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【症例】死亡時 83歳男性．【現病歴】元々認知症は指摘

されておらず ADLは自立していた．糖尿病，高血圧症，

脂質異常症の既往あり．死亡 4ヶ月前から活気不良，体

動困難が進行し近医受診した．脳脊髄液所見から髄膜脳

炎を疑われ MEPM，L-AMB，ACV を投与されるも改善乏し

く，3 ヶ月前に当院紹介された．全身状態不良のため生

検は困難で，感染症を否定した後に自己免疫性の病態を

念頭にステロイドパルス 2クール（methylprednisolone 

1g/日 3 日間）に続いてステロイド内服(prednisolone 

1mg/kg/日)を行うと開眼して会話可能となった．経過中

に肺炎を合併して死亡した．【神経学的所見】JCSⅡ−10．

何度も指示すれば簡単な従命可能だが発語はなく髄膜

刺激徴候を認めた．その他の巣症状なし．【検査所見】血

液検査：CRP 2.07 mg/dL，白血球 5900/μlで自己抗体

や腫瘍マーカーの上昇なし．脳脊髄液検査：細胞数

47/mm3(単核球 98%)，蛋白 59 mg/dL，頭部造影 MRI：右

頭頂葉の脳溝に沿った造影効果あり，同部位の脳回は

T2WI 高信号で腫大し，経時的に微小出血が増加した．【神

経病理所見】脳重量は 975g．肉眼では左側頭葉底面の陳

旧性くも膜下出血と，右頭頂葉と右小脳半球に微小な出

血性梗塞あり．組織学的には重度のアルツハイマー病変

とともに広範なアミロイドβ（Aβ）陽性のアミロイド血

管症の所見を認めた．特に MRIで造影効果のみられた右

頭頂葉から後頭葉かけて，動脈壁の破壊性変化と微小な

梗塞や出血を伴っており，一部の皮質内動脈には巨細胞

性動脈炎の像がみられた．炎症所見は軽度であったが，

ステロイド投与の影響と考え，Aβ関連巨細胞性動脈炎

と診断した.【考察】高齢者の非感染性髄膜脳炎では，病

前に認知症が指摘されていなくても Aβ関連血管炎を鑑

別疾患に含めることが重要である． 

 

 

 

 

 

 



2 悪性症候群後に発症し、20年以上
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【症例】77歳女性、明らかな家族歴なし。統合失調症に

て加療中、（X-23）年 8 月悪性症候群を発症し A 病院入

院、ショック状態となり一時人工呼吸器を装着。(X-22)

年 8 月 B病院転院時、著明な四肢の運動失調を認めた。

画像上軽度の前頭葉と小脳の萎縮を認め、悪性症候群時

の低酸素脳症後遺症と考えられた。（X-10）年他院で脊髄

小脳変性症と診断され、精査のため B病院神経内科再入

院。随意運動で粗大な上肢の不随意運動が誘発された。

経過中小脳症状、精神症状とも進行はなかった。X 年 Y

月、誤嚥性肺炎の治療中ベッド上で CPA状態になってい

るところを発見された。全経過：悪性症候群発症時から

約 23年。 

【病理】脳重 1230 g。肉眼的に小脳の萎縮が明らかで、

割面では小脳皮質が萎縮し、歯状核は褐色調でリボン状

構造が不明瞭化していた。大脳皮質、被殻、淡蒼球、視

床下核、海馬、黒質、青斑、橋底部は保たれていた。組

織学的には Purkinje 細胞と顆粒細胞、歯状核ニューロ

ンの広範な脱落が明らかで、歯状核と小脳白質の線維性

グリオーシス、歯状核門から上小脳脚へ向かう小脳遠心

路の変性が見られた。一方、小脳扁桃では Purkinje 細

胞、顆粒細胞ともほぼ正常に保たれていた。下オリーブ

核にも神経細胞脱落とグリオーシスが見られたが、赤核

は保たれていた。 

直接死因：破裂胸部大動脈瘤の左肺穿破 

【考察】小脳扁桃が保たれ、他の小脳皮質・深部核ニュ

ーロンが広範に脱落するという特徴的な病変分布は既

知の変性疾患では説明困難で、むしろ過去に悪性症候群

後遺症として小脳変性を来した症例で報告されている

ものと一致しており、臨床症状ともよく対応していた。

類似の小脳変性が熱中症などの高体温症の中枢神経系

後遺症でも報告されている。低酸素脳症で傷害されやす

い部位（大脳皮質、海馬、線条体）は保たれており、低

酸素の関与は小さいものと考えられた。 
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【症例】症例は死亡時 90歳、男性。右利き。X年頃から

歩きにくさ、右上下肢の動かしにくさが進行し、同時期

頃から呂律の回りが悪くなった。X+2 年に当科へ紹介。

初診時の神経学的所見として、意識は清明であったが、

右優位のパーキンソニズムを認め、同側のジストニア、

動作拙劣を示し、皮質徴候は軽度ながら失書を認めた。

頭部 MRIでは左優位の前頭葉・側頭葉の萎縮を認め、脳

血流 SPECT では、左大脳半球および基底核の血流低下を

認めた。これらの結果から臨床的に大脳皮質基底核変性

症(CBD)を第一に考えた。緩徐に病状は進行し、生活介護

と往診加療が施されていたが、X+5 年、嚥下障害が進行

し、誤嚥性肺炎による呼吸不全で死亡。【神経病理】脳重

1280g。肉眼的に、前頭葉、頭頂葉を中心とした左大脳半

球優位の萎縮、中脳黒質の色素脱失を認めた。組織学的

に、前頭葉や中心前回優位の神経細胞脱落とグリオ－シ

スを認め、AD 病理 (Aβ 沈着：Braak stage C，CERAD 

score B，Thal Phase 5，NFT：Braak stage V)を伴って

いた。黒質にも左右差のある高度神経細胞脱落とグリオ

－シスを認めたが、基底核、視床、視床下核、橋、延髄

の変性は軽度であった。RD3, RD4 共に陽性 (RD4優位)。

astrocytic plaque (-)。小脳グルモ－ス変性 (-)。ま

た、中心前回から延髄下オリ－ブ核に至る広範囲に

pTDP-43 陽性神経細胞胞体内封入体や短い変性突起を認

めた（FTLD-TDP Type A）。扁桃核に、中等度の pTDP-43

陽性封入体を認めたが、歯状回を含む海馬領域は比較的

軽微であった。PGRN遺伝子変異(-)。【問題点】CBS の背

景病理として、タウオパチ－と TDPプロテイノパチ－を

認めた。病理学的所見、診断及び臨床症状との相関につ

いて御意見を伺いたい。 
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【症例】死亡時 81歳男性【家族歴】なし【既往歴】脳梗

塞, 労作性狭心症【現病歴】X-3年より易転倒性が出現

し歩行障害が進行した. X-2年より屋外は車椅子移動と

なった. 初診時, 四肢頸部体幹の固縮と右半身優位の

寡動, 姿勢反射障害, 軽度の小脳失調を認め、振戦や眼

球運動制限は認めなかった. 頭部 MRI で小脳・脳幹の萎

縮はなく, 心筋 MIBG シンチグラフィーで H/M 比の低下

を認めなかった. パーキンソン症候群としてレボドパ

を開始したが, 運動症状の改善は乏しかった. X-1 年に

実施したシェロング試験では収縮期血圧が立位 1 分で

33mmHg下降し, 便秘も伴った. HDS-R 20 点と軽度の認

知機能障害を認めた. 以上より多系統萎縮症（MSA-P）

と診断した. 外来通院していたが, X年 7月に, 自宅で

転倒し動けなくなり, 緊急入院となった. 横紋筋融解

症から急性腎不全に至り血液透析を開始したが, 3 日後

に死亡した. 全経過 3 年.【病理所見】固定後脳重

1,120g. 両側前頭葉は軽度萎縮し, 割面では黒質の退

色を認めた. 組織学的には, 黒質神経細胞は中等度脱

落し, 左中心前回は高度な変性を呈し第 2層の空胞変性

を伴った. 淡蒼球・黒質・視床下核・中脳被蓋・橋核・

網様体にリン酸化タウ陽性の突起や神経原線維変化を

認めた. 左中心前回を中心に, 前頭頭頂葉にリン酸化

タウ陽性 tufted astrocyteを多数認めた. 【考察】MSD-

PSP criteriaの除外項目には, MSA や DLB を示唆する自

律神経障害が記されており, PSPに起立性低血圧を伴う

ことは稀である. 本症例は, 早期から易転倒性があり

PSPとして合致するものの, 小脳失調と起立性低血圧を

伴い MSAとの鑑別が困難であった. 起立性低血圧は薬剤

など非神経原性の原因も多く報告されており, その原

因について慎重に検討した上で, 背景疾患の診断を行

う必要がある.  

