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第1章　 緒 言

先 年 平 木 教 授は1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)日 本 脳 炎 に

ACTHを 使用 し卓効を奏 する事 を報 告 し,引 続い

て臨床経験例を逐年報告 され て,そ の効果が疑うべ

か らざるものであ る事 を 確 認 されている. ACTH

及び副腎皮質 ホル モ ンに関 してはHench等32)が

1949年 ロイマ性 関節炎に効果のある事 を発表 して以

来,諸 種疾患に対す る使用報告が多数 なされており,

就中中枢神経系 に対 す る ものとしては, F-Luzes13)

が ギ ラ ン ・バ レー症候群 にACTHを 使 用 して満

足 す べ き 効果 を 認 め, Stillman & Gammong14),

 Newey & Lubin15), Blood, Lock and Carabasi16)

も同様の例 を報 告 してい る.又Miller17)は 急性散

在性背髄炎 に使用 して有効であつたとし,沖 中等18)

は急性背髄炎,圧 迫 性 背 髄炎 に, RusseK等20)は

脳血管 障 害 にACTH又 はCortisonを 用いて同 じ

く有効例を報告 して いる.教 室12)で もラン ドリー

氏麻痺及び急性背髄炎にACTHを 使用 し著 しい効

果を認 めてい る.し か し乍 らこれ らの報告はいつれ

も臨床経験例であつて,そ の作用機序に関 しては推

察の域を脱せず,中 枢神経系の これ ら疾患に際 して

の組織学的変化 に対 して, ACTHが 如 何 な る影響

を与え るかとい う点について は末 だ報 告 をみない

様であ る.教 室5)で は実 験 的 日本脳 炎 に対 して

ACTHに よる治 療 実 験を行い,マ ウス脳炎に対 し

ては無効でな り,猿 脳 炎に対 しては,か な り有効で

ある事を認めてお り,又 教 室桑 島76)は 日本脳炎マ

ウス及び日本脳炎患者血清について,そ の血清電解

質量に対す るACTHの 影響を検討 し,教 室 豊 田77)

は 同 じ く血 清 蛋 白 量についてACTHの 影響 を検

討 して各各知見 を報告 しているが,私 は更に実験的

日本脳炎にACTHを 投与 した場合,中 枢神経系病変

に対 して如何なる影響 があ るか を検討 し,よ つて 日

本 脳 炎 に対するACTHの 作用機序の一端を明らか

にする事を企図 し,若 干の知見を得たので報告する.

第2章　 実験材料並びに実験方法

第1節　 実験材料

1)マ ウス,白 色雑系 マ ウスの15g前 後の もの

を使用 した.

2)猿,南 洋猿の雄を使用 した.

3)日 本脳炎 ウ イル ス, 1952年,岡 山の一患者材

料より平木 教 授 に よ り分 離 された 岡山52B株 で

LD50は18-8～10-9の ものであ る.便 用に際 しては,

発症マ ウス脳をPH 7.6に 調 製 した ヴィヨンで10

倍稀釈乳剤 として,之 を3000回 転15分 間遠沈 し,そ

の上清を使用 した.
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4)ACTHア ーマー社製ACTH Gelを 使用 した
.

第2節　 実験方法

1)マ ウスによる実験

上記 ウ ィル ス乳剤0.03ccを マウス脳内に接種 し,

之 を四群 に分 ち,第 一群 はそのまま放 置し,第2群

はACTH 1mgを ウィル ス接 種後12時 間 目よ り24時

間毎 に腎筋 肉に筋注 し,第3群 は同 じく0.1mg,第

4群 は0.01mgを 筋 注 した.ウ ィル スを接種 した

マ ウ ス は70時 間目頃よ り一斉 に発症 し始め, 96時

間 目には全例が定型的 に発症 して い る.そ して120

時間 目迄 には殆 んどの例が斃死す る.こ れ ら各群 を

各 々ウィルス接 種後48時 間 目, 72時 間 目, 96時 間 目

に数匹宛屠殺 し直ちに脳組織を取 り出し,組 織検索

に供 した.標 本作製 にはアル コール国定,パ ラフィ

ン包埋の下に脳 を略1mm間 隔で額面断 した切片を

作製 し,脳 全体 を観察 出来 る様に努め,ヘ マ トシ リ

ンーエオ ジン染 色及 びニ ッスル染色を行つ た.

2)猿 による実験

1～2週 間一般 状態を観察 して異常のない事を確

認の上,ウ ィルス乳剤1ccを 鼻腔 内 に滴下吸入せ

しめ る.略5～6日 の潜伏 期後 発熱 して日本脳炎発

症 を確認 してか らACTHを 注 射 し始 め,初 回は

1,25～2.0mg/Kgと し,漸 減 して 使用 した,尚

合併症予防のため, Achromycinを 併 用 した.か く

して死後 は直 ちに開頭 して脳及び背髄を取 り出 し,

アル コール固定,及 びホル マ リン 固定を施 し, H・E

染色及 びニ ツスル染色を行つて検索 に供 した.

