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要 旨

新潟大学脳研究Ⅲ『神経|ﾉﾘ科学教室は1965fli411, 4[火から僻忠雄先生を初代教授に迎えて発

足した. Inl年61112日にはﾉL州水俣病に続いて新潟水IWi)jが公式確認されたことから，教室は

その発足当初から，新潟水俣病の原凶究|ﾘj,診断，沿旅に深く|f|わり, 61114日からは阿f'(I!f川

下流域で|淵始された鋪・次一斉検診に参j11している．教飛の歩みは新潟水俣病とその後の

SMONとともにあったといえよう．

新潟では当初，川魚を摂食していて，頭髪水銀lllliがI斯く，神経症状として，感覚陣容があり，

それが特異的な分1jをしていて軽快しがたいこと，川lえて小脳症状，聴力障害などを合併して

いること， さらに，川魚の摂食と神経症状の発症時101との|ﾊlに因果関係が認められること，他疾

患が除外できることが診断の要件とされた． この診断甥噸は, IIHill52年に理境庁が辿知した

｢後天性水俣病の判|析条件について｣(昭和52年判断条|'|:）に，その後の最高裁判決を受けて平

成26年311に蝋境街が辿加通知した「公雌法にjILづく水俣ｿi)jの認定における総合的検討につ

いて｣(追加通知）がM1定する|ﾉ1容と変わるところがない．

それでも，新潟水俣柄は解決していない．水仏鏥はメチル水銀'1!毒症であり, |曝獺の侭度によ

って岐亜症の削症から，通症, !|!等症，軽症まで分1iしており， また，頭髪水銀値は高価であっ

ても，全く旅状がない水銀保IXI行が確認されていることから，水銀の体内蓄械と代謝，神経症候

の出現にはilM人差があるものと想定される. ll"1152年､ 'll析条i'|:は，重症者を速やかに認定する

ものであって，平成25年の雌高裁判決でもそのように位|〃付けられている． 50年の経過は，神

経症候に加齢に|､ドう絲年変化を重ねており, 50年以|己前のll恥螺とその後に生じた神経症候の|川
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の|kl采関係を判断することは容易ではない．

新潟では1970年の「第2次一斉検診」以降， 「一斉検診」は実施されておらず，その後のま

とまったデータがない．和歌山県太地町佐民には，砿髪水銀値が100ppmを超える商価である

無症候の水銀保回者が複数確認され，他M"Wfが統けられている．海外では，水恨病の後にもｲ7

機水銀1117"l＃例が発生している．海洋の水銀汚染による良1ﾘl悩性曝露の影響も評価しなければ

ならない．新潟水俣病の追跡i淵介を行い，現状について正碓な記録を残すことは関係者の尚務

である．

キーワード：新潟水俣病,臨床,瓶理,診断喚噸

はじめに いる．

翌年1月19日,4月から赴任予定の椿先生が新

潟を訪問された際に，脳外科病棟に入院『'1の忠箭

さんの診察を乞われ，その特異な症候からイ『機水

"<! | !",i:を疑った．頭髪を持ち'肘り，塁野乙松東

大薬学部助教授に水銀量の測定を依瓶したとこ

ろ, ll128Hに頭髪水銀値が320ppmとllll審さ

れて，診断が確定した．

31=127Hには脳神経外科に第21"'lとなる28"

のり)性が人|境した（1964年10月発症， 1965ｲ|え6

117Hｸ亡). 4月121二|には第1例がII雅快退院し，

51 1 141=Iには5月に新設されたばかりの神経|ﾉﾘ

科ﾘI肺棟に第3例となる55歳男性が人|塊した．

5月29日には第12回神経学会|腱|東地方会で，

緋教授らが「有機水銀II1毒の3例」を慨f'i (lil1α

I!f川~ド流域における川魚摂食による人院3例， タビ

亡l例の計4例） し， 5月31H,新潟大学脳liﾙ究

所は新潟県に通知した．新潟県衛生部は阿剛!f川

流域の水銀使川工場の調査を開始し，新潟県・

ili・新潟大学の合同会議が開催されて，協ﾉjilxilill,

li(IXI究|ﾘl,潜在忠者発見のための打合せが行われ

た. 611121 l , |脳研究所神経内科の緋教授, lli"|!

