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メチル水銀による大脳皮質損傷

- 水俣病を診断するために-

浴 野 成 生1),二 宮 正1),今 村 桂 子1),諏 佐 マ リ2)

ShigeoEkinol),TadashiNinomiyal),Keikolmamural),MariSusa2):

Me仙ylmercurycausesDi仔useDamagetotheSomatosensoryCortex:

HowtoDiagnoseMinamataDisease

水俣病の公式確認後既に50年経過したが,水俣病の臨床症状や原因病巣について明快な科学的説

明はなかった.今回新しい研究成果をもとに歴史的な背景を振り返りながら水俣病について総括する.

水俣病の原因となったメチル水銀 (以下MeHgと略す)は,水俣市にある化学工場から排出され,

水俣湾 ･水俣川を通じて不知火海に拡散した.その結果,不知火海沿岸住民は,およそ20年間低濃

度のMeHgに曝露され続けることになった.これら慢性のMeHg中毒患者は,MeHg汚染が終わ

ってから30年経過した後でも未だに四肢遠位部 と口周囲に感覚異常を訴えている.この持続する体

性感覚障害は,大脳皮質体性感覚野が禰浸性に損傷されたことによって生じたのであって,以前から

信じられてきた末梢神経系の損傷によって生じたのではないことが明らかになった.これらの事実に

基づいてMeHg中毒いわゆる水俣病の原因病巣と症候について再度評価し直した.

<索引用語 :水俣病,メチル水銀中毒,大脳皮質損傷,全身性感覚障害,後遺症>

1. は じ め に

環境中の水銀レベルは,産業革命以降著しく増

加してきている62).水銀は一旦土壌に堆積すると

無機水銀からきわめて毒性の強いMeHgへと変

化する.MeHgは,食物連鎖を通 じて特に魚に

生物濃縮 される.その濃縮度は,1万から10万

倍といわれている.魚の摂取を通じて人体に取 り

込まれた MeHgは,胎盤や血液脳関門を容易に

通過し,ヒトの脳にきわめて強い毒性を発揮する

ことが知 られている71).MeHgは活発に活動 し

ている神経細胞を破壊し,非可逆的な損傷を引き

起こすため,特に胎児の脳に強い負の影響を引き

起 こす18･33,49).低濃度のMeHgへの長期曝露が

引き起こすヒトの脳への負の影響は,地球レベル

の重要な問題である.

MeHgで汚染された魚介類を摂取することで

引き起 こされた世界で最初の大規模なMeHg中

毒は,1953年水俣湾周辺で発生し,1956年に水

俣病 と呼ばれるようになった31). MeHgは,水

俣市にある化学工場のアセ トアルデヒド製造過程

で副産物として生成され24),それがまず水俣湾に

排出され,その後,水俣川に排出された (図 1).

MeHgは,2km2しかない小さな水俣湾に十年

以上にわたって排出され,水俣湾の貝は,正常値
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図 1

A:九州地図 :宮崎県北浦町は,巾着網を主な漁法とする漁村で,過去

に人為的なメチル水銀汚染の歴史がない.従って北浦町の住民を不

知火海沿岸住民の比較対照群とした43･44)

B:水俣から不知火海への汚染の拡散 ;図 1Bは,1996年に測定された

不知火海の堆研土に含まれる水銀値61)と1960年に測定された毛髪水

銀値13･43)を示している.数値は,平均±標準偏差を示している43).不

知火海の汚染されていない堆積土の水銀値は,0.059±0.0013ppm61)

或いは,0.1から0.2ppm と推測されている30).
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A.陪帯のMeHg濃度
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図2 不知火海におけるMeHg汚染の期間

A:不知火海沿岸住民の腰帯中のMeHg濃度の推移44).B:水俣湾と水俣川河口の貝中の

Hg濃度推移25).広島と大阪の値は,文献 28)による.括弧の中の数字は,例数を示す.

C:水俣病患者および水俣病認定申請者の剖検例の大脳中の総水銀値推移56).括弧の中の

数字は,例数を示す.

