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症例報告

巨大SEPを示したStiff－person症候群の1例

崎山　快夫1）　栗原明日香2）

　　　　　渡辺　珠美2）　菅原

大塚美恵子1）　高嶋　浩一3）

斉2）　植木　　彰1）

要旨：脳梗塞で緊急入院しtPA静注療法施行した70歳女性．ジアゼパム二二にて10年前からの下肢筋強

直が顕在化した．下肢体幹の筋硬直と間欠的な筋収縮が出現し，表面筋電図で下肢に持続性自発性の筋

放電と，拮抗筋の同期した筋収縮をみとめた．抗GAD抗体陽性でStif卜person症候群（SPS）と診断した．

体性感覚誘発電位（SEP）では上肢は正常で下肢に巨大SEPを認めた点が特徴だった．ジアゼパムで筋強

直巨大SEPとも改善し退院した．　SPSの大脳皮質起源についてはまだよく分かっていないが本門の下

肢“stiffness”の一部には皮質運動野の興奮性万進が関与している可能性があった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JMDD　2010］　20：　15－20）

はじめに

　Stiff一一persen症候群（SPS）はMoershらによって1）

“stiff－man”症候群として報告された全身の筋硬直

と発作性の有痛性筋痙攣を主徴とする症候群で，

女性にも発症することからSPSと呼．ばれるように

なっている，SPSはグルタミン．酸脱炭酸酵素くGAD）

に対する抗体によりGABA（γ一アミノブチル酸）産

生が阻害され，脱抑制を引き起こすことで筋硬直

が生じると考えられている2），また，筋硬直を起こ

す責任部位については①運動野の皮質問抑制ニュー

ロンの障害により，脊髄の興奮性が増加し，過度

のα運動ニューロンの発火が生じる，②脊髄内で

の抑制回路の消失によりγ運動ニューロンの興奮性

が増加し，γ運動ニューロンから筋紡錘への発火が

増加する，③筋紡錘や皮膚からの求心性インパル

スに対する過度の反応により触覚刺激後に筋硬直

が悪化する，の3つの機序が想定されている3）．②，

③については多数の検討が報告されているが，運

動野の関与（①）については，大脳運動野2連発磁

気刺激型による運動皮質の興奮性充進が報告され

ている4）のみである．今回，我々はSPS患者の下肢

SEPで皮質興奮性充進の関与を示唆する所見を認

めたので報告する．

症　例

　患者：70歳女性

　主訴：両下肢つっぱり

　現病歴：60歳より両下肢つっぱりを自覚し，近

医で臨床所見からジストニァと診断され，フェニト

イン75　mg，ジアゼパム12　mg内服にて松葉杖歩行

Key　words：Stifif－person症候群，巨大SEP，抗GAD抗体，表面筋電図．ジアゼパム
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16 運動障害　第20巻第1号
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図1　A）tPA静注後の頭部MRI拡散強調画像：左MCA領域に新鮮梗塞（矢印）を認める．　B）経界道心エコー：