第3章　 実 験 成 積

第1節　 マウス所見

I)ウ ィルス接種後48時 間 目屠殺マ ウス所見

a)第1群(ACTHを 投与 しない もの)所 見

血管 充盈度 が全般に稍増強している.出 血 は四例

のすべ てに 認 め な い. Virchow-Robin氏 腔(以 後

v-R腔 と略す)は やや拡 張の傾向を示す部分 があり,

血管周囲 の円形細胞浸潤は1例 にかな り認め られ る

が,他 の3例 に はない.グ リア細胞 の瀰慢性増殖が

1例 に僅か に認め られる.ノ イロノブアーギー.グ

リア結節形成 は全例にな く,神 経細胞 にも変化を認

めない.

b)第2群(ACTH 1mgを 筋注 したもの)所 見

血管充盈度がやや増強 してお り,特 に接種部位で

あ る前頭 部及 び脳幹部海馬 回 に認 め られる, V. R

腔の拡大,細 胞浸潤 は全例に認 めず,グ リア細胞,

神経細胞 は尚変化を認 めない.

C)第3群(ACTH 0.1mgを 筋注 した もの)所

見

第1群 と略同一所見 を呈 しているが, 1例 に血管

内被細胞の 増殖 が み られる. V-R腔 はやや拡大の

傾向を示 してい る.脳 実質細胞に変化を認 めない.

d)第 四群(ACTH 0.01mgを 筋 注 したもの)

所見

第1群 と略同一所見であ る.

II)ウ ィルス接 種後72時 間 目屠殺マ ウス所見

e)第1群 所見

第1例,血 管腔 は脳全域 に亘 り拡大 してお り,血

管周囲 の細胞浸潤 は脳幹部 に認め られ,浸 潤細胞は

単核 細胞で 占め られている.出 血巣 はない.脳 幹部

にグ リア細胞核が数個集つて小結節 を形成 している.

瀰慢性増殖は明隙でないが,拡 大 した中等大血管の

周囲 に桿状を呈す るグ リア細胞核 が散在 して増加 し

ている.神 経細胞には変化を認めない.壊 死巣.ノ

イロノフアギーは認 めない.

第二例.充 血. V-R腔 の拡 大 は脳全域 に亘 り,

血管 内白血球 が増加 してい る.血 管 内被細胞 の増殖

があ り,血 管周囲浸潤は脳幹部,前 頭葉,海 馬回に

認め るが著 しいものではない.明 瞭 なグ リア結節は

認め られない.中 等大血管を中心 に して僅 かにグ リ

アの濔慢性増殖がある.

第3例,脳 全域に亘 り充血が著 明で,血 管 内白血

球の増加及び血管周囲浸潤が脳全域 に著 しい.浸 潤

細胞 は殆ん ど単核細胞であ るが,少 数の多型核白血

球が認 められる.出 血巣 はない.グ リアの濔慢性 増

殖 が明らかで,特 に中等大の血管の周囲に著 しい,

グ リア結節,壊 死巣 はな く,神 経細胞には変化を認

めない.

第4例,第2例 とほぼ同様の所見を呈す るが海馬

回の血管周 囲浸潤は明瞭でない.グ リアの濔慢性増

殖 はかな り明 らかであ る.

b)第2群 所見

第1例　 血管腔は脳全域に亘つて拡大 してお り,

 V-R腔 の拡大 も認 め られ る.血 管周囲に僅かに円

形細 胞 浸 潤 を 認 める部分がある,出 血巣 はない.

前頭葉 にグ リア小結節 を認め,瀰 慢性増殖 もかな り

認められる.脳 幹部 では神経細胞 の変性 に陥つてい

るものが散見 され る.ノ イロノファギーはない.

第2例　 血管充盈以外に間葉系の変化を認めない.

脳幹部にグ リア小結節がある.瀰 慢性 増殖 も脳幹部

に僅かに認め られる.神 経細胞 に変化を認 めない.

第3例　 血 管充盈, V-R腔 の 拡 大 は共 に軽度で
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あ り,大 脳皮質,脳 幹に血 管周囲浸潤を僅かに認め

る,グ リアの瀰慢性 増殖 が前頭葉,脳 幹 にみ られる.

結節形成はない.

第4例　 前頭葉に充血,血 管周囲浸潤を認めるが,

他の部分は殆 んど変化がな い.血 管 内被細胞が増殖

を示 してい る所があ る,グ リア細胞,神 経細胞に変

化を認めない.

c)第3群 所見

第1例　 脳 溝部の血管は著 しく拡大 してい るが脳

実質内では著明でな く,細 胞浸潤 は前頭葉及び中心

回転附近,即 ち接種部位近傍 にかな り認め られ るが,

脳幹,小 脳 にはない.前 頭葉 に血管を中心 としてグ

リアの瀰慢性 増殖を認める.グ リア結節 はな く,神

経細胞 には変化 を認めない.

第2例　 脳 全域 に亘 り,か なり充血 があるが特 に

前頭葉 に著 しい.血 管周囲浸潤 も脳全域に亘つてい

る.出 血巣はない,グ リア細胞,神 経細胞 に変化を

認めない.

第3例　 充血 は著 しいが血管周囲浸潤は殆 んどな

い.血 管内に認め られ る白血球はやや増加 している.

前頭葉 に僅かにグ リアの瀰慢性増殖を認 める.

