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会 場 ご 案 内

岡山国際交流センター
Ａ会場：２階　国際会議場　　　　　　　　　
Ｂ会場：５階　会議室（1） 　　　　　　　　　
ハンズオンセミナー会場：岡山大学病院　　　
　　　　　　　　　　　　17：30〜18：30
世話人会：３階　研修室　　　　　　　　　　

〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町2丁目2-1
TEL：086-256-2905 FAX：086-256-2226

●交通アクセス（JRでの所用時間）
　広島……約40分（のぞみ）
　米子……約130分（特急やくも）
　鳥取……約110分（特急いなば）
　松江……約160分（特急やくも）
　高松……約60分（快速マリンライナー）
　徳島……約140分
  （特急うずしお・高松から快速マリンライナー）
　高知……約160分（特急南風）
　松山……約170分（特急しおかぜ）

東口

西口西口

岡山コンベンションセンター岡山コンベンションセンター

岡山国際交流センター
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会 場 図
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ご　案　内

参加者の方へ
　⃝参加登録受付は9時00分〜　2Ｆロビーで行います。
　　受付方法は以下の通りです。
　　「地方会本部事務局」で会員・非会員のチェック→
　　　　　会員の方は年会費の納入チェックを受ける→
　　　会員の方は　「会員受付」へ　（参加費2,000円）
　　　非会員の方は「非会員受付」へ（参加費3,000円）
　⃝参加証に所属・氏名を記入し、胸に付けてください。
　⃝開場は、午前9時00分です。
　⃝ クロークは午後4時30分までに必ず受取りに来て下さ

い。
　　なお、傘・PC・貴重品はお預りできません。

演者の方へ
　⃝PC受付は各会場で随時行います。
　⃝ 今回は口演6分、質疑2分でお願い致します（YIAセッショ

ンのみ質疑3分）。時間厳守にご協力をお願い致します。
　⃝ 制限時間の1分前（1回）と終了時（2回）をベルでお

知らせします。

発表方法
　⃝ 発表形式は、PowerPointによるPC発表のみ可能です。

映写は1面のみです。

PC（パソコン）発表について
　⃝ パソコンは用意いたします（Windows）。
　⃝ PC受付は各会場内前方の演者席傍のPC受付デスクに

て行います。ここでご発表の1時間前までにプレゼン
データの受付をお済ませください。

　⃝ 講演発表には、ご自身のPC（Windows･Macintosh）
または、メディア（USBフラッシュメモリー／ Windowsのみ）
をご持参ください。Windowsはデータか本体持込、
Macintoshは本体持込のみとさせていただきます。

　　※ 動画を用いる場合は、ご自身のPCを持込の上、各会
場内前方のPC受付デスクにて必ず申し出てくださ
い。
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（データをお持ち込みの方）
　⃝ メディアでの受付は、Windowsで作成されたデータの

みとなります。Macintoshで発表データを作成される
方はご自身のPCをお持込ください。

　⃝ お持込いただけるメディアは、USBフラッシュメモリー
のみです。CD-R、MO、FD、ZIP等は受け付けできま
せん。

　⃝ メディアはウイルス定義データを最新のものに更新され
たセキュリティーソフトを用いてウイルスに感染してい
いないことを必ず確認した上でお持込ください。

　⃝ 発表データ作成後、作成したPC以外のPCで正常に動作
するかチェックしてください。

　⃝ 持ち込まれるメディアには、当日発表されるデータ（完
成版）以外入れないようにしてください。

　⃝ ファイル名は「セッション名_演題番号_演者名.ppt（x）」
としてください。

　　（例：シンポジウム 1_S1_発表太郎.ppt（x））
　　※：「.ppt（x）」は拡張子（半角英数）です。
　⃝ データの容量は最大512MBまでとさせていただきま

す。
　⃝ OSとアプリケーションは、下記のものをご用意いたし

ます。
　　　<OS>Windows 7又は Windows 10
　　　<アプリケーション>
　　　　Windows版 PowerPoint 2007／2010／2013
　⃝ フォントはOS標準で装備されているものをご使用くだ

さい。画像レイアウトの崩れを防ぐには、下記フォント
のご使用をお薦めいたします。

　　　日本語： MSゴ シ ッ ク、MSPゴ シ ッ ク、MS明 朝、
MSP明朝の4種類

　　　英　語： Times New Roman ／ Arial ／ Arial Black ／
　　　　　　　Arial Narrow ／ Century ／ Century Gothic ／
　　　　　　　Courier ／ Courier New ／ Georgia の9種類
　⃝ 上記以外のフォントを仕様した場合は、文字・段落のず

れ、文字化け、表示されない等のトラブルが発生する可
能性があります。

　⃝ 音声出力は使用できませんので、ご了承ください。
　⃝ お預かりした発表データは各会場内の前方のPC受付デ

スクで一時保存いたしますが、これらのデータは学会終
了後、事務局が責任を持って削除いたします。
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（PC 本体を持参される方）
　⃝ ご自身のPC持込の場合は、外部モニター出力端子の形

状を必ず確認し、必要な場合は接続用の外部出力変換ア
ダ プ タ ー を 必 ず ご 持 参 く だ さ い。 接 続 は、Mini 
D-sub15ピン3列コネクター（通常のモニター端子）
です。またバッテリー切れを防ぐため電源アダプターを
ご持参ください。

　⃝ 必要な場合は接続用の外部出力変換アダプターをご持参
ください。

「臨床神経学投稿用抄録」の提出について
　⃝ 発表者の方は日本神経学会ホームページから様式をダウ

ンロードし当日受付に、「臨床神経学投稿用抄録」用紙
を提出してください。

認定医更新手続き
　⃝ 当日は神経内科専門医単位更新手続き、中国・四国地方

会費納入も受け付けますのでご利用ください。
　　（一般会員2,000円/年、世話人3,000円/年）

世話人会
　⃝ 12時00分から、3階の研修室にて行います。昼食をご

用意致します。
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2019年6月の地方会から先ず会員チェックを受けてから、会員・非会員別
の学術集会参加受付に進むことになりました。

⒜　会員用参加費（割安）で大会に参加できる。
⒝　複数年度前払い会員には割引制度が適用される。
⒞　若手奨励賞（YIA）に応募できる。
⒟　中国四国地域や全国レベルの学術集会情報を地方会事務局からの配信サービスとして受け取ること
　　ができる。
⒠　学術集会の事前にプログラム概要のメール通知サービスが受けられる。
⒡　学術集会不参加の場合でも、希望者には後日抄録集が無料で送付される。
⒢　世話人をAuthorization（承認）する権利を持つ。

＊年会費は4月～翌年3月までをカバーします。

⒣　前期学術大会月の6 月に新入会すると、残り9 か月分に相当する年会費は半額（1,000 円）で良い。
⒤　後期学術大会月の12 月に新入会すると、年会費2,000 円で残り3 ヶ月を含んだ翌年分までカバーす
　　る。

＜新会費制度　＝　学術集会参加費ならびに基本年会費＞

＜新設：年会費前納割引制度＞

会員特典も
多数あります！

地方会参加者

参加受付
会 員 用

参加受付
非会員用

会員チェック
受付

新設：会員特典

新設：新入会割引キャンペーン月

日本神経学会中国四国支部は

新会費制度となりました!

摘　　要

筆頭発表 ○ ○ ○ ○

× × × ×

○ ○

2,000円 3,000円

学　　生 初期研修医

非　会　員 会　　　員

（非　該　当）

臨時会員（1 回1,000 円）となればYIA発表可能

後期研修医 一般非会員

無料
2,000円

のち3,000円
3,000円

のち4,000円
3,000円

のち4,000円

一般会員 世話人会員

○ ○

2,000円 2,000円

YIA発表

学術集会
参 加 費 

年 会 費

2,000円 3,500円 5,000円 6,500円 8,000円

3,000円

一般会員

1年会費 前納2年分 前納3年分 前納4年分 前納5年分会員種別

世 話 人 5,000円 7,000円 9,000円 11,000円
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第107回 日本神経学会中国・四国地方会
2019年12月7日（土）岡山国際交流センター　プログラム
　 2019年11月13日現在
発表6分　質疑2分（YIAのみ質疑は3分）

12月7日（土）
A会場 B会場

9:25　開会の辞
会長　阿部康二
9:30-10:10　脳血管障害Ⅰ
座長　香川大学　 鎌田正紀

 （5演題40分）

9:30-10:10　末梢神経
座長　川崎医科大学　 三原雅史

 （5演題40分）
10:10-10:42　感染症 
座長　高知大学　 森田ゆかり

 （4演題32分）

10:10-10:50　悪性腫瘍　
座長　徳島大学　 宮本亮介

 （5演題40分）　10:45-11:39
若手奨励賞候補セッション
座長　岡山大学　 阿部康二

 （6演題54分）

10:50-11:46　変性疾患
座長　安佐市民病院　 越智一秀

 （7演題56分）

12:00-12:50　
ランチョンセミナー1（武田）
座長　岡山大学　 武本麻美

12:00-12:50　
ランチョンセミナー2

（バイオジェン）
座長　岡山大学　 太田康之

13:00-13:40　脳血管障害Ⅱ
座長　香川大学　 高田忠幸

 （5演題40分）

13:00-13:48　免疫性疾患Ⅰ
座長　愛媛大学　 越智雅之

 （6演題48分）13:40-14:44　免疫性疾患Ⅱ
座長　山口大学　 川井元晴

 （8演題64分）

13:48-14:36　脳炎・脳症
座長　鳥取大学　 瀧川洋史

 （6演題48分）
14:36-15:32　
遺伝性疾患・代謝性疾患・筋疾患
座長　広島大学　 大下智彦

 （7演題56分）
15:00-16:00　
スポンサーセミナー

（アレクシオンファーマ）
座長　岡山大学　 山下　徹
16:00-16:10　
若手奨励賞表彰式
16:10-16:20　閉会の辞　

17:30-18:30　
ハンズオンセミナー（脳神経内科診察手技について）
会場：岡山大学病院　　岡山大学　山下　徹　太田康之
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第107回日本神経学会 中国・四国地方会日程

Ａ会場：２階　国際会議場

 9：25 開会の辞 会長　阿部　康二　

時間 セッション 演題番号 座長

 9：30〜10：10 脳血管障害Ⅰ A-1〜A-5 鎌田　正紀
   （香川大学）

10：10〜10：42 感染症 A-6〜A-9 森田　ゆかり
   （高知大学）

10：45〜11：39 若手奨励賞候補セッション 阿部　康二
   （岡山大学）

12：00〜12：50 ランチョンセミナー1（武田）
  YA-1〜YA-6 武本　麻美
   （岡山大学）

13：00〜13：40 脳血管障害Ⅱ A-10〜A-14 高田　忠幸
   （香川大学）

13：40〜14：44 免疫性疾患Ⅱ A-15〜A-22 川井　元晴
   （山口大学）

15：00〜16：00 スポンサーセミナー（アレクシオンファーマ）
   山下　徹
   （岡山大学）

16：00〜16：10 若手奨励賞表彰式

Ｂ会場：５階　会議室（１）
時間 セッション 演題番号 座長

 9：30〜10：10 末梢神経 B-1〜B-5 三原　雅史
   （川崎医科大学）

10：10〜10：50 悪性腫瘍 B-6〜B-10 宮本　亮介
   （徳島大学）

10：50〜11：46 変性疾患 B-11〜B-17 越智　一秀
   （安佐市民病院）

12：00〜12：50 ランチョンセミナー2（バイオジェン）
  B-18〜B-23 太田　康之
   （岡山大学）

13：00〜13：48 免疫性疾患Ⅰ B-24〜B-29 越智　雅之
   （愛媛大学）

13：48〜14：36 脳炎・脳症 B-30〜B-36 瀧川　洋史
   （鳥取大学）

14：36〜15：32 遺伝性疾患・代謝性疾患・筋疾患
   大下　智彦
   （広島大学）
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ハンズオンセミナー会場：岡山大学病院
時間 セッション 演題番号 座長

17：30〜18：30 脳神経内科診察手技について 山下　徹
   （岡山大学）
   太田　康之
   （岡山大学）

３階　研修室
時間 セッション 演題番号 座長

12：00〜 世話人会
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プログラム

Ａ会場：２階　国際会議場

9:25～  開会の辞
  会長　阿部　康二

A-1 回復期機能訓練の効果〜心原性脳塞栓症例のFIM認知
項目での検討〜

井野口病院　脳神経内科　　村田　芳夫

A-2 多発脳梗塞で発症したANCA関連血管炎の1例
岡山医療センター脳神経内科　　中野由美子

A-3 傍脊柱筋、神経根、椎体病変を合併した脊髄円錐梗塞
の1例

広島大学病院　脳神経内科　　上村　鉄兵

A-4 下腿限局血栓が中枢側に急速伸展し肺血栓塞栓症を合
併した脳出血の2例
川崎医科大学附属病院臨床教育研修センター　　加戸　　学

A-5 脳梗塞と多発性微小出血を伴った神経軸索spheroidを
伴う遺伝性びまん性大脳白質脳症（HDLS）の48歳男
性例
広島市立広島市民病院　脳神経内科　　藤田淳太郎

A-6 高齢発症Streptococcus salivarius髄膜炎の発症要
因について精査した1例
島根大学医学部卒後臨床研修センター　　野田　祥平

A-7 HTLV-1関連脊髄症の経過中に中枢神経原発悪性リン
パ腫を併発した72歳女性例

広島市立広島市民病院研修部　　肥山隆一郎

A-8 経過観察にVSRADが有用で、メフロキン、ミルタザ
ピン併用療法で臨床所見の改善を認めた多発性骨髄腫
合併進行性多巣性白質脳症の一例

広島赤十字・原爆病院脳神経内科　　居積　晃希

9:30～10:10  脳血管障害Ⅰ
  座長　鎌田　正紀（香川大学）

10:10～10:42  感 染 症
  座長　森田ゆかり（高知大学）
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A-9 急性の球麻痺で発症し、ステロイドパルスで早期に改
善し得た頸静脈孔症候群の一例

広島市立安佐市民病院脳神経内科　　兼好　健太

YA-1 うつ伏せ寝の姿勢が原因となった左椎骨動脈解離によ
る脳梗塞の1例

松江赤十字病院初期研修医　増田　恭隆

YA-2 左椎骨動脈の延髄圧迫により両側舌下神経麻痺と右不
全片麻痺を呈した一例

済生会松山病院臨床研修センター　村上　駿平

YA-3 潰瘍性大腸炎に脳静脈洞血栓症を合併した一例
松山赤十字病院　臨床研修センター　山岡　奈央

YA-4 無菌性髄膜炎を繰り返すシェーグレン症候群の19歳
男性例

広島市立広島市民病院研修部　　山本　興幸

YA-5 早期からの積極的な治療介入により良好な転帰が得ら
れた無疹性帯状疱疹後脊髄炎の一例

鳥取県立厚生病院　脳神経内科　加藤　弘之

YA-6 TNFα阻害薬によるCrohn病治療中に急性の下位脳神
経麻痺を呈したZoster Sine Herpete（ZSH）の一
例

岡山市立市民病院　脳神経内科　　正井　加織

10:45～11:39  若手奨励賞候補セッション
  座長　阿部　康二（岡山大学）

「パーキンソン病診療ガイドライン2018の改定とMAOB阻害
薬の位置付け」
　　　演者：武田　　篤（独立行政法人国立病院機構仙台西多
　　　　　　　　　　　　賀病院院長）
　　　共催：武田薬品工業株式会社

12:00～12:50  ランチョンセミナー
  座長　武本　麻美（岡山大学）

A-10 高齢で発症したプロテインS欠乏症に伴った脳静脈血
栓症の89歳男性例
広島市立広島市民病院　脳神経内科　　峰　奈保子

13:00～13:40  脳血管障害Ⅱ
  座長　高田　忠幸（香川大学）
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13:40～14:44  免疫性疾患Ⅱ
  座長　川井　元晴（山口大学）

A-11 術中発症の多発脳梗塞を合併した左片側後脊髄動脈症
候群の1例

松江赤十字病院　脳神経内科　　江　　千里

A-12 中大脳動脈起始部閉塞と同様の急性期画像所見を呈し
た静脈洞血栓症の1例

松江赤十字病院　脳神経内科　　福田　弘毅

A-13 下位胸髄から脊髄円錐部に至る出血を伴う長大な胸髄
病変を認めた症例
脳神経センター大田記念病院　脳神経内科　　佐藤　恒太

A-14 視覚処理障害による純粋失読症を呈した側頭後頭葉脳
塞栓症の1例

岡山医療センター脳神経内科　　藤原　舜也

A-15 視床下部性肥満を呈した視神経脊髄炎の一例
社会医療法人近森会　近森病院　脳神経内科　　葛目　大輔

A-16 体重減少が先行しAutoimmune GFAP astrocytopathy
と診断したステロイド反応性脳脊髄炎の一例

岡山大学病院　脳神経内科　　小坂田陽介

A-17 全身型重症筋無力症に対するエクリズマブの投与経験
国立病院機構　岡山医療センター　　奈良井　恒

A-18 側頭葉てんかんを主症状とした慢性経過のLGI-1抗体
陽性脳症の55歳男性例

山口大学脳神経内科　　山中菜々美

A-19 特 異 的 所 見 に 乏 し く 脳 生 検 で 診 断 を 確 定 し た
lymphomatosis cerebriの一例

香川大学　脳神経内科　　城　　妃咲

A-20 ニボルマブ投与後に重症筋無力症および筋炎を発症し
た63歳女性

岡山赤十字病院　脳神経内科　　武久　　康

A-21 皮膚筋炎様の皮疹と両側大腿部に筋炎様の画像所見を
呈した好酸球性多発血管炎肉芽腫の一例

山口赤十字病院脳神経内科　　小俵　響子

12:00～12:50  世話人会（３階　研修室）
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A-22 長い精神病期と、広範な大脳白質病変を呈した抗
NMDA受容体脳炎の35歳男性

徳島大学病院神経内科　　高原　実香

「補体の活性系とその制御」
　　　演者：水野　正司（名古屋大学医学部医学科腎不全シス
　　　　　　　　　　　　テム治療学）

「補体と神経疾患」
　　　演者：中原　　仁（慶應義塾大学医学部内科学、神経）
　　　共催：アレクシオンファーマ

15:00～16:00  スポンサーセミナー
  座長　山下　　徹（岡山大学）

16:10～16:20  閉会の辞
  会長　阿部　康二

16:00～16:10  若手奨励賞表彰式

－ 13 －



Ｂ会場：５階　会議室（1）

B-1 多発性単神経障害で発症し約1年の経過で死亡した74
歳男性例

県立広島病院　脳神経内科　　田金裕一郎

B-2 神経伝導検査でtemporal dispersionの増大を認めた
血管炎性ニューロパチー

川崎医科大学　脳神経内科　　白河　俊一

B-3 高 齢 発 症・ 緩 徐 進 行 性 のFacial onset sensory 
motor neuronopathy （FOSMN）症候群の一例

愛媛大学　脳神経内科　　武井　聡子

B-4 軸索型シャルコーマリートゥース病の臨床像を示した
BSCL2遺伝子N88S変異（seipinopathy）の1例

鳥取大学　脳神経内科　　守安正太郎

B-5 多発性単神経障害をきたしたMAG抗体陽性ニューロ
パチーの72歳男性例
山口大学大学院医学系研究科臨床神経学　　本田　真也

B-6 呼吸抑制を来し死亡した延髄原発の悪性リンパ腫の一
例

徳島大学　脳神経内科　　島　かさ音

B-7 原発不明癌関連筋炎の68歳男性例
中国労災病院　脳神経内科　　藤井　裕樹

B-8 転移性乳癌による多発性神経障害の責任部位を決定し
局所放射線治療によって神経障害の悪化が防止できた
75歳女性例

山口大学　　松尾　欣哉

B-9 腫瘍細胞の血管内浸潤を反映した特異な画像所見を呈
し、その消退により治療効果を確認し得た血管内大細
胞型B細胞リンパ腫の一例

鳥取県立中央病院　脳神経内科　　竹内　裕彦

B-10 傍腫瘍性視神経脊髄炎関連疾患（NMOSD）の高齢男
性例

徳島大学　脳神経内科　　大崎　裕亮

9:30～10:10  末梢神経
  座長　三原　雅史（川崎医科大学）

10:10～10:50  悪性腫瘍
  座長　宮本　亮介（徳島大学）
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B-11 Levodopaを懸濁溶液とし、頻回服用で業務を継続で
きたパーキンソン病の1例
済生会今治病院　臨床研修センター　　村上　桂史

B-12 非典型的な画像所見と著明な舞踏運動を呈した歯状核
赤核淡蒼球ルイ体萎縮症の1例

西予市立西予市民病院　内科　　久保　　仁

B-13 10年以上の経過を観察した多系統萎縮症の一剖検例
高知大学　脳神経内科　　大津留　祥

B-14 AIFM1遺伝子変異により感音性難聴と感覚性末梢神経
障害を認めた一例
国立病院機構　徳島病院　脳神経内科　　宮城　　愛

B-15 著明な起立性低血圧を契機にレビー小体型認知症と診
断された1例

香川大学　消化器神経内科　　喜多　　誠

B-16 発症1年後に死亡した抗LRP4抗体陽性、FUS遺伝子
変異を伴ったjuvenile onset sporadic ALSの13歳
男児例
広島市立広島市民病院　脳神経内科　　林　　正裕

B-17 18p-症候群に伴う全身性ジストニアに対し、GPi-
DBSが効果的であった一例

徳島大学　脳神経内科　　宮本　亮介

10:50～11:46  変性疾患
  座長　越智　一秀（安佐市民病院）

B-18 難治性水頭症をきたした髄膜脳炎型神経サルコイドー
シスの56歳女性
山口大学医学系研究科臨床神経学　脳神経内科　　水本　悠希

13:00～13:48  免疫性疾患Ⅰ
  座長　越智　雅之（愛媛大学）

「長期予後を見据えたＭＳ治療戦略」
　　　演者：大橋　高志（東京女子医科大学八千代医療センター）
　　　共催：バイオジェンジャパン

12:00～12:50  ランチョンセミナー
  座長　太田　康之（岡山大学）
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B-19 抗neurofascin 155（NF155）抗体陽性CIDPの治
療経験

香川県立中央病院　神経内科　　森本　展年

B-20 進行性の認知機能低下で発症し脳腫瘍様の多発する脳
病変を認めた原発性中枢神経系血管炎の73歳女性例
国立病院機構呉医療センター　脳神経内科　　松山稜太郎