　　心房中隔欠損（ASD）があり，一部に右→左シャントを認めた．

のADLを保ち，悪化は認められなかった．7月3日，

日中歩行中に右下肢脱力が生じ，声が出なくなった

ため当院に救急搬送となった．失語と右片麻痺を認

め，NIH　Stroke　Scale（NIHSS）6点で，頭部CTで

は脳出血認めず脳梗塞と診断され，発症74分後に

血栓溶解療法としてalteplase（tPA）静注，　edarabon

併用にて加療した．失語・麻痺は直ちに改善し

NIHSS　3点となった．麻痺は改善したが，フェニト

イン，ジアゼパムの引継に伴い下肢つっぱりが増強

し歩行困難となった．

　家族歴：父一郭と兄姉2人が脳梗塞，弟がくも膜下

出血．SPSの類症は無い．

　帆舟症：一般身体所見は，体温36．1℃，血圧

121／74mmHg，脈拍53／分，整，胸骨自判第3肋間

にLevine2／60の収縮期雑音聴取する他，異常所見

を認めなかった．

　神経学的所見は救急搬送時運動性失語，顔面を

含み右上下肢MMT4の右片麻痺を認めた．血栓溶

解療法後の所見は，運動性失語は軽度であった．運

動系については，筋トーヌスは上肢で正常，両下肢・

体幹は著しく充進しており，最も強い右下肢は自

力でも他動的にも屈曲困難であった．体幹も屈曲さ

せることができず車椅子に座らせるのに二人以上

の介助を必要とした．他動的に屈曲させようとす

ることで抵抗は増大し，筋硬直と判断した．さら

に，両下肢特に大腿に目立つ間欠的な筋収縮をみ

とめていた．筋硬直・筋収縮は無痛性で，皮膚刺

激や腱反射による筋収縮の誘発も認められなかった．

MMTは右下肢のみ4で他は5であった．腱反射は

上肢で正常，下肢で充引していたが，Babinski反

射等の病的反射は認めなかった．協調運動は失調な

右大腿蔵筋

膚大腿二頸筋

欄燈筋

tseNfi筋一　　　　　　　　　　　　　　　　　　滅孕v

図2　表面筋電図

　　協同筋と拮抗筋に持続性自発性の筋放電と，

　　拮抗筋の同期した筋収縮をみとめ，SPSと診

　　断した．

く，感覚低下・異常感覚を認めなかった．

　検査所見：血液検査では，抗GAD抗体は69，000

U／mlと高値を示す他，血算・生化学・凝固に異

常所見を認めなかった．傍腫瘍抗原（Amphiphysin，

Yo，　Ri，　HuD，　Mal，　Ta，　Recoverin）に対する

IgG抗体は全て陰性，抗HTLv－1（ArLA）抗体も陰

性であった．

　画像所見：tPA後に施行した頭部MRI（図lA）では，

拡散強調画像で左pre－Rolandic　areaに高信号域を認

め新鮮梗塞と考えられた．Ti，　T2強調画像では陳

旧性の病変は認められなかった．経食道心臓超音波

検査（図1B）では径1．48　cmの心房中隔欠損があり，

一部右→左シャントもみられ，心房中隔欠損による
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図3　右脛骨刺激短潜時体性感覚誘発電位

