
  ＜第７回 担当：泊 Case 3 – 2015＞    
 

1 

 

＜解説＞ 

Case 3-2015  

A 60-Year-Old Woman with Abdominal Pain, Dyspnea, and Diplopia 

 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 

本患者では、最初に眼周囲の筋組織に始まり、その後自律神経機能の低下を伴

い四肢や呼吸筋の筋力低下へと症状が出現した。鑑別診断には、大脳皮質や脳幹

といった中枢神経系の障害を含む、いずれかのレベルの軸索障害や前角細胞、神

経、神経筋接合部、筋の障害があげられる。本症例では感覚は保たれ、左右対称

の筋力低下を示し、画像上、脳は正常像を示しており、これらの特徴から中枢系

の障害は否定的である。全身性の急速な筋力低下の原因として、末梢神経では運

動神経障害、急性のポリニューロパチー、ミオパチー、シナプス前後での神経筋

接合部障害がある。 

 

Motor Neuropathies 

発熱がなく、髄膜炎の既往もないことから、ポリオは否定的である。ウエスト

ナイル熱は、これら無しにも発症しうるが、ウエストナイル熱は蚊に媒介される

疾患であり、12 月の New England では考えにくい。加えて、ウエストナイル

熱で生じる麻痺は、典型的には左右非対称性で、外眼筋には通常症状はみられず、

呼吸障害も 10%程度と一般的ではない。エンテロウイルス D68 感染は小児の急

性弛緩性麻痺と関与しているが、ほとんどの症例で発症に先立って呼吸器症状

が見られる。年齢的にも、先行する呼吸器疾患がないことからも否定的である。 

 

Acute Acquired Polyneuropathies 

古典的な Guillain-Barre 症候群も、通常、上行性の麻痺と感覚異常が見られ

るという点で本症例では否定的である。Guillain-Barre 症候群の亜型である

Miller Fisher 症候群は眼球運動障害を来しうるが、失調、反射消失が典型的に

は認められる点で否定的。Guillain-Barre 症候群では 50%の症例で外眼筋に障

害を来しうるが、反射は減弱し、病状の進行は 1-3 週間と、比較的緩徐である。 

急性運動性軸索型ニューロパチーはほとんどの症例において遠位筋優位の筋

力低下を起こし、脳神経、呼吸筋は保たれるという特徴から否定的である。ポル

フィリン症では急性の全身性筋力低下、腹痛、嘔吐を認めるが、中枢神経系に関

連した幻覚、錯乱、不安症、痙攣といった精神神経的症状を生じうり、さらに遠

位優位の感覚障害がよく見られ、病状の進行は本症例よりは緩徐である。 

ダニ麻痺症は上行性の筋力低下を認める疾患であり、感覚障害が一般的に認

められ、脳神経は障害されないという点で否定的である。さらに、ダニ麻痺症は、
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マダニの活動性が増す春～夏にかけてみられる疾患であり、本症例のような真

冬では考えづらい。ジフテリアは延髄の障害と四肢の筋力低下、呼吸不全を起こ

しうるが、感覚障害、意識消失、反射の減弱が本症例では見られず否定的である。

ジフテリアは遠位筋優位な筋力低下が認められ、進行も本症例と比べて緩徐で

ある。慢性ヒ素中毒は Guillain-Barre 症候群によく似た臨床像を呈しうるが、

遠位筋優位の筋力低下を示し、四肢の皮疹の有無や進行の早さから否定的であ

る。 

 

Myopathies 

ミオパチーの中には急性の全身性筋力低下を来す疾患も存在するが、ミオパ

チーによって周期性麻痺を起こす疾患では典型的には外眼筋と呼吸筋は保たれ

る点で否定的である。炎症性ミオパチーもまた、外眼筋、呼吸筋は保たれ進行が

本症例ほど早くないという点で考えづらい。 

 

Neuromuscular-Transmission Disorders 

神経筋接合部の障害は鑑別しなければならない。重症筋無力症は本症例ほど

急速に進行せず、自律神経症状は来さない。Lambert-Eaton 症候群は筋力低下、

自律神経症状を来しうるが通常は亜急性の経過をたどる。また呼吸筋は通常保

たれ、外眼筋も傷害されることはあるが稀であり、Lambert-Eaton 症候群も否

定的。フグ毒のテトロドトキシンや貝類のサキシトキシン、蛇毒、サソリ毒も考

えられなくもないが、本症例ではそれらの摂食歴も接触歴もない。 

ボツリヌス毒素は神経筋接合部のシナプス前において、アセチルコリン放出

を阻害する。典型的には霧視、眼瞼下垂、複視が認められる。延髄の障害により

顔面筋の減弱、構音障害、嚥下障害が生じる。筋力低下により、首のすわり、四

肢、呼吸筋の筋力低下が生じる。典型的には、対称性で近位筋→遠位筋の障害パ

ターンを認める。嘔気、嘔吐、イレウス、瞳孔の対光反射の減弱、血圧や脈拍の

変化といった自律神経症状がよく見られ、胃腸症状が神経症状に先立つことが

ある。意識障害や感覚障害はなく、発熱を認めないことも典型的である。脳脊髄

液、血液、尿検査や画像所見では、異常を認めないことが多い。本症例はこれら

の特徴をほぼ満たしており、ボツリヌス症が最も疑わしい。この後、筋電図にて

確定診断を行う。 

 

DIAGNOSIS 

ボツリヌス症 

 

DIAGNOSTIC STUDIES 
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Electromyography 