B-21 画像病変を欠くCISが先行し、10年後に診断された再
発寛解型多発性硬化症の一例

徳島県立海部病院　神経内科　　花田　健太

B-22 造影MRIでtrident signを呈した視神経脊髄炎関連疾
患（NMOSD）の一例
徳島大学病院卒後臨床研修センター　　岸田　盛吾

B-23 海綿静脈洞近傍の隆起性病変による多発脳神経麻痺を
呈し、サルコイドーシスが原因と考えられた一例

岡山大学　脳神経内科　　池上　　憲

B-24 小脳型Wernicke脳症の1例
脳神経センター　大田記念病院　脳神経内科　　寺澤　由佳

B-25 多巣性壊死巣を認めたシェーグレン症候群に伴う脳症
の一例
国立病院機構東広島医療センター　脳神経内科　　山田　英忠

B-26 硬膜肥厚を伴う自己免疫性辺縁系脳炎の50歳女性例
広島市立広島市民病院研修部　　神崎　佑佳

B-27 風疹のワクチン接種後に発症し、シェーグレン症候群
に合併した抗MOG抗体陽性大脳皮質炎及び脊髄炎の
一例
広島赤十字・原爆病院　脳神経内科　　井門　和貴

B-28 抗LGI1（leucine-rich glioma-inactivated 1）抗体
陽性辺縁系脳炎の1例:発作時脳波活動と脳血流動態の
病態指標としての可能性

広島大学　脳神経内科　　石橋はるか

B-29 頭痛で発症し左手の感覚症状を来した、くも膜下出血
との鑑別を要したリウマチ性髄膜炎の1例

倉敷平成病院　脳神経内科　　角田慶一郎

13:48～14:36  脳炎・脳症
  座長　瀧川　洋史（鳥取大学）
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B-30 急性発症の左片麻痺で来院し、神経核内封入体病と診
断した1例
県立姫路循環器病センター　脳神経内科　　喜多也寸志

B-31 VCP遺伝子変異を認め、ALSとIBMの異なる表現型を
示した家族例

香川県立中央病院　脳神経内科　　高橋　義秋

B-32 筋強直性ジストロフィーとの鑑別を要した中心核ミオ
パチーの一例

川崎医科大学　脳神経内科　　宗兼　麻美

B-33 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー様の症状を呈した
SRP抗体陽性免疫介在性壊死性ミオパチーの61歳男
性例

山口大学脳神経内科　　佐野　泰照

B-34 抗横紋筋抗体陽性の重症筋無力症に合併したSporadic 
late onset nemaline myopathy（SLONM）の1例

鳥取大学　脳神経内科　　金谷　優広

B-35 糖尿病性ケトアシドーシルに伴うけいれん時に認めた
両側前頭葉内側の浮腫状変化が遷延した1例

島根県立中央病院　神経内科　　青山　淳夫

B-36 CBSを呈し経時的MRIにおいて選択的病変部位の変化
を認めたV180I変異CJDの一例

水島協同病院　神経内科　　太田　仁士

14:36～15:32  遺伝性疾患・代謝性疾患・筋疾患
  座長　大下　智彦（広島大学）
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ハンズオンセミナー会場：岡山大学病院　脳神経内科外来

17:30～18:30  神経学的診察

 岡山大学病院　脳神経内科　講師　　山下　　徹
 岡山大学病院　脳神経内科　講師　　太田　康之
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講 演 要 旨

  A-1〜 A-22
YA-1〜 YA-6

Ａ会場
（２階：国際会議場）



A-1
回復期機能訓練の効果～心原性脳塞栓症例のFIM認
知項目での検討～

井野口病院　脳神経内科
　村田　芳夫（むらた　よしお）

【目的】急性期治療後の心原性脳塞栓症例において、回復期
機能訓練（リハビリテーション）によるFIM（functional 
independence measure;機能的自立度評価）認知項目（理解、
表出、社会的交流、問題解決、記憶の5項目）の変化（改善）
を検証すること。【対象と方法】2016年5月1日から2018年4月
30日までの期間に当院回復期リハビリテーション（回リハ）
病棟に新規入院した心原性脳塞栓症23例（男16/女7、入院時
平均年齢75.9歳）を対象として、FIM認知項目（理解、表出、
社会的交流、問題解決、記憶の5項目）について、FIM改善
度（FIM利得;ΔFIM=退院時FIMから入院時FIMをひいたも
の）を算出し、項目間で比較した。統計学的解析には、
Unpaired t testを用いて、p<0.05を有意とした。【結果】5項
目すべてでΔFIMは改善がみられており（各項目の平均±標
準偏差;理解=0.95±0.88、表出=1.13±0.81、社会的交流=1.52
±1.38、問題解決=1.22±1.28、記憶=1.43±1.34）、5項目合計
では6.26±4.39の改善がみられた。改善度は社会的交流の項
目で最も大きく、理解の項目で最も小さい結果であったが、
項目間で改善度に統計学的有意差はみられなかった。【考察】
心原性脳塞栓症例では広い範囲の病巣により重度の機能障害
が残存することがあり、運動機能障害のみならず認知機能障
害（高次脳機能障害）のため日常生活に多大な支障をきたし
ている症例を経験する。FIMは日常生活に即した運動13項目、
認知5項目を評価することで患者の日常生活動作の自立度を
評価し、介護負担などを考慮する指標として広く用いられて
いるが、回リハ病棟での短期間（最長180日）の機能訓練に
おいてもFIM認知項目の改善がえられることが確認された。
このことから、退院後に認知機能の改善に重点をおいた訓練
を継続することで日常生活がより過ごしやすくなる可能性、
介護負担を軽減できる可能性が示唆された。
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A-2
多発脳梗塞で発症したANCA関連血管炎の1例

国立病院機構岡山医療センター脳神経内科1）、同腎臓内科2）、
同臨床検査科3）

　中野　由美子（なかの　ゆみこ）1）、藤原　舜也1）、
　中土井　崇人2）、神農　陽子3）、奈良井　恒1）、
　太田　康介2）、真邊　泰宏1）

【症例】71歳男性。X年4月25日に尿閉で当院救急外来を受診
し、間欠的自己導尿を指示された。5月5日に呂律が回らず、
起き上がれない状態でいるところを妻が発見し、5月7日に当
院 へ 救 急 搬 送 さ れ た。【 身 体 所 見 】 体 温36.9℃、 血 圧
152/107mmHg、脈拍100/分、SpO2：95%。腹部や両下肢に
暗赤紫色の丘疹が散在。眼球運動障害なし、左顔面麻痺あり、
構音障害あり、左片麻痺あり、両下肢に異常感覚あり、排尿
困難あり、便秘あり。【検査所見】（血液検査）WBC 17300/
µL （Eosi 6.0%）、Hb 12.0g/dL、Plt 585×103/µL、TP 5.9g/
dL、Alb 1.7g/dL、AST 41U/L、ALT 30U/L、ɤGTP 76 U/
L、UN 38mg/dL、Cre 2.47mg/dL、CRP 23.27mg/dL、
APTT 28.9sec、PT 12.3sec、D-dimer 13.8µg/mL。（心電図）
正常洞調律。（頭部MRI）拡散強調画像で両側放線冠、両側
大脳基底核、両側視床などに高信号域を認め、同部でADC
値は低下。【臨床経過】尿閉、尿路感染症による腎後性腎不全、
感染性心内膜症および脳塞栓症の疑いで、抗生剤投与を開始
した。腎不全の進行、炎症反応高値が続き、追加検査でPR3-
ANCAが111U/mLと上昇しており、ANCA関連血管炎に伴
う脳梗塞と考えられた。腎生検では壊死性糸球体腎炎の所見
を呈していたが、肉芽腫は認めなかった。第4病日より水様
性プレドニン80mg/日の静脈内投与を開始し、第10病日より
メチルプレドニゾロン1000mg/日点滴静注によるステロイド
パルス療法を開始し、以後内服に切り替えた。全身状態も安
定していたが、第40病日に胆嚢炎による敗血症性ショックと
なり、経皮経肝胆嚢ドレナージを行った。胆嚢摘出術のため
同日外科に転科した。【考察】尿閉で発症し、その後も急速
に腎不全が進行するなど、当初腎後性の要因が否定できな
かった。中枢神経合併症を契機に発症するANCA関連血管
炎は稀だが、一般的な脳梗塞の画像所見と異なる場合には、
積極的に血管炎を疑い、迅速に診断を行うことが重要である。
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A-3
傍脊柱筋、神経根、椎体病変を合併した脊髄円錐梗
塞の一例

広島大学病院　脳神経内科1）、翠清会梶川病院　脳神経内科2）

　上村　鉄兵（かみむら　てっぺい）1）、2）、祢津　智久1）、
　青木　志郎1）、上野　弘貴1）、細見　直永1）、丸山　博文1）

【症例】70歳女性【主訴】腰痛【現病歴】座位時に突然腰痛
で発症し、その後右下肢の異常感覚が出現した。発症9時間
後の胸腰髄MRIでは特記すべき所見を認めなかった。発症2
日後には右下肢のL1領域以下の表在覚・深部覚低下、サド
ルバック型の感覚障害、右下肢の単麻痺と腱反射消失、直腸
膀胱障害を認めた。MRI（T2強調画像）では第11 – 12胸椎
レベルの脊髄円錐上部、脊髄円錐、および右傍脊柱筋に高信
号領域を認めた。血液検査、髄液検査で特記すべき異常を認
めなかった。右下肢の筋力低下と感覚障害は数日で自然に改
善したが、サドルバック型の感覚障害と直腸膀胱障害は残存
した。発症10日目のMRI検査では第2腰椎、脊髄円錐、およ
び神経根にガドリニウム造影効果を認めた。CT angiography
では病変部を栄養する右脊髄分節動脈起始部に石灰化を伴う
プラークを認め、これによる脊髄円錐、椎体、傍脊柱筋と神
経根の多発梗塞と診断した。脊髄円錐と第2腰椎のMRIガド
リニウム造影効果はその後徐々に消失した。【考察】脊髄梗
塞は比較的稀な疾患であり、特発性脊髄梗塞のほか大動脈手
術に伴う合併症として知られ、前脊髄動脈領域に多いとされ
る。脊髄分節動脈は脊髄と椎体に加え傍脊柱筋や神経根も栄
養するが、椎体や傍脊柱筋は一般的に側副血行路が発達して
いると言われている。渉猟しえた範囲では脊髄梗塞に傍脊柱
筋梗塞を合併した報告は2例のみであり、本症例は傍脊柱筋
に加え、神経根や椎体の虚血性変化も合併した点で希少な症
例であった。病態生理学的な考察を加え報告する。
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A-4
下腿限局血栓が中枢側に急速伸展し肺血栓塞栓症を
合併した脳出血の2例

川崎医科大学附属病院　臨床教育研修センター1）、
川崎医科大学　脳卒中医学2）、
　加戸　学（かど　まなぶ）1）、大山　直紀2）、
　谷本　慧太2）、　合田　敏章2）、岩本　高典2）、
　八木田　佳樹2）

【症例1】82歳女性。構音障害、左上下肢麻痺を発症し当院へ
救急搬送された。頭部CTで中脳右側に小出血を認め、同日
当科入院となった。麻痺は軽度で血腫増大なかったため、第
2病日より離床リハビリを開始した。第3病日、スクリーニン
グの超音波検査で左ヒラメ静脈に血栓を認めたが、下腿に限
局していたことから抗凝固薬は使用しなかった。超音波検査
で血栓伸展を経時的に評価していたが、第18病日までの検査
では血栓の伸展を認めなかった。D-dimer値は入院時3.4μg/
ml、第9病日14.0μg/ml、第20病日朝10.0μg/mlと推移してい
た。第20病日午後のリハビリ時に左下肢全体の腫脹が出現、
緊急超音波検査を施行したところ、左浅大腿静脈から総腸骨
静脈におよぶ新鮮血栓を認め、D-dimerも半日で40.8μg/ml
まで急上昇していた。バイタルは安定していたが造影CTで
微小肺塞栓症を認めたため、直ちに抗凝固療法を開始し、翌
日下大静脈フィルターを留置した。その後徐々に下腿浮腫は
軽減しD-dimerも改善傾向にあったため、第33病日に当院リ
ハビリ科へ転科となった。

【症例2】74歳男性。左上下肢麻痺を発症し当院に救急搬送さ
れた。頭部CTで右前頭葉皮質下出血を認め保存的に経過を
見ていたが、第3病日にD-dimer 24.2μg/mlと高値を認めた。
超音波で左腓骨・ヒラメ静脈に限局した血栓を認めた。第4
病日リハビリ中に突然意識障害とチアノーゼが出現。収縮期
血圧80㎜g台、SpO2 70%と低下し、造影CTで左浅大腿静脈
に伸展した血栓および肺塞栓症を認めた。即日下大静脈フィ
ルター留置し抗凝固療法を開始した。徐々にD-dimer低下し、
第42病日にリハビリ科へ転科となった。

【考察】今回報告した2例では、下腿に限局した静脈血栓が急
速に近位静脈まで伸展して肺血栓塞栓症を合併した。脳卒中
急性期には下腿限局血栓でも急速伸展し、生命予後に関わる
状態に至る可能性があり、注意深い管理が必要と考えられる。
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A-5
脳梗塞と多発性微小出血を伴った神経軸索spheroid
を伴う遺伝性びまん性大脳白質脳症（HDLS）の
48歳男性例

広島市立広島市民病院　脳神経内科1）、
広島市立広島市民病院　精神科2）、
新潟大学脳研究所生命科学リソース研究センター3）

　藤田　淳太郎（ふじた　じゅんたろう）1）、内藤　裕之1）、
　田妻　卓1）、石川　若芸1）、林　正裕1）、峰　奈保子1）、
　杉本　太路1）、野村　栄一1）、石川　亮2）、和田　健2）、
　池内　健3）、山脇　健盛1）

【主訴】右手の脱力【現病歴】2016年頃より仕事（設備管理
会社）のミスが目立つようになり、2017年3月に近医で若年
性認知症を疑われ、当院精神科へ紹介受診した。当科へ認知
症の精査目的に紹介となった。認知機能低下、頭部MRIで脳
萎縮、白質病変、多発性微小出血を認めた。MR angiography
にて椎骨脳底動脈、前大脳動脈の拡張がみられたが、GLA
酵素活性は正常であった。その後、CSF-1Rに遺伝子変異を認
め、HDLS（hereditary diffuse leukoencephalopathy with 
spheroid）と確定診断された。外来で血圧、脂質異常症のコ
ントロールを行なっていたが、2019年6月、入院2日前より右
上肢の脱力が出現し、当科を受診した。左放線冠に梗塞を認
めたため入院した。【生活歴】機会飲酒、喫煙 10本/日【家
族歴】父親が類症【来院時現症】血圧130/105mmHg、神経
学的所見：認知機能低下、右上肢の麻痺【入院時検査所見】
血液検査：LDL-コレステロール 204mg/dl、HbA1c 5.7%、
NT-pro BNP 74pg/mL、D-dimer <0.5μg/mL。尿検査：微
量アルブミン尿 13.3mg/g・Cre、若年性高血圧の原因とな
りうるホルモン異常なし。頭部MRI：左放線冠にDWIで高
信号病変、大脳基底核に陳旧性梗塞が散在、白質病変、脳梁
の菲薄化、多発性微小出血、頭蓋内や頸部の主幹動脈に閉塞・
狭窄なし。ABI/baPWV：軽度動脈硬化あり、経胸壁心臓超
音波検査：高血圧性変化あり、頚動脈超音波検査・ホルター
心電図は異常なし。【経過と考察】ラクナ梗塞に対する急性
期治療として、多発性微小出血があり出血リスクのため、抗
血栓薬は投与せず、補液、低分子デキストラン、エダラボン
投与、スタチン製剤を開始した。麻痺の進行なく経過し、第
11病日に自宅退院した。本例は若年性認知症および脳血管障
害の原因として当初Fabry病が疑われたが否定された。
HDLSでは、脳血管病変や微小出血等を伴うことは稀であり、
文献的考察を含めて報告する。
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A-6
高齢発症Streptococcus salivarius髄膜炎の発症
要因について精査した1例

島根大学医学部内科学講座内科学第三1）、　
同卒後臨床研修センター2）

　野田　祥平2）、伊藤　芳恵1）、青木　慶仁1）、
　朝山　康祐1）、田原　大資1）、稲垣　諭史1）、
　安部　哲史1）、三瀧　真悟1）、長井　篤1）

【症例】84歳、女性【主訴】頭痛、嘔気【現病歴】起床後よ
り突発性の激しい頭痛と嘔気を自覚し、当院に搬送された。
神経学的所見では、意識障害（JCS100）、項部硬直、Kernig
徴候を認めた。髄液検査で細胞数 1,612/μl（多核球 97%）、
蛋白 576mg/dl、糖 22mg/dl（血糖 137mg/dL）、Gram染色
でGram陽性球菌を認めた。細菌性髄膜炎と診断し、各種抗
菌薬およびステロイドを開始した。髄液培養及び血液培養か
らS。salivariusが検出された。発症要因を精査したが、肺炎
のみであり、その他、口腔内感染、副鼻腔炎、中耳炎、感染
性心内膜炎を示唆する疣贅は認めなかった。6年前に進行大
腸癌の手術、1年前に早期大腸癌の内視鏡的ポリープ切除術
の既往歴があることから、発症要因となりうる消化管疾患を
精査したが、上行結腸の腺腫のみであった。抗菌薬治療によ
り、第22病日に後遺症なく自宅退院した。

【考察】S. salivariusは口腔および消化管の常在菌である。
Wilsonらの報告では、腰椎麻酔や脊髄造影などの手技に起因
する医原性要因が最も多いとされるが、特記すべき事項とし
て消化管腫瘍に伴う表在粘膜の破綻が原因で菌血症を呈し発
症する症例が特に高齢発症で報告されていることである。本
例は消化管精査を行ったが腫瘍性病変は認めなかったため、
発症機序として本菌が原因で肺炎を発症し、菌血症に至った
ことが髄膜炎の発症につながったと考えた。高齢発症のS. 
salivarius髄膜炎を見た場合は、原因検索として消化管の腫
瘍検索を行う必要があると考える。
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A-7
HTLV-1関連脊髄症の経過中に中枢神経原発悪性リ
ンパ腫を併発した72歳女性例

広島市立広島市民病院　研修部1）、脳神経内科2）、
脳神経外科3）、病理診断科4）

　肥山　隆一郎（ひやま　りゅういちろう）1）、
　田妻　卓2）、石川　若芸2）、林　正裕2）、峰　奈保子2）、
　杉本　太路2）、野村　栄一2）、佐藤　悠3）、
　大西　信彦4）、市村　浩一4）、山脇　健盛2）

【主訴】認知機能低下【現病歴】HTLV-1キャリアで当院血
液内科通院中の2019年初めに歩行障害が出現し当科受診、諸
検査よりHTLV-1関連脊髄症（HAM）と診断。3月頃より会
話が噛み合わないことがあったり、食事をしたことを忘れ夜
中に夫を起こすことがあった。もの忘れは徐々に進行、6月
にHDS-R 12点、頭部MRIにて両側前頭葉白質病変の出現が
あり、7月中旬精査目的で入院となった。【現症】一般身体所
見に特記すべき所見なし。神経学的所見：脳神経、深部腱反
射、失調、自律神経、感覚系に異常なし。MMTは頸部屈曲
4+の他は低下無し。病的反射はBabinski +/+、Chaddock 
+/+。歩行は不安定。HDS-R 15点。【経過】当初HAMによ
る白質病変を疑い、ステロイドパルス療法を行なったが、白
質病変に変化はなかった。第17入院病日のMRIにて左頭頂側
頭葉に1.6cm大のリング状病変が出現した。血液および髄液
の細菌、真菌、抗酸菌培養は陰性であったが、脳膿瘍も否定
できず、抗菌薬投与を行なったが、病変に変化はなかった。
第26入院病日に脳生検を施行、高悪性度のびまん性大細胞型
B細胞リンパ腫（DLBCL）で、EBV encoded small RNA in 
situ hybridization（EBER-ISH）陽性であった。第32入院病
日に脳神経外科に転科となった。【考察】HTLV-1はCD4陽
性T細胞に感染するレトロウイルスで、免疫抑制を誘導し、
成人T細胞性白血病（ATL）やHAMの原因となる。EBVは
B細胞に感染するウイルスで成人のほぼ100%に不顕性感染し
ており、感染細胞に腫瘍性増殖をもたらす能力がある。
AIDS患者とEBV陽性中枢神経原発悪性リンパ腫（PCNSL）
の間には関連があるとされており、HTLV-1キャリアとEBV
陽性DLBCLの関連を示唆する報告もあるが、HTLV-1と
EBV陽性PCNSLの関連を述べた報告は少ない。本症例にお
いては、HTLV-1の免疫抑制が中枢神経においてEBVに感染
したB細胞の腫瘍性増殖をもたらした可能性が考えられ、文
献的考察を加え報告する。
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A-8
経過観察にVSRADが有用で、メフロキン、ミルタ
ザピン併用療法で臨床所見の改善を認めた多発性骨
髄腫合併進行性多巣性白質脳症の一例

広島赤十字・原爆病院脳神経内科1）、同血液内科2）

　居積　晃希（すえずみ　こうき）1）、向井　達也1）、
　雜賀　徹1）、板垣　充弘2）、荒木　武尚1）

症例は58歳男性。X-5年に多発性骨髄腫を発症しサリドマイ
ド関連薬の投薬、自家幹細胞移植を行い経過観察していた。
X-1年12月末より計算が難しい、言葉が出にくいなどの症状
が出現した。その後平仮名の書字困難、失読等の症状が出現
しX年3月に当科を受診した。神経学的所見として右上肢の
肢節運動失行、喚語困難、失算、左右失認、手指失認、失書
を認めた。頭部MRIで左頭頂葉白質にT2延長域を認め、
VSRADで左角回及び縁上回の白質萎縮を認めた。脳生検組
織のJCウイルスDNAのPCR検査は強陽性であり、生検脳組
織のHE染色にて腫大した核を有する乏突起膠細胞を多数認
め、進行性多巣性白質脳症と診断した。メフロキン、ミルタ
ザピン併用療法を開始し、暗算に困難があるものの高次脳機
能障害の改善傾向を認め、MRI上病変の拡大も停止した。本
症の予後は不良とされているが、発症早期ではメフロキン、
ミルタザピンによる薬物療法が有効な可能性がある。また、
脳MRI白質条件のVSRADで病巣部に一致した萎縮所見が見
られたが、症状の進行に伴いVSRADでの萎縮所見の進行が
見られ、本検査が経過観察に有用であると考えられた。
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A-9
急性の球麻痺で発症し、ステロイドパルスで早期に
改善し得た頸静脈孔症候群の一例

