認め,或 る

時は微細顆粒状 に薄 く染ま り,或 る時は殆 んど円形

にかなり大 きな球をな して胞体 内に認め られ た.

肝所見:肝 はウイルソン病 の肝 として記載 されて

いる定型的な粗大結節性肝硬変 であつた.即 ち肝は

改築が著 明で複小葉性の大 きく丸い偽 小葉を作つて

お り,偽 小葉間の間質 は大略幅狭 い結合織性 の索よ

り成つていた.而 し部分的には間質が幅広 い帯状を

成す所 もあつ た.間 質 には時 として円形細胞浸潤,

胆管の増加が見 られ,こ れは殊 に間質の幅広 い部分

に著明であつた,偽 小葉内の肝実質細 胞は往 々巣状

の萎縮,変 性又は壌死巣を示 していた.粗 大滴状の

脂肪化 も又屡 々見 られた,又 核 は時 として空胞状 と

なり,所 謂Glykogen-Kernの 像を示 して い た.肝

細胞の原形質 にはH・E染 色でやや粗大顆粒状の淡

褐色色素の沈着 が認め られたが,こ れ をPAS染 色す

るとPAS陽 性 に着染 し,や や粗大な顆 粒が肝細胞索

の中央部 に規則正 し く配 列 して著明に認め られた.

この顆粒の分布 は多 くの偽小葉にかな り平等に広 く

存在 している一方,ロ ダニン法で銅を組織化学 的に

染色す ると一部の小葉 では甚だ著明 に銅顆粒が証明

せ られ,こ れ は前記 のPAS陽 性顆粒に一致 して肝細

胞索の中央部 にやや粗大 な顆 粒 として規則正 しく配

列 してい るのが認められた.し か しその分布 はPAS

陽性顆粒に比較 して非常に偏つ てお り,小 数 の偽小

葉に著明に証明せ られ る一方,他 の多 くの偽小葉に

は非常に少いか,殆 ん ど証明されなかつた.肝 にお

ける鉄染色 は陰性であつ た.更 にBestの カル ミン

染色を施 したところ,猪 瀬1)の 云 う如 く, Leberglia

の中に多数のカル ミン陽性顆粒 を認めた.こ れ は核

内全体 に染まつている事 もあ り,小 滴状をな して一

部分に存する事 もあつた.

剖検所見小括:肝 は粗大結節状の肝硬変を呈 し,

結合織の増加及び偽小葉 を形成 し,肝 実質細胞には

変性,壊 死,脂 肪化が屡 々見 られ る典型的ウイル ソ

ン肝であつた.脳 では大脳皮質 の殆ん ど全域 に亘 る

浮腫並びに神経細胞の萎縮が認 められ,又 稍 々小 さ

いアルツハ イマーII型 グ リア細胞を多 く認 め,時 に

アル ツハ イマーI型 グ リア細胞及びオパル スキー細

胞 を認めた.終 脳核では被殻並びに尾状核 の変化が

著 明で中で も被殻では高度の融合する海綿状態を認

めた.又 その程度はやや軽いが大脳皮質,尾 状核,

淡蒼球,小 脳に も同様 に海綿状態を認 めた.血 管増

殖 も大脳皮質の一部,被 殻並びに尾状核の一部に認

めた.被 殻,尾 状核 では大型神経細胞の変性,脱 落

が著 明で,そ の他 の部位で も神経細胞は多 くは変性

像を示 していた,又 淡蒼 球を含めて これ らの細胞集

団 に混 じつて特異な形態を示す アル ツハイマーI型

グ リア細胞並びにII型 グ リア細胞を多数に認めた.

又或る意味で ウイルソン病にPathognomonischと 云

われ るオパル スキー細胞 は大脳皮質,線 状体,淡 蒼

球,視 床,黒 核,小 脳歯状 核 と広汎に亘 り多数 に認

め られた.銅 の組織化学反応 は肝で陽性,脳 で陰性,

鉄反応は肝で陰性,脳 では被殻,淡 蒼球に陽性で特

に後者では強陽性であつ た. Bestの カル ミン染色で

は肝細胞に陽性顆粒を認 めたが,脳 では被殻 にのみ

組織内に遊離 してい る陽性物質を認めた.し か し陽

性の核内封入体は見出せ なかつた, PAS染 色で は肝

細胞核内に陽性物質を認 めたが,脳 では裸核 グ リア

内封入体 は見 られず,唯 オパル スキー細胞 内にのみ

陽性物質を認めた.

