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緒 言

1937年 トル コの皮 膚科医H. Behget7)-10)は 口腔
,

外陰部にアフター性潰 瘍を再発す ると同時に,再 発

性虹彩炎を伴 う2症 例 を発表 し,他 の各種疾患を除

外 したの ちに,こ れ らの疾 患 がVirusに よつて起

る新たな疾患単位であると考えた.以 来,こ の三大

徴候を有す る疾 患 をBehcet's Syndromeの 名で呼

ぶよ うにな つ た.

類 似の疾患 はReis(1906)43), Reiter(1916)44),

 Steeven-Johnson(1922)58), Weve(1923)65), Adaman

tiades(1931)1), whitwell(1934)67)等 によ り既 に

報告 されてお り,そ の後, Behcet's Syndromeの 眼

変化は再発性前房蓄膿 性虹彩炎(葡 萄膜炎)と 修正

され, Robinson(1950)46)は 類似の疾患 を含めて,

皮膚粘膜眼症候群Mncocutanaoue Ocular Syadrome

と総称 し,近 年多 く皮膚粘膜眼症 候群 として発表 さ

れている.

Behcet's Syndromeに は三大主徴のほかに多種多

様な併発症状があげ られてい るが,特 に神経症状に

ついては早 くか ら記載があ りこの方面の興味を ひい

ている.神 経 症 状 を併 つたBehcet's Syndromeは

比較的稀れな ものとされているが, 1954年Cavara17)

はNeuro-Behcet's Syndromcの 名 を 報告 してか ら

この名称 も用い られ るよ うになつ た.

本症候群が神経科学 の領域で問題になる理由は,

本症候群が多彩な精神神経症状を併 うことがあ り,

しかもその重篤 さにおいてその三大主徴を凌駕す る

ことにある.そ れにも拘 らず,そ の臨床症状 につ い

てはともか く,そ の剖検例 とりわけ神経症状 を呈 し

たものの剖検は数少 な く,そ の脳病理組織学的基礎

を確立 しようとす る研究はいまだまつた くなされて

いないといつて も過言ではない.

われわれはNeuro-Behcetの1剖 検例 を経験 した

ので,そ の脳病理組織学 的検索の結果を詳述 し,あ

わせて従来の文献をふ り返 り,そ の中枢神経系の病

理組織像に 自験例を加えて検討 した.

症例　47才　 男　初診昭和32年11月.

家族歴　家族に皮膚粘膜症状,お よび運動障害を

訴え る者な し.

既往歴　生来健康 にて著患を知 らず, 30才 の時に

淋病を患 つたが,特 に治療 はしていない.

現症歴　昭和10年(25才)頃 よ り38℃ 前後の発

熱があ り,そ の発熱は4～5日 続 くが全身倦怠感の

他に自覚症状 は全 くなかつ た.

昭和16年(31才)頃 より口腔粘膜 にアフター様潰

瘍が出現す るようになつた.こ の潰瘍は1個 あるい

は2～3個 出現 し有痛性で摂食困難な こともあつた,

ほぼ定期的に反復襲来 し,最 初 は年に2～3回 季節

に関係な く出現 し4～5日 で軽減 しは じめ1週 間前

後で消失 していたが,次 第に出現頻度 が繁 くなり入

院前 には1～2ケ 月 に1回 の割合で反復 していた.

またアフター様潰瘍 に関係 して,あ るいは無関係に

歯 肉炎,歯 痛,扁 桃腺炎をよくおこ していた.

口腔潰瘍 に2年 遅れて外陰部に潰瘍を生 じた.潰

瘍は陰嚢,陰 嚢大腿移行部,陰 茎に発現 し,径1～

2cmで 有痛性で歩行障害を来す程 だつた,普 通3

～4週 間持続 し瘢痕を残 して 自然に治癒 していたが

年 に1～2回 反復出現 していた.

昭和25年(40才)に 突然複視が現われ,年 に3～

4回 反復するようになつ た.ま た複視のある時 は眼

の焦点距離が 日によつて違つていた.

昭和30年 冬頃よ り四肢の運動失調が見 られるよう

になり,自 転車 に乗つて3回 転んだことがあり,卓

球 も出来な くなつた.や がて両下肢の筋 肉に不随意

的,律 動的収縮がお こるようになつたが特に左下肢

に強 く見 られた. 1年 後には両上肢 にも同様の筋 収

縮がお こるようになり,ま たその頃 より舌 もつれが

し,歩 きにくくなつた.

精神 的には昭和31年 頃より記銘力,記 憶力の低下
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が 目立つて来た.時 に強迫笑,強 迫泣があつた.昭

和31年6月 頃 より約半年間に7本 の目然脱歯があつ

た.上 記の四肢失調,歩 行障害,言 語障害 は不規則

に増悪,軽 快 を繰返 していたが, 32年8月 には体が

ふ らふ らして歩 きに くくな り,自 転車に も乗れな く

なつた. 9月 には39℃ 前後 の悪感発熱が3日 間続

き,下 熱後神経症状が急激 に増悪 し, 10月 には約2

週間の排尿障害 があつ た.昭 和32年11月7日 岡山大

学 医 学 部 附属 病 院 精 神 神 経 科を受診 し,入 院 し

た.

入 院 時 所 見 及 び 入 院 中 の 経 過

入院 時所見 は体格中等大,栄 養良,皮 膚 に発疹 な

く,眼 球結膜,眼 瞼結膜 に充血な し,歯 肉炎および

舌の先 端近 くに径2mmの ア フ タ一 様潰瘍2個 を

認め る.咽 頭,扁 桃腺 に異常な く,胸 部腹部に著変

な し,肝 脾触れず,そ の他,関 節腫脹,化 膿傾向を

認めない.

複視,頭 痛な く,眼 球運動正常,眼 球振盪な く,

瞳孔正 円,同 大,対 光反射迅速,そ の他脳神経 に異

常な し,四 肢の腱反射 は左右共に著 しく亢進 してい

るが特 に左が著明である.腹 壁反射,提 睾筋反射陽

性,足 〓搦陽性,膝 〓搦 は両側共に陰性であつた.

病 的反射 はBabinski, Oppenheim, Goldon, Schaef

fer, Chadockは 左右共 に陽性であつたがRossolimo

は両側共 に陰性であつた.

指指一,指 鼻一,膝 踵試験は各 々両側共に不確実,

 Baranp Vorbeizeigen陽 性,ロ ンベルグ陰性,片 足

佇立不能,デ ア ドコキネーゼは不手際,ヂ スメ トリ

ー陽性,歩 行は痙 性失調性歩行,言 語は失調性で,

筋強直を右上腕に認める.な おケルニ ッヒ,項 強直

な く,知 覚,味 覚,聴 覚 に異常 を認めない.入 院10

日前までは排尿 障 碍が あ つたが入 院時 にはなかつ

た.

眼 科 的 には 視 力 右0.2(1.0×-2.0D)左0.1

(1.2×-2.5D),前 房畜膿,虹 彩 炎 等を認めず,

眼底 および視野に異常な し.

精神的 には 自分 の疾患 について悩む ことな く,む

しろ多幸的である.智 能検査では記銘力はかな り障

害 され,注 意力,判 断力,類 推力は中等度 におかさ

れている.

検査所見　 赤血 球430万 白血球 数6800血 色素量90

%白 血球百 分 率 はSt, 3 Seg. 69 Lym. 24 Eos. 1

 Mon. 3 Bas. 0で あつた.尿 検 査 では蛋白(-)

ウロビリノーゲ ン正常糖(-)で あり,血 沈は1時

間値60, 2時間値86で かな り促進 していた.血 圧は最

高112最 低74聴 力,前 庭機能検査 は異常な し.腰 椎

穿刺 は表1に 示す如 く前後5回 施行 したが一度のみ

xanthochromieを 呈 したが他は水様透明であつた.

圧 は炎症症状 のひどい時 に は初 圧185mm水 柱を

示 したことがある,い ずれの腰椎穿刺で もグロブリ

ン反 応 は陽 性 を 示 し細 胞 は最高393/3.2,最 低

109/3.2で 常 に増加 していた.

筋電図所見 は特 に異常を認 めず,脳 波所見 は全般

に不規則で低電位が著明で ある. α波の消失 が見 ら

れ,全 誘導に不規則な速波が連続 し,ま た汎発性の

θ波 を認め る.

入院後の経過　入 院後も相変 らず歩行困難,言 語

障碍が あつた. 11月21日 よ り37℃ 台の発熱が続 い

たが 自覚症状 なく,神 経症状の増悪 を見 ることもな

かつ た.下 熱第2日 目に軽度の複視が現われ,強 迫

笑,強 迫泣が見 られ,歩 行障害,言 語障害 の度が強

くな り,軽 度の頭痛を訴え,神 経学的には各種病的

反射,膝 および足〓搦 は両側共に陽性,左 側腹壁反

射減弱 し,閉 眼歩行 は 左 に偏 し, spantandeviation

では左手が外側に下 るようになつた.更 に知覚障害

をも生 じ, L5以 下 に軽度の 知 覚 鈍麻を認 めた.複

視は次第 に強 くな り, 12月2日 の眼科的検査では両

眼共に外方への運動が障害 されて いたが眼底その他

には異常 な く12月6日 には右 眼球の内転全 く不能 と

な り,本 も読めな くなつた.歩 行不能とな わ,自 覚

的には軽度の頭痛,全 身倦怠感,悪 感があつたが悪

表1　 髄 液 所 見
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心,嘔 吐,眩 暈,耳 鳴等 はな く,ケ ルニ ッヒ頸強直

を認めず.

12月11日 頃 より病 状 改 善 され,左Babinski,両

側Oppeaheim陰 性 となり,眼 球運動 も,や や回復

し多少内転す るようになった.

12月23日 には眼球運動 はほぼ正常 に帰つたが,な

お複視は外側の対称に対 して存続 していた.

12月28日 には複視全 く消失 し,歩 行可能 とな り,

知覚障害消失,言 語障害 も軽度 となつ た,結 局 この

神経症状の増悪期は約1ケ 月続 き不完全なが ら寛解

した.

この増悪期に口腔潰瘍,陰 部潰瘍も出現 し,ま た

注射部位の発赤腫脹,ペ ニシ リン注射部位に膿瘍形

成 も見 られた. 1月11日 退院.