広島市立安佐市民病院　脳神経内科
　兼好　健太（かねよし　けんた）、越智　一秀、野中　恵、
　竹下　潤、山下　拓史

症例は89歳女性、10日前に開鼻声、左声帯麻痺を認めステロ
イド内服で一時改善したが3日前より開鼻声が再度出現し、
耳鼻科診察による喉頭ファイバーにて右声帯麻痺、右軟口蓋
の収縮不全を認め脳神経内科へ紹介となった。来院時の所見
としては右迷走神経麻痺、右副神経麻痺、右舌咽神経麻痺を
認め重度の球麻痺症状を認めた。全身CTでは明らかな腫瘍
性病変や側頭骨骨折などの外傷性変化、採血では赤沈亢進以
外の膠原病マーカー、腫瘍マーカーの上昇は認めなかった。
神経伝導検査では明らかな軸索障害や伝導遅延は認めなかっ
た。針筋電図では頚髄、胸髄、腰髄領域での急性の神経原性
変化は認めず右胸鎖乳突筋での慢性神経原性変化を認めた。
髄液検査ではIgGindex 0.86と軽度上昇を認めた。その他の
検索でも明らかな原因特定に至らず、炎症に伴う頸静脈孔症
候群と診断した。治療はステロイドパルスを施行した。パル
ス後day3で開鼻声は改善し、day7ではVFでの咽頭収縮能の
改善、腰椎穿刺でのIgGindexの正常化、喉頭ファイバーでの
右声帯麻痺、軟口蓋麻痺の改善を確認した。day10でミキサー
食の全量摂取が可能となり経過良好にて自宅退院された。頸
静脈孔症候群では腫瘍、感染症、外傷などの誘因があれば原
因疾患に伴い治療を選択する。特発性頸静脈孔症候群ではウ
イルスや虚血の関与が示唆され自然に数ケ月の経過で改善を
呈する報告も認める。本症例はIgGindex上昇、赤沈上昇を認
め頸静脈孔付近での何らかの炎症に伴う頸静脈孔症候群であ
り、ステロイドパルスにより早期の症状改善を呈した可能性
があると考える。若干の文献的考察を加え報告する。
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YA-1
うつ伏せ寝の姿勢が原因となった左椎骨動脈解離に
よる脳梗塞の1例

松江赤十字病院　初期研修医1）、脳神経内科2）

　増田　恭隆（ますだ　やすたか）1）、周藤　豊2）、
　德田　直希2）、吉田　健太郎2）、福田　弘毅2）

【症例】34歳　男性
【主訴】右片麻痺、構音障害
【現病歴】2019年5月午前3時に就寝した。ベッドに伏臥位と
なり、両腕を組んだ状態に顎をのせた姿勢で眠っていた。午
前9時過ぎ起床時に右半身麻痺、呂律難、左後頚部痛あり、
当院救急外来へ搬送となった。

【既往歴】29歳　高血圧症を指摘されたが未治療。外傷歴、
糖尿病、脂質異常症なし。

【家族歴】脳血管障害なし。
【入院時現症】意識レベルJCS-0、血圧143/102 mmHg、脈拍
90回/分・整、SpO2 97%、体温37.1℃。神経学的に顔面を含
めた右片麻痺・感覚障害、構音障害を認め、NIHSS 8点を認
めた。

【検査所見】頭部MRIにて橋左腹側、左小脳半球にDWI高信
号・ADC低信号を認めた。MRAの左椎骨動脈V3部で壁不整
があり、black blood法で同部の血管壁高信号と内腔狭窄所
見を認めた。3DCTでは大後頭孔から左頸椎C1-2レベルにか
けて左椎骨動脈の血管壁不整を認めた。頸動脈エコーで左椎
骨動脈の血流速度低下を認めた。

【経過】脳動脈解離による脳梗塞と考え抗血栓療法と血圧管
理を行った。発症原因を調べるため脳血管造影を実施したと
ころ、頚部正中位では明らかな異常を認めなかったが、頚部
を伸展位かつ右回旋位で撮影したところ左V3部の血管変形
と末梢血流の低下を認めた。同姿勢の頸動脈エコーでも再現
性のある左椎骨動脈の血流低下を認めた。3DCTにて頸部右
回旋時に環椎の横突起で左椎骨動脈が牽引されることが認め
られ発症要因と診断した。

【考察】微小な外力が椎骨動脈解離の原因となりうることは
これまで報告があるが、うつ伏せ寝が原因となった報告例は
ない。椎骨動脈解離は比較的若年にも発症するが、発症機序
を検討する際に回旋動作を含めた血管造影や頚動脈エコー、
3DCTなどが詳細な評価として有用である。
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YA-2
左椎骨動脈の延髄圧迫により両側舌下神経麻痺と右
不全片麻痺を呈した一例

済生会松山病院　臨床研修センター1）、
愛媛大学医学部附属病院　臨床薬理神経内科2）

　村上　駿平（むらかみ　しゅんぺい）1）、
　細川　裕子2）、山西　祐輝2）、多田　聡2）、
　安藤　利奈2）、永井　将弘2）

【症例】85歳、男性。【現病歴】X-1年10月頃に構音障害が出現。
11月に近医で頭部MRI検査を受けたが、異常は指摘されな
かった。症状は徐々に悪化しX年2月に近医脳神経内科を受
診。嚥下・構音障害と小脳性失調を認め、禁酒、ビタミン剤、
タルチレリン内服を開始された。失調症状は改善したが、嚥
下・構音障害は改善を認めず、精査加療目的にX年8月当科
入院。【身体所見】重度の構音障害、舌萎縮、舌線維束性収縮、
舌運動不良を認め、挺舌時、偏倚は認められないが、舌端は
歯列を超えられなかった。他脳神経に異常はなく、四肢に筋
萎縮、線維束性収縮は認められなかった。右上下肢に軽度筋
力低下を認めた。四肢腱反射は正常であったが、右バビンス
キー反射が陽性であった。小脳系、感覚系、自律神経系に異
常は認められなかった。【検査所見】頭部MRI検査で左椎骨
動脈、左後下小脳動脈による延髄前外側の圧迫を疑う所見を
認めた。ALSなどの運動ニューロン疾患の除外目的に針筋電
図検査を行ったが、他領域に急性脱神経所見を認めなかった。
血管の延髄圧迫による両側舌下神経麻痺および錐体路障害と
診断した。【考察】椎骨動脈による延髄圧迫は稀ではあるが、
複数の報告がある。主な臨床症状は頭痛、めまい、失調歩行、
片麻痺などであるが、本例のように構音障害、嚥下障害をき
たした例も報告されている。神経血管減圧術により症状の改
善を認めた報告もあるが、長期予後は不明である。本例では
当院脳神経外科と検討の結果、保存的加療を行う方針とした。
椎骨動脈の延髄圧迫により両側舌下神経麻痺をきたした例は
稀であり、文献的考察を交えて報告する。
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YA-3
潰瘍性大腸炎に脳静脈洞血栓症を合併した一例

松山赤十字病院　臨床研修センター1）、
松山赤十字病院　脳神経内科2）、
松山赤十字病院　脳神経外科3）

　山岡　奈央（やまおか　なお）1）、千崎　健佑2）、
　藤下　幸穂2）、江　千里2）、渡邊　陽祐3）、池添　浩二2）

症例は27歳女性。20歳発症の潰瘍性大腸炎で近医に定期通院
していた。X-17日、近医で潰瘍性大腸炎の病勢悪化を指摘さ
れて、メサラジンが増量となった。X-11日、これまでに片頭
痛の既往はないが左側頭部に拍動性の頭痛が出現した。頭痛
は緩徐に増悪し、X-8日には嘔吐を伴うようになったため近
医を受診した。NSAIDs内服で一時的に症状は改善したが、
X日に近医脳神経外科で頭部MRIを撮像したところ左S状静
脈洞から横静脈洞にかけて閉塞を疑う所見があったため当科
へ紹介受診となった。初診時、意識清明、体温36.6℃、血圧
110/78mmHg、脈拍73bpm、左側頭部に拍動性頭痛（NRS2
レベル）があった。神経学的所見に異常は認めなかった。頭
部MRI所見は左S状静脈洞から横静脈洞にかけて血栓形成を
認めたが、脳実質には異常信号は認めなかった。血液検査で
は血栓素因となるような異常は認めなかった。入院後、ヘパ
リンナトリウム持続静脈注射を開始して頭痛と嘔気は緩徐に
改善した。X+3日、脳血管撮影を実施したところ血栓閉塞は
入院時から増悪はなく、側副血行路を良好に認めた。頭蓋内
圧亢進や静脈鬱滞の所見は認めなかった。X+7日に抗凝固薬
を内服に変更し、経過良好だったためX+10日に自宅に退院
した。潰瘍性大腸炎の経過中に脳静脈洞血栓症を合併した症
例報告は少ない。本症例の臨床像を既報例と比較して、文献
的考察を含め報告する。
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YA-4
無菌性髄膜炎を繰り返すシェーグレン症候群の19
歳男性例

広島市立広島市民病院　研修部1）、
山梨大学医学部付属病院　麻酔科2）、
広島市立広島市民病院　脳神経内科3）

　山本　興幸（やまもと　のりゆき）1）、秋山　拓也2）、
　田妻　卓3）、石川　若芸3）、峰　奈保子3）、内藤　裕之3）、
　杉本　太路3）、野村　栄一3）、山脇　健盛3）

【主訴】頭痛、発熱【既往歴】12、14、16歳時に無菌性髄膜
炎に繰り返し罹患した。16歳時に再発性無菌性髄膜炎の精査
が行われ、口唇腺組織のリンパ球浸潤と抗SS-A抗体陽性を
認め、シェーグレン症候群（SS）と診断された。【現病歴】
来院3日前に38℃の発熱、咽頭痛、波のある頭痛を認めた。
来院2日前に前医を受診、解熱鎮痛薬を処方されたが改善な
かった。来院前日から両眼窩後部痛も出現し、その翌日に当
院を受診した。【身体所見】来院時は体温は36.8℃で、身体
診察では項部硬直、Kernig徴候は認めず、jolt accentuation
とeyeball tendernessが陽性であった。膀胱直腸障害など自
律神経障害は認めなかった。【検査所見】血液検査では
WBC8000/μL、CRP1.37mg/dL、抗核抗体 640x、抗SS-A抗
体 256x、抗SS-B抗体 32x。髄液検査では細胞数14/μL（単
核球50%）、蛋白59mg/dLと軽度上昇、髄液糖の低下はなかっ
た。頭部MRIでは異常を認めなかった。【経過】諸検査の結
果から無菌性髄膜炎の再発と考え、対症療法で経過観察とし
た。入院第5病日、症状の改善に乏しいため、髄液検査を再
検したところ、糖の減少はなかったが、細胞数530/μL（単
核球84.8%）、蛋白165mg/dL、と明らかな増悪を認めた。
MRIでも髄膜の造影増強効果を認めたため、ステロイドパル
ス療法を行ったところ、臨床症状の速やかな改善を認め、入
院第12病日に退院となった。

【考察】SSの患者では無菌性髄膜炎を合併することが知られ
ており、SSに伴う無菌性髄膜炎は再発しやすいとされる。
再発性無菌性髄膜炎では、本例のように若年男性であっても
SSを鑑別にあげることが重要と考えられる。その場合早期
から積極的に免疫療法による介入が重要と考えられ、文献的
考察を加え報告する。

－ 31 －



YA-5
早期からの積極的な治療介入により良好な転帰が得
られた無疹性帯状疱疹後脊髄炎の一例

鳥取県立厚生病院脳神経内科1）、鳥取大学医学部脳神経内科2）

　加藤　弘之（かとう　ひろゆき）1）、村上　丈伸1）、
　田尻　佑喜1）、花島　律子2）

水痘・帯状疱疹ウイルス（VZV）による神経障害には皮膚
症候を伴わないzoster sine herpete（ZSH）が知られるが、
脊髄炎の報告は少ない。我々は臨床経過・所見からZSHによ
る脊髄炎が疑われ、早期の抗ウイルス剤投与により改善した
症例を経験したので報告する。症例は79歳男性。全身性エリ
トマトーデス、ループス腎症で経口ステロイド剤・免疫抑制
剤を内服中。X-7日、右前胸部から背部にかけて疼痛を自覚
したが、皮疹を認めなかった。X-4日に排尿・排便困難が出
現した。X日、歩行困難となり、緊急入院となった。一般理
学所見上、血圧高値と下腹部膨隆を認めた。神経学的には、
痙性対麻痺と下肢腱反射亢進、両錐体路徴候陽性、右前胸部
から背部の疼痛、両下肢振動覚低下、膀胱直腸障害を認めた。
髄液検査にて単核球優位の細胞増多と蛋白高値、髄液糖血糖
比低下を認めた。髄液中VZV-DNA検査は陰性であったが、
VZV-IgG抗体価指数が89.8（正常2.0以下）と高値を認め、髄
腔内抗体産生が示唆された。頭部・脊髄MRI検査では病変を
認めなかった。下肢体性感覚誘発電位では中枢感覚神経伝導
時間の延長を認めた。ZSHによる脊髄炎を疑い、第2病日よ
りステロイドパルス療法と抗ウイルス薬を併用したところ、
神経症状と髄液所見は著明に改善し、VZV-IgG抗体価指数は
正常化（0.84）した。第27病日に後遺症なく自宅退院した。
本症例は免疫抑制状態にあり、髄液中VZV-DNAは陰性で
あったが、疼痛とVZV-IgG抗体価指数からZSHによる脊髄炎
が疑われた。早期にステロイドと抗ウイルス剤を併用したこ
とで良好な転帰が得られた。VZV脊髄炎ではより早期の抗
ウイルス剤投与が機能予後を改善すると言われており、髄液
中VZV-DNAが陰性でも、VZV-IgG抗体価指数を用いて積極
的に診断・治療すべきである。
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YA-6
TNFα阻害薬によるCrohn病治療中に急性の下位
脳神経麻痺を呈したZoster Sine Herpete（ZSH）
の一例

岡山市立市民病院神経内科1）、耳鼻科2）

　正井　加織（まさい　かおり）1）、高見　優男1）、
　出口　章子1）、出口　健太郎1）、木林　並樹2）

【症例】49歳女性【現病歴】小腸大腸型Crohn病が既往にあり、
TNFα阻害薬などで加療中であった。嘔吐後に左耳痛、翌
日に嚥下障害と嗄声が出現した。第3病日から左頚部・肩の
自発痛も認めるようになり、当院耳鼻科を受診し、左声帯麻
痺を認め緊急入院となった。【入院時所見】脳神経系所見は
嗄声、左軟口蓋挙上不全、カーテン徴候、嚥下障害を認めた。
項部硬直は認めなかった。また、左外頚静脈の軽度怒張およ
び周辺の腫脹と熱感を認めた。髄液検査では細胞数76/μl、
蛋白107mg/dlと上昇していた。頭部CTと頭部・頸椎MRIで
は特記所見を認めなかった。喉頭内視鏡では左披裂部腫脹と
左声帯可動性低下、梨状窩に唾液貯留を認めたが、粘膜疹は
認めなかった。【経過】真菌感染やリンパ腫など悪性疾患を
念頭に、抗真菌薬投与ならびにステロイドパルス療法を施行
した。頚部・肩痛と嚥下障害は部分的に改善したものの、嗄
声と左声帯麻痺の改善はなく、2クール目のステロイドパル
ス療法を行った。第10病日の髄液所見では蛋白は改善傾向で
あったが、水痘・帯状疱疹ウイルス（varicella-zoster virus; 
VZV）-DNAが検出されたため、アシクロビルを点滴投与し
た。第22病日の髄液検査でVZV陰性化を確認した。嚥下障
害は改善したが、嗄声は残存した。【考察】本症例は経過を
通じて顔面・耳介・頚部に皮疹が出現せず、粘膜疹も認めな
い、zoster sine herpete（ZSH）であったため診断に難渋した。
急性発症の下位脳神経障害では本疾患を鑑別に挙げ、早期に
VZV感染の検索が必要であるとともに、免疫抑制剤や生物
学的製剤を使用している症例ではZSHは注意すべき疾患の一
つである。
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A-10
高齢で発症したプロテインS欠乏症に伴った脳静脈
血栓症の89歳男性例

広島市立広島市民病院
　峰　奈保子（みね　なおこ）、山脇　健盛、田妻　卓、
　石川　若芸、林　正裕、内藤　裕之、杉本　太路、
　野村　栄一

【主訴】意識障害、不穏【既往歴】糖尿病、2014年右大脳白
質の脳梗塞【現病歴】2019年3月中旬、コンビニエンススト
アの駐車場で倒れているところを発見され救急搬送された。

【 入 院 時 所 見 】 来 院 時 血 圧204/123mmHg、HR110/分、
BT37.3℃、JCSⅠ-3、不穏で体動激しく指示は入らなかった。
血糖は524mg/dlと高値であり、ヒューマリンR8単位を投与
し276mg/dlへ改善した。頭部MRIで右前頭葉にT2強調画像
で高信号病変を認め、同部位を焦点とした焦点性てんかんの
可能性を考えジアゼパム5mgとホスフェニトイン1125mgを
投与し、同日以降レベチラセタム1000mg/日を開始し、徐々
に意識レベルは改善した。入院時にD-dimer 73.4μg/mlと高
値を認め、下肢静脈エコーにて右ヒラメ筋静脈に器質化した
血栓を認めた。第4病日の頭部MRIで右前頭葉の病変は拡大
傾向にあり、右前頭部病変に接して皮質静脈の拡張を認めた
が、MRVで静脈欠損像はなかった。脳血管撮影を行ったと
ころ、上矢状静脈洞前方部の描出が不良で、皮質静脈の一部
に途絶を疑う所見を認めたことから、脳静脈血栓症と診断し
た。また血栓性素因の検索にてプロテインS活性が10%と著
明に低下しており、総抗原量・遊離型抗原量も低下していた
ため、typeⅠプロテインS欠乏症と診断した。【考察】プロテ
インS欠乏症は遺伝子異常による先天性と、種々の疾患や薬
剤投与に付随しておこる後天性の病態がある。本症例は遺伝
子検査を行っていないが、知り得る範囲で家族歴はなかった。
後天性の要因としては糖尿病が考えられた。来院時38℃の発
熱と高血糖があり、これによる脱水がプロテインS欠乏症に
伴う脳静脈血栓症の誘因になった可能性がある。高齢発症の
脳静脈血栓症とプロテインS欠乏症について、文献的考察を
加えて報告する。
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A-11
術中発症の多発脳梗塞を合併した左片側後脊髄動脈
症候群の1例

松山赤十字病院神経内科
　江　千里（こう　せんり）、藤下　幸穂、千崎　健佑、
　池添　浩二

症例は72歳男性。X年8月19日に転移性肝腫瘍に対して腹腔
鏡下肝切除術を施行された。麻酔から覚醒した翌20日の朝よ
り左上下肢が動かないこと、右下肢で痛みを感じないことに
気づいた。術中は左側臥位の体勢で、硬膜外麻酔もしていた
ことから、長時間の圧迫による一時的な麻痺と硬膜外麻酔の
影響と判断され、硬膜外麻酔を抜去して経過をみられていた。
徐々に左上肢の脱力は改善傾向にあったが、左下肢の脱力や
右下肢の痛覚低下の改善が乏しかったため同日夜に当科コン
サルトとなった。初診時、左半身不全麻痺（上肢MMT3、
下肢MMT1）や右半身の温痛覚低下、左顔面温痛覚低下、
左縮瞳などを認めた。Wallenberg症候群などを疑い頭部
MRIを施行したところ、両側頭頂葉や後頭葉にDWI高信号
病変を複数認め、また左延髄下端から左頸髄C4/5レベルま
で側索～後索にかけてDWI高信号病変を認めた。術中の出
血量が多く、Dダイマーが17と高値であったことから塞栓性
の機序による多発脳梗塞および脊髄梗塞と診断した。同日よ
りヘパリン点滴、エダラボン、グリセオールを開始し、翌21
日より3日間ステロイドパルスを施行した。症状は徐々に改
善し、左上下肢麻痺に関してはMMT4程度まで改善し杖歩
行が可能となり、右半身の温痛覚低下も完全脱失であったの
が5/10程度まで改善した。脊髄梗塞では前脊髄動脈症候群が
多く、後脊髄動脈症候群は稀な病態である。また、後脊髄動
脈症候群の多くが両側性であり、片側性の後脊髄動脈症候群
の報告は極めて稀である。本症例は比較的良好な経過を呈し
た片側後脊髄動脈症候群の症例であり、貴重な症例を思われ
るため文献的考察を加え報告する。
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A-12
中大脳動脈起始部閉塞と同様の急性期画像所見を呈
した静脈洞血栓症の1例

松江赤十字病院　脳神経内科
　福田　弘毅（ふくだ　ひろき）、吉田　健太郎、
　徳田　直希、周藤　豊

【症例】77歳男性
【主訴】意識障害、右上下肢脱力、失語
【既往歴】糖尿病がありインスリン治療中。2013年に右内頸
動脈高位高度狭窄に伴う右眼動脈閉塞による右眼の失明あ
り。頚部ICAにも70%狭窄あり。血管形成術など検討された
が希望されず。2016年より肺癌で近医加療中。

【現病歴】2019年8月、自宅で倒れているところを家族が発見
し救急要請。肺癌でかかりつけの前医に救急搬送された。頭
部MRIで左MCA領域にDWI高信号変化があり、MRAで左
MCA M1に閉塞所見を認めたため血栓回収術を含め急性期
治療のため当院に転送となった。

【入院時現症】血圧206/86mmHg、脈拍82bpm・整。JCS 10
の意識障害と左共同偏視、右片麻痺、全失語状態を認めた。

【検査と経過】前医の頭部MRIで左M1急性閉塞による脳塞栓
症が疑われた。最終健常時刻より約5時間であったため血栓
回収術を念頭に血管造影を開始した。左内頚動脈造影では左
MCA水平部にも高度狭窄はあったが動脈相はゆっくり描出
されていた。しかし静脈相の描出がみられず、上矢状静脈洞
の造影欠損が認められた。右総頚動脈造影でも静脈相の遅延
があり、上矢状静脈洞での造影欠損が認められた。静脈洞血
栓による脳梗塞と判断し保存的加療とした。

【考察】入院時MRI画像で静脈洞血栓像は明らかでなかった
が再検MRIでは血栓部の造影欠損像を認めた。左MCA領域
に梗塞巣が完成していたが、皮質を中心とした梗塞と浮腫が
中心であり典型的な動脈梗塞の像とは異なっていることから
静脈梗塞に矛盾しないと考えた。中大脳動脈M1狭窄も発症
時の病態に関与していると考えられるが病態の中心は静脈洞
血栓による静脈性梗塞によるものであると考えた。静脈洞血
栓症が動脈性梗塞に似た画像を呈することがあることに留意
する必要がある。
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A-13
下位胸髄から脊髄円錐部に至る出血を伴う長大な胸
髄病変を認めた症例