第4例　 第1例 とほぼ同一所見を呈 してい るが,

グ リアの瀰慢性増殖 はよ り軽度であ る.

d)第4群 所見

第1例　 充血, V・R腔 の拡大が脳全域 に亘つて認

められ,血 管周囲浸潤は脳幹,前 頭葉 に軽度に認め

られる.脳 幹 にグ リアの小結節があ る.血 管を中心

としでグ リアの瀰慢性増殖が軽度 に存在す る.神 経

細胞に変化を認めない.

第2例　 第1例 と殆んど同一所見を呈す るが,グ

リアの瀰慢性 増殖がよ り明瞭 であ る.

第3例　 充血, V-R腔 の 拡 大 は前頭葉以外では

明瞭でない.血 管周囲浸潤 は前頭葉,海 馬回にかな

り認め られる.出 血巣 はない.グ リアの瀰慢性増殖

が前頭葉 にみ られる.グ リア結節はない,神 経細胞

に変化を認めない,

第4例　 充血は脳全域に著 しい.血 管周 囲浸潤は

前頭葉 に僅か にみ られるが,他 の部では認 め られな

い.グ リア結節,瀰 慢性増殖 を認めない.

III)ウ イルス接種後96時 間 目屠殺マ ウス

a)第1群 所見

第1例　 脳 全域 に亘 る 強 い充血, V-R腔 の拡大

がみ られ,血 管 内白血球増加,血 管周 囲の円形細胞

浸 潤が著 しく,定 型的な滲出性炎 症 性 病 変 の像 を

呈 している.上 記の変化 は接種部位 に近い前頭部に

最 も強 く,つ いで海馬回,脳 幹都 に著 しく,小 脳 に

は充血を認め るのみで著 しい変化 がみ られない.神

経細 胞 は海 馬 回 にお い て 小 集 団 をな して,核 の

Pyknoseに 陥つている部分が あ るが他の 部位 では

変化を認め難い.グ リア細胞の増殖は瀰慢性に認 め

られ,又 中等大の血管を中心 として,桿 状核を呈す

るグ リア細胞が著 しく増殖 しており,特 に海馬回 で

明瞭である.グ リア結節の形成 はみ られない.

第2例　 第1例 と殆んど同一所見を呈す るが,血

管内被 細胞の増殖が特に著 しい.脳 幹に小 グ リア結

節が散在 している.

第3例　 上記2例 に比 して,充 血,細 胞浸潤はや

や軽いが,グ リア細胞の瀰慢性増殖 は強度である.

海馬回の神経細胞 は核の染色性を消失 してい るもの

が集団 をな して認め られる.

第4例　 第3例 と殆んど同一所見である.

第5例　 海馬回 に広範囲 に亘つて神経細胞の脱落

がみ られる他は第3例 とほぼ同一所見である.

b)第2群 所見

第1例　 脳全域 に 亘 る充血, V-R腔 の拡大を認

め る事は第1群 と同一である.血 管 内被細胞の増殖

も著 しい.グ リア細胞の瀰慢性増殖 も認め られ るが

血管周囲に限局され る傾 向があ り,第1群 で全例 に

み られた桿状 核を呈するグ リア細胞の増殖 は著 しく

ない.神 経細胞の脱落は認め られない.

第2例　 グ リア細胞の瀰慢性増殖が著 しく第1群

所見 と大差がない.神 経細胞の脱落があるが,グ リ

ア結節 は認め られない.

第3例　 第1例 と殆んど同一所見である.

第4例　 第2例 と同一所見を呈す るが,脳 幹にグ

リア小結簿を認める.

c)第3群 所見

第1例　 脳 全域 に亘る血管充盈 血管周囲浸潤 と

共に,血 管内被細胞の増殖が著 しい.グ リア細胞の

瀰慢性増殖はウィルス接種部位の近傍であ る前頭葉

にのみ限局 してお り,第1群 において著明であつた

海馬回 においては,殆 んど認められず,神 経細胞 に

も変化 を認めない.著 しい所見 は充血と血管内被細

胞の増殖であつて,円 形細胞浸潤 も第1群 と比較す

れば明らかに軽度である.

第2例　 第1例 と殆 んど同一所見である.

第3例　 前頭部にのみ,か な りの程度に充血,細

胞浸潤,グ リア新生がみられる.

第4例　 炎性変化が前3例 に比 し,か なり強 く,

脳幹にグ リア叢の形成がみ られ,脳 全域にグ リア増
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生 も著 しいが,第1群 に比較すれ ば,は るかに軽度

であ る.

d)第4群 所見

第1例　 前頭葉 に充血,血 管周囲浸潤 はかな り著

し く,脳 幹海馬回 にも認め られ る,小 脳 には殆んど

変化を認めない.グ リアの瀰慢性増殖 は前頭 葉にの

み認め られ,脳 幹 に小グ リア結節がある.神 経細胞

に変化 を認 めない.

第2例　 充血, V-R腔 の拡大,血 管 周 囲 浸潤が

脳全域に認 め られ,グ リアの瀰慢性増殖 も明 らかで

あ る.第1群 で著 明にみ られ た桿状核 を呈するグ リ

ア細胞 が脳幹,海 馬回,前 頭葉に認 められ る.神 経

細胞 に変化を認めな い.

