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第64回岐阜臨床神経集談会

日 時：平成22年12月2日（木）午後6時より
場 所：岐阜大学医学部記念会館2階 講堂

1．3tesla multivoxel MR spectroscopy による
遷延性意識障害患者の評価

木沢記念病院・中部療護センター
岐阜大学大学院医学系研究科 脳病態解析学
（連携分野）

浅野好孝，竹中俊介，秋 達樹，篠田 淳
【目的】びまん性軸索損傷（DAI）による遷延性意識障害
患者の前頭葉内側部，帯状回を含むスライスの脳代謝の
状態を3tesla multivoxel MR spectroscopy を用いて正
常例と比較検討した。
【方法】3tesla MR装置を用いてDAI による遷延性意
識障害患者5例，正常例5例に撮像を行った。multivoxel
MR spectroscopy は AC-PC line に平行で側脳室上約1
㎝の部位にFOV（230＊190mm）を設定し，TR＝1500ms，
TE＝40ms，2D-PRESS にて行った。各 voxel を前頭葉
白質（FWM），前頭葉内側灰白質（FGM），上縦束（SLF），
帯状回（CG），頭頂葉白質（PWM）に分類し，LCmodel
にて解析し正常群と比較検討した。
【結果】DAI 患者群のFGM，SLF，PWMにおいてNAA
の有意な低下を認め（p＜0．01），白質（FWM，SLF，
PWM）でCrとmyo-Inositole の有意な上昇を認めた（p
＜0．01）。Lactate は DAI 患者群のすべての部位で検出
され，特に白質で高い傾向を認めた。Glx は FWMと SLF
で有意に高かった。また，Coma Remission Scale とは
NAA（R2＝0．891），Cr（R2＝0．837），Glx（R2＝0．553）
で相関を認め，Lactate（R2＝0．816）とは逆相関した。
【結語】multivoxel MR spectroscopy は single slicce で
はあるが比較的広い範囲の脳代謝の評価が可能で，また，
多部位による比較検討もでき有用であると思われた。

2．慢性重度彌慢性軸索損傷患者の特有な言語
障害：発語失行と麻痺性構音障害の混在した
症候群

木沢記念病院・中部療護センター
リハビリテーションセンター

豊島義哉
同 脳神経外科

浅野好孝，篠田 淳，竹中俊介，秋 達樹
岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経外科学分野

豊島義哉，岩間 亨
慢性期の重症び漫性軸索損傷患者でしばしば特有な言

語表出障害を観察することができる。
研究の目的は，拡散テンソールの磁気共鳴画像と

FDG-PETを使用し，その言語障害の特徴を明らかにさ
せること，そして，脳障害の臨床的存在と解剖学的な局
在の間の相関関係を判定することである。
重症びまん性軸索損傷慢性期の140人の患者の中で，

8人の患者が特殊なタイプの言語障害と診断された。彼
らは，口頭言語を理解し，文字を黙読し，文字盤を使用
することで言葉を表すことができる。これは，発語失行
と比べ，減弱した発声と口腔顔面失行によって特徴付け
られるが，嚥下障害と仮性球麻痺による麻痺性構音障害
が随伴する点で別である。
FA解析で左側の弓状束にFA値の低下が認められ

た。ボクセルベースのFA解析で，帯状束，脳弓，脳梁，
内包，白質や基底核などで広範囲でび漫性にFA値が有
意に低下していた。FDG-PETでは，有意な代謝の異常
は認められなかった。
これらの結果は，重症び漫性軸索損傷慢性期の患者の

発語障害が，発語失行と麻痺性構音障害の混在した言語
表出の新しいエンティティかもしれないことを示した。
弓状束だけでなく，麻痺性構音障害，認知や感情の障害，
そして錐体または錐体外路の症状などに関連する多くの
ファイバの損傷の結果と考えることができる。

