




編集者のことば

　神経筋疾患は神経内科の扱う領域のうちで最も神経内科らしい部分を占めている．言う

までもなく筋・末梢神経系は主に四肢・体幹や胸腹部に位置し，筋炎・末梢神経炎・腫瘍・

遺伝性疾患などの神経筋固有疾患のみでなく，それらの部位の内科疾患に呼応した各種の

症候・病態を示す．結合織病・リウマチ性疾患や血管炎，糖尿病に代表される内分泌代謝

疾患，肝・腎・血液疾患に伴う各種合併症など枚挙にいとまがない．これまでに脳脊髄疾

患については研修医・神経内科専門医向けの優れたケーススタディ本があるが，不思議な

ことに神経筋疾患に関してはまとまった本は出版されていない．特に神経筋疾患に関する

電気生理と生検病理診断のエキスパートが共同で表した本は未だない．本書を作成しよう

とした意図の一つはそこにある．しかし，もう一つには，今後の高齢化社会や病院・施設・

在宅へと多極化する医療に向けた卒後研修や総合内科・総合診療の専門医教育において神

経筋疾患のケーススタディは避けて通れない重要な課題であると確信するからである．ま

た，電気生理，画像，血液生化学，組織検査に携わる検査医学領域の医師やコメディカル

に対してもその検査依頼の背景にある疾患やケーススタディの流れ・帰結の把握は極めて

有用なフィードバック研修・生涯教育につながるものと考える．

　本書は大きく，①末梢神経および筋疾患の検査・診断と②主要疾患のケーススタディの

2部に分け 10人の共同執筆者にそれぞれの専門の検査診断領域と症例提示を担当してい

ただいた．執筆者の大半はかつての京都大学神経内科神経病理・神経免疫研究室の仲間で

あり，そのうちの末梢神経病理部門のヘッドだった岡伸幸先生と筋病理部門のヘッドだっ

た中野智先生には共同編集にも加わってもらった．電気生理研究室出身の小島，浅沼両先

生には神経筋の電気生理について担当して頂いた．また滋賀医科大学の安田斎先生には先

生の専門領域である糖尿病性ニューロパチーについて快く執筆に加わって頂いた．ここに

共同執筆者の先生方に深謝申し上げます．

　冒頭にも述べましたが，本書は神経筋疾患の教科書・手引書として他に例を見ない体裁

と内容を備えており，必ずや医学教育や実臨床の現場で役に立つものと信じます．

2015年 3月吉日

秋口　一郎
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 1	 神経筋疾患診察の手順
A．問診の要点
　神経筋疾患に限らず神経内科の初診患者と向き合ったときには，まず全体像の観察と問診に
より，患者の苦痛や受診に至った目的が何かを把握しなければならない．説明が要領を得なかっ
たり，回りくどくても，途中で聞き返したり経過を確認して，患者の言葉で病歴をまとめるよ
うに努める．症状や経過を医者の言葉で置き換えてはならない．問診は患者の時間，診察は医
者の時間と心得る必要がある．
　このとき，細かい枝葉の症状より，運動麻痺や歩行障害，感覚障害や痛みなど患者の生命や
日常生活を脅かすような症状をつかみ，それが一時的なものだったか現在も進行しているかを
時間経過で聞き取ることが大切である．

図 1　SLEチェックリスト

注：血管障害（1）：脳梗塞，くも膜下出血
　　血管障害（2）：脳出血，脳血栓

注：テント上：前頭葉，側頭葉，頭頂葉，後頭葉
　　間脳・脳室：基底核，視床，視床下部，傍脳室部
　　テント下：中脳，橋，小脳，延髄
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　この際に，図 1に示したような問診・診察のための簡便なチェックリストが有用である．こ
れにより
　（1）障害が運動系か感覚系か，あるいは自律神経系かなどの System異常に関して，
　（2）障害が脊髄か末梢神経か，あるいは筋肉由来かなどの Level異常に関して，
　（3） 発症は急性か，病態としては炎症が考えられるかなどの Etiologyに関して，
整理をし，問診の内容を診察と診断に反映させるようにする．（SLEチェックリスト：図 1）．

B．診察の要点
　患者が入室したらまず全体像を観察し，問診をしながら次項で示したような神経学的緊急症
があるかどうかを判断する．あれば緊急検査，治療を先行しなければならない．
　診察にあたっては簡潔で系統的な検査を行い，問診で現れていなかった異常症候を見落とさ
ないように努める必要がある．例えば，患者が何ら運動障害を訴えなくても，系統的な診察に
より軽い筋脱力を発見するというような場合がしばしばある．したがって，診察の際には， 
全ての患者について（1）運動系（表 1），（2）感覚系（表 2～ 4），（3）反射系（表 2，3，5），（4）
自律神経系（表 6），（5）高次脳機能系の 5つの系統のチェックを絶えず念頭に置きながら，

表 1　急性運動麻痺の時まず留意しなければならない疾患

片麻痺 （1）片麻痺のみ
　病変：皮質，皮質下白質，内包，橋
　症候： 顔・上肢・下肢型，顔・上肢型，

上肢・下肢型がある

ほとんどが脳血管障害，時に多発
性硬化症・血管炎・脳腫瘍

（2）片麻痺と感覚障害
　病変：皮質，皮質下白質，視床
　症候： 感覚障害のほうが強い場合もある

（3）片麻痺と運動失調
　病変：皮質下白質，橋
　症候：麻痺と同側のことが多い

四肢麻痺 （1）腱反射消失と四肢麻痺
　呼吸麻痺，感覚障害を伴う場合あり ギラン・バレー症候群

（2）弛緩性四肢麻痺
　周期性，感覚障害なし，脳神経支配筋・
呼吸筋は侵されない

周期性四肢麻痺（若年男性では甲
状腺機能亢進の合併）

（3）痙直性四肢麻痺
　足に強く手に軽い，項部痛や手の腱反射
解離を伴う

頸椎疾患・脊椎管狭窄症（時にさ
さいな外傷を契機に発症）

対麻痺 （1）痛みを伴わない対麻痺 脊髄 AVM・脊髄梗塞（腹部大動
脈病変術後など）

（2）痛みを伴う対麻痺 転移性脊椎・脊髄腫瘍，硬膜外血
腫・膿瘍

（3）感覚障害を伴う対麻痺 脊髄腫瘍，黄靱帯骨化症，多発性
硬化症・血管炎

注：末梢神経の急性運動麻痺では動眼・外転・顔面神経麻痺，橈骨・尺骨・腓骨神経麻痺の頻度が高い．
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表 2　運動優位・感覚優位ポリニューロパシーの ABCD