の数千倍 ものMeHgを含むようになった (図2 小脳で多くの神経細胞が失われていた31).これに

B).その結果,高濃度のMeHgを含む魚介類を 加えて,MeHgに曝された母親から生まれた子

摂取した水俣湾周辺の住民に,急性 MeHg中毒 供は,大脳皮質の神経細胞が広範囲に脱落し,脂

が発生した.急性 MeHg中毒では,大脳皮質や 児性水俣病 となった.このようにMeHgはヒト
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の脳,特に発達中の脳には強い神経毒であること

が知られるようになった.当初,水俣湾に排出さ

れたMeHgは,1958年から水俣川河口に排出さ

れるようになり,MeHg汚染は水俣湾周辺にと

どまらず,不知火海 (1,200km2) 一円に拡がっ

ていった (図1).これにより,不知火海周辺に

広範なMeHg汚染が発生 した32,43).不知火海で

は,一度も漁獲規制は行われなかったので,不知

火海の魚を摂取 し続けた住民は,慢性のMeHg

中毒になった.謄帯のMeHg濃度は母親の血液

中のMeHg濃度 と比例し,MeHg汚染の生物学

的指標として知られている1,20･45).不知火海沿岸

住民の膳帯中のMeHg値の年次変化から,沿岸

住 民 は,ほぼ20年 間 (1950-1968)人 為 的

MeHg汚染に曝されたと推定される (図2A)43).

この総論では,急性MeHg中毒を総括した後で,

慢性 MeHg中毒の原因病巣と症状について検討

する.

2.急性 MeHg中毒と慢性 MeHg中毒の

分類 (図2C)

水俣湾の高濃度MeHgに汚染された魚介類を

摂取し,高濃度 MeHg汚染に曝露されて短期間

に発症したものを急性MeHg中毒 とし,不知火

海に拡散した低濃度のMeHgに汚染された魚介

類を択取し,低濃度MeHg汚染に長期間曝露さ

れて発症したものを慢性 MeHg中毒と定義する.

さらに1972年以降大脳の総水銀値がほぼ正常に

なった後にみられるMeHg中毒の症状を後遺症

と定義する.急性 と慢性のMeHg中毒では,中

枢神経系の主として小さい神経細胞 (頼粒細胞)

が損傷された結果,頼粒細胞を多く含む覇粒型皮

質 (体性感覚野,視覚野,聴覚野など)や小脳が

傷害 された.一方胎児性水俣病,即ち胎児性

MeHg中毒患者は,発生の過程でMeHgに曝露

されたため,大脳皮質の広範囲の神経細胞が脱落

し,精神と運動の発達が重度に障害された.

1956年から1988年まで病理解剖された水俣病

或いは認定申請患者の大脳総水銀値の変遷から見

て56),急性MeHg中毒患者は汚染終了後に比べ
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て百倍高い濃度の大脳総水銀値を示している (図

2C).急性 MeHg中毒の発生に伴い,同湾周辺

住民は,水俣湾の魚を摂取することを自主的にや

めたので,1960年以降は,水俣湾周辺での急性

MeHg中毒の発生はなくなった.ただしMeHg

の排出が水俣川河口に変更になった当時,工場の

アセ トアルデヒド生産は最 も多 く,高濃度 の

MeHgが河口に排出され,1960年前後に水俣川

河口から北側の漁村でも急性患者が出現した可能

性がある.

水俣川河口南岸 (八幡プール)から放出された

MeHgは,不知火海に拡が り,低濃度のMeHg

中毒を引き起 こすことになった.1960年頃水俣

湾の二枚貝の水銀値は数 10ppmで,それらを摂

取した住民は急性のMeHg中毒 となった.これ

らの急性 MeHg中毒患者の脳内の総水銀値は,

病理解剖された17症例からおよそ10ppm前後

と推測される (図2C).一万,1962年から1967

年 くらいの間,水俣川河口北岸 (大崎)で採取さ

れた二枚貝の水銀値は,数ppmで水俣湾のもの

に比べほぼ十分の-であった25) (図 1,2B).水

俣川河口から拡がったMeHgに汚染された不知

火海の魚介類を摂取した住民は,慢性 MeHg中

毒症 となった.これらの慢性 MeHg中毒患者の

脳内総水銀値は2から3ppm くらいと推測され

る (図2C).不知火海沿岸住民の膳帯のMeHg

濃度の変遷から不知火海沿岸住民は,20年間低

濃度のMeHg汚染に曝露され慢性 MeHg中毒に

なったと考えられる44).上記のような疫学的な背

景から,急性 MeHg中毒と慢性MeHg中毒の二

種類に分類した.更に1973年以降は,不知火海

沿岸住民の脳内の総水銀値は,ほぼ正常値に近 く

なっていることから,1973年以降見られる症状

は後遺症 と考えるのが妥当である.MeHg中毒

の後遺症は神経系の脱落症状 と可塑性による回復

の両方を考慮して診断する必要がある.