退 院 後 の 経 過

1月28日 頃よ り再 び神経症状増悪 し前記同様の所

見を呈 したが2月15日 頃 より眼筋麻 痺もな くなり,

歩行は介助 によりやつと可能であつた.以 後1～2

ケ月 に1回 の割合で2～3日 続 く発熱があ り,下 熱

後神経症状は増悪 し次第 に重篤 となつ た, 3月 中旬

より歩行は全 く出来な くな り, 4月 中旬には約2週

間続 く排尿,排 便障害が あつた. 10月29日 よ り3日

間38℃ 前後の発熱 があり下熱 とと もに完全四肢麻

痺を来 し,複 視 も現われ,両 側 共に内転位 に眼球は

固定 され,や がて完全眼筋麻痺の状態 となつた. 11

月2日 には頭痛を訴え,両 眼瞼下垂,開 眼不能 とな

り,ま た知覚障害 もあるらしく靴をはいているか ら

ぬがして呉れ とか,箱 の 中にはいつてい るか ら早 く

出して くれ と言 つていた.昭 和33年11月3日(47才)

呼吸困難,意 識障害を来 し,遂 に呼吸麻痺にて死亡

した.

病 理 組 織 学 的 所 見

本症例は死後8時 間にて剖検 し,中 枢神経系の病

理組織学的検索 を行ない,興 味ある結果 を得 たので

ここに詳述する.

1)全 身所見　 口腔粘膜 および舌に潰瘍な く,歯

肉は汚穢色を呈 し,歯 は9本 を残 しあ とは全部脱落

している.陰 嚢 には十円銅貨大 の瘢痕が2個 あるが

新鮮な潰瘍はなかつた.そ の他 に特別な所見 はない.

2)中 枢神経系の肉眼的所見　 脳重量は1350g,

大脳半球では硬度 の変化な く,脳 軟膜は前頭葉か ら

頭頂葉 にかけて肥厚 ・混濁があ り,殊 に左側 に著明

で外側大脳裂 に強 い.所 々に粟粒大の黄色斑点があ

る.前 頭葉の脳回はやや,萎 縮 しており特に脳軟膜

肥厚部 に著明である.脳 軟膜の血管 は一般 に拡張 し

ており右側 に著 しい.

脳底部脳軟膜 に も軽度の肥厚がある.脳 底動脈 に

は変化な く,出 血巣,軟 化巣 もない.大 脳内側面で

は両側共に中心労小葉か ら前頭葉 にかけ脳軟膜 の線

維性肥厚 が見 られる.小 脳 に異常な く,側 脳室の拡

張もない.

割面 では乳頭体を通 る前額断で尾状核,被 殻,内

包 に小軟化巣を認め,延 髄には碗豆大 の軟化巣 があ

つた.脊 髄では特に異常を認めなかつた.

3)中 枢神経系の顕微鏡的所見　脳軟膜は肉眼的

所見 に一致 して帯の ような線維性の肥厚および浮腫

性変化があり,大 脳表面の脳軟膜には細胞浸潤 は認

められないが,脳 溝内の脳軟膜 はやや浮腫状 を呈 し,

中および小動静脈 の外 膜 には 細 胞浸潤があ る(図

1).浸 潤細胞は多数の淋 巴球 とごく少数の形質細

胞よ り構成されてい る,脳 溝内の血管周囲細胞浸潤

は前頭葉,側 頭葉,頭 頂葉に著明で,特 に脳 溝底部

に強い,そ して浸潤細胞を併 つた小血管が皮質第1

層深部,あ るいは第2層 まで漏斗状 に皮質内に侵入

して いる所 もあつた.

前頭葉 ・中心後回 ・側頭葉 の細胞構築像は割合に

よく保 たれているが,神 経細胞 は多少 の変化を示 し,

ニッスル小体は融解 し,核 と細胞体の間は明るくな

り,核 と原形質は染色性が減退 し細胞境界がはつき

りしない.更 に細胞体が破壊融解 し,核 だけを残 し

たもの,或 は細胞影を認めるもの もある.こ の よう

な神経細胞の変化はどの部位が特に強 いとい うこと

な く,大 脳皮質 に大体平等に拡がつてお り,変 化は

軽 目だつた.

しかし後頭葉の変化 はよ り強度であつた,層 構造

はかろうじて尋常の秩序を保 つている所 もあるし,

甚 だ しい所では軽い混乱を呈 してい るところもある

(図2).

これ ら実質 中の神経細胞は原形質が融解消失 し,

すべて核をその ままの位置においたまま薄影 となつ

て残 つている.そ の間に介在す る膠細胞に も変化が

見 られオ リゴデン ドログ リアの肥大 ・増大があり,

ミクログ リアが棍棒状,弓 状,芋 虫状 となつてまば

らに散乱 している.こ の領域の神経細胞はすべて染

りが悪 く,核 崩壊によ らず して自然に融解消失 して

行 くよ うである.

白質で も皮質 に於け ると同様の,或 はそれよ りや

や強度の血管周 囲細胞浸潤 が点在 し(図3),前 頭



824 三 井 尚

葉 白質 には小出血巣があつた.ま たあ る静脈管 内に

は白血球の集団があり,管 内が白血球でぎつしりつ

まつて いる像に しば しば逢着 した.後 頭葉白質 には

限 局性病巣があ り,そ れ はやや腫脹 した淡明な ミク

ログリアの中等度の増殖 を伴 う一大混成団である
.

またかな りの巾を持 ち髄 鞘線維の走行に沿つて長 く

索状 に配列 した限局性のグ リア増殖巣を認 める.側

頭 葉 と海 馬回 にも索状 に長 い ミクログ リアの増殖巣

があ るが後頭葉 に見 られた ものより病変が古 く,ミ

クログ リアの数が多 く,し か も核が濃 く染 り,細 長

くて小 さい.オ リゴの核 も濃染 し萎 縮 してい る(図

4).ア ス トログ リアの 増 殖 はな く,線 維増殖 も著

明でない.

大脳皮質の病変で印象深かつたのは血管周 囲細胞

浸潤等 の血管に関す る変化であつ た.細 胞浸潤のな

い中小血管 において もその周囲腔 が著明に拡大 され

ていた(図5).こ れは 炎 症 刺戟に よるSerumdia

pedeseの 為 と思われる.こ の 滲 出性 変 化は部位に

よる差は少 ないが,回 転の頂部よ り谷部に強 く,各

葉では特に後頭葉に著明であつた.白 質において も

血管周囲腔 の拡大があ り白質 の編み方が粗にな り,

白質線維間の間隙が大 きくなつてい る.

中小動静脈の周 囲には脳軟膜 に於けると同様の細

胞浸潤があ り,多 くは1・2層 の淋巴細胞が血管 を

と りまき,或 いは血管壁に附着 してい る.血 管周囲

腔 は炎症性滲出液により拡大 されて いる.細 胞浸潤

は血管周 囲腔内に とどま り実質 内には侵入 していな

い.こ のような病変は皮質 たると白質た るとを問わ

ず,ま た前頭葉 たると後頭葉た るとを問わず脳全領

域に認め られる.一 般 に血管周囲細胞浸潤は灰 白質

よりも白質 に強 く,側 頭葉,後 頭葉 の白質には数層

よりな る厚 い細胞浸潤層があり,血 管周囲腔を越 え

て脳実質内に侵入 してい る状態の所 もあつ た.

周囲組織のグ リアの反応 はな く,髄 鞘染色標本 で

ご く軽度の血管周 囲脱髄を認めるにすぎない.血 管

周 囲炎や血管周囲腔 の拡大のある血管そのものに も

既 に病変があつたが軽 目だつた.小 動脈 管壁はやや

肥厚 し,内 膜 と外膜 の間が厚 くな り中膜 の筋核が少

な くなつて いる.

次 ぎに皮質下神経節について述 べる.

一般 的に言え ることは終脳におけるよ りも更 に病

変が高度 であつた.尾 状核では両 側共 に血管周 囲細

胞浸潤の像 がいたる所に見 られ,し かも細胞浸潤の

層が数層あ るいは それ 以上 で非常に厚 い(図9).

多 くは実 質内に侵入す ることな く血管周囲腔 にぎつ

しりつまつて いる.血 管内膜 の変化は一般に軽度で

あつたが壁在性の血栓形成を認める こともあつた.

特異な ことは 中小動 静脈の 中膜及 び外膜の変化で血

管周囲細胞浸潤の強いもの も,そ うでない ものも中

膜は膨化,肥 厚 し,ワ ンギー ソン染色で筋核の配列

が乱れ,更 に筋層の崩壊,消 失 して行 く像を示 し,

筋層の変化に伴ない内 弾 力 膜 も断 裂破壊 している

(図14).外 膜結合織 と中膜筋層の境界が不明瞭にな

り,結 合織成分が 中膜 に浸淫 し,変 性を来 し,中 膜

が橙黄色乃至紅褐色 に変色 している.病 変の古い血

管では血管壁全体が鮮かな赤色 となり,血 管壁の強

い線維化が見 られる(図15, 19), Azan染 色で は中

小動脈の内弾力膜 に接す る部分に太 い帯状の鮮紅色

に染 るフイブ リノイ ド変性を認め るもの もあ り,ま

た外膜 及び中膜の結合織線維が赤染 の度を増 してい

る もの もあつた.

外膜には細胞浸潤があ り結合織の著明な膨化 ・増

殖 を認め(図14),血 管周囲腔は 滲 出液のなめに拡

大 され(図6),或 いは出血 を 見 る.病 巣が古 く炎

症 の殆 んど去つた血管では結合織の過剰形成 が認め

られ,中 膜 筋層が破壊消失 し,結 合織線維におきか

え られて いる.こ のような血管線維化(図16)の 傾

向は脳室壁周辺に強い.

尾状核に も限局 性グ リア増 殖 巣 が あり(図7).

壊死 に陥つた血管あるいは浸潤細胞を ともなつた小

血管を とりまき顆粒細胞,ミ クロ,オ リゴ,マ クロ

グ リアが密集 してい る.こ の軟化巣周囲には他の領

域 に於 けるよ り強い血管変化があ り,こ の病巣は炎

症 性血行障碍の産物にほかな らない.

限局性病巣以外の他の領域で も神経細胞は平常な

形をとるものは全 くな く,或 るものは融解消失 し,

或 るものは染着力の悪い核を残 したまま薄影 となつ

ている.そ してその間の グ リア細胞は円いオ リゴと

染色性の悪 い ミクログ リア よ りなり(図8),マ ク

ログ リアの増殖はないが,極 めて少ない.グ リア細

胞の密度は神経細 胞のそれと 同様 に 極 めて疎であ

る.し たがつてその細胞 間には均質無構造な空間が

目立 つて いる.

被殻 は尾状核 と大同小異の所見を呈 し,あ らため

て附加 する何 もない.淡 蒼球 は病変の程度がやや軽

目だつた.

視床は案外変化が軽 く,神 経細胞 は染色性 は悪い

が脱落はな く,血 管周 囲細胞浸潤 も尾状核に於 ける

よ りは軽度である.内 包の血管病変 はかな り強度で

細胞浸潤の層 も厚 く,病 変血管の間に介在す るグリ
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ア細胞は ミクログ リアが増殖 し,お び ただ しい数の

ミクログリアが桿状型 ・弓型 ・芋虫型の種 々の形態

を持 ち,縦 横に走行 してい るが集合 して結節 を作 る

傾向は全くみ られない.