1．運動優位ポリニューロパシーの ABCD
　1）Acute intermittent porphyria　急性間欠性ポルフィリア
　2）Barré-Guillain（Guillain-Barré）症候群
　3）CIDP　慢性炎症性脱髄性ポリニューロパシー
　4）Diphteric neuropathy　ジフテリアニューロパシー
2．感覚優位ポリニューロパシーの ABCD
　1）Amyloid neuropathy　アミロイドニューロパシー
　2）Beriberi　脚気
　3）Carcinomatous neuropathy　癌性ニューロパシー
　4）Diabetic neuropathy　糖尿病性ニューロパシー

表 4　解離性感覚障害を起こす 6S疾患【A】と部位診断に有効な 6S感覚障害型【B】

【A】疾患
1）Syringomyelic dissociation　脊髄空洞症型解離
2）Spinal artery syndrome　前脊髄動脈症候群
3）Séquard-Brown (Brown-Séquard)　症候群
4）Syphilitic(tabetic) dissociation　脊髄癆型解離
5）SCDC (subacute combined degeneration of the 

spinal cord)　亜急性連合性脊髄変性症
6）Syndrome of lateral bulbus

延髄外側症候群（Wallenberg症候群）

【B】感覚障害型
1）Syndrome of cheiro-oral topograpy

手掌・口感覚症候群
2）Shawl anesthesia　ショール状感覚消失
3）Suspension form　宙吊り型（感覚障害）
4）Sacral sparing　仙部回避現象
5）Saddle anesthesia　サドル状感覚消失
6）Stocking anesthesia　靴下状感覚消失

表 3　頸椎症診断の 6D

1. 自覚症状
 Discrete movement

巧緻運動障害（ボタンかけがしにくい）

2. 運動障害
 Delayed opening

手指による開閉運動の遅れ（グーからパーがスロー
モーションになる）

3. 感覚障害
 Distant effect

推定髄節障害よりも，実際の感覚障害レベルが下方に
出現する（C4-T2障害の 70％が T4-T10に出現する）

4. 反射異常
 Discrepancy

ある反射誘発手技でその反射が出ずに，別のレベルの
反射が出現する（二頭筋反射・三頭筋反射手技で指屈
曲反射が出現することが最も多い）

5. 痛み
 Discogenic pain

椎間板障害レベルに対応する関連痛が出現する

6. 排尿障害
 Dysuria

参考　1）特に 1，2，4があると，診断価値が高い．
　　　2）他に上肢筋萎縮，下肢反射亢進・病的反射をしばしば認める．
　　　3）転倒などのささいな外傷や，整体などの治療を契機にしばしば発症する．
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表 6　Tabes dorsalisのWASSERMANN

1）W Westphal徴候（膝反射の消失）
2）A Argyll Robertson徴候（対光反射消失・輻輳反射保持）
3）SS  Subjective paresthesia（自覚的異常感覚：冷感，しびれ感，

ピンや針で刺されたような感じ）
4）E “Electrical”pain（電撃性疼痛）（lightning pain）
5）R Romberg徴候
6）M Mal perforant（perforating ulcer　穿孔性潰瘍）
7）A Abadie徴候（アキレス腱をつねっても痛みのないこと）
8）NN Neurogenic bladder　神経因性膀胱

表 7　ベッドサイド診察の要点

1）座位でみること
　　　　　顔面・頭部 動眼神経・外転神経麻痺，瞳孔
 水平性（橋）・垂直性（中脳）眼球運動障害，眼振，眼位，まつ毛徴候，

顔面筋力左右差（イーと言わせる）嚥下障害，舌偏位，カーテン徴候
 snout，sucking（前頭葉徴候），Myerson徴候，jaw・facial jerks
 対座法による視野検査（半盲，1/4盲）
 顔面感覚障害（中枢性，末梢性）
　　　　　　上肢運動 運動麻痺，肢位（Barré徴候），手指の分離運動
 遠位および近位筋力・「ring formation＊1」（小指・母指球筋群）と上肢

水平挙上＊2」（deltoid test）」
 運動失調「NFN＊3」・「FEテスト＊3」
 筋トーヌス「筋固縮，gegenhalten」

2）起立・歩行でみること Romberg・Mannテスト，tandem gait，自由歩行

3）臥位でみること
　　　　　　下肢運動 運動麻痺，肢位（麻痺側の外旋位，下肢 Barré徴候・Mingazzini試験）

遠位および近位筋力（代表として toeと iliopsoas）
 運動失調（shin tap・HK＊3テスト）
　　　　　四肢・体幹 筋固縮および不随意運動の有無を観察，特に頸部の筋固縮と項部硬直・

jolt accentuationの有無
　　　　　　　　反射 腱反射左右差（S12・L34・C56・C78）
 Babinski反射，Chaddock反射，足クローヌス
　　　　　　　　感覚 通常筆や音叉で四肢および体幹の触覚と振動覚をみる．半側障害，脊