3．頭部交通外傷後遷延性意識障害患者の鍼治
療 ―痙縮に対する誘発筋電図を用いた検討―

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

同 臨床検査部
西山紀郎

同 看護部
遠山香織

【緒言】
頭部交通外傷後遺症患者は重度の遷延性意識障害や痙

縮など上下肢の異常な筋緊張を呈して治療に苦慮する場
合も多い。今回，誘発筋電図（H反射）を用いて，痙縮に
対する鍼治療の影響を検討した。
【方法】
［対象］当センター入院中の頭部交通外傷（脳挫傷，び
まん性軸索損傷）による遷延性意識障害及び上下肢の
rigo-spasticity を呈した患者8名
［鍼治療］印堂，人中，合谷，足三里，太衝穴に5―10
mm刺入し，置鍼術10分を行なった。
［評価］誘発筋電図：ヒラメ筋から導出したH波，M
波からHM閾値比及び振幅比を算出し，鍼治療前と治
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療中，治療後の値を比較した。
【結果】
治療前に比べ，HM閾値比の治療中，治療後の有意な

増加とHM振幅比の治療中の有意な減少を認めた。
【考察および結語】
鍼治療による α-motoneuron の興奮性の減少が推察さ

れ，鍼治療が痙縮の軽減に寄与する可能性が示唆された。

4．脳磁図と術中脳波の併用により病巣を摘出
した症候性てんかん症例の検討

木沢記念病院 脳神経外科
横山和俊，伊藤 毅，山田實紘

同・中部療護センター
秋 達樹，竹中俊介，三輪和弘，浅野好孝，
篠田 淳

今回我々は，症候性てんかん発作の症例に対して，術
前脳磁図解析結果に基づき外科治療の方針を立て，術中
脳波にて焦点の確認後病巣切除術を施行し，良好な結果
を得たので報告する。症例は，薬物療法にて発作のコン
トロールが不良な5例の症候性てんかん症例で，術前の
脳磁図解析にて頭部MRI の病巣と dipole の集積が一致
した5例に開頭摘出術を施行した。手術は開頭後，ナビ
ゲーションシステムで病巣部位を同定し，硬膜下電極を
脳表に留置し，場所を変えながら脳表脳波測定を行った。
病巣部を中心に棘波を確認し，病巣を摘出した後，再度
脳表脳波を測定，棘波が消失したことを確認し手術を終
了した。摘出組織は，髄膜腫1例，DNT1例，海綿状
血管腫3例であった。全例術後経過は良好で，術後てん
かん発作は消失またはコントロール良好となった。
脳磁図，術中脳表脳波は，てんかん源性焦点の検討や

外科治療適応に有用であり文献的考察を加え報告する。

5．憤怒痙攣（泣き入り引きつけ）の標準的治
療法確立へ向けた試み

岐阜大学大学院医学系研究科 小児病態学
加藤善一郎，森本将敬，折居建治，近藤直実

憤怒痙攣（泣き入りひきつけ）は，乳幼児が激しく泣
いた後，呼気状態のまま，呼吸停止し，顔色不良，意識
喪失，全身の脱力や痙攣などを起こす病態と定義され，
頻度は，4～5％程度と考えられる比較的多い疾患であ
る。多くは，生後6カ月から2―3歳ぐらいまでにみら
れ，一般的に予後が良い疾患とされているが，その病態
については明らかでない点も多く，重症度も様々である。
我々は，憤怒痙攣に対して，鑑別・病態解析のために，

脳波・血液検査・神経画像診断・ホルター心電図FFT
解析などを行うとともに，憤怒痙攣治療を目的とした鉄
剤投与を行っており，症状及び検査結果等の速やかな改
善を認めている。今回，経験した症例について提示し，
適切な治療法の確立・専門外来との連携・家族へのサ
ポート・医師を含めた社会的啓蒙などの必要性等につい
て検討した。