第3例　 第1群 とほぼ同一所見 を呈するが,グ リ

ア結節 を認めない.グ リアの瀰慢性増殖は脳幹,前

頭葉 に亘つて明 らか に認められ る.

第2節　 マウス所見の小括

マ ウスにおける実験的 日本脳炎脳病変 はウィルス

接種後48時 間目では尚著 しい変化を認 め難 く,血 管

充盈度がやや強い程 度であ る.ほ ぼ発症の時期 に当

る72時 間目で は各例 により程 度の差 はあ るが,脳 全

体 に炎症所見が明 らかに認め られ,特 に接種部位で

ある前頭葉,及 び海馬回において著 しく,小 脳には

殆 んど所見をみない.定 型的に発症 している96時 間

目では脳の病理 組織所見で も全例に定型的な脳炎所

見がみ られる.即 ち脳全域 に亘 り,強 い血管充盈,

 V-R腔 の拡大,血 管周 囲 の 円 形細胞浸潤があ り,

グ リア細胞 は瀰慢性に増殖 し,又 中小血管を中心 と

して特 に著 しい増殖がみ られ る.こ の グ リア細胞 は

核 が桿状 を呈 している.グ リア結節の形成は全例に

必発の所見ではない.神 経細胞 は特に海馬回 におい

て集団的 に崩壊 しており,胞 体 のエオ ジン染色性を

増 し,ニ ッスル小体の融解を認 めるもの,胞 体が萎

縮性で核 の ピクノーゼを認 あるものか ら核の染色性

を消失 しているものまで種 々の程度であるが,必 発

の所見 ではない.ノ イロノファギーは全例に認 めら

れ ない,一 般に人体例或 は猿の脳炎例に比 して病変

が瀰慢性であ り,限 局性変化に乏 しい傾向がある.

 ACTHを 投与 した例 で は ウィル ス接種後48時 間目

で は,投 与 しない例 と大差を認め ないが, 72時 間 目

で はグ リア増生 がかな り抑制 されている傾向を示 し,

血 管充盈度,円 形細胞浸 潤等 もやや軽 いかと思 われ

る. 96時 間 目の所見 では,グ リア増殖 は明 らかに抑

制 されてお り,充 血,細 胞浸潤 も軽度であ る.特 に

核 の異型を呈す るグ リア細胞の瀰慢性増殖が極 めて

少い事が印象的で ある.血 管 内被細胞 の増殖は非投

与例よ りもむしろ明 らかに認め られる傾 向がある.

かかる炎症所見 の抑制 はACTH投 与 量によ り著 し

い差異を示 し, 1mg投 与例では非 投 与例とさほど

の差 を認めないの に対 し, 0.1mg投 与 例 で は極め

て明瞭で, 0.01mg投 与 例 に おいて も尚1mg投

与例 よりも抑制 度 が 強 い傾 向がある.即 ちACTH

による炎症所見の抑制度 はACTH投 与量 と必ず し

も並行 しない.

第3節　 猿の所見

第1例　 南洋 猿 〓 体 重3.5kg.ウ ィル ス 接

種後第4日 目の発熱,第6日 自に至り,下 肢に軽度

の麻痺を認 める様になり,流 涎あ り.午 後 に至 り全

身に〓搦,緊 張性痙攣を来 し,嚥 下困難を認め る.

夕刻には痙攣発作が頻発 して同日夜死亡.直 ちに剖

検 した. ACTHを 使用 していない.

脳組織所見

各部位における病変は表の通 りであるが,主 病変

第1表　 猿第1例 脳所見

は脳浮腫 と神経細胞の変性であつて,グ リア反応は

極めて僅少であ り,急 性に経過 した例 である事 を示

してい る.血 管 はむ しろ収縮傾向を示 してお り,細

胞浸潤 も認め られない,浮 腫は脳全域 に及んで極め

て高度であ り,神 経細胞 も小脳,脊 髄 を除いて著 し

い障害像を示 してい る.崩 壊 した神経細胞を囲んで
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グリア細胞核が数個増殖 してい る像が大脳皮質に散

見される.小 脳髄質に軽度の細胞浸潤,血 管 内被細

胞の増殖 が認め られ る.

第2例　 南洋猿 〓 2.0kgウ ィル ス接 種後第

4日 目よ り軽度の発熱 を認め,第8日 目に至 り,体

温は異常に下降 し,眼 瞼下垂があり,不 安興奮状を

呈する様になつ た.時 に全身〓搦を認 める.第9日

目意識消失,第10日 目早 朝 死 亡. ACTHを 使用し

ていない.

