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講 演

我國に於ける所謂流行性腦炎に就て

岡 山 醫 科 大 學 教 授

醫學博士　 金 子 廉 次 郎 述

(本稿 は本年二 月岡 山醫學會總會 に於 て講演せ ろ大要な録せ うものな り.)
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一.緒 言

昨年,我 が岡山縣 の外,徳 島,香 川,富 山,其 他各地 に於 て大流 行を來 たせ る所謂

流行性腦炎なる疾患は決 して咋 年創 めて實現せ るものにあ らす,之 が我が岡山縣 は勿

論東京其他各地に於 て も既に可 な り以前 より時 々流 行せ る事 は諸家 の記載 に徴 す るも

疑 ふ餘地な きが如 し,

此種 の疾患は從 來流行性腦脊髓膜炎又 は假性流行性腦脊髓膜炎 と呼ばれた るが,今

日の知見を以 てすれば之が フイクセルバウム氏の腦膜炎球菌 に因 る流行性腦脊髓膜炎

と異 なれる疾患 なる事は明かな り.但 し本症が1917年 ウィー ソのエコノモ氏に よ り新

に世に紹介せ られた る嗜 眠性腦炎 と同一疾患な りや否 やに關 しては尚 ほ多少議 論の餘

地あ り.

今 日多 くの諸家は此疾患 を流行性腦炎 と呼び,從 來 の疾患 と同 一物 と見做 す も,二

木博士等 は之 を後者 と區 別 し,流 行性腦膜腦炎 と呼 ぶべ しと提言せ られた り.

此問題 に關 す る私見に就 ては後に述ぶべきも,畢 竟本病が主 と して腦 を冒 し,加 之

流行性に來 た るを以 て,之 を流行性腦炎 と呼ぶは何等差支 なきも,之 が果 して在來の

嗜眠性(流 行性)腦 炎 と同一疾患 な りや否 やは病原體 の確定 を待 ちて始 めて決定せ らる
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べ き問題に して,夫 迄 は此種疾患 を總 括 して之 に同一 名稱 を附 し,更 に諸種 の異型を

設 くるとも,又 症状經過 の餘 りに多 く異 なれ るもの を區別 して之 を各 々一獨立疾患 と

して認識す ると も之は特 に臨 牀上の便宜 上 よりすれば夫 々學者の嗜 好に任せて差支な

か るべ し.

余 は本講演 に於 ては暫 く便宜上昨年流行せ るが如 き急性疾患を在來の嗜 眠性腦炎 と

區別 し,之 を標題 の如 く假 りに 「所謂流 行性腦炎」 と呼び其一般 に就 きて,主 として

教室 に於 け る研究 を基礎 として述べんと欲 す.

二.本 病 の 歴 史

前述 の如 く本病は可 な り以前 より流行 せる疾患 にして岡山縣の流行地方にては住民

之 を 「サツチ」(必然的に死 を意味 する急性 重症疾患 の意)と 呼び古 くより恐怖せるが,

本病 が明に世の注意 を惹 くに至 りしは岡山縣に於 ける大正元年の大流行後な り.當 時

本病 は流行性腦脊髓膜炎 の一種 と考へ られ,何 人 も之を疑 ふ ものなか りしが,高 野 博

士 は諸種調査の結果後に述 ぶ る如 き事項に より本病 を眞の流行性腦脊髓膜炎 と區別 し

一種病原不明の假性流行性腦脊髓膜炎 と呼び,又 桂田博士は主 として病理解剖的檢査

の結果 よ り之 を一種 の急性脊髓前角炎 と推定せ り.其 説 の當否は別 とし,雨 氏と も嗜

眠性腦炎 など未 だ知 られざ りし當時に於 て既に本病 を流行性腦脊髓膜炎 と區別 せるは

確 に卓見 と稱 す可 し.

岡山縣 に於 ける大正元年以後の本病 流行状態 は次表 の如 くなるが,本 病 は依然流行

性腦脊髓膜 炎 と混同せ られたるを以 て其 の患者の實數 を知 るは精 々困難 な り.然 れど

も,是 等患 者は大部 分夏期 に於て登生 せる ものなれば之に眞性流行性腦脊髓膜炎患者

の幾分 を混す るとす るも,夫 が極 めて少數 なるは想像 に餘 りあ る所 な り.

尚ほ本表數字 は實際縣 の流 行性腦 脊髓膜炎取締規則 に より届出 られ しもののみに係

り,患 者發生 の實數が遙 かに之 を凌駕す可 きは疑 な きところな り.

第 一 表

(岡山縣に於けろ患者數年表)
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岡山縣以外 に於 て も昨年度の大流 行以前 より即 ち亦可 な り古 くよ り本病の流行 あ り

しは明な り.之 に關 しては既 に高野博士が日新醫學第七年第六號に於 て精 し く記載 せ

られだ るを以 て茲 に細述 せざるが,近 くは大正七,八 年の頃に も東京地方に多少 の流

行あ り,稱 々學界 の注 目を惹 けるは尚ほ吾人の記憶 に新 な る所 な り.當 時一部 の學者

は尚ほ之 を流 行性腦 脊髓膜炎の一種 と考 へた るが,腦 脊髓液の所見其の他幾多之 と異

なる點 あるを以 て其 の本態 に就 て疑 を挾む もの多 く,恩 師稻 田教授の如 きも本症が流

行性腦脊髓膜炎 と云はん よりは寧 ろ一種 の急性腦炎 と稱す るに適す る病状 を有す る事

を指摘せ られた り.但 し,本 症 は當時漸 く歐米 に於 て注 目せ らるるに到 れ る嗜 眠性腦

炎 とも異 なる所あるを以て 「一種獨立の疾患 ではあ りは しないか と思ふ」 と述べ られ

た り(實 驗醫報第六年第六一號坐談).蓋 し,本 症 を以 て在來 の嗜眠性腦炎 と比較 せる

は先生 を以て嚆矢 となす.

余 も大正十一年 以來本症 の多數 例を觀察 し,之 に流行性腦脊髓膜炎 と異 なれ る點 多

多あ るを感 じ,本 症 を寧 ろ一種 の腦炎 と考察せるが,遂 に昨年度の大流行に遭遇 すに

及び,病 理解剖的研究を遂 行す るを得 て所信 を確む るを得 た り.

上述の如 く本病 は決 して昨年を以 て新 しく生 れた る疾患 にあ らす,恰 も嗜眠性腦炎

が既に古 くより歐洲の地に流行せ るも,エ コノモ氏の記載を見 るまでは餘 り知 られざ

りし如 く,本 病 も以前 より流 行せ る疾 患な るも,此 度 の大流行を來 たす までは他の疾

患 と混同せ られ,世 の注意 を惹 かざ りしもの な り.即 ち本病 も亦新 しく生 れたる疾患

にあ らす して,新 しく知 られた る疾患な り.

三.流 行 病 學 的 事 項

本病 の流 行は主 として夏期 より秋期にかけて行 はる.殊 に八,九 月の候 に盛 なる事

多 し.冬 春に於 て疑 は しき疾患 の發生 を觀 る事 あ るも極 めて異數 な り.少 なくも大 流

行 は夏秋 の候に限 るものと考 へ て差支 な し.昨 年度 の大流行 に於 て も特 に八月が注 目

せ られた り.殊 に岡山縣 に於 ては患者の發生 は八月中旬 に最 も多 く,八 月 二十五,六

日頃 よりは急に著 し く減少せ り.之 は例年の傾向な るも年 に より多少の遲速 あ り,大

正元年の大流行時 には九月初 旬に於 て特 に多數患者の發生を見た り.

