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Wernicke-Korsakoff脳症をめぐって*

小阪憲司

lienjiKosaka

は じ め に

筆者ら14)は1974年に原著論文 ｢アルコール性

Wernicke病の臨床 と病理- 自験 2臨床例と1

剖検例を中心として｣を本誌に報告した.それ以

来33年も経ってしまったが,現在ではWernicke

病 とKorsakoff病 (精神病)を合わせ てWer-

nicke-Korsakoff症候 群 (Victorら23),1971)

とかWernicke-Korsakoff脳症 (小阪 ･池田13),

1984)と呼ばれるようになっている.ここでは原

則 として筆者 らのWernicke-Korsakoff脳症

(W-K脳症 と略)という名称を使用することに

する.報告当時を振 り返 りながら,この機会にそ

の歴史にも触れ,その後の発展状況について簡単

に述べてみたい.

筆者らの論文の紹介と当時の

Wernicke病についての状況

この論文14)では,タイ トルにあるように,ア

ルコール性Wernicke病の2臨床例と1剖検例を

報告したが,症例 1は比較的早い時期に筆者のも

とを受診し,早期に診断を受け,毎日外来通院し

て強力なビタミンB1療法と患者 ･家族への働き

かけを受けることにより,軽度の記銘力障害とご

く軽度の眼振を残して約2ヶ月後には職場復帰可

能となった.症例2は症状発現後4ヶ月もして内

科に入院し,肝硬変の治療中にせん妄を起こした

ため筆者の もとを受診 し,入院により初めて

Wernicke病の診断のもとにビタミンB1治療を

受け,神経症状とせん妄や作話の改善をみたが,

記銘力障害や健忘が後遺し,長期の入院を余儀な

くされた.症例 3は単身者のため発見も遅れ,精

神科入院時にはすでに症状が進展しており,しか

もWernicke病の診断もなされないままに短期間

で死亡し,剖検により初めてWernicke病が判明

したものである.論文ではこれら3症例の経験と

文献的考察により以下のことを強調した.

･W-K脳症は日本でも決してまれではなく,早

期に発見し,適切な治療を行えば救える疾患で

あること,

･発見が遅れ,適切な治療がなされないと重篤な

後遺症を残したり,死に至ること,

･予後を左右する因子として,患者の社会的およ

び家庭的状況と治療の開始時期 とその内容が重

要であること,

･本症の回復状況について,眼球運動障害,運動

失調,構音障害は比較的早 く回復 し,眼振や

Korsakoff症候群は回復が遅いが,Korsakoff

症候群も徐々に回復し,おおまかには作話-失

見当識 (人-場所一時)-健忘の順で回復し,

記銘力障害は多少とも後遺すること,

･神経病理学的には,病変分布が違うが,質的に

はWernicke病と,Leigh病,centralpontine

myelinolysis,Marchiafava-Bignami病 とは

煩似点があること.

*文献 14)(本論文 ･参照文献 とも学会会員ホームページに掲載します)
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この論文でも引用したように,1971年にVic-

torら23)がWernicke病とKorsakoff病を一緒に

してWernicke-Korsakoff症候群 と呼ぶ とこと

を提唱して間もない時期であり,しかも日本では

アルコール性 Wernicke病の報告はきわめて少な

く,臨床例が4例,剖検例が8例 (臨床病理学的

な報告は安藤 ら1)の1例のみで,他の7例は木

代7)による検察医務院でたまたま剖検で診断され

たもので,臨床データはほとんどない)のみであ

り,まとまった臨床病理学的記載のある報告は筆

者らのものが初めてであった.なお,非アルコー

ル性 Wernicke病の報告は14例 (1臨床例 と13

剖検例)認められていた.

WerIlicke-Korsakoff脳症の歴史

後述するように,筆者 と池田13)は1984年 に

『ウエルニツケ ･コルサコフ脳症』というモノグ

ラフを発刊した.そこではそれまでのW-K脳症

に関するできるだけ多 くの文献を参照し,その歴

史についても詳述した.そこで,そのモノグラフ

を参考にしてW-K脳症の歴史を簡単に紹介する.