脳組織所見

脳各部位の病変 は表に示す.脳 全域 に亘つて炎症

第2表　 猿第2例 脳所見

性変化が著 明であるが,脳 幹部に最 も強 く,血 管充

盈,激 管内被細胞の増殖,血 管周囲の円形細胞浸潤,

 V-R腔 の拡大は中枢 神経 系 全域 に認め られ,神 経

細胞 は間脳,中 脳部において特に著 しい崩壊 を示 し,

核濃縮に陥 り,胞 体のエオジン嗜好性を増 した神経

細胞が点在 し,核 の染色性を失つたもの,更 にその

周囲 にMikrogliaの 増殖を来 した所 謂ノイロノブ

ァギーの像を示す ものが散在する.脊 髄において も

特に前核細胞に同様の所見が認め られ る.小 脳では

Purkinje細 胞 の崩壊 が著 しい.グ リア細胞の反応 は

脳全域に亘つてみ られ るが,大 脳皮質では軽度で瀰

慢性増殖 は認め られるが,限 局性変化に乏 しい.著

しい変化を示すのは脳幹であつて,変 性 に陥つた神

経細胞の周囲には数個のグ リア細胞核が必ず認め ら

れ,又 数個か ら10数個のグ リア細胞よ りなる小 グ リ

ア結節から,数10個 の グリアの集合よ りなる大結節

が散在 している.中 等大 の血管周囲 にグリア細胞が

限局性 に増殖 しており,あ たか もグ リア結節である

かの観 を呈 しているものがある.限 局性壊死巣 も数

カ所に認められ る,出 血巣 はない.

第3例　 南洋猿 〓 体重3.6kgウ ィルス接種

後第5日 目より,軽 度の発熱あ り.第7日 目に至 り,

明 らかに発熱 し元気喪失を認 めたのでACTH 17mg

(Prokilo 5mg)を 筋注 した.第8日 目 は 朝 よ り元

気な く,食 慾不良, 第10日 目に至つて全身に痙攣発

作を示す様になるも,意 識は尚 明瞭である.同 日午

後には,痙 攣発作が頻発す る様にな り,第11日 目に

は嗜眠状を呈す るも尚意識あ り,同 日午後意識不明

とな り夕刻死亡 した.第7日 目より死 亡日まで連 日

ACTHを 筋注 している.

脳組織所見

第2例 で述べ た諸変 化,即 ち血管充盈,血 管周囲

第3表　 猿第3例 脳所見

細胞浸潤, V-R腔 の拡大,神 経 細 胞 の崩壊,ノ イ

ロノアファギー,グ リア細胞の瀰慢性及び限局性増

殖,限 局性壊死巣の存在は本例 にも同様に認め られ

る.し か しそれ らの変 化は第2例 に比較す ると著 し

く軽微であ る.即 ち大脳皮質 では血管間葉系の変化
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の他は殆んど認 め られない.又 小脳Purkinje細 胞

も殆ん どは正常に保 たれてい る.脊 髄 において前角

細胞の崩壊はほぼ同程度であ るが,第2例 の如きグ

リアの瀰慢性増殖は明瞭でな く,ノ イロノフ ァギー

が目立つてい る.脳 幹において も上記の変化はすべ

て認 め られ るが,グ リアの瀰慢性増殖 が軽度であ り,

ノイ ロノフ ァギーが 目立つてみ られる.

第4例　 南洋猿 〓 体重6kg.ウ ィルス接種

後第5日 目に発熱 し,や や元気喪失.第6日 目に至

り嗜 眠状 とな り,食 慾減退 した. ACTH 7mg筋 注.

夕刻はやや食慾恢復.第8日 目は食慾 あるも四肢 に

震顫を認める.午 後か ら痙攣発作を来す様にな り,

第9日 目に四肢の麻痺及び痙攣発作が強度 となり,

意識不明となる.第10日 目早朝死亡.第6日 目より

連 日ACTHを 筋注 している.

脳組織所見

病 変の質 において第2,第3例 と差 はない.特 徴

第4表　 猿第4例 脳所見

的所見 は,脊 髄前角において,神 経 細胞の変性及び

グ リア反応が軽微である事.大 脳及 び脳幹において

ノイロノフ ァギーよ り発達 したと思われ るグリア小

結節を比較的多 く認め る事,小悩 においてpurkinje

細胞の崩壊が第2例 に比 して 軽微である事等である.

血管間葉系の変化は第3例 に比 して著 しい.

第5例　 南 洋猿 〓 体重4.7kg.ウ ィル ス接

種後第4日 目よ り発 熱 を認め,第5日 目よ りやや

元気喪失,第6日 目 に元 気 喪 失 して,食 慾な し,

 ACTH 6mg筋 注.夕 刻 に 至 り,や や 食慾恢復す

るも発熱尚著明.第7日 目解熱 して食慾旺盛.第8

日目嘔吐あ るも元気よ し.第9日 目朝 よ り咬筋麻痺

を来す.午 後に至 り,四 肢 の不全麻痺,更 に痙攣発

作 をみ る様になり,意 識混濁.第10日 目夕刻死亡.

第6日 目よ り連 日ACTHを 筋 注 している.

脳組織所見

表 に示す通 りであ り,第4例 とほぼ同程度の変化

第5表　 猿第5例 脳所見

を認める.第4例 に比 し,血 管周囲の細胞浸潤 はや

や軽い様である.グ リア細胞の反応,神 経細胞 の変

化は第4例 と大差を示 さない.

第6例 南洋猿 〓 体重5.5kgウ ィル ス接種

後第5日 目より発熱,絶 えず四肢に震顫あ り,嗜 眠

状 を呈す.第6日 目よ りACTH 6mg筋 注,尚 嗜

眠状,嘔 吐 あり,第7日 目尚四肢の倦怠がある様だ

が食慾旺盛 とな り,元 気恢 復,第8日 体温正常 とな

る,第9日 目よ り漸次上下 肢に弛緩性麻痺を来す も

食慾良好,以 後四肢の麻痺 を残 したまま,一 般状態

はほぼ正常 となる.第18日 目屠殺剖検.