3.急性 MeIIg中毒

成人急性 MeHg中毒では,視覚障害,聴覚障

害,喚覚障害,味覚障害,失調性歩行,手先の不
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器用さ,構音障害,体性感覚障害,精神障害が特

徴的な症状 として知られている31).

3.1.視覚障害

視野狭窄は,両側性で対称的であって,急性

MeHg中毒の最 も特徴的な所見であった59).こ

の視野狭窄の領域がしばしば変動するのも特徴で

あった27).加えて空間コントラスト感度や立体視

の障害も多くの患者に検出された26).一方,視力,

眼底,眼球運動,瞳孔反射は正常であった59).こ

れらのことから後頭葉の視覚中枢が強く損傷され

ていることが示唆された.この示唆は,病理学的

研究で支持された47).

3.2.聴覚障害

純音聴力検査では,125から3000cpsで閲値が

20デシベルの低下を示した.閲値は3000cpsか

ら徐々に下降し,5000から8000cpsで最も低 く

なった59).急性MeHg中毒患者では,純音聴力

の障害は,いわゆる騒音性聴力障害の労働者に比

べ軽症であった46).しかし語音弁別聴力は,純音

聴力に比べ強く障害されていた23･41).末梢の聴覚

系機構にはほとんど障害がないことが,音響イン

ピーダンステストによって明らかにされた41).こ

れらの所見と病理学的研究は側頭葉の損傷を示し

ていた.

3.3. 嘆覚と味覚障害

急性 MeHg中毒患者は,発症直後に喚覚の自

覚的変化や味覚の喪失をしばしば訴えた46).鼻や

副鼻腔に嘆覚障害を引き起こすような病理学的な

異常は見つからなかった.半定量的な検査法で,

味覚障害が多くの患者に検出された41･46).これら

の嘆覚味覚障害は,病理学的研究で脳神経にほと

んど変化が認められないことおよび鼻や舌などの

感覚変換器に異常がないことから大脳皮質に病巣

があったと推測される53･55)

3.4. 小脳失調

急性 MeHg中毒の場合,複合運動が両側性に

精神経誌 (2007)109巻5号

著しく障害されていた.測定障害,変換運動障害,

言語障害,書字障害,歩行障害が常に見られた59).

これらの症状は,両側の小脳損傷を示していた.

小脳の頼粒細胞の瀦漫性脱落が病理学でも明らか

にされている53,55)

3.5.体性感覚障害

急性期の患者は,四肢特に上肢の遠位部と口周

囲に多様な感覚異常 (とリヒリ感,しびれ感,感

覚鈍麻,痛覚鈍麻,温覚鈍麻)を訴えた.これら

の異常感覚は,急性期の初発症状として知られて

いる.筆や針を使った感覚検査法で多くの場合,

四肢遠位部に感覚の低下が証明された59).しかし

これらの患者の腰反射は,なくなることはなかっ

た.初期の患者では,これらの感覚障害は改善す

る傾向があった59).一方,識別覚や立体覚の障害

は,長期間残存していた.腫反射の存在は,求心

性の有髄線維が損傷されていないことを示してい

る.さらに病理学的研究では,末梢神経系に損傷

が検出されていなかった55).これらの事実は,急

性 MeHg中毒の体性感覚障害は,末梢神経系の

損傷によるものではなかった事を示している.

3.6.精神症状

立津 らは,1961年か ら1962年にかけて急性

MeHg中毒患者を診察し報告している57).この

報告にある急性 MeHg中毒症の知能障害,性格

障害,巣症状は,MeHgによって引き起 こされ

た大脳の損傷によるものと推測される.精神症状

の詳細については,立津の報告に記載してある57).

