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第63回岐阜臨床神経集談会

日 時：平成22年5月31日（月）午後6時より
場 所：岐阜大学医学部附属病院1Ｆ 多目的ホール

1．慢性期めまい平衡障害に対する平衡訓練の
検討

岐阜大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科学分野
出原啓一，坂井田 譲，西堀丈純，久世文也，
青木光広，水田啓介，伊藤八次

前庭機能が障害されると，めまいや平衡障害を生じる。
通常これらの症状は時間とともに軽快し，これを前庭代
償という。
この前庭代償は個人差があり，また障害の程度により

平衡障害が長期間続く症例がある。
我々はこのようなめまい平衡障害患者に対し，平衡訓

練を行っている。岐阜大学方式の「日常生活におけるめ
まい・平衡障害調査票」による質問紙法，およびこれと
対応する平衡機能検査で障害の程度を評価し，障害の質
や程度に合わせた平衡訓練法を指導し毎日自宅で訓練を
施行させている。
最近は，めまい患者のADLの質問紙法として，評価

に心理的要素を含んでいるDHI（Dizziness Handicap In-
ventory）を，併せて使用している。
慢性期めまい平衡障害患者の10例で検討し，訓練前後

でDHI が改善した。
平衡訓練の効果を，DHIを使いPhysical・Emotional・

Functional の3項目に分けて評価できるのではないかと
考えられた。

2．精神症状とパーキンソニズムで発症した悪
性リンパ腫の1例

岐阜大学医学部附属病院 神経内科・老年内科
香村彰宏，木村暁夫，山田 恵，林 祐一，
田中優司，保住 功，犬塚 貴

岐阜大学大学院医学系研究科 免疫病理学分野
鬼頭勇輔，高見 剛

66歳男性。H21年5月より性格変化，意欲低下が出現，
8月上旬より歩行障害をきたし，他院精神科に入院と
なった。同院入院後，発熱と意識障害が出現，9月当院
へ転院となった。転院時，発熱と見当識障害，小声，四
肢・体幹の固縮，寡動を認めた。一般検査，MRI では
大きな異常を認めなかった。感染症を否定した後，ステ
ロイドパルス療法を施行したところ，速やかに解熱し，
パーキンソニズムも改善した。しかし，PSL60mg内服
としたところ，数日で発熱，パーキンソニズムが再燃し
た。以降，ステロイドパルスには反応するが，内服に切
り替えるとすぐに増悪する，という状態を繰り返した。

慢性進行性神経ベーチェット病を疑い，11月より免疫抑
制剤を開始したものの，改善は見られず，ステロイドパ
ルスにも反応しなくなった。1月には JCS Ⅲ―300，連
日38℃台の発熱が見られるようになり，3月2日に永眠
された。剖検にて中枢神経原発悪性リンパ腫が認められ
た。

3．内耳奇形を伴った反復性細菌性髄膜炎の1例

岐阜県総合医療センター 神経内科
脇田賢治，鈴木欣宏，西田 浩

同 耳鼻咽喉科
柳田正巳

近藤ゆか耳鼻咽喉科
近藤由香

症例は58歳女性。生来両側性難聴あり。2009年12月発
熱，耳痛，耳漏を主訴に近医耳鼻科を受診した。頭痛，
意識障害，項部硬直も認めたため，当科紹介となった。
髄液は白色混濁であり，細胞数増加と蛋白上昇，糖の低
下を認め，細菌性髄膜炎と診断した。パニペネムにて治
療し退院した。その後3月，4月にも同様の症状にて受
診し，細菌性髄膜炎の再発として治療した。起因菌はイ
ンフルエンザ菌であった。頭部CTにて右内耳道の拡大，
蝸牛の形成不全（Mondini 奇形），左上顎洞炎を認めた。
先天性内耳奇形では，アブミ骨底板の部分欠損を合併し
ていることが多く，上気道炎などが中耳に波及すること
で，アブミ骨底板欠損部と中耳腔との交通路が形成され，
耳性髄液漏を形成しやすい。耳性髄液漏は幼小児期にお
こりやすく，成人発症例はまれであり，内耳奇形を伴っ
た反復性細菌性髄膜炎の1例を経験し治療したので報告
する。

4．重症頭部外傷患者における頭蓋内圧モニ
ターの意義～plateau wave に関して～

岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経外科学分野
船津奈保子，池亀由香，中山則之，江頭裕介，
大江直行，矢野大仁，吉村紳一，岩間 亨