脳組織所見

表に示す通 りであ る,主 要変化は グリア細胞の瀰

慢性増殖と血管充盈である.血 管周囲浸潤は尚軽微

なが ら存 在し,急 性炎症 々状 が完全に消退 してい る

とはいえない.グ リア小結節,ノ イロノフ ァギーが特
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第6表　 猿第6例 脳所見

に脳幹 に点在 している.し か し前述の通 り脳組織の

修復機転と しての グ リアの瀰慢性増殖が最 も顕著な

所見である.

第4章　 総 括 並 び に 考 按

炎症を惹起 している生 体に 対 し, ACTHを 投与

し,線 維芽細胞増殖の軽減,細 胞浸潤の抑制等,炎

症性細胞 反応の抑制を認めた報告は多数な されてお

り,中 枢神経 系の炎症 にACTHを 用いて好結果 を

得た報告において も,こ の事実を援 用 して, Russek

等20)は 線維 化の遅延,細 胞 反 応 の減退,基 質形成

の欠如,毛 細管形成 の抑制,線 維素及び滲出液の認

め られない事 がACTH或 はCortison投 与 後の特

徴であつて,こ の間葉組織 反応の阻止が治療の直接

目的であるとし,こ れが達成 され るな らば,組 織反

応の結果,恐 らくは死滅する運命にあつた神経細胞

が救われ,脳 に極度の不可逆 的変化 も起 さずに止め

得 る事になろう と考按 しており, Gillert21)は 中枢

神経系の異常な免疫 反応の防止,炎 症性及び結合織

反応の抑制,代 謝障害,特 にK, Na及 び含水炭 素

に関す る化学 的変化,及 び神経組織の興奮 性に対す

る効果 が考え られ る と述べ,沖 中等18)は 淋巴鬱滞,

及び浮腫の消失が好影響の原因であろうとしてい る.

しか し,実 際に中枢神経系炎症において,こ れ らの

効果 を確認 した報告 は見当 らない.

私の行つた実験 において,マ ウス及び猿の 日本脳

炎脳病変自体については既にほぼ論 じ尽 された観が

あり22) 29) 24) 25) 26),私 の成績 も又諸家の報告に一致 し

ている.マ ウス脳炎におけるグ リア反応 では,グ リ

ア結節の形成 は少数例 に認め られ るのみであ り,ノ

イロノフ ァギーは認め得 ない,全 例に明瞭に認め ら

れるのは ミクログ リアの瀰慢性増殖であつて,特 に

中等大 の血管を中心 として稠密であり,接 種後96時

間 目屠殺例では全例に高度,且 つほぼ同程度 に認め

られ る.こ の点についてACTHの 影 響を比較する

と0.1mg投 与例 に お いてグ リア反応の抑制 は最

も強 く,次 に0.01mg投 与例,つ いで1mg投 与

例の順 とな り, ACTHの 投 与 量 と並 行 しな い.

 ACTHの 治療効果 の発 現 に 関しては教室山本27) 28)

が骨髄 に対する直接作用を認めてい る如 く,各 種臓

器に対す る直接作用が考慮 されており,田坂29)は 間

脳 に対する直接作用を主張 している.間 脳 に対する

直接作用はACTHの 日本脳炎 に対す る治療 効果を

論ず る場合充分考慮すべき因子ではあるが, ACTH

の作用の大部分は副腎皮質 を刺戟 し,皮 質 ホルモ ン,

特にglucocorticoid分 泌の亢進 によ り発現 されるも

のと考え られてい る,第2篇 に詳述す る如 くACTH

投与 により,副 腎皮質 は著 しい反応を示す ものであ

り,又 脳炎 自体 も一つのStressと して 副 腎皮質 に

作用 し,ほ ぼ同質の反応を惹起するものである.従

つて脳炎によ り強度の副腎皮質反応を惹起 してい る

生体に対 し,更 に超大量のACTHが 投与さ れた場

合,副 腎皮質 はその刺戟に対応 し得ず,早 期に疲憊

に陥 るであろう事は容易に想像 される所であ り,こ

れを根拠 と して か か る疾 患 に 対 し, ACTH投 与

を否 定 す る者30)も あ る, 1mg.投 与 例 において

ACTHの 影響が明瞭で ない 事 は この事を裏書 きす

るも の と い え よう.し かし0.1mg及 び0.01mg

投与例 を観察 すれば,か か るStress下 にお いて も

適当量のACTHに 対 しては副腎 皮質は尚充 分に反

応 して,む しろその疲憊状態に陥 る事を遅延せ しめ

て,効 果を発現 し得 るものと考え られ る.事 実 第2

篇 に述べる如 く,副 腎皮質所見において,私 はこの

事 を確認 している.こ の事は臨床的 に もACTH投

与量 が,そ の時その時に応 じて,充 分に検討の上決

定するべ きである事を示唆 している.血 管充盈度,

細胞浸潤 もグ リア反応の抑制に併行して軽い傾 向が

み られ, ACTHは マウス脳 炎病 変に対 し,炎 症性

変化を全般 に怪減 する傾 向がみ られ る.神 経細胞 の

脱落に関 してはACTH非 投与 例について も全例 に
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明瞭に認 め られ るものでな く,投 与例 と比較検討す

る事が困難であ る.

