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第67回: 両下肢障害型筋萎縮性側索硬化症の一例
(H24.1.27)

浦野　義章 (司会・担当医，神経内科学)，萩野　美恵子 (主治医，神経内科学)，

原　敦子 (病理学)

臨床経過及び検査所見

症　例: 死亡時63歳男性

入院期間: ○○年○月○日〜○○年○年○日

主　訴: 呼吸苦

現病歴

　○○年より時折朝方に両足の突っ張りを自覚するよ

うになった。

　○○年○〜○月頃より足の指先の冷感を自覚するよ

うになった。同時期に50〜60 mほど歩行した際に両下

肢 (膝関節周囲) の筋肉の突っ張りのため歩けなくなる

ことがあったが，症状はこの一回のみであった。心配

になり，○○大学病院を受診するも採血上は異常を指

摘されず，終診となった。

　○○年より両足先の痺れ，足の突っ張りが毎日出現

するようになり，階段を上る際につま先が引っかかる

ようになった。

　○○年○月○日，北里大学病院神経内科を初診。精

査目的にて○月○日に精査入院した。筋電図所見より

原因の特定できない慢性ニューロパチーの臨床診断に

至り，ステロイドによる治療を開始したが効果は認め

られなかった。その後，外来にて精査加療を予定して

いたが同年○月○日の外来受診を最後に，受診を自己

中断していた。

　その後，足が絡まり平地で転倒するようになり，○

○年初旬より両下肢の脱力が急速に進行したため，同

年○ 月○日に当科を再受診し，本人の希望もあり○○

大学病院神経内科を紹介受診した。同院にて精査さ

れ，両下肢の筋力低下・筋萎縮，両側膝蓋腱反射亢進

を認め，電気生理学的に全身性の運動神経の障害が疑

われたため，筋萎縮性側索硬化症と診断された。退院

後は当院への通院を希望し，同年○月○日に再度受診

した。受診時には球麻痺症状や上肢の筋力低下は認め

なかった。

　○○年夏頃から息切れを自覚することがあり，呼吸

機能は軽度低下を認めていた。

　○○年には比較的下肢筋力低下に限局していた症状

が全身に進行し，嚥下障害もみられ食事摂取量が低下

した。そのため同年○月○日に胃瘻を造設した。しか

し胃瘻は使用せずに，粥などを経口摂取していたが，

摂取量は低下していき，体重は減少していった (約1年

で70 kg→54 kg)。また呼吸機能障害も進行し，NPPVを

導入するも，本人はあまり使用していなかった。

　○○年○月○日午前中に軽度呼吸苦を自覚，SpO2が

76%と低下していたため，救急車にて当院に搬送され

た。来院時，発熱なく，SpO2 98% (O2 3 l/min)。血液

ガスにて高CO2血症 (95.6 torr)，低O2血症 (50.3 torr，R/

A) を認めた。pH 7.314，HCO3
-は高値であり，慢性的

な経過が考えられ，NPPVの再度指導，栄養状態の改

善目的に同日入院した。

既往歴

　高血圧 (○○年の○○大学受診時から高血圧のコント

ロール開始)

家族歴

　特記すべきことなし (神経疾患の家族歴なし)，血族

婚 (-)

生活歴

　喫煙 (15歳から現在まで15〜20本/日)，飲酒 (週2日，

1日発泡酒1缶350 ml)

アレルギー歴: 特になし

常用薬

　リルテック 100 mg 2×，アダラートCR 20 mg 1×，

ディオバン 40 mg 1×，エパデールS300 6包3×，ムコ

ソルバン 45 mg 3×，ムコダイン 1,500 mg 3×

入院時現症

(一般身体所見) 身長: 不測，体重54.1 kg，BT 36.9℃，

BP 132/79 mmHg，HR 96/min，SpO2 93% (O2 0.5 l/

min)。肺野: 清，浅呼吸で呼吸音減弱，両足爪白癬。

その他特記すべき事項なし。

(神経学的所見) 意識清明，軽度構音障害

脳神経: 視力正，視野正，眼裂左右差なし，眼瞼下垂

なし，EOM full，眼振なし，複視なし，瞳孔3/3，

対光反射+/+，明らかな顔筋麻痺なし，聴力正常，
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めまいなし，耳鳴りなし，軽口蓋拳上可能だがや

や弱い，咽頭反射+/+，嚥下障害あり，舌; 偏倚な

し，萎縮経度・繊維束攣縮あり

運動: トーヌス; 上肢正常，両下肢やや低下，筋委縮;