視床下部の室労核 ・視索上 核 ・視床下核の神経細

胞は断血性変 化を示 し,細 胞間には多数の ミクログ

リアが介在 している.視 索上核の核 内と周囲白質に

は尾状核に見 られたフイブ リノイ ド変性 と同様,或

はそれ以上の血管病変 が見 られた.

脳底脳軟膜の血管変化 も強 く,中 膜か ら外膜srか

けAzan染 色で赤 染す る フ イブ リノイ ド変性を示

し,あ るものは中膜の全層が赤染 していた.ま た線

維化をお こしている ものもあ り種 々であ る.脳 軟膜

の結合織も膨化 ・増殖 してお り,一 部では変性融解

しAzan染 色で赤染 していた.

黒質では血管周囲輪状 出血 があり,ま た例によつ

て数層におよぶ細胞浸潤を見 るが神経細胞 は著変 な

く,色 素量に も変化は見 られなかつた.

中脳,橋 に於 けるきわめて特徴的所見は血管特 に

中小動脈の 病 変 である. H. E.染 色,ニ ツスル染

色では小動脈の 中膜が非常 に厚 く肥厚 し,等 質無構

造,あ るいは輪状構造 を有 し,試 みに他の染色標本

を見 ると肥厚 した中膜 はPAS染 色では淡赤色,ワ

ンギーソン染色では桃赤色, Perdreau染 色では線維

が黒染 し(図16),き れい な厚 い同心円を示 し,血

管中膜が同心円性線維 症 に落 ち入 り(図17),中 膜

筋層は全 く破壊消失 して いる.か かる病変動脈の内

腔は狭め られているが内膜 の増殖 はな くむ しろ萎縮

に傾むいてい る.

外膜 の病変 も強 く,外 膜は線維性に増殖,膨 化 し

て非常に厚 くな り膠原線維の過剰増殖が見 られた.

外膜内には リポイ ド含有格子 細胞 が 点 在 し,或 は

群をな している(図17, 19).外 膜の円形細胞浸潤は

もはやみ られない.血 管周 囲腔 には線維素の滲出が

著明で外膜 の最外層を押 し拡げ るよ うにして拡大 し

ている.多 くのものは外膜腔を破つて周 囲組織 に血

漿の滲出を見 る.周 囲組織の グ リアの反応は全 くこ

れを缺 ぐが, Corpora amylaceaが 病変血管を取巻

く形で多数配列 してい る(図18).中 小 静 脈におい

ても動脈におけると同様 の変化が見 られ(図18, 19),

中膜は肥厚等質化 し外膜結合織の増殖 ・膨化 ・変性

があり,リ ポイ ド合有格子細胞 も出現 してい る.

このような動 静脈の病変は白質 のみ にかぎ られ,

特に中脳の肉側絨帯に もつと も高度で右側に強 い.

 Corpora amylaceaは 病 変血管 の周 囲腔 を列をな し

て取巻 き,そ れに接 した組織 内に集積 し,つ いでそ

の周辺の組織 内におびただ しく散布 されているが白

質 内に限 られている.こ れ ら病変動 静脈とCorpora

 amylaceaの 間隙を うめるグ リア細 胞 には全 く反応

な く,む しろ血管周辺には細胞密度が疎であ る.グ

リア細胞のほとん どはオ リゴでかな り強い退行変化

を示 し,か か る領域では ミクログ リアはもはや消失

している.本 症例では神経症状 として最初に複視が

現われ,死 亡まで約7年 間,反 復出現 していた.こ

の ことより中枢神経系で病変 の最初に見 られたのは

中脳で あり,こ の中脳 白質 の血管変化,即 ち結合線

維過剰増殖による瘢痕形成 が長い年月炎症発作を繰

返 した後の組織変化の最終的姿であるといえるであ

ろう.

青斑の神経細胞の多 くは中心性融解をおこし,核

膜 も破壊され所謂重篤変化を示 し,ま た細胞影をと

どめ るにす ぎないもの もある.青 斑の左外側部には

かな り大 きい古い軟化巣があ り中心部は軟化融解 し

空洞を形成 している.壊 死に落 ちいつた血管 が空洞

壁に附着 し,血 管中心性にお こつた ことを示 してい

る(図11).

橋上部で病変の烈 しい所は上記の他 に内 ・外側絨

帯で血管外膜 には淋 巴細胞浸潤があ り,し か もそれ

が頗 る厚 く数層 に及 んでいる(図10).多 核 白血球

の浸潤はないことはないが極めて少ない.周 囲のグ

リア細 胞 に は 瀰 漫 性 の ミク ログ リアの増殖があ

る.

橋底部ではかなり大 きい血管周囲 出血巣,血 管周

囲細胞浸潤があ り,時 には浸潤細胞は数層以上にな

り血管周 囲腔を破つて実質 内に侵入 している.そ の

周囲には大 きい ミクログリアの著明な増殖があ り縦

横 に走行 し,そ の間に肥大 したマクログリアがある,

橋核の神経細胞 も例の如 く変化 してい るが脱落 はな

い.神 経細胞間には肥大 ・増 殖 した ミクログ リアが

互いに交錯 し,こ の橋核 を貫いて縦走する錐体束 に

もミクログ リアの瀰漫性増殖があり,あ たか も魚が

群をな して泳 いでい るかのようであ る.血 管壁の変

化は尾状核のそれと似ているが定型的なフイブ リノ

イド変性像はなかつた.

更に脳橋を下方 に追求 して行 くと細胞浸潤は増 々

激 しくなり,延 髄に達すると全域を挙 げて猛烈な細

胞浸潤に被われている.

舌下神経核の上端の高 さでは病巣はオ リーブ核帯

によつて左右共に核帯丙側 とその上下の3つ にわか

たれたよ うになつてい る.延 髄以外の領域では細胞
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浸潤 は血管周囲腔に限 られ,そ こを越えて織 内に

侵入 してい る像は極 めて稀であつ たが,こ こでは血

管周囲に非常 に厚い細胞 浸 潤 があ り(図12) ,し か

も組織内に侵入 し,か な りの密度を もつて拡がつて

いる.浸 潤細 胞 もその主役 は多核白血球 が演 じ,そ

の他に淋巴球.顆 粒細胞,内 皮細胞等がま じつてい

る.い わば脳膿 瘍を形成 し,膿 瘍の中心部は炎症性

軟化を呈 している.膿 瘍の境界は大 部分は不明瞭で

膿瘍壁を形成 することな くいつの間 にか浸潤細胞の

少 ない領域へ移行 している.

この ように白質 内の炎症像が強烈 であるに も拘 ら

ず灰白質 内の炎症は軽度で,オ リーブ核帯は正常の

形を保つてお り,核 帯内へ の細胞浸潤 は軽度であつ

た.オ リーブ核帯の神経細胞は突起 を失 ない 円 形

化 し,核 は融解 し細胞の中心 が 明 る く,周 辺 が 濃

く染まつている.細 胞 内に空胞を作つてい るもの,

細胞影 とな り,正 に消え去 ろうとす る細胞 も見 られ

る.

延髄 に於 ける血管変化 としては炎症の激烈 な部位

では細胞浸潤に伴つて外膜結合 織 の膨 潤,疎 鬆 化

がおこつてお り,中 膜への細胞浸潤 も見 られる.中

膜 は一般 に浮腫状で膨化 している.こ こで注 目され

るのは ワンギー ソン染色で赤 く染 り,中 膜の線維化

が進 んで いると思 われ る小動脈 にも著明な血管周囲

細胞浸潤 のあつた ことで,延 髄 でも繰返 し炎症がお

こつていたのであろ う.膿 瘍内部で血 管のフイブ リ

ノイ ド変性を認めるものはなかつた.激 烈 な炎症病

巣周辺の血管に も外膜結合線維の膨化増殖があ り,

 Perdreau染 色 で膠 原線維の嗜銀性が増加 し,黒 変

し,層 状 の増殖のあ ることを認めた(図20). Azan

染色 では染色性が悪 く淡青色 に染 る.延 髄 では膿瘍

外で も明確なフ イプ リノイ ド変性を示 してい るもの

はなかつ た.

炎症 性軟化巣周辺にはグ リアの反応 は著明ではな

いが,核 が大 き く明 る い,時 には2, 3個 の核小体

を持つた原形質性のマ クログ リアの増殖があ り,細

胞体と突起が共 によ く見え るが細胞の輪廓ははつき

りしない. Holzer染 色で線 維 は あま り表現 されな

い.更 に病巣周辺にはgemastete Gliaが 多 数散在

し,ま た核が濃染 し,不 恰好な突起を 出したマクロ

グ リアの アメーバ 様変化 も見 られた.オ リゴの核は

萎縮,濃 染 したのが多 く,ミ クロの出現は著 明でな

い.一 般 に炎症病巣外の細胞 はまば らで集団を作 る

傾 向はない.舌 下神経核,迷 走神経核に於 いて も神

経細胞は重篤な病変 にお ちいつてい るが,周 囲の組

織 にはマ クロの肥大型,小 数 の肥 大 し た ミクロ,

 gemastete Glia等 があ る.ま たオ リー ブ核,舌 下

神経核等の延髄諸核や橋,小 脳等の神経細胞内にか

な り著明な消耗性色素の沈着があつた.

舌下神経核 の高 さで猛烈だつ た白質 の炎症像 も,

更 に下方に追求 して行 くと急激にその勢力を弱 め,

オ リーブ核下端ではほとんど細胞浸潤がな くなり,

頸髄 に達すると全 くこれを見ない.延 髄で病変はあ

たか も打ちきつた如 くで ある.

小脳では回転の谷と嶺 とを問わず プルキニエ細胞

が長距離脱落 してい る.残 つたプル キニエ細胞 も一

様 に蒼白化 し,ニ ツスル顆粒は崩壊 の途 をたどり,

核は融解 し,或 る者は細胞影とな り,そ の一部をと

どめている.皮 質にはグ リア叢林があり,髄 質には

ミクログ リア,マ クログ リアの瀰漫性の増殖がある.

また血管周囲細胞浸潤 も見 られる.左 歯状核帯はよ

く保 たれて いるが,神 経細胞 には消耗性色素の増加

があ る.周 囲の白質 には例 の薄 い血管周囲細胞浸潤

があ る,右 歯状核帯 には毛細血管の増殖があ り,他

の部位 と様子を異 にしている.神 経細胞はほとん ど

脱落 して,か なり荒 廃 している.両 側室頂核の神経

細胞内に消耗性色素の沈着 が見 られ, Corpora amy

laceaも 出現 し,そ の周辺に は血管周囲細胞浸潤が

強 く,数 層の厚 さになつている.血 管壁の病変 もか

な り強 い.