ドイツのCarlWernicke24)は1881年の教科書

のなかで,彼が ｢急性出血性上灰白脳炎｣と名づ

けた疾患の3症例を報告した.硫酸中毒性の幽門

狭窄による持続性喧吐の1例とアルコール中毒の

2例 において急性に起 こり,眼筋麻痔 ･意識障

害 ･失調性歩行を主症状 とし,10-14日で死亡

する急性脳症を記載した.彼は,剖検によりその

病理像を外眼筋神経核を含む第 3脳室 ･中脳水

道 ･第 4脳室周囲の灰白質に分布する出血性脳炎

と考えた.その後,Gudden(1896)とBonhoeffer

(1897-1904)はさらに乳頭体 も侵されることを

強調した.

一 方,ロシアのSergeiSergeivich Korsa-

koff8-12) (ロシア語ではKorsakov, ドイツ語で

はKorsakowまたはKorsakoffと記載されてい

る)は,1887年にアルコール性の多発神経炎に

しばしば伴う精神症状に注目し,それに ｢多発神

経炎性精神病｣という名称を提唱した.さらに,

1889年には産裾熟 ･腸チフス ･妊娠悪阻や頑固
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な喧吐を伴う腸閉塞などに伴って同様の症状を示

すこと,多発神経炎の症状が非常に軽いためにも

っぱら精神症状がめだつことがあることを指摘し,

それをtoxaemicなものと考え,cerebropathia

psychicatoxaemica(中毒性精神性大脳症)と

名づけ-疾患であると考えた.また,その際にみ

られる追想錯誤についても記載した.彼はこれら

をアルコール性 ･非アルコール性の38例に基づ

いて記載 した.その後,これをSoukhaoff &

Boutenko(1903)らがKorsakoff病 と名づけた.

また,Chaslin(1895)やJolly(1897)はその特

有な健忘症状をKorsakoff症候群 と呼ぶことを

提唱した.Korskoff自身はWernickeの論文に

ついてはなんら記載しておらず,この2つが同じ

疾患とは考えていなかった.なお,Wernickeが

記載した脳所見が脳炎かどうかがその後議論され,

例えばSpatz(1929)は脳炎ではないことを指摘

し,Wernicke仮性脳炎と呼ぶことを提唱した.

ところで,このWernicke仮性脳炎 とKorsa-

koff病 との関連についてはすでに臨床的観点か

らGudden (1896)や Soreys(1900)や

Bonhoeffer(1904)らが同じ疾患の異なる形で

あることを指摘していたが,ずっと後になって

Camper(1928)や Kant(1932-3)はWer-

nicke病の急性期を過ぎるといつもKorsakoff症

候群が出現することを指摘し,臨床病理学的観点

から両者は同じものであると結論づけた.その後

も両者の関係については多 くの人が指摘し,Vic-

torら23) (1971)が ｢Wernicke-Korsakoff症候

群｣というタイトルのモノグラフを発刊した.な

浴,筆者 ら13)は症候群ではなく,疾患であるこ

とを強調 して1984年に ｢Wernicke-Korsakoff

脳症｣というタイトルでモノグラフを発刊したこ

とは前述した.

なお,Korsakoff症候群 と乳頭体との関係を最

初に指摘したのはGuddenであり,両者の密接な

関係を強調したのはGamper(1928)であった.

次に,W-K脳症の病因について歴史的にみて

みよう.前述したように,Wernickeは炎症説を

唱えたが,Korsakoffはtoxaemicなものとみな
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した.本症がアルコール中毒者に多いことから,

アルコール中毒が胃腸障害者に多いことから胃腸

の自己感染が考えられたこともあった.栄養障害

説は早くから考慮されていたが,それが特に強調

されるようになったのはFunk(1911)がビタミ

ン欠乏の概念を記載してからである.その後,ど

タ ミン欠 乏説 が優 勢 にな り,Alexanderら

(1938/40)がビタミンB1欠乏鳩の脳病変がヒト

のWernicke脳症の病変と同じであることを指摘

し,Zimmerman(1940)も動物実験によりビタ

ミンB1欠乏説を強調 した.そして,その頃に

BowmanなどがWernicke脳症に対するビタミ

ンB1の治療効果を記載した.