本病流行の時期は極 めて短 かし.八,九 月頃 に始 ま り(時 に尚ほ早き事あ り)十 月,

十一月頃に及ぶ も流 行の極盛 期は極 めて短 く,僅 に旬 日に過 ぎざる事 あ り.昨 年度 の

大流行の如 きも殆 ど疾風迅雷的に來 た り,可 な り廣汎 なる地域 に亙 りて一時に多數 の

患者 の發生 を見 たる も,又 颱風一過の如 く僅 に旬 日にして衰退 し始 めた り,
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本病 の流行 と暑熱,日 射時等 と大 な る關係 を有す るは疑 なきが如 し.之 を岡山縣に

於 ける患者數 に徴 す るも,大 正十 一年には降雨少な く,暑 熱 も比較的強 か りしが,患

者 比較的多 く發生 し,大 正十 二年に於 ては,降 雨多 く暑熱 も甚 しか らす,患 者の發生

數 少な し,即 ち第 一表 に於 け るが如 し.而 して昨年度稀 有の劇 しき暑熱 と旱魃 とに際

し,未 曾有の本病大流行 を來 たせ るは誰人 も注意 せ る所 な り.又 同 一年度 に於 て も少

な くも流行の初期 は暑熱の極盛期又 は寧 ろ其の直後に一致 し,降 雨一過冷氣加はるに

至 れば患者 の發生數著 しく減 少す る傾 向あ り.秋 冷の候に於 ては患者の發生 を見 る事

ある も其 の數著 しく減少 し,而 も流行の極 盛期に於 け る如 き電撃性 重症疾患 は殆 ど其

の跡 を絶 ち,輕 症又は不定型症例 を見 る事 多 し.

其の他本病の流行に就ては既に飯村防疫官 も注 意せ られたzる如 く氣温,日 射時等 の

外諸種 の氣象的影響(例 へば空氣 の濕度,風 位,書 夜氣温 の相違,雨 量其他)の 存在

す る事 を看 過す る事能 はざるべ きも,之 に關 しては尚ほ今 後の流行時に於 て精細 なる

觀察 を下 す必要 あ る可 し.

本病 の流行は一方に於 て多少地 方病 的色彩 を有す.從 來各地に於 ける本病 の流行状

態 は明白な らざれ ども,少 な くも我が岡山縣に於 ては大正元年大流行以來年 々多少の

流 行 あ り,本 病流行地方の一に數 ふ るも差支 なきが如 く,又 岡山縣内に於 て も特 に人

口稠密 せるJR海 地方の低地に於て患者の發生數多 し.此 事 は本病の流 行がただ氣候に

よ りて支配 せ らるるのみな らす又幾分地方的地勢的又は風土的の關係を有 す る事を示

す ものな り.

本病 の發生 は限局的又は集團的にあ らす して寧 ろ散發的な り.從 て本病 の傳播 は直

接人 より人 を介 して行は るるものにあ らす,も し之 あるも極 めて異數 と考ふ可 し.飯

村防疫官 に擦 れば富山縣 に於 ては患者六百七十一名 に對 して患家六百七十一戸 にして

一家 二名以上 の患者 を出 せるものな し.余 が 「クリニック」に收容せ る患者 に就 て見 る

に二,三 の例 に於 ては家族的に又 は集 團的 に相繼 ぎて發病 せ るものあれ ども今度 の如

き大流 行時に於 ては之 を以て直 ちに直接傳染 の例證 となすは困難 なる可 し.

次 に年齡 に就 て見 るに既に高野博士 の注意せる如 く本病は老齡の入に多 し.收 容 せ

る患者中 には可 な り多數 の年少者 あれ ども飯村防疫官が富 山,長 野兩縣 の患者に就 て

統 計せ られたる如 く,之 を日本總人口の年齡別 と對比すれば,老 齡者 の胃 さるる率は

極 めて大 な り.尚 ほ老齡者 には概 して重症多 し.

男女別,職 業別等 は重要 の意義 を有 せす.男 女 とも大差 な く胃 され(主 要 流行地 に

於 ける統計に據 るに略 々平均男九,女 七位 の割合な り),貧 富,階 級 の如何 を擇ばず,
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家にあ りて安居す るもの も家外 に於 て勞作するもの も共 に免 るる事能 は ざるが如 し.

本病 の誘 因 としては心身の過勞は多少 の意義 を有 す るが如 し.夏 期炎暑の折,特 に

心身の過勞後に於て罹患 せ るが如 き症例決 して乏 しか らず.尚 ほ又個 人の體 質,殊 に

腦の抵抗力の減 退等が多少 の關係 を有するは疑 なきが如 く,患 者 の既往症 に於 て屡 々

諸種の腦疾患又 は神經的素質等 を見出 し得べ し.

四.病 原 論

本病 は其 の流行状態 より觀察す るも一種の微生物に因 りて起 る感染性疾患 な らんと

考察 せ らるろも,其 の病原體が何 な りやは今 日尚ほ全然不明 な り.

最近一種 の 「ス ピロヘー タ」が病原 として擧げ られたるが,勿 論之は未 だ確定せる

ものにあ らず.我 が教室 に於 ては一 昨々年以來多數の症例 に就 て其 の腦脊髓液,血 液,

尿,屍 體材料等 を檢索 し,殊 に最近に於 ては特 に諸種 の鍍銀法 を應用 して,患 者解剖

材料及び動物試驗材料 等を精 査せるが 今日に至 るも尚 ほ 「ス ビロへー テ」 と斷 じ得 ベ

き何物 をも證明する事能 はず.

本病 の病原問題 に關 しては「スビロへ一 チ」よりも寧 ろ一種の細 菌殊にグ ラム陽性 の

双球菌属が興味 を喚起 せしむ.之 は京都大學 の研究班諸氏,中 院氏等に よ りて も檢出

せ られたるが,我 教室にては可 な り屡 々之 を證明 し得 た り.之 は所謂肥饒球菌 に類 せ

る多少大小 ある密 に相對 せる「ぜンメル」型の球菌 なる事 あ り,又 肺炎双球菌 に類 せ る

双球菌(多 少連鎖状 を呈す る事 もあ り)な る事 もあ り.

教室に於 け る双球菌の證 明頻度を表示すれば次の如 し.

第 二 表

(双 球 菌 發 見 率)
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是 等双 球菌 の性状に就 ては別に精 しく報告すべ きも,兎 に角此種 の細菌は斯 く屡 々

見出 さるるのみ な らず,教 室 に於 ける津 田君の今 日迄の實驗 に據 るに,動 物に對 し可

な り強 き毒性 を有 し,且 屡 々中樞神經系に對 し親和力 を有す るを以て,之 を全然偶然

的 の夾雜物 とは考ふ る事能はず.殊 に教室 の津田氏及び近頃 にては京都研究班諸氏 も

是等双球菌 と恢復期患者血清 との間に於 て多少の免疫學的關係 を證明せ り.

然 れ ども本病 の眞 の病原體 は後述 の如 く一種 の濾過性微生物 と考 ふべ きものな るを

以 て,此 種 の細菌 を以て病原體 その ものな りとは考 ふ る事能はず.蓋 し此種 の細菌は

眞の病原體の一種の隨伴者 として個體 に侵 入 し病原體の毒性 を助 長 し,又 は全 く自己

の毒性 に より著 しく本病の病勢 を險惡 な らしむ るものにあ らざるか,殊 に是等 の細菌

が屡 々特に腦膜炎症状強 き症例 より檢 出せ られ,且 教室 の黒瀬君の研究に據 るも明白

な るが如 く動物 に於 て著明の腦膜炎様病鍵 を惹起する點 より觀て幾分本病 の腦膜炎症

状 に對 し意義 を有 するものにあ らぎるか.蓋 し彼 の流行性感胃に於 て双球菌属其 の他

が續發感染 して屡 々重篤 なる肺炎症状 を起すが如 く本病 に於 て も特殊 の双球菌屬は病

原體 に隨伴 して諸病鍵 に關與 し本病 の流行 に際 しては多少 の意義 を有す るものと考へ

得べ し.

次 に本病 の動物試驗の成績 に就 て一 言すべ し.

昨年度の大流行時 に際 しては諸家に據 り動物試驗行はれた るが,京 大研究班諸氏 は

患者の腦脊髓液 を以 て猿,家 兎,海 狸,鼠 等 を罹患せ しめ,神 戸の中院 氏は腦乳劑,血

液又 は腦脊髓液 を以 て同樣種類 の動物試驗 を施行 し又陽性成績 を得た りと報告 せ り.