 

 

 

 

 

 



5 進行性核上性麻痺の正診率  
—日本病理剖検輯報に基づく検討 
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【目的】進行性核上性麻痺について、日本剖検病理輯報

の解析を基に、わが国における臨床診断水準の現状を明

らかにし、鑑別の上で重視すべき疾患を検討する。 

【方法】日本剖検病理輯報収載の 2007年から 2016 年ま

での剖検例全 130,288例中、臨床診断または病理診断に

進行性核上性麻痺を含む症例を対象として検討した。 

【結果】臨床診断進行性核上性麻痺患者は 202例あり、

内 167 例が剖検によって診断確定、正診率は 82.7%であ

った。人口 10 万人当たり 17.26 人の有病率から、期間

中の臨床診断進行性核上性麻痺患者死亡数は 2,112.4例

と推定され、剖検率は 9.6%であった。誤診 35例の病理

診断では、パーキンソン病およびレビー小体型認知症を

含むレビー小体病の 12 例と、大脳皮質基底核変性症の

9 例が際立っていた。病理診断進行性核上性麻痺患者は

227 例であったが、生前診断されていたのは 167 例のみ

で、60例 26.4%が生前には見逃されていた。見逃し例の

主な生前診断は、パーキンソン病 (19例、他にレビー小

体病 1例。レビー小体型認知症はみられず) と大脳皮質

基底核変性症 (13例) であった。 

【考察】人口動態統計による、観察期間中の全死亡者数

は 12,238,675 人で、日本病理剖検輯報収載の剖検数は

130,288例、全死亡者の約 1%に相当し、未収載例を加え

ても剖検率は 2%には届かないと推測される。これに対す

る進行性核上性麻痺の 10%近い剖検率は、本疾患への関

心が比較的高いことを示唆する。しかし、病理診断確定

例の 4分の 1にもおよぶ症例が、生前には見逃されてい

たものと疑われた。生前に誤診されていた診断で最も多

いパーキンソン病について、今回と同じ手法で算出した

剖検率は 3.7%と低いことから、実際はさらに多くの症例

が見逃されている可能性も考えられる。これを計算に加

えれば、有病率は人口 10 万人当たり 17.26 人よりもか

なり多いと見込まれる。剖検率を高めて、診断精度の向

上に努める必要があると考えられる。 

 

 

 

 



6 生後 1 日で死亡した 13 トリソミ
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【症例】日齢 1、女児。 

【家族歴】母は 33歳。3経妊 3 経産。2人の姉は健常。

母の弟に口唇口蓋裂。 

【現病歴】在胎 35 週 1 日に子宮内胎児発育遅延と診断

され、在胎 36 週 0 日に当院を紹介受診した際にノンス

トレステストで胎児機能不全と判断され緊急帝王切開

にて出生した。出生後 1分/5分の Apgerスコアは 4 点/7

点。自発呼吸が乏しいため気管内挿管され NICU へ入室

し、低血糖に対して糖液投与を反復したが反応は不良で

あった。日齢 1 に突然徐脈になり心肺蘇生を開始したが

反応なく死亡した。 

【現症】身長 44cm、体重 1900g。耳介低位・眼裂狭小・

鼻欠損・口唇口蓋裂・低位鎖肛・右足趾多指症（6本）・

合指症・手指オーバーラッピングなどの外表奇形を認

め、何らかの先天性奇形症候群が疑われた。また、心臓

超音波検査で複雑心奇形を認め、血液検査では呼吸性ア

シドーシスと低血糖（16mg/dl）を認めた。 

【神経病理所見】脳重量は 145g（242±41.8g、-2.3SD）

と小さかった。外観では大脳前半分が左右に分離してお

らず（半葉型の全前脳胞症）、嗅球が同定できなかった

（嗅球欠損の疑い）。大脳の形態異常に比して、脳幹と小

脳の形態は保たれていた。また、大脳白質・小脳白質・

小脳歯状核に神経細胞の集塊（ヘテロトピア）を認め、

橋底部の表面を覆うグリア細胞を混じた脳軟膜の肥厚

（グリア間質形成不全）を認めた。 

【考察】死亡時に提出された血液サンプルにて 13 トリ

ソミー（Patau 症候群）と確定診断された症例。後方視

的に見ると本例は 13 トリソミーで報告されている病理

所見によく合致していた。小児神経疾患の病理の多くは

形成異常の組み合わせであり、病理のみで診断を確定す

ることが困難な場合が多い。小児神経疾患の診断におい

て血液サンプルや湿潤試料の重要性が再確認された。 

 

 

 

 

 



7 日常生活動作が自 立 し て い た  

百寿者の１剖検例 
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【症例】死亡時 107歳、女性。家族歴・既往歴に特記す

べきことなし。 

【現病歴】未就学で、25歳で結婚し、子は無く、49 歳で

未亡人。74歳まで独居生活の後、兄家族と同居。92 歳か

ら養護老人ホーム。98歳時に胃潰瘍、心不全で当院入院。

99歳から当院特養入所。難聴だが日常生活動作は自立、

100 歳時の長谷川式簡易知能評価スケール 16.5/32.5

点。102歳時に左鼠径ヘルニア手術。106歳時は、視力正

常、歩行、食事、整容、更衣、排泄は自立。長谷川式 12/32.5

点 。 107 歳時に右大腿骨骨折で臥床状態になり、心不

全、尿路感染症を合併し死亡。「日常生活動作能力が

自立し、痴呆がない 107歳の剖検例」と報告された。 

【神経病理所見】脳重 1155g．肉眼的に大脳萎縮。組織

学的に amyloid-β Thal phase 2、老人斑 CERAD score 

A、神経原線維変化 Braak stage Ⅲ、AT8 stage Ⅳで

Alzheimer病理 low。Ghost tangle多数で高密度。黒質

神経細胞は保たれ、Lewy小体病理を迷走神経背側核、青

斑核、扁桃体に認め、DLB consortium の amygdala-

predominant type 。 内 側 側 頭 葉 に thorn-shaped 

astrocytesなど aging-related tau astrogliopathy。

動脈硬化、脳アミロイドアンギオパチー軽度。病的 TDP-

43陽性封入体や嗜銀顆粒を認めず。 

【考察】臨床的に日常生活動作が自立していた百寿者

で、脳梗塞を認めず、老人斑が少数で、神経原線維変化

が海馬や海馬傍回に高度なことは既報告。今回の検討

で、primary age-related tauopathy が ghost tangleが

高密度な神経原線維変化型老年認知症的であることや、

扁桃体に Lewy小体病理が高度なことも確認された。 

 