脊髄 では頸髄,胸 髄,腰 髄をそれぞれ検索 したが

特別に記載すべき所見 はなかつた.

病 理 組 織 学 的 所 見 の総 括

脳病理組織学的所見 の第一の特長は中小血管の血

管周囲細胞浸潤の著明な ことであ る,浸 潤細胞は主

として淋巴球 よりな り少数の 形 質 細 胞 が 混つてい

る.炎 症症状 の激烈な部位 には多核 白血球 の出現 を

見 る.こ の血管周囲炎は滲 出性炎 の像を示 し,多 く

の場合細胞浸潤は血管周囲腔内にとどまつているが,

更 にそれを破壊 して脳実質 内に侵入 している所 もあ

る.白 質の血管周囲にはご く軽度の二次性脱髄巣が

ある,こ の細胞浸潤は全脳領域に播種性に認 められ

たが,そ の強さは各領域 によつて ことな り灰 白質 よ

り白質 に強い傾向があり,病 変の程度は延髄,橋,

中脳,皮 質下神経節の順 に強 く,脳 軟膜にも細胞浸

潤がみ られ る.延 髄 の炎症病変は激烈で脳膿瘍様の

変化を示 していた.

第二は血管壁 自体の変化で大脳皮質では細胞浸潤

をともなつた外膜結合織の膨化,増 殖と中膜の肥厚
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第1図　 左前頭葉.脳 軟膜の血管周囲細胞浸潤.皮

質表層にも細胞浸潤を伴つた小血管が漏斗

状に入 り込んでい る(ニ ツスル染色)

第2図　 左後頭葉皮質3, 4層.層 構造は軽い混乱

を来 し,神 経細胞は核だけが薄影 となつ て

残存 してい る.(ニ ツスル染色)

第3図　 右頭 頂葉髄質の軽度 の血管周囲細胞浸潤.

血管腔内には 血管壁に接して白血球 の集団

がある.(ニ ツスル染色)

第4図　 左側頭葉 白質の索状に長いグリア細胞増殖

巣,巣 内には萎縮 した ミクログ リアが多数

見 られる.(ニ ツスル染色)
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第5図　 左後頭葉皮質.小 血管周囲腔 の著明な拡大,

浮腫性変化が 高度であるが,細 胞浸潤は著

明でない. (H. E染 色)

第6図　 右線状体.中 小 血管外膜のやや 高度な細胞

浸潤があり,血 管周囲腔は滲出液のため著

明に拡大 している. (H. E染 色)

第7図　 左尾状核の限局性病 巣.巣 内には染色性の

悪い ミクログ リアの増殖が著明であるが,

マク ログ リアの関 与は軽 度 であ る.(ニ ツ

スル染 色)

第8図　 右線状体の ミクログ リアの瀰漫性増殖.神

経細胞は核だけが薄影となり残存 している.

(ニ ツスル染色)
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第9図　 左淡蒼球 における数層に及ぶ中小血管周囲

細胞浸潤.浸 潤細胞は淋巴球 と小数の形質

細胞 よりなつている.(ニ ツスル染色)

第10図　 右脳橋外側絨帯の激 しい血管周囲細胞浸潤.

細胞浸潤は脳実質内に及び,小 数の多核白

血球を混えている.(ニ ツスル染色)

第11図　 左青斑外側部の軟化空洞の一部.空 洞壁に

は壊死 に落ちいつた血管が附 着している.

 (PAS染 色)

第12図　 左延髄 の激烈 な細胞浸潤,浸 潤細胞は組織

内に広 く,か な りの密度で散布 され膿瘍を

形成 し,膿 瘍壁を作つている部分もあ る.

(ニツスル染色)
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第13図　 左延髄 の炎症病巣.浸 潤細胞 の多 くは多核

白血球 で,そ の他淋巴球,顆 粒細胞,内 皮

細胞等が混つている.(ニ ツスル染色)

第14図　 左尾状核 の血管変化.中 膜筋層の崩壊,フ

イブリノイ ド変性,内 弾力膜の断裂破壊,

外膜の著明な細胞 浸潤. (V. G. EL染 色)

第15図　 右視床.血 管中膜の線維化,筋 層の消失,

外膜結合織 の膨 化.増 殖,内 弾力膜の破壊

消失. (V. G. EL染 色)

第16図　 中脳 の小動脈の変化.線 維が黒染し,厚 い

同心 円を形成 し,血 管中膜は同心 円性線維

症に陥ちいつている. (Perdreau染 色)
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第17図　 中脳小動脈の変化.中 膜の肥厚,等 質無構

造.外 膜膠原線維の過剰増殖と リボイ ド含

有格子細胞の出現. (H. E染 色)

第18図　 中脳 の 中小 静脈 の変 化.静 脈壁 の線 維 化,

外 膜 膠 原線 維 の膨 化,増 殖,変 性,血 管 病

巣 周辺 にCorpora amylaceaの 出現.

 (H. E染 色)

第19図　 右線状体の動静脈の病変. (H. E染 色) 第20図　 延髄 の軽度な炎症領域におけ る血管変化.

外膜膠原線維 の嗜銀性の増加,層 状の増殖

(Perdreau染 色)
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を認 め尾状核,視 床下部,脳 底脳軟膜の一部の中小

動脈 では中膜が肥厚 し,中 膜筋層の崩壊,消 失があ

り, Azan染 色で鮮紅色 に染 る明 らかな フ イブ リノ

イ ド変性を認めた.こ れ らの領域 および橋,延 髄で

は外膜結合織の膨化,増 殖,変 性 が著 しく,鍍 銀染

色 では膠原線維の嗜銀性が増加 し,黒 染 し,層 状の

増殖 がみ られた.炎 症 の殆ん ど去 つた血管では外膜

結合織の過 剰形成 と変性があり,中 膜 は正常動脈の

数倍の厚 さとな り,等 質無構造,或 は輪状構造を示

し,円 心円性線維症 に陥 つている.か かる血管線維

化の傾 向は中脳に最 も著 しく,次 いで第3脳 室周辺

に強 く,ま た橋,延 髄,脳 軟膜 等にも認め られた.

病変は静脈 よ り動脈に著明で ある.

内弾力膜 の断裂,破 壊 消失を認めるも一般 に血管

内膜の変化は軽 度であつた.そ の他,尾 状核には壁

在性の血栓形成 があり,前 頭葉 白質,線 状体,視 床

下部,橋 底部には血管周囲出血 を認めた.

第三 に青斑左外側部 にかな り大 きい軟化空洞があ

り,ま た線状体,後 頭葉,側 頭葉白質,海 馬回等に

は限局性 のかなり大 きいグ リア増殖巣があつた,こ

の病巣 には ミクログ リアの増殖を主 と し,マ クログ

リアの増殖はないか,ご く軽度で線維形成は見 られ

ない.大 脳皮質,脳 幹等には ミクログ リアの瀰漫性

増殖 があつ たが,マ クログ リアの増殖は著明でな く,

またグ リア小結節の形成はいずれの領域 にもなかつ

た.

第四 に神経細胞の病変は特異 なものな く細胞核封

入体 も見 出せ なかつた.

第五 に消耗性色素の異常増加があ り,病 巣の古い

と思われ る中脳,小 脳歯状核,線 状体等の神経細胞

および膠細胞内に認 め られ,ま た中脳白質 の血管周

辺 および白質内にはおびただ しいCorpora amylacea

の出現があ り,橋,延 髄,小 脳 にも認め られた.

考 按 な ら び に 文 献 的 考 察

A.臨 床的考察

Behcet氏 症 候 群 に 神 経 症 状 の現われ ることは

1941年 にKnapp27)に よ り報告 されているが,そ れ

以前 にも既にChauffard18)の 例 が ある.

そ の 臨床 症 状 の 詳 細についてはPallisお よび

Fudge39), Wadia63),田 中および浅野59),里 吉49)等

によ り述 べ られて いる. Behcet氏 症 候 群の うち神

経症状 を呈す るものはまれなもの(Pallis, Wadia)

とさ れ て い たが, Hermann(1953)26)は40例 中9

例(22.5%),朝 岡3)は20例 中5例(25%),田 中

等は109例 中29例(26.6%)に 神経学 的 含併症を見

た.

1954年Cavara et D'Ermo17)は 併 発 し た 神 経

症 状 を本 症 候 群 の一 徴 候 と してNeuro-Behcet's 

Syndrome(以 下N-Bと 略)な る概 念 を確立 した.

われわれの症例は初発症状 であ る口腔粘膜のアフ

ター出現よ り死亡 まで全経過17年 で神経症状 発現 よ

り死亡まで8年 間で きわめて慢性の経過を とつてい

る. N-Bで 初発症状 か ら神 経 症 状 発現 までの期間

は種 々だが2～5年 が普通 である.わ れわれの症例

ではその期間は9年 であつた.初 発症状 か ら神経症

状発現までの長い例はPallis & Fudgeの15年,朝

岡 の11年, Silfverskiord57)の9年, Thomas60)の

7年 等がある. N-Bで は一般に皮膚粘膜症状,眼 症

状の順に発症 し,三 症状の後に神経症状の発現を見

るが,わ れわれの症例 では全経過 を通 じて眼症状を

見 なかつた.

したがつてわれわれの症 例をN-Bと 診断してよ

いかどうかが 問 題 に な る. N-Bの 文献上でも眼症

状 を欠 ぐ ものが少 なくな くCauffard18), Pallis &

 Fudge39), Wadia, Silfverski61d57), Philips & Scott42),

朝 岡の例等があげ られ る.ま たCurth19)は 初発症

状発現よ り眼発症 までの期間が長 いことか ら三大主

徴 のうち二 つが揃えばBehget氏 症候群 として差支

えないと言 つてい る.

われわれの症例の口腔 アフター及 び陰部潰瘍が反

復出現 した こと,ま たBehgst氏 症候群 に通常見 ら

れ る副症状 の うちで扁桃腺炎,歯 肉炎,脱 歯,注 射

部 位 炎 症 傾 向の 見 られ た こ と等により本症例を

Behcet氏 症候群 と診断するのが 妥 当の ように思わ

れる,ま たその神経症状 も多種多彩で,症 状 に寛解

増悪のあつた こともN-Bの それに一致す る.以 上

のよ うな ことか らわれわれの症例 をN-Bと 診断 し

てよいように思われる.

B,病 理組織学的考察

1)従 来報告 されたN-Bの 剖検例 との比較

従来報告 されたN-Bの 剖検例 とわれわれの症例

とを比較検討す ることはN-Bの 脳病理学的変化を

浮 きぼ りにし,ま た共通な特徴をつかみ出せ るので

はないかと思 う.し かし互いに比較検討 しこの疾患

の中枢神経系の病理形態学的特長を指摘するにはあ

ま りに も剖検資料が少 ない.