脳神経センター大田記念病院　脳神経内科
　佐藤　恒太（さとう　こうた）、中道　淳仁、下村　怜、
　姫野　隆洋、寺澤　由佳、高松　和弘、下江　豊、
　郡山　達男

【症例】57歳男性【現病歴】201X年3月17日夜間自宅で入浴
中に右足底のしびれ感を自覚した。18日右下腿へのしびれ感
の拡大、20日右下肢の脱力が出現し、また腰痛も認め鎮痛剤
を内服するようになった。26日近医整形外科受診した。28日
膀胱直腸障害が出現し、30日左下肢の脱力、しびれが出現し
た。31日再度近医整形外科受診、4月1日腰椎MRIにて脊髄円
錐部の出血性病変を認め精査のため、3日当院紹介転院とな
る。【入院時神経学的所見】脳神経および上肢、体幹には明
らかな異常なし。筋力は下肢近位筋でMMT 2、遠位筋で
MMT 1の筋力低下あり。深部腱反射は両下肢で消失、
Babinski反射陰性。Beevor徴候は上方偏倚。感覚系は両大腿
以下遠位優位に低下し、表在覚・位置覚とも遠位では高度に
低下。自律神経系：尿閉、下肢の発汗低下あり。【検査所見】
髄液所見：淡黄色混濁、細胞数 7/μl（赤血球 23/μl）、蛋白 
107mg/dl、糖 101mg/dl、MBP 1600pg/ml、細胞診 class 2。
末梢神経伝導検査：脛骨神経でF波の消失を認める。胸腰椎
MRI：脊髄円錐部中心、Th7まで広がる長大な胸髄病変を認
めた。【入院後経過】脊髄腫瘍、動静脈奇形、海面状血管腫、
脊髄炎など鑑別にステロイドパルスを2クール行ったところ
自覚症状の改善と脊髄内のT2高信号病変の縮小を認めた。
入院第13病日の胸腰椎MRIでは新たにびまん性の馬尾の造影
効果を認めた。再度ステロイドパルス療法と免疫グロブリン
大量点滴療法を行い馬尾の造影効果は軽減したが、神経症状
は不変であった。入院第74病日の胸腰椎MRIから円錐部の病
変は海綿状血管腫と推定された。第101病日に車椅子にて自
宅退院となった。【考察】長大な脊髄内の出血を伴う海綿状
血管腫と思われる脊髄病変を経験した。経過中MRIで馬尾の
造影効果を認めるなど特徴的な経過であった。
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A-14
視覚処理障害による純粋失読症を呈した側頭後頭葉
脳塞栓症の1例

国立病院機構岡山医療センター脳神経内科
　藤原　舜也（ふじわら　しゅんや）、中野　由美子、
　奈良井　恒、真邊　泰宏

【症例】79歳、男性、右利き
【主訴】視野障害、失読
【現病歴】慢性心房細動、肥大型心筋症の既往があり近医に
通院しており、ADLは自立していた。X年初頭に右上肺野に
異常陰影を指摘され、X年5月に当院呼吸器外科に紹介となっ
た。5月19日よりダビガトランを休薬し、5月21日に胸腔鏡下
に 右 上 葉 切 除 が 施 行 さ れ た。 切 除 部 位 か ら は 後 に
adenocarcinoma in situが検出された。術後1日目の朝から新
聞が読めないと訴え、頭部MRIが撮像された。左側頭葉内側
から後頭葉にかけて、急性期梗塞を認めた。当院脳神経内科
に転科となり、心原性脳塞栓症としてヘパリン持続投与とエ
ダラボン投与による加療を開始した。転科時の所見として、
右下1/4半盲があり、知的に保たれており意思疎通は可能だ
が、失読症を認めた。脳神経障害、四肢の脱力や感覚障害、
失調は認められなかった。記銘力は低下しており、HDS-R：
24/30、MMSE：24/30点であった。SLTA、VPTAなどの言
語、視覚検査を施行し、知的には保たれており、視覚的認知
機能にも大きな問題はみられなかったが、形態の類似文字の
誤りが目立ち、視覚情報の処理低下が示唆された。失書はみ
られず、失読は漢字、仮名、ローマ字の順に認められた。「な
ぞり読み」の効果は見られず、純粋失読症の一つに該当する
と判断した。術後7日目に撮像した脳血流SPECTでは左側頭
葉～後頭葉の梗塞部位に一致した血流低下を認めた。術後10
日目よりダビガトラン内服を再開し、術後13日目撮影のMRI
では新規の梗塞、出血は認められなかった。術後34日目、リ
ハビリテーション目的に他院に転院となった。

【考察】純粋失読症には様々なタイプが有ることは報告され
ているが、病巣により、どのような失読が生じるか十分に判
明していないことが多い。文献的考察を加え検討した。
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A-15
視床下部性肥満を呈した視神経脊髄炎の一例

社会医療法人　近森会　近森病院　脳神経内科1）、
糖尿病・代謝内分泌内科2）、膠原病内科3）

　葛目　大輔（くずめ　だいすけ）1）、浅羽　宏一2）、
　森本　優子1）、吉田　剛3）、山﨑　正博1）

症例：34歳（症状発症時）　女性
主訴：意識障害
現病歴：2014年4月初旬、食欲不振、全身倦怠感で近医外来
受診。この時、Na 130mEq/Lであった。同月上旬より、意
識障害が出現した。症状出現から20日後、当科に精査目的に
て入院となった。
入院時現症：身長158cm、体重48kg、体温 37.0℃、SpO2 
100%（室内気）。心肺腹部に異常なし。神経学的所見として、
意識レベルはGlasgow coma scale E3V4M6。脳神経系では
対座式視野検査に異常ないが、フリッカー値（CFF）Rt 
32Hz、Lt 34Hzであった。四肢腱反射は亢進していたが、
Babinski徴候なし。失見当識あり。
生化学検査ではNa 123mEq/L、抗利尿ホルモン（ADH）  
6.7pg/mLを 認 め た。 髄 液 検 査 で は、 細 胞 12/µL、 蛋 白 
104mg/dL、IgG index 0.71、ミエリン塩基蛋白 2000pg/mL
以上であったが、オリゴクローナルバンドは認めなかった。
後日、抗AQP4抗体（Cell-based assay法）が陽性であった。
頭部MRIでは両側視床下部及び左視床に病変を認めた。 
入院経過：ステロイドパルス療法を2クール実施し、プレド
ニゾロン（PSL）5mg/日で再発予防治療を行った。後遺症
として、近時記銘力障害などの高次脳機能障害が残った。

〈その後の経過〉2015年4月に頭部MRIを実施したところ、左
側頭葉に無症候性再発病変を認めた。この時点で体重が67kg
に増量していた。体重増加が著しいため、PSLを減量しアザ
チオプリン（AZP）を追加したが、その後も体重が増加した。
視床下部病変による肥満と考え、当院糖尿病・代謝内分泌内
科医師に相談し、ミグリトール 150mg/日を開始したが腹痛
を訴えたため、中止した。その後も体重が徐々に増量するた
め、2018年1月よりGLP-1受容体作動薬であるリラグルチド
皮下注射を行った（この時、体重92.4kg）。この治療により
体重が3-4kg減量した。約3ヶ月間リラグルチド治療を行った
が、これ以上の体重減量が困難となったため、リラグルチド
投与を中止した。
現在は食餌療法や運動療法を行っているが、体重は90kg前
後で推移している。経過を通して抗AQP4抗体（ELISA法）
の再陽転化は認めていない。
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A-16
体 重 減 少 が 先 行 しAutoimmune GFAP 
astrocytopathyと診断したステロイド反応性脳脊
髄炎の一例

岡山大学　脳神経内科1）、岐阜大学　脳神経内科2）

　小坂田　陽介（おさかだ　ようすけ）1）、池上　憲1）、
　菱川　望1）、佐藤恒太1）、表　芳夫1）、武本　麻美1）、
　太田　康之1）、山下　徹1）、木村　暁夫2）、阿部　康二1）

【症例】76歳、男性【主訴】体重減少、認知機能低下【現病歴】
2017年12月までは通常通りの生活をしていた。2018年1月に
食欲低下、ふらつきが出現。2月には半年で14kg（60→46kg）
の体重減少を認めた。3月に姿勢時振戦、4月に小刻み歩行、
5月に尿失禁、認知機能低下が出現。6月に精査目的に岡山大
学病院受診し精査目的に入院。【入院時現症】体重43kg、
JCS1-2、MMSE 9/30、FAB 1/18、項部硬直なし、脳神経系
は特記所見なし、四肢深部腱反射は亢進、立位は介助で可能
も歩行不能、四肢体幹の失調、姿勢時振戦、排尿障害を認め
た。【経過】入院時の頭部MRIでは大脳白質びまん性に
FLAIR高信号所見、造影MRIでは側脳室垂直方向の線状造
影効果、頚髄から腰髄にかけて髄内に淡いT2高信号病変を
認め、18F-FDG PETでは頚髄、腰髄を中心に髄内高集積を
認める他には異常集積は認めなかった。髄液検査は細胞数増
多（61/μl、mono100%）、蛋白高値（320mg/dl）であった。
第14病日に右側頭葉より脳生検を施行。病理では血管周囲の
CD3陽性細胞の浸潤及びマクロファージ浸潤、グリオーシス
を認めたが、悪性所見はなく、JC virus陰性。第15病日より
ステロイドパルス療法を3クール施行し、後療法はPSL40mg
内服より漸減した。治療後のMRIでは脳脊髄病変は消退し、
体重は回復しないものの食事量は10割まで改善した。診断未
確定であったが、症状改善したため第59病日にリハビリ転院
となる。後日、髄液中より抗GFAP抗体陽性が判明した。半
年後には自転車走行が可能となり、体重も60kgまで改善し
た。【考察】自己免疫性GFAPアストロサイトパチーは髄液
中より抗GFAP抗体が検出され、特徴的な画像所見とステロ
イド反応性の経過を示す脳脊髄炎として2016年より報告され
ている。本邦においては2019年に木村らより14例の検討が報
告されている。当院で経験した本疾患について文献的考察を
踏まえて報告する。
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A-17
全身型重症筋無力症に対するエクリズマブの投与経
験

国立病院機構　岡山医療センター　脳神経内科
　奈良井　恒（ならい　ひさし）、藤原　舜也、
　中野　由美子、大森　信彦、真邊　泰宏

背景と目的：エクリズマブは発作性夜間ヘモグロビン尿症に
対する治療薬として使用されてきたが、2017年12月に免疫グ
ロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が
困難な全身型重症筋無力症への効能追加がなされた。効能追
加後に当院において3例の全身型重症筋無力症患者へエクリ
ズマブを投与する機会を得たので報告する。
方法：当院にて継続治療中の全身型重症筋無力症患者であり、
過去に免疫グロブリン大量静注療法か血液浄化療法を施行さ
れたにもかかわらず症状の改善が得られなかった3例を対象
とした。いずれの患者へも十分な説明を行った後に同意を得、
髄膜炎菌ワクチンの接種を行った後3～4週間後からエクリズ
マブ900mgの投与を週1回、合計4回行い、次週からは2週間
ごとに1200mgの投与を行った。
結果：3例中2例が女性、1例は50歳台で2例は70歳台であった。
罹病期間は6年から15年であった。いずれの症例も免疫グロ
ブリン大量静注療法を2回施行されていたが、効果は限定的
であった。エクリズマブ投与前のQMGスコアは平均11（10
－12）、MGADLスコアは平均7（4－10）であった。エクリ
ズマブを4回投与した時点ではQMGスコアは平均3（2－4）、
MGADLスコアは平均4（2－8）であった。経過中、1例で足
関節炎を認めた。
結論：いずれの症例も投与後4週間の時点で症状の改善は明
らかであった。エクリズマブはアセチルコリン受容体抗体に
よる補体介在性の障害を阻害するとされており、経過が長期
に渡る症例でも効果が認められた。ステロイドの減量に関し
ては引き続き症例の蓄積が必要である。
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A-18
側頭葉てんかんを主症状とした慢性経過のLGI-1抗
体陽性脳症の55歳男性例

山口大学大学院医学系研究科臨床神経学
　山中　菜々美（やまなか　ななみ）、大石　真莉子、
　清水　文崇、古賀　道明、川井　元晴、神田　隆

【主訴】もの忘れ、発作性の鳥肌と意識減損【現病歴】2014
年11月頃から前向性・逆行性健忘が出現し、数ヶ月で自然に
軽減したが軽微な物忘れは持続した。2017年9月下旬に夜間
に全般発作をきたし近医に搬送され、精査目的に当科を受診
した。受診時に神経学的に異常はなかったが、脳波で右前頭
部優位の棘徐波がみられたためLEV 1000mg/日の内服が開
始された。しかし嘔気や夜間の動悸、中途覚醒が持続し、前
日の出来事を忘れたり仕事関係者を認識できなかったりし
た。2018年2月頃から、鳥肌ともに約10秒間の軽度の意識減損、
動悸、口部自動症が出現することがあった。LEV 2000mg/
日へ増量したが発作は残存した。2019年3月の頭部MRIで両
側海馬の信号異常と扁桃体の腫大がみられ当科入院となっ
た。【身体所見】意識清明、HDS-R 28点（遅延再生-1点、言
語流暢性-1点）。その他神経学的所見に異常なし。数秒間の
軽度の意識減損を伴う立毛発作が1日に4~5回みられた。【検
査所見】血液検査ではLGI-1抗体陽性であり、その他の各種
自己抗体は陰性でビタミンや甲状腺機能は正常であった。頭
部MRI検査では両側海馬～扁桃体にFLAIRで高信号域と左
優位の両側扁桃体腫大を認めた。【臨床経過】VGKC複合体
抗体陽性脳症と診断し、mPSLパルス療法（1g/day 3days）
を開始して立毛発作は消失し、その後PSL 0.5mg/kg/日を開
始後からてんかん発作や健忘症状は消失した。【考察】本例
は慢性経過のてんかん患者であったが、立毛発作という特徴
的な症状を有しており、LGI-1抗体陽性脳症の診断に至った。
意識障害や精神症状、自律神経障害がみられない慢性経過の
てんかんであっても、立毛発作やMRIで海馬を含む内側側頭
葉の信号異常が見られた場合には、VGKC複合体抗体陽性脳
症を鑑別に挙げ、精査加療を行う必要がある。
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A-19
特異的所見に乏しく脳生検で診断を確定した
lymphomatosis cerebriの一例

香川大学　消化器・神経内科1）、同　総合内科2）、
同　神経難病3）、同　病理診断科4）、
同　自治体病院支援・推進医学5）、同　脳神経外科6）、
同　健康科学7）

　城　妃咲（たち　きさき）1）、高田　忠幸2）、
　紀乃　正志1）、井上　耕佑4）、羽場　礼二4）、
　三宅　啓介6）、岡田　真樹6）、土居　智知5）、
　野中　和香子5）、國土　曜平3）、鎌田　正紀3）、
　出口　一志1）、峠　哲男7）、正木　勉1）

【症例】61才男性【現病歴】2019年3月初旬より呂律難が出現
した。前医受診し頭部MRI T2強調像で左放線冠から左前頭
頂葉白質、両側後頭葉にかけてびまん性に広がる高信号の病
巣を認めた。4月より構音障害の増悪、嚥下障害や歩行障害
も出現し、Gd造影効果を伴わない病巣の増大を認めたため4
月16日当科紹介となった。【既往歴】高血圧症【現症】右利き。
意識清明。非流暢性失語あり。中枢性右顔面神経麻痺、酩酊
様構音障害、嚥下障害、舌挺出右に偏寄あり。MMT1～3程
度の右上下肢不全麻痺あり、四肢腱反射亢進、両Babinski徴
候陽性。両側構成失行あり。【検査】血液：sIL-2R、LDH含
め特記なし。HIV抗体陰性、梅毒反応陰性。髄液：細胞数
16/μL、細胞診で悪性所見なし。頭部MRI：両側大脳白質や
脳幹部にFLAIR、DWIで高信号域を認めたが、造影効果なし。
FDG-PET：異常集積認めず。【入院後経過】症状の急速な悪
化およびMRI/PET所見から自己免疫性の炎症性疾患を疑
い、入院7日目よりステロイドパルス療法を2クールとγグロ
ブリン大量療法を施行した。しかし15日目には昏睡状態、除
皮質除脳硬直肢位へと症状は急速に悪化した。第23病日に脳
生検施行。びまん性大細胞性B細胞リンパ腫の組織像が得ら
れ、lymphomatosis cerebri（以下LC）の病態と診断された。
肺塞栓症合併のため、放射線治療法のみを施行したが、3か
月目頃より自発開眼や簡単な指示に従えるまでに改善した。

【考察】LCは免疫正常者に発症し、認知機能低下、行動異常、
歩行障害を主症状とする予後不良な疾患である。髄液細胞診
は陰性で、MRI造影効果やPET集積異常を示さない例が多
いなど、特異的な所見に乏しく、診断には脳生検が必須であ
る。急速進行性の神経症状およびびまん性脳病変を呈する例
ではLCを疑い、積極的な脳生検施行が望まれる。

－ 43 －



A-20
ニボルマブ投与後に重症筋無力症および筋炎を発症
した63歳女性

岡山赤十字病院　脳神経内科1）、同　腎臓内科2）、
同　耳鼻咽喉科3）

　武久　康（たけひさ　やすし）1）、蒲生　直幸2）、
　石原　久司3）、竹内　彩子3）

【症例】63歳、女性
【主訴】両側眼瞼下垂、複視、四肢の脱力（上肢<下肢）、歩
行障害等

【既往歴】下咽頭癌、第4腰椎骨転移
【家族歴】特記事項なし
【 現 病 歴 】2016年8月 下 旬、 下 咽 頭 癌（SCC、T2N2bMO 
stageⅣA）で咽頭喉頭頚部食道摘出術を岡山大学病院耳鼻
咽喉科にて施行後、当院耳鼻咽喉科にて放射線および化学療
法にて加療中で、2018年9月中旬よりニボルマブ240mg/回の
投与を開始した。2018年12月下旬より両側眼瞼下垂・四肢の
脱力（上肢<下肢）が出現し、1月某日当科紹介となり緊急
入院した。

【身体所見】意識は清明、脳神経系は瞳孔3/3mmで対光反射
あり、両側眼瞼下垂、複視および眼球上転制限あり、運動系
は四肢の近位筋の筋力低下（両上肢挙上70%、握力6/4kg、
下肢膝立て不能、深部腱反射-/-と消失、感覚系はしびれ・異
常感覚なし、尿閉等なし、歩行不能。

【検査所見】血液検査：WBC 4990/μl、RBC285万/μl（Hb8.0g/
dl、Ht25.9%）、Plt20.6万/μl、Cr1.77mg/dl、BUN44.9mg/dl、
CK1036U/l、LDH337/U/l、Mgb495.3（>60）ng/ml、
ALD10.1U/l、CRP14.0mg/dl、 β2MG9.4（>2.0）mg/l、 抗
AChR抗体0.3<nmol/l、ESR77/121mm

【入院後経過】入院後、神経伝導検査を施行し正常範囲内、
反復刺激試験にて漸減現象および漸増現象は認められなかっ
たが、ニボルマブ投与開始3ヶ月後に出現しており、症状お
よび検査所見等より重症筋無力症および筋炎の合併と考え、
血漿交換療法を5回施行し寛解した。【考察】抗AChR抗体は
陰性であったが、報告も増えているニボルマブ投与後の重症
筋無力症および筋炎の合併と推測した。
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A-21
皮膚筋炎様の皮疹と両側大腿部に筋炎様の画像所見
を呈した好酸球性多発血管炎肉芽腫の一例

綜合病院山口赤十字病院　脳神経内科1）、内科2）、
皮膚科3）、山口大学大学院医学系研究科臨床神経学4）

　小俵　響子（おだわら　きょうこ）1）、安部　和人2）、
　中山　剛志2）、鈴木　俊幸2）、永田　倫之1）、
　高旗　博昭3）、佐藤　亮太4）、尾本　雅俊4）、
　大堀　展平1）、名西　史夫2）、神田　隆4）

症例は65歳男性。喘息とアレルギー性鼻炎に加え、X-20日よ
り顔面と両手背に皮疹が多発し、その後両下肢の疲労感が生
じ増悪した。X-14日頃より階段昇降が困難となり、X日に当
科紹介入院となった。入院時、前額・両頬～下顎にかけて血
管拡張と紅斑、両上眼瞼にヘリオトロープ疹様の浮腫性紅斑、
両手指関節にゴットロン徴候様の紅斑・角化を認め皮膚筋炎
様であった。両大腿部に筋肉痛があり、両下肢近位筋の軽度
筋力低下と、右優位に両下肢遠位筋の筋力低下、深部腱反射
の低下、右遠位優位の両下肢の感覚障害、跛行性歩行を認め
た。 血 液 検 査 で はWBC 39400/µL（Eosin 70.7%）、CK 
1211U/mLであり、下肢軟部組織造影MRIでは両側大腿筋に
T2-STIRでびまん性高信号を認め一部は増強効果を呈した。
X+3日に左外側広筋より筋生検を行い、生検病理にて筋周鞘
の小血管に炎症細胞の集簇がみられ、一部の血管ではフィブ
リノイド壊死があり血管炎に矛盾しない所見を認め、組織へ
の好酸球浸潤も伴い、MPO-ANCA陽性であったことから本
例を好酸球性多発血管炎性肉芽腫（EGPA）と診断しステロ
イド療法を行い症状は軽快した。EGPAにおいて筋肉痛や高
CK血症を呈することは既知であるが、筋炎様症状を呈した
症例の報告はわずかである。本症例は皮膚筋炎との鑑別を要
した貴重な症例と考えられ、文献的考察を加え報告する。
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A-22
長い精神病期と、広範な大脳白質病変を呈した抗
NMDA受容体脳炎の35歳男性