 

 

 

 

 

 



8 広範な大脳皮質病変を呈した、

MV2K型孤発性クロイツフェルト･

ヤコブ病の1剖検例 

 

1)  愛知医科大学 加齢医科学研究所 

2)  安城更生病院 脳神経内科 

○岩崎 靖 1, 伊藤翔太 2, 平賀圭太 2, 安藤哲朗 2, 

赤木明生 1, 陸 雄一 1, 三室マヤ 1, 宮原弘明 1, 

吉田眞理 1 

【症例】死亡時61歳、男性。 

【現病歴】歩行障害で発症し、次第に認知機能障害が進

行した。脳神経内科初診時には、小刻みな開脚歩行を認

め、腱反射は正常で、バビンスキー反射は陰性だった。

MRI・拡散強調像で大脳皮質、基底核、視床に高信号を認

めた。髄液検査で、総タウ蛋白と14-3-3蛋白は陽性、RT-

QuICは陰性だった。脳波検査で周期性同期性放電は認め

なかった。SPECTでは両側の前頭側頭葉、頭頂葉で血流低

下を認めた。プリオン蛋白(PrP)遺伝子解析では変異を

認めず、コドン129多型はMet/Valだった。無動性無言状

態には至らず、全経過13ヵ月で死亡。ミオクローヌスは

認められなかった。 

【神経病理所見】脳重 1230g。肉眼的に全体的な大脳萎

縮を認めた。大脳皮質には小型で明瞭な海綿状変化を広

範に認め、グリオーシスや肥胖性アストロサイトの増生

は軽く、神経細胞脱落は目立たなかった。線条体、視床

内側核にも海綿状変化、グリオーシスを認めたが、淡蒼

球、視床外側核、海馬、扁桃核の変化は軽かった。小脳

には多数の Kuru 斑を認め、分子層に海綿状変化、顆粒

細胞層に神経細胞脱落を認めた。脳幹部は保たれてい

た。免疫染色では、大脳皮質に広範な微細顆粒状のシナ

プス型 PrP 沈着を認め、皮質深層主体に perineuronal-

type の沈着も認めた。辺縁系や線条体、淡蒼球、視床に

もシナプス型沈着を認め、小さな斑状沈着も伴ってい

た。小脳の Kuru斑は免疫染色で強い陽性所見を呈した。

ウエスタンブロット解析は intermediate + 2 型 PrPScの

所見を呈した。 

【考察】MV2型は Kuru斑型(MV2K)と皮質型(MV2C)に分け

られるが、両者の混在例、MV1 型を合併する例もあり、

孤発性 CJD の中で最も分類が複雑である。正確な分類の

ためには、詳細な神経病理学的検索と多数部位でのウエ

スタンブロット解析が必要である。 

 

 

 

 

 



9 精神症状で発症し、急速進行性の

認知機能障害を呈した、40 歳代 

発症の孤発性クロイツフェルト･

ヤコブ病の長期経過例 

1)  愛知医科大学 加齢医科学研究所 

2)  小山田記念温泉病院 脳神経内科 

〇岩崎 靖 1, 森 恵子 2, 伊藤益美 2, 川合圭成 2,  

赤木明生 1, 陸 雄一 1, 三室マヤ 1, 宮原弘明 1, 

吉田眞理 1 

【症例】死亡時 51歳、男性。 

【現病歴】精神症状で発症し、ミオクローヌス、脳波で

周期性同期性放電、MRI・拡散強調像で大脳皮質、基底核

に高信号を認め、CJD が疑われた。髄液の総タウ蛋白、

14-3-3蛋白、RT-QuICは陽性だった。プリオン蛋白(PrP)

遺伝子解析で変異を認めず、コドン 129多型は Met/Met。

無動性無言状態に至ってから胃瘻造設され、経管栄養で

安定した状態が続いたが、中枢性呼吸不全のため全経過

30ヵ月で死亡した。 

【神経病理所見】脳重 960g。肉眼的に大脳、小脳は高度

の萎縮を呈し、橋底部の萎縮も見られたが、海馬は保た

れていた。大脳新皮質には広範なグリオーシスと神経細

胞脱落を認め、肥胖性アストロサイトの増生が強かっ

た。皮質深層に inflated neuronを認めた。線条体、視

床内側核の変性も強かったが、淡蒼球、視床外側核は比

較的保たれていた。固有海馬から海馬支脚には海綿状変

化を認めるものの、グリオーシスは軽く、神経細胞脱落

は明らかでなかった。大脳白質は広範に髄鞘淡明化、グ

リオーシス、粗鬆化を呈していた。脳幹部では、橋核の

神経細胞脱落とグリオーシス、大脳脚、橋縦束、延髄錐

体の髄鞘淡明化とマクロファージの出現が高度だった。

小脳は分子層の萎縮、顆粒細胞層の脱落が高度であった

が、プルキンエ細胞は比較的保たれていた。小脳白質の

髄鞘淡明化も認めたが、歯状核門は保たれる傾向があっ

た。免疫染色では、大脳皮質、基底核、視床に加え、小

脳では皮質、歯状核に、脳幹では黒質や上丘、橋核、下

オリーブ核にシナプス型 PrP沈着を認めた。 

【考察】孤発性 CJDの病理所見は各亜型毎に系統性があ

り、MM1 型では大脳新皮質や線条体、小脳皮質は高度の

変性を示し、固有海馬や淡蒼球、視床外側核は長期経過

例でも保たれる傾向がある。大脳白質病変や錐体路変性

は、大脳灰白質の変性に伴う 2次性変化と考えられた。 

 

 

 

 



10 大脳白質静脈周囲及び実質内に
マクロファージの浸潤がめだっ
た急性散在性脳脊髄炎 (ADEM) 
発症第 6病日の生検例 

1) 金沢大学大学院脳老化・神経病態学(脳神経内科学)  

2) 金沢大学大学院脳・脊髄機能制御学(脳神経外科) 

〇森 誠 1, 多田康剛 1, 一ノ瀬惇也 2, 田中慎吾 2, 

野崎一朗 1, 坂井健二 1, 中田光俊 2, 山田正仁 1 

【症例】78歳女性。 

【現病歴】2019年 5月 3日に突然呂律が回らなくなり、

右片麻痺が出現した。数時間後に改善し、同日前医を受

診した。頭部 MRIT2強調 FLAIR画像で右頭頂葉や脳幹部

に多発性の高信号域を認め入院した。翌日、意識障害や

右片麻痺が出現し、頭部 MRIの FLAIR画像で病変の拡大

を認めた。第 4病日に完全房室ブロックを認め、当院へ

転院し、ペースメーカー挿入術が施行された。脳神経外

科へ入院し、多発性脳病変について脳腫瘍が疑われ、第

6 病日、脳生検を施行された。腫瘍性病変は否定された。

デキサメタゾンの投与を開始し、意識障害は改善した

が、歩行障害は残存した。血液検査で M蛋白血症を認め、

骨髄検査で MGUS と診断された。脳脊髄液検査でミエリ

ン塩基性蛋白(MBP)異常高値を示し、脱髄性疾患が疑わ

れ当科転科した。メチルプレドニゾロンパルス 2クール

施行したところ、歩行障害は改善し、発症から 2ヵ月後

に自宅退院した。 

【病理所見】生検組織は右頭頂葉の白質、灰白質で、KB

染色や MBP染色では白質の静脈周囲及び実質内に染色性

が脱落した部位を散在性に認めたが、同部位の

Neurofilament 染色は保たれていた。いずれの部位もマ

クロファージ浸潤を認める一方で、CD4、CD8、CD20 陽性

細胞はごく少数であった。浸潤細胞に核異型は認めなか

った。GFAP染色では細胞体が膨化した肥大アストロサイ

トが脱髄病変に散在していた。以上から炎症性脱髄病変

と考えた。 

【考察】本例は当初脳腫瘍が疑われ脳生検が行われた。

白質の静脈周囲及び実質の脱髄と同部位にマクロファ

ージの浸潤が目立ち、ADEM に特徴的な病理所見を認め

た。本例は発症 6日目の病理像だが、マクロファージが

多くリンパ球が少数で、発症後の時間経過により浸潤細

胞は異なると考えた。ADEMの剖検例は散見されるが、生

検例は少ない。MGUSや完全房室ブロックの合併も特徴的

であった。 

  