頸部以下全身，繊維束攣縮; 両側前腕・大腿

MMT: 胸鎖乳突筋4/4，僧帽筋4/4，上腕二頭筋4/3-，

上腕三頭筋4+/4，手首背屈 4/3，掌屈4+/4-，腸腰

筋1/1，大腿四頭筋3/3-，大腿屈筋群1/1，腓腹筋

3+/2，前頸骨筋1/1。握力7/2 kg。

感覚: 触覚正常，痛覚正常。

反射: 下顎-，四肢-/-，病的反射; Hoffmann -/-，

Trömner -/-，Babinski -/-，Chaddock -/-，

協調: DDK -/×

立位，歩行: 不能

項部硬直なし

膀胱直腸障害: 便秘あり

検査所見

血液ガス (room air): pH 7.314，pCO2 95.6 Torr，PO2 50.3

Torr，HCO3 47.2 mmol/l，BE 16.4 mmol/l，SO2 82.0%

血算: WBC 6,400/μl (Neut 67.3%，Eosino 2.7%，Lymph

19.7%，Mono 7.0%，Baso 0.5%)，RBC 4.22 × 106/μl，

Hb 14.3 g/dl，Ht 44.3%，MCV 105.0 fL，MCH 34.0

pg，MCHC 32.4%，Plt 31.3 × 104/μl

生化学: T.P 6.6 g/dl，Alb 4.1 g/dl，T.Bil 0.6 mg/dl，GOT

19 IU/l，GPT 19 IU/l，ALP 174 IU/l，γ-GTP 25 IU/l，

LDH 179 IU/l，CK 45 IU/l，BUN 14.4 mg/dl，Cr 0.22

mg/dl，UA 4.6 mg/dl，Na 143 mEq/l，K 4.6 mEq/l，

Cl 96 mEq/l，Glu 105 mg/dl

免疫: CRP 0.17 mg/dl

感染症: HCV抗体 (-)，HBs-Ag (-)，TPLA (-)，RPR (-)

画像検査

胸部XP (○○/○/○): CTR 44%，明らかな浸潤影なし，

両側CP angle sharp

胸腹部CT (○○/○/○):

(肺野) 肺には結節や肺炎を疑う所見はなし。胸尖部

に胸膜肥厚とわずかな網状影を認め，陳旧性炎症

性変化と考えられる。縦隔リンパ節腫大や胸水貯

留は認めない。

(腹部) 胃瘻造設。肝S7に!胞。その他腫瘤影は指摘

できない。胆，膵，脾，副腎，腎，膀胱，前立腺

に異常は指摘できない。結腸が著明に拡張。腹水

や腹部リンパ節腫大は認めない。全身の筋の萎縮

が著明。

入院後経過

　採血，画像上，肺炎などの感染を示唆する所見は認

めず，呼吸苦はALSの自然経過によるものと考えられ

た。入院後，NPPVに呼吸を合わせることが出来ず，

酸素投与にて経過観察していたが，呼吸状態は比較的

急速に悪化した。○月○日の夕方より意識障害を認

め，血液ガス上，高CO2血症の増悪 (PaCO2 108.3 torr)

を認めた。NPPVを再開したが，状態は回復せず，○

月○日○時○分に永眠した。

臨床上の問題点

　両下肢の症状から発症し，約7年にわたり症状が比較

的下肢に限局した。その後，全身に症状が拡大し，急

速に進行した点がALSとしては非典型的であり，下肢

の症状はALSの症状の一つか他の病因があるのかが問

題点である。

病理解剖所見

A. 筋萎縮性側索硬化症 (初発症状出現から約9年の経過)
(1) 剖検所見

・肉眼所見

　四肢骨格筋の萎縮高度。大脳 (1340g) は前頭葉に萎

縮あり。圧痕なし。小脳・脳幹著変なし。脊髄は全体

的に細く萎縮傾向。前根は後根に比べ細く褐色調を

呈する (後根は白色調) (図-1)