このように,1940年代 までにWernicke脳症

やKorsakoff病の臨床的 ･病理学的および治療

的基礎が確立されたといってよい.そしてその後

Victorら (1971)によって両者は同じ病気の2

つのfacetである とい う理解か らWernicke's

diseasewithorwithoutKorsakoff'spsychosis

またはWernicke-Korsakoff症候群 と呼ぶべき

であることが指摘 され,さらに筆者 と池 田

(1984)によってそれが症候群ではなく-疾患単

位であるということからWernicke-Korsakoff

脳症という総称が提唱されるようになり,この疾

患がだんだん知られるようになった.

その後の状況

ここでは筆者らの報告以後のW-K脳症の臨床

や研究がどのように経過してきたかを簡単にみて

みよう.

先述したように,W-K脳症の詳細な臨床 ･病

理所見は245臨床例と82剖検例に基づいた 1971

年のVictorらのモノグラフ23)にまとめられてい

る.そして,わが国では69例のアルコール性の,

27例の非アルコール性のW-K脳症の日本での

報告例と自験例の経験から筆者 と池田13)によっ

てモノグラフが発刊された.そのモノグラフでは

歴史的事項,日本におけるW-K脳症の研究報告,

臨床的 ･病理学的事項,臨床と病理との関係,治

療と予防,関連疾患,症例,実験的thiamine欠

5ll

乏脳症などが詳細に記載されている.

その後,W-K脳症の論文は,調べたかぎりで

は300編以上報告されている.それらのなかから

主なものの概要を以下に紹介する.

疫 学

疫学的調査はそれほど多 くはないが,Harper

ら (1989)はシドニーでの剖検例の研究でW-K

脳症の頻度は15歳以上の成人の2.1% であった

と報告し,1995年の報告でフランスでは0.4%

であるのに,オース トラリアでは2.8% と高い

ことを強調した.

臨床的知見

Harperら (1996)は131例の剖検例の検討か

ら,W-K脳症の80%が生存中には診断されて

おらず,16% しか3徴候を持たず,19% はなん

ら臨床徴候を示さなかったと報告した.相変わら

ず無知のために発症する症例が少な くない.

Harper5)は2006年の論文で,今 もなおW-K脳

症は普通にみられる疾患であり,診断されないま

まで見逃されていることが少なくないことを強調

している.

非アルコール性のW-K脳症 として,時代を反

映して,摂食障害,妄想などの精神症状のための

拒食,エイズ,白血病などの症例が報告されてお

り,注意すべきものとして医原性の症例,すなわ

ち thiamineを入れないで補液をしたためにW-

K脳症を起こした症例がいまだに数多 く報告さ

れている.特殊なものとして,"grievousbodily

harm"と呼ばれるγ-hydroxybutyrateの濫用後

や肥満のためのgastroplasty後にW-K脳症 を

きたした症例も報告されている.なお,高齢者の

場合には特にthiamine欠乏をきたしやすいので

注意が必要である.

健忘は重要な後遺症であるが,Korsakoff症候

群 といった記憶障害はthiamine欠乏のみによっ

て起こるのではなく,多くの要因が関与するので

はないかという指摘もある.
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脳画像

急性期のW脳症のMRIでは,T2強調画像で

中脳水道周囲や視床内側部の高信号域が認められ

るが,小脳虫部と乳頭体の萎縮と第 3脳室の拡大

がみられる症例 もある.一方,慢性期のKorsa-

koff脳症では,T2高信号域は消失し,乳頭体や

小脳虫部が萎縮し,第 3脳室の拡大が明白となる.

このようにMRIは病理変化を反映している.ま

た,Parkら20) (2001)はT2高信号域 は2日ほ

どで消失し,萎縮性変化は1週間ほどで現われる

という.その他,Korsakoff症者では前頭葉の萎

縮 も認められる.

Cauloら2) (2005)は,functionalMRIによる

研究において,側頭葉内側病変がなくても間脳病

変のみのW-K脳症者では海馬一視床前核系の障

害の結果として海馬性のmemoryencodingが失

なわれることを報告した.XeCT-CBFを検討し

た Hataら (1987)によると,局所 CBFの最 も

著しい減少は視床下部 と基底前脳核であるが,視

床,基底核,辺縁系でもひどく減少しており,治

療後は臨床像の改善 とともにそれらのCBFは正

常近 くまで改善したという.