髄横断障害，Wallenberg型，手掌・口感覚障害，手袋靴下型などを鑑
別する

＊1　小指と母指で輪を作り，検者と被検者の間で引っ張りあい左右筋力を比較する．
＊2　被検者の両上肢を横に水平に挙上させ，検者が下方に押し下げようとする力で，左右筋力を比較する．
＊3　NFN：nose-finger-nose　　FE：finger to ear　　HK：heel to knee

表 5　4つの基本的な腱反射

1）アキレス腱反射 S　1・2

2）膝　反　射 L　3・4

3）上腕二頭筋反射 C　5・6

4）上腕三頭筋反射 C　7・8
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しかし，あまり時間をかけすぎないようにして検査を行う．診察では，まず坐位で顔面・頭部・
上肢の運動・感覚・反射系をみる．次に，起立・歩行をさせて平衡・歩行機能をみる．最後に，
ベッドに横になってもらい，臥位で体幹・下肢（上肢）の運動・感覚・反射・自律神経系をみ
る．これまでの会話内容，指示に対する了解，患者の全体像から，高次脳機能障害の有無を判
断する．必要ならば，脳神経，首・肩・腕，体幹，腰・足などの局所検査，簡単な神経心理検
査を補足する（表 7）．最後に，これまでの問診・診察情報と SLEチェックリストや前述の図
表に基づき，想定される疾患とその局所・鑑別診断を考える．

C．補助検査の要点
　神経疾患は種類が豊富で様々な症候を示すので，診断に際してはまず可能性のある疾患を領
域別の神経疾患 A-G分類（表 8）のなかに位置づけて鑑別診断や補助検査を選択する必要があ
る．このとき筋肉・骨関節疾患（リウマチ性疾患）の病態別 A-G分類（表 9）を同時に念頭に
置くことが神経筋疾患の鑑別診断に際して強力な武器となる．また神経疾患の種類が豊富とは
いっても実際に頻度の高い疾患は限られる．例えば，筋疾患の領域では数多くの後天性・遺伝
性筋疾患があるが，頻度の高いものは，（1）多発・皮膚筋炎や封入体筋炎，（2）各種筋ジスト
ロフィー，（3）甲状腺ミオパチーなどである．一方，末梢神経疾患のなかでは，（1）代謝・欠
乏性（糖尿病性やビタミン B1欠乏など），（2）中毒・薬物性（アルコール性やイソニアシド/
INH中毒など），（3）炎症・脱髄性（Guillain-Barré症候群や CIDPなど）が比較的高頻度である．
糖尿病患者は予備軍まで入れるとわが国で約 2200万人と推定されているが，その大多数が何
らかの神経筋症候を示すといわれている．なお，筋萎縮性側索硬化症，重症筋無力症，多発筋
炎など，神経筋疾患のうちのいわゆる神経難病に属するものは，それぞれ，人口 10万あたり
約 3～ 5の頻度であり，さほど多いものではない．しかし，原因が不明で難治な疾患群として
臨床的に重要である．
　次に補助検査の立案については，考えられるものをリストアップした上で，診断の決め手と
なる最低限必要な検査は何かをまず考える．すなわち，検査は鑑別診断に必要なものを 1度に
すべて行うのでなく，ランクをつけ，何度かに分けて検査項目を組み立てる方がいい．検査の
量や内容については途中で見直しをし，例えば，自らの肉親がこれを受けるというような状況
を考えて，検査に過不足のないよう計画を立てる．陽性の検査は原則として再検し，follow-up

する．
　神経筋疾患の診断は，電気生理や生検病理診断の進歩で，最近では分子遺伝学的診断，ある
いはMRIや超音波画像診断の進歩により，著しい発展を遂げた．しかし，MRIなどの画像診断，
電気生理診断については得られたデータが診断に漏れなく利用されているとは到底いえない．
初見時には知識不足で見逃していた画像所見をあとから発見する場合もしばしばある．また余
分な検査，不完全な検査，不適切な検査方針が少なくなかったとあとで思うこともしばしばあ
る．したがって，検査に当たっては病態や疾患に specific（特異的）な検査と sensitive（感度の
よい）な検査を区別して，より有効な検査計画を考えることが大切である．
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 2	 神経筋疾患診療の要点
　神経疾患の診断と治療に関しては単に神経筋疾患に目を向けるのではなく，広く神経系の症
候全体に目を向ける姿勢が大切である．本稿では神経学的緊急症，運動系，感覚系，反射系，
自律神経系，高次脳機能系の異常の順にその診療の要点を述べる．

A．神経学的緊急症
　神経学的緊急症は以下の 3つに分けられる．a）は自律神経・高次脳機能障害，b）は感覚障
害，c）は運動障害を背景とした緊急症である．

表 9　リウマチ疾患（rheumatology）の ABCDEFG

A　Arthritis　関節炎 1．RA 2．Ankylosing 
spondylosis

3．Adult-onset Still (AOS）

B　Blood vessel diseases
 血管炎

1．ANCA-related 
arteritis

2．Behcet disease 3．Classic PN

C　Connective tissure diseases
 結合組織病

1．SLE 2．Scleroderma 3．Sjögren syndrome

D　Degenerative joint diseases
 変形性関節症

1．CS/LS 2．Hand and foot 
joint OA

3．Hip and knee joint OA

E　Extra-articular diseases
 皮下脂肪織炎 /関節外炎

1．Erythema 
nodosum

2．Sarcoidosis 3．Bursitis/Synovitis

F　Fibromyalgia/Polymyositis
 筋痛 /筋炎

1．PM/DM 2．PMR 3．Fibromyalgia/Myo-
fascial pain syndrome

G　General medicine
 全身病

1．Gout 2．Entrapment 
syndromes

3．Osteoporosis

CS/LS：cervical and lumbal spondylosis，PM/DM：polymyositis/dermatomyositis，PMR：polymyalgia rheumatica