表2に 示 す如 く従来報告 された剖検例8例 にわれ

われの症例 を加えて全部 で9症 例である.し かもそ

の うち病理形態学的に詳 細な記載のあるものは3例
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表2　 Neuro-Behcetの 病 理 組 織 所 見

にすぎない.

私は現在の段階で許 される範囲の検索 を試み,よ

り総括的な詳細 な所見を得 るためには今後長期間の

この方面 の発表を待つ ほかはない.

まず 肉眼的所見 に於 いて全例に脳軟膜の肥厚が見

られたが肥厚部位は脳外套や脳基底部でどこに著明

であるとは言えず各症例 に於いて種 々で ある.

脳 質 は水 腫 性 を呈 す る こ と も あり,ま たMc

 Menemep36)第1例 で は側 頭 葉 白質め萎 縮を,倉

田33)は脳室の拡大を見 た.割 面 では間脳,脳 幹や

小脳に不完全また は可 成 り明瞭 な米粒大か ら扁豆

大 の実 質 の 疎 鬆 化 と軟 化巣 を認める場合が多い

(Berlin11), Mc Menemey Case 2, Silfverskiold57),

倉田,本 症例).

顕徴鏡所見では軟脳膜及び脳質 内の血管周囲細胞

浸潤が全例に於 いて認め られ たが細胞浸潤の強さは

各症例に於いて異な り,倉 田の例に見る如 く滲出性

細胞浸潤の像が極めて乏 しく,炎 症性反応の極めて

弱いものか らわれわれの症例 に見 られたよ うに全大

脳領域 に広範囲 に炎症性反応が認め られ るものまで

様々である.わ れわれの症例で見 られた延髄 の広汎

な炎症 とその炎症性軟化は他の症例 に認め られない.

これを二次的感染あ るいは例外的症例 として とりあ

つかうよりはむしろ強い炎症性反応を呈 した最右翼

におくべきものであろう. Behcet氏 病 の 皮 膚化膿

傾向はほとん どの例で観察 されて おり,ま た脳濃瘍

と診断 され た臨床例(朝 岡第III例)3)も あ り 中枢神

経系にも膿瘍形成が考 え られ る.

浸潤細胞 の構成は病巣の新旧,強 弱 により異なる

が血管周囲腔 には リンパ球を主 とし,こ れに少数の

形貨細胞の加わつた ものであ る.急 性像を呈 する時

には多核白血球を混え る場合 も多 い.更 に激 しい炎

症像を呈する時にはわれわれの症例に見 られ る如 く

浸潤細胞は多核白血球が主 とな り血管周囲腔を越 え

て脳実質内に広 く散布 される.

また中枢神経系の炎症反応 は滲出性機転が著明で

血管周囲腔は拡大 し,そ の中に滲出液を潴溜 し血管

外膜は膨 化し円形細胞の浸潤を うけ血管外膜炎の病

像を示す.更 に滲 出液は血管周囲の脳組織に浸淫 し

水腫性壊死に落入 るところもあるが,こ の場 合グ リ

ア間葉系の反応はない.

小軟化巣の形成は考察を試 みている全症例 に観察

されたが,い ずれ も中等度の ミクログ リアの増殖 と

軽度のマクログリアの増殖をと もな う病巣であ る.

軟化巣 におけるマ クログリアの増殖 は見 られるが倉

田の症例をのぞいて線維形成は弱 く,線 維増殖はあ

つて も極 めて軽 いか或はこれを缺 ぐと言 うことが出

来る.

臨床上N-Bで は中枢神経症状が慢 性に経過 し,

再燃,寛 解を繰返す ことはこの疾患の特徴の一 つに

数え られているが病理形態学的に も病変が新旧 さま

ざまでその多様性が注目される.こ れらの炎症病巣,

軟化巣は反復性被害によつて生 じたものでそれぞれ

の時間的因子を異 にし,病 巣の動的な変転の姿を表

現 してい るとい うほかはない.

毛細血管の増殖巣は従来 のいず れの症例 において

も記 載な く,わ れわれの症例 に於いて小脳歯状回 に

軽度な病巣をみたに過 ぎない.こ の ことは器質化の

傾向が少な く間 葉系の関与が誘発す るにいた らない

ことを意味す るのであろう.

広範な脱髄巣はないが血管 周 囲小 脱髄 巣がある

(Mc Menemey第II例).こ れ は脱 髄 疾患 といわれ
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る ものの脱髄 とは様相を異に し,血 管周囲 細胞浸潤

によ る二 次性脱髄巣 にほかな らない.こ こで注目す

べ きは倉 田 とSilfverakiordの 症例であ る.倉 田の

症例では脳脊髄 の原発性脱髄性変化が主病変であつ

た.脱 髄 巣は とくに血管周囲を好む とい うことな く,

散在性で脂肪顆 粒 細 胞 の出現をみ,所61)は これを

原発性髄鞘崩解であつてDevic氏 病 の 病 変 と殆ん

ど全 く異な らないと述べてい る.

ま たSilfverskiordの 症 例では脱髄巣 としての記

載はないが延髄 とくに両側 錐体に広汎な脂肪顆粒細

胞の密集を見 た.そ して胸髄 の両側前索 と後索 に典

型的脂肪顆 粒細胞の 出現があ り,何 れ も血管壁 に集

中 している と述べてい る.こ のことよ り推定す ると

かな り大きな脱髄巣があつたのではないかと思われ

る.

倉田, Silfverskiordの 例 と わ れわ れの症例等 と

の所見 の甚だ しい相異は何 によるのであろうか.

血 管壁 自体 の変化は小中動静脈の外膜結合織の膨

化 増 殖 と細 胞 浸 潤 のほかにMC Menmey Aksel2)

 Scott52)に より次ぎの ような変化 が 報告 されている.

 Mc Menemeyの 第1例 は被 殻 に広汎な梗塞,動 脈

内膜 炎,血 栓 の再疎通,頸 髄蜘蛛膜 の小血栓を認 め,

彼等 の第2例 では橋下部の血 管中膜の腫脹 と細胞の

消失を,ま たAkselの 症例では脳 軟 膜 と脳実質内

の血管壁 の肥厚,と くに中膜 の硝子様変性を記載 し

て いる.わ れわれの症例 では血管内膜 の変化は軽目

だつたが尾状核では中等大血管内膜 の肥厚,細 胞成

分の減少,硝 子様変性が あり,更 に中脳では中膜の

著明な肥厚,線 維化が目立ち,外 膜結合織線維 の膨

化,増 殖,変 性が認め られ,そ の他の領域に於 いて

も程 度の差 はあ るが中膜 の肥厚,外 膜結合織 の膨 化

増殖が観察 され血 管壁 の変 化 は か な り強度であつ

た.

臨 床 的 に も血 管炎 あ るいはThrombophlebitis

(Thomas60), Pallie & Fudge,Urbanek62), Blobner12),

 Delord, Tebeyan, Whitwell67)Kumer31),小 関28)

等)が しば しば惹起 されているが考察 を試みている

文献例 の全例 にみ られた軟化巣は このような血管障

害 が大 きな役割を果 して いることは異論はないであ

ろ う.

Mc Menemey, Akselお よびわれわれ の症例に見

られた血管の中膜の肥厚,均 等化,硝 子様変性 とい

つ たもの及 び内膜 の変化がN-Bに 必ず 見 られ る所

見 であろ うか.最 近Behcet氏 病が膠原 病 であると

主 張する学者が増加 して来て いるが このことについ

ては後述す る.

神経細胞の変 化に特 徴 的 な も のは ない.か つて

Behcetは 口腔 および陰部潰 瘍 の 標本 に細胞封入体

を見 出 したが従来 の文献例で神経細胞或いは膠細胞

に封入体の 出現 をみ た症例はない.ま たわれわれの

症例で も発見 出来 なかつ た.わ れわれの症例では神

経細胞は変性崩壊の過程 を徐 々にたどつてい る.

ここで注意を ひくのは消耗性色素の沈着を伴 なっ

た変 性 過 程 で あ る. Mc Menemeyの 第2例 ではル

イ氏体の細胞原形質 内にLipoidの 増加 を示 し,動

眼神経核 の細胞内に多量の リポフスチンと思われる

顆粒を証 明 してい る.わ れわれの症例に於 いて も線

状 体,中 脳,橋,歯 状核等の脳幹諸核の神経細胞及

び膠細胞 内に消耗性色素の異常増加があつた.か か

る消耗性色素の異常増加は老人性変化 として見 られ

るものであ るが,ま た慢性 の消耗性 疾 患 な どの と

きに も異 常 に ふ え る もの で あ る.事 実, Fenjes

(1932)20), Hallervorden22)(1934), Braunmuhlは

流行性脳炎後の症 例 で見 出し,ま たBraunmuhl16)

は慢性に経過 した脳炎で アル ツハイマーの原線維変

化 を証明 し,炎 症過程に伴な う膠質 化学的変動が原

線維変化の病理成因の重要 な因子であると説明 した.

要す るに慢性脳炎では年令に不相応 な老人化 した脳

所見 が得 られる.こ の ことは脳に於ける非特異的な

代謝異常を物語つているにす ぎない.

N-Bも 神経症状 発現 より死 亡まで比 較的 長い経

過を とるか らこのよ うな変化の見 られ るのは当然で

あろう.わ れわれの症例では消耗性色素の異常増加

のほかに,ア ミロイ ド小体の多数 の出現を見 たがア

ルツハ イマーの原線線維変化はな く,ま た他のN-B

の症例で も報告 されていない.

われわれの症例では膠細胞の変 化として,全 炎症

領域 に多かれ少なかれ膠細胞の進行性変化 とその増

殖が認 められた.と くに種 々の形態の ミクログ リア

の増殖が著明で,あ るいは集簇を形成 し,あ るいは

瀰漫性に増殖 していたが,ミ クログ リアの多様性 に

比較 してマ クログ リアの出現は ごく軽度であつた.

通常は最初に ミクログ リアの変化が見 られ後 にマク

ログ リアの反痔が加 味されて来 るものだが,わ れわ

れの症例では繰返 しおこつた慢性炎症だつたに も拘

らずマ クログ リアの反応を招来す るにはいたらなか

つた.こ の ことは疾患の種類 にもよるが炎症性刺戟

が軽度 なため,い いかえれは脳実質の傷害が軽度な

ためにその復旧工事が ミクログ リアとオ リゴグリア

で間 に合い,マ クログ リアの援助 をもはや必 要とし



Nenro-Behcet's Sgndrome 835

なかったことを意味するのであろ うか.わ れわれの

症例では膠細胞結節 は認め られなかつた.他 の文 献

例に於いて もわれわれの症例 とほぼ同様の所見 を呈

するものが多い.