SPECTでは,両側前頭葉の血流低下がみられ

るが,それは視床内側核病変によるthlamo-cor-

ticaldiaschisisによるものと考えられている.ま

た,頭頂 ･側頭 ･後頭葉に血流低下が認められた

症例 も報告されている.FDG-PET研究では,

Korsakoff症者 は間脳や側頭葉内側やretros-

pleniumの低代謝を示すという.

失調を示したアルコール性 W-K脳症の2患者

についてPETで4ケ月と6ヶ月後にブドウ糖代

謝をフォローした研究で,小脳の代謝元進が失調

の軽快 とともに減少したことから,発症時の小脳

のブドウ糖代謝の冗進は障害された運動機能の

reorganizationprocessを反映しており,小脳の

plasticityを示しているかもしれないという.

臨床病理学的知見

健忘の責任病巣に関して乳頭体が以前から指摘

されてきたが,剖検例でその萎縮を検討した結果,
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健忘例では乳頭体の大きさが60% まで減少して

いたという.また,間脳や視床前核の病変がエピ

ソード記憶に関与し,前頭葉病変が実行機能障害

に関与しているという.本症とヘルペス脳炎後の

健忘の比較から,前頭葉はrecencyjudgementに

は関与せず,間脳病変がrecencyjudgementを

行う能力に特に影響を与えており,これが間脳性

健忘と側頭葉性健忘の基本的差異を示すことが示

されたという.また,マイネルト基底核の神経細

胞数の減少がKorsakoff症候群 と関連するとい

う報告があり,Korsakoff症候群はdiencephalic

amnesiaというよりはbasalforebrainamnesia

というほうがより正確であろうという一方で,ア

ルコール性W-K脳症の健忘例と非健忘例ではそ

の病変にあまり差がなく,視床前核の神経細胞脱

落が健忘例にのみ常にみられるという報告もある.

また,視床内側核病変は乳頭体病変がなくても強

い健忘症状を起こすという報告もある.一方,ノ

ルアドレナリン,セロトニン,アセチルコリンの

起始核や視床内側核の神経細胞脱落について検討

し,青斑核には細胞脱落はなく,セロトニン系,

コリン系,視床内側核系を含む累積的な病変が健

忘に関係するという報告もある.なお,アルコー

ル性W-K脳症とそれに関連する疾患については

筆者の論文16)を参照していただきたい.また,

Korsakoff症候群から認知症へと移行する症例が

あり,それについてはよくアルコール性認知症と

呼ばれるが,筆者は神経病理学的観点からアルコ

ール性認知症というのはなく,認知症をきたした

場合にはその他の病理変化がみられ,アルコール

そのものの影響で認知症をきたすことはないとい

う意見である15,16)

生化学的知見

W-K脳症ではthiamine-dependent/thiamine-

utilizingenzymeであるtransketolaseの異常が

赤血球や線維芽細胞や剖検脳で知 られている.

Transketolaseに関 す る報 告 は多 く,trans-

ketolase遺伝子に関する研究 もみられる.アル

コール依存症者の20%にこのtransketolaseが
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異常に低 く,thiamine欠乏がアルコール症者で

は普通に存在 し,transketolaseの異常があると

W-K脳症 が発症 しやす い といわ れてい る

(Heapら6),2002).7例のW-K脳症剖検例にお

いて乳頭体のbeta-endorphinの量がコントロー

ルに比 して有意に増加 していたことから,W-K

脳症ではendorphinergicsystemの障害があるこ

とが示唆 され るとい う報告 もある.その他,

thiamine利用の分子機構 についての詳細な解

説22)もみられる.

治療上の知見

急性期のWernicke脳症にはthiamineの投与

が必須であるが,意識障害がthiamineの静脈内

投与後 30秒で劇的に改善したという報告もある.

また,10例 のW -K脳 症 患 者 に300mgの

thiamine治療後,認知障害 ･神経徴候が軽減 し,

rCBFがそれに相応して大脳皮質 ･白質で増加し,

脳萎縮も改善したという報告もある.治療や予防

には,経口投与では充分吸収されないのでpar-

enteralsupplementsの使用が効果的である.し

かし,Dayら3) (2004)のCochranedatabaseレ

ビューによるとthiamineの量,期間,投与法,

頻度についての充分なエビデンスはないという.