6．血漿交換療法が著効したStiff-person 症候群
の1例

岐阜大学大学院医学系研究科 神経内科・老年学分野
吉倉延亮，林 祐一，小椋弘樹，山田 恵，
原田斉子，香村彰宏，木村暁夫，田中優司，
保住 功，犬塚 貴

症例は34歳の男性，主訴は全身の筋肉のつり。2000年
頃から下肢を中心に筋痙攣を認め，2003年頃からほぼ毎
日筋痙攣を生じていたが自然に軽快するため放置してい
た。筋痙攣の程度は日によって様々であった。2010年1
月に筋痙攣が四肢・体幹に及び，移動困難となり入院し
た。当初 diazepamの投与が有効で，発作時の状況や電
気生理学的特徴から Stiff-person 症候群と診断した。抗
GAD抗体は陰性であった。その後，一旦退院するも四
肢の発作的な筋硬直はしばしば出現した。3月，7月と
大量免疫グロブリン療法を行うも筋硬直を完全に抑え込
むことはできなかった。次第に，呼吸筋にも筋硬直を伴
う様になり救急外来を受診することが非常に多くなっ
た。そのため，9月に入院したが入院後に呼吸筋を含む
全身の筋硬直が出現。気管挿管し人工呼吸器管理を行っ
た。9月から10月にかけ血漿交換療法を行い日常的な筋
硬直が消失したため抜管できた。その後スムーズな歩行
が可能となり退院した。今回，血漿交換療法が著効した
Stiff-person 症候群を経験し，特徴的な筋痙攣や治療後
の改善した様子などを記録し得たので報告する。

7．右腕頭動脈内血栓が塞栓源と考えられた大
動脈原性脳梗塞の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 心臓血管外科
初音俊樹，森 義雄

73歳女性。左上下肢の脱力を主訴に当院救急外来を受
診した。既往歴として，高血圧，高脂血症，糖尿病があ
り近医通院中であった。DWI では，左放線冠に高信号
域を認めた。入院後施行した頸部エコーでは，右腕頭動
脈の弓部より分岐直後に8×4mmの非常に可動性に富
む high echo を認めた。その他頭蓋内，内頸動脈に高度
狭窄は見られなかった。不整脈もなく，心エコーでは，
明らかな血栓は見られなかった。入江らの私案による動
脈原性脳塞栓症の診断基準を満たしたため，右腕頭動脈
内の血栓が塞栓源と考えた。4mm以上のプラークで，
可動性プラークであったため，再発しやすいと考え，右
腕頭動脈内の血栓切除のため，上行大動脈から腕頭動脈
の人工血管バイパス術を行った。術中の所見として，腕
頭動脈起始部前壁には石灰化を伴うアテロームプラーク
を認めた。右腕頭動脈内血栓が塞栓源と考えられた大動
脈原性脳梗塞の一例を経験したので，報告を行うことと
した。
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8．タクロリムスが有効であったMPO-ANCA
陽性脊髄肥厚性硬膜炎の1例

岐阜大学医学部附属病院 総合内科
山内雅裕，高橋典子，臼井太朗，岡田英之，
池田貴英，森田浩之，梶田和男，石塚達夫

岐阜大学大学院医学系研究科 地域医療医学センター
宇野嘉弘

同 病態情報解析医学
森 一郎

【症例】61歳，女性
【主訴】腰痛，発熱
【現病歴】X―2年6月頃に滲出性中耳炎にて加療。X―
1年5月頃より発熱あり抗生剤加療も改善なく，A病
院内科紹介。MPO-ANCA248EUにて，ANCA関連血
管炎疑いにてプレドニゾロン（PSL）20mg／日が開始さ
れ改善。X年3月頃より腰痛出現し，精査も原因不明。
発熱，炎症反応上昇も認め，紹介入院。
【入院後経過】化膿性脊椎炎を疑い抗生剤投与も改善無
し。胸腰椎造影MRI で硬膜肥厚あり，造影効果を認め，
脊髄肥厚性硬膜炎と診断。中耳炎の既往，MPO-ANCA
陽性，他疾患除外からWegener 肉芽腫症疑いにて PSL
45mg／日に増量。一時的に改善するも再燃。ステロイド
パルス療法，シクロフォスファミド療法，大量 γグロブ
リン療法，メトトレキサート療法，リツキシマブ療法を
行うも改善乏しく，タクロリムス3mg／日を開始したと
ころ，症状，炎症反応，造影MRI 所見の改善を認めた。