表 8　神経疾患の ABCDEFG

A　神経難病 1．Amyotrophy 2．Ataxia 3．Abnormal involuntary 
movement

B　脳脊髄固有疾患 1．Brain infection/MS 2．Brain tumor 3．Brain trauma/deformity

C　脳血管障害 1．Cerebral infarction 2．Cerebral bleeding 3．Carotid occlusion

D　老年神経学 1．Dementia 2．Disorder of gait 3．Deformance (DJD)

E　 発作性・周期性 
異常

1．Epilepsy 2．Episodic headache 3．Episodic vertigo

F　 精神身体（心身）
医学

1．Fear/Anxiety 2．Faint/Syncope 3．Fake

G　 神経筋疾患・ 
神経内科学

1．Guilliain-Barré 
syndrome

2．General medicine 
neurology

3．Genetic/congenital 
myopathies

DJD：Degenerative joint diseases
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　a）急性呼吸不全，意識障害，
　b）急性頭痛，急性めまい，
　c）けいれん，急性運動麻痺（表 1，10）にまず注意する．
　急性呼吸不全（acute respiratory failure）は緊急症の中で最も早急に対策を立てる必要のある
症候である．神経疾患に伴う呼吸不全ではパーキンソニズム（特に多系統萎縮症），脳幹出血，
上位頸髄病変，Guillain-Barré症候群，筋ジストロフィー，筋萎縮性側索硬化症，重症筋無力
症の重症例や増悪期で呼吸不全が急に出現することがあるので注意が必要である．この他に，
uncal herniationや tonsillar herniationによる急性脳幹障害，distal vertebral artery occlusionや脱髄・
腫瘍などによる両側延髄や上位頸髄障害，重症筋無力症によるクリーゼなどが重要である．
　意識障害を起こす原因は数多くある．しかし，その鑑別に際しては単に可能性のある疾患を
羅列するのではなくて，緊急検査・治療に関する臨床的重要度を念頭において診断する必要が
ある．昏睡患者では，まず血糖値，そのほかのデータチェック用の採血を行い，その後，直ち
に血管を確保してグルコースとビタミン B1を入れる．この操作で，まず低血糖とビタミン B1

欠乏に対する初期処置を終えたことになる．その後，他の可能性につき順次検査，処置を行う．
　急性の頭痛を訴える患者の中には，くも膜下出血，髄膜炎，脳内血腫などのように，早急な
外科的，内科的救急処置を必要とする疾患が少なくない．したがって CTスキャン，腰椎穿刺
を緊急に行い，これらを鑑別する必要がある．腰椎穿刺の緊急適応としては，髄膜炎（発熱，
項部硬直，急性頭痛），くも膜下出血（急性頭痛，項部硬直，局所神経徴候），脳炎や悪性新生
物による髄膜症などを念頭におく必要がある．ただし，禁忌として，（1）脳ヘルニアの進行期
や脳局所の大きな占拠性病変，（2）脳幹および小脳の占拠性病変（特に脳膿瘍），（3）穿刺部
位の皮膚ないし深部組織の化膿性病変，（4）はっきりとした出血傾向ないし 50,000以下の血
小板減少症に留意する必要がある．
　頭痛は，症候群としてあらゆる神経疾患の原因究明の糸口となりうる．大きくは（1）片頭痛，
（2）緊張型頭痛，（3）頭蓋内外器質性疾患や神経痛の 3つのカテゴリーに分けて鑑別をすると
わかりやすい．症候学的分類や診断基準による詳細な分類としては，国際頭痛学会分類 

（ICHD-3β）がある．
　急性めまいでは，回転性めまい（vertigo）が重要である．回転性めまいは軽症化すると往々
にして動揺性めまい，すなわちふらつき感との区別が困難となるので，注意する必要がある．
良性発作性頭位めまい症は中高年で最も頻度の高いめまいであるが，一方，安易にこの病名が

表 10　急性脊髄硬膜外圧迫を起こす 6M

1）Metastatic tumor（Breast，Lung）　転移性腫瘍
2）Malignant lymphoma　悪性リンパ腫
3）Multiple myeloma　多発性骨髄腫
4）Medial disc protrusion　正中部椎間板ヘルニア
5）Malformation　脊髄動脈奇形（acute epidural hematoma急性硬膜外血腫）
6）Myelitis　骨髄炎（acute epidural abscess急性硬膜外膿瘍）

参考 1：硬膜内髄外性圧迫（MeningiomaとMedulloblastoma）
参考 2：硬膜内髄内性圧迫（Multiple sclerosisとMedullary tumor）
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つけられてしまう傾向があるので，十分に他疾患を鑑別する必要がある．
　急性運動麻痺では，それが片麻痺か，四肢麻痺・対麻痺か，痛み・感覚障害を伴うかが重要
な鑑別点になる（表 1）．特に Guillain-Barré症候群の呼吸麻痺と急性脊髄硬膜外圧迫による運
動麻痺（表 10）は，早期診断・治療がその予後を左右する重要な病態である．
　脳血管障害により急に片麻痺などの局所症候が出現した場合は，脳卒中（stroke）とよばれる．
strokeはゴルフの一打，水泳の一かきと同意で，急に一撃を食らったの意味である．脳卒中は
年間人口 10万あたり 250～ 500人も発症する頻度の高い病気である．このうち 70％は脳梗塞，
20％は脳出血，10％はくも膜下出血である．死亡率は逆に，脳梗塞 10％，脳出血 20％，くも
膜下出血 30％であり，癌に次いで心臓病とともに死亡率の高い重要な成人病の 1つである．
脳梗塞のうち，①両側傍正中視床中脳梗塞は，眼筋麻痺と運動失調から後出の Fisher症候群と
類似し，②両側内側延髄梗塞は四肢麻痺から Guillain-Barré症候群と類似し，一方，③中大脳
動脈皮質枝梗塞（precentral knob領域）は尺骨・橈骨神経麻痺と類似し，しばしば誤診される
ので，注意が必要である．