11 SLE にて急激な経過をとって死亡

した症例の中枢神経病理所見 

 

1） 豊田厚生病院 病理診断科 

2） 同      膠原病内科 

3） 愛知医大加齢研 神経病理 

〇氏平伸子 1, 水野伸宏 2, 成田道彦 1, 吉田眞理 3 

症例：23歳 女性  

主訴：意識障害  

既往歴：胃炎 家族歴：母；高血圧  

現病歴：2018 年 11 月頃、手指にしもやけのような斑点

が出現。2019年年明けから顔面に皮疹出現し近医受診に

て抗核抗体、抗 Sm抗体、抗 SSA抗体高値を指摘された。

2019 年 2 月 14 日当院膠原病内科へ紹介受診し、SLE と

診断、PSL 20ｍｇにて治療開始。3月初旬から高熱と胸

部レントゲン写真にてスリガラス影が出現。各種感染症

検査は陰性。4 月 1 日肺胞蛋白症と診断。 

4 月 6 日朝巡回時ベッドサイドに倒れているところを発

見され意識障害を認めた。髄液検査では蛋白の上昇

（149.1mg/dl）を認めた。 

頭部 MRI にて左前頭葉から頭頂葉の皮質下白質に T2, 

FLAIR にてやや淡い高信号領域を認めた。4 月 6 日昼過

ぎには下顎呼吸、低酸素血症となり、死亡された。死後

約 5時間で病理解剖を施行した。 

病理解剖所見 肺は両側とも 630g と重量を増し、肺胞

蛋白症、肺水腫の所見を認めた。直接死因は肺胞蛋白症

および肺水腫による呼吸不全と考えられた。 

中枢神経病理所見  

脳重量：1285g。外観上、浮腫、軟膜の混濁ははっきりせ

ず、ヘルニアの所見なし。 

組織所見 大脳、小脳、脳幹と広範囲に血管壁にリンパ

球浸潤する血管が散見された。浸潤するリンパ球は CD3

陽性の Tリンパ球主体で、核塵が目立った。血管壁には

フィブリノイド壊死の所見はなかった。一部にフィブリ

ン血栓を認めた。MRI にて高信号を示した領域ではやや

血管炎を示す血管が多かったが、梗塞や出血などの実質

障害の所見はなかった。 

まとめと考察  

SLE と診断されて約 2 か月の経過で呼吸不全、意識障害

を呈して死亡した若い女性例である。脳の病理所見では

血管炎の所見を認めるほかは明らかな実質病変を認め

なかった。 

脳、脊髄以外には明らかな血管炎を認めなかった。急性

期の SLEの中枢神経病理所見をみる機会は少なく貴重な

症例と考えられる。 

 



12 全経過 20 年で死亡した、高齢   

発症 DRPRA の一剖検例 

1)  中部ろうさい病院神経内科 

2)  愛知医科大学加齢医科学研究所 

 

○梅村敏隆 1, ○赤木明生 2, 金子雄紀 1, 松本慎二郎 1, 

上條美樹子 1, 亀山隆 1, 吉田眞理 2 

【症例】死亡時 84 歳女性。同胞は 5 人。本人は次女。

長女、長男、四女は死去（四女は小児麻痺の疑い、詳細

不明）。三女は健在。熊本県出身。 

【現病歴】65歳頃から失調性歩行、構音障害が出現。経

過でびまん性大脳萎縮と大脳白質病変が出現。DRPLA を

疑い 74歳時に遺伝子解析を施行し、CAG expansion を認

めた（リピート数検索中）。症状は徐々に進行。82 歳頃

から嚥下困難が出現し、誤嚥性肺炎を繰り返す。中心静

脈栄養管理を開始したが真菌感染症を発症し、84歳時に

呼吸不全で死亡した（全経過 20年）。 

【神経学的所見】74歳時：多幸的で記銘力と理解力の低

下があるが会話は可能。眼球運動は saccadic、注視眼振

を認める。slurred speechで、嚥下障害は認めない。四

肢粗大筋力は保たれている。腱反射は正常、病的反射な

し。四肢体幹失調を認める。四肢の筋トーヌスは低下し

ている。独歩可能。感覚障害はない。 

82歳時：呼名に頷き、自発開眼する。頚部不随意運動あ

り。両側肘、手関節は伸展制限を認め、両下肢は屈曲拘

縮位。 

【神経病理所見】脳重は 1150g。肉眼所見：脳は小造り

で、脳幹と小脳が萎縮している。割面では淡蒼球と視床

下核の萎縮、変性を認める。小脳は皮質、白質、歯状核

の萎縮を認める。顕微鏡所見：小脳歯状核、赤核、視床

外側腹側核、淡蒼球外節、視床下核で神経細胞脱落とグ

リオーシスを認める。橋核、下オリーブ核、胸髄 Clarke

柱、尾状核、被殻、脳神経諸核、辺縁系、大脳皮質は保

たれている。1C2 免疫染色では辺縁系、大脳皮質、後根

神経節など変性部位を超えて、神経細胞核内びまん性陽

性構造物を認める。 

【考察】本症例では polyglutamine pathology が認めに

くい部位でも、1C2 陽性神経細胞核内びまん性構造物を

認める。polyglutamine 病で病変が広範囲に拡がってい

る可能性が示唆される。 

 

 

 

 



13 小脳 Purkinje 細胞に somatic 
sprouts が認められた多系統萎縮
症の 1剖検例 

1) 金沢大学大学院 脳老化・神経病態学 

(脳神経内科学) 

2) 国立病院機構 医王病院 北陸脳神経筋疾患 

センター 脳神経内科 

3) 国立病院機構 医王病院 北陸脳神経筋疾患 

センター 内科 

○坂井健二 1, 石田千穂 2, 本崎裕子 2, 田上敦朗 3, 

駒井清暢 2, 山田正仁 1 

 

【症例】剖検時 71歳女性。 

【病歴】67 歳時に頻回の転倒や左手の使いにくさで発

症。起立性低血圧が認められ、68 歳時に多系統萎縮症

（MSA-P）と診断された。69 歳からは非侵襲的陽圧換気

療法（NPPV）が開始となった。70歳の時点で、発話は不

明瞭で、Myerson 徴候が陽性であった。上肢では左優位

に筋強剛が認められ、無動が明らかであった。明らかな

小脳症候は認められなかったが、起立性低血圧による頻

回の失神がみられた。頭部 MRIでは両側被殻の萎縮と鉄

沈着所見があり、橋底部や小脳の萎縮も認められた。橋

底部の十字サインは明らかではなかった。全経過は 5年。 

【病理所見】固定前脳重は 960 gで、肉眼的に中等度の

前頭葉の萎縮や脳幹及び小脳の萎縮が認められた。被殻

では萎縮と茶褐色調の変色が明らかで、黒質や青斑核の

脱色が認められた。光顕では被殻や橋核の変性が高度に

見られ、青斑、下オリーブ核、尾状核、淡蒼球外節や黒

質の神経細胞脱落やグリオーシスは中等度であった。小

脳では Purkinje 細胞の脱落や白質の変性が著明で、少

数の Purkinje細胞では halo-like structureや somatic 

sproutsが認められた（2/258 cells; 0.8%）。大脳皮質

や白質、視床下核、淡蒼球内節、迷走神経背側核、小脳

顆粒細胞、脊髄前角や脊髄中間質外側核の変性は軽度で

あった。広範囲な領域のグリア細胞および神経細胞の細

胞質および核内に α-synuclein 陽性で Gallyas-Braak

染色で染色される封入体が認められ、多系統萎縮症と病

理診断した。老人斑はなく、タウ病理は Braak NFT stage 

I, AT8 stage Iであり、少数の嗜銀顆粒が認められた

（Saito stage I）。 

【考察および問題点】小脳の Purkinje 細胞に somatic 

sproutsが見られた MSAの報告はない。 

 