余 の教室 にて も其 の後患者 の腦乳劑,腦 脊髓 液等 を以 て猿及び家兎を罹患せ しめ,

世代 を重ねて順次其 の病毒 を移植 し得 た り.

此際動物の示す症状竝に疾患の經過 は一樣 な らず,病 毒の注射に因 り罹患斃死せる

ものに就 て見 るに,早 きは注射の翌 日既に斃 るるものあれ ども又中には四十八 日間 も

生存 せ るもの あ り.是 等實驗動物は本病 々原體 の確定せざる今 日直 ちに全部本病 に罹

患 せるものとは考 ふ る事能は ざるべ きも對照試驗 の成績 を参 考 し試驗方法 を考慮す る

時 は(病 毒 を直接腦膜下に注入 せず其 の微量 を末梢神經鞘内に注 入す るも動物 は三,四

日を經 て罹患 す る事 あ り)多 くの例に於 て病毒 は移植せ られた るものと考ふ るを得べ

し.

罹患動物の平均經過は勿論試驗材料 を濾過 せず して注 入せ る時 には之 を濾過せ る場
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合 より短 か し.前 者の場合には病 毒注 射後屡 々二,三 日目に既 に斃死す る事 あ るも,

後者 に於 ては經過は概 して長 く四,五 日目 より十 一,二 日目に及べ るもの多 し.中 に

は尚ほ長 きもの もあ り.

試驗的疾患 の經過は又注射部位 に よりて多少 の差 あ り,之 は病毒 を直接腦膜下 に注

入 せる場合 よ りも,末 梢神經鞘 に注 入せ る時長 し.

猛毒 なる双球菌の感染 あ りし場合には經過 一般 に短か し,或 系統 にては試驗動物 は

殆 ど代をつ ぎて二十四時間以内に斃死せ り.

經過中熱 ある事 あ るも又殆 ど無熱 なるものあ り.無 熱 なるもの必 ず しも罹患せず と

は言ひ難 きが如 し.熱 あ る場合 に も其の熱型は一樣 な らず,試 驗 の翌日既 に著明の度

の體温 の上昇 を來 たす事あ り,又 二,三 日又 はそれ以上 の 日數 を經 て初 めて著明 の度

の發熱 を起 す場合 あ り.熱 の高 さ竝に其 の持續 も一定 せず,人 體 に於 ける疾患の熱型

に比 し比較的定型 的 と考へ らるるは試驗後三,四 日目乃至五,六 日目頃 に至 りて急 に

發熱 し,體 温四十度又 は夫以上 に達 し數 日を經過す るものな り.併 し其 の何れの熱型

が本病 に代表的の ものな りや決定す る事難 し.

次 に動物 に於 け る數種の熱型 を示 せ り.
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意識障礙 の状態 は猿 に於 て最 も著 明に現 は る.一 見嗜眠状態 を呈 し,元 氣 を喪 ひ,

食 を攝 らす,唯 沈靜蹲踞 し,首 を垂れ又は横 臥す.刺 戟 を與 ふれば覺醒 するも止むれ

ば再び嗜眠状態に陷 る.猿 及び家 兎に於て末期 に四肢 の麻痺,痙 攣,硬 直等 を見 る事

あ り又腦脊髓液の變化,白 血球影 多症 なども證明せ られた る事あ り.

動物試驗の陽性率 は試驗材料 を濾過す ると否 とに拘は らず試驗材料竝に使用動物の

種類 に よりて多少 の差 あ り,又 病毒 を直接人 より動物へ移植 すると,動 物 よ り動物 へ

移植す るとに よ り罹患に多少の難 易あ り.

京都大學研究班諸氏は患者材料九例中八例 の割 に於 て猿,家 兎,鼠,海 〓 の何 れか

を發病 せ しめ得た りと云 ふが,余 の教室にては十八例の患 者材料(腦 乳劑,腦 脊髓液,

血液等)を 猿 及び家 兎又は家兎丈に注射 し,十 例 に於 て陽性成績 を擧 げ得た り.余 等

の教室 に於 て陽性率少 な きは使用せ る動物の種額及び數 少 きためな るべ し.此 際使用

せる試驗材料 と罹患率 との關係 を見 るに次 の如 し.

第 三 表

(試 驗 材 料 と陽 性 率)

各例各材料 に就 て用 ゐし動物 の種及び數 は一定せ ざるも,麦 に よるも腦乳劑 が最 も

有毒 なる事 は容易 に想像 し得 らるべ し.

尚ほ此際用 ゐた る動物 の罹患率 を見 るに之 は次麦の如 く家兎に於 て却 て大 なれど も

之は直接患者材料 を以 て試驗 せる成績に係 り,し か も例 に よりて使 用せ る動物 の種及

び數異なるを以て此表のみ よ り兩種動物の感受性 を決定 し難 きは勿論 な り.

第 四 表

(患者材料な以てせろ場合の動物の罹患率)
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但 し次 に尚ほ動物 より動物へ病毒 を移埴 せ る場合 に於 ても次表に於 け る如 く家兎の

方罹患率大 な り.然 れ共兩 種動物 に於て其 の試驗 方法(例 へば注射部位,注 射材料の

製 法竝 に量等)一 様 な らざるのみな らず,家 兎に於ては屡 々症 状不著明 にして,果 し

て此全數 が確 かに罹患せ るものな りや不明な るを以 て,兩 動物 の感受性 の比較に就て

は,之 亦病原體確定後 に於 て論斷 するを安全 となすべし.

第 五 表

(動物より動物へ病毒な移植せろ場合の動物の罹患率)

試驗動物 の腦脊髓 の病理解剖的變化は動物 の罹患の有無 を確む る上 に必要 な るが,

黒瀬君の研 究に據 るに確 かに罹患 せ5と 考 へ らるる場合に於て も之 は人體材料に於け

るが如 く著明 な らず,即 ち腦膜 には多少 の刺戟症状あ り,腦,脊 髓 の實質には輕度の

細胞浸潤,「 グ リア」反應等 を見 るを得 るも人體變 化に比 すれば寧 ろ不著明 な り.殊 に

「グ リア」結節の如 き又神經組織 に於 ける軟化竈の如 き之 を試驗動物 に就て證明 する事

容易 な らず,從 つて嚴格 なる意味 に於ては今日尚ほ試驗動物の病理解剖的變化 を以て

病毒 を移植 し得た りや否やを確む る事困難 な りと云 はざ る可か らず.グ ラム陽性 の双

球菌 を移 行せ しめた る場合に於 ては腦膜 の變化殊 に著 明な り.

要之,本 病 の眞 の病原體 は在來の嗜眠性腦炎の場合に於 け る如 く一種 の濾過性麼微

體 なるが如 く思 はる るが(京 都研究班諸氏,伊 藤,土 屋,中 條諸氏,高 木博 士等 も濾

過性病原體説 を公 にせ り),其 の精 しき性状 に關 しては尚ほ之 を將來 の研究 に待 たざる

べか らず.

在來の嗜 眠性 腦炎の病原體 に關 しては レヴ ァヂチー氏等は之を吾人健康者の口腔内

に常在 す るものとな し,之 が諸種 に其 の毒性を變 化 して疾患の因 をなすに至 るものと

考察 せ るが吾人 の疾患 に於て も直接人か ら人へ傳染せ る形跡 乏 しく流 行が颱風一過的

に地 方を風靡 す るが如 きは又原因 として從來の如 き外 來的の病原體 を考ふ るよりは常

在 性の口腔微生物 が何等かの動機(個 人的又は環境的變化)に より其 の毒 力を一變 し,

神經系統 に親 和す るに至 れる もの と考ふ るに適 する も之 は畢竟今日に於 ては尚ほ一の

憶 説に過 ぎず.
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五.病 理 解 剖

本病 の病理解剖 に關 しては北山,伊 原,菊 澤諸氏の報告に譲 り茲に詳述 せず.