経外科の柿木教授と新潟県衛生部は，阿賀野川流

域に有機水銀中亦患者7名が発生し， 2名がﾀ亡

しているとllﾐ式発表を行った. 6月141 lには，斯

渦県衛生部はllj"|そ省に対し，有機水銀'1'燕恐尚の

発生状況等を椛告した． 6月16Hには，新潟県が

川魚の喫食が原lklと発表し，川魚の喫食を禁ll:L

た．

6月14 I=Iには，新潟大学I脳研究所神経内科・脳

神経外科・保健所が合同して，阿ffW川下流域に

新潟大学脳研究所神経Iﾉ1科は丁度50年前の

1965年4111日，東京大学から椿忠雄先生を初

代教授として迎え，開設された．そのn'i:後の1965

年611,新潟水俣病が公式確認されている．水|契

り丙は1956年（昭和31年) 5月に熊本県で公式雌

認されたメチル水銀中毒症であり，工場のアセl、

アルデヒド製造工程で，触媒として川いられた無

機水銀が有機化されて副生したメチル水銀が二l:"

廃液!|'に排泄され，水俣湾，不知火海を汚染し，

食物連鎖により魚貝煎に濃縮され， これを呪食す

る人々にメチル水銀'l』雄症を引き起こしたもので

ある1).

新潟水俣病の発生

雌初の忠者さんは31歳の男性で，阿剛!if川河

口付近に住み，腱業を営んでいた．父籾は阿剛!f

川で川漁をしており， 1964年（昭和39年） 6月

161 lの新潟地震の被害で農地が冠水し，緋作不能

となったため，川漁に専念するようになった．そ

の頃から盟漁となり，ニゴイ，マルタなどを家族

で多食していた． 10月12日に両側lﾘ指のしびれ

感で発症し，その後20日間で全身のしびれ感,脱

ﾉJ感，助作MI劣，視野狭窄，協調述勁障害が出現

し，歩行|来I雌となった． 11月121二lの脳神経外科

病棟への入院時には，①求心性視野狭窄，②感'此

lliitfif (自党的異常感党を主体とし，他党的にはご

く'|確度)，③商度の協調連動障害,④苦'ﾘlな小脳性

椛音陣容，⑤両側高苛部聴覚|嘩害，が認められて
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図’第一一次一斉検診における樵忠雄教授

おける第一次個別訪問調査（対象2,813人）が開

始されているいわゆる「第一次一斉検診」であ

り，全住民検診，乳児検診，過去の死者の|臨床所

見再検討が行われた．有症者172人の頭髪水銀値

を調査した結果, 50ppm以上を高値とすると, 50

~199ppmが40人, 2001)pm以_上が21人lil認さ

れ，7月末までに26人が患者と診断された．内5

人は既に死亡していた.発症は1964年8月から

1965年7月に及び,全員が阿賀野川下流沿岸域の

居住者で，大半が20歳以降の成人男性であった．

悠者の頭髪水銀値は56．8～570ppmであった．

また，頭髪水銀値が200ppm以上でありながら，

無症候性の水銀保有者も9人見出された2)3)．

当時撮影された写真2葉（図1)を慶田絃-.-先

生から提供していただいたので，紹介する．左は

椿教授が阿賀野川下流地域の集落を回り，神経学

的所見をとられている様子である．右は総教授が

自ら，患者さんの蚊髪を採取されているところで

ある．若い会員の皆さんには，是非こういう写真

を見て，心にとめていただければと思う．

の関連，というものであった．川魚を摂食してい

て，頭髪水銀値が高く，神経症状としては，感覚

障害があり，それが特異的な分布をしていること，

感覚障害が!|曝快しがたいこと，感覚障害に加えて

小脳雄状,聴力|蹴審などを合|脈していることを挙

げている． さらに川魚の摂食と神経症状の発症時

期との間に因果関係が認められることが必要とさ

れている．新潟では，典型的なHuntel･-Russell

症候群を呈していない症例もこの基準により診断

されていた．

その後， 1972年に緋教授がまとめた「新潟水俣

病の診断要項」では,①神経症状発現以前に阿賀

野川の川魚を多逓に摂取していたこと，②頭髪

(または血液，尿）中の水銀値が高値を示したこ

と，③下記の臨床症候を雄本とすること: a)知

覚障謀（しびれ感,知覚鈍麻), b)求心性視野狭

窄, c)聴力障害, d)小脳症候（言語障害，歩

行障害,通勤失調，平衡隙害)，④類似の症候を呈

する他の疾患を鑑別できること， となっている

(｢知覚」は現在の用語では「感覚」である)．

頭髪水銀値については，水銀摂取をll二めれぱ，

数力H以内に正常に復するので，川魚摂取時期と

の関連において考慮すること， またその時期の水

銀量が不Iﾘlの場合，できるだけ状勢判断を行うこ

と，例えば, ll司一家族で食生活をともにしていた

ものの巾に水俣病患者があったり，頭髪などの水

銀値が,間値を示したものがあれば重視すること，

新潟水俣病の診断要項

当初の診断基準は，①他の疾忠の除外，②臨床

症候として, a)感覚障害部位の特異性, b) !隆快

しがたい感覚障害,c)小脳症状,聴力障害などの

合併，③頭髪水銀錐高値，④川魚摂取と発症時期
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った．全水銀値は病変の強い大|脳皮簡で高い傾|句