猿を用いた実験では,対 照 としたACTH非 投与

例2例 の間に著 しい病変 の差がみ られ る.即 ち超急

性 の経過で接種後6日 目に死亡 した第1例 では主病

変 は浮腫 と神経細胞の変性であつて,グ リア反応 は

殆 んど認 められない.第2例 では極めて多彩 な変 化

を示 し,従 来人体脳炎例 の典型的変化として記載 さ

れている所 にほぼ一致 している.こ れは脳炎病変が

不定 である事を示す ものではな く,病 変発生過程の

一 断面 を各 々示 してい るものと解釈すべ きであ り
,

従つて,か かる病変を比較す る場合は,そ の経過 日

数を考 慮に入れて検討すべきである.第1例 では極

めて早 期に斃死 したため,修 復機転と しての グリア

細胞の増殖を惹起す る前の状態を示 してい るものと

考 えられ る. ACTH投 与例 は発 症 後の生存 日数が

すべて第2例 よ り長期に亘つて おり,従 つて治癒後

剖検 した第6例 を除 き,脳 炎 による諸病変をすべて

具 えてい る.即 ち,対 照第2例 とACTH投 与例3

例 はほぼ同期の脳炎病変を示 してい るもの と考え ら

れ る.こ れ らを比較 した場合,病 変に質的な差は認

められない.し かしその程度において明 らかな差異

が認め られ る.対 照第2例 においては壊死,崩 壊 に

陥 つ た 神 経 細 胞が 随所 に認 め られ るのに対 し,

 ACTH投 与例で は は るかに乏 しい.こ れは先 に述

べたRussek等 の推論を裏付 ける事実 と考え られる.

グ リア反応 も対照例 に比 し明 らかに少 く,病 変を乏

しくしている.し か し円形細胞浸潤,充 血等はほぼ

問程度に認め られ る.第6例 で は麻痺を残 したまま

急性症状 が消退 し, ACTH投 与 を 中 止 した後に剖

検 した ものであるが,主 病変 はグ リアの瀰慢性増殖

であ り,小 グ リア結節,ノ イロノフ ァギーが散見 さ

れ るが,細 胞浸潤等の急性炎症所見 はほぼ消退 して

お り,グ リア細胞増殖による修復機転のみが前面 に

出ている状態であ る.従 来100%死 亡す るとされて

い る日本脳炎の治癒例で ある事を組織学的に証明 し

てい る例 である.