諸病變中重要 な るは腦脊髓 に於 ける變化に して,即 ち腦膜 には充 血稀 に出血時に溷

濁,浮 腫等 あ り,組 織 的には是等 に相當 せ る所見の 外血管周圍及び其の他 に淋 巴球 竝

に時に多核白血球 の浸潤 あ り,屡 々之は可 な り著明の度 に達 す るも,化 膿性腦膜炎 に

相當せ る所見 を得 る事 な し.

腦の實質には肉眼的に著變を見ず,稀 に大 なる軟化竈 を見 る事 あれ ども之は寧 ろ陳

舊性變化の一に數 ふべ きものな るが如 し.組 織的 には腦,脊 髓實質に於 ては血管 の充

血,時 に其の周圍 の小出血,血 管周圍腔の小細胞 浸潤,竝 に實質 に於 け る「グ リア」細

胞 の浸潤樣増殖,竝 に神經組織の壊死及び變性 を見 る.一 言 にして云へば即 ち一種 の

炎症的,變 性的變化な り.就 中「グ リア」細胞の集簇 は從來餘 り注意せ られざ るも,本

病に於 ては屡 々結節状 を成 して現 はれ,注 目すべ き所見 を供せ り.彼 の嗜眠性腦炎又

は其 の他の傳染性疾患に於 ても經驗 せ らるる所謂「グ リア」結節 と呼ば るるものに類似

せ り.之 が大小,形 状等 は一定 せざるも個 々の「グ リア」細胞 は途 には脂肪 を攝 りて所

謂脂肪顆粒細胞 を形成 し,他 の神經組織 の退行性變化 と相 待 ちて,實 質軟化竈 の形成

に加 はる事 あ り,然 れ ども斯か る變性的變化は疾患が急性 に經過 せ る爲 めか 一般 に著

明の度 に達す る事少 し.

斯か る炎性的乃至變性的變 化は主 として腦灰 白質を侵 し,腦 皮質 よ り脊髓 に至 る隨

所に於て現 はるるが就中線状體及び其の附近親丘,腦 脚,腦 橋,延 髓等 に於 て著 明な

り.殊 に視丘下部,黒 質附近に於 ては變化著明に して,神 經細胞 の變性竝に「グ リア」

細胞の増殖及び其 の退行變化を見 る事多 し.線 状體及び其 の附近に於 ては時 に大 なる

軟 化竈 を見 る も既述 の如 く之が總 て新鮮變化 に屬す るものな りや疑 は し.延 髓,脊 髓

等 も決 して乏 しか らざる變化 を有す,殊 に脊髓 に於 ては前角に於て屡 々著 明なる變化

を認む.先 年桂田博士が本病 を脊髓 前角炎の一種 仁數 へ られた るも,蓋 し此變化 を重

親 せ られた るに因 らむ.

小腦皮質に於 ては變化最 も輕 し,但 し歯状核及び其の附近 には多少の變化 を見 る事

あ り.動 眼神經核 は侵 されざるか,侵 さるるも其の度輕 し.其 の他の腦神經核 は侵 さ

るる事あ るも一定 せず.一 般 に腦幹 に於 ては其の底面部強 く侵 され從 て黒質,橋 底神

經節,橄 欖核及び其の附近等には變化大なるが(脊 髓 前角 の強 く侵 さるるも此理由 に

據 る),背面部即 ち被 蓋,中 心灰 白層,動 眼神經核,赤 核,延 髓脊部核等 に於 ては變化

一般 に比較的乏 しきが如 し.
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中樞神經 系以外 の臟器には特 記すべ き變 化を見ず.心 先筋,肝,腎 等 には多少の實質

的質化あ り,腸 胃粘膜 には出血,加 答兒性變化等 が證明せ らるるも,之 等 は化膿性腦

膜變化を伴 へ る流行性腦脊髓膜炎 に比すれば遙かに輕度 な り.脾 臟に も變化乏 しく,

傳染脾 の如 き性状 を觀 るは異數 な り.

六.症 状

本病症状 に就 ては述 ぶべ き事多 きも,茲 にに個 々の症状に就 て詳述す るの時を有せ

ざるを以 て從來未 だ多 く記載 せ ざ りし二,三 の點 に就 て述 ぶ可 し.

(一)病 型 の分類.

在來 の嗜 眠性腦炎 は共 の症状 多樣 なるを以 て學者 に據 り諸種に分類 せ られた るが,

我所謂流行性腦炎 に於 ては症状竝に經過は比較的一貫 せるを以て,多 少の症状 の差異

に よ りて特 に諸病型 を分 つは餘 り必要 とせざる所 な り.金 澤の山田(詩 郎)教 授 は疾患

の經過中 に諸主要症状 に より躁狂型,昏 睡型,嗜 眠型,半 身不隨意型,不 全型等を分

たれ たるが,若 し他の諸疾患 に於 ても企 て らるる如 く,主 として症状 よ り分類 を試み

ん とすれば,之 等の病型 は何れ も屡 々認 め得 らるるものに して,其 の他尚ほ場合によ

りては腦膜炎型,不 隨意運動型等の病型 を も之 に加 へ得べ し.

然れ ども余等の今 日迄 の經驗 によるに本病 は多 くは發熱 と意識障礙 とを以て急性に

經過 し,其 の經過中屡 々腦膜症状,不 穏症状,麻 痺症状其 の他 を伴ふ ものにして,是

等 は勿論例に よ り,病 型 によ りて多少其 の趣 を異 にすれ ども,一 方又屡 々疾患の重 さ

又 は經過 に よりて も著 しく左右 せ らるる所 あるを以て,余 は茲 には便利 上假 りに病型

を次 の如 く分 たんと欲 す.

一 正 常型 .

重症.

中等 症,

輕症.

二 異常型.

嗜 眠型(定 型腦炎型).

脊髓炎型.

不全(頓 挫)型.

正常型.

之は流行時に於て,最 も屡 々遭遇 せ らるるものに して一,二 日乃至數 日の前驅期 あ

り,又 は之 な くして急 に又 は比數的徐 々に發熱 し,頭 痛 其の他 の一般症状 を伴 ひ,又

諸種 の程度 の腦膜 刺戟症状 を示 し,途 には早晩意識 の障礙 を來 たすに至 るものな り.

而 して重症 なる場 合には長短,諸 種の興奮期 を經て,昏 睡状態 に陷 り,經 過中各種

の重 篤 なる神經症状(痙 攣,麻 痺,不 隨意運動等)を 伴 ひ多 くは一,二 週の間 に死の轉
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歸 をとる.又 稀 には全 く電撃性に經過 する事 あ り.死 を免 るる場合 には經過は極 めて

緩慢に して徐 々に恢復す.

中等症 にては一般症状強 く,意 識の障磯 も高度 なれ ども,全 き昏睡状態には陥 らす,

又之に陷 るこ も比較的速かに覺醒 するを常 とす.多 くは五 乃至一〇 日間にて解熱 し,

後比較的急速に恢復す るものな り.

輕症 には意識の障礙 来 るも昏睡状態に移行 せす,多 くは僅 に一時無慾状態を呈す る

に過 ぎず.熱 及び之に隨件する一般症状 は時 に可な り高度 なる事 ある も概 して輕 く,

又重篤なる神經症状 を見す.

以上余 は疾患の重 さの區別に對 しては主 こして意識障礙 の程度 を目標 ごなせ るが,

勿論此際其の他の諸症状 をも顧慮すべ き必要 あ り.然 れ ども一般 に初期 に於 ける發熱,

頭痛其の他の一般症状竝に腦膜 の刺戟症状等は重 さの判定 に對 し餘 り重大 な る意義 を

有せす,寧 ろ意識障礙 の程度 が重要 な り.尚 ほ此際血液所見等 も顧慮 すべ き必要 ある

が,之 に就ては尚 ほ後に詳述 するこ ころあ るベし.

異常型.