最後に病変の局在であるが,一 言でいえば中枢 神

経系のどの部位 にで も病変 はおこり得 ると言え る.

われわれの症例では大脳及 び小脳の全領域 に多少に

かかわらず変化が見 られた.病 理学 的 にはPanme

ningoenoaphslitis disseminate chronicaと 言 うこと

が出来ると思 う.灰 白質,白 質 ともに病 変を認 める

が一般 に白質に病変が高度であ る.

N-Bの 好発部位 あるいは 病 変 の 顕著な部位 は脳

幹である.従 来の文献例を見て も例外な く基底核,

中脳,脳 橋の侵襲が強 い.

MC Menemsy第1例 では 側 頭 葉 と後頭葉に侵襲

が強かつたがMagni34)Silfverkiord,倉 田の 症 例

では大脳皮質の病変は軽いかあるいは見 られなかつ

た.わ れわれの症例を除いて視索の変化は全例に認

められている.脳 の病変は眼の病変が視索を通つて

波及す ると推論 してい る人 もあるがわれわれの症例

はこれを否定する.脊 髄 における簡単な病変の記載

はMc Menemeyの 第一例,第2例, Silfvershiord,

倉田の症例 に見 られる.

以上,わ れわれ の症 例 とN-Bの 文献例 とを病理

組織学的 に比較 検討 してき たが, N-Bに 見 られる

中枢神経系の病理組織学的所見 は次 ぎの ように要約

される.

1)肉 眼的には脳外套及び脳底 部の脳軟膜 の肥厚

混濁があ り,割 面では しば しば脳幹に小 軟化巣が見

られ る.

2)脳 軟膜及 び脳実質内の中小動静脈 に淋巴球を

主とす る血管周囲細胞浸潤が広 汎に散在性に認 めら

れ,浸 潤細胞は多 くは血管周囲腔にとどまつている

が,稀 れには血管周囲腔 を越えて周囲組織内へ侵入

することもある.こ のような病巣では多核白血球が

主役をなしている.

3)中 等度の ミクログ リアの増殖 と軽度のマ クロ

グ リアの増殖を伴なう血管に関係した軟化巣があ り,

時には軟化融解 して空洞を形成す る場合 もある.

4)動 脈内膜炎,梗 塞,血 栓形成を示 し,血 管中

膜は肥厚,均 質 化し硝子様変性 を示 し陳旧な病巣で

は中膜 の線維化を来す.外 膜結 合織の膨 化,増 殖及

び変性が認め られる.

5)白 質および灰白質 の ミクログ リアの集簇ある

いは瀰漫性増殖があるが,マ クログ リアの関与 は一

般に軽度であ る.稀 れに脱髄 巣を形成 する場合もな

いではないが,一 般に脱髄は血管周囲にごく軽度 に

認め られ るにすぎない.

6)神 経細胞 の病変に特徴的なものなく,細 胞封

入体はない.慢 性に経過 した ものでは消耗性色素の

増加がある.

7)病 変は全 中枢神経系に見 出されるが特 に脳幹

に強 く,灰 白質 より白質 に侵襲が高度である.

II)N-Bと 他の疾患との病理総織学的比較

N-Bの 文献例にわれわれの症 例 を 加え全例9例

の脳病理組織所見を各種 の急性 もしくは慢性 の脳膜

脳脊髄炎の病像 と比較検討 して行 きたいと思 う.こ

のことは本病変の分類的位置を考察する上において,

また病因を決定する上 に重 要 な 意 義があるであろ

う.

a)多 発性硬化症 との比較

Behcet氏 病に見 られ る中枢 神 経症状 は再燃を繰

返す傾向があり,し か も神経症状が多種多様で病巣

の多発性を想 像 させ る ことより臨床的には多発性

硬化症 が疑わ れ る場 合 が あ る.事 実Knapp27),

 Phillip & Soctt42), Witty6)第2例,村 越 ・谷 川お

よびわれわれの症例等は多発性硬化症 と診断 され,

あるいはそれが疑われた ものである.

病理組織学的には両者の鑑別 は極めて容易である.

 N-Bの 脳所見では多 発 性 硬 化症に特徴的である広

範囲な脱髄巣や激 しい線維性膠細胞増殖を缺 き,そ

の病変の局在が多発性硬化症では殊に脳 室壁周辺 に

注 目されるが, N-Bで は この よ うな 傾 向は認 めら

れない.し か しごく少数の症例において脱髄性疾患

を疑わせ る所見があつた.

倉 田33)の症例では 視神 経,脊 髄,延 髄,脳 橋等

に瀰 漫 性 の脱 髄 巣 が あり,所61)は その脳所見が

Devic氏 病 と殆 んど全 く異な らない と言つている.

そして彼はこのよ うな微細像か ら本病をヴィールス

性脳炎やア レルギー性脳炎の姿か らほど遠い ものと

し,む しろDevic氏 病の原因に近 い もの と考えて

い る.

一方Mc Menemey , Wadia & Williams, Witty,

 Scott52)等 はN-Bの 脳所 見 は ヴィールス性脳炎あ

るい はParaiafektios及 びRevaccination後 の 脳

炎に類 似していると指摘 している.

このような ことより考え合せれば倉 田の症例及び

Silfverskiordの 症例の脱髄 の あ る或 いは脱髄の存

在 を思わせる症例はN-Bの 非定型例 としてとりあ
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つかわれるべ きだろ うか,勿 論われわれの症例 に見

られた所見 を中心 として考察すれば倉 田の例 は病 理

組織学 的には劃然 ときわだつて区別 され る.前 者は

滲出性 炎症像が極めて強 く脱髄巣はほ とんどない と

いつてよい.こ れに対 して後者 は滲出性反亦 に乏 し

く,殆 んど細胞浸潤をみずに髄鞘崩解,脂 肪顆粒細

胞の出現 をみる.こ のよ うに明 らかに異なる二つの

微細像 が同一原因によ る同一疾患でお こり得 るだろ

うか とい う疑問 を生 じる.も つ とも同一疾患に於い

て もNoxeの 強 さ,個 人 差,時 期的関係等によ り

組織像 に差異を生ずる ことは明 らかで ある.

Parainfektiose Encephalomyelitisで は血管 周 囲

性 の小脱髄巣が見 られ,通 常は互いに融合 して大 き

な脱髄巣 は作 るこ とは な い と されて いる.し かし

Malamud35), Schlesinger50)は それぞれ麻疹後脳炎,

 Bogaerti3)は 風疹 後脳炎に於 いて広範 囲な多 発性硬

化に似 た脱髄巣を見 た.こ のよ うな同一疾患 に於 け

る組織像 のちがいがN-Bに ついて もいえ るのであ

ろ うか.

もつ と も二次性小脱髄巣を生ずる疾患 と原発性脱

髄 巣を生ず る疾患ではその分類 的位置は全 く異な る.

ここで検討を要す ることは倉田の例が原発性脱髄巣

かどうかとい うことであ るがN-Bの 病 因が不明で

あ り,ま たその脳病理組織学的資料が少 ない現在の

段階では今後の検討を待つほかはない.

b)Parainfektioe(Perivonesen)の 脳 脊 髄炎及

びその他 の疾患 との比較

Virus脳 炎 の う ちPetteの い うParainfektios

の脳脊髄炎 とN-Bの 脳 炎は多 くの 脳病理組織学的

類似点 を もつてい る.

即ち, Parainfektiosの 脳脊髄炎 は最 初 リンパ細

胞,プ ラスマ細胞等の静脈周囲性 細胞浸潤があ り,

そ して血管 の経過に沿 つて オ リゴ,ミ クロの増殖が

あ るがマ クログ リアの増殖を缺 ぐか極あて少 な く,

脱髄 は一次的な もので な く症候性 のものである,こ

れ らはN-Bの 脳炎に も共通す る所見であ る.

このような類似に もかかわ らず,仔 細に観察す る

とParainfektiosな 脳脊髄炎 とわれわれの症例 の病

像 との間 には2, 3の 相 違 点 があり両者を同一視す

ることは出来ない.

両者は共 に血管周囲細胞浸潤があるがむ しろ滲出

性炎はBehcet氏 病 に一般に強い傾向を認め,われわ

れの症例では脳膿瘍を認めたがParainfektiosな も

のではかか る所見はない.

次 ぎに病巣 に新旧の差 があるとい うことであ る.

これ は一方は急性 の疾患で再燃 す ることはないが,

他方 は慢性再燃性 の疾患であるか ら当然のこととい

わ な け れ ば な らな い.極 め て 稀 れではあるが,

 Parainfektiosな 脳 炎の比較的慢性 の経過をとつた

もの,遷 延 した症例 と比 較 しても明らかな相違点が

あるKarl M, Walthard64)の 麻疹後 脳 炎発現より

死 亡まで41/2週 とい う遷延 した3才 の小 女 例 では

主 として髄質 に限 られたかなり広汎な脱髄巣があり,

膠細胞の増殖,脂 肪顆粒細胞の血管 周囲出現等があ

つ た.し か し膠 細 胞 性 の 瘢痕形成を缺 ぎ, Holzer

染色で線維形成を認 めな かつた.

Malamud35)の3週 間の経 過 を たどつた麻疹後脳

炎で も同様の所見 を呈 していた. Neubuergerの 第

1例(60才 〓経過10週 間),第2例(7才 〓6週 間)

の麻 疹 後 脳 炎 の例 で も広 汎 な脱髄巣寮見 られ,

 Parainfektiosの 脳炎でも その 経過 が遷延 した場合

には融合性 の比較的大きい脱髄巣を形成す るようで

ある.

Parainfektiosの 脳炎 の早 期 例 ではその脱髄が血

管周囲 にかぎ られ,わ れわれの症例やMc Menemey

の症例 に類似 してい るが,時 間的関係を考慮 にみ れ

て, Parainfektiosの 脳炎 の遷延 例 の 病像と比較す

るな らば脱髄巣形成 に関 して明 らかな相違点があり,

また倉田例の脱髄巣 とも様相を異 にしている.

更に予防接種後の脳脊髄炎(種 痘,狂 犬病 ワクチ

ンその他)と われわれの症例 とは共通 な病理組織学

的特徴 をもつているが,細 胞浸潤が強 く,脱 髄がよ

り少ないことによ り区別 される.

Whitty66)はN-Bの 脳 所見 はHerpes encepha

litisに似ていると言 つて い るが,必 ず しもそうで

な く,そ の局在 が大脳皮質 に強 く橋,小 脳 の傷害は

ごく軽度で延髄 は殆ん どおかされないことや神経細

胞や膠細胞に核 封入体の見 出され ることによ りN-B

と区別 され る.

次ぎに亜急性 乃至慢性の経過をとるPette Doring40)

の全脳炎やvon Bogaert15)の 亜 急 性 硬化性 白質脳

炎 とはグ リア小結節の多 くないこと,神 経膠線維の

増殖 がない こと等 により組織病理学 的に異なる.