徳島大学病院　神経内科1）、淡路県立淡路医療センター2）

　高原　実香（たかはら　みか）1）、福本　竜也1）、
　垂髪　祐樹2）、山本　伸昭1）、宮本　亮介1）、
　藤田　浩司1）、和泉　唯信1）

【主訴】痙攣重積【家族歴】兄がてんかん【現病歴】3か月で
髄膜炎に罹患。18歳時にてんかん発作を認め、内服加療を行っ
た。高卒後に就職したが、27歳時に突然誇大的言動や多動な
どが出現、双極性感情障害の診断で精神科に入院した。退院
後は自閉的な生活となった。統合失調症、てんかん性精神病
等の診断で複数回の入院加療を受けたが、症状は改善しな
かった。28歳時の頭部MRIで前頭・側頭葉の萎縮を認め、前
頭側頭型認知症が疑われた。32歳時点で、言語的な疎通が困
難な状態となっていた。33歳時、突然暴れ出し精神科に入院
した。1年半後に退院したが、退院後に痙攣発作が出現、退
院2か月後に痙攣重積をきたして再入院した。痙攣重積と不
穏が制御困難であり当院に紹介された。初診時、開眼してい
るが視線は合わず、発語はなかった。腰を持ち上げる動作

（pelvic thrust）の反復、顔面のジスキネジア、右上肢のジ
ストニア肢位、腱反射亢進とBabinski徴候を認めた。発作性
の頻脈や著明な発汗も認めた。脳波では後頭部優位の間欠的
なdelta burstを認め、頭部MRIで両側側頭葉を中心に、白質
の広範なFLAIR高信号を認めた。一般髄液検査は正常で、
CTで腫瘍を認めなかった。自己免疫性脳炎を疑い入院第2日
からステロイドパルスを行った。第9日に抗NMDA受容体抗
体陽性が判明し血漿交換を開始した。第19日の頭部MRIで、
両側側頭葉の白質病変に縮小傾向を認めた。第31日よりエン
ドキサンパルスを追加した。第33日に痛み刺激への反応が出
現した。第71日の頭部MRIでは白質病変の著明な縮小を認め
たが、全般性脳萎縮の進行を認めた。その後pelvic thrustは
ほぼ消失、発語も認めるようになり、第96日に転院した。【考
察】抗NMDA受容体脳炎の臨床像は、比較的uniformな時間
的経過での、病期（phase）の移行によって特徴付けられるが、
本例のように通常よりも長い精神病期を示す場合、診断は極
めて困難となりうる。また、本例では、非常に広範囲に白質
異常信号を認めたことが特徴的であった。
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B-1
多発性単神経障害で発症し約1年の経過で死亡した
74歳男性例

県立広島病院　脳神経内科1）、広島大学病院　脳神経内科2）、
独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセン
ター　脳神経内科3）、
広島大学病院　血液内科4）

　田金　裕一郎（たがね　ゆういちろう）1）、2）、
　上野　弘貴2）、前谷　勇太2）、倉重　毅志2）、3）、
　福島　伯泰4）、細見　直永2）、丸山　博文2）

【既往歴】2型糖尿病【経過】X年3月頃左小指のしびれ感、4
月に左足趾のしびれ感を自覚した。5月に右足趾、7月に右手
指に同様のしびれ感を自覚し、8月には両手の力が弱くなっ
た。10月中旬より視野障害が出現し、当院眼科でぶどう膜炎
と診断された。11月に当科に紹介され入院した。神経伝導検
査で尺骨神経や腓骨神経を中心とした多発性単神経障害を認
めた。左腓腹神経生検を施行し、採取した神経束6本中3本に
は有髄神経が残存せず、神経外膜や神経周膜直下を中心に炎
症細胞の浸潤を認め、血管炎を示唆する所見はみられなかっ
た。ステロイドパルスを施行し、しびれ感は軽度改善するも
筋力の改善は認めなかった。診断には至らず、退院後ステロ
イド内服を継続予定であったが、血糖コントロール不良のた
め漸減した。2019年1月下旬より一過性の意識障害を繰り返
し、2月中旬に意識障害のため緊急入院した。翌日、ショッ
ク状態となり挿管人工呼吸器管理となった。急激にDIC、
MOFの状態となるも原因を特定できず、骨髄生検やランダ
ム皮膚生検でも診断には至らなかった。EBV DNA定量にお
いて2×104copy/mLと高い値を認め、2月末に末梢血より異
型細胞が確認された。再度骨髄生検を施行しAggressive NK 
cell leukemia（ANKL）と診断された。末梢神経生検の標本
において免疫染色を追加で行なったがEBER、CD56、CD30
いずれも陰性であった。【考察】ANKLはEBVと関連する予
後不良の悪性血液腫瘍である。末梢神経にEBV感染細胞や
NK細胞は確認できなかったが、神経束ごとの有髄線維残存
に大きな相違がある特異な病理所見は非常に興味深い症例と
考えられた。
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B-2
神経伝導検査でtemporal dispersionの増大を認
めた血管炎性ニューロパチー

川崎医科大学　神経内科学1）、川崎医科大学　病理学2）

　白河　俊一（しらかわ　しゅんいち）1）、佐竹　良太1）、
　宗兼　麻美1）、大久保　浩平1）、深井　雄太1）、
　久徳　弓子1）、逸見　祥司1）、大澤　裕1）、
　西村　広健2）、村上　龍文1）、三原　雅史1）、
　砂田　芳秀1）

【患者】35歳男性【現病歴】X-3年1月頃から、右足外側に触
覚鈍麻を自覚。5月には左足にも異常感覚と強い痛みが出現
した。12月、左足外側に異常感覚が再発し、X-2年1月当科を
受診した。神経伝導検査（NCS）では右腓腹神経SNAPが導
出されず、腓腹神経生検で神経上膜内血管にフィブリノイド
壊死を伴う血管炎所見を認め、非全身性血管炎性ニューロパ
チー（NSVN）と診断した。プレドニゾロン55mg/日を開始
し症状は軽減し、その後6mg/日まで減量した。X年4月6日
より、右膝窩から下腿にかけて強い痛みが出現、同部位に異
常感覚、錯感覚、触覚鈍麻があり5月20日に再入院した。【神
経学的所見】長趾屈筋・長母趾伸筋・母趾外転筋の筋力低下
あり（4-/4）。感覚系：両側尺骨神経支配領域に異常感覚、
両側足底神経と腓腹神経領域に5/10程度の触覚鈍麻あり。【検
査所見】NCSでは、右脛骨神経のCMAPが11.5mV→1.58mV
に低下し、左の脛骨神経ではtemporal dispersion（TD）が
みられた。【経過】NSVNの再発を疑い、ステロイドパルス
療法を2クール行い、プレドニゾロンを30mg/日に増量した。
長母趾伸筋・母趾外転筋は（4-/4）から（5/5）に、右足底
部の触覚鈍麻も5/10から7/10に改善した。【考察】NCSでTD
がみられたため脱髄機序が疑われたが、神経生検の病理所見
では脱髄はなく再髄鞘化に乏しい小径の軸索再生像を認め
た。本例ではこのために神経線維ごとの伝導速度のばらつき
が大きくなりTDが増大したと考えた。
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B-3
高齢発症・緩徐進行性のFacial onset sensory 
motor neuronopathy（FOSMN）症候群の一例

愛媛大学医学部附属病院　脳神経内科
　武井　聡子（たけい　さとこ）、岡田　陽子、明地　雄司、
　松本　清香、三浦　史郎、越智　雅之、越智　博文、
　伊賀瀬　道也、大八木　保政

【症例】76歳、女性。【主訴】左顔面・口腔内の異常感覚、構
音・嚥下障害、左上肢の脱力。【既往歴】65歳　リウマチ性
多発筋痛症。【家族歴】特記なし。【現病歴】65歳時にリウマ
チ性多発筋痛症を発症し、ステロイド治療にて治癒したが、
同時期から左顔面・口腔内の異常感覚が出現した。69歳頃よ
り構音障害が出現、その後も症状は緩徐に進行し、左上肢の
脱力も自覚するようになった。76歳頃には左口角より唾液が
こぼれるようになり、精査加療目的でX年9月に入院した。【現
症】左顔面V2～ V3領域で全感覚低下および異常感覚、両側
口唇・口腔内・舌に異常感覚あり。両側眼輪筋・口輪筋に筋
力低下あり。構音障害（喉音・舌音）、嚥下障害あり。軟口
蓋の挙上良好で偏位なし。胸鎖乳突筋・僧帽筋左優位に筋力
低下あり。舌線維束性収縮および左優位の舌筋力低下あり。
頚部に中等度筋力低下あり。四肢の筋緊張は正常で、四肢に
筋線維束性収縮なし。上肢で左優位に軽度の筋力低下あり。
腱反射亢進や病的反射はなく、両側手掌および足底に異常感
覚あり。【検査所見】一般血液検査・髄液検査は正常。針筋
電図では舌、上腕二頭筋、傍脊柱筋（胸髄領域）で慢性脱神
経所見を認めた。瞬目反射では左刺激ではR1・R2が欠如し、
右刺激ではR1は正常でR2の消失を認めた。末梢神経伝導検
査では、びまん性にCMAPは低下しSNAPは保たれていた。

【臨床経過】FOSMN症候群と診断し、免疫グロブリン大量
静注療法を施行した。【考察】FOSMN症候群は顔面領域の
感覚障害で発症し、吻側から尾側へ進行する全身の筋力低下
を呈する疾患である。近年本邦も含めて報告例が増加してい
るが、一般的な認知度はまだ高くない。本症候群は運動ニュー
ロン疾患の一部とされるが、免疫グロブリン療法が有効であ
るとの報告もあり、これらの臨床的特徴について文献的考察
を加えて報告する。
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B-4
軸索型シャルコーマリートゥース病の臨床像を示し
たBSCL2遺伝子N88S変異（seipinopathy）の
1例

鳥取大学医学部附属病院　脳神経内科
　守安　正太郎（もりやす　しょうたろう）、岸　真文、
　清水　崇宏、渡辺　保裕、花島　律子

【症例】45歳、男性【主訴】歩行障害【現病歴】9~10歳頃か
ら運動が苦手である事に気づき、平地での易転倒性があった。
20歳頃からは腰部痛、両下肢のだるさと左下肢しびれ感を自
覚するようになった。35歳からは踵歩きがしにくくなり、40
歳から左足関節の背屈が困難となった。腰痛悪化のため2018
年6月中旬に当院整形外科を受診したが腰椎MRIで明らかな
異常は認めず、原因検索のため同年9月上旬に当科に精査入
院となった。【既往歴】左肩関節脱臼、頚部軟部腫瘤術後【常
用薬】ロルノキシカム、エソメプラゾール、プレガバリン【家
族歴】母親：両股関節の人工関節置換術後、右下肢の下垂足
あり【所見】一般身体所見に明らかな異常なし。神経学的所
見では、両下肢遠位側優位の筋力低下・筋萎縮を認め、両側
のPes cavusを認めた。両側膝蓋腱反射とアキレス腱反射は
低下、globe and stocking型の表在覚低下を認めた。明らか
な左右差は認めなかった。【検査】血液検査、髄液検査では
明らかな異常は認めず、頭部・脊椎MRIにも異常はなし。神
経伝導速度検査では両脛骨神経にわずかな伝導速度低下と顕
著な振幅低下を認め、両腓腹神経の振幅低下を認めた。針筋
電図では下肢の筋に慢性脱神経所見を認めた。軸索型のシャ
ルコーマリートゥース病（CMT2）を疑った。鹿児島大学　
脳神経内科の遺伝子検査にてBSCL2遺伝子 N88S変異を認め
seipinopathyと診断した。【考察】BSCL2遺伝子変異は遠位
遺伝性運動ニューロパチーや痙性対麻痺など様々な表現型を
呈する事が知られている。本邦からの報告は痙性を伴った遠
位遺伝性ニューロパチーの1例のみである。本例は痙性を伴
わないCMT2型の臨床像を呈した本邦初の症例であり報告す
る。
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B-5
多発性単神経障害をきたしたMAG抗体陽性ニュー
ロパチーの72歳男性例

山口大学大学院医学系研究科臨床神経学
　本田　真也（ほんだ　まさや）、水本　悠希、
　大石　真莉子、清水　文崇、佐藤　亮太、
　神田　隆

【主訴】両足底のジンジン感【現病歴】2012年頃から左足底
に感覚鈍麻があり、2017年1月頃には右足底に同様の症状を
自覚した。2018年1月に左足、3月には右足の位置覚障害が出
現したため、10月に当科に入院となった。【入院時現症】脳
神経は正常、筋力はEHL4/4-以外は正常であった。両側とも
片足立ちはできず、tandem gaitは2歩でstep outした。感覚
系では左外側足底神経、右内側足底神経、両側踵骨枝、両側
脛骨神経遠位領域に高度の触痛覚低下がみられ、位置覚は上
下肢で低下し、振動覚は膝以遠で高度に低下していた。【検
査所見】血液検査ではIgM-κ型のM蛋白血症があり、MAG
抗体が陽性であった。末梢神経伝導検査ではMCS、SCSとも
潜時の延長が目立ち、下肢のCMAPは高度に低下していた。
terminal latency indexは正中神経、尺骨神経とも両側で0.25
以下と低下していた。腓腹神経病理では神経周膜下に浮腫が
あり、有髄神経は大径線維優位に脱落していた。神経上膜内
の小血管周囲には炎症細胞浸潤がみられた。有髄神経にIgM
の沈着があり、widely spaced myelinを確認した。【治療経過】
IVIgを施行し、1クール施行後から臨床症状と電気生理学所
見の軽快がみられ、2クール施行後にはさらに改善した。【考
察】MAG抗体陽性ニューロパチーは一般的に左右対称性の
感覚性運動失調が特徴的であるが、本例のような多発性単神
経障害パターンを呈する非典型例が少数ながら報告されてい
る。また、一般的にMAGニューロパチーへの免疫治療に対
する反応性は乏しい。本例では腓腹神経病理で炎症細胞がみ
られており、多発性単神経障害や治療反応性が良好であった
ことに関与していると考えた。
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B-6
呼吸抑制を来し死亡した延髄原発の悪性リンパ腫の
一例

徳島大学　神経内科1）、同　病理部2）、
東京都健康長寿医療センター　神経病理・高齢者ブレインバ
ンク3）

　島　かさ音（しま　かさね）1）、種井　善一3）、
　高原　実香1）、村上　永尚1）、山本　伸昭1）、
　坂東　良美2）、松原　知康3）、村山　繁雄3）、
　和泉　唯信1）

【主訴】左上下肢の異常感覚、歩行障害【現病歴】入院2か月
前まで無症状、その後左上下肢の異常感覚を自覚した。徐々
に異常感覚は増悪、歩行障害が出現し増悪、歩行困難となり
入院した。【既往症】出産後腎不全で生体腎移植を受けステ
ロイド内服中、甲状腺乳頭癌で甲状腺全摘。【入院時所見】
156cm、36kg、BMI14.8、発熱なし、食思不振あり、体表リ
ンパ節は触知せず、その他一般身体所見に異常なし。神経学
的所見は、見当識維持されていたが傾眠傾向。脳神経では嚥
下障害あり、挺舌は右に偏奇。運動に異常なし、感覚は頚部
より下、左半身で触覚低下・痛覚過敏。頭部造影MRIで延髄
にRing enhancementを呈す腫瘤、同部位はPET-CTで集積
あり、タリウムシンチで集積なし。その他の部位にCTや
PET-CTで異常なし。【経過】入院後に嚥下障害が出現した。
免疫抑制状態、急性経過、各種所見所見から結核等による感
染症を考えた。腎機能障害のため抗結核薬とステロイドのみ
を第7病日から開始、MRIで腫瘤縮小を認め、ステロイドは
漸減中止し第51病日に退院した。第71病日に発熱、嚥下障害・
しびれが再燃、嘔気嘔吐を認め再入院した。頭部MRIで腫瘤
増大を認め感染症より悪性リンパ腫を疑い、第74病日にステ
ロイド再開、一度は嚥下障害としびれは改善したが、第81病
日に呼吸停止し死亡した。神経病理所見で延髄・橋は腫大、
割面で延髄右側から一部正中を超えて灰白色調の結節性病変
を認めた。組織学的には小型リンパ球や組織球などに多形性
を示す異形リンパ球が混在し、中心部は壊死に陥っていた。

【考察】本例は造影MRIで造影効果やPET-CTで集積等を認
め、悪性リンパ腫やリンパ増殖性疾患も鑑別に挙がったが、
生検が困難な部位であったため生前に確定診断できなかっ
た。病変が一時的に縮小したのはステロイド投与の影響と考
えた。
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B-7
原発不明癌関連筋炎の68歳男性例

独立行政法人　労働者健康安全機構　中国労災病院　脳神経
内科1）、
国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　脳神経
内科2）

　藤井　裕樹（ふじい　ひろき）1）、倉重　毅志2）、
　竹中　萌1）、久保　智司1）、井料　祟文2）、鳥居　剛2）、
　北村　健1）

【主訴】四肢筋力低下【現病歴】2019年5月初旬から四肢の自
発痛および四肢筋力低下を自覚。5月中旬から両下肢脱力が
進行し、椅子からの立ち上がりが難しくなった。6月初旬か
ら首下がりが出現。6月中旬に当院入院。【神経学的所見】両
鎖骨上窩・左腋窩リンパ節を触知。ヘリオトロープ疹やゴッ
トロン徴候なし。脳神経に特記なし。四肢近位筋優位の筋萎
縮あり。頚部屈筋 4+、頚部伸筋 3-で首下がりあり。四肢近
位筋でMMT 2+の筋力低下あり。腱反射正常。感覚系・自
律神経系に特記なし。【血液検査】CK 2037U/ml、Aldolase 
17.8U/Lなど筋逸脱酵素の上昇を認めた。SCC・シフラ高値。
抗Jo-1抗体・抗RNP抗体・抗Mi2抗体・抗ARS抗体・抗TIF1
γ抗体・抗MDA5抗体・抗SRP抗体・抗HMGCR抗体はいず
れも陰性【体幹部CT】両側鎖骨上窩・左腋窩・両側肺門に
腫大リンパ節を認める【CF】大腸癌を指摘【超音波内視鏡
下穿刺吸引法（EUS-FNA）】気管分岐部の腫大したリンパ節
より穿刺。扁平上皮癌の転移を疑う【FDG-PET】多数のリ
ンパ節に集積あり【骨格筋MRI】大腿部では大臀筋・大腿四
頭筋、上腕部では上腕二頭筋・三角筋・棘下筋・肩甲下筋な
どにT2高信号・造影効果を認める【筋病理（左上腕二頭筋）】
筋 線 維 束 周 辺 部 優 位 の 著 明 な 大 小 不 同 とperifascicular 
necrosisを 認 め た。Endomysiumで はCD4、CD8、CD45、
CD79a、bcl-2陽性の炎症細胞浸潤を認め、CD8陽性細胞の非
壊 死 筋 線 維 へ の 浸 潤 像 を 認 め た。Ragged red fibers、
cytoplasmic bodiesを散見。rimmed vacuolesを少数認めた。
tubular aggregatesを多数認めた。一部の非壊死筋線維の
sarcolemmaにHLA-abc異所性発現を認めた。【入院後経過】
原発不明癌関連筋炎と診断。6月下旬から嚥下障害が出現・
増悪。喉頭の挙上・咽頭収縮が極めて不良で経口摂取不能と
なった。ステロイドパルス療法 計2クール、免疫グロブリン
大量療法を施行。CK値は正常化、三角筋 4+/4+、腸腰筋 
3-/3-など筋力低下は改善傾向となったが、嚥下障害の改善に
乏しかった。病理学的診断に難渋した症例であった。文献的
考察を含め報告する。
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B-8
転移性乳癌による多発性神経障害の責任部位を決定
し、局所放射線治療によって神経障害の悪化が防止
できた75歳女性例

山口大学大学院医学系研究科　脳神経内科学
　松尾　欣哉（まつお　きんや）、佐野　泰照、
　大石　真莉子、古賀　道明、川井　元晴、
　神田　隆

【症例】75歳女性【現病歴】16年前（59歳時）に左乳癌と診
断され、乳房切除術後に化学療法を継続されたが、転移巣が
残存していた。2018年10月から右眼瞼下垂を自覚していた。
18F-FDG PET/CTで右鎖骨周囲を含む転移巣を指摘されて
いたが、2019年2月の検査でFDG集積が低下傾向であり、乳
癌はコントロールされていると判断されていた。3月初旬か
ら右上肢遠位部の筋力低下が進行し、中旬から右前腕尺側に
ビリビリ感が出現して痛みで夜中に目が覚めるようになっ
た。近医整形外科から紹介され4月初旬に精査目的に当科入
院となった。【入院時現症】右Horner徴候陽性。右長胸神経
と橈骨神経支配筋、およびC8、Th1髄節支配筋にMMT2~4
程度の筋力低下があり、手内筋に萎縮を認めた。右C8、Th1
領域に表在覚低下があり、橈骨神経領域に錯感覚を認めた。

【検査所見】運動神経伝導検査で右上肢の被検神経の複合筋
活動電位はいずれも低下し、正中神経、尺骨神経のF波は導
出不能であった。感覚神経伝導検査では、右正中神経刺激時
の知覚神経活動電位は母指（C6）、示指（C7）に比して環指

（C8）で低下しており、内側前腕皮神経（Th1）は導出され
なかった。18F-FDG PET/CTでは右鎖骨上窩と鎖骨下リン
パ節および上腕骨に沿ったFDG集積があり、腫瘍マーカー
は2月以降上昇傾向であった。造影MRIで確認すると、腫瘍
はC8、Th1神経根と接しており、上腕骨近傍において橈骨神
経を巻き込んでいた。【経過】対症療法として放射線治療を
選択した。合併症を懸念され照射領域を鎖骨上窩近傍に限定
する案が出されたが、当科から上腕骨近傍を含めた照射を依
頼し、計37.5Gyを照射された。放射線治療後から半年間に渡
り神経障害の進行は停止している。【考察】適切な治療範囲
の設定のために画像検査と併せた解剖学的診断が有用であっ
た。
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B-9
腫瘍細胞の血管内浸潤を反映した特異な画像所見を
呈し、その消退により治療効果を確認し得た血管内
大細胞型B細胞リンパ腫の一例