之 は只 自分 の經驗 せ る症例中稀 に見 る所 なるを以 て,斯 く命 名せ しまでにて,將 來

の研究に於 ては此中の一部 が却 て正常型 こなる事 あるや も知 る可か らず.例 へば

嗜眠型 と稱 するものは從來嗜眠性腦炎 に於 て記載 せ られた るものこ略 々同様の症状

を呈す るものに して,余 の經驗 せるものは共 に稍 々慢性又は少 な くも亞急性 の經過 を

示 し全經過中全 く一種 の嗜 眠状態 を持續 せ り.之 は勿論生理的の睡眠 とは異 れど も,

前項記載せ る病型 に見 る昏睡 とは亦少 しく異 り,患 者 は此際刺戟な き時 には只昏々と

して眠れ ざも,多 少の刺戟を與 ふれば,容 易 に覺醒 し,食 を攝 り,能 く態答 し,加 之

又屡々自發的に諸種 の欲望に對 して要求 し得 るものな り.斯 かる症例 は極 めて稀 に見

る所に して,余 は過去 三 年 間 に於て其 の代表 的 なるものは僅にニ例 を經驗 せ るに過

ぎず,第 一例 は十二歳 の小學校男生 に して昨年八月十 日頃 よ り何等 の原因 な く復視 を

訴へた るが,後 數 日にて輕熱 を發 し,頭 痛,全 身違和,食 思缺損,嘔 吐其 の他の一般

症状 を訴へ,好 みて眠 をごるに至れ り.其 の後 温 は漸次 上昇 し,四 〇度 内外 に達 せ

るも,僅 に數 日に して分利的 に下降 し,諸 種の一般症状 も之 と共 に著 しく輕快 せ り.

併 し嗜眠状態 は依然 として持續 し,全 經過約 一箇月の間患者は食 を撮 る時 と刺戟 を受

けたる時 との外は只昏々として眠れ り.此 間眠 りの深 さは日によ り時に應 じ多少 の差

異 を呈せ るも,一 般 には次第に増加 し時 々四肢 又は全身の〓搦 又は振顫運動現はれ,

且當初 より存せ る眼筋の麻痺(右 側 外轉筋)症 状持續 せ り.即 ち本例 は嗜 眠 と眼症状 と
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を有す るものに して恰 もエコノモ氏のSomnolent-ophthalmoplegische Formに 類似 せる

症状 を以 て經過せ るものな り.第 二例 は七十五歳の無職 男に して咋年八月 二十一 日急

に全身の倦怠 を感 じ就床 せ るが,翌 二十二 日に至 り,全 く右側半身 の不隨 を來た し,且

其の夕方 よ り可 な り高度 に發熱 し,言 語 の澁滞,意 識 の溷濁 を來 たせ り.應 答 し得 た

るも明瞭 な らず,多 少の不稔状態を伴 ひた りと云ふ.二 十四 日入院 せ るが意識の溷濁

稍 々高度 なる も決 して昏睡 状態にあ らず,刺 戟に よ り容易に覺醒 し能 く應答 し且攝食

した り.屡 々多少の亢 状態 を呈 し,諸 種 の不隨意運動を呈せ るが就中左側上下肢の

舞踏病 様運動は全經過五十餘 日を通 じて甚だ屡 々現出 し,特 異の現 象を示せ り.即 ち

本例は主 として嗜 眠 と舞踏病様不隨意運動 とを以 て經過 せるものに して恰 もエコノモ

氏 のhyperkineashe Form又 はchoreatische Formに 類 せる症状 を示せ るもの な り.

以上兩例 とも其の症状 は全 く在來 の嗜 眠性腦炎 に類 すれど も,他 の定型症例 と其 の

流行時 を同 くせ るものなるを以て,之 を吾人の所謂流行性腦炎の一種 と看做すは決 し

て不穏當にあ らざるべ し.果 して然 らば斯か る症例 は僅に二例 に過 ぎざるも,吾 人の

疾患 とエ コノモ氏疾患 との間の別 を論ず るに際 しては可 な り重要 なる意義 を齎す もの

と云 ひ得可 し.

脊髓炎型.

之 も極 めて稀に見 るものにして,余 等 は流行 の末期 に於て僅に二例 を經驗せ るに過

ぎず.此 病型 に於ては殆 ど意識 の障礙 を見ず,或 は之あ るも極 めて輕度且一時的に し

て,主 として膀胱障礙,下 肢 の運動又 は知覺障礙 を以 て主症状 となす ものな り.本 病

の病原 未確定 の今 日に於 て,斯 か る疾患 が果 して所謂流行性腦炎 の一異型 な りや之 を

確證す る事 は困難 なれど も,之 等疾患が又本病 の流行時 に來 り,發 熱及び一般症状 を

以て始 ま り,可 な り急 なる一過性 の經過 を示 す點 よう觀 れば,之 を同 一疾患 と看做 す

も不當 にはあ らざる可 し.

不全型.

之は極 めて輕 き疾患に して,全 然意識の障礙 を來 さず,唯 發熱,頭 痛及 び之に伴 へ

る輕度の一般症状 を以 て急速 に經過 するものな り.時 に輕度 の咽頭症状 を示 す事 ある

も,流 行感冒 とは異 なれ り.血 液には輕度 の自血球夥多症 あ り,腦 脊髓液の所見 も亦

屡 々陽性(高 壓,蛋 白,細 胞増加等)な り.本 病型 も本病流行時 にあ らざれば之 を診斷

す る事殆 ど不可能 な り.

以上の如 き分類 に際 しては,勿 論各型 の間に諸種 の移行型 を認 め得可 きも大體 に於

て斯 く分類 ずる事に よ りて,少 な くも流 行時に於 け る本病 の症状竝 に經過の梗概 を知
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悉 し得べ し.

(二)血 液所見 と豫後.

本病の血液所見に關 しては特 に教室原氏の徹底的 なる檢索 あ り.其 の結果 は臨牀上

可な り興味あ りと信 ず るを以 て茲に特 に本項 を設 けて其 の概要 を述べん と欲 す.

本病血液所見中赤血球 多少の増加あ り),血 色素及び血小板等 に就 ては特記 すべ き

もの なきも,白 血球數は大 多數例に於 て著 しく増加 し,一 立方「ミリ」中二萬(三 萬以

上に達 せるものあ り)以 上に達 せ るもの少なか らず.檢 査病例 四十中一立方「ミリ」一

萬以上に達せ る ものを示せば次の如 し.

第 六 表

即 ち白血球數 の増加 は疾患 の重 きほど著 明に して,重 症例中,白 血球數 の生理的圈

内にあ りしは僅 に二例 に過 ぎず,加 之此二例は共 に入院後間 もな く死亡せ る爲 め之 に

對 し僅に一囘の檢査 を加へ得 たるに過 ぎざるものな り.一 方又 白血球總數 二萬以上に

達 せるもの十三例中十例 までは重症型 に屬せ り.白 血球數 を探患の經過を追ひて觀察

す るに,之 は或 る程度 までは經過の如何に よりて左右 せ られ,少 な くも急性經過 を示

す病型 にては症状増惡す ると其 に次第 に増加 し輕快に向ふに從 つて次第に低下 するを

原則 とせ り.從 つて白血球數 の計測 に より幾分疾患の重 さ竝に其の豫後 を判定す るの

材料 を得ベ し.

自血球數 の増加は主 と して中性多核細胞 の増加 に因 る.後 者は疾患の極期に於 ては

屡 々前者 の80-95%を 算 し,絶 對數 又二萬以上に達 す,併 し疾患 の經過 と共 に多 くは

漸次減少せ り.淋 巴球は之 と反 對に著 しく其 の%を 減 じ,甚 だ しき場合 には0.6%に 低

減 する事あ り.斯 か る極端 なる例 に於 ては著 しき自血球數の増加 め るに拘 は らず,淋

巴球の實數 は却 つて著 しく減少せ り.一 般 に中等度の白血球數 増加に際 しては其 の百

分率 は3.0-10.0に して大凡全自血球數 從つて又中性 多核細胞數に逆比 して増減 せ り.

「モノチー テ ン」の數 は前二者 の如 く大な る變動 を示 さざれ ども
,矢 張 り重症又は疾患

の極盛期に於 ては屡 々多少の増 加(絶 對數 は勿論,時 には百分率 も)を 示せ り.「エオ

ジン」嗜好細胞竝 に「マス ト」細胞 は重症例又は極期 に於 ては殆 ど證明せ られず,疾 患
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の恢復 と共 に出現 し,漸 次其 の數 を増加す.