考 案

臨床 的考案:本 例は17才 の女子で,た またま,外

傷 と相前後 して言語 障害及 び右手の振戦 を もつて始

まつた. Reihe2)等 は外傷や 日本脳炎 と結び つ け て

ウ イルソ ン病類似の症状 の現れ る事を記載 してお り,

又Jandovau, Frank2)は 外傷が この疾患 に先行 し た

一例 を報告 してい る. Halpern7)は 又,強 い外 傷 後

に始 まつた二例を報告 して いる.併 し本 例は外傷前

に多少 の言語障害 があ り,既 に小学校時代 よ り運動

神経 の発達が悪 く,歩 行が ぎこちな くて 「ア ヒル」

のあだ名をつけ られており,バ レーを習 う際 にも普

通の子供 と比較 して足が硬かつた と云われている.

これは本病の発病 と全然 関係がない と は云 い 得 な

い.振 戦はたまたま,外 傷直後に起 つて来 ているが,

本病 は外傷 とは関係 がな いと考え る.

本疾患には遺伝的要 因が認 められる と云 われて お

り, Mathews, Andre, Bearn等 によつて常染色 体 性

劣性遺伝 であると云われ,吾 が国で も有 馬8)等 はこ

の意見 を支持 して いる.又,山 内9) 10)は15家 系につ

いて検索 し,本 疾患 は複雑な劣性遺伝で あるとし,



326 三 井 尚 ・上田俊彦 ・石野博志

それに対 し銅,肝,神 経の三 因子を仮定 し,前 二者

は関連をな して優性に,神 経 因子は劣性に遺伝す る

との仮設を提唱 してい る.而 も15家 系中, 7家 系に

血族結婚 を認 め,そ の中で従兄妹結婚 が3例 あつた

と報告 している.し か しその後,有 馬8)等 の研究 に

よると,銅 代謝は劣性 とせ ざるを得 ないと云 つてい

る.本 例の両親 も従兄妹結婚 であつ たが,同 胞 中に

肝疾患を示 した ものや,所 謂, Abdominal Wilsonを

疑わ しめ る様 な症状の ものは近親者に も認め られず,

従つて遺伝 的関係を見 出す事は出来なかつた.本 例

ではK-F角 膜輪を認めなかつたが,角 膜輪を認めな

いウイル ソン病 は多数報告 されて お り11),こ れがな

くて もウイル ソン病を否定す る訳 にはいかない.又

本例では角膜 における銅反応を検査 していな いので

病的な増加が あつたか どうか不 明 で あ る.し か し

K-F角 膜 輪が認め られれば,臨 床 的にウイル ソン病

と診 断す る有力な論拠の一つとなる事は云 うまでも

ない.

本例は入院後比較的早 い経過を とり死亡 したので

十 分な検査が行われなかつたが,肝 機能検査で尿 中

ウロビリノーゲ ン(+++),高 田(++),グ ロス(++)

～(+++),コ レステ ロール216mg%,モ ノレングラハ

ト8.5,コ バ ル トR6と かなりの肝障害を思わす所

見が認め られ た.ウ イルソン病では生前 に余 り肝症

状を呈 しないものが多いとされているが,本 例で も

入院前 には余 り肝症状を示 した様 なことは聞かなか

つ た.し か し肝機能 について十分検査 されていない

のでその点 につ いて明示することは出来 ない.

猪瀬の特殊型 には1),特 有 な周期性 の意識障害発

作が認め られ るが,ウ イル ソン病 にはか かる発作が

普通 にはない とされて いる.し か し本例で は入院後

2回 に亘 り,か な り長期に亘 る意識障害発作があ り,

発作 と共 に白血球増多,筋 強剛の増加を認め,同 時

に39℃ ～40℃ の発熱を きた し, 2回 目の発作で昏

睡状態のままで死亡 した.松 沢病院で もかかる意識

障害発作のあ るウイルソン病 についての報告があ り,

又Sullivan並 びにGaupp12)等 も意 識障害発作の

あ るウイルソ ン病を報告 している. Gauppは 昏睡様

意識障害並び に体温上昇,発 汗,出 血傾向を示 した

例 につ いて報告 しているが,こ れは本例 と極 めて類

似 してい る,私 達の例 もその ような範 畴に入 るもの

と考え られ る.

経過 と して は先ず神経症状が初発 し,言 語障害 と

左手 の振戦 に始 まり,振 戦はパ ーキンソン様で,し

か も筋強剛が著明で受動運動 に際 して増強が認め ら

れ,途 中精神症状並 びに性格変化が現れ,末 期に意

識障害を きた し,引 続 いて昏睡に陥 ると共に高熱を

発 して死亡 した.入 院前の肝症状 に関 しては判然と

しな いが,入 院後肝は触 知不能で,臨 床検査では肝

障害を認 めた.全 体 として経過は亜 急性で,進 行性

に錐体外路症状を呈 し,遂 に死 の転帰を とつたもの

で臨床症状か らも,ウ イル ソン病 と診断 し得るもの

と考え られ る.