鳥取県立中央病院脳神経内科1）、
鳥取県立中央病院血液内科2）、
鳥取県立中央病院放射線科3）、
鳥取県立中央病院脳神経外科4）

　竹内　裕彦（たけうち　ひろひこ）1）、下田　学1）、
　種田　建太1）、中安　弘幸1）、小村　裕美2）、
　松末　英司3）、細谷　朋央4）

症例は75歳女性。2018年5月中旬から急に認知機能が低下し6
月中旬に当科を受診した。右不全麻痺、認知機能低下

（HDS-R、MMSEとも18点）を認めた。頭部MRIで多発する
拡散強調像高信号・ADC等信号・FLAIR高信号域や、皮質
に沿ったT2*低信号域を認めた。可溶性IL-2レセプターや
LDHの高値があり、悪性リンパ腫や血管炎を鑑別に挙げ精
査を行った。骨髄穿刺、ランダム皮膚生検は陰性であり、認
知機能は入院中に改善したため、脳生検までは行わず外来で
慎重に経過観察を行った。2019年2月上旬、再度の認知機能
低下を訴え当科を受診した。四肢の腱反射が以前より亢進し
ており両上肢で病的反射陽性となっていた。HDS-R 20点、
MMSE 21点であった。頭部MRIで既知の病変は約9ヶ月経過
しているにも関わらず拡散強調像高信号・ADC等信号・
FLAIR高信号のまま遷延しており、新たに同様の病変が多
数増加していた。また、皮質に沿ったT2*低信号域も増悪し
ており、磁化率強調像では全脳に低信号域が多数認められた。
造影頭部MRI灌流画像では平均通過時間（MMT）などの病
変部位での延長がみられた。脳血管造影では描出された動静
脈に狭窄を認めなかったが、毛細血管相での造影剤wash out
が遅延しており、毛細血管から小静脈にかけての病変の存在
が推定された。診断のため右前頭葉から脳生検を行い、血管
内大細胞型B細胞リンパ腫の病理診断を得た。血液内科に転
科し、3月から8月にかけてR-CHOP療法1コースとR-MPV療
法6コースを施行された。9月下旬、HDS-R 28点、MMSE 27
点と認知機能は良好となり四肢の腱反射が正常化し病的反射
も消失していた。造影頭部MRIでは遷延していた拡散強調像
やFLAIR像での高信号域は大部分が消失しており、T2*や磁
化率強調像での低信号域も改善を認め、MMTの延長も改善
していた。いずれも血管内に浸潤していた腫瘍細胞の消退を
反映した所見と考えられた。本症例は画像所見と病態との関
連が興味深く、文献的考察を加え報告する。
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B-10
傍腫瘍性視神経脊髄炎関連疾患（NMOSD）の高齢
男性例

徳島大学神経内科
　大崎　裕亮（おおさき　ゆうすけ）、佐光　亘、
　土師　正太郎、村上　永尚、松井　尚子、和泉　唯信

【背景】傍腫瘍性神経症候群として生じるNMOSDの症例報
告が散見される。【症例】35年前に胃十二指腸潰瘍に対して
幽門側胃切除、1年前に残胃の早期胃癌に対して内視鏡的粘
膜切除術歴がある86歳男性、1か月前に急性発症した頸部全
周、および左右の後頭部、頭頂部に及ぶピリピリする疼痛を
主訴に受診した。症状は10日間かけて拡大し、以後停止性で
あった。神経学的には、疼痛部位にallodyniaを認めるが、同
部で痛覚や触覚の低下を認めず。視神経を含む脳神経、錐体
路系、後索路系、協調運動系、自律神経系の障害を示唆する
所見を認めなかった。2週間前に他院で撮像した頸椎MRIで
第1から第4頸椎レベルの髄内、左楔状束を中心として辺縁明
瞭な、T1WI低信号、T2WI高信号病変を認めた。当院で再
検したMRIでは、この病変は灰白質を中心に範囲が拡大して
おり、Gd造影T1WIでは脊髄周辺を取り巻くような造影効果
を認め、灰白質の造影効果は乏しかった。血液検査で血管炎
や膠原病は示唆されず、髄液検査で細胞数正常、蛋白軽度上
昇を認めた。その後血清抗AQP4抗体陽性が判明したが、造
影MRI所見から悪性腫瘍の髄腔播種の鑑別を要したため、免
疫療法開始に先んじて全身検索を行った。FDG-PETで残胃
にFDG集積部位を認め、内視鏡検査後に胃癌再発と診断さ
れ、残胃全摘術を受けた。なお、腫瘍マーカーはCA19-9が
血清中で高値だったが、髄液中では感度未満であった。神経
症状は次第に改善し、頸椎MRI再検にても病変部位の縮小を
認めた。【考察】本例は、免疫療法を行わずに胃癌の外科的
治療によって良好な経過をとったNMOSDであり、傍腫瘍性
神経症候群の範疇に入る症例と考えた。
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B-11
Levodopaを懸濁溶液とし、頻回服用で業務を継続
できたパーキンソン病の1例

済生会今治病院臨床研修センター1）、
同内視鏡センター2）、同薬剤部4）、
愛媛県済生会今治医療福祉センター /同脳神経内科5）

　村上　佳史（むらかみ　よしふみ）1）、川﨑　敬太郎2）、
　馬越　翔太3）、野元　正弘4）

パーキンソン病はlevodopa服用により症状は改善するが、進
行例ではオフが課題となる。今回、levodopaを懸濁し頻回服
用により業務を継続できた例を経験したので報告する。
症例は52歳　男性で、2007年から左側上肢の使いにくさで
パーキンソン病を発症した。治療により症状は軽快していた
が、ウェアリングオフ症状が強くなり、2018年4月に紹介受
診した。症状が悪化し出勤できない日が続いたため入院の上、
服薬を調整した。Levodopa/DCI製剤 900mgを3時間毎に6回
分服としたが、動けない時間は消失しなかった。一方、ジス
キネジアは継続した。このため1日量をvitamin Cとともに
ペットボトル2本に懸濁し1時間毎に16回服用とした。その結
果、動けない時間は消失し業務できるようになった。なお、
合併していた起立性低血圧は軽快しなかった。その後、業務
中は懸濁液の服用間隔を30分毎としている。
オフ症状の強いパーキンソン病に対して、levodopa懸濁方法
を用いて軽快した例を報告した。懸濁は容易で自宅でもでき
ることから、オフ症状が強い症例では勧めしてよいと考える。
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B-12
非典型的な画像所見と著明な舞踏運動を呈した歯状
核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症の1例

西予市立西予市民病院内科1）、愛媛県立中央病院脳神経内科2）

　久保　仁（くぼ　ひとし）1）、渡部　真志2）、岡本　憲省2）

【症例】53歳女性。【主訴】歩行障害。【既往症】特記すべき
ことなし。【家族歴】実母、実姉に類症。【現病歴】X-6年頃
から歩行障害が出現。X-4年頃から階段の昇降が困難となっ
た。X年から頻回に転倒するようになったため近医脳神経外
科を受診。頭部MRIにて小脳萎縮を認めたため当科へ紹介と
なった。【現症】発語は断綴性であった。追従性眼球運動は
衝動性で、四肢筋緊張は低下しており、スカーフ徴候が陽性
であった。四肢腱反射は全般性に亢進していたが病的反射は
なかった。下肢優位の四肢協調運動障害と体位変換時の下肢
協調収縮不全を認めた。継ぎ足歩行は不能であった。不規則
に顔をしかめたり、立位時に唐突に踵を持ち上げたりする動
作がみられた。会話中に精神的緊張が高まると爆発性言語や
四肢遠位部主体に比較的早い不規則な運動が顕著となった。
不随意運動の主体は舞踏運動と考えられた。MoCA-J 17/30、
RBMT（標準プロフィール）16/24と認知機能の低下が示唆
された。頭部MRIでは小脳萎縮に加え、大脳、中脳から橋の
萎縮と第四脳室の拡大がみられた。脳血流シンチで小脳の血
流低下はなかった。神経伝導検査は正常であった。脳波検査
ではてんかん性異常波の混入はなかった。血液検査では軽度
のビタミンB12の低下がみられた。髄液検査では異常はなく、
各種自己抗体も陰性であった。舞踏運動を呈する遺伝性小脳
変性疾患を疑って遺伝子検査を施行したところ、ATN1遺伝
子に46～93回のCAG反復配列を認めたことから歯状核赤核
淡蒼球ルイ体萎縮症（DRPLA）と診断した。【考察】成人発
症のDRPLAでは、MRIにて大脳半球から脳幹・小脳にわた
る広範の脳萎縮と脳幹と大脳白質の異常信号は本疾患を示唆
する特徴的な所見とされているが、本例では同所見を欠いて
いた。舞踏運動を主体にした不随意運動を伴う進行性の小脳
性運動失調と広範な脳萎縮を認める例では、本疾患も鑑別疾
患として念頭に置く必要がある。
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B-13
10年以上の経過を観察した多系統萎縮症の一剖検
例

高知大学病院脳神経内科1）、高知大学病院病理診断部2）、
九州大学神経病理学3）

　大津留　祥（おおつる　しょう）1）、大崎　康史1）、
　宮本　由賀1）、森田　ゆかり1）、永松　秀一1）、
　古谷　博和1）、筒井　美帆2）、村上　一郎2）、
　貞島　祥子3）、岩城　徹3）

【症例】剖検時70歳、女性　【既往歴】50歳から2型糖尿病。
【現病歴】54歳から書字が拙劣になり歩行障害が出現した。
2009年6月上旬（60歳）に当科を初診し、眼振、構音障害、
肢節失調、体幹失調を認めた。約5か月後から寡動を認めた。
61歳時には車椅子を使用するようになった。65歳で嚥下障害、
68歳で四肢の筋強剛と振戦を認めた。発語がほとんど聞き取
れなくなり、尿意切迫・頻尿、便秘が出現した。69歳時、口
舌の不随意運動が生じ、尿路感染症などで入院した際から尿
バルーン管理となった。これ以後バビンスキー反射と下肢の
痙性が出現した。またPEGを作成した。70歳時にII型呼吸不
全で入院し、2019年4月中旬に永眠された。
脳重量は1226g。脳は小型で特に小脳脳幹の萎縮が目立った。
水平断で線条体後方外側優位に変性着色を認めた。黒質、青
斑核が脱落し、橋底部の著明な萎縮、オリーブ核萎縮などを
認めた。組織所見は被殻外側、小脳白質、橋横線維に著明な
グリオーシスを認め、黒質、青斑核のメラニン含有細胞の脱
落、遊離メラニンを認めた。小脳のプルキンエ細胞と顆粒細
胞の脱落を認めたが、歯状核のニューロンは保たれていた。
延髄では下オリーブ核、弓状核、迷走神経背側核の神経細胞
の脱落が目立った。胸髄中間外側核の粗鬆化、仙髄Onuff核
の脱落を認めた。免疫染色でリン酸化αシヌクレイン陽性の
GCIを広範に認めた。NCIを被殻、黒質、青斑核、橋核に多
数の、嗅球、動眼神経核、迷走神経背側核、扁桃体、海馬、
脊髄前角細胞などに少数、認めた。心外膜下末梢神経にはリ
ン酸化αシヌクレイン陽性所見は認めなかった。以上から多
系統萎縮症の所見は、黒質線条体系およびオリーブ・橋・小
脳系でともに高度であった。

【考察】小脳症状ののちにパーキンソン症状が出現したが、
オリーブ・橋・小脳系と黒質線条体系ともに高度の病理所見
を認めた。自律神経系にも病理所見を認めたが、自律神経障
害は進行期になった後に出現した。

若手奨励賞に応募する
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B-14
AIFM1遺伝子変異により感音性難聴と感覚性末梢
神経障害を認めた一例

独立行政法人国立病院機構　徳島病院　脳神経内科1）、
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床神経科学分野2）、
国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター疾病研
究第一部3）

　宮城　愛（みやしろ　あい）1）、瓦井　俊孝2）、
　山﨑　博輝2）、山上　圭2）、谷口　浩一郎1）、
　有井　敬治1）、三ツ井　貴夫1）、橋口　修二1）、
　西野　一三3）、西野　洋1）

【症例】59歳男性。【主訴】四肢のしびれと歩行障害。【職歴】
58歳まで運送業。

【家族歴】父に脳梗塞、母に血液腫瘍、母方大叔母に難聴あり。
【既往歴】ヘリコバクター・ピロリ感染性胃炎、十二指腸潰瘍、
高血圧、腰椎圧迫骨折。【現病歴】18歳頃から聴力低下を自
覚し、数年の経過で聾となった。35歳頃から四肢末端よりし
びれが出現、徐々に近位部にも拡大し、45歳頃には顔面や舌、
陰部にも及んだ。58歳頃から歩行障害が出現し、自宅生活が
困難となった。【神経学的所見】聾、視力低下、構音障害、
嚥下障害、四肢遠位筋の筋力低下、四肢の振動覚の高度低下、
四肢の失調、四肢深部反射の消失、槌指を認めた。【検査所見】
好気性運動負荷試験で乳酸/ピルビン酸比の上昇を認めた。
神経伝導検査では感覚神経活動電位は描出されなかった。神
経エコー検査では四肢末梢神経にびまん性の腫大が認められ
た。筋生検では、神経原性変化は認められるもRRFやSSVは
認められなかった。遺伝学的検査では、X染色体上にある
Apoptosis-Inducing Factor、Mitochondrion associated 1遺
伝子（AIFM1）において、ミスセンスバリアントc.1357G>C

（p.Glu452Gln）が見つかった。【経過】ビタミンB2を投与し、
握力低下や更衣動作の改善がみられた。【考察】AIFM1遺伝
子変異関連疾患は主として末梢神経障害、難聴が認められる
一方、大脳白質や骨格にまで影響を及ぼす重症例が報告され
ている。また同遺伝子変異はX連鎖CMT4（Chowchock症候
群）との関連も示されている。ビタミンB2の投与が有効で
あるとの報告もあり、一般的なミトコンドリア機能異常に加
えて、感覚性末梢神経障害の病歴を認める場合は、稀な疾患
ではあるが、AIFM1遺伝子変異関連疾患を鑑別疾患として
挙げるべきである。
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B-15
著明な起立性低血圧を契機にレビー小体型認知症と
診断された1例

香川大学　消化器神経内科1）、同　健康科学2）、
坂出市立病院内科3）

　喜多　誠（きた　まこと）1）、高場　啓太1）、
　土居　智和1）、野中　和香子1）、國土　曜平1）、
　高田　忠幸1）、濱田　康宏3）、出口　一志1）、
　峠　哲男2）、正木　勉1）

【症例】71歳男性【主訴】ふらつき【現病歴】2016年頃から、
起立時や歩行時の立ちくらみを自覚していた。徐々に症状が
増悪し、運転にも支障が出たため退職した。その後、動作が
やや緩慢となったが、日常生活は自立していた。2019年、腎
障害精査のため近医受診。起立性低血圧（OH）を指摘され、
同年7月当科紹介となった。【神経学的所見】意識清明。表情
乏しい。認知の変動なし。幻覚なし。発語やや不明瞭。両肘
に軽微な歯車様固縮あり。腱反射は両膝蓋腱反射亢進を除き
正常。病的反射なし。歩行は短距離なら可だが、継ぎ足歩行
は不能。立ちくらみによる動作制限あり。頻尿、便秘あり。【検
査】血液生化学：BUN 20.7mg/dL、Cre 1.54mg/dL、HbA1c 
6.2%。MMSE 21（計算2/5、遅延再生1/3）。RBD スクリー
ニング問診票6点。嗅覚（Open Essence）1点。自律神経機能：
60°head-up tilt 179/89mmHg、62bpm（臥位）→59/30mmHg、
96bpm（3分後）であり、presyncopeを呈した。安静臥位時
の血漿ノルアドレナリン137pg/mL。血圧日内変動reverse 
dipper。夜間尿失禁あり。脳MRI：軽度の虚血性変化。核医
学：脳血流SPECTで主に両側後頭葉の血流低下あり。DAT 
SPECTで両側線条体の集積低下あり。MIBG心筋シンチで高
度な集積低下あり。【考察】本例は、臨床および核医学所見
からDLB診断基準（2017）のprobable DLBに該当した。本
例は当初OHによるADL低下を呈し、pure autonomic failure

（PAF）様の病態であったが、DLBへの変換を予測させる
RBD、軽微なパーキンソニズム、嗅覚障害が潜在していた。
PAF様の症例では、RBDおよび嗅覚の客観的な評価、軽微
なパーキンソニズムの検出に注意を払うことが重要である。
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B-16
発症1年後に死亡した抗LRP4抗体陽性、FUS遺伝
子変異を伴ったjuvenile onset sporadic ALSの
13歳男児例

広島市立広島市民病院　脳神経内科1）、
川崎医科大学総合医療センター2）、
国立病院機構　長崎川棚医療センター3）、
広島大学　原爆放射線医科学研究所　分子疫学研究分野4）

　林　正裕（はやし　まさひろ）1）、黒川　勝己2）、
　田妻　卓1）、石川　若芸1）、峰　奈保子1）、
　内藤　裕之1）、杉本　太路1）、野村　栄一1）、
　樋口　理3）、川上　秀史4）、山脇　健盛1）

【主訴】手足に力が入らない【現病歴】小学生まで周囲と比
べて変わりなかった。中学校入学（X年）時、50m走で左足
が上手く動かず走りにくいことに気がついた。握力も左で軽
度の低下を自覚した。X年5月、躓いてよく転ぶようになった。
7月、左足を引きずるように歩き、何かにつかまらないと立
ちあがれなくなった。左手も挙上が難しくなり、8月に精査
目的に当科を紹介受診した。家族に類症はいない。【神経所見】
左上腕と左大腿に筋萎縮を認めた。握力は10kg/3kgと低下、
MMTは三角筋4/2、上腕二頭筋5/3、腸腰筋4/4、大腿四頭
筋5/4と左優位に筋力低下を認めた。歩行は軽介助、臥位か
らの立ち上がりは手を使用しないと不能であった。深部腱反
射は左上肢でやや低下し、両膝蓋腱で亢進を認めた。病的反
射は認めなかった。【検査所見】血液検査ではCK634U/Lと
上昇、各種抗体は陰性。CT、MRIで異常なく、神経伝導検
査も異常なく、針筋電図では、僧帽筋、頸髄領域、腰髄領域
で活動性脱神経電位を認め、また左上腕二頭筋で明らかな運
動単位数の減少を認め、ALSと診断。【臨床経過】その後も
症状は進行し、10月には車椅子生活となった。血清抗LRP4
抗体が陽性と判明、大量γグロブリン療法を行なったが効果
なかった。また遺伝子検査にてFUS遺伝子変異（P525L）が
判明した。X+1年2月には四肢はほぼ完全麻痺を呈し、嚥下
困難も進行し、胃瘻造設を行なったが、気管切開は拒否され
た。呼吸筋障害が進行し、同年7月に死亡。【考察】FUS遺伝
子変異を伴ったALSは若年発症例が多いとされるが、その中
でもP525L変異例は特に若くして発症し、急速進行するとの
報告がある。また、本例は、遺伝子変異に加えて抗LRP4抗
体陽性も伴っていた。ALS患者で抗LRP4抗体陽性となるこ
とが報告されているがその意義や特徴は明らかでない。文献
的考察を加え報告する。
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B-17
18p-症候群に伴う全身性ジストニアに対し、GPi-
DBSが効果的であった一例

徳島大学　神経内科1）、徳島大学　脳神経外科2）、
徳島大学　精神科神経科3）、
徳島大学　難治性神経疾患病態研究分野4）

　宮本　亮介（みやもと　りょうすけ）1）、
　黒田　一駿1）、牟礼　英生2）、森垣　龍馬2）、
　中瀧　理仁3）、大崎　裕亮1）、和泉　唯信1）、
　後藤　惠4）、梶　龍兒1）

症例は38歳、女性。乳児期に軽度の精神発達障害を指摘され、
低身長、高口蓋、顎骨発達不良と歯列不正も認めていた。小
学校は普通学級に通ったが、周りより発達が遅れていたため
にいじめられ、中学校は養護学級に通学した。しかし養護学
級の中では成績がよかったため、高校は普通学級に進学。そ
の後就職を試みたがなかなか決まらず、清掃業などのアルバ
イトをして過ごしていた。33歳時の4月にパソコン関係の仕
事を開始したが、精神的ストレスが強く、胸苦、めまいをし
ばしば感じていた。6月某日の10時半に抜歯（3本）を行い、
その30分後から頸部が不随意に後屈するようになり、18時頃
には真上を見上げている状態となった。その数日後には、体
幹の後屈もみられるようになった。近医を受診し、ジストニ
アの診断の下、トリヘキシフェニジルが開始されたが症状に
改善はなく、7月に当科を受診した。初診時、高度の頸部後
屈に加え、体幹の後屈と繰り返しの開口、間欠的な四肢のジ
ストニックな突っ張りを認めた。頸部・体幹の症状に対して
ボツリヌス治療を行ったが、効果は限定的であった。また、
ゾルピデム開始後2か月程度の間、ジストニアは軽減したが、
効果は徐々に減衰し、特に夕方から夜間にかけて、全身の強
い不随意運動がみられるようになった。染色体検査を行った
ところ、chr1: p36.3-pterとchr18: p11.1-pterの部分モノソミー
を認め、18p-症候群に伴う成人発症ジストニアと診断した。
37歳時に、GPi-DBSを行った。DBS後、著明な症状の改善を
認め、術前はほぼ寝たきりの状態であったが、独歩で退院し
た。現在、術後約1年半が経過しているが、改善が維持され
ている。18p-症候群にジストニアが合併することは以前より
知られていたが、近年、18p11.21に位置するGNALがそのジ
ストニアの原因であることが知られるようになった。18p-症
候群に伴うジストニアに対するDBSの報告は極めて少数だ
が、本例を含め、いずれも顕著な改善を認めている。
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B-18
難治性水頭症をきたした髄膜脳炎型神経サルコイ
ドーシスの56歳女性

山口大学大学院医学系研究科臨床神経学
　水本　悠希（みずもと　ゆき）、大石　真莉子、
　清水　文崇、佐藤　亮太、古賀　道明、
　川井　元晴、神田　隆

【症例】56歳女性
【主訴】意識障害
【現病歴】2018年秋ごろから家事を以前通りにできなくなっ
た。2019年2月から会話がかみ合わないことが増えた。2月末
に蛇行運転中のところを警察に発見された。近医で水頭症を
指摘され、緊急ドレナージ術を実施された。水頭症のコント
ロールは困難で、頭部MRIで多発する腫瘤性病変がみられた。
脳室腹腔シャント術後の4月初旬に当科へ紹介となった。

【既往歴・生活歴】特記事項なし
【入院時所見】JCS 3。腱反射は四肢で亢進し粗大な麻痺はな
かった。血液検査ではWBCは正常でCRP、sIL-2Rは軽度上
昇し赤沈は亢進していた。腫瘍マーカー上昇はなかった。各
種自己抗体は陰性だった。脳脊髄液検査では細胞数増多（12/
μL、 単 核 球 100%）、 蛋 白 上 昇 160mg/dLが あ り、sIL2R 
276U/mLと上昇していた。全身CTで縦隔から骨盤腔に多数
のリンパ節腫大がみられた。頭部MRIでは広範な軟膜造影効
果があり、均一に造影される腫瘤影が多数あった。このうち
環軸椎レベル背側硬膜部腫瘤を生検し、非乾酪性肉芽腫が同
定された。