B．運動系
　運動系の障害も 3つに分けられる．
　　a）運動麻痺（筋脱力，筋萎縮）─上位・下位運動ニューロン系障害
　　b）運動異常（不随意運動，筋トーヌス異常）─錐体外路系障害
　　c）運動失調（小脳症状，平衡障害）─小脳路系障害
　それぞれの系の代表的な変性疾患として，a）筋萎縮性側索硬化症，b）Parkinson（パーキン
ソン）病，c）脊髄小脳変性症がある．
1）運動麻痺
　Guillain-Barré症候群（GBS）は主に急性炎症性脱髄性ポリニューロパシー（AIDP）により，
急性発症の四肢・顔面筋麻痺と急性呼吸不全を起こす重要な疾患である（表 1）．運動障害優
位の根末梢神経炎を示すが，実は病初期にはほとんどの例が，むくみ感，しびれ感などの感覚
障害を認める．現在，治療としてガンマグロブリン静注と血液浄化が推奨されている．キャン
ピロバクター菌体の表面糖鎖と類似構造を有する GM1ガングリオシドとの分子相同性抗体を
示す AMAN，AMSANは軸索障害型 GBSであり，急性発症の全外眼筋麻痺を特徴とする
Fisher症候群は眼球運動に関する脳神経に豊富に存在するガングリオシドである GQ1bに対す
る抗体が 90％以上の高頻度で検出される．このような臨床病型に対応する抗ガングリオシド
抗体の検出はガンマグロブリン静注や血液浄化などの治療方針・予後と関連するので十分に留
意する必要がある．
　急性横断性脊髄障害（acute transverse myelopathy），特に急性脊髄硬膜外圧迫は，急性発症の
対麻痺ないし四肢麻痺を伴う運動系の神経学的緊急症である．MRI，造影 CT，腰椎穿刺ない
し緊急ミエログラフィーによる原因の究明が必要である．内科的減圧として，グリセオールや
副腎皮質ステロイド薬をまず投与し，外科的減圧も考慮する．急性脊髄硬膜外圧迫を起こす疾
患としては，表 10の 6Mがある．
　急性硬膜外血腫の原因としては，動静脈奇形，静脈血管腫などがある．急性硬膜外膿瘍（acute 
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epidural abscess）の原因としては，椎骨骨髄炎や敗血症などがある．そのほかに，横断性脊髄
障害を起こす 2つの硬膜内髄内性病変として（1）多発硬化症（multiple sclerosis）と（2）髄内
腫瘍（medullary tumor）（神経膠腫 gliomaと上衣腫 ependymoma），2つの硬膜内髄外性病変と
して，（1）髄膜腫（meningioma）や神経鞘腫と，（2）medulloblastomaの髄腔内播種をMをそ
れぞれ頭文字として記憶する．多発性硬化症は欧米に比べ，わが国ではさほど多い疾患ではな
いが，脱髄性疾患の代表として，また，MRIが強力な診断上の武器となることで重要である．
治療法としては，βインターフェロン，各種の免疫抑制薬や分子標的薬が用いられる．なお，
視神経脊髄炎（neuromyelitis optica；NMO）ではβインターフェロンではなくて，副腎皮質ス
テロイド薬を選択する．
　筋萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis；ALS）は神経難病の中で最も予後不良の
疾患であり，その診断には的確な電気生理検査と経過観察が必要である（表 11，12）．現在，

表 11　神経筋性脱力の症候と診断

障害部位
症候

上位運動
ニューロン 前角細胞 根，末梢神経 神経筋

接合部 筋肉

筋脱力の分布 遠位，近位筋
び慢性

遠位，近位筋
髄節分布

おもに遠位筋
神経支配分布

眼筋
球・呼吸筋
近位筋

おもに近位筋

腱反射 亢進 減弱 減弱　 正常 減弱
知覚障害 なし なし 通常ある なし なし
筋線維束攣縮 なし あり 時にある なし なし

筋萎縮 なし～軽度あ
り あり，高度 あり なし～軽度あ

り
あり，時に仮
性肥大

筋圧痛 しばしば
有痛けいれん なし 異常知覚 なし 時にある

易疲労性検査 軽度 軽度 軽度 高度 軽度
筋酵素
CPK，GOT，
aldolase

正常 正常～軽度上
昇

正常～軽度上
昇 正常 軽度上昇から

異常高値

筋電図 正常 Fb，Fs，PS，
GS

Fb，Fs，PS，
Cx，GS

電気的疲労現
象

低振幅，短い
MUP，弱収縮
で多数のMUP

神経伝導速度 正常 正常か軽度遅
延 遅延 正常 正常

筋生検 正常 group atrophy group atrophy 正常
変生，再生像，
筋線維の大小
不同

Tensilon test 不変 不変
Fsの増加

不変
Fsの増加 著明改善 不変

髄液検査 正常～軽度蛋
白増加

正常～軽度蛋
白増加

蛋白細胞解離
（ギラン・バ
レー症候群）

正常 正常

Fb：筋線維攣縮，Cx：complex NMU，Fs：筋線維束攣縮，GS：giant spike，PS：positive sharp wave，
MUP：運動単位電位 （Heilmanら，一部改変）
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リルゾールという薬物が投与可能である．予後，呼吸不全対策については本人や家族への適切
な告知，治療方針の呈示が不可欠である．ALSの自然経過は平均予後 3年であるが，人工呼
吸器装着によりそれが約 10年に延びた．ただし，その間の筋萎縮進行により最終的にはコミュ
ニケーション困難ないし不能状態に陥る．このことに関する十分な情報と治療法の選択を患者
と家族が得られるように主治医は最大限の努力をしなければならない．上位運動ニューロンの
みの障害の場合は原発性側索硬化症と呼ばれ，痙性対麻痺と類似の病態である．抗痙縮薬が有
用である．遺伝性のものについては spastic paraplegia（SPG）のサブタイプとして多くの病型
報告がある．表 11で神経筋脱力，筋萎縮，運動ニューロン疾患の分類と診断・鑑別法を示し 