N-Bは 経過が慢性で再 燃 を繰 返 すの が特徴 とさ

れるが最近Krucke30)は 慢 性 反 復性 脳炎の2例 を

報告 してい る.即 ち彼の第11例 は14才 で罹病期間は

1年 であ り,第12例 は12才 で経過は7年 で共 に繰返

しておこる痙攣発作,精 神的変化,麻 痺症状,運 動

増多症,高 度 の痴呆等があつ た.病 理組織的には高

度な実質傷害,線 維性膠細胞ゐ増殖,広 汎な後頭葉
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の脱髄 と慢性炎症 に特有なアルツハイマー氏原線維

変化があ り,第12例 には神経細胞及び膠細胞 に数多

くの核封入体を見 出している.こ れ らの微細構造は

N-Bの それ とは全 くことな る が わ れ われの症例に

見 られたような老人性変化が この7年 の長い経過を

もつ慢性脳炎に も見出 されている.

c)敗 血症 による脳炎 との比較

われわれの症例 は血管周囲細 胞浸潤の強い こと,

特に延髄には脳膿 瘍があ り,脳 橋 には小膿 瘍を思わ

せる厚い血管周囲細胞浸潤のあつたことか ら敗血症

による脳炎を も充分考慮 に入れ なければな らない.

しか し敗血症脳炎 と異な る点 を挙 げるな らば, 1)白

血球や線維塊および血栓 ・栓塞 等によ る血管閉塞の

像が少ないこと. 2)血 管の外膜 中膜 の病変 はかな

り高度であるが血管内皮細胞 の腫脹増殖等の血管内

膜の変化が乏 しいこと. 3)ミ クログ リアの 索状増

殖巣はあつたが一般に海 馬角の病変が弱 く,遷 延性

心内膜炎で よくおかされ,特 徴 的であ るといわれて

いるSommer扇 状 部の神 経 細胞 の脱落 を認めなか

つたこと等があげ られ る,他 の文 献 例 に お い ては

Mc Menemeyの 第1例 では海馬角特 にSommer扇

状部に膠細胞の増殖を伴な う神経細胞の脱落があつ

たが,い ずれの症例において も炎症症状 は敗血症脳

炎にみ られ るほど強 くはなかつ た.

Behcet氏 病 も全 身疾患であ り, 敗 血 症 に類似す

る多くの臨床所見があるが,わ れわれの症例では脾

腫や心臓の拡脹な く,心 雑音 もきかれなかつた.血

液所見 において も入院 中に好中球増多 による白血球

増多症や著明な核左方推移,貧 血を認 めず,ま た腎

炎あるいはネフローゼの所見な く,更 にペエシ リン,

アクロマイシン等の抗生物質の大量療法 にも効果を

認めなかつた.こ のよ うに個 々の所見 を挙げて検討

すれば敗血症 と判然と区別 出来 るよ うであ る.し か

し弱毒菌による慢性遷延性敗血症 を考慮に入れれば

その臨床像 も脳病理組織 所見 も軽 々しく否定す るこ

とは出来ない.

事実, Behcet氏 病の原因 に つ いて敗血症説を と

なえる学者 も多 い. Fiegenhaum70)は 患者 血液中に

黄色葡萄球菌を見出 し,素 質 ある個体の慢性敗血状

態であると表現 し, Berlin11)は 口腔 及 び 外陰部潰

瘍より黄色葡萄球 菌を証明 してい る.そ の他起炎菌

として, B. crassus, B. P〓ocyaneua, B. coli, Strept.

 viridans, Strept. albus等 があげ られてい る.こ れ

ら敗血症説,細 菌説をとる人 も常 に炎症局所あるい

は血液中に菌 を見 出 され るとい うわけではな く,ま

た動物実験で直 ちに本症が再現 出来 るわけで もない,

われわれは脳組織標本 に菌を発見す ることは出来な

かつた.こ こにあげた9例 の剖検例を通覧 し,本 症

が単 なる慢性敗血症ではな く,た とい敗血症 であつ

たに して も素質 ある個体の変化 と免疫学的種 々の修

飾が大 きな役割を演 じているようである.

d)結 節性動脈周囲炎 との比較

結節性動脈周囲炎の 中枢 神 経系 への侵襲 はGru

ber21)に よれば119例 中9例, Brenner14)は65例 中

17例, Miller37)や所61)は20%と 言 つてい る.

精神神経症状 としては性格変化,頭 痛,め まい,

言語障害,小 脳症状,片 一麻痺,顔 面神経麻痺,動 眼

神経麻痺等があ り,そ の中枢 神経系にみ られ る病理

組織学的所見 はわれわれの症例のそれと多 くの共通

点を有 してい る.

まず第一に結 節 性 動 脈 周 囲炎(以 下結動炎と略

す)の 重要且つ特徴的な病変は血管変化である.血

管外膜 には さまざまな程度の リンパ球,好 中球 しば

しば好酸球による細胞浸潤があり,大 低は血管周囲

腔にとどま り(Wohlwill68)),後 に中膜あ るい は周

囲組織へ浸潤す る.こ の ような滲出炎 に関連 して既

に早期 に肉芽形成や復旧現象 がお こる.

中膜 は腫脹,等 質化 しフィブ リノイ ド変性 を示 し

内弾力膜は破壊 され内膜細胞 の腫脹,結 合織細胞の

増殖等が見 られる.

第2に 主に白質組織におこる血管周囲性 の浮腫性

変化(Wohiwill)で 血管周囲腔の拡大,白 質の針金

細工様の粗 鬆化,空 隙(Brenner14), Hampel23)),

血 管 周 囲障 害 の 高 度 な もの は種 々様々の軟化巣

(Balo6), Hampel, Mdler38), Pette41))を 形成 する.

また空洞形成が認め られ る.

第3に 病変 の局在は広 く中枢神経系の全領域にわ

た り特に大脳半球 の白質,線 状体,間 脳,中 脳,橋,

延髄 に病変が強い.

以上の三点はわれわれの症例 と結動炎 との共通の

所見である.わ れわれの症例では動脈壁の病変 が多

くは外膜炎の像 をとり,外 膜 の細胞浸潤,外 膜結 合

織の膨 化,増 殖,変 性 が著明であつたが,中 膜の フ

ィブ リノイ ド変性は線状体,視 床下部,中 脳をのぞ

いてはむ しろ軽度であつた.中 膜および内弾力膜の

高度な病変を呈 した所で も内膜の病変 は軽かつた.

N-Bの 文献で血管周囲細 胞 浸 潤 はすべての症例

に認め られたが,中 膜,内 膜 の病変 も記載 されてい

る. Mc Menemey第1例 の 被殻 に於 ける広汎な梗

塞,動 脈内膜炎,血 栓の再疎通化と,第2例 の橋の
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血 管中膜 の腫 脹およびAkselの 軟 脳 膜 と脳実質内

の血管壁の肥 厚,特 に中膜 の硝子様変性等が注意を

ひく.

また第2,第3の 点 に関 して も同様な病理組織学

的変化を来 している ものが多 く,ほ とん どすべての

例 にみ られ ると言 つてよい.

それ故に結動炎が全身病であ り,中 枢神経系には

疾患の後期になつ て 侵 襲 し,そ の出現頻度 もN-B

の それ と同様に20%前 後であ り,多 彩な神経症状を

呈 しなが ら慢性 の経過を とり,し か も再燃を繰返す

ことを考慮に入れればN-Bと 結動炎が臨床 的に も,

脳病理組織学 的に もその類似性 を支持す る多 くの も

のがあ るのに気付 く.

しか し脳病理学的立場か らこれを詳 しく検討 して

見 ると分 類上 同一の疾患に入 れるのに困難な点がな

い ことはない.

結動炎の細胞浸潤については文献上(Krahulik29))

好酸球の出現 が強調 されて いるが,わ れわれの症例

では これを欠如 し,そ の他のN-Bの 文 献例で も浸

潤 細 胞 に 好 酸 球 の 記 載 の あ るものはない.ま た

Hampel, Richardson45), wohlwillの 指摘 した病変

動脈の肉芽組織 内の多核巨大細胞,お よびWohlwill

等が結動炎 に特徴的であるとい う内膜の りポイ ド含

有格子細胞(Lipoidhaltigen Xanthomahnlichen sog.

 Gitterzell)の 出現 を 缺 ぐ.そ の 他 め 相 違点 とし

て結動 炎 で は軟化巣のProtoplasmatische Gliawu

cherung(Scholz51))や 神 経 細 胞 の空 胞変性等はわ

れわれの症例では著明でなかつた.神 経細胞 の空砲

変性 はMc Menemeyの 第2例 に顕 著であ る.

結動炎 に於いてわれわれの症例 に脳幹,殊 に延髄

に見 られた如 き激烈な炎症症状 が出現する ものであ

ろうか.一 般 には結動炎の細胞浸潤はそれほど激烈

ではない とされてい る.し か しParker69)等 は結動

炎16例 中7例 に中枢神経症状 があり,そ の2例 にわ

れわれの症例 の延髄にみ られる如 き膿 瘍が小脳に多

発 したのを報告 してい る.

このよ うに結動炎の脳組織像 との関係を詳細に比

較検討 して見 ると個 々の所見 については相違点を見

出 し得 るが病理織組像を全体 として眺めた場合,わ

れわれの 症 例 及 び2, 3の 他のN-Bの 症例 と結

炎 との類似性を否定す ることは出来ない.

結動 炎は膠原病 の基本的且つ重要 な病変 とされて

お り, N-Bの 中枢 神 経 系 における病理組織 像が結

動炎の それ ともつ とも類似 性 を もつ とい うことは

N-Bが 膠原病に属す る疾 患 であ る可能性 を支持す

るものであ る.

C. Behcet氏 病 と膠原病 との関聯

われわれの症 例の中枢神経系の病理組織学 的所見

が血管の病変を主病変 と し結動炎の脳所見に類似す

ることは既に述べ た.結 動炎は独立 した疾患名であ

ると同時に膠原病所属疾患に共通 な代表的且つ基本

的な重要疾患とみな されている.

膠原病 という概念は病理形態学的背景の上になり

たつ たものであり,血 管結 合織の広汎且つ系統的に

病変の見 出 され る疾患をひとまとめに したものであ

る.こ のよ うに膠原病 か否 かの判定 は病理組織学的

検討によ り始めて確定 され るものであるが,臨 床所

見 に於いて も膠原病 に共通な所見があ る.そ れは血

沈の促進, γ-Globulinの 増加,関 節痛,弛 張する熱,

眼底 出血,全 身散在性の血 管障害症状,漿 膜炎,皮

下結節等である.し か もこれ らが一過性に出現する

のが特徴的である. Behcet氏 病 が全 身病であり皮

膚粘膜症状,眼 症状,中 枢 神 経症状がSchub様 に

繰返 してお こり,し か も上記の膠原病 に共通な症状

を数多 く有 してい ることはBehcet民 病が膠原病の

一つであ ることを 裏 面 か ら根 拠づけるものであろ

う.