　　（A）治療前：P38と後方の陰性成分との振幅が右脛骨刺激で125μVと当施設の正常値（2．85

　　　±LO7μV）を大きく上回り，巨大SEPと考えられた．（B）Diazepam　18mg投与後：振幅は半

　　減した．

脳塞栓症と診断した．胸腹骨盤造影CT，マンモグ

ラフィ，脊髄MRIを実施したが異常を認めなかった．

　表面筋電図施行（図2）し，筋硬直の強い右下肢筋

に持続性自発性の筋放電と，協同筋・拮抗筋に同

期した筋放電を認めた．針筋電図でも同様に自発

性の持続放電を認め，随意収縮ではNormal　NMU

を十分量認めたが，high＆long　amplitude　NMUが

わずかに混在していた．下肢のSEPでは，　P38と

後方の陰性成分との振幅が脛骨神経刺激で右12．5

μV，左17．8μVと共に当施設の正常値（2．851±1．07

μV，n＝10，平均年齢41．9±9．87歳）を大きく上回り，

巨大SEPと考えられた（図3A）．上肢SEPは左右正

中神経刺激共にP27と以降の陰性成分の振幅は右

5．3μV，左6．0μVと巨大SEPは認めなかった．下

肢の運動神経伝導速度はCMAP，　MCVとも正常で，

長潜時反射（long－latency　refiex，　LLR，　C－refiex）の有

無を検討したが筋収縮が持続しているため，LLR

を見出すことは困難であった，

　入院後経過＝ジアゼパムを漸増したところ奏功し，

18mgで松葉杖歩行自立となった．また，ジアゼパ

ム内服により脛骨神経刺激で右6．0　pV，左6．8μV

と明らかなSEPの振幅低下を認めた（図3B）．免疫

修飾療法として，ガンマグロブリン大量静注療法

（IVIg），ステロイド療法，血漿交換療法を勧めたが，

10年前から悪化は無いとのことで希望せず退院と

なった．軽度運動性失語が残存し外来にて言語療法

継続中で，退院後半年の経過観察では病状の悪化

は認められていない．

考　察

　本例は抗GAD抗体高値とジアゼパム開始と共に

軽快∵消失する筋硬直・筋痙攣からSPSと診断し

たが，原著1）に示された全身の筋硬直とは異なり，

下肢・体幹に限局しており，stiff－leg症候群あるい

はstiff－limb症候群と表現される亜型にむしろ近い

特徴を有している5）．また，SPSにおける筋痙攣は

有痛性で他動的な動きや聴覚刺激などの誘因があ

る6）：場合が多いが，本命では特に誘因は認めていな

い点が典型例とは異なっていた．

　下肢SEPの起源はこれまで諸説があったが，近年

寺田らが頭頂葉てんかん患者について広範囲の硬

膜下電極を用いた解析結果を報告している7）．脛骨

神経刺激SEPの起源の一部は一次運動野の足の部

分にあり，潜時32．4－34msecで最も大きい陽性活

動電位を示していた．したがって，下肢SEPにお

けるP37と以降の陰性成分の振幅巨大化は，上肢

SEPにおけるP27と以降の陰性成分の振幅巨大化

に相当し，皮質反射性ミオクローヌスの巨大SEP8）

と同様一次運動野の興奮性充進を示唆するもの

と考えられた．SPSは大脳運動野2連発磁気刺激

法での短潜時皮質内抑制の低下が指摘されており，
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図4　巨大SEPを呈する他疾患のSEP波形

　　（A）皮質反射性ミオクローヌス（CRM）8）：P27と以降の陰性成分の振幅が

　　巨大化し，一次運動野の興奮性充進を示唆するものと考えられた．（B）脳

　　血管障害（CVD）9）：無症候性巨大SEPと考えられている，　N20－27の振幅

　　が巨大化している，（C）パーキンソン病1（PD＞1。〕：無症候性巨大SEPと考

　　えられている．N20－27の振幅が巨大化している．

一時運動皮質内のGABA系抑制介在ニューロンの

機能低下を反映していると考えられている4）が，本

例の巨大SEPも同様の機序が想定された．

　本例では脳梗塞の合併を認めていることから，

脳梗塞9）やパーキンソン病lo）で報告されている無症

候性巨大SEPとの異同が問題になったため，波形を

比較した（図4）．前述のように皮質反射性ミオクロー

ヌスの巨大SEP（図4A）では，　P27と以降の陰性成

分の巨大化が強調されている．一方，無症候性巨

大SEP（図4B，　C）ではN20－P27の振幅の巨大化を

認め皮質下投射線維の興奮性充進の反映と考えら

れている9）．本例ではP37以前の成分（P370）との

振幅は（P370－P37）は正常でP37と以降の後方成分

が巨大化していることから，脳梗塞の影響は無い

と考えた．

　本例では，無症状であった上肢のSEPが正常で

あり，症状と巨大SEPの分布が対応していた．こ

の結果は，皮質興奮性の分布に偏りがある可能

性を示唆していると考えられた．また，本例では

GABA受容体の作用を充進させるジアゼパム内服

により明らかにSEPの振幅が低下しており，これ

は皮質の興奮性が低下したことを示すものと考え

られた．

　本例では下肢“stiffness”の一部には皮質運動野の

興奮性三三が関与している可能性があったが，抗

GAD抗体が神経細胞に対して一様に作用すると考

えた場合，何故身体局在が生じるのかについては

不明である．
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Abstract

Stiff－person　syndrome　with　giant　SEPs

Yoshio　・Sakiyamat），　Asuka　Kuribara2），　Mieko　Otsuka’），　Koichi　Takashima3），　Tamami　Watanabe2＞，　Hitoshi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sugawara2），　Akira　ueki　i）