を認めたが， メチル水銀濃度の部位による差は比

較的少なく，脳幹・脊髄・ '!!j尼では低値を示して

いた． また，改変Timm氏硫化銀法を川いて染色

した水銀脈粒の出現の程度は，組織瓶変の程度と

極めて一致していたとされ，小脳，後頭葉，中心

後Inlにより多く認められた．水銀噸粒はグリア細

胞， もしくはlil祷外膜細胞に, 121fiよりは灰|皇l質

に強い沈iifを示し，神経細胞を主体とする沈着は

認められなかった7)． 九州水俣病との比較では，

揃理所兇は両者同一とされ， ともに末梢神経にも

変性所見が認められている8)．

と注記されている．

また臨床症候については，この4徴雌をすべて

具備しなければならないわけではないこと， また，

感覚障害は股も頻度が高く，特に四肢ｲ<端，口|刑，

否に苫明であること， またこれが軽快し雌いこと

を重視すること，柵尿病などによる末|;i!榊経障害，

脳血櫛陳群，猟椎症，心因性疾雌は特に注意を要

すること， ただし，上記の疾悠をもっていても，

慾者の症雌がそれのみで説明し難いj珊合は、水俣

病と診断することができること， という注記があ

る4)．

新潟水俣病の経過と病理所見

昭和52年判断条件とその後

第一次一・斉検診から5年後の197()ｲ|主 （昭*ll45

年) 1011から, III1賀野川上． II!流を含む流域

60kmの住民を対象として， 「第二次一所検診」が

行われた．これにより認定患者激は急速に増加し，

1972年（昭ｲll47年) 2月の認定忠背放は102名

となった．そのうち死亡・飯症例を除く79名に

対し，臨床像の推移が検討された結果， ｜川肢感覚

障霄は94.9％にみられ,初めは手袋W上下型を示し

たものが，後にはりI(!幹にも感覚障害が及び，半身

性の隙!ifやllM髄レベル以下の障審を示す例もあっ

た．顔而では，口周囲ないし上'二|答部を1''心とし

てタマネギ状に感覚異常を示すものが多く，

68.4％と高率であった．運動失調は87．3％，聴党

障害は74.6%,M!f狭窄は58.2%, !|W!lifIWIIは

40.5％，淵肋性追従眼球運動障害は39.2％に認め

られた5)．

剖検が行われた2人の神経滴理糺l縦所見では，

大脳皮質， とくに‘鳥距野，横（上) 1!!ll砿回，中心

後回などに，偽kOj状ないし全屈性の杵|ﾘlな荒廃

(基質の荒廃を伴う神経細胞の壊死，およびオリ

ゴデンドログリア， ミクログリアのjWl2)が認め

られた. 11"llでは小脳職粒糺ll胞の減少，プルキン

エ細胞の変‘|'|§と，それに伴うグリオーシスが広範

に認められ，他の1例の小脳衲変は継庇であった．

2例ともll榊卜や介髄に明らかな変化は兇られてい

ない6)．各部位で水銀含有城が測定された1例で

は，小lliM10.7,後頭葉14.4,前砿雌8.3ppmであ

1971年(IIM1146年) 9月の新潟,および1973年

(昭ｲll48年) 3月の熊本における水俣病公霄訴訟

の脈告llﾘ流|「により，認定II'3,'iが,急期した．当初は

統一･された認定堆唯はなく．新潟では，頭髪水銀

値の商値と|ﾉ〈1%&|11係が想定される神経症候が揃え

ば，比絞的!IWii者まで認定されていたが，九州で

は，典型的なHunter-Russell椛候IIを呈する重

症者を! |!心に認定されていた. llif史的，疫学的背

緊の異なる2つの水俣病の認定ji"I;を統一するこ

とは|ｲ1雌であったが，当時の畷境庁liﾙ究班長の椿

教授は1977年（昭和52年)，公標被害の救済条

件と医学的認定堆準は別とする立j鮒を取った上

で， 「疫学条件がある人で,特徴的な感党障害があ

り，それ以外に特何な神経症峡が一つ以上あれば

よい」とする雅唯をまとめた． しかし，国は救済

条件と医学的認定基準を区別せず， また，感覚障

害だけでは認定されないとして，槻数の症候の組

合せを求める環境庁環境保雌部民通知を発出した

(いわゆる昭ｲll52年後天'「|§水咲病の判断条件).