非アルコール性のW-K脳症 7例にcholinester-

aseinhibitorであるdonepezilを投与したが,め

だった効果はなかったという報告がある一方で,

3患者にdonepezilを6-8ケ月間投与 した結果,

ADAS-cogやMMSEが改善 した という報告 も

ある.同様に,galantamineの効果も報告されて

いる.また,16例のW-K脳症患者の認知症に

NMDA括抗薬 で あ るmemantineを投与 し,

MMSEやADCS-ADLにて効果がみられたとい

う報告もある.

W-K脳症ではセロトニン系が早期から障害さ

れ,そのための症状が観察され,fluvoxamineの

効果が期待されるという報告19)や,clonidineと

fluvoxamineの組み合わせが効果的であったとい

う報告もある.また,corticosteroidパルス療法

が脳浮腫の軽減や障害された脳血液関門の緩和に
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より精神症状に効果的であったという報告もある.

予 防

オース トラリアではW-K脳症の頻度の研究か

ら,W-K脳症の成因におけるthiamine欠乏の

役菩紬言指摘され,アルコール乱用がW-K脳症の

主なpredisposingfactorであることか ら,これ

は公衆衛生上重要な問題であり,政策的な介入が

指摘され (1986),その後予防にかかる費用 と治

療 ･ケアにかかる費用を比較した場合,予防した

ほうがはるかにcost-bene丘tであるという理由か

ら,1991年以降パンや小麦粉やアルコール飲料

にthiamineサプルメントを入れるという予防的

方 法が とられ た.その結 果,MaとTruswell

(1995)は,1978年から1993年 までシ ドニーの

大 きな17公立病院でのW-K脳症の患者数を調

べ,1267人 の患者 を見出 したが,1991年か ら

1993年までの2年間の発症患者が 16年間のうち

で最も少なく,予防効果がみられたと報告してい

る し,RollandとTruswel121)(1998)はパ ン に

thiamineを入れてから6年後 には40% の減少

があったと報告し,Harperらも剖検例でその予

防効果を確認している.

分子生物学

アルコール依存症者がW-K脳症に擢患する遺

伝的 リスクファクターに関する研究 として,al-

dehyde dehydrogenase12(ALDH12)ialco-

hol dehydrogenase-2(ADH-2)のgenetic

polymorphismの検 討 の 結 果,ADH2*1/2*1

genotypeがそのリスクファクターである可能性

が示唆されている (Matsushitaら18),2000).ど

く最近では,high afnnitythiaminetransporter

(SLC19A2)遺伝子の異常 も指摘され (Guerrini

ら4),2005),また,W-K脳症患者のなかには遺

伝的なthiamine利用障害があり,この場合には

より多 くのthiamineが必要になる.そして,こ

れが人生の早い時期に脳の異常を引き起 こし,そ

れが成人のアルコール依存を発展させ,特に家族

性のアルコール依存の場合にはW-K脳症のリス
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クを高めている可能性が指摘されている17).

動物実験

ラットでの動物実験で,カテコールアミンのう

ちノルア ドレナリンの欠損が健忘に関係するとい

う報告がある.また,W-K脳症の動物モデル

(ラット)で,thiamine欠乏が前頭前野でグルタ

メー トの取 り込みの有意な減少を引き起こし,そ

れがwatermazespatialmemoryを障害すると

いう報告 もある.また,ネコでの実験では,中脳

水道周囲灰白質 ･下丘 ･乳頭体に病変がみられた

が,視床背内側核の病変はごく軽度であったとい

う.rhesusmonkeyでの実験では,基底核 ･視

床のparafascicularnuclや脳幹 ･小脳の諸核に

病変がみられたが,乳頭体や視床の背内側核には

異常はみられなかったという.

お わ り に

W-K脳症の報告をしてから33年が過ぎた.

その後わかったことはたくさんあるが,依然とし

て当時と同じような症例報告がある.特に医原性

のW-K脳症の症例は跡をたたない.ある大学病

院で最近 この間題で裁判沙汰にまで発展したこと

もある.さすが,アルコール症の治療施設ではこ

の間題 はかな り浸透 していて,急性期治療 に

thiamine投与は普通に行われるようになってい

るようである.オース トラリアのように予防的に

パンやアルコール飲料にthiamineを入れるとい

う思い切ったことが実施され,発症率がかなり減

少したという事実もある.これほどW-K脳症が

知 られ, もう過去の病気になってもよいと思われ

るのに,依然減らないのはどうしたことであろう

か.
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