重症頭部外傷症例において plateau wave を検出した
ので報告する。症例は24歳，男性。交通事故にて受傷。
来院時GCS4，失調性呼吸を認めた。CTにてびまん性
脳損傷を疑う所見を認めるものの明らかな占拠性病変は
認めなかった。頭蓋内圧（ICP）持続測定を始めたところ
頻回に ICPの発作性の上昇を認めた。CTを再検するも
新たな占拠性病変などは認めなかった。発作性の ICP
上昇は plateau wave と診断し，その都度浸透圧利尿剤
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および過換気にて対応することで速やかに ICPは低下
した。受傷後1カ月のMRI にてびまん性軸索損傷の所
見が確認されたが，二次性脳損傷の所見は認めなかった。
重症頭部外傷においては様々な ICP波形が観察される
ことが知られているが，本例においては plateau wave
と診断し，迅速に対応したことにより二次性脳損傷を防
ぐことができたと考えた。

5．妊娠中に発症したくも膜下出血の1例

岐阜県総合医療センター 脳神経外科
川崎智弘，山内圭太，小谷嘉則，黒田竜也，
中島利彦，服部達明

症例は35歳，妊娠34週4日，1経妊，1経産の女性で，
妊娠32週で切迫早産と診断され，以後自宅にて安静臥床
していたが，激しい後頭部痛を自覚し搬送された。入院
時，意識は清明で，項部硬直を認める以外には神経学的
異常所見は認められなかった。画像所見上，CTにてく
も膜下出血，3D-CTAにて左内頸動脈後交通動脈分岐
部動脈瘤を認めた。同日，全身麻酔下にて，緊急帝王切
開術，ならびにクリッピング術を施行した。術後経過は
良好で，発症32日目に神経学的異常なく退院となった。
妊娠中の脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血の発症率は
全妊娠中1／10000とされており頻度的には少ないが，母
体のみでなく胎児にも十分な配慮をした検査，治療が要
求される。

6．頭部外傷後の後遺症に対して Zolpidemが奏
功したと思われる1例

木沢記念病院・中部療護センター 脳神経外科
秋 達樹，竹中俊介，浅野好孝，篠田 淳

一般には睡眠導入剤として使用される Zolpidemが脳
障害由来の意識障害や言語・運動障害を改善させるとい
う報告が以前よりあった。今回，当院において頭部外傷
後の患者において Zolpidemが奏功したと思われる一例
を経験したので報告する。
症例は38歳男性。交通事故によってびまん性軸索損傷

と診断され，保存的加療後に当センターに脳リハビリ目
的で入院となった患者である。来院時GCSで E4V1
M5。来院時より認めたDysautonomia に対してはBa-
clofen の投与にて加療を行ったが，その後も特に発語失
行・発声失行といった失行が強く残存したため，リハビ
リに難渋した症例である。Zolpidem10mgを投与した
ところ，その翌日より口唇の動きが見られ始めた。数回
の投与後，約一ヶ月後には発語による明瞭な意思疎通が
可能となった。
文献によると Zolpidemは脳損傷の際に変質した脳内

のGABAA系に作用するといわれている。いまだに作
用機序については不明な点が多いが，副作用はほとんど
無く，今後も頭部外傷後遺症の患者の治療に際して導入
を検討する価値があると思われた。

7．頚椎外傷・疾患に対するハローベスト固定
における重度合併症の検討

岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学
日置 暁，高澤 真，伏見一成，瀧上伊織，
清水克時

公立小浜病院 整形外科
井上俊之

岐阜県総合医療センター 脊椎センター
細江英夫

木沢記念病院・中部療護センター 脳神経外科
篠田 淳

岐阜大学医学部附属病院 脳神経外科
岩間 亨

岐阜大学大学院医学系研究科 脊椎骨関節再建外科学
講座

宮本 敬
頚椎外傷，頚椎変性疾患（頚椎症性脊髄症，頚椎後縦

靭帯骨化症に対する多椎間前方除圧固定術後），頚椎炎
症性疾患（RA合併脊椎脊髄症に対する再建術後）に対
し，ハローベストを使用してきたが，重度合併症の発生
に関する検討を行った。気脳症を1例（C2骨折例）に，
硬膜下蓄膿を1例（RA，OC固定術後例）に，硬膜下
膿瘍を1例（頚椎多椎間前方除圧固定術後例）に認めた。
蓄膿，膿瘍の2症例には痙攣症状を認め，抗生物質を用
いた保存的治療にて治癒した。ハローベストの適用はこ
れらの合併症を認識したうえで十分に吟味すること，装
着中は厳重に管理を行うこと等が重要であると思われ
た。