【入院後経過】病理所見からサルコイドーシスと診断し、ス
テロイド治療を開始した。水頭症の頻回の増悪があり、
JCS300へ悪化した。MTXを追加し、軟膜の造影効果は消失
し、水頭症悪化なく経過した。しかし腫瘤影が残存し、意識
レベルはJCS3桁で推移した。インフリキシマブ投与を開始
後、約1ヶ月でJCS3へ改善し、脳脊髄液所見は正常化した。
インフリキシマブ隔月投与を継続した。

【考察】水頭症を伴うサルコイドーシスは非常に予後不良で
あるとされる。本症例では、PSL、MTXに加えInfliximabの
投与により意識障害の軽減と水頭症の改善を得られた。神経
サルコイドーシスの2nd line以降の治療はコンセンサスがな
いが、難治例にインフリキシマブが期待できる可能性がある。
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B-19
抗neurofascin 155（NF155）抗体陽性CIDP　
2例の治療経験

香川県立中央病院・神経内科1）、九州大学・脳神経内科2）

　森本　展年（もりもと　のぶとし）1）、高橋　義秋1）、
　高宮　資宜1）、森本　みずき1）、緒方　英紀2）、
　吉良　潤一2）

近年、ランビエ傍絞輪部に局在するneurofascin155（NF155）
に対する自己抗体のCIDPにおける病的意義が注目されてい
る。我々は2例の抗NF155抗体陽性CIDPの治療を経験したの
で報告する。【症例1】43歳・男性。10ヶ月ほど前から徐々に
拡大する手足遠位部のしびれに加え1ヶ月前から両下肢遠位
筋の筋力低下を自覚し、当科へ入院。神経所見としては、遠
位・下肢優位に左右対称性の異常知覚および温痛覚・位置覚
の低下あり。筋力は両下肢遠位優位に低下していた。深部腱
反射は四肢で消失。両手指に姿勢時振戦あり。検査では、末
梢神経伝導検査にて腓腹神経SNAP・脛骨神経CMAPが導出
困難、正中神経ではMCV・SCVともに低下あり。髄液検査
にて髄液蛋白539mg/dLと上昇。腰椎MRIでは腰髄神経根～
馬尾に造影効果を認めた。左腓腹神経生検にて有髄線維の減
少と神経周膜下浮腫を認めた。CIDPと診断し、経口ステロ
イド内服に加えIVIGを施行し筋力は一旦改善したが、ステ
ロイド減量にともない症状再燃を繰り返した。【症例2】50歳・
男性。2カ月前から徐々に増悪する両手足のしびれあり、精
査目的で当科入院。両手掌、足関節以遠の異常感覚と感覚鈍
麻あり。筋力は保たれていたが、著しい感覚失調のため歩行
困難であった。四肢深部腱反射は低下、両手指に振戦を認め
た。検査所見としては、末梢神経伝導検査はMCV・SCVの
低下あり。血液検査でIgG4 170mg/dLと高値であった。髄
液蛋白は218mg/dLと高値であった。腰椎MRIでは神経根の
軽度の肥厚と造影効果を認めた。検査結果からCIDPと診断
し、ステロイドパルス、IVIGに加え、経口ステロイドを開
始するも感覚障害や歩行は増悪傾向であり、単純血漿交換を
追加した。症例1、2はいずれも血清および髄液にて抗NF155
抗体が陽性であった。
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B-20
進行性の認知機能低下で発症し脳腫瘍様の多発する
脳病変を認めた原発性中枢神経系血管炎の73歳女
性例

国立病院機構呉医療センター　脳神経内科1）、
国立病院機構呉医療センター　脳神経外科2）、
国立病院機構呉医療センター　病理診断科3）

　松山　稜太郎（まつやま　りょうたろう）1）、
　杉浦　智仁1）、井料　崇文1）、渡邉　友彬1）、
　倉重　毅志1）、大西　俊平2）、倉岡　和矢3）、
　大庭　信二2）、鳥居　剛1）

【主訴】認知機能低下【現病歴】2019年4月下旬より何かを伝
えてもすぐに忘れてしまい、元来几帳面な性格だったが家事
を全くしないなどと意欲低下が目立つようになった。5月中
旬に他院脳神経外科での頭部MRIで異常を認め当院受診と
なった。【入院時現症】JCSⅠ-3、GCS E4V4M6であり自立
歩行も可能であり介助なく摂食も可能だった。記銘力障害は
みられたが、失行や失認はみられなかった。眼球運動は正常
で瞳孔径は3mm/3mm、対光反射も保たれていた。四肢の筋
力及び感覚や深部腱反射は正常だった。【検査所見】採血で
はP-ANCA <1.0U/mL、C-ANCA <1.0U/mL、WBC 7100/
μL、CRP 0.29mg/dL、F-T3 3.01pg/mL、F-T4 1.39pg/mL、
TSH 0.01μIU/mLだった。頭部単純MRIでは、左基底核、右
後頭葉に拡散強調画像で高信号、ADCで低値の異常所見が
みられ、FLAIRで同部位を中心として広範な高信号を呈し
ていた。髄液検査は単核球優位の細胞数増多（16/mm³）と
蛋白量上昇（75mg/dl）を認め、細胞診は陰性だった。【臨
床経過】入院翌日より発話が減少し、従命困難となり、右上
下肢脱力も出現した。同日に施行した頭部造影MRIでは上記
病変と同部位のT1WIで造影効果を認め、第14病日に右後頭
葉皮質病変に対して開頭腫瘍摘出術を施行した。第31病日に
小型血管壁に多数のリンパ球浸潤がみられリンパ球性血管炎
の病理所見がえられた。症状は進行なく経過し、全身性の血
管炎を示唆する血液検査異常や臓器障害は認めず原発性中枢
神経系血管炎（PCNSV）と診断した。ステロイドパルス療
法を2クール施行し、維持療法を継続することで経口摂取可
能となり発話もみられ、右上下肢脱力も改善傾向がみられた。

【考察】PCNSVは特異的な身体および画像所見はなく脳生検
で確定診断となる。PCNSVは大血管を障害すると予後不良
となるが、本例は小血管障害を呈しておりステロイド治療に
反応した。脳に多発する病変を認める症例ではPCNSVを念
頭に早期に脳生検を実施すべきである。
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B-21
画像病変を欠くCISが先行し、10年後に診断され
た再発寛解型多発性硬化症の一例

徳島県立海部病院　神経内科1）、徳島大学病院　神経内科2）、
徳島県立海部病院　整形外科3）

　花田　健太（はなだ　けんた）1）、大崎　裕亮1、2）、
　福本　竜也2）、松井　尚子2）、和泉　唯信2）、
　浦岡　秀行3）

【背景】多発性硬化症（MS）の経過は、CIS（clinically isolated 
syndrome）、MSに至る前に、無症候性画像病変であるRIS

（radiologically isolated syndrome）を経るとされる。一方、
2018年 にTakewaki、Yamamuraら が“NINJA （Normal-
appearing Imaging-associated、Neuro-immunologically 
Justified、Autoimmune encephalitis）"を提唱、MSとの異同
について論じ、通常のMRIで異常を認めない中枢神経脱髄病
変の存在が注目された。【症例】32歳女性。2008年に数ヶ月
持続する悪心、ふらつき、歩行障害を自覚し当科を受診した。
神経学的診察や頭部MRIで器質因を示唆されずヒステリーと
診断され、症状は数ヶ月で自然軽快した。その後約10年間で
両下肢脱力感、両下肢しびれ、めまいなどの症状が発現と寛
解を繰り返した。2011年まで当科を受診していたが、以後は
他院のドクターショッピングを繰り返していた。2019年4月
某日に四肢の異常感覚を自覚し、改めて当科を受診した。当
初はやはりヒステリーを疑ったが、同年9月に四肢の錐体路
徴候が続発したため器質疾患を疑い、頭部MRIを再検し、
McDonald基準での時間的・空間的多発性を満たす多発病変
を認めた。髄液検査でオリゴクローナルバンド陽性、他疾患
除外を経てMSと診断した。ステロイドパルス療法により症
状が軽快しインターフェロン療法開始によって以後症状の再
発なく経過した。【考察】画像病変を欠くCISが先行したた
めに診断までに時間を要したMS症例と考えた。MSの診断に
画像所見が重要であることは明白だが、画像変化を伴わずに
神経学的脱落症状を繰り返す症例に対するアプローチについ
て文献的考察を加えて報告する。
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B-22
造影MRIでtrident signを呈した視神経脊髄炎関連
疾患（NMOSD）の一例

徳島大学病院卒後臨床研修センター1）、徳島大学神経内科2）

　岸田　盛吾（きしだ　せいご）1）、島　かさ音2）、
　福本　竜也2）、大崎　裕亮2）、山本　伸昭2）、
　和泉　唯信2）

【背景】脊髄造影MRIにおける“trident sign"は、サルコイドー
シスを示唆する。【症例】43歳女性、1か月前に急性発症した
左肩から上肢全般の芯を刺すような疼痛、2週間前に続発し
た両下肢の異常感覚、排尿開始困難感と残尿感とを訴え他院
を受診した。頸椎単純MRIでC4-5椎体レベルの脊髄左側に
T2強調画像で高信号、T1強調画像で低信号、拡散強調画像
で高信号を示す病変を指摘され、当科に入院した。一般内科
的所見に異常なく、意識清明で視神経を含め脳神経に異常な
し。眼科診でも視神経の異常は認めなかった。左上肢広範に
徒手筋力検査3~4の筋力低下を認め、腱反射は四肢で左優位
に亢進し、Babinski徴候は左で陽性。表在感覚異常は、左右
のcervical line陽性かつ下肢で遠位優位の触覚低下、右下肢
の痛覚高度低下を認めた。深部感覚は、左下肢で振動覚高度
低下を認めたが、足趾の受動的関節運動位置覚は正常。母趾
探し試験は正常、母指探し試験で左上肢を固定肢とした時に
異常を認め、左上肢の位置感覚障害を示唆した。MRIでその
他の脊髄と脳に病変を認めなかった。ガドリウム造影MRIで
頸髄に“trident sign"と捉えられる背側軟膜下優位かつ中心管
に向かう造影効果を認め、脊髄サルコイドーシスを疑ったが、
胸部CTで肺門リンパ節の腫大はなく、血清・髄液のACE上
昇はなかった。入院後ステロイドパルス療法、血漿交換によ
る治療開始後、症状増悪は停止した。その後血清抗AQP4抗
体陽性と判明し、入院後第18病日に再検したMRIでC3-C6椎
体レベルに及ぶ髄内長大病変を認め、NMOSDによる頸髄炎
と診断した。【結論】頸髄病変は生検実施困難なため、疾患
特異的画像所見に関する知見は重要である。“trident sign"は
脊髄サルコイドーシスの診断に有用だが、NMOSDでも類似
所見を呈しうるため注意を要する。
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B-23
海綿静脈洞近傍の隆起性病変による多発脳神経麻痺
を呈し、サルコイドーシスが原因と考えられた一例

岡山大学病院脳神経内科
　池上　憲（いけがみ　けん）、菱川　望、表　芳夫、
　河原　由子、武本　麻美、太田　康之、山下　徹、
　阿部　康二

【症例】61歳、男性【主訴】右眼瞼下垂・複視【既往】高血
圧症【現病歴】2018年5月に複視が出現し頭を左へ傾けると
改善した。同年9月から右眼瞼下垂が出現し、複視は頭位変
換では改善せず、上下方向のずれが増大した。同年12月に前
医を受診し、重症筋無力症が疑われた。しかし、AChR抗体
などの自己抗体は陰性で、テンシロン試験では症状の改善な
く、反復刺激試験ではwaningを認めなかったので経過観察
となった。しかし、その後も緩徐に悪化したため、7月に当
科へ入院となった。【神経学的所見】瞳孔径は3mm/3mm、
対光反射（直接・間接）は両側迅速、右優位の眼瞼下垂、眼
球運動では高度な右外転制限、軽度の右内転制限を認めた。

【検査所見】血液検査ではAChR抗体やMuSK抗体を含む自
己抗体は陰性で、可溶性IL-2受容体抗体は692U/mlと増加し
ていた。髄液検査では蛋白 83mg/dlと増加し、血清・髄液
のACEやリゾチームの増加は認めなかった。胸部X-pで
Bilateral hilar lymphadenopathyを認め、Gaシンチグラフィ
で同部位の高集積を認めた。気管支鏡で縦郭リンパ節の針生
検を施行し、病理検査で非乾酪性肉芽種を確認した。頭部
MRI（CISS法）で、海綿静脈洞の右後方に約8mm大の隆起
性病変を認めた。【臨床経過】海綿静脈洞近傍の隆起性病変
により、右III、IV、VI脳神経を圧迫していると考えた。頭
部の隆起性病変は生検困難であった。ステロイドパルス

（mPSL 1000mg/dayを3日間）を2回行い、PSL 60mg/dayで
後療法を開始した。約2週後から右眼瞼下垂が顕著に改善し、
複視も緩徐に改善した。4週後からPSLを漸減したが再燃は
認めていない。治療開始4週後の頭部MRIでは隆起性病変は
不変であった。【考察】サルコイドーシスによる脳神経麻痺
としては顔面神経麻痺が多いが、動眼神経や外転神経麻痺の
報告は少ない。本例では海綿静脈洞近傍に限局した肥厚性肉
芽種性硬膜炎を呈したと考えた。ステロイド治療による臨床
症状への反応性は良好であったが、頭部MRIでは病変の縮小
は認めておらず、慎重に経過観察を行う方針である。
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B-24
小脳型Wernicke脳症の1例

脳神経センター　大田記念病院　脳神経内科
　寺澤　由佳（てらさわ　ゆか）、中道　淳仁、佐藤　恒太、
　下村　怜、姫野　隆洋、下江　豊、高松　和弘、
　郡山　達男

症例は82歳男性。入院1ヶ月ほど前から両手足先のしびれを
自覚していた。2週間前に数日間、朝方の嘔吐を認めた。そ
の頃から歩行時ふらつきがあり、転倒し骨折したためギブス
固定で自宅療養していた。2日前に嘔吐下痢があり朝から呂
律が回っていないことに家人が気づき前医受診となった。
CDトキシン陽性であり偽膜性腸炎との診断で前医入院した。
下痢は改善傾向となったが入院2日目に構音障害が増悪し頭
部MRIで異常を認めたため当院転院となった。来院時、意識
は傾眠であるが呼びかけに開眼し指示入りは可能、著明な構
音障害を認め見当識障害の有無の判定は困難であった。明か
な四肢麻痺はなく四肢の失調を認めた。胸部レントゲンで心
胸比拡大あり、心電図でⅡ、Ⅲ、aVF、V4-V6でST低下、T
波陰転化を認めた。頭部MRIでは両側小脳に拡散強調像で高
信号、FLAIRでも高信号の左右対称性のび慢性病変を認め
た。髄液検査では細胞9/μlと軽度のみ上昇、蛋白58mg/dl、
糖111mg/dl（同時血糖138mg/dl）であった。心臓超音波検
査ではEF61.1%と収縮機能に異常はなく、拡張障害を疑う所
見であった。ビタミンB1補充を含む全身管理および心不全
治療を行い、全身状態の改善傾向とともに意識状態、神経症
状は改善傾向となった。後日確認できたビタミンB1は5ng/
pg以下であり、Wernicke脳症と診断した。
典型的なWernicke脳症の画像所見としては視床内側、第4脳
室周囲や乳頭体の拡散強調像およびFLAIRでの左右対称性
の高信号病変が有名である。本例は画像は非典型的であった
が病歴から早期にWernicke脳症を疑い治療介入を行い良好
な転帰を得た。Wernicke脳症の画像所見として、両側小脳
病変も報告が散見されており、示唆に富む症例と考え報告す
る。
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B-25
多巣性壊死巣を認めたシェーグレン症候群に伴う脳
症の一例

国立病院機構東広島医療センター　脳神経内科1）、
同　病理診断科2）

　山田　英忠（やまだ　ひでただ）1）、琴崎　哲平1）、
　北村　樹里1）、万代　光一2）、末田　芳雅1）

【症例】69歳女性
【主訴】発熱、意識障害
【現病歴】シェーグレン症候群に対しプレドニゾロン5mg/日
内服していた。X年4月下旬から37℃台の発熱、意識障害を
認め5月初旬に当科に入院した。

【現症】体温37。2℃、血圧120/70mmHg、心拍数160回/分（心
房細動）、JCS 10、指示には従えないが、自発的な四肢の運
動あり、左右差は無かった。

【検査所見】血液生化学検査でCRP 16。1mg/dL、抗SS-A抗
体262U/mLと高値、ANCA、抗リン脂質抗体、クリオグロ
ブリンは陰性だった。髄液細胞数の増多なし、蛋白163mg/
dLと高値だった。頭部MRI拡散強調画像で右視床、脳梁膨
大部、前頭葉白質に高信号域、T2強調画像で両側深部から
皮質下白質に高信号域を認めたが、造影効果は無かった。

【経過】シェーグレン症候群に伴う脳症として入院1-3日目、
8-10日目にメチルプレドニゾロン1000mg/日点滴静注、プレ
ドニゾロン60mg/日内服し、一時JCS3に改善したが入院11
日目よりJCS30となった。髄液蛋白はさらに上昇し、頭部
MRI拡散強調画像で両側側脳室周囲に新規病変を認めた。入
院13日目に洞停止から心静止となり死亡した。

【病理所見】大脳白質、脳幹に小血管を中心とした多巣性壊
死巣を認めた。血管壁の融解、extravasation、少数の泡沫
組織球の誘導を認めたが、血管内皮の腫大、アストロサイト
の増殖、好中球浸潤、線維素血栓、アミロイド沈着、血管内
悪性リンパ腫を疑う所見は無かった。

【考察】シェーグレン症候群に伴う脳症の病理所見として神
経細胞の脱落、多発性軟化壊死巣、血管周囲の炎症細胞浸潤
などが報告されており、軟化壊死の背景として小血管の血管
炎、血栓形成による虚血が想定されている。本例も虚血の関
連が想定されるが、クリオグロブリン血症は否定的で、明ら
かな血管炎や血栓形成の所見は認めなかった。
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B-26
硬膜肥厚を伴う自己免疫性辺縁系脳炎の50歳女性
例

広島市立広島市民病院　研修部1）、
広島市立広島市民病院　脳神経内科2）

　神崎　佑佳（かんざき　ゆか）1）、内藤　裕之2）、
　石川　若芸2）、田妻　卓2）、林　正裕2）、峰　奈保子2）、
　杉本　太路2）、野村　栄一2）、山脇　健盛2）

【主訴】意識障害【現病歴】2019月7月下旬より食欲不振が出
現した。2週間後自宅で倒れている所を発見され他院に救急
搬送された。意識障害、電解質異常、横紋筋融解症、たこつ
ぼ型心筋症、誤嚥性肺炎を認めた。頭部MRIで左側頭葉内側
に拡散強調画像（DWI）、FLAIRで高信号を認め、アシクロ
ビル（ACV）が開始された。辺縁系脳炎が疑われ、前医入
院第4病日に当院へ転院した。【既往歴】双極性感情障害【入
院時所見】JCS10、BMI 13.3kg/m2、発語なし、両上肢は屈
曲位で下肢は伸展位。四肢に麻痺はなく、疼痛刺激に左右差
なく反応。四肢の腱反射は正常、病的反射は陰性。血液検査
ではPR3-ANCA陰性、MPO-ANCA陰性、抗SS-A抗体陰性、
ACE 4.1U/L、IgG4 10.8mg/dL。髄液検査では細胞数や蛋白
上昇なし、IgG index 0.95。造影MRIで左側頭葉内側、視床
に造影効果を伴わないDWI、FLAIRで高信号病変と左前頭
部に硬膜肥厚を認めた。【入院後経過】電解質補正、栄養管
理を行い、ACVは継続し、当院入院第1病日よりステロイド
パルス療法を3日間施行した。入院第2病日には発語を認め、
入院第6病日に髄液HSV-PCRが陰性でありACVを中止した。
同日のMRIでは左側頭葉内側の腫脹は軽減し、右側頭葉内側
の病変が顕在化した。ACV中止後も意識レベルは徐々に改
善した。入院第14病日に再検したMRIで硬膜肥厚の改善を認
めた。短期記憶障害は残存していたが、経口摂取ができるま
で状態改善したため、紹介元へ転院となった。後日、辺縁系
脳炎に関連する自己抗体（NMDA、AMPA、GABA（A）、
GABA（B）、mGluR1、GluR5、LGI1、Caspr2、DPPX、
Neurexin3、Iglon5）陰性が判明した。【考察】硬膜肥厚を伴
う自己免疫性辺縁系脳炎の一例を経験した。肥厚性硬膜炎の
原因となる疾患は否定的であり、ステロイド治療後に改善し
ていることから辺縁系脳炎に関連した硬膜肥厚と考えた。自
己免疫性辺縁系脳炎に硬膜肥厚を伴う症例は稀であり、文献
的考察を踏まえて報告する。
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B-27
風疹のワクチン接種後に発症し、シェーグレン症候
群に合併した抗MOG抗体陽性大脳皮質炎及び脊髄
炎の一例

広島赤十字・原爆病院脳神経内科
　井門　和貴（いもん　かずたか）、雜賀　徹、
　茶谷　裕、才野　正新、荒木　武尚

症例は34歳女性。X-1年10月中旬に風疹のワクチン接種を施
行された。11月上旬から頭痛があり、市販薬で様子を見てい
た。11月12日に全身痙攣が出現し入院となった。脳MRIで左
頭頂葉にFLAIR高信号、灌流画像で同部位に血流亢進が見
られた。髄液検査で単核球有意の細胞増多（51/μl）を認め、
アシクロビル投与を開始した。しかし、11月22日に右下肢の
皮質性感覚失調と脱力が見られ、髄液細胞数の更なる増加