病理学的考案:既 述 した如 く,本 例は組織学的に

粗大結節性肝硬変を示 し,グ リア細胞の変化として

アルツハイマーI型, II型 グ リヤ並 びにオパルスキ

ー細胞 を多数に認め,大 脳皮質の一部,線 状体,淡

蒼球並 びに小脳歯状核 において海綿状態が見 られ,

尚肝 に銅沈着 の存在す ること等 より推定 して定型的

ウイル ソン病 であると云えよう.た だウイルソンに

依つて記 載された如 き両側線状体 の軟化,着 色,空

洞形状 は認め られなかつ たが,被 殻 における海綿状

態並 びに融合化の傾 向,更 に部分 的な空洞形状が認

め られた ことと,同 じ部位に著明な血管増殖巣が見

られた事は,ウ イル ソン要素を殆ん ど満足 させる所

見 と考 え られ る.本 例のアル ツハ イマーI型 グリア

細胞 は主 として線状体 に見 られたが,こ れ も今迄の

多 くの症例報告の記述 と合致する と こ ろで あ る,

 Eicke2)の 記 載 によるとアルツハ イマーI型 グリア

細胞の核は,一 般に濃染 し胞体 内に緑色又は緑褐色

の顆粒を蔵す るものが多いとされている.し かるに

本例では,核 は クロマチ ンに乏 し く緑褐色の顆粒も

殆 んど認 める事が出来 なかつた.し かし脳全体に亘

つ てといつて良い位のアルツハ イマーII型 グ リア細

胞 の出現並びに広 汎な領域に亘 るオパルスキー細胞

の 出現 は,仮 性硬 化要素 も具備 して い る と云 え よ

う.本 病 の特徴 として一般 に銅及びア ミノ酸の代謝

異常が注 目され13),特 に銅 の代謝は重要視 され,現

在K-F角 膜輪 は銅の沈着 に依 るもの とされている11).

本 例ではK-F角 膜輪は認め られ なかつたが,前 述せ

る如 く組織化学 的に,肝 に銅反応が強陽性であつた

こと及 び後述する如 く,志 方14)の云 うウイルソン肝

の特徴を具備 していたことは,本 例をウイルソン病

と診断す る重要 な論拠 とな り得 ると考える.た だ豊

田15)等によれば定型的 ウイルソ ン病では中枢神経,

殊 に レンズ核及 び大脳灰白質 内の金属銅 の含有量は

正 常者 の数倍以上に昇ると述べて いる.又 組織化学

的 に も肝臓程ではないが,脳 の大小種々の膠細胞,

殊 に退行変化を示 し始 めた膠細胞の原形質内に銅反

応陽性物質を認めると記載 してい る,本 例では定量
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的な検索を行 い得なかつ たので十分な事は云えない