8．特発性脊髄ヘルニアの診断及び手術治療―
自験例3例の経験より―

岐阜大学大学院医学系研究科 脊椎骨関節再建外科学
講座

宮本 敬
木沢記念病院 整形外科

高澤 真
岐阜県総合医療センター 脊椎センター

細江英夫
岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学

日置 暁，伏見一成，清水克時
特発性脊髄ヘルニアによる脊髄症状を認めた3例に対

し，手術治療を行った。全例，Imagama らの分類（JNS，
2009）において kink タイプを呈していた。手術治療後
の経過は良好であり，神経学的な改善を認めた。本疾患
について考察を加え，報告した。手術成績は，罹病期間
の短いもの，脊髄の扁平化が少ないものほど良好であり，
Imagama らの報告と同様であった。
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9．腰部脊柱管狭窄症に対する片側進入両側除
圧術の予後不良因子の検討

岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学
伏見一成，日置 暁，清水克時

岐阜県総合医療センター 脊椎センター
細江英夫

岐阜大学大学院医学系研究科 脊椎骨関節再建外科学
講座

宮本 敬
【はじめに】我々は腰部脊柱管狭窄症（以下 LCS）

に対して，低侵襲手術である顕微鏡視下片側進入両側除
圧術を行なっている。術後成績は概ね良好であるが，成
績不良例も経験した。本術式において，術前のいかなる
因子が術後成績に影響を与えるかを検討した。【方法】
2006年から2008年，当院または関連病院で LSCに対し
て片側進入両側除圧術を行なった患者30例を解析した。
患者立脚型のアウトカムとしてNASS の満足度スコア
（改変）を用い，満足群と不満群の2群に分けた。患者の
年齢，全身合併症，JOAスコア，椎間板の変性度，す
べり症や不安定性の有無，腰椎の矢状面アライメント，
変性側彎の有無などを評価し2群間の比較を行った。【結
果】腰椎のすべり，不安定性は不満群でやや高い傾向で
あり，特に変性側彎は不満群において有意に高値を示す
結果であった。【結語】今回得られた結果は術前に個々
の予後を予測する参考情報として有効となろう。今後症
例を増やして，諸因子の相互関連性についてさらに検証
を行う必要がある。

10．硬膜外くも膜嚢腫に対し手術治療を施行し
た1例

岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学
白井之尋，日置 暁，伏見一成，清水克時

同 脊椎骨関節再建外科学講座
宮本 敬

【目的】硬膜外くも膜嚢腫に対し手術治療を施行した
1例を経験したので報告する。【症例】46歳男性。主訴
は両下肢のしびれと歩行障害。身体所見としては L2レ
ベル以下の筋力低下を認め，咳嗽など怒責で症状増悪し
た。MRI では Th11～L2脊髄後方にT1low，T2high
の嚢腫病変認め，硬膜管は前方に圧迫されており，側方
に広がっている。CTMで造影剤のTh11～L2脊髄後方
の腫瘤への流入を認め，硬膜内との交通が考えられた。
【方法】手術計画としては椎弓切除を行い，硬膜外嚢腫
を可及的に切除することとした。手術は腹臥位にてTh
12-L2椎弓切除＋くも膜嚢腫摘出術施行。椎弓切除後，
嚢腫を認め，嚢腫壁を丁寧に剥離，切除すると硬膜の圧
迫は解除され，膨隆しはじめた。交通孔は発見されなかっ
た。術後ドレーン抜去後，髄液漏が続いたため，術後5
日目髄腋ドレナージ施行。髄液漏は消失したが，髄液瘤
は残存した。だが，術前と比べて，硬膜管の圧迫は解除

されたと考えられた。【考察】脊髄くも膜嚢腫は，1903
年に初めて報告され，徐々に報告例が増えてきている。
手術は嚢腫摘出，交通孔閉鎖が望ましいとされている。
診断にはMRI が有用であり近年ではCine-MRI や造影
MRI で交通孔の描出が可能となっており，今後術前検
査において検討が必要と考えられる。【結論】硬膜外く
も膜嚢腫に対し手術治療を施行した1例を経験した。今
後も慎重な経過観察が必要と考えられる。