その絲果，新潟では認定条件ぱﾉ遡りi的に厳しくな

り，認定I1'ril'iの棄却者が卿加することとなった．

mはIIWII49年， 「公審健康披容のilli悩等に関す

る法仲（公他法)」を定め，水俣ﾙ)j,新潟水俣病，

イタイイタイ病, IJq日市喘息について，統一され

た救済唯唯を示した．平成7年には1回I｣の「政

治解決｣(自民，社民， さきがけ3党による妓終的
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「 ・奇検診」は'ﾉﾐ施されておらず，その後のまと

まったデータがない．辿跡I淵査を行い，現状につ

いてili碓な記録を残すことは|腱|係箭のI'i勝である

と信じる. 1IIWk111ﾘ,↓太地llil.ij;民には，賊髪水銀lll11

が1001)I)111を越えるIWilll'iである雌症候の水銀保

lkl荷が悔激lil認され,MI(!淵代が続けられている．

海外では，水|兇柄の後にも｛1機水銀1l'ilf｣lf例が発

'|§している．海洋の水銀汚染による良期悩性|曝露

の影禅も評価しなければならない．平成25年10

11には「水銀に|H1する水促条約」が採択され， 、Iz

成27年51131 11には「新潟水i兇病50周年式ﾘl!」

が|淵催された． しかし，新潟水俣病問題は終わっ

ていない．

解決案）により，一時金． |災旅fY ･旅挺手当の支

給と訴訟聯の紛争の終結が|､xIられた． 、ド成16年

の水俣瓶IMIILi訴訟雌間殿､ 'l決では，皮Y'i性感覚障

害によるi泌定がなされ， ルMilillWilﾘ↓を)凶切に行使せ

ず，水|災ﾘI)jの発生拡大を|"jll:しなかったIEIと熊本

県に， イく1'4Ⅱ;迎滞l'i任とII#li'Il'il[がi測定された．

さらに平成21年には「水恨ﾙ)j縦',if行の救済及び

水俣病|川越の雌終解決に|H1する特別猫|紐法案」が

成立し, II砿「政治解決」が|､xIられた．平成25年

4月の岐商数判決は，感党肺''W)みによる認定を

可能とし， 、|と成25年秋の公仙法ｲ《lll端査会によ

る裁定では， この雄商殿､ ll沢に従い，感覚障害の

みの水恨病が認定された．蝋境宵は平成26年3

月， 「昭和52年判断条I'|:の追川I辿加」を出し, llX

露と神経症候の|Alのlkl%4IMI係をin祝するよう求め

た．平成27年31 lの新潟3次脈I淡地段判決にお

いても，肢商猫ドll決を受けて, !'＆党|"'iifのみによ

る認定が〃われた．

水俣瓶はメチル水銀! | 1＃卿,iiであり, |雌蕗の栂度

によって雌亜唯の削椛から, !W,ii, ! |!等症， !隆症

まで分ｲliしており， また，噸髪水銀ll''iはI蔚値であ

っても，症状がない水銀保|ﾉ《|付が雌I謝されている

ことから，水銀の体|ﾉ1"i'liと代I州，神経症候の,'ll

現にはII61人雄があるものと想定される. ll"ll52

年判断条件は，亜推考を速やかに1認定するもので

あって，平成25年の雌ﾊﾙ鮫判決でもそのように

位i侭付けられているが， ！ |!呼椛・椛症肯への対応

は欠けていた． また，初Iりlのﾉ没､ llの結果，それぞ

れの原lkl企業との間で民|H1のlli噛協定が結ばれた

ために，水6鞆では水D↓瓶と,淵められるか，認め

られないかが争点となり，その後に成ｳ:した公椛

法においては障害の侭度に応じて1勘定された救済

基準が，水|兇病には適川されない状況となってい

る． さらに50年の経過は, il'絲椛ll党に加齢にI､|;う

経年変化を渡れており， 5()年以|加の|曝露とその

後に'kじた神経症候の|ﾊlの|ﾉﾐ|染|H|係を､ドlll析するこ

とは容易ではない．
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終わりに

新潟では197()年の「輔：次．庁検診」以Ijf,