4.慢性 MeIIg中毒

1970年代に感覚障害を主症状として訴える住

民が不知火海沿岸に多 く見つかった43).その後

30年経過した現在でも多 くの住民が感覚障害を

訴えている.MeHgは,曝露がな くなると血液

や脳から急速になくなることがサルの実験で報告

されている63).更に脳内の総水銀値の変遷からも

このことはヒトにも当てはまることが確認できる

(図2C).従って,1970年以降の不知火海沿岸住
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民の症状,所見は慢性MeHg中毒の後遺症 と推

測される.従来行われてきた筆や針を使って水俣

病患者および恒性MeHg中毒患者を検査すると,

いわゆる手袋靴下型と表現される四肢遠位部の感

覚低下を示す.しかし検査結果は,しばしば変動

した.そこで検査対象についての先入観によって

影響を受けない,より正確な定量的な検査方法が

必要となった.触覚は,フォン･フライの毛を使

って触圧覚闘値を測定し,二点識別覚を検査する

際には,可変性のコンパスかディスククリミネ一

夕-を使った9･11,54･68).検査対象者は,全て触覚

の刺激を感知することができた.そして二点を

別々に逐次刺激した時は,たとえ短い距離でも二

点であることを認識することができた44).

4.1. 水俣病の触圧覚閥値

二宮らは,1960年当時の毛髪水銀値が判明し

ている3人の水俣病認定患者について,全身26

か所について検査を行った.図3Aにある様に

水俣病の触圧覚閥値は,全身性に上昇していた.

重量に換算するとほぼ10倍以上に上昇していた.

決して口唇,四肢遠位部が優位に鈍 くなっている

事はなかった44).

4.2.慢性MeHg中毒の触圧覚間借

二宮らは,人為的MeHg汚染の影響がない漁

村 (宮崎県北浦町,図1A)住民を対照とした慢

性MeHg中毒の研究を行った44).図にあるよう

に慢性MeHg中毒患者の触覚開値は,検査した

両側の示指,上腕,前胸部そして下口唇のどの身

体部位でも等しく有意に上昇していることが確認

された (図3B).検査した二つの地区と触覚開

値の間には全 く交差が見られなかった.この結果

は,検査対象者の感覚閥値が全て同じ程度に上昇

していたことを示している.末梢神経障害では,

四肢の遠位部が近位郡よりより強く障害されると

言われているが,慢性MeHg中毒患者の遠位部

と近位部の触覚閥値が同等に上昇することは,莱

梢神経障害 の特徴 とは異 な る7･17,58,67).慢性

MeHg中毒患者の感覚障害もやはり全身に及ん
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でいることを示唆している.全身性の感覚障害の

原因としては,大脳皮質体性感覚野の禰漫性損傷

による可能性が最も高い44).

4.3.慢性 MeHg中毒 と水俣病の二点識別覚

閲値

大脳皮質体性感覚野は,個々の異なった多様な

体性感覚を分析したり,統合したりする為に活動

していることが知られている12,叫.大脳皮質性の

感覚機能を評価する為に,二宮らは,感覚障害を

訴える御所浦の慢性 MeHg中毒患者 と水俣病の

患者について,それぞれ二点識別覚閥値を検査し

た.慢性 MeHg中毒患者 と水俣病認定患者の舌

尖,口唇,両示指と両栂指の二点識別覚閥値は,

対照群に比べおよそ2倍高かった (図4).触覚

閥値の検査結果と同様に二点識別党閥値でも左右

差は見られなかった.体性感覚野では,栂指,示

指そして口唇の機能をつかさどっている区域は,

不均衡に大きな範囲を占めている8,19･29,37).二宮

らの検査結果は,MeHgは,大脳皮質の体性感

覚野を広範囲に損傷 し,その損傷の影響が 30年

経過した後も検出できることを明らかにした44).

5. ヒトMeHg中毒の感覚障害は,大脳皮質の

体性感覚野が原因病巣である

5.1.MeHg中毒症における末梢神経障害説

を検証する

水俣病の感覚障害が,末梢神経系の損傷による

とした根拠を与えた二つの論文についてまず検証

する.最初の論文では,ラットのMeHg中毒を

水俣病のモデル としている40).ラットをMeHg

中毒にした場合,MeHgはラットの感覚性の末

梢神経,後根神経節を損傷することは,他の研究

でも明らかにされている3･70).しかし最初の論文

では,ラットでは対照群が設けられていたが,ヒ

トでは水俣病患者の生検の結果だけが報告され,

対照群が設けられていなかった.MeHg中毒の

ラットと水俣病患者の排腹神経の定量化したグラ

フが類似していたことが,水俣病の末梢神経障害

の根拠 となった.しかしラットのMeHg中毒の
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A.水俣病患者の触圧覚閲植
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C.検査部位

図3

A:水俣病認定患者 (黒丸)と対照群 (北浦町住民 :白丸)の触覚閥値.