表 12　筋萎縮性側索硬化症の診断手引き（厚生労働省特定疾患研究班）

1　主要項目
（1）以下の① -④のすべてを満たすものを，筋萎縮性側索硬化症と診断する．
　①成人発症である．
　②経過は進行性である．
　③神経所見・検査所見で，下記の 1か 2のいずれかを満たす．
　　 　身体を，a．脳神経領域，b．頸部・上肢領域，c．体幹領域（胸髄領域），d．腰部・下肢領域
の 4領域に分ける（領域の分け方は，2 参考事項を参照）．

　　　下位運動ニューロン徴候は，（2）針筋電図所見（①または②）でも代用できる．
　　1． 1つ以上の領域に上位運動ニューロン徴候を認め，かつ 2つ以上の領域に下位運動ニューロ

ン症候がある．
　　2． SOD1・IDP43遺伝子変異など既知の家族性筋萎縮性側索硬化症に関与する遺伝子異常があり，

身体の 1領域以上に上位および下位運動ニューロン徴候がある．
　④（3）鑑別診断で挙げられた疾患のいずれでもない．
（2）針筋電図所見
　①進行性脱神経所見：線維性収縮電位，陽性鋭波など．
　②慢性脱神経所見：長持続時間，多相性電位，高振幅の大運動単位電位など．
（3）鑑別診断
　①脳幹・脊髄疾患：腫瘍，多発性硬化症，頸椎症 ,後縦靱帯骨化症など．
　②末梢神経疾患：多巣性運動ニューロパチー，遺伝性ニューロパチーなど．
　③筋疾患：筋ジストロフィー，多発筋炎など．
　④下位運動ニューロン障害のみを示す変性疾患：脊髄性進行性筋萎縮症など．
　⑤上位運動ニューロン障害のみを示す変性疾患：原発性側索硬化症など．

2　参考事項
（1）SOD1・TDP43遺伝子異常例以外にも遺伝性を示す例がある．
（2）稀に初期から認知症を伴うことがある．
（3）感覚障害，膀胱直腸障害，小脳症状を欠く．ただし一部の例でこれらが認められることがある．
（4）下肢から発症する場合は早期から下肢の腱反射が低下，消失することがある．
（5）身体の領域の分け方と上位・下位ニューロン徴候は以下のようである．

a．脳神経領域 b．頸部・上肢領域 c．体幹領域　
（胸髄領域） d．腰部・下肢領域

上位運動
ニューロン徴候

下顎反射亢進
口尖らし反射亢進
偽性球麻痺
強制泣き・笑い

上肢腱反射亢進
ホフマン反射亢進
上肢痙縮
萎縮筋の腱反射残
存

腹壁皮膚反射消失
体幹部腱反射亢進

下肢腱反射亢進
下肢痙縮
バビンスキー徴候
萎縮筋の腱反射残
存

下位運動
ニューロン徴候

顎，顔面
舌，咽・喉頭

頸部，上肢帯，
上腕

胸腹部，背部 腰帯，大腿，
下腿，足
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表 14　皮膚筋炎および多発筋炎の診断の手引き（厚生労働省特定疾患研究班）

1　診断基準項目
　1）皮膚症状
　　（a）ヘリオトロープ疹：両側または片側の眼瞼部の紫紅色浮腫性紅斑
　　（b）ゴットロンの徴候：手指関節背面の角質増殖や皮膚萎縮を伴う紫紅色紅斑
　　（c）四肢伸側の紅斑：肘，膝関節などの背面の軽度隆起性の紫紅色紅斑
　2）上肢または下肢の近位筋の筋力低下
　3）筋肉の自発痛または把握痛
　4）血清中筋原性酵素（クレアチンキナーゼまたはアルドラーゼ）の上昇
　5）筋電図の筋原性変化
　6）骨破壊を伴わない関節炎または関節痛
　7）全身性炎症所見（発熱，CRP上昇，または赤沈亢進）
　8）抗 Jo-1抗体陽性など＊

　9）筋生検で筋炎の病理所見：筋線維の変性および細胞浸潤
2　診断基準
　皮膚筋炎：1）の皮膚症状の（a）～（c）の 1項目以上を満たし，かつ経過中に 2）～ 9）
の項目中 4項目以上を満たすもの
　多発筋炎：2）～ 9）の項目中 4項目以上を満たすもの

3　鑑別診断を要する疾患
　感染による筋炎，薬剤誘発性ミオパチー，内分泌異常に基づくミオパチー，筋ジストロ
フィーその他の先天性筋疾患

＊抗 ARS（Jo-1を含む）抗体，抗 SRP抗体（壊死性ミオパチー）など

表 13　おもなミオパチーの鑑別診断

1．後天性ミオパチー＊
　a）多発筋炎（封入体筋炎と要鑑別）
　b）甲状腺ミオパチー
　c）ステロイドミオパチー
　d）アルコール性
　e）糖尿病性

特発または腫瘍に合併（全体の 10％，中高年者では
高率）．
赤沈亢進，皮膚症状，他の膠原病を示す所見，ステ
ロイド有効．
甲状腺機能亢進症，甲状腺機能低下症．
Cushing病，副腎皮質ステロイド薬投与の既往．
飲酒歴，下痢，低カリウム血症のチェック，心筋ミ
オパチーの合併．
両側大腿の近位筋萎縮，老年者糖尿病でみられる．