9．経口避妊薬内服が契機と考えられた脳静脈
洞血栓症の1例

岐阜大学医学部附属病院 脳神経外科
植松幸大，船津奈保子，榎本由貴子，吉村紳一，
岩間 亨

脳静脈洞血栓症は比較的まれな疾患ではあるが，頭痛
の原因として鑑別診断にあがり，脳卒中の原因ともなる。
脳卒中のなかでの割合は1％以下であるが，死亡率，永
久後遺症率が13％にも及ぶとの報告もみられる。脳静脈
洞血栓症の契機としてはさまざまなものが知られてお
り，急性期治療には抗凝固療法が選択されるのが一般的
である。今回我々は経口避妊薬服用が発症の契機と思わ
れる症例を経験し，抗凝固療法により良好な転機を得る
ことができたので文献的考察を加えて報告する。

10．原発不明小細胞癌の脳転移について

岐阜大学医学部附属病院 脳神経外科
池亀由香，川崎智弘，中山則之，大江直行，
矢野大仁，吉村紳一，岩間 亨

同 病理部
廣瀬善信

症例は67歳男性でふらつきを主訴に来院し，小脳虫部
に腫瘍性病変を指摘された。CT，MRI，脳血管撮影及

び PET（メチオニン及びFDG）の結果，血管芽腫と診
断した。術中所見では，腫瘍は弾性やや硬で，周囲組織
との境界は比較的明瞭であったため，肉眼的全摘出が可
能であったが，血管芽腫を思わせる異常血管網は認めな
かった。免疫組織学的検討の結果，TTF―1／シナプト
フィジン／CD56／CAM5．2陽性，GFAP陰性，MIB―1陽
性率80％以上であることから小細胞癌と診断した。改め
て原発巣の検索を行ったが，術前の全身FDG-PETで特
定されず，術後の胸部CTなどの再検でも不明であった。
術後の新たな神経脱落症状を呈さずに経過し，拡大局所
にて30Gyの照射を行った。
小細胞癌では肺以外の原発巣としては食道や咽頭など

の報告があるが，原発不明小細胞癌の脳転移はきわめて
稀であり，その診断，治療，予後について考察し報告す
る。

11．フェンタニルパッチによる治療を行った慢
性疼痛患者の1例

岐阜大学大学院医学系研究科 麻酔・疼痛制御学
宮本真紀，山口 忍，松本茂美，竹中元康，
飯田宏樹

【はじめに】オピオイドは，適正な使用法と慎重な経過
観察を行えば難治性疼痛に非常に有効な場合がある。20
年来の慢性疼痛患者にフェンタニルパッチを使用するこ
とにより良質な鎮痛を得ることができたので，その使用
上の注意を含め報告する。
【症例】45歳，男性。主訴：左上肢痛・背部痛。現病歴：
20年前の胸椎ヘルニア手術施行後背部痛が増強。反射性
交感神経性萎縮症の診断にて種々加療を行ったが症状軽
快せず。3年前にケタミンシロップの使用を開始後，眠
気やふらつき，嘔気が増強し体力も低下してきたため当
科紹介となった。入院後，ケタミンを中止し，オピオイ
ドを中心とした疼痛治療を計画した。当科におけるオピ
オイド使用に関する同意書を取得の上塩酸モルヒネ錠の
定期内服を開始後，疼痛は軽減したものの便秘や嘔気の
増強を認めた為フェンタニルパッチへの変更を選択し
た。その後疼痛改善とともに消化器症状も改善傾向にあ
り，現在治療継続中である。

12．筋ジストロフィーを合併し，腰椎後弯変形
及び矢状面バランス異常を有する慢性腰痛患
者に対して腰椎骨切り術を施行した1例

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

同 神経内科・老年学
林 祐一，犬塚 貴

羽島市民病院 整形外科
鈴木直樹

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
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41歳男性，強い腰痛と立位保持困難を主訴に他施設を
受診したが非特異性腰痛とされて，特に治療は行われな
かった。症状に改善を認めずに当科を受診した。画像上
腰椎後弯および矢状面バランス異常を認め，これが症状
の原因と考え，腰椎矯正固定術（骨切り術）を施行した。
術後，疼痛の改善を認め立位保持が可能となった。経過
中に筋直性ジストロフィー症であることが判明した。筋
ジストロフィー症患者であっても，腰椎後弯変形に対し
て積極的な手術加療を行い，症状およびADLの良好な
改善を得た症例であった。