B:慢性MeHg中毒患者 (黒丸)と対照群 (北浦町住民 :白丸)の触覚閥値.

C:検査部位の番号 検査部位は,Weinsteinの報告に従った69).

データをそのままヒトに適用することは科学的に の正当な対照群は設けずに,水俣病患者の末梢神

正しいのだろうか.ヒトMeHg中毒 も,対照 と 経が損傷されていると結論を出した15).ところが

なる健常者 と比較することが科学的研究として必 これら二つの論文で示された水俣病の排腹神経の

要ではないのだろうか.さらに次の論文は,ヒト 定量的解析結果は,ほぼ類似のパターンを示し,
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(北浦町住民 :白丸)の二点識別党閥値.カラムの上の数字は平均値±標準偏差

を示し,括弧の中は検査対象者数を示している.
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健常者の肪腹神経の定量的解析結果と類似してい

た14).即ちこれらの論文は,著者達が示した結論

と全 く逆に,水俣病患者の排腹神経は損傷されて

いないことを示したことになる.これらの論文で

正当な対照群を設けなかった事が,科学的な誤 り

を引き起こしてしまった.この事実は,永木らに

よって再検証された.永木らは,8人の水俣病認

定患者と8人の健常者を対照として,生検した排

腹神経の定量的研究を行い,水俣病の末梢神経は

損傷されていないことを明らかにし,前の2グル

ープの研究の結論の過ちを指摘した42).

ハンターらは,1954年の論文で,1940年に報

告した論文でラットのMeHg中毒の病理所見か

らヒトの体性感覚障害について末梢神経損傷が原

因としたことを誤った推測と述べている.ハンタ

ーらは,過ちに気づき,それを認めている22).

永木らは,1985年に水俣病認定患者の排腹神

経を病理組織学のみならず,電気生理学の手法も

用いて研究し,水俣病患者の末梢神経は損傷され

ていないことを明らかにした42).更に徳臣らは,

1982年水俣病患者の短潜時体性感覚誘発反応を

調べることで水俣病の持続する感覚障害は,体性

感覚野の損傷によって引き起こされたもので,末

梢神経,脊髄や視床の損傷によって引き起こされ

たものではないことを明らかにした60).これらの

結果から,水俣病の持続する体性感覚障害の原因

病巣は,大脳皮質にあり,末梢神経にないことが

確認 された.イラクのMeHg中毒事件で も,

MeHg中毒患者の末梢神経は損傷されていない

ことが電気生理学的に証明されている34,50･65)

末梢神経障害では,膿反射の喪失が一般的な臨

床症状であることが知られている35･51).ところが

四肢遠位部に感覚異常を訴える慢性 MeHg中毒

患者でしばしば腕模骨筋反射とアキレス腫反射が

保存されている.また初期に発見された水俣病患

者では,大部分の症例で膿反射は正常か冗進して

いた31).もし後根神経節か太いミエリン鞘を持つ

神経がMeHgで損傷されていたならば,膿反射

は一般的に失われるだろう.従って膿反射が存在

するということは,触覚を伝える神経を含む有髄

精神経誌 (2007)109巻 5号

神経が損傷されていないことを示している19).
ラットMeHg中毒の実験では,太い有髄神経

が損傷されると言われているので,もしこのネズ

ミの実験結果を無条件にヒトに適用したら,ヒト

の腔反射と触覚が障害されるはずである.しかし

現実にはそのようなことは起 こらなかった.

MeHgに対する反応は,ネズミ,ネコ,霊長類,

ヒトでは異なり,ネズミでは末梢神経あるいは後

根神経節,ネコでは小脳,霊長類やヒトでは大脳

皮質が主に損傷されることが多くの研究報告で立

証されている3･70). MeHg中毒症の研究では,動

物の研究成果をヒトに適用する時は系統発生学的

考慮が必要である.