が,組 織化学的には一応陰性であつた.さ て本病の

金属代謝異常については,銅 以外の金属 についての

知見 は少い様で,吾 が国では猪瀬16)が組織化学 的に

検索 し,線 状体 に見 られるアル ツハイマーI型 グリ

ア細胞及 び顆粒細胞中の顆粒が著 明に鉄反応を示す

事を認め,本 病の鉄代謝についても検討 すべきで あ

ると述べており, Greenfieldも 同 じ意見を 出 してい

る.又 有岡17)等,植 田18)も同様な所見を記載 し,植

田18)は濾紙 クロマ トグラフイによつて肝及 び脳の検

索を行い,銅 以外 に鉄及びニツケルの増量を証明 し

てい る.本 例では肝 における特有な銅 の沈着を認 め

たが,鉄 反応 は陰性であつ た.脳 における鉄反応 は

被殻並びに淡蒼球に陽性で あつたが,猪 瀬16)の云 う

アルツハイマーI型 グリア細胞内には鉄反応 陽性物

質を見出 し得なかつた.武 谷19)等もこの異型 グ リア

内に鉄反応陽性顆粒 を認め,更 に レンズ核,殊 に被

殻では淡蒼球に比 して鉄反応 が強度に現れ,又 終脳

皮質殊 に後頭葉 では鉄反応 が強 く,更 に線状体 で見

られる増殖 した殆ん どすべ ての細血管壁が鉄反応陽

性に青染 していることよ りして,本 病の金属 代謝障

害の検索に当つては鉄 について留意すべ きであるこ

とを強調 して いる.本 例は これ ら諸氏 の所見 と多少

喰違 う点があ るが,こ の点につ いては今後の研究に

期待 したい.次 に志方14)によるとウイルソン肝 の特

徴は普通の輪状肝硬変 に比 して表面 は平坦であ り,

偽小葉 は一般 に大 き く且平均 しており,核 の空胞変

性は偽小葉 の周辺部及 びGlison氏 鞘 に近い部 分 に

認められ,銅 の分布 は偽小葉 によりその含有量が非

常に異な り,間 質 は極めて細 く細胞浸潤は少 いとさ

れている.又 銅の分布 は各偽小葉に依 りその含有 量

が非常に異な り,或 る偽小葉では全 く証 明されない

のに,そ れに隣接する或 る偽小葉 では多量の銅 が証

明され ると述べている.本 例の肝 は殆ん ど上記所見

に合致するものであつた.た ぎHassler20)は 間質組

織に細胞浸潤を伴 うと記 しているが,本 例で も間質

における細胞浸潤 は認め られた.銅 の分布に関 して

志方の意 見に反対する論文 も見 られ るが,私 達の例

は全 く志方14)の 述べる所見 と合致 して い た.又 猪

瀬6)に よると,ウ イルソ ン肝における所謂Leberglia

はBestの カル ミン染色 で核が陽性に染 ま り,同 じ

くPAS染 色 でも陽性に染 まるが,特 殊型 では肝細胞

核の変性 の著 しい一例では陽性であるが,他 の一例

では陰性であると述べて お り更に,所 謂 中間型 とい

われ るものでは,何 れ も程度は軽 いがウイル ソン肝

の如 く,肝 細胞核内に陽性物質 を証明 したと述べて

いる.本 例の肝では両染色共 にかな り顕著な陽性所

見を示 し猪瀬の述べ る所 と合致 していた.一 方特殊

型 に見 られ る脳 の裸核 グ リア内封入体 は認め られな

かつ た.本 例ではオパル スキー細胞 内にPAS陽 性顆

粒が認め られて おり,こ れ も猪瀬6)の 述べる所見 と

一致 している
.以 上を綜合 して考案す ると本例 は,

 K-F角 膜輪を欠 くこと,更 に臨床症状 に意識混濁状

態が見 られ たことは,定 型的 ウイルソ ン病 と見做す

には稍々欠 ける点があるが,脳 の病理組織学的所見

は全 くウイル ソン病 のそれ と一致 し,特 に肝所見で

は銅 を含有する定型的な粗大結節性肝硬変が認 めら

れ,そ の他の組織 化学的所見 もウイル ソン病 に合致

し,飯 塚22),蜂 矢21)等の云 う特殊型 との中間型 とは

考え られない.結 局K-F角 膜輪を欠 くウイル ソン病

と断定せ ざるを得ない.

結 語

(1)剖 検 によ り確認 されたウイル ソン病 の一例を

報告 した.

(2)患 者 は17才 の女,言 語障害,左 手 のパ ーキン

ソン様振戦 で始 まり,亜 急性の経過を示 し,錐 体外

路症 状が進行 し,末 期に意識混濁発作が二回 出現 し,

最後に昏睡の まま高熱を 出して 死 亡 した.し か し

K-F角 膜輪は認め られなかつた.

(3)剖 検によ りウイル ソン病に特有な粗大結節性

輪状肝硬変が認め られた.肉 眼的にはレンズ核 に著

変 を認めなかつたが,顕 微鏡的にはウイル ソン病の

病理組織学 的変化 に合致す るウイル ソン要 素並 びに

仮性硬化要素 を悉 く示す所見 を得た.

(4)尚,銅,鉄,多 糖類,糖 質等に関する組織化

学的検索を行つた結果 につ いて も報告 した.

おわ りに本研究に対 して,終 始御懇篤 な御指導,

御校 閲を賜つた恩師奥村二吉教授に心か ら感謝いた

します.
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A Case Report of Wilson's Disease

By
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(Director: Prof. Nikichi Okumura)

Abstract

1) A case reported of Wilson's disease confirmed by autopsy was presented.
2) The patient was a 17-year old girl. The disease developed with dysarthria having 

tremors like Parkinson's disease on the left hand and after passing subacute stage, the sym

ptoms of extrapyramidal tract aggravated. Later in the terminal stage there occurred two 
attacks of clouding of consciousness and finally she died in the state of coma with high fever. 
However, Kayser-Fleischer ring was not detected.

3) The autopsy examination disclosed coarse nodular liver cirrhosis which is typical of 
Wilson's disease. Macroscopically, there was observed no marked change in the lentiform 
nucleus, but microscopically, there were such findings as Wilson's elements and pseudo-
sclerotic elements that corresponded to histopathological changes of Wilson's disease.

4) Further discussion was made on the results of histochemical studies on copper, iron, 

polysaccharides and sugars.