以上 の如 く白血球數のみな らず尚ほ又白血球 各種細胞 の比率 も疾患の經過に從 ひ一

定 の意義 あ る動揺を示 すを以て之亦疾患の豫 後判 定に對 し役立つ もの といふ可 し.

疾患の經過中又骨髓細胞,「 プラスマ」細胞等 の出現 竝に増加を認め得 る事 あ り.然

れ ど も之等細胞 の疾患の豫 後に對する意義 に就ては尚 ほ不明 な り.

次 に數 箇代表的症例 に於 け る血液所 見を表示 すれば次 の如 し.

第 七 表
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次に佐藤,關 谷氏の所謂「べル オキシダーゼ」反應 を檢 す るに本症 の殆 ど總 ての例 に

於 て骨髓性白血球 は明かに陽性 を示 せ り.佐 藤博士等 は在來の嗜 眠性腦炎の少 な くも

急性症 に於 ては本反應 は眠 る(陰性)と 唱へ られたるが,果 して然 らば余等の疾患は此

點 に就 て在來の嗜眠性腦炎 と區別 し得 るが如 きも,本 反應の價値 に就 ては尚 ほ研究 を

要 す可 し.

(三)本 病 の熱型.

本病の熱型 は概 して不規則に して餘 り特徴 を有 せざるが,多 數 の症例 に就 て觀察す

るに略 々次の如 き三型 を分 ち得 ベし.

第一型　 之 は最急性疾患 に見 るものにして,體 温 は發病 と共 に殆 ど同時に,又 は遲

くも一,二 日中に惡寒(又 稀 に戰慄)を 以て又は之 な くして上昇 し,直 ちに四〇度内外

に達 し,多 少弛張 しつつ數 日を經過 し,遂 に著 しき下降 を見ずして死戰期 に移行 す る

ものな り.

第二型　 之 は最 も屡 々經驗 せ らるるものにして,體 温 は同 じく惡寒 あ り,又 は之無

くして漸次上昇 し 二,三 日乃至數 日の間に三九乃至四〇度又 は夫れ以上 に達 し 稽

留す る事僅 に二,三 日の後,再 び次第 に二,三 日又 は四,五 日の經過を以て稍散的に

解熱 するものな り.此 熱型 は恰 も定型 的腸窒扶斯の熱型 を各期共 に一様 に短縮 せ るが

如 し.熱 の持續 は疾患 の輕重に よ り多少 の差異あ り,短 きも四,五 日,長 きは十數 日

に亙 る.一 週乃至十 日間位 なるもの最 も多 し.

第三型　之 は比較的稀 に見 るものに して重症 に も輕症 に も來 るが,虚 脱 に陷 る場合

を除 けば,概 して輕症患者 に多 き熱型 な り.熱 の上昇は前諸型 き大差 なきが,解 熱に

際 しては體温 は附表の如 く全 く分利的 に下降 する ものな り.
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以上 の外諸種 の不正熱型 を見 る事 あ り.一 時下降 せる熱 が諸種の時期 に於 て再 び上

昇 し,高 度 に達 す る事 あ り.又 中等度の弛張性の熱 が長 く持續 する事 あ り.又 初 めよ

り熱極 めて低 く加之之が僅 に二,三 日にて消退 し去 るものあ り.但 し全然無熱にて經

過 す るものあ りや,余 は尚ほ斯 か る症例 を經驗 せざるも,諸 家の經驗(例 へば玉島の

仁科學士)に 據 れば之は必ず しも絶無 にはあ らざるが如 し.

次に熱 と本病 重要症状の一た る意識の障礙 との關係 に就 て觀 るに,兩 者は決 して直

接 の關係 を示す ものにあ らず.高 熱が必 ずしも重篤 なる意識の障礙 を伴 ふ ものにあ ら

ざると其 に,熱 低 き例 に於 ても亦下熱 に際 しても又屡 々下熱後に於 て も高度の意識障

礙 を經驗 し得 る事 あ り.此 點 は諸種熱性疾患にご於 て軍 に高熱 の爲 めに發 せる腦症状 と

は全 く區別 すベ きもの な り.
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(四)後 遺症.

本症 の輕症又 は中等症 は勿論比較的重症 にて も治癒後 に於て又は長 き經過中彼の嗜

眠性腦炎 に於 て屡 々經驗 せ らるる如 き「パー キンソニス ムス」の症状 を見 る事 は極 めて

稀 な り.岡 山地方 に於 ては比較的屡々「パー キンソニスムス」症状 を有す る患者に接す

れ ども,之 が果 してすベて本症 と直接の關係 を有す るものな りや明白な らず.然 れど

も余が赴任以來 「ク リニック」に收容 して觀察 し得 た る「パー キンソニス ムス」患者五例

に就 て見 るに,中 二例 は確に意識 の障礙 を伴へ る一種 の熱性疾患 に併發せ るものに し

て,就 中一例(三 十五歳大工)は 大正八年(季 節不明)岡 山市 に於 て高熱 を以て發病 し

約一週目頃 より約 「箇月間持續 せ る意識 の障礙(昏 睡?)を 發 し全經 過四箇 月を要せ り.

他の例 は大正九年十月岡山市附近三蟠村に於て突然惡塞戰慄 を以 て發熱 し,劇 しき頭

痛を伴 ひ,五 日目位 より意識 の障礙 を來 た し,約 十 日間位 は殆 ど昏睡状態 にあ りた り.

全經過約一筒月 を要せ り.之等 の症例 が果 して吾人の疾患に屬す るものな りや否 や,其

の判斷は唯之を既往症 に徴す るの外 な きも,少な くも第 二例の如 きは十月に發病 し,當

時附近村落には可 な り多數 の同様患者の發生を見 た りと云 へば,本 症 に對 し疑 をお く

は至當 な りと云 はざる可か らず.

次に本症 と肝臓磯能 の障礙 との關係 なるが,教 室の大森氏が本症十 一例 に就 て,急

性期又は恢復期に於 て諸種の方法を用 ひて檢査せる所に據れば,ウ ィダール氏 白血球反

應は屡 々陽性 なる事あ るも,他 の肝臓機能檢査 の諸方法は多 くは陰性 に終 れ り.從 つ

て本症の經過中又 は其 の後に於 て肝臓機 能の侵 さるる事あ りとす るも,極 めて輕度 な

りとせざる可か らず.尤 も 一,二 患者竝 に大正十三年五月廣 島縣 甲奴郡に於 て疑 は し

き疾患(發 熱,嗜 眠を以て經過せ り)に罹患 せる後右側 上下肢の輕度 の攣縮及び麻痺 を

遺 せる一患者に於 ては諸種の含水炭 素代謝機能は多少障礙 せ られ しを以 て,稀 には可

な り著明 の肝臓機 能障礙來 り得 る事 も想像 し得 ベ し.

通常觀 る本病の後遺症 と しては,輕 症,中 等症 に於 ては治癒後屡 々輕 き神經衰弱様

症状あ り,又 頑固なる頭痛,諸 部の神經痛等 を見 るも,之 等 は多 くは一過性 な り.重

症 にては精神 又は智力の障礙 を遺 せる もの,四 肢の攣縮又 は麻痺 を來たせ る もの等 あ

れ ども其 の數 比較的 に乏 し.連 島の松枝氏に據れば殊 に小見期に發病 す る時には比較

的屡 々智力の發育障礙 を見又癲痴,麻 痺等 を遺 すと云 ふ.近 日香川縣知事 よ り昨年香

川縣に發生せ る本病患者の後遺症 に關 し内務省へ報告せ られたる記録 に據 れば,二 十

八例の記載中半身不隨其 の他 の麻痺症 状 を遺せ しもの七例,記 憶力の減退せ るもの六

例,精 神の異常又 は其の作用 の鈍麻 を來たせ るもの五例,聽 力の障礙 ある もの四例,
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頭痛又 は頭部 の異常感覺 を訴へ るもの三例,眩 暈,發 語障礙,四 肢其 の他 の痙攣,右

足の攣縮 を訴へ るもの夫 々ニ例,其 の池視 力の障礙,全 身 の戰慄 を遺 せ るもの各 々一

例 あ り.各 症 例が總數 二十八例 を超過す るは,同 一 例にて數種 の症候 を具備 するもの

あれば な り.