 

 



14 「網谷病」と IgM-MGUS を合併し

た筋萎縮性側索硬化症の 1剖検例 

1)  滋賀県立総合病院 病理診断科 

2)  滋賀県立総合病院 脳神経内科 

〇新宅雅幸１, 竹内 均２, 安藤功一２, 小林勇吾２, 

長谷川浩史２ 

症 例：７６歳男性。８ヶ月前、息切れ、呼吸困難、動悸

で発症。肺機能検査で拘束性障害。筋萎縮、構音障害、

線維束攣縮軽度。呼吸障害発症型 ALS と診断。在宅療

養の方針で退院したが、呼吸状態が急速に悪化し、診断

後４０日で死亡。IgM-MGUS (monoclonal gammopathy of 

undetermined significance, IgM 1,232 mg/dL)、抗核

抗体陽性。 

 

病理所見：下位運動ニューロン型 ALS の像で、前角細

胞は中等度に脱落。pTDP-43 陽性 “round inclusion” 

が多数。細胞質内 TDP-43 陽性粗大～微小顆粒を有する

細胞も多い。“Skein-like inclusion” はごく少数。

Bunina 小体は見られず。脳は 1,390 g。皮質運動野の

神経細胞脱落や錐体路変性は見られないが、海馬 CA1～

支脚移行部の限局性変性あり。筋萎縮は軽度。肺は「網

谷病」（pleuroparenchymal fibroelastosis, PPFE）（両

肺上葉主体に胸膜の線維性肥厚、胸膜下領域の弾性線維

の著明な増生と蓄積、肺胞内線維化）と肺水腫の所見。

その他の臓器には著変を認めず。 

 

問題点 特発性間質性肺炎の稀な一型である「網谷病」

（PPFE）を合併した ALS の１例。ALS と間質性肺炎の

合併は、通常単なる偶然の事象と考えられているが、本

症例では PPFE の合併が臨床経過、予後に重大な影響を

及ぼした。ALS 患者では monoclonal gammopathy (MG) 

の頻度が高いことが知られているが、MG は自己抗体活

性を持ち得る。本症例では抗核抗体陽性であり、PPFE の

発生に自己免疫現象が関与しているという指摘もある

ので、「PPFE・ALS・MGUS・抗核抗体」の併存は偶然では

ない可能性がある。 

(Ref.) 網谷良一, 他. 呼吸 1992; 11: 693-699., 

Frankel SK, et al. Chest 2004; 126: 2007-2013., 

Cheng SKH, et al. Arch Pathol Lab Med 2016; 140: 

849-853., Bonifazi M, et al. Curr Pulmonol Rep 

2017; 6: 9-15. 

 

 



15 下肢痙性麻痺、脳梁萎縮を示した

46歳・男性 

福祉村病院 神経病理研究所 

○橋詰良夫, 赤津裕康, 菱田知恵, 兼坂岳志, 

 小川倫弘 

【症例】46歳・男性。家族歴に特記すべきことなし。22

歳ごろから踵のツッパリが出てきて、歩行が不安定にな

ってきた。24歳の時、歩行障害が悪化したため、某病院

受診し脊髄小脳変性症といわれた。28歳の時に症状が進

行したために会社を退社した。35歳の時から障害者支援

施設のショートステイ利用を開始し、44歳の時に入所し

た。死亡 4か月前に血便あり、某病院受診、CTで多発性

肝転移、大腸癌が疑われ、当院に入院となった。入院時、

下肢は痙性が強く自発運動なく、尖足位、膝・股関節で

屈曲出来ず深部反射は亢進。その後、腹水貯留し腹部膨

満、肝腫大、黄疸が悪化し、肝不全により 46歳で死亡し

た。脳 MRIで脳梁萎縮、脳室拡大、前頭葉・側頭葉の萎

縮を認めた。 

【病理所見】脳重量 920g。脊髄錐体路変性が高度、薄束

の変性は軽度。前角神経細胞の中等度脱落、前根の萎縮、

後根の変化は軽度。クラーク核、中間質外側核の変化は

ない。前角神経細胞の胞体内に好酸性顆粒が目立つ。舌

下神経核の変化は軽度、黒質神経細胞の脱落は強い。錐

体路の変性は延髄レベルで明瞭となる。小脳変性は明ら

かではない。大脳では脳梁の萎縮が高度。中心前回の

Betz 巨細胞の数は少ない。変性部位のマクロファージの

出現は軽い。視床内側核の変化も強い。 

前根の有髄線維脱落、骨格筋の神経原性筋萎縮を認め、

「脳梁萎縮を示す複合型痙性対麻痺」と診断した。全身

臓器では S 状結腸癌と著明な肝転移を認めた。 

【まとめ】本例は遺伝歴は明らかではないが、臨床・病

理所見は、岩淵らが提唱した「脳梁の低形成を伴う複合

性遺伝性痙性対麻痺」に一致するものと考えられる。既

報告例と臨床・病理所見を比較検討し報告する。 

 

 

 

 

 

 

 



16 臨床的にパーキンソン病と診断

され，TUBA4Aにナンセンス変異を

認めた一剖検例 

1)  富山大学医学部学生 

2)  富山大学医学薬学研究部法医学講座 

3)  兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科 

4)  金沢脳神経外科病院 脳神経外科 

○岡田慶太郎 1,2, 畑 由紀子 2, 一萬田正二郎 2, 

吉田幸司 3, 旭 雄士 4, 西田尚樹 2 

【症例】死亡時 78 歳女性．自宅近くの河川内で死亡し

ているのを発見された．死因は溺水による窒息と考えら

れた．死亡前に自殺企図を示唆する言動があった. 【家

族歴】姉が 50 歳代，兄が 60歳代でそれぞれパーキンソ

ン病(PD)と診断されている．姉兄はともに薬物によるコ

ントロールは良好とのことである．【現病歴】47 歳時，

すくみ足で発症，PD と診断された．L-dopa によく反応

したが，62 歳時より wearing-offが出現．その後も症状

が進行し，67 歳時に両側視床下核の深部刺激療法(DBS)