（483/μl）を認め、ステロイドパルス療法を施行した。11月
30日より両眼の視力低下および右同名半盲が出現した。眼科
受診では視神経炎の所見はなく、視神経以降の視路の障害が
疑われた。脳MRIではFLAIR高信号が左後頭葉から頭頂葉、
帯状回まで拡大していた。2回目のステロイドパルス、およ
びエンドキサンパルスを施行したが、12月3日には症状はさ
らに進行し、両下肢、右三角筋を中心とした上肢近位筋、右
僧帽筋の筋力低下も出現。12月4日より血漿交換を開始し、
両下肢筋力低下は不変であったが、眼症状、両上肢筋力低下
の著明な改善を認めた。X年1月の脊髄MRIでは頸髄から胸
髄にかけて前側索を主体とした多数のT2高信号病変が見ら
れた。血液検査では抗SS-A抗体が陽性であり、口唇生検で
小唾液腺におけるリンパ球及び形質細胞の浸潤を認め、
シェーグレン症候群と診断した。また、後日判明した外注検
査で抗MOG抗体が陽性であった。シェーグレン症候群で脳
病変を伴うことは46%と稀ではないが、白質病変が主体であ
り、皮質病変は稀である。また、シェーグレン症候群におけ
る抗MOG抗体陽性の報告は少なく、抗MOG抗体関連疾患と
しては視神経炎はなく大脳皮質病変が主体であり、ステロイ
ドに対する反応性が不良であった点が非典型的であった。
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B-28
抗LGI1（leucine-rich glioma-inactivated 1）
抗体陽性辺縁系脳炎の1例：発作時脳波活動と脳血
流動態の病態指標としての可能性

広島大学病院　脳神経内科
　石橋　はるか（いしばし　はるか）、音成　秀一郎、
　青木　志郎、上野　弘貴、細見　直永、丸山　博文

【症例】29歳、右利き女性【現病歴】2019年5月からの微熱と
頭痛で6月中旬に前医を受診した。頭部MRIで左基底核と側
頭葉内側にT2WI高信号病変あり、急性ヘルペス脳炎として
加療されるも7月下旬より意識障害を呈し、顔面と上肢の異
常運動を間欠的に認め8月中旬に当科転院した。【入院時所見】
意識減損発作を頻回に認め、口部自動症または口部と左上肢
のジストニー発作（FBDS：faciobrachial dystonic seizure）
を伴った。発作間欠時はJCS1-3、指示は入るが自発言語は乏
しく復唱や物品呼称は困難で短期記憶障害も認めた。低Na
血症を認めたが髄液検査は正常で、頭部MRIは左側頭葉内側
と両側島皮質にT2WI高信号病変を認め、造影効果は伴わず、
海馬や側頭葉外側にASL（arterial spin labeling）で血流亢
進を示唆する所見を伴った。発作時脳波では左中側頭部（T3）
より出現するα帯域の律動波を認めた。腫瘍の合併はなく、
血清抗LGI1抗体陽性を後に確認した。【経過】非ヘルペス性
辺縁系脳炎としてステロイドパルス（計3クール）と大量免
疫グロブリン療法（計1クール）で治療を開始し、PSL 0.6mg/
kg/dayで後療法を継続した。部分発作、複雑部分発作に対
してLCMとPERで治療開始し、経時的に脳波所見は改善し、
臨床発作は完全抑制された。頭部MRIでは治療開始後に新規
の異常信号病変を認め、一部は治療抵抗性に残存したが、
ASLでの血流上昇の所見の改善に伴い臨床症状は改善し、高
次脳機能は正常範囲内となり第46入院病日に自宅退院した。

【考察】抗LGI1抗体陽性辺縁系脳炎は髄液異常やMRIでの造
影効果を欠くことがあり、その治療指標は課題だが、本例は
脳波活動と脳血流動態の経時的評価が病態指標となる可能性
を示唆した。自検例（2例）を含めた文献レビューを含め報
告する。
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B-29
頭痛で発症し左手の感覚症状を来した、くも膜下出
血との鑑別を要したリウマチ性髄膜炎の1例

倉敷平成病院
　角田　慶一郎（つのだ　けいいちろう）、野村　恵美、
　鎌田　裕司、涌谷　陽介、重松　秀明、小川　敏英、
　高尾　芳樹

【症例】52歳女性。関節リウマチの診断でプレドニゾロン、
メトトレキサート及びゴリムマブによる治療を受けていた
が、コントロールは不良であった。約8カ月前から時々頭痛
が出現するようになったが、当時の頭部CTで明らかな異常
所見は認められず。半月前から5分間程度の左手の感覚鈍麻
が計3回出現し、1週間前に頭部打撲し、当科を受診した。項
部硬直など髄膜刺激症状は認めず、頭部MRI拡散強調画像、
FLAIR画像で前頭葉・頭頂葉の脳溝に高信号域を認めたた
め、くも膜下出血疑いで入院となった。画像上リウマチ性髄
膜炎の可能性も疑い造影MRIを施行したところ、特徴的な髄
膜の造影効果を認めた。リウマチ性髄膜炎と臨床診断し、ス
テロイドパルス療法を施行した。臨床症状とともに髄液中の
IL-6など生化学所見及び頭部画像所見の改善を認めた。後療
法のPSLを30㎎/日まで漸減しても症状出現無く、経過良好
と判断し転院した。

【考察】リウマチ性髄膜炎は関節リウマチの稀な合併症であ
り、頭部MRIで特徴的な画像所見を呈することが知られてい
る。くも膜下出血と類似した所見を呈することが報告されて
いるが、本症例も当初くも膜下出血が疑われたものの、リウ
マチ性髄膜炎を鑑別に挙げたことで、速やかに診断し治療を
開始することが可能となった。リウマチ性髄膜炎は稀な疾患
ではあるが、画像的特徴を理解しておくことは重要であり、
文献的考察とあわせて報告する。
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B-30
急性発症の左片麻痺で来院し、神経核内封入体病と
診断した1例

県立姫路循環器病センター脳神経内科1）、
川崎医科大学病理部2）、国立病院機構鈴鹿病院脳神経内科3）

　喜多　也寸志（きた　やすし）1）、吉田　幸司1）、
　寺澤　英夫1）、清水　洋孝1）、上原　敏志1）、
　西村　広健2）、曽根　淳3）

【症例】77歳女性【既往歴】3ヶ月前~：物忘れ【家族歴】類
症（-）【現病歴】X日朝：嘔気、14時：左上下肢筋力低下あ
り当センター QQ搬送、脳梗塞疑いで緊急入院【内科学的所
見】BP132/89mmHg、HR89/m（整）、BT38.5℃【神経学的
所見】左利き、JCS10、全失語、左同名半盲、右共同偏視、
左上肢完全麻痺、左膝立て保持可、深部腱反射：減弱/減弱、
Babinski徴 候 陰 性 →NIHSS：26点、 便 秘、 尿 排 出 障 害、
MMSE：22/30点、FAB：7/18点 【 検 査 結 果 】［ 採 血 ］
WBC15600、CRP0.17、LDL160［CSF］細胞数1、蛋白31と
WNL［NCS］正中・腓骨神経CMAP低振幅・軽度伝導遅延、
両側腓腹神経軽度伝導遅延［脳波］基礎波は右半球で軽度徐
波化、右側優位の両前頭部・右中心部に4Hzθ波や2~3Hzδ
波が中等量混入し一部群発［頭部MRI］（X+1日）DWIで両
側前頭葉皮質下白質~皮質に弓状高信号域疑い、ASL画像で
右側頭後頭頭頂葉及び前頭葉で相対的取り込み亢進［頭頚部
MRA］右MCA分枝相対的過灌流［皮膚生検病理］抗ユビキ
チン抗体・抗p62抗体の二重免疫蛍光染色で皮膚線維芽細胞・
脂肪細胞・汗腺細胞内に核内封入体を多数確認【経過】脳梗
塞を疑い制吐剤入り補液・エダラボン及びグリセレブ点滴開
始、尿閉にて膀胱カテーテル留置。X+1日：失語症・左片麻
痺消退。頭部MRI&MRA及び脳波所見より部分てんかん重
積と診断、カルバマゼピン200mg/d内服開始。反復性嘔吐に
対症療法、残尿あり。以上よりてんかんの背景疾患として神
経核内封入体病（NIID）を疑い皮膚・直腸生検にて確定診
断できた【考察】NIIDの急性症状として小脳症状・健忘・
一過性脳虚血発作・発熱に伴う異常行動が報告されている。
本例のTIA様症状は原疾患による部分てんかん重積をその病
態として疑った。
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B-31
VCP遺伝子変異を認め、ALSとIBMの異なる表現
型を示した家族例

香川県立中央病院　脳神経内科1）、
香川大学医学部　総合診療内科2）、
香川大学医学部　神経難病講座3）、
国立精神・神経医療研究センター　神経研究所　疾病研究第
一部4）

　高橋　義秋（たかはし　よしあき）1）、高宮　資宜1）、
　森本　みずき1）、森本　展年1）　、高田　忠幸2）、
　鎌田　正紀3）、西野　一三4）

【症例1】65歳、男性【主訴】歩行障害、四肢筋力低下【現病
歴】X-1年3月頃から下肢挙上不良、歩行障害が出現、同年12
月頃から握力低下を自覚した。X年5月、香川大学附属病院
を受診し精査目的に入院。【入院時現症】球麻痺所見は認めず、
下肢近位優位に四肢筋力低下と筋萎縮を認めたが、上位運動
ニューロン徴候は認めなかった。【入院後経過】筋生検で小
角化線維とRimmed vacuoleを散見しIBMと診断された。【症
例2】63歳、女性【主訴】歩行障害、四肢筋力低下【現病歴】
X-4年10月頃から右下肢挙上不良、歩行障害が出現し緩徐に
悪化、X年3月頃から右手指脱力を自覚。同年4月下旬、当科
受診し精査目的に入院。【入院時現症】球麻痺所見は認めず、
右優位に四肢筋力低下と筋萎縮を認め、四肢深部腱反射亢進、
病的反射を認めたが、fasciculation、感覚障害は認めなかった。

【入院後経過】頭部MRI、頚椎MRIで症状の原因となる病変
は認めず、針筋電図で左下肢に神経原性変化を認めた。筋生
検（右上腕二頭筋）で、小角化線維を認めたが、IBMを示唆
する炎症細胞浸潤や、Rimmed vacuoleは認めず、ALS（El 
Escorial診断基準：clinically probable）と診断した。退院後、
VCP遺伝子変異（c.277 C>T、p.R93C）が判明した。兄の
VCP遺伝子についても確認したところ、本例と同じp.R93C
ミスセンス変異を認めた。【考察】VCP遺伝子変異は、骨
Paget病、前頭側頭型認知症を伴う封入体性ミオパチー

（IBMPFD）の原因遺伝子として同定されたが、ALSでも
VCP遺伝子変異が報告され、IBMPFDとALS間の表現型の
重複が指摘されている。本例は同一家系内にIBMとMNDの
異なる表現型を認め、VCP遺伝子と変性疾患の関わりを考
える上で重要な症例と考えた。
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B-32
筋強直性ジストロフィーとの鑑別を要した中心核ミ
オパチーの一例

川崎医大附属病院脳神経内科1）、病理部2）

　宗兼　麻美（むねかね　あさみ）1）、深井　雄太1）、
　久徳　弓子1）、逸見　祥司1）、大澤　裕1）、
　村上　龍文1）、三原　雅史1）、砂田　芳秀1）、
　西村　広健2）

【患者】40歳男性【主訴】筋力低下、筋萎縮【現病歴】帝王
切開で出産、新生児仮死で出生。幼少期はやや発達が遅い程
度で問題なかった。5歳ごろから、毎日のように転倒しており、
走るのが遅いことに気が付いていた。8歳ころより両側の尖
足がみられた。12歳で両側アキレス腱延長術を行った。その
後も筋力低下は進行し階段昇降に手すりが必要になった。16
歳ころからは走ることが困難になった。37歳頃に階段から転
倒し、車椅子を使用するようになった。当時3歳の息子が、3
カ月健診で発達の遅れを指摘され、先天性ミオパチーの疑い
と言われ不安になったため、当院を受診した。【家族歴】父
に同様の進行性筋力低下があり、65歳で心不全で死亡。【身
体所見】側頭筋や顔面筋を含む体幹・四肢の筋力低下あり。
翼状肩甲あり。Gowers徴候陽性。腓腹筋仮性肥大あり。禿
頭あり。叩打ミオトニアなし。【検査所見】血清CK値正常。
12誘導心電図異常なし。呼吸機能はVC 56.1%と軽度低下。
針筋電図は上腕二頭筋でミオトニア放電を認めた。骨格筋
MRIでは筋により選択性のあるT2WI信号変化を認めた。筋
病理では筋線維の大小不同があり、ほとんどの細胞で中心核
を認めた。縦断面では核の鎖状配列を認めた。Type1線維優
位。遺伝子検査でDNM2遺伝子変異を認めた。【考察】特徴
的な顔貌、びまん性の筋力低下、針筋電図でのミオトニー放
電を認めたことから、筋強直性ジストロフィーとの鑑別を要
した中心核ミオパチーを経験した。ミオトニー放電を呈す疾
患として、中心核ミオパチーはあまり知られておらず、文献
的考察を加えて報告する。
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B-33
顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー様の症状を呈した
SRP抗体陽性免疫介在性壊死性ミオパチーの61歳
男性例

山口大学脳神経内科1）、国立精神神経医療研究センター2）、
慶応義塾大学神経内科3）

　佐野　泰照（さの　やすてる）1）、佐藤　亮太1）、
　大石　真莉子1）、清水　文崇1）、本田　真也1）、
　藤澤　美和子1）、尾本　雅俊1）、古賀　道明1）、
　川井　元晴1）、西野　一三2）、鈴木　重明3）、神田　隆1）

【主訴】四肢・体幹の筋力低下
【家族歴】類症なし
【現病歴】2017年5月（60歳）近医で高CK血症を指摘された。
2018年3月頃（61歳）から両腕の挙上が困難になった。5月に
はジェット風船を膨らますことができなくなり、しゃがみ立
ちが困難となった。近医入院し、高CK血症および筋生検よ
り免疫介在性ミオパチー（IMNM）が疑われ、9月7日よりプ
レドニゾロン（40mg/日）が開始された。CKは軽度低下し
たが、臨床症状は徐々に増悪した。10月下旬当科を紹介受診
し、11月初旬当科入院となった。

【入院時現症】意識清明、脳神経ではMMT5-程度の口輪筋の
筋力低下を認めた。頸部屈筋のMMTは3-、大胸筋と前鋸筋
は3程度の筋力低下があり、翼状肩甲を認めた。四肢近位筋
は4～5-程度の筋力低下を認めたが、遠位筋は正常であった。
筋力に左右差は認めなかった。Beevor signは陽性であった。

【検査所見】CK 2227U/Lと高値であった。RNA免疫沈降法
を用いた測定でSRP抗体が陽性であった。骨格筋CTで両側
の肩甲下筋、大胸筋、前鋸筋、上腕二頭筋の萎縮を認め、大
殿筋・大腿屈筋群も萎縮していた。筋生検では壊死再生線維
を認め、少数の筋線維に補体の沈着を認めた。FSHD1およ
びFSHD2を示唆する遺伝子異常は認めなかった。

【臨床経過】プレドニゾロンは継続し、IVIGを施行したとこ
ろCKは次第に低下し筋力も徐々に改善した。11月下旬より
タクロリムスを追加し、プレドニゾロンは漸減していった。
12月末にはCKは正常化した。IVIGはmonthlyで計6クール実
施した。筋力は以後徐々に改善し、翼状肩甲も軽快した。

【考察】顔面筋罹患や翼状肩甲などFSHD様の症状を呈した
SRP抗体陽性IMNM例の報告は複数報告されているが、顔面
筋罹患がありかつ遺伝子診断にてFSHDが否定された例は本
例以外にはなく、貴重な例と考えられた。
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B-34
抗横紋筋抗体陽性の重症筋無力症に合併した
Sporadic  late-onset  nemaline myopathy
（SLONM）の1例

鳥取大学医学部脳神経内科
　金谷　優広（かなたに　まさひろ）、足立　正、
　阪田　良一、渡辺　保裕、花島　律子

【症例】66歳、女性。【主訴】呼吸苦、筋力低下。【現病歴】
2007年より易疲労感が出現し、2012年1月当科初診。疲労時
の複視、構音障害、四肢近位筋優位筋力低下を呈し、抗
AchR抗体陽性より重症筋無力症（MG）と診断された。胸
部CTにて巨大胸腺腫を認め同年2月に拡大胸腺腺腫摘出術を
受けたが、手術後免疫治療は拒否した。その後肺活量の低下
と球麻痺、下肢近位筋筋力低下の緩徐進行を認めた。2018年
11月下旬に細菌性肺炎発症し近医入院加療、12月上旬には肺
炎改善したが、Ⅱ型呼吸不全と肺高血圧症、右心不全と診断
され2019年1月初旬に当院循環器内科で入院加療を行われた。
Ⅱ型呼吸不全が持続するため当科転科となった。【現症】意
識清明。著明なるい痩（BMI 13.0）。眼瞼下垂、眼球運動障害、
複視はなく、口輪筋筋力低下、咽頭反射減弱、構音嚥下障害
を認めた。MMT 三角筋4/4、上腕二頭筋5/4、上腕三頭筋
5/4、腸腰筋4/4と近位筋優位筋力低下を認めた。起立、歩行
は可能であった。【検査所見】血液検査はCK正常、CRP 
1.33mg/dL、赤沈 74mm/hと軽度炎症反応を認めた。M蛋白
血症陰性。抗AchR抗体は弱陽性（0.5nmol/L）で、抗横紋筋
抗体である抗Titin抗体、抗Kv1.4抗体が陽性であった。動脈
血液ガス検査はpCO2 63.7mmHgと高CO2血症を認めた。肺
機能検査は%VC 36.6%と低下していた。反復刺激試験で
waningを認めなかった。針筋電図では右上腕二頭筋、右大
腿直筋で早期動員を認めた。左上腕二頭筋生検では、筋線維
の大小不同とネマリン小体を認めた。筋周膜血管周囲に単核
球浸潤を認め免疫染色でHLA-ABCが発現していた。【経過
と考察】今回の呼吸不全はMGに合併したSporadic late-onset 
nemaline myopathy（SLONM）によると考えられた。炎症
性機序も示唆されIVIgとタクロリムス内服開始したところ
呼吸機能は改善傾向となり自宅退院した。MGでは抗横紋筋
抗体陽性筋炎を合併するが、極稀にSLONMを合併した報告
がある。非典型的なMGの場合にはSLONMの可能性も考慮
し筋生検を考慮すべきである。
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B-35
糖尿病性ケトアシドーシルに伴うけいれん時に認め
た両側前頭葉内側の浮腫状変化が遷延した1例

島根県立中央病院神経内科1）、内分泌代謝科2）、放射線科3）

　青山　淳夫（あおやま　あつお）1）、岩佐　憲一1）、
　田原　奈生1）、高吉　宏幸1）、永澤　篤司2）、児玉　光史3）

患者は40歳女性で、既往歴に1型糖尿病がありインスリン自
己注射をしていた。入院日の夜入浴後に受け答えがおかしく
不穏状態となり糖分を補給したがいつものようには改善しな
かった。その後強直性のけいれんが20分あり救急要請。来院
後ジアゼパムで強直は消失し弛緩に移行したが、意識レベル
低下、口唇をなめる自動症、嘔吐あり。高血糖と代謝性アシ
ドーシスから、糖尿病性ケトアシドーシルに伴うけいれんと
診断。頭部単純MRIで両側の前頭葉内側にT2高信号の浮腫
状変化があり脳炎やけいれん後変化を考え入院。抗てんかん
薬と血糖管理を行い2日程度で入院前の状態に改善し退院。
入院後20日目に頭部単純MRIを撮影すると前頭葉内側の浮腫
状変化が増大しており再入院。頭部造影MRIで造影増強効果
はなくT1低信号、T2高信号で脳血流シンチグラフィーで血
流は豊富だった。MRSでNAAの低下とCho増加があり乳酸
ピークも認めた。抗MOG抗体陽性脳炎も含めた脳炎、腫瘍
などを考えたが髄液は前回入院も再入院時も細胞数、蛋白は
正常であった。再入院時に1回のみステロイドパルス療法を
行った。1か月後の頭部造影MRIでは両側前頭葉内側浮腫は
改善傾向であった。抗MOG抗体など自己抗体の陽性は見い
だせず、ヘルペスウイルスなどの感染も否定的。てんかん重
責時の浮腫性変化の遷延を最も考える。小児では急性脳症後
のてんかん重責で中心前後回を除く前頭葉浮腫が知られてい
る。成人においてもてんかん発作後に大脳皮質、海馬、視床、
小脳などに浮腫状変化を呈することが知られているが、前頭
葉内側に限局している頻度は少なく、希少な症例と考え報告
する。
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B-36
CBSを呈し経時的MRIにおいて選択的病変部位の
変化を認めたV180I変異CJDの一例

水島協同病院神経内科1）、老年精神科2）、川崎医大神経内科3）

　太田　仁士（おおた　ひとし）1）、吉井　りつ1）、
　岡田　理之2）、宗兼　麻美3）

【症例】76歳女性【主訴】下肢に力が入らず歩けない【現病歴】
入院1ヶ月前から急に独歩困難となる。【神経所見】意識清明、
HDS-R 26点。下肢筋力低下はないが、歩行は不安定で左足
が床から離れにくく軽度の左跛行。左上肢に軽度の姿勢時振
戦。体幹、上肢の動作時の筋緊張亢進。膝踵試験は左でやや
拙劣。腱反射は左上肢で軽度亢進。左手で手指の模倣が困難。

【検査】MRIのDWIにおける高信号を入院時には両側大脳（右
>左）の皮質にリボン状に認めたが、基底核、小脳には認め
なかった。経過とともに大脳皮質全域に拡大し基底核にも及
んだが尾状核、被殻、視床の一部に限局し、小脳には認めな
かった。
30ヶ月後には小脳以外の脳全体の萎縮が著明となり高信号は
消退しつつある。
脳波：散発性θ波。髄液：τ蛋白陽性、14-3-3蛋白陽性。
PrP遺伝子V180I変異あり【経過】週単位で筋緊張、歩行障
害が進行し約3ヶ月で認知機能障害が明らかとなり、約4ヶ月
でほぼ無動無言状態となった。

【考察】CJDでは各病型により臨床症状と病変の分布が異な
るが、本例においては神経所見とMRI所見の経時的な変化を
観察し病変部位とその進展の仕方が特徴的であった。本例は
神経所見においてはCBSを呈したが、MRIのDWI所見は当
初は大脳皮質に限局しており経過とともに大脳白質、基底核
にも進展し、特に大脳からの入力線維が多い新線条体の尾状
核と被殻に明瞭な高信号を認めた。しかし視床は一部であり、
旧線条体の淡蒼球、小脳においては全く所見を認めず、病変
部位における著明な選択性が特徴的であった。
CBSの背景病理では変性疾患のCBDが多いが、変性疾患で
は病変部位の選択性が顕著であり、進展様式がプリオン病に
類似していることから、近年プリオノイド仮説が提唱されて
いる。プリオン病である本例のMRIにおける病変部位の進展
様式と選択性はこの仮説を支持する所見と思われた。

－ 82 －