　　　　i）Department　of　Neurology，　Saitama　Medical　Center，　Jichi　Medical　University

2）Department　of　lntegrated　Medicine，　Sahama　Medical　Center，　Jichi　Medical　University

i）Department　of　Laboratory　Medicine，　Saitama　Medical　Center，　Jichi　Medical　University

　　　　Stiff－person　syndrome　（SPS）　is　characterized　by　generalized　stiffness　of　the　muscles．　Although　the

substratum　responsible　for　producing　stiffness　is　mainly　concentrated　in　the　spinal　cord，　a　recent　study　using

electromagnetic　stimulation　has　revealed　hyperexcitability　of　the　cerebral　motor　cortex　is　related　to　SPS．　ln　this

report，，　we　present　a　SPS　patient　with　increased　excitability　of　the　cerebral　motor　cortex　suggested　by　sensory

evoked　potentials　（SEPs）．　The　patient　was　a　70－year－old　woman　who　first　noticed　stiffness　of　the　legs　10　years

ago．　A　local　physician　diagnosed　the　condition　as　“dystonia”　and　prescribed　diazepam，　which　ameliorated

the　symptoms．　She　was　admitted　to　our　hospital　at　the　age　of　70　because　of　right　hemiparesis　and　dysarthr　ia．

Cranial　MRI　showed　infarct　i　n　the　left　pre－Rolandic　area．　We　diagnosed　cerebral　embolism　and　therapy　with

tiss・ue　plasminogen　activator　（tPA）　dramatically　ameliorated　the　patient’s　neurological　deficit．　However，　on　the

fourth　day　of　admission，　both　the　patient’s　legs　and　trunk　became　markedly　stiff，　1ike　a　board，　probably　due　to

the　cessation　of　diazepam．　Neurological　exarnination　showed　rnarked　stiffness　of　the　lower　limbs　and　trunk，　and

intermittent　muscle　spasms　i　n　the　femoral　muscles．　Stiffness　was　exacerbated　by　passive　movement，　but　was

not　induced　by　touch　stimuli　or　tapping　the　tendon．　Deep　tendon　refiexes　were　normal　and　the　sensory　system

was　intact．　Laboratory　tests　showed　a　high　titer　of　anti－glutamate　decarboxylase　（GAD）　antibody　（69，000　U／ml）

and　a　diagnosis　of　SPS　was　made．　Surface　electromyograms　showed　continuous　and　spontaneous　discharges

Iacking　reciprocity　between　agonist　and　antagonist　muscles．　Giant　SEPs　were　evoked　by　electrical　stimulation

of　both　tibial　nerves　（right　125，　left　17．8　ptV）．　However，　stimulation　of　the　median　nerves　of　both　arms，　where

stiffness　was　absent，　did　not　elicit　giant　SEPs　（right　5．3，　left　6．0　ptV）．　The　vvaveforms　of　giant　SEPs　of　this

case　were　similar　’to　those　previously　reported　for　corticali　reflex　myoclonus，　suggesting　hyperexcitability　of　the

cerebral　cortexes．　Re－administratiQn　of　diazepam　ameliorated　the　stiffness　and　the　amplitudes　of　the　SEPs　were

reduced　sign／ificantly　to　right　6，0　pt　V，　left　6，8　pt　V．　Our　case　results　suggest　that　hyperexcitability　in　the　primary

motor　cortex　contributes　to　the　pathophysiological　mechanism　u／nderlying　the　“stiffness”　in　SPS．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JMDD　2010；　20：　15－20）
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