水俣病患者やイラクで発生したMeHg中毒患

者は,発症初期に口周囲と四肢遠位部に感覚異常

を訴えた.そして筆や針で検査すると四肢遠位部

に感覚低下が検出された.この四肢遠位部の感覚

低下が,末梢神経損傷の感覚障害のパターンに類

似していたことがMeHg中毒で末梢神経障害が

疑われた基本的な理由の一つである.しかし筆や

針で四肢遠位部の感覚低下が検出されている慢性

MeHg中毒患者 と水俣病患者では,検査した全

ての身体部位で触覚のモダリティー (様相)が保

存されていたが,触覚閥値は上昇していた (図

3)44).慢性 MeHg中毒患者 も水俣病患者も末梢

神経障害に特徴的な,いわゆる手袋靴下型とよば

れる四肢遠位部の体性感覚低下を示すことはなか

った.これらの結果から,MeHg中毒の後遺症

としてみられる感覚障害は,基本的には全身性で

ある事が明らかになった.末梢神経が代謝性障害

を受けて損傷された場合,末梢神経が均等に損傷

され,長い神経の先から感覚障害が発生すること

が明らかにされているので67),全身性の感覚障害

は,末梢神経の損傷によるものではない.

水俣湾沿岸や不知火海沿岸でみられたMeHg

中毒患者,あるいはイラクで発生したMeHg中

毒患者は,初発症状 として口周囲の感覚異常を訴

えていた.顔面を支配する三叉神経の半月神経節

或いは末梢神経が損傷されたら,顔面全体に感覚

異常が出るはずであるから,MeHg中毒患者の
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口周囲の感覚異常は,三叉神経の末梢神経障害で

は説明できず,むしろ中枢神経系の損傷が原因と

考えられる39,44)

水俣病患者では,感覚系の障害に比し,錐体路

系の障害が少ないのが特徴的であった.運動失調

は顕著であるが,運動麻痔や筋力低下,筋萎縮等

の錐体路の損傷 はほとんど見 られなかった.

MeHg中毒で,感覚系が主に損傷されることは

国際的にも注目されていた3).かりにMeHgが末

梢性の求心神経を損傷すると推測して,水俣病患

者の後根神経を調べるとしたら,MeHgに曝露

された経験がなく,ほぼ同年齢で感覚障害のない

ヒトの後根神経というような適切な対照群を設定

して比較検討することが必要である.ところが

｢水俣病患者の後根を前根と比較すると,後根の

方が損傷されていた.従って体性感覚の末梢神経

系が損傷されている｣という主張がある16).この

ような誤った方法論によって得られた結果は,料

学的な証拠とはなりえない.

5.2.MeHgによる大脳皮質体性感覚野の損

傷

前述のように,体性感覚野は,個々の異なった

多様な体性感覚を分析したり,統合したりする為

に活動していることが知られている12,64).体性感

覚野が損傷されると,一次感覚神経終末の刺激を

単純に感知するという機能より,むしろ認知およ

び識別的な機能の障害の方が強く生じる.異なる

形を触って識別したり,皮膚に描かれた数字を識

別したり,皮膚への刺激の局在を識別したり,二

点を識別したりすることは全て体性感覚野の機能

であると考えられている6･10･17･64).体性感覚野で

は,体の幾つかの区域が大きな範囲を占めている.

体性感覚野で拒指,示指そして口唇の機能をつか

さどっている区域は,不均衡に大きな範囲を占め

ている8･19･29,37).そのような区域は,体の中で最

も敏感である.従ってそのような区域での二点識

別覚の検査は,体性感覚野の損傷を鋭敏に検出で

きる.

二点識別覚閥値は,年齢とともに増加すること
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から考えて36,54),同年齢の対照群が必要である.

70歳の健常者の示指の二点識別党閥値はおよそ4

mm と報告されている36･54).この値は対照群の二

点識別党閥値 とほぼ同じである44)(図4).慢性

MeHg中毒患者の二点識別覚閥値の平均値は,

対照群のほぼ2倍であった (図4).水俣病患者

の二点識別党閥値の上昇は,慢性 MeHg中毒患

者 とほぼ同等であった (図4).二点識別覚の異

常は,ハンターらによって報告されたMeHg中

毒患者や,ラスタムとハマディーによって報告さ

れたイラクのMeHg中毒患者にも頻回に検出さ

れていた21礼50).検査 した慢性 MeHg中毒患者

の触覚閥値と二点識別覚閥値は,水俣病患者のそ

れらと同程度だったので,慢性 MeHg中毒患者

の体性感覚野の損傷の程度は,水俣病患者と同等

であると思われる.