を施行し，症状は著明に改善した．HDS-R29．FLAIR 像で

両側大脳皮質下白質に高信号領域が多発．69歳時，頭部，

下肢のジスキネジア，無動，運動緩慢を認め，電極調整

のため入院．MMSE29．73歳時に後方への転倒増加と off

時間延長が出現し，刺激装置交換．MMSE26．78歳時，電

池消耗のため再び刺激装置交換．HDS-R27，MMSE26．【神

経病理所見】脳重量 1,278 g．固定後割面では側頭葉の

軽度萎縮，中脳黒質の色素脱出を認め，組織学的に黒質

と青斑核の高度神経細胞脱落と free melaninを認めた．

Lewy bodyは認められず，リン酸化α-synuclein免疫染

色は陰性であった．基底核には血管周囲腔拡大と組織粗

鬆化を認める. 視床下核に明らかな神経細胞脱落は認

めない.TDP-43 陽性封入体が辺縁系を中心に認められ，

新皮質にも少数認めた．CERAD B，Braak AT8 stage II，

また，視床下核に挿入された電極先端周囲に明らかな炎

症細胞浸潤はなかった．【遺伝子解析】次世代シーケンサ

によるエクソーム解析にて，TUBA4Aにヘテロ接合性のナ

ンセンス変異(c.235C>T, R79*)を認めた. 既知の PD関

連遺伝子に変異は認めない．【考察】本例は L-dopa, DBS

感受性も併せ，臨床的には典型的な PDとされていたが，

神経病理所見は PD に合致しない．TUBA4A は FTD-ALS 

spectrumにおける原因遺伝子としての報告があるが，本

例は認知症や運動ニューロン障害を示唆する所見は明

らかではない．現時点で同種の報告はないが．本例は

TUBA4A が遺伝性パーキンソニズムの新規責任遺伝子で

ある可能性を示唆した． 

 

 
 



17 GFAP 遺伝子の R416W 変異を伴う
家族性成人型 Alexander病の一剖
検例 

1)  岡山大学大学院 精神神経病態学 

2)  きのこエスポアール病院 精神科 

3)  南岡山医療センター 脳神経内科 

4)  京都府立医科大学大学院 医学研究科 神経内科 

〇三木知子 1,2，横田修 1,2,3，原口俊 3，水田依久子 4， 

吉田誠克 4，竹之下慎太郎 1，寺田整司 1，山田了士 1 

 

 

【症例】死亡時 44歳男性． 

【現病歴】34歳，頻尿，失便出現．39歳，握力低下，歩

行困難，失禁．神経内科で Alexander病を疑われた．40

歳時に大学病院神経内科入院．軽度構音障害，筋力低下，

右下肢の痙性歩行，小脳失調，便秘あり．四肢腱反射は

亢進し， Babinski徴候は両側陽性．頭部 MRIで延髄と

脊髄の高度萎縮．両側側脳室前角周囲白質の T2 及び

FLAIR 高信号，両側上小脳脚の T1 低信号 T2 高信号の空

洞様病変，小脳歯状核核門部の T2 高信号領域あり．遺

伝子解析で GFAP に R416W 変異を認め Alexander 病と診

断．43歳，胃瘻造設．44歳時も顎でパソコンを操作する

など認知機能は保たれていたが喀痰で窒息し心肺停止．

一旦蘇生したが肺炎で死亡．臨床診断は成人型

Alexander病．子 2 人にも同変異あり． 

【神経病理学的所見】 

脳重 1225g．肉眼的に新皮質に層状壊死あり．尾状核，

被殻，淡蒼球の壊死や空洞化，小脳歯状核核門部の空洞

化，延髄から脊髄全体の高度の萎縮あり．光顕で

Rosenthal fiberを小脳や新皮質の軟膜下と血管周囲に

多量に認めた．脱髄は大脳白質と皮質にも認めニューロ

ピルは粗鬆化．層状壊死の目立つ部位に肥畔型アストロ

サイトが増生し，その胞体の辺縁には好酸性顆粒を認め

た．尾状核，被殻，視床には虚血性の壊死や空洞化あり．

淡蒼球は外節優位に脱髄．脳幹でも Rosenthal fiberが

多量．迷走神経背側核の高度神経細胞脱落．小脳歯状核

の神経細胞脱落は中等度だが核門部の白質は粗鬆化し，

上小脳脚も変性．延髄錐体路は空洞化．頸髄から仙髄の

前索，側索は高度に変性．仙髄では灰白質全体が高度に

変性しオヌフ核は指摘できず． 

【考察】 

本例では Alexander病の典型的病理所見に虚血性病変が

重畳していた．臨床症状と組織変性の分布はおおむね一

致していた．GFAPの R416W変異を伴う成人型 Alexander

病の病理所見に関する知見は乏しく，既報告例と比較し

文献的考察を含め報告する． 

 

 



18 意味性認知症の一剖検例 

1)  東京都健康長寿医療センター 精神科 

2)  同 神経病理・高齢者ブレインバンク 

〇河上緒 1,2，松原知康 2，元田敦子 2, 山﨑幹大 2, 

種井善一 2,古田光 1,村山繁雄 2 

【症例】 死亡時 86歳男性（右利き） 

【家族歴】神経疾患の家族歴なし。 

【病歴】 71歳で退職後、規則正しく活動的に過ごして

いた。76、77歳頃より、それまでと行動が変わった。具

体的なエピソードとしては、外出時に、トラック運転手

に注意したり、歩道を走っている自転車に注意するなど

の過干渉が見られ始めた。電車待ちの際に、いつも同じ

整列乗車の場所に並ぶように妻に注意したり、病院に一

番早く来る時間への拘りなどの行動変化も出現した。ま

た、その頃から言葉の理解悪く「ジョウロを取って」と

言っても何を取っていいか分からなかった。本人に自覚

は乏しかった。テレビを見ても「くだらない」と言って

見なくなった。79歳時、当院を初診した。HDS-R13/30 点、

MMSE18/30 点、時計描画不可、熟字訓不可、ことわざ理

解不可、抽象思考困難著明であり、広範な認知機能低下

とともに言語障害を認め意味性認知症と診断された。82

歳時より徘徊のため自宅介護困難で施設に入所した。85

歳頃には、嚥下機能低下が目立ち誤嚥性肺炎を繰り返

し、86歳で死亡した。 

【神経病理所見】脳重は、1,097 g。肉眼的には、左側

頭極にアクセントのある前頭葉、側頭葉の萎縮を認め

た。組織学的には、側頭極、側頭葉、前頭葉、扁桃

体、前帯状回に中等度から高度の神経細胞脱落とグリ

オーシスを認めた。抗リン酸化 TDP-43抗体免疫染色で

は、大脳皮質の表層優位に、long dystrophic 

neuritesを主とした陽性所見を認めた。同様の陽性所

見を辺縁系、基底核にも認めた。老年性変化は総じて

軽微であった。 

【考察】臨床的に意味性認知症と診断し、病理学的にも

意味性認知症に典型的とされる FTLD-TDP Type C（Acta 
Neuropathol. 2011; 122: 111–3.）に合致する病理像を

確認できた。 

 

 

 

 

 



19 構音障害が４年間先行した大脳

皮質基底核変性症の１剖検例 

 