2．筋ジストロフィー
　a）Duchenne型
　b）顔面肩甲上腕型
　c）肢帯型

（30歳以後の発症はまれ）
幼い男児を侵す．通常 20歳までに死亡する．
常染色体優性．10～ 20歳の間に発症．
肩と骨盤部の筋肉を侵す．15～ 20歳の間に発症．

3．筋強直性ジストロフィー 若年成人男子に多い．末梢部筋萎縮，前頭部禿頭症，
白内障，内分泌異常．母指球や舌筋のミオトニー，
常染色体優性．

4．重症筋無力症（Lambert-Eaton 
Syndromeと要鑑別）

易疲労性と症状の変動が特徴．典型例では眼筋を侵
す．テンシロン（エドロフォニウム）試験陽性

5．周期性四肢麻痺（甲状腺機能亢進症・
原発性アルドステロン症に注意）

食事，寒冷，運動と関係した脱力発作の反復．発作
中の血清 K値異常（通常低カリウム性）．

＊ b），d），e）はしばしば neuromyopathyの型を示す （weinerら 9），改変）
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た．表 13はミオパチーの分類とその鑑別の要点，表 14で皮膚筋炎・多発筋炎の診断基準， 
表 15，16で重症筋無力症の病型分類と診断手引きを示した．各種の自己免疫疾患では最近そ
の発症年齢の高齢化が報告されているが重症筋無力症でもかつての 2～ 30歳代の若年発症は
減少し，代わって 60歳代以降の高齢発症が目立つようになっている．皮膚筋炎／多発筋炎は，
骨格筋のみでなく皮膚と肺を主要標的臓器とする多様な症候群として捉えるべきで，特に間質
性肺疾患および合併症としての悪性腫瘍の二つが予後決定因子として重要である．なお，ミオ
パチーの診断の進歩は著しい．この領域の日進月歩については国立精神神経センター HPから
リンクできる埜中征哉先生の「筋疾患百科事典」が大変役に立つ．
2）運動異常
　不随意運動は，以下のアルファベット順で覚えるといい．（1）athetosis，（2）ballism，（3）
chorea，（4）dystonia，（5）essential tremor，（6）familial myoclonus，（7）Gilles de la Tourette tic， 
（8）hemifacial spasm．
　その他に Intention tremor，Jacksonian seizure，Kinesigenic choreoathetosis，Lance-Adams syn-

drome，Meige syndrome（blephalospasm），Negative myoclonus（asterixis），Orofacial dyskinesia，
Pill rolling tremorなどいろいろの種類があるが，まずは表の 8までで十分である．
　本態性振戦（essential tremor）の患者は多い．姿勢時振戦が主体で，アルコールを飲用する
と軽減するのが特徴である．一方，pill rolling tremorは Parkinson病に特徴的な静止時振戦で丸

表 15　重症筋無力症の Osserman病型分類

Ⅰ．成人型 adult form

　1）眼筋型　ocular form（Ⅰ型）
　　　外筋のみ侵されるもので予後は良い．一眼に起こることが多い．
　2）全身型　generalized form（ⅡA型＊，ⅡB型＊＊）
 　 　外眼筋，頸筋，四肢筋の脱力をきたすもので最も多く，予後は良いものと悪化するもの
とあり，球筋障害を伴うものもある．呼吸障害はない．

　3）急性激症型　acute fulminant form（Ⅲ型）
 　 　急激に発症し，全身型をとり，さらに呼吸筋麻痺を伴って死の転帰をとる．
　4）晩期重症型　late severe form（Ⅳ型）
 　 　全身型で長期経過中に，何らかの機序で急性に悪化し，呼吸麻痺をきたして死亡する例
が多い．

　5）筋萎縮合併型　with muscular atrophy（Ⅴ型）
 　 　全身型の経過中に骨格筋の萎縮を伴うもの．舌筋，肩甲上腕部，腰帯上腿部の主として
近位筋の萎縮が多い．

Ⅱ．若年型　juvenile form

 　小児期にみられるもので眼筋型が多い．一眼のもの，両眼のものがあり，予後は良い．
Ⅲ．新生児一過性型　transient neonatal form

 　母親が筋無力症の場合妊娠して生まれた新生児に一過性に筋無力症状を生ずる．経胎盤的
に筋無力症惹起物質が胎児に移行するためと考えられる．生後 6週間以内に自然にも軽快治
癒するが，分娩直後は抗コリンエステラーゼ薬の投与を要する．

＊  軽度全身・眼筋型　　　＊＊  中等度全身・眼筋・球症状型
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薬を丸めるような特徴的な手の動きからこの名前がつけられている．Gilles de la Tourette ticは
チックの重症型で，汚言，けいれんを伴う．essential tremorにはβ-ブロッカーやクロナゼパム，
choreaや hemifacial spasm，Gilles de la Tourette ticにはハロペリドールを用いる．dystoniaや
hemifacial spasmには，ボツリヌス毒素局注が有効である．遺伝性・家族性 dystonia は DYTで
分類され，わが国で比較的頻度の高いものには dystonia musculorum deformans（DYT1），瀬川
病（DYT5），paroxysmal kinesigenic choreoathetosis（DYT7）などがある．intention tremorが高
度の場合は hyperkinesie volitionnelleともよばれる．この場合，クロナゼパムがしばしば有効で
ある．Lance-Adams syndromeは脳低酸素障害後遺症により出現するミオクローヌスであるが，
これにもクロナゼパムが有効である．続発性てんかん発作である Jacksonian seizureでは，焦点
発作の移動により身体の一部の間代運動（clonic movement）が行進（march）する．あとから
出現する Todd paralysisにも注意する．paroxysmal kinesigenic choreoathetosisは運動開始ないし
運動中に出現する不随意運動で，周期性を示すことが多い．本症にはカルバマゼピンが有効で
ある．blephalospasmや orofacial dyskinesiaには D2 antagonistであるスルピリド，チアプリドが
しばしば有効である．このように運動異常では病態により各種の薬物やボツリヌス毒素の局注
が有効なので，的確な診断と対策が必要である．