以上私 はマ ウス及 び猿の 日本脳炎に対 してACTH

を投与 し,滲 出性変化,グ リア反応の軽減,更 に猿

において は神経細胞脱落の防止 を認めた訳であ るが,

この様 な炎症性変化の軽減がACTHの 臨床的応用

に如何程の意味をもつ もので あるか,今 少 し検 討 し

てみたい.渡 辺31)は 日本 脳 炎 の発 症 機 転 に関す

る研究でCortisonは 発 症 を 著 明 に増 強す るが,

 ACTH, DOCAは 発症増強作用がないと述べてお り,

 Erwin32)はCortisonは マウスの発育を抑制する程

の大量は日本脳炎の発症を増 強す るが普通 量で は影

響が な い と述 べ,又 工藤33)はCortisonの 使用は

脳炎 ウィル スの感 染 発 症 を助長す るがCortateに

はその作用がないと述べている.以 上の如 く実験的

脳炎に対 し,副 腎皮質 ホルモ ンはその感染発症を助

長す るものの様であ り, ACTHに つ い て は助長作

用を認めた報告はないが,そ の作用機転より考慮 し

て,マ ウスによる実験 に関す る限 り,治 療効果はな

いとす るのが通 説の様である.こ の点については我

々の実験5)で もマウス脳炎 についてACTHはLD50,

生 存 日数,潜 伏 日数のいつれについても有意の差

を示さない事を確認 している.こ の事実は前述の組

織学 的変化を以て直 ちに治療効果に結 びつける事は

出来ない事を示 唆している.一 般に脳下垂体,副 腎

皮質 系ホルモ ンの感染増強作用は他 の疾患について

も以前か ら注 目されて来た所であ り,こ の点より従

来敗血症或は肺結核に対し,こ れ らホルモ ン剤が絶

対禁忌 とされて来た訳である.し か るに最近 に至 り

肺結 核34),遷延性 敗 血症 にACTH或 はCortisonを

使用 して好結果 を得た報告が相次いで発表され,こ

れ らホルモ ン剤 の使用は再検討され るに至つ た訳で

ある.こ の治療効果 と感染増強作用 との矛盾 につい

て考慮 され る事 は第一にACTHの 投 与量の問題で

あ る.即 ち生理量 と超生理量の大量を投与 した場合

には事情を異にす るであろう.前 述の感染増強作用

を認めた実験で は極めて大量を用いてお り,そ れよ

りはるかに少い量において私は炎症性反応の軽減を

認めてい るので ある.即 ち感染増強作用が問題にな

らない量において治療 的効果 は充分期待し得 るもの

と考 え られる.第2は 日本脳炎 を含めて感染症の病

像の成立条件 に対す る考慮である.一 般に感染症は

病 原体(外 因)と 宿主(内 因)と の交 渉の上に成立

する.内 分泌系 は植物神経系 と共 に内因の一部 をな

してい る.そ して同一病原体に起因する疾患におい

ても生体側の条件 と病原体の毒力 との相互関係 にお

いて種 々の病像を発現 し得る.例 へば連鎖状球菌感

染症 において,一 方で は敗血症を来 し,他 方では急

性 ロイマチスを発症 し,そ の間 にも両者の中間に位

す ると考 えられ る数種の疾患が認め られるが如 くで

ある.敗 血症は病原体の毒力が暴威を奮つた場合の

表現であり,急 性 ロイマチスは生体 の反応が過度に

発現された場 合と考え られる.そ して前 者 の 場 合

はPenicillinの 如 き抗 生剤が奏効 し,後 者の場合

ACTHの 如 きホルモン剤が奏効す るとされている.
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日本脳炎の場合,こ の病 原体 の毒力 と生体反応 の相

互関係が如何なる形を とつているか明瞭にする事 は

困難ではあるが,日 本脳炎の場 合,第 一の危機 は高

熱と,私 の実験猿第1例 に認め られる様な高度の脳

浮腫に基づ く中枢神経機能の脱落で あ る と考 え ら

れ,又 人体脳炎例において,発 病 後10日 間を無事に

経過すれば,ま づ生命を保 ち得 る事を考 えると,そ

の病像 にウィルス侵襲に対す る生体反応の強度が重

大な関与をな してい る事 は容易 に推察 出来る.こ の

様な状態の下でACTHの 投与 は私の実験 にみ る如

く,脳 浮腫の減退,更 に神経細胞の脱落を防止 し,

その解熱作用と相俟つて病初の危機 と遷延せ しめ る

ものであ ろう.マ ウ ス に おいて, ACTHは 全 く治

療効果を有 しないに関わ らず,既 述の如 く病理的に

は病像を変化せ しめてい るが,マ ウスの脳炎病変が

瀰慢性の変性を主体 としてい る事,発 熱 を認めない

事か ら,マ ウスの場合,生 体反応 よりも病原体の毒

力が極 めて重大 な要素をな して いる事が推察 出来,

ウィルス自体に対 し何 らの 作用を有 しないACTH

が病理 的には病変 を変化せ しめるに関わ らず,何 ら

治療的効果を有 しない結果になつたものと考 えられ

る.即 ちACTHに よる間葉系反応の減退 自体が直

ちにACTHの 治療効果 の因とはな し得 ないが.そ

れが過度の生体防衛反応の表現 であ る場合,そ の軽

減 は生命危機を遷延せ しめ る有 力な作用になるもの

と解 され,特 に中枢神経系の如 き,限 られた空間内

に存在す る臓器の炎症の場合,重 要な意味を有す る

ものとなり,救 命的効果を示す もの と考え られる.

第5章　 結 論

猿及 びマウスを用 いた 実 験 的 日本 脳炎に対 して

ACTHを 投与 し,そ の脳組織所見 についてACTH

の影 響を検討 し,次 の結論を得た.

1)マ ウスにおいてACTH投 与 は炎症性変化を

軽減する傾向を有す るが,特 にグ リア細胞の瀰慢性

増殖を明瞭 に軽減せ しめる.

2)グ リア細胞の 瀰 慢 性増殖 の抑制度はACTH

の投与量 と並行関係 を示 さない.

3)猿 においては炎症性変化を同様 に軽減せ しめ

るが,更 に神経細胞の崩壊 も僅少な らしめている所

見を得た.

4)以 上の所見を基礎と して,日 本脳炎に対す る

ACTHの 治療効果 に関 して若干の考察 を行つ た.

(本論文の要旨は昭和34年 第33回 伝染病学 会総会

において報告 した)
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写 真9.猿 第2例 脊 髄 前 核 にみ られ た ノ イ ロノ フ ァギー. ×100.

写 真10.猿 第2例 に み られ る著 しい 血 管 周囲 浸 潤. ×100.

写 真11.猿 第6例 中脳 部 の グ リア細 胞瀰 慢 性 増 殖. ×100.

写 真12.猿 第4例 の グ リ ア小 結 節,及 び血 管 周 囲浸 潤,視 床 下 部. ×100.
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Effects of ACTH on Experimental Japanese Encephalitis

Part 1. Pathological Changes of the Brain and 

Effects of ACTH on Them

By

Hiroshi Kageyama

Department of Internal Medicine Okayama University Medical School
(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

By observing the histological changes in the brains after administering ACTH to monkeys 
and mice with experimental Japanese encephalitis, the author studied the effects of ACTH 
on pathological changes of the brain, and arrived at the following conclusions.

1. In the case of the mice, it has been found that ACTH tends to diminish inflam
matory changes, and it markedly lessens the diffuse proliferation of glia cells.

2. The inhibitory effect on the diffuse proliferation of glia cells shows no parallel 
relationship with the dosage of ACTH administered.

3. In the case of the monkey with the ACTH administration, there can be observed a 
similar tendency to lessen the imflammatory changes and in addition, the demolition of nerve 
cells is inhibited.

4. With these findings as the basis, some of the therapeutic effects of ACTH on Japanse 
encephalitis have been discussed.
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