1) 国立病院機構医王病院 北陸脳神経疾患センター 

脳神経内科 

2) 金沢大学大学院精神行動科学（神経科精神科） 

3) 金沢大学大学院脳老化・神経病態学（脳神経内科学） 

○石田千穂 1，駒井清暢 1, 内藤暢茂 2, 山田正仁 3 

【症例】死亡時 81歳女性．家族歴に類症なし．X-10年

（71 歳）秋頃から話しにくさを訴えたが，約４年間は

構音障害と舌運動障害，腱反射亢進以外に明らかな異

常所見はなかった．X-6年頃より右上肢運動障害と不随

意運動，ふらつきを訴え，X-5年には右優位の筋緊張亢

進と運動機能障害，認知機能低下，非流暢性失語，失

行，左前頭葉・頭頂葉の脳萎縮と脳血流・代謝低下を

認めた．以後，神経症状は進行し，X-2年には寝たきり

で発声のみとなり胃瘻を造設，X年 3月呼吸不全で死亡

した．臨床診断は大脳皮質基底核症候群（全経過９年

半）． 

【神経病理所見】脳重 810g，中心前回を含む前頭葉に

強調される脳萎縮を認め．割面では前頭葉，基底核，

中脳，橋の左優位の萎縮，大脳・小脳白質のボリュー

ム低下，黒質の高度退色を認めた．神経細胞脱落とグ

リオーシスは，黒質に高度に認めたほか，大脳皮質

（特に中心前回を中心とした前頭葉，頭頂葉，側頭葉

内側部，浅層に空胞化），扁桃核，小脳歯状核（グルモ

ース変性あり）にも認め，神経変性所見は中心前回，

基底核，黒質で左優位であった．大脳皮質と扁桃核に

ballooned neuronを認め，ガリアス陽性，リン酸化

tau陽性の pretangle, 神経原線維変化、astrocytic 

plaque, coiled body, thread が多数，広範囲に分布し

ていた．CERAD 0，Braak Aβ stage B，Thal phase 3, 

Saito stage II, レビー小体やリン酸化 TDP陽性構造

物なし．病理診断：大脳皮質基底核変性症（CBD）． 

【考察】病初期は構音障害のみであり臨床診断に苦慮

した１例であった．最終病理像でも左右差が保たれて

いた点が特徴的であり，構音障害，失語症の責任病巣

と推定される左中心前回下部にも，比較的強い変化を

認めた．  

 

 

 

 

 

 



20 パーキンソン症候群に筋萎縮性
側索硬化症が合併した一解剖例 

1) 島根大学医学部 器官病理学 

2) 同 附属病院病理部 

3) 同 附属病院脳神経内科学 

○荒木亜寿香 1, 長野菜穂子 2, 来海壮志 3, 稲垣諭史 3, 

丸山理留敬 1  

【症例】死亡時 80歳代男性。家族歴なし。 

【現病歴】死亡 4年前から手指振戦、小刻み歩行が出現

した。近医の精査にて著明なすくみ足と姿勢反射障害、

軽度筋固縮、両手の拙劣さが目立った。Dat scanで線条

体の集積が著明に低下しており進行性核上性麻 (PSP) 

と診断された。L-DOPAを投与されたが治療効果は見られ

ず、徐々に両手の失行が目立ち、歩行困難となった。そ

の後四肢筋力低下・萎縮が進行し、再精査の結果、筋萎

縮性側索硬化症合併 (ALS) と診断された。呼吸障害に

て発病後３年半で永眠された。 

【神経学的所見】眼球運動：上下方向で軽度制限あり、

眼振なし。嚥下障害あり。両肘関節、両膝関節の固縮・

痙縮あり。手指は拘縮。四肢筋力低下・萎縮あり。針筋

電図で広範に線維束性筋収縮あり、僧帽筋と上腕三頭筋

に線維自発電位あり。頭部 MRIで中脳被蓋に萎縮はある

が、PSP とするには軽度。大脳に萎縮があり大脳皮質基

底核変性症 (CBD)が鑑別にあがる。 

【神経病理所見】 

脳重量は摘出時 1105g、摘出 1 時間後 1060g に減少。

肉眼的に両側中心前回の萎縮がある。割面で淡蒼球や視

床下核、中脳に褐色調の色調変化がある。脳幹部の萎縮

は軽度である。 

組織学的に視床下核、淡蒼球、尾状核、中脳黒質や脳

幹被蓋に globose型 neurofibrillary  tangle (NFT)を

もつ神経細胞が多数見られる。これらは tau陽性である

とともに、TDP43 にも陽性である。一方典型的な tuft-

shaped astrocyte (TA) は少ない。運動野を中心とし大

脳皮質に globose型 NFTや嗜銀性構造物が多数見られる

とともに、astrocytic plaque (AP) が散見される。運

動野の神経細胞に変性や neuronophagiaがある。胸髄や

腰髄では前角運動ニューロンに TDP43陽性の変性ニュー

ロンや、Bunnina小体をもつニューロン、VB染色で前・

側索の淡明化がある。 

【考察】 

大脳皮質の広範囲に多数の嗜銀性構造物や AP が出現す

る。一方で PSP に典型的な TA は少数である。現段階で

は CBD-like type PSP に ALS が合併した症例と推測す

る。 
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症 例：７２歳、男性。慢性関節リウマチとびまん性細気

管支炎、気管支拡張症にて加療中。気道感染の合併によ

る呼吸不全の増悪、寛解を繰り返していた。受診一日前

から急に呂律困難、嚥下困難、流涎、左手の動かしにく

さを自覚して救急入院。左半身の軽度不全麻痺を認め、

CTで右放線冠に浮腫を伴う径 2 cm の占拠性病変を認

めた。MRI では病変は DWI-high であった。脳膿瘍を疑

って直ちに治療を開始したが、左上肢のけいれん、呼吸

状態の急激な悪化、意識レベルの低下をきたし、入院２

日後に死亡された。 

 

病理所見：肺 (r: 1,300 g, l: 1,280 g) は気管支拡張

症、肺線維症、蜂巣肺を背景として強い気管支肺炎の所

見。数ヶ所で気管支内腔に放線菌 (actinomyces spp.) 

の菌塊 (“sulfur grains”) を認める。脳は 1,250 g。

髄膜の軽度の混濁を認める。右頭頂葉深部白質に径約 2 

cm の膿瘍形成あり。膿瘍内に比較的小さな “grains” 

が少数散在。膿瘍周囲には壊死、浮腫、血管壁内並びに

血管周囲性の炎症性細胞浸潤が見られる。膿瘍は一部で

側脳室に穿破し、脳室上衣炎、脈絡叢炎を合併。軽度の

化膿性髄膜炎も伴っている。 

 

考 察：放線菌は真菌に類似するグラム陽性の大型桿菌

で、感染症の原因となる菌種は Actinomyces israelii 

が大半である。口腔内の常在菌であり、日和見感染の他、

健常人にも感染が生じ得るが、脳膿瘍を形成することは

稀で、脳膿瘍の起炎菌としては全体の 0.6 % に過ぎな

いとされている。膿内に特徴的な “grains” が見出さ

れれば診断は容易であるが、本症例では “grains” が

比較的小さかったため Nocardia 症などとの鑑別に迷

い、診断の確定に苦慮した。 

 

 

 

 

 

 



22 腎移植 26 年後に呼吸抑制で死亡

した延髄病変の一例 

1)  徳島大学 神経内科 

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 

〇島かさ音 1，種井善一 2，村上永尚 1, 松原知康 2,  

村山繁雄 2, 和泉唯信 1 

 

【症例】 61歳女性 

【主訴】 左上下肢の異常感覚，歩行障害 

【病歴】 X年 Y月初旬から左上下肢の異常感覚を自覚．

徐々に増悪し，歩行障害が出現したため，Y+1 月に前医

受診．頭部 MRIで延髄に腫瘤性病変を指摘された．その

後も徐々に増悪し，歩行困難となったため，Y+2 月に当

院に入院した． 

【既往歴】 出産後腎不全のため，35 歳時に生体腎移植

術（ミコフェノール酸モフェチル，ステロイド内服中）．

甲状腺全摘術（57歳，乳頭癌）．大動脈弁狭窄症． 

【入院時身体所見】 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．受け答えは正常だが，傾眠傾向．脳神経では嚥下