・組織所見

　一次ニューロン

①運動皮質

・大脳中心前回: 表層 (軟膜面) がやや海綿状変化

を示す。運動皮質にはBetz巨細胞を中心とした

大型錐体細胞の残存をみるも変性 ( c e n t r a l

chromatolysisやリポフスチン沈着など) を伴う

(図-2)。Gliosisはごく軽度にとどまる。TDP-43

陽性細胞は認めなかった。

・内包後脚 (伝導路): reactive gliosisとmacrophage

の浸潤が目立つ。

②錐体路

・延髄錐体路: 有髄神経線維の減少及びmacrophage

の浸潤を認める。

・脊髄側索路・前索路: 有髄神経線維の減少及び

macrophageの浸潤を認める (図-3)。各レベル (頸

髄・胸髄・腰髄) での相違はなし。

＊海馬にはごく少量のTau陽性神経細胞を見る

が，UbiquitinおよびTDP-43陽性細胞は認めな

かった。

二次ニューロン

①脳神経運動核

・顔面神経核 (橋)・三叉神経運動核 (橋) に軽度の

神経細胞変性とreactive gliosisを見る。舌下神経

核 (延髄) に神経細胞変性脱落とreactive gliosisを

見る。

②脊髄前角
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図1.  脊髄の肉眼所見

図3.  脊髄側索・前索Klüver-Barrera染色

図5.  脊髄前角細胞TDP-43免疫染色

図2.  大脳中心前回組織像

図4.  脊髄前角組織像

図6.  腸腰筋組織像。神経原性変化 (群性萎縮，脂肪

組織増生，膠原線維の増生) を認める。
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・萎縮し，前角運動神経細胞の脱落消失高度 (レ

ベル (頸髄・胸髄・腰髄) での相違はなし) (図-4)

・そこを埋めるようにreactive gliosisとmacrophage

が浸潤

・残存する神経細胞には，胞体の円形化・Nissl小

体不明瞭化や核偏在 (central chromatolisis)・核濃

縮・リポフスチン沈着・spheroidの形成といっ

た変性を見る。

・神経細胞質内にBunina小体 (＋，少数) (図-4)

・Glia (封入体様) および神経細胞質内 (顆粒状) に

TDP-43陽性 (ただしごく小数) (図-5)

③根: 前根は軸索変性及び脱髄高度。後根は著変な

し。

骨格筋　

神経原性変化 (群性萎縮，膠原線維と脂肪組織の

増生) (図-6)

高度→僧帽筋・腸腰筋　　

中等度→舌・肋間筋・胸鎖乳突筋・横隔膜

＊なお坐骨神経には，KBおよびBodian染色を含め著

変を認めなかった。

(2) 治療: なし

B. 随伴病変およびその他の所見
1.肺 (450 g/580 g)

　うっ血水腫，胸水両側少量 (褐色調清明)

2.肝 (1,000 g)

　うっ血，小葉中心性壊死，門脈域周囲胆管増生

3.腎 (130 g/140 g)

　うっ血，慢性腎盂腎炎

4.脾 (100 g): うっ血

5.心 (340 g)

　右室腔拡大，後壁に陳旧性線維化巣，冠動脈粥状

硬化，心!液20 ml (黄色清明)

6.胃瘻留置の状態

7.大動脈分岐部に粥状硬化 (中等度)

8.正細胞性骨髄 (L1)

　C : F = 1 : 1，M : E = 3 : 1，Mgk = 3個/mm2

9.身長 183 cm，体重 54 kg

コメント

　剖検上，一次運動ニューロン・二次運動ニューロン

共に高度な変性所見が認められ，組織学的にも筋萎縮

性側索硬化症に合致すると考えられた。なお，肉眼レ

ベルでも脊髄前根の褐色調変化 (=ミエリンの高度減

少) が確認できた。これにより，本症例が長期の経過を

辿った事，また障害を受けた順序が下肢からであった

事が推定される。直接死因については，本例では呼吸

筋に神経原性変化がみられ，一方気管支肺炎像はほと

んど見られなかったことより，原病に基づく換気呼吸

不全で死亡したと考えられる。

＊なお免疫染色では脊髄前角にリン酸化TDP-43陽性神

経細胞・グリアが少量ながら見られた。大脳では見

られなかったが，蓄積TDP-43が神経変性に何らかの

関与を行っている (TDP-43 proteinopathy??) ことが推

察される。

司会者のコメント

　ALSには典型的な四肢発症型以外にも，頻度は少な

いが長期間にわたり，上肢，下肢，または球症状に限

局する亜型が存在する。本症例は両下肢の症状から発

症し，約7年にわたり症状が比較的下肢に限局してお

り，臨床的には両下肢障害型 (Flail leg) と考えられた。

病理では脊髄の馬尾だけにやや褐色調変化が認めら

れ，ミエリンの高度減少が確認された。病理学的にも

上肢領域の変化に比し，下肢領域の変化が強いことが

確認され，長期にわたり下肢に限局した臨床経過を裏

付けする結果が得られた。