その上,体性感覚野損傷の症状である肢節失行,

立体覚異常やアクティブセンセーションの異

常6･12)が慢性MeHg中毒患者や水俣病患者にし

ばしば検出された.特にボタンを留める作業や,

背中で紐を結ぶ作業が不器用であった.また開眼

で断面が三角形の鉛筆と六角形の鉛筆を区別する

のが困難であった.これらの現象は対照群には観

察されなかった.これらの結果は,MeHg中毒

患者の体性感覚障害は体性感覚野損傷によって引

き起こされるという二宮らの見解を支持している.

体性感覚野は,小さな神経細胞である額粒細胞

を濃密に数多く含んでいる頼粒型皮質である66).

小さな神経細胞は,MeHgに最 も損傷されやす

いことが知られているので3),覇粒細胞の滴浸性

の減少が体性感覚野の障害を引き起こしていると

推測される.

頭頂葉が損傷されると自分の感覚障害を認識し

ないし,障害の実態を一般的には気づかないと言

われている10).慢性 MeHg中毒患者 と水俣病患

者は,彼らの全身に及ぶ感覚障害に気づいていな

かったし,筆や針で検出される障害領域はしばし

ば変動した64).このように四肢遠位部の感覚異常

はMeHg中毒症の自覚症状であると推測される.

筆や針を使う検査法は患者の大まかな反応を評価
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図5

A:大脳皮質体性感覚野のホムンクルス.この図は,文献 48)から引用した.

B:体性感覚経路.

大脳皮質で示指,栂指そして口唇,舌の機能をつかさどっている区域は,不均

衡に大きな範囲を占めている8･19･29).そのような区域は,体の中で最も敏感である.
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するのには効果的である.しかしそれらの方法は,

定量的でないし,信頼性は薄い5･38).検査は対象

者からの反応に常に依存するので,定量的な検査

方法すらも必ずしも絶対的に客観的とは言えない

が,触覚閥値 と二点識別覚閥値の検査は,筆や針

を用いた検査方法より再現性があり,そして信頼

性がある2･38,52).従って大脳皮質損傷に起因する

体性感覚障害を検出するのにはより適している.

加齢が二点識別覚開値の上昇を引き起こすとい

う事実を指摘しておく必要がある36,54).年齢を合

わせた対照群の人達の定量的体性感覚検査が老人

の患者を評価する際には必須であると言える.

6. 慢性 MeHg中毒の後遺症としてみられる

体性感覚障害以外の症状

MeHg中毒患者では,小脳の額粒細胞が損傷

されるので,小脳失調が出現する.しかし小脳失

調は,曝露が終わると改善するため21),汚染終了

から30年以上経過した現在では,ほとんど検出

することが困難である.ただし体性感覚野の損傷

による感覚性失調や仮性アテトーゼ運動は,現在

でも頻回に検出される44).この感覚性失調 と小脳

性失調を区別する事は,MeHg中毒の後遺症を

診断する時に重要である.

中枢神経系の神経細胞で,より小型の細胞が

MeHgに対して脆弱であることから3),頼粒細胞

を最も多 く含む頼粒型の大脳皮質が最初に損傷さ

れると推測される.即ち,頼粒型の皮質である,

体性感覚野,視覚野,聴覚野,おそらくは喚覚野

と味覚野が優先的にMeHgで損傷されると推測

される.この推測は,水俣病の症候を一元論的に

考える最も有力な手掛かりである.二宮らは慢性

MeHg中毒患者で体性感覚野が瀦浸性に損傷さ

れていることを臨床医学的に明らかにした44).悼

性 MeHg中毒患者が多 くいる地域住民の中に,

数個の日常品を重ねた簡単な線からなる画を眺め,

その中に描かれている物品を認知することが困難

なヒトを認める.また数名で討論をする場合に,

相互に発言を理解しながら内容を重ねてゆくこと

が普通以上に難しく思われる.形式的には討論に
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は参加しているが,話題から轟離したような,あ

るいは理解していないような発言がしばしばみら

れる.しかもそのこと自体に本人が気づかずにい

る (二宮 らの私信).これらの症状は,視覚野や

聴覚野の頼粒細胞が減少した結果発生しているの

で はないか と推測 され る (二 宮 らの私信).

MeHgによる頼粒細胞の長期にわたる脱落が,

体性感覚野,視覚野,聴覚野等の頼粒型皮質の滴

浸性損傷の症状を引き起こしているのではないか

と二宮らは推測している.