障害あり，挺舌は右に偏奇．感覚系は，頚部以下，左

半身で触覚低下・痛覚過敏あり． 

【検査所見】 頭部造影 MRIにて，延髄に ring 

enhancementを伴う腫瘤性病変を認め，PET-CTで集積

を示す．Tlシンチ集積なし．その他の部位に CTや

PET-CTで異常所見なし． 

【経過】 入院後に嚥下障害が出現．既往歴および比較

的急性の経過，身体所見，画像所見から，結核，リス

テリア，アスペルギルスなどによる脳膿瘍を疑われ

た．抗結核薬，抗菌薬，抗真菌薬とステロイドを投与

され，左上下肢のしびれや歩行障害は改善した．頭部

MRIで病変の縮小を認めたため，ステロイドを漸減中

止，抗結核薬 2剤に減量し，Y+3月に退院した．Y+4月

に発熱し，嚥下障害，嘔気・嘔吐が再燃したため，緊

急入院．頭部 MRIにて病変の増大を認め，感染症より

も悪性リンパ腫を疑われ，ステロイド 4 mg/dayを開

始．嚥下障害やしびれは軽度ながら改善したが，発

熱，全身状態の悪化を認め，2週後に死亡した． 

【神経病理所見】 

脳重 1,240 g．延髄，橋はびまん性に腫大していた．割

面にて，延髄右側から一部正中を越えて，境界は比較的

明瞭で，癒合傾向を示す，灰白色調の結節性病変が観察

された．組織学的には，小型リンパ球や組織球などに，

多形性を示す異型リンパ球が混在し，中心部は壊死に陥

っていた． 
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【症例】54 歳女性【病歴】2015 年 8 月に複視が出現し

た．AChR 抗体と Musk 抗体は陰性であったが，易疲労性

があり，四肢・体幹筋に MMT４レベルの筋力低下がみら

れた．テンシロンテストで症状が改善したことから重症

筋無力症と診断した．単純血漿交換療法で症状は改善傾

向となり，PSL25mg/day と TAC3mg/day を開始した．PSL

を 20mg/day まで漸減すると再び複視が出現した．2016

年 2 月から約 3 ヶ月毎の IVIg (20g/day 5days)を併用

したが，IVIg後の複視や筋力低下の改善が乏しくなった

ため，2018 年 2 月から治療薬を PSL1mg/kg/dayに変更し

た．易疲労性や複視は改善傾向となったが，PSL20 

mg/day まで漸減すると再び易疲労性が出現した．

CYA150mg/day と IVIg を併用したが，構音障害や嚥下障

害が出現し，2019 年 5 月に入院した．【入院時現症】両

側眼瞼下垂，複視があり，眼輪筋と口輪筋に筋力低下を

認め，構音障害と嚥下障害がみられた．上肢挙上保持は

2 秒だけ可能で，四肢に MMT3 レベルの筋力低下を認め

た．【検査所見】AChR抗体，Musk 抗体，LPR4抗体はいず

れも陰性であった．【臨床経過】TR-350 を用いた免疫吸

着療法で症状が改善傾向となったことから，低力価の

AChR 抗体陽性例である可能性を考え，上腕二頭筋から神

経筋接合部生検を行った．【筋病理所見】NAE染色で濃染

される神経筋接合部に C5b9 の沈着を認めた．神経筋接

合部の超微形態には，明らかな形態異常は観察されなか

った．【考察】既報告の AChR 抗体陽性重症筋無力症では，

神経筋接合部の形態異常が報告されている．本例では神

経筋接合部には明らかな形態異常は確認されなかった

が，免疫吸着療法が有効であり，神経筋接合部に一致し

て補体の沈着を認めた．低力価の AChR 抗体陽性例また

は種々の補体介在性の自己抗体を有する症例である可

能性が高いと考えた．  
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【症例】症例は死亡時 72 歳男性．家族歴なし． 

【現病歴】X 年 11 月（62 歳時）より左下肢の脱力と左

手指の筋力低下が出現した．X+1 年 6 月当院初診．左上

下肢遠位優位の筋力低下，四肢腱反射低下，左母指球の

筋萎縮を認めた．血清 CPK 値 300代と軽度高値，末梢神

経伝導速度正常，針筋電図所見では安静時脱神経電位，

軽収縮時に多相性・高振幅電位を認め，一部で干渉波出

現不良であることから，神経原性変化と考え，運動ニュ

ーロン病（MND）として経過観察となった．X+2年 3 月に

は右下肢筋力低下，6月より嚥下困難が出現した．X+4年

5 月より喀痰喀出困難，肺炎を繰り返し 8 月 PEG 造設，

X+7 年 2 月より経口摂取不可能．X+8 年 8 月四肢ともに

MMT2～3レベル，X+11年には臥床生活で，車いす座位が

短時間可能であった．7 月受診時に高 CO2 血症を認め，

9 月に CO2ナルコーシスで入院．呼吸補助は希望されず，

呼吸不全にて死亡．全経過 10年 10か月． 

【神経病理所見】固定前脳重 1540g．固定後割面では側

脳室前角の軽度拡大を認めた．組織学的には上位下位運

動ニューロンともに神経細胞脱落やグリオーシスを認

めず，pTDP43，Uq 染色で神経細胞体内/神経核内封入体

を認めなかった．脊髄根神経，神経節とも異常なし．舌，

肋間筋，横隔膜，腸腰筋にて筋線維の大小不同，筋束内

への炎症性単核球細胞浸潤，縁取り空胞を認め，封入体

筋炎（IBM）と診断した．筋凍結切片にて小角化線維と

small group atrophyを認めた．筋内神経には異常を認

めなかった． 

【考察】 

本症例では，IBM 診断基準の臨床的特徴として挙げられ

る大腿四頭筋と手指屈筋群の筋力低下は他部位に比べ

やや優位であったが特徴的ではなかった．本例の骨格筋

の神経原性筋病変は，筋束内の最末梢部位での脱神経を

反映することが示唆された． 
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【症例】74歳女性。【現病歴】X年初めより右足趾から足

関節のしびれ感あり、1 年で膝関節まで上行。X＋1 年 4

月に右足首背屈障害。左膝以遠のしびれ感。その後検診

で CRP高値や肝胆道系酵素異常を指摘され、他院で原発

性胆汁性肝硬変と診断。11月右第 1～3指、X＋2年 3月

左同部位異常感覚。体重 9キロ減/2 年。血管炎が疑われ

4 月神経生検を目的に当院に転院。 

【神経学的所見】両上肢近位筋 MMT5、遠位筋 4+、握力

18/16kg。両下肢近位筋 4、前脛骨筋 1/3+、下腿三頭筋

3-/4-。上肢腱反射減弱、PTR減弱～消失、ATR 消失。両

側第 1～3 指に異常感覚、触覚・温痛覚は両側膝以遠で

低下、振動覚・位置覚も両下肢で低下。 

【検査所見】WBC12300/μl、CRP6.1mg/dl、CK 27U/I、抗

核抗体 40倍、PR3-ANCA、MPO-ANCA陰性。IgG 1821mg/dl、

IgG4 63.5mg/dl (4.5-117)。抗ミトコンドリア M2 抗体

陽性。末梢神経伝導検査では両側正中神経 CMAP 軽度低

下、右正中神経 SNAP 2μV。両腓骨神経 CMAP、両腓腹神

経 SNAP導出困難。 

【生検所見】 

左腓腹神経のパラフィン切片では神経上膜の著明な線

維性肥厚がみられ、その一部に血管周囲性に炎症性細胞

浸潤を認めた。また径 150μm の血管の再開通像を認め

た。エポン切片では大径・小径線維ともに著明に脱落し

ていた。左短腓骨筋の凍結切片では筋径は 20～70 μm

と大小不同、小径化を示し、壊死線維、再生線維は一部

集簇していた。筋線維間、筋束間の結合織増加や小血管

周囲に炎症細胞浸潤がみられ、小血管増生も伴ってい

た。HLA-ABC 免疫染色では大部分の筋線維膜が陽性を示

した。 

【考察】病理学的には、血管炎性ニューロパチー、炎症

性ミオパチーと診断しているが、神経上膜の線維性肥厚

が特徴的であり、鑑別診断など含め、症例提示する。  
 

 

 

 