筋電図検査は患者が ICU に到着してから 1 時間後、症状発症からおよそ 24

時間後に行われた。筋電図の所見は鑑別診断を精査する助けとなる(表 2)。複合

筋活動電位(CMAPs)の振幅の減衰は末梢神経系の障害を示す。感覚神経伝導検

査での比較的正常な結果から、全身性ニューロパチーは否定的であり、潜伏時間、

速度、F 波から、特に Guillain-Barre 症候群やその類縁疾患は否定的であるこ

とがわかる。可能性として他に運動神経障害、ミオパチー、神経筋伝導障害が残

る。症状発症後、最初の 24 時間で CMAPs の振幅の減衰がみられたという結果

からは、運動神経障害は否定的である。針筋電図では低振幅で、波長の短い運動

単位電位がみられ、近位筋のミオパチーか神経筋接合部障害のいずれかが疑わ

れる。 

ボツリヌス症のようなシナプス前の神経筋接合部障害では、アセチルコリン

の放出障害が生じる。インパルスがシナプス前神経終末に達すると電位依存性

Ca チャネルが開口し Ca の細胞内への移行が行われる。細胞内 Ca 濃度が上昇

するとシナプス小胞のシナプス前膜への融合が促され、アセチルコリンのシナ

プス間隙への放出が促進される。およそ 100-200msec、シナプス小胞からアセ

チルコリンが放出され、その後 Ca は分解酵素により除かれる。神経刺激毎に Ca

は細胞内に流入し、細胞胞内 Ca 濃度が上昇するほどアセチルコリン放出は盛ん

になる。50Hz(20msec 毎)程の速い反復刺激では Ca の細胞内移行が Ca の取り

込みを超え、細胞内に蓄積する。 

ボツリヌス症患者では、シナプス小胞のアセチルコリン放出能の低下により

CMAPs の振幅の低下が引き起こされる。しかし 50Hz の反復刺激を 10 秒間行

うことでアセチルコリン放出能が改善し、CMAPs の振幅が上昇する。さらに、

10 秒間の最大随意筋収縮後の単刺激で CMAPs の振幅は上昇する。Figure2 の

通り、これらの現象が本症例で認められており、ボツリヌス症や Lambert-Eaton

型筋無力症症候群のような、シナプス前神経筋接合部障害が考えられる。臨床症

状から、本症例はボツリヌス症が疑わしい。 

 

Additional Diagnostic Testing and Management 

ボツリヌス症の臨床診断から、入院日にマサチューセッツ州公衆衛生局

（MDPH）と疾病管理予防センター（CDC）へ通達が出された。血清、便、胃

内容物は検査のため MDPH と、ニューヨーク州オールバニにあるウォズワース

センターのバイオディフェンス研究所へと送られた。ボツリヌス毒素に対する

ウマ 7 価の抗毒素血清（タイプ A-G）が CDC から送られ、入院 2 日目の朝から

投与された。検査結果は 4 日目から明らかになり、便と胃内容物サンプルの PCR

解析の結果、Clostridium baratti type F が陽性。便培養で C baratti 陽性、便
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のマウス試験では C. botulinum type F 陽性で、胃内容物の培養とマウス試験は

陰性、その他陰性という結果が得られた。 

MDPH は発症原因の調査を行った。患者には自家製の缶詰食品や、その他ボ

ツリヌス症のリスクとなるような食品の摂食歴がなく、家族内にボツリヌス症

の症状を有する者はいなかった。入院 2 日目の調査では、家庭内にハイリスク

な食品は見つからなかった。48 時間前に患者が口にした食品 4 種類の PCR で

は C. baratti も C. botulinum も陰性。さらに 9 日後、9 種類の食品を調査した

が、いずれも毒素陰性だった。珍しいことに、本症例では毒素産生型 Clostridium

属細菌の消化管内のコロニーによって引き起こされていた。成人の腸管毒血症

の病原体としては C. botulinum より C baratti の方が頻度は高い。 

ボツリヌス症治療において重要なのは迅速な臨床診断と保健当局への通知で

ある。そうすることで感染源の迅速な調査と、抗毒素血清の運搬、投与が可能と

なる。抗毒素血清の効果は神経症状発症後、早いほど効果的で、理想的には 24

時間以内に投与することが好ましい。抗毒素血清投与は保健当局との協議後に

行うべきであるが、臨床診断を基盤に、検査診断の結果を待つことなく投与する。

抗生剤治療では神経症状の改善は認められず、承認もされていない。ボツリヌス

症のヒトーヒト感染はなく、患者はスタンダードプレコーションにて扱うこと

ができる。 

 

HOSPITAL CORD 

最初の病院での経過は重度の胃不全麻痺、軽度の低血圧、頻脈を認めたという

点で重要である。気管切開、経皮的胃瘻造設が入院 3 日目に行われた。回復の兆

しはまず 4 日目に認められ、かすかに眼球を外転できるようになり、笑顔をつ

くり、開眼し、舌を動かせるようになった。8 日目を過ぎると咳嗽反射が回復し、

外眼筋の強さが下方視を除いて正常に近づき、左右不同で固定されていた瞳孔

も対光反射を示し始めた。9 日目にはリハビリテーション病院へ転院となった。

順調に回復を続け人工呼吸器を外し、気管チューブを抜去。 

1 ヶ月後、重労作時に軽い疲労感を感じる以外にはほぼ正常に戻り、仕事を再開

した。6 ヶ月のフォロー後、完全に健常に戻った。 

 

FINAL DIAGNOSIS 

ボツリヌス(Clostridium baratii による成人の腸管内中毒症) 
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