13．後弯変形を伴う頚髄症に対する前方除圧固
定術の治療成績

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，福田章二，
喜久生健太，清水克時

木沢記念病院 整形外科
高澤 真

岐阜県総合医療センター
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
後弯変形を伴う頚髄症に対する前方除圧固定術の治療

成績について検討した。
1997年から2009年までに前方手術を施行した頚椎変性
疾患・炎症性疾患による頚髄症例371例のうち，術前の
側面中間位X線にて後弯変形を呈していたもの20症例
を対象とした。原則として4椎間以上の固定にはハロー
ベストを併用した。評価項目として，頚椎矢状断アライ
メントの変化，矯正損失，術前後の頚髄症 JOAスコア，
その改善率（平林法），術後合併症等を調査した。
後弯角， JOAスコアは術直後に有意に改善を認めた。

合併症として気道閉塞，嚥下障害，ハローベストのピン
刺入部の感染等，前方手術特有のものを若干例に認めた。
後弯変形を伴う頚髄症に対する前方固定は臨床症状を

改善させ，アライメントを良好に維持することができた。
ただし，前方法特有の合併症を認めることもあり，今後
も後方法との使い分けを症例ごとに慎重に判断するべき
であると考えられた。

14．後方除圧術後に重度の下肢対麻痺を発症し
た上位胸椎後縦靭帯骨化

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

同 脊椎骨関節再生外科学講座
宮本 敬

岐阜県総合医療センター 整形外科
細江英夫

岐阜大学医学部附属病院 高度先進外科
島袋勝也

上位胸椎の後縦靭帯骨化症（以下OPLL）の手術治療
には難渋することが多い。我々は後方除圧術後に脊髄症
が悪化し，二期的前方除圧が有効であった症例を経験し
た。
症例は61歳の女性。
主訴は進行する歩行障害であった。C2からT3，T

5からT8に至る広範囲のOPLLを認めた。後方から
椎弓形成および椎弓根スクリューによる矯正固定を行
なった。ところが術後2週間で下肢の麻痺が術前よりも
悪化し，ほぼ完全な麻痺となった。T1からT3のくち
ばし状のOPLLの残存が麻痺の原因であると診断し前
方進入による椎体亜全摘前方固定術を行なった。最終的
に下肢の麻痺は改善し，歩行が可能なレベルに回復した。
麻痺の病態につき考察を加えて報告する。

15．脊椎インストゥルメンテーション術後感染
に対する創部開放療法施行症例の臨床経過の
検討

岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学
仙石昌也，日置 暁，伏見一成，森田正次，
喜久生健太，清水克時

同 脊椎骨関節再生外科学講座
宮本 敬

当科ではインストゥルメンテーション手術後の感染徴
候は，発熱，血液検査，および創部の腫脹や排膿で診断
される。感染が疑われた場合は速やかに開創，洗浄，病
巣郭清を行い，無効であった場合には閉鎖式持続洗浄設
置，開放療法，インプラント抜去と，順に高侵襲かつ根
治的な治療を行う。
我々が開放療法を必要とした5例において，4例での

起炎菌はMRSAであった。2例では敗血症にまで発展
した。3例でインプラントの温存に成功し，2例は halo
vest，椎弓根フックへの移行によって全例で経過中の手
術部位の安定を得た。
全例で開放療法導入後に改善が見られ，その有効性が

示唆された。開放療法を必要とした5例中4例において
起炎菌がMRSAであり，難治性で重症化する傾向を示
した。敗血症を呈した2例とも，開放療法により敗血症
より離脱し得たことから，敗血症となった例でもインプ
ラントが温存できる可能性があると考えた。