七.診 斷

本病 の診斷 は大流行 時に於ては決 して困難 にあ らざるべ きも,何 分病原體不明なる

今 日に於 ては流行時竝に流 行地以外に於 ては決 して容易 な りとは言ふ可 か らず.殊 に

極 めて輕症 なる もの,不 全型,脊 隨炎型等 は流行 時外 にては診斷殆 ど不可能 な りと云

はざるベか らず.本 症 と鑑 別を要 す可 きは第一に在來の嗜眠性腦炎,流 行性腦脊髄膜

炎竝に其 の他 の腦炎 な り,此 際流 行の季節,流 行状態等は特に注意 を要 すべ く,又 血

液,腦 脊髄液所 見,特 に其 の細菌學的瞼査の成績は重要 の意義 を有す可 し.尚 ほ嗜 眠

性腦炎 との關係に就 ては特 に文末に詳述 せ り.

本症 は膜 々半身不隨 を以て始 まるを以 て發熱の有無不明なる時は又腦溢血,腦 軟化

等 と誤 らるる懼れあ り.又 急 に精神 の異常 を以 て發病 す るが如 き時には少 な くも一時

精神疾患 との區別に も困難 を感ずベ し.其 の他尿毒症發作 とも區別 すべ く,又 癲癇,

「ヒスタ リー」,進 行性麻痺等 に於 ける意識障礙 の發作 と も鑑別 を要 すべ き場合あ らむ

疾患が高熱 を以 て始 ま り,比 較的速 かに重篤 なる意識 の障礙 を來 たし(時 に多少の

腦膜刺戟症状 を具備 す),定型的 の腦脊髓液竝に血液所見を示す時は先 づ本病 に疑を置

く可 し.本 病 の腦脊髓液の斯見 に關 しては今囘は述べ ざるも,其 の性状 は一般 に流行

性腦脊髓膜炎 の夫 と嗜 眠性腦炎の夫 との中間に位 し,屡 々多少の高壓を示 し,液 は透

明な るも輕 き微粒状溷濁 を示 す事極 めて稀 にはあ らず.總 蛋白竝 に「グ ロブ リン」量は

増加 し又屡 々多核 白血球 を混ぜ る細胞増加著明な り.糖 分,食 鹽 量には著變 なきが増

加 す るよ りは寧 ろ減量す る事 多 し.時 に「グ ラム」陽性 の双球菌屬 を證明する事あれ ど

も,ワ イクぜルバ ウム氏の腦膜炎球菌 の證明は常 に陰性 な り.其 の他本病 の診斷に際

しては尚ほ各症状 に就 て注意すべ し.其 の詳細 に就 ては茲には述 べず.

八.豫 後

既 に述ベた る如 く,本 病 には電撃性の經 過 をとる最重症 よ り,意 識の障礙 を さへ伴

はの輕症 まで諸種 の病症來 たれば,本 病 の豫 後は決 して之 を一様 に論 ず る事能はず.

又流行 を異 にす るに從 ひ豫後に多少の差異あ るは年 々の死亡率 を比較 するも略 々之 を
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想像す るを得.但 し咋年度 の大流行に於 ては一般 に流行の初期 に於 て急性重症患者 を

見,流 行の末期 に於 て輕症又 は不全型 とすベ きもの を經驗 せ り.本 病 の死亡率 を定む

るに も從 つて其の取扱 ひたる材料 によ り著 しき差異あ り.一 般 に岡山縣 に於 ける統計

は輕症竝に不全型 を逸せ る嫌 あるを以て死亡率大 に過 ぐ.岡 山縣 に於 け る年 々の死亡

率 は既掲 の如 くなるが,昨 年度 日本全國 に於 ける本病 の死亡率 は内務省の發表 に據 る

に55.6%な り.余 の教室 に收容せ る患者 に就 て見 るに不全型 を除 外すれば48%に し

て,之 を加ふれば38.7%な り.

豫 後判定に對 しては熱 の高 さはあ まり重要の意義 を有せ ざるが,高 熱 の持續 するは

勿論重症 な り.意 識障礙の程度竝に其 の持續 は大に顧慮 する必要 あ り.昏 睡状態の持

續長 きに亙 るは危瞼 な り.年 齢 に就 て言へば一般 に若 きもの良 く老齢 なるもの不 良な

り.腦 膜 炎症状其の他亢奮 状態の餘 りに長 く持續 す るものは豫後不良なれど も,一 時

的に之等 の症状著明な るは必 ず しも重症 を意味す るものにあ らず.腦 脊髄液の所見 も

豫後制定に對 し餘 り重大 の意義 を有 せず,之 に反 し前述 の如 く血液所 見は大な る意義

を有 し,殊 に經過を追ふて白血球數竝 に其 の種別の消 長を觀 る事 は極 めて必要 な り.

九.治 療

本病の治療法 としては未だ推奨す るに足 るベ きものなし.從 來 の嗜 眠性腦炎 に於 て

は特殊療法 として恢復期患者又 は自家の血清又は腦脊髓液の注射(筋 肉又は脊椎腔 内)

を奨む るものあ り.此 疾患の紹介者エ コノモ氏は,初 めには無熱時 に牛乳の注射又 は

「ウロ トロビン」の投與 を試みた るが一咋年 ウィー ンに於て開かれた る獨逸内科學倉總

會に於 てはプ レーグル氏沃度液 の靜脉 内注射 を推奨 せ り.其の他化學物質 としては「ト

リパ フラヴィン」,「ヒニ ン」,「オプ トビニ ン」,「エ レク トラル ゴール」,「サルワル サン」

等諸種 の物質が試用せ られた るが效果の判定は素 よ り人に よ りて一様 な らず.

我國の所謂流行性腦炎に於 ては,本 病 が學界 の注意 を惹 きて より日尚 ほ淺 き爲 め未

だ多 くの療 法擧げ られざ るが,今 日まで效あ りとせ られた るものを列擧すれば次 の如

し.

一.高 野博士は大正元年 の流行時 に腰椎穿刺 を行ひ腦脊髓 液の幾分 を探取 し,後 腦

膜炎球菌免疫 血液 を注 入し死亡率 を半減 せしめ得た りと報告 せ られた るが,其 の後 も

此方法の效果あ る事 を告 げたる同業者 も少 なか らず.余 等の經驗 に據 るも腦壓 の高 き

時には腰椎穿刺 を行ひ單に液 の幾分 を排出せ しむ る丈 にて も多少 の效果 を期待 し得 ベ

し.
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二.金 澤 の大里教授は 「ウ ロトロピン」の濃厚溶液(例 へば 「へサチ ラミン」5.0)の

静脉 内注射療 法に於 て效 果 を認め

三.余 等 は「サル ワル サン」(「ネオネオアー セミン」)の静脉 内注射 に因 り幾分效果を

奏 した りと考ふべ き症例數箇 を經驗 せ り.之 等に就 ては尚ほ例を重ねて其 の成績 を刺

定す るの必要 あ る可 し.

四.本 邦 に於 ては特殊療法に關す る報告は未だ乏 し.蓋 し單 に患者の血清又 は腦脊

髄液を使用す るは多少の效果 あ りとす るも,實 際 に於 て諸種 の困難 を生 むベ きを以て,

此方面 に於 て治療 の方針 を求 めんとす るには,寧 ろ動物試驗 の成績 に着 目 し,猿 又は

家兎の體 内へ移行せ しめ得ベ しと考へ らるる本病病毒 に就 て考慮 す るを以て得策 な り

とすべ し.然 れ ども本病 の特殊療 法は之又 一般傳染性疾患 に於 けるが如 く其 の病原の

確定 を待 つて初 めて其 の完成 を期待 し得ベ し.