7. 結 語

水俣病の感覚障害は,大脳皮質と末梢神経の両

方が損傷されていると信じられてきた.しかし過

去の論文を検証すると,ヒトのMeHg中毒で末

梢神経が損傷されていることを反証する科学論文

はあるが,末梢神経が損傷されたとする論文は正

当な対照実験がなく科学的証拠として採用できな

い.科学の世界には,｢絶対｣はないが,現在 ま

での科学的証拠を論理的に採用すれば,ヒトの

MeHg中毒における末梢神経障害説が誤 ってい

た事は明白である.科学的に正当な対照研究をお

ろそかにした事が,水俣病の感覚障害の診断を誤

らせた.Beveridgeは,『科学研究の態度』で次

のように述べている.｢対照 に制限のあるもの

- 人間とか高価な家畜とか- で実験を計画す

る時はしばしば困難に逢着する.対照実験の基本

的必要事項が満足されないならその企てはやめた

方がよい,こんなことは自明の理のようであるが,

研究者は困難が大に過ぎると見ると妥協して,結

局なんにもならない企画をすることが稀でない.

実験例数を多 くしたからといって,決して十分な

対照群の欠如を補ってくれるものではない｣4).

ヒトのMeHg中毒では,大脳皮質が最 も重要

な原因病巣である.そしてこの事実は,海外の多

くの研究成果とも整合性がある.さらに定量的検

査法で,MeHg中毒の皮質性の感覚障害 は,全

身性に感覚閥値が上昇することが原則であること

が明らかになった44).これらのことを合わせると,

MeHg中毒の診断には,頼粒型の大脳皮質両側
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A:YonEconomoによる新皮質の五種類の基本的構造66).

B:五種類の基本的構造の大脳皮質における分布.

の滴漫性損傷の証明が重要な要素 となる.急性

MeHg中毒では,患者の精神症状からもわかる

ように,大脳の損傷が著明である.小脳失調以外

の症状は,両側の大脳皮質が滞漫性に損傷された

ことにより引き起こされたと推測できる.急性お

よび慢性いずれのMeHg中毒でも体性感覚野損

傷の後遺症が今でも検出される.このように両側

の体性感覚野の神経細胞が漸浸性に脱落した所見

は,MeHg中毒に特徴的 と考えられる.しかも

中毒物質への曝露が終わってから30年以上経っ

てからも検出された事自体驚きである.今でも後

遺症を検出できるということは,今か らで も



浴野･他 :メチル水銀による大脳皮質損傷

MeHg中毒患者の同定,住民被害の拡が りを調

査できることを意味している.更に視覚野,聴覚

野の損傷の後遺症も一部検出可能であることから,

これからの研究によってMeHg中毒をより確実

に診断することが可能である.低濃度でも長期間

神経毒に曝露されると,ヒトの大脳皮質の神経細

胞が脱落し,その欠損症状が出るということは,

人類にとって極めて重要な課題である.
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Methylmercury causes Diffuse Damage to the Somatosensory Cortex:

How to Diagnose Minamata Disease

Shigeo EKINO!), Tadashi NINOMIYA1
), Keiko IMAMURA1

), Mari SUSA2
)

1) Department 0/ Histology, Graduate School 0/ Medical Sciences, Kumamoto University

2) Faculty 0/ Law, Kumamoto University

The first acute case of methylmercury (MeHg) poisoning by the consumption of fish
arose in Minamata, Japan, in 1953. It was officially recognized and called Minamata disease
(MD) in 1956. There are still arguments about the definition of MD in terms of its associated
clinical symptoms and lesions even 50 years after the initial recognition of MD. Studies on
this MD epidemic are reviewed along with its historical background. Since MeHg dispersed
from Minamata to the Shiranui Sea, residents living around the sea had been exposed to low
dose MeHg through fish consumption for about 20 years (at least from 1950 to 1968). These
chronic MeHg poisoning patients complained of paresthesia at the distal parts of their
extremities and around the lips even 30 years after the cessation of exposure to MeHg of
anthropogenic origin. The persisting somatosensory disorders after the discontinuation of
exposure to MeHg were induced by diffuse damage to the somatosensory cortex, but not by
damage to the peripheral nervous system, as previously believed. Based on these findings,
symptoms and lesions in MeHg poisoning are reappraised.

<Authors' abstract>

<Key words: Minamata disease, methylmercury poisoning, damage to the cerebral cor
tex, systemic sensory disorder, aftereffect>
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