表 16　重症筋無力症の診断の手引き（厚生労働省特定疾患研究班）

1 自覚症状
　　（a）眼瞼下垂　（b）複視　（c）四肢筋力低下　（d）嚥下困難　（e）言語障害
　　（f）呼吸困難　（g）易疲労性　（h）症状の日内変動
2 理学所見
　　（a）眼瞼下垂　（b）眼球運動障害　（c）顔面筋筋力低下　（d）頸筋筋力低下
　　（e）四肢・体幹筋力低下　（f）嚥下障害　（g）構音障害　（h）呼吸困難
　　（i）反復運動による症状増悪（易疲労性），休息で一時的に回復
　　（j）症状の日内変動（朝が夕方より軽い）
3 検査所見
　　（a）エドロフォニウム（テンシロン）試験陽性（症状軽快）
　　（b）Harvey-Masland試験陽性（waning現象）
　　（c）血中抗アセチルコリンレセプター抗体陽性＊
4 鑑別診断
　眼筋麻痺，四肢筋力低下，嚥下・呼吸障害をきたす疾患はすべて鑑別の対象になる．
　Eaton-Lambert症候群，筋ジストロフィー（Becker型，肢帯型，顔面・肩甲・上腕型），多発
性筋炎，周期性四肢麻痺，甲状腺機能亢進症，ミトコンドリアミオパチー，進行性外眼筋麻痺，
ギラン・バレー症候群，多発性神経炎，動眼神経麻痺，Tolosa-Hunt症候群，脳幹部腫瘍・血管
障害，脳幹脳炎，単純ヘルペス・その他のウイルス性脳炎，脳底部髄膜炎，側頭動脈炎，ウェ
ルニッケ脳症，リー脳症，糖尿病性外眼筋麻痺，血管炎，神経ベーチェット病，サルコイドー
シス，多発性硬化症，急性播種性脳脊髄炎，フィッシャー症候群，先天性筋無力症候群，先天
性ミオパチー，ミオトニー，眼瞼けいれん，開眼失行
5 診断の判定
　確実例： 1 自覚症状の 1つ以上，2 理学所見（a）～（h）の 1つ以上と（i），（j），3 検査所見

（a），（b），（c）の 1つ以上が陽性の場合
　疑い例： 1 自覚症状の 1つ以上，2 理学所見（a）～（h）の lつ以上と（i），（j），3 検査所見

（a），（b），（c）が陰性の場合

＊本抗体は，80～ 85％で陽性，残りのうち数％ではMusk抗体が陽性．

15	 	
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3）運動失調
　小脳性運動失調と脊髄後索性運動失調を鑑別する．小脳性運動失調は 3つに分けられる．（1）
底部小脳症候群（原小脳障害）：体幹失調，小児の medulloblastomaなど，（2）前部小脳症候群
（古小脳障害）：失調性歩行・姿勢反射障害，中毒疾患（アルコール性小脳変性症），晩発性小
脳皮質萎縮症など，（3）外側小脳症候群（新小脳障害）：四肢運動失調，多系統萎縮症（多系
統萎縮症MSA-C：オリーブ橋小脳萎縮症）など．
　急性発症の運動失調では，薬物中毒（抗けいれん薬，特にフェニトインや鎮静催眠薬），炎
症性疾患（小児の急性小脳失調やフィッシャー症候群），小脳・脳幹梗塞や小脳出血に留意す
る必要がある．慢性に出現する運動失調としては，脊髄小脳変性症が重要である．このほかに，
後頭蓋窩腫瘍（聴神経鞘腫，髄膜腫，血管腫，転移性脳腫瘍），脊髄癆，各種ポリニューロパチー
などが重要である．近年，脊髄小脳変性症の中の常染色体優性脊髄小脳失調症で遺伝解析が進
み，その遺伝型分類が可能となってきた．このなかで SCA3/Machad Joseph病は脊髄小脳失調
とともに末梢神経障害を伴う場合がある．表 17には運動失調の診断に役立つ立位・歩行障害
の検査法を示した．

表 17　立位・歩行障害の検査法

1．立位・歩行負荷テスト
　　① Romberg徴候（感覚異常による立位・歩行障害）
　　②Mann検査（前庭機能異常による立位・歩行障害）
　　③ Tandem gait継ぎ足歩行（小脳異常による歩行障害）
　　④しゃがみ立ち・しゃがみ姿勢
　　　　立位からしゃがめない（膝・股関節 OA）
　　　　踵を上げてしゃがめない（小脳失調症）
　　　　しゃがみ立ちができない（Gowers徴候：下肢帯筋脱力）
　　⑤片足立ち（パジャマ徴候＊：体幹・下肢の小脳失調）
　　⑥つまさき歩き・踵歩き（下肢遠位筋の選択的脱力）
　　⑦空中での下肢歩行動作（臥位，ベッド上での歩行失行の検査）
2．自由歩行
　　①歩幅・姿勢，リズム  ②歩行開始・停止，左右への回転
　　③腕振りや不随意運動の有無
3．補助検査
　1）画像検査
　　①頸椎・胸椎・腰椎 X線，骨・関節 X線
　　②頭部 CT・MRI，脊髄MRI

　2）電気生理
　　①筋電図
　　②末梢神経伝導速度，知覚誘発電位
　3）他科受診（耳鼻科，眼科，整形外科など）

＊筋脱力や運動麻痺がないのにパジャマを片足ずつはくことができず，壁にもたれて
　はくか，床に座ってはく場合を陽性とする．

16 Ⅰ　ベッドサイドの診断
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