一〇.結 言

以上述べ來れ る所 に よりて余は略 々本病 の大綱 を紹介 し得 た りと信 ず るを以て次 に

結 言 として本病 と從來の嗜 眠性腦 炎 との異同 に關す る卑見を述 ぶ可 し.本 病 と流行性

腦脊髓膜炎 との區別は今 日病理解剖的所見竝に病原的研究 の結果 より最早明白な りと

考へ らるるを以て此點 に就 ては更に論 ず るの必要 なか るベ し.

既 に各項 に於 て述 ベ來 れ る所 より見 るも明白な るが如 く本病 と,在 來の嗜眠性腦炎

との間には特 に流行病學上竝に症候學上諸種の差異あ り.例 へば流行病學的事項に就

て見 るに,既 に屡 々論ぜ られた るが如 く彼(エ コノモ氏疾患)が 冬又は春季 に於て多 く

發生 するに反 し我(所 謂流 行性腦炎)は 昨年に於 け るが如 く盛夏乃至初秋 の候 に大流行

を來 たす こと多 し.併 し彼 に於て も夏期 に大流 行を來 たし高 き死亡率 を出せ る事絶無

にあ らず.

年齡に就 ては彼に於 て中年者多 く冒 さるるが(本 邦 に も和田博士 の四一例中二一乃

至五〇歳の ものは二九例 を算せ り.)我 にあ りては既 に高野博士が注意 せ る如 く比較的

多 く老齡着罹患 す.

性 の關係 は餘 り重要 な らざるも,患 者 の發生状態に就 ては多少注意す る必要 あ り.

疾患が散 發 し,人 よ り人へ直接傳染 せざるが如 き傾向を示 す ことは彼我相類すれども

彼が少 な くも我國に於て大流行 を來 さざるに對 し,我 が屡 々疾風迅雷的の短期 の大流

行 を示す こと大正元年竝に昨年に於 け る大流行の如 し.

症候學 的方面 より觀 るに疾患の起始 は彼 に於 ては概 ね徐 々に して熱 も低 く體温四〇
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度以上 に達 す るは極 めて稀 な るが,我 にあ りては多 くは急激に して惡塞又 は戰慄 を以

て誘導せ らるることす らあ り.但 し幾多の例外 あ り,彼 に於 ても電撃性の經過 を示 す

ことあ り.

意識障礙 は彼に於 ては名の示 す如 く主 として嗜眠 なれど も,我 に於 ては昏睡 な るこ

と多 し.

眼筋麻痺 は彼 に於 て頻發 すれども,我 にあ りては極 めて稀 な り.又 彼 にては急性期

に於 て屡々筋 の弛緩 の來 た ることを記載 せ らるるも我にあ りては却 て筋 の強直 を見 る

こと多 し.

所謂錐體路外症状 は殊 に彼 の慢性期 又は後遺症 に於 て屡 々觀察せ らるるものな るが

我 に於 ては極 めて稀 な り.肝 臟機 能の障礙 も之に關聯 し所謂流 行性腦炎 に於 ては我教

室大森氏 の實驗 に據 るも明かな るが如 く彼 に比 し極 めて稀に見 る所 な り.

腦膜炎症状 は彼我共に存 すれ ども我 に於 ては頻 發し且高度 な り.

經過,死 亡率 等に就 て も差 あ り,彼 は緩慢 に經過 し死亡率 も30-40%に 過 ぎざ るが

(和田博 士の例にては17%),我 は急劇 に經過 し其の死亡率 も50%以 上に達す.昨 年

岡山縣に於 ては之 は67.5%を 算 せ り.腦 脊髓液め性状 に も可 な りの差 あ り,之 を表示

すれば次 の如 し.

第 八 表
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要 するに腦脊隨液 の性状 より見れば我疾患 は寧 ろ嗜 眠性腦炎 と流行性腦脊髓膜炎 と

の中間に位 す るもの と云ふ可 し.

血液所見 も亦彼 我に於 て多少其の趣 を異 にせ り,今 教室原氏の研 究を基礎 として兩

疾患 を對比す るに左の如 し.

第 九 表

從 來の嗜眠性腦炎に於 ては血液像 に關す る研究尚 ほ乏 しく,精 細 なる比較 をなす こ

とは稍 々困難 なる も,前 表に よるも彼我血液所 見の間に多少の差異 あることを知 り得

ベ し.就 中佐 藤,關 谷氏「べルオキシダーぜ」反應の差 異は注 目すべ きも,既 述の如 く

之 に如何許の意義を附 し得 るや尚ほ不 明な り.

以上列擧 せ る諸點 よ り觀 るも兩疾患 は之 を直 に同 一な りと見做 すは稍 々困難 な りと

云 はざる可か らず.

然 れ ども一方飜 りて各項に就 て吟味 するに兩者間に尚ほ相通ず る もの又決 して尠 し

とせず.

余 は既 に彼 にあ りて も夏季 に流行 し,加 之電撃性 の經過 をとるものあ ることを述べ
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た り.又 彼に見 る眼症状錐體路外症状群,肝 臟機能障礙 の如 きも決 して彼 にのみ固有

なる症状 とは云 ふ可か らず.余 が嗜眠型 として擧 げた る二症例竝 に一,二 後遺症患者

の如 きは明 に之等 の症状 を具備せ り.其 の他血液,腦 脊髓液等 の所見の如 きも要 する

に兩者間に唯比較的又 は量的 の差異 を示すに過 ぎざる可 し.

尚ほ病理解剖學的所見は兩疾患 の異同 を論 ず る上に於 て重要 な るが之 に關 しては又

兩者 の間に重要 なる區別 を見 出す事能 はず.彼 の疾患 に於 て も略 々吾人が我疾患 に就

て記載 せ るが如 き病變記載 せ らるるが,唯 彼にあ りては我に反 し病變 が比較的屡 々腦

幹の背面部 に於 て高度 にして,從 つて被蓋,中 心灰 白層,動 眼神經核,赤 核等 の侵 さ

るる事多 きが如 きも,斯 かる病變の分布 は彼 に於て も流行 を異 にす るに從 ひ,多 少 の

差異を示す ものなれば,單 に之 を以 て兩疾患 の差別の根據 とす る事能は ざるは當然 な

り.

病原問題 に就 て見 るも余 が既 に述べたるが如 く其 の研究成績は兩者相共 に極 めて接

近せ る道程 を辿 り來れ り.

要之,兩 疾患は流行病學上又 は症状の上 に就て諸種 の差異 を示 せど も,之 は決 して

絶對的 の ものにあ らず,兩 者 の間には又諸種 の移行型 あ り.殊 に病理解剖的所見竝 に

病原問題 に關す る研究成績が相類するを以 て今 日兩者 を全然別種 の疾患 な りと斷 ずる

事 も亦不可能 なるが如 し.

然 らば兩者は同一疾患に して單 に風土の關係,氣 候 の變化等 に よりて幾分其 の病勢

を變 じた るものに過 ぎざるか,換 言すれば兩者の差 は單に經 過の急緩 によ りて之 を説

明 し得べ きものな りや,又 は此際双球菌 の如 き微生物 の混合傳染が病型 にか く大 な る

變化を與ふ る もの な りや,之 等 の點 は今日尚ほ充分説明 し得 ざる所 に して畢竟之が解

決は病原體 の決定を待 ちては じめて之 を期待すべ きものな らん も,余 は茲 にただ兩疾

患 の間には諸種 の差異 あ るも亦案外其通點 ある事 を注意 し,兩 疾患 は全 く同 一物 にあ

らず とす るも極 めて近 き關係に立 つ ものなる事 を唱へんと欲 す.

終 りに,此 講演に際 し未 だ本態の充分明かな らざる疾患 に對 し,乏 しき研究 を以て

屡 々斷定的言辭 を用 ゐたる事 を謝 し,且 時間の關係上一 々尊名 を擧 げ得 ざ りし本病研

究諸家,殊 に此疾患の研究 に對 しては同 じく又精勵事に當 られた る柿沼内科各位 に對

し満腔 の敬意 を表 す るものな り.(了)(大 正14年5月15日 原稿受領)
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