膠原病で中枢神経症状のみ られるものは多 く,結

動炎,エ リテマ トーデス,リ ウマチ症,硬 皮症等が

あげ られ,出 現す る神経症状はN-Bに 於けると同

様複雑多彩 である.結 動炎やエ リテマ トーデスの中

枢神経発現頻度は20%前 後で(Harvey25), Russel47),

原 田24))Behcet氏 病 のそれに一致する.

その他, CRP反 応 の陽性率 の高 い こと,血 清中

Mucoprotein量 の増加等は膠原病 と共通である.ま

た結動 炎等 によ く見 られ る好酸球増加はBehcet氏

病に もみ られ, Silfverskioldの 第2例 は35%, Aksel

及び渡辺は11%で あつた.治 療面に於いて も諸種の

抗生物質が無効で あ りSteroidhormoneの 効果の認

め られることも参考 にな る.

このように臨床 的には本症 と膠原病 との多 くの共

通する所見 を見 出 したが本症を膠原病 と断定す るに

は全身の病理形態学的所見 が必要であり,ま た重要

であ る,わ れわれ の症例では中枢神経系の病理組織

所見 のみ しか得 られなかつたが,こ の方面の検索は

鹿野53-56)等に よつてな されている.彼 はBehcet氏

病患者の結節性紅斑様発疹,血 栓性血管炎,化 膿性

発疹,陰 部潰 瘍,口 唇アフター及び眼所見を病理組

織学的 に追求 し,そ れ らの何れに も血管 と結合織の
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壊死,変 性を主 体 とす る病変 を認 め, Behcet氏 病

は典型的な膠原病であるとの結論に達 している.ま

た上岡,佐 野48)等 も血管の フ ィブ リノイ ド変性を

認めている.

われわれの症例の中枢神経系病理組織所見 はそれ

のみをもつて膠原病 と断定す ることは出来な いに し

ても,そ れに類似 す る所 見 を得 た. N-Bの 中枢神

経系の剖検例は数 が少な く,中 枢神経系の血管及び

結合織の病変があつたに して も,従 来の症例 で膠原

病との関連を考究 した ものはな く,今 後の中枢神経

系に於け る検索 がこの問題を解 決 して くれるであろ

う.

本症の原因に関 しては諸説があるが,い まだ判つ

ていない.現 在原 因論について二大主流があるとい

える.そ の一つは葡萄球菌を中心 と した感染 説,特

に細菌ア レルギー 説 で あり,他 はVirus説 である.

 Behcet自 身は本症を或種のVirusに よつて惹起 さ

れるもの と して報 告 してお り,そ の後 も数多 くの

Virus説 を主張す る人 があるが, Virusの 培養 と動

物実験が不確実で疑問の点が多 く,し か も本症には

強い伝染性 もな く,何 年 もの間炎症の再燃を繰返 し

抗体の作用 しが たいことや化膿 菌に対す る感受性の

強いことなどか らVirus説 に反対す る人 も多 い.

Virus説 を凌駕する ものに葡萄球菌を中心 と した

感染説,細 菌 ア レルギー説があ る.

Reis43), Gilbert, Koppe等 は 敗 血 症 を主張 し,

前述の如 くFiegenbaum70) Berlinll)等 は 黄色葡萄

球菌を証明 している.そ の他起炎菌 として種 々の も

のがあげられているがいずれ も決定的な ものではな

い.本 症が再燃を繰返す こと,皮 膚過敏反応及び好

酸球増加等のあ るこ とよ り本 症 が遷延性の敗血症

を基 盤 とす るア レル ギー反 応 と解する人 もあ る

(Weve65)).こ のよ うにBehcet氏 病 の原因 とな る

ものは今尚不明であ る.

われわれの剖検例で は膠原病に類 似の所見 を得た

が本症が膠原病 にあるに して も本症 の原因を解明 し

たことにはな らず,む しろ原因 のわか らない疾患 で

あることを強調 していることになる.し か し膠原病

には膠原病と しての成立機序があ りBehcet氏 病 も

膠原病という光の下に新 らしく照 らし出す と,そ こ

に新たな洞察の端緒が開 けるのではなかろうか.

Behcet氏 病 の成立 機 序 も簡 単な ものではな く,

病原体となるものがあるにして もそれ自体では本症

の諸症状を惹起 させ ることは出来ないが素質 ある個

体が炎 症を繰返すうち に体質 の変 調が〓 わり,い ろ

いうに修飾され る.最 初皮膚粘膜症状を繰返 してい

た ものが,や がて眼症状を発現す るようにな り,そ

れ らを反復 して いるうちに末期 になつて中枢神経症

状を招来するようになるのではなかろうか.

われわれの剖検所見は定型的な敗血症脳炎 とは区

別 され るが,遷 延性の慢性敗血症 を否定 し去 るもの

ではな く, Mc Menemey36)の 例等 ではRevnccination

に続 いてお こる脳炎に組織学的に類似 しており,ア

レルギー性炎の特徴を備えてい る.ま たここに挙げ

た9例 の剖検例の中で も炎症の強い もの,弱 い もの,

脱髄 のあるもの,そ うでない ものとその脳所見は個

々の症例によ りかな りの差がある.こ の ことは病原

体 自体がひきお こす個有の病変 とい うよりはむ しろ

生体の反応とか免疫学的修飾が病変 に重要な役割を

演 じていることを意味 してお り,個 体の素質お よび

体質の変調 といつた ものが病変 に強 く関与 している

ようである.

結 語

われわれはNeuro-Behcet氏 症候 群 の1剖 検例を

報告 し,あ わせて従来 の文献例8例 に自験例を加え

てその脳病理組織学的基礎的考察を行ない,次 ぎの

結果を得 た.

1)症 例は口腔および陰部症状発現以来9年 目に

複視が反復出現す るようにな り,や がて両下肢 の運

動障害,強 迫笑,言 語障害,運 動失調,排 尿障害,

注射部位炎症傾向等を来 し,こ れ ら諸症状は増悪寛

解を何回 も繰返 していたが,口 腔ア フター性潰瘍発

現 より17年,神 経症状 出現よ り8年 後47才 にて呼吸

麻痺にて死亡 した.経 過中に葡萄膜炎はみ られなか

つた.

2)そ の病理組織学的所見 として,脳 軟膜の一部

および脳実質 内のほ ぼ 全領 域 に血 管 周 囲細 胞 浸

潤 が み られ, Panmeningoencephalitfs disseminata

 chronicaの 像を呈 し,延 髄 に脳膿瘍形成が認め られ

た.血 管壁の フィブ リノイ ド変性,線 維化,外 膜膠

原線維の膨化,増 殖,変 性等 の血管変化,限 局性 グ

リア増殖巣,軟 化空洞,消 耗性色素 の異常増加等が

あ り,病 変は全脳領域に認め られたが特に延髄,中

脳,橋,間 脳,線 状体に著 しく,ま た病変に新旧の

差がみ られ た.

3)文 献例 に自験 例を加えて9症 例にう きその脳

病理組織学 的所 見 を 検 討 した結果, Neuro-Behcet

に共通 な所見 は淋 巴球を主 とす る広汎な散在性の血

管周囲細胞浸潤.中 等度の ミクログ リアと軽度のマ
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クログ リアの増 殖を伴 なう軟化巣があり,時 には軟

化空洞,脱 髄巣 も見 られるが,一 般 に脱髄巣は ごく

軽度に血管周囲に認 め られ るにすぎない.動 脈内膜

炎,梗 塞,血 栓,血 管 中膜の硝子様変性,線 維化,

外膜の膨化,増 殖,変 性等がある.病 変は全中枢神

経系 に見 出され るが脳幹 に例外な く強 く,灰 白質 よ

り白質 に高度である.

4)Neuro-Behcetと 他の脳 炎 等 の 疾患 と比較す

ると,脳 病理組織学 的には結節性動脈周囲炎 に類似

し,ま た臨床的にも膠原 病との多 くの共通点がある.

終 りにのぞみ,御 指導ならびに御校 閲をいただい

た奥村二吉教授 に深謝 し,種 々の有益 な御助言なら

びに御援助 をいただいた池 田博士,お よび標本作製

に御尽力いただいた粟井氏に厚 く感謝の意を表 しま

す.
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Neuro-Behcet's Syndrome

-An autopsy case of Neuro -Behcet's syndrome and the 

patho-histological observations of the cases

- By

Takashi Mii

Department of Neuro-Psychiatry Okayama University Medical School

(Director: Prof. Nikichi Okumura)

In the present paper an autopsy case report of Neuro-Behcet's syndrome has been made 
and patho-histological studies of the brain of the 8 autopsy cases reported previously as well 

as those of the present case have been conducted .
The present case was a 47-years old man. In the ninth years after the onset of symptoms 

in the oral cavity and in the genitalia he was troubled repeatedly with diplopia. Gradually 
there appeared such symptoms as the disturbance of his gait , forced laughing, disturbance of 
speech, ataxia , and the inflammation at the sites of injection. He had remission and aggrava
tion of these symptoms . However, he died of respiratory paralysis 17years after the onset 
of oral aphtha and 8years after the onset of diplopia .
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In the patho-histological observation of this case there were seen perivascular cell infiltra

tion covering the entire cerebral parenchyma as well as a portion of meninges, revealing a 

picture of chronic disseminated panmeningoencephalitis and cerebral abscess of medulla oblon

gata.
In addition, there were fibrinoid degeneration of the blood vessel wall and such degenera

tive changes in the blood vessels as fibrosis and proliferation of collagen fibers; and also cir

cumscribed foci of glia cell proliferation, softening cavities and abnomal proliferation of consump

tive pigments. These pathlogical changes were recognized in the entire brain, but they were 
especially prominent in brain-stem. There were no pathologica changes in the optic nerves and 

in the spinal cord.

In the investigations of the patho-histological picture of the brain in our case as well as in 

the cases reported in literature, the common findings in Neuro-Behcet's syndrome are extensive 
disseminated perivascular cell infiltration of the brain, softning accompanied by a moderate 

proliferation of microglia cells and degenerative changes of the blood vessel wall. while these 

pathological changes are especially marked in the brain-stem, to a greater degree in the white 
matter than in the grey matter.

Neuro-Behcet's syndrome has been found to resemble periarteritis nodosa and clinically it 

shows many common pathologic changes as found in collagene disease. Hence, it is assumed 

that Behcet's syndrome belongs to the collagene disease. (Author's Abstract)


