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症例報告 
 
 

麻痺性イレウスによる消化管穿孔をきたした 

辺縁系脳炎の 1 例 
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村弘宗 2)、武田和憲 2)、栗原紀子 3) 
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≪抄録≫                         
症例は 37 歳男性、痙攣重積発作で当院紹介となった。記銘力障害を認め、血液検査、画像検査で異常

を認めなかった。痙攣発作に対し phenytoin、carbamazepine 等開始するも軽快せず、経過中一過性の血

圧、心拍数の上昇、発熱、多量の発汗、流涎の症状を認めた。その後 MRI 拡散強調画像で両側扁桃体、

海馬に高信号域を認めたため、辺縁系脳炎を疑い、ステロイドパルス療法、血漿交換療法、大量ガンマグ

ロブリン療法を施行した。第 28 病日に腹部の膨隆を認め、内科的治療に反応しなかった。第 50 病日に画

像所見で free air を認め、麻痺性イレウスによる消化管穿孔の診断となり、緊急手術を施行した。その後、

痙攣発作、自律神経症状は軽快し、転院となった。 
本症例は経過中に扁桃体の障害による自律神経症状を著明に認めた。これにより腸管運動低下をきたし、

麻痺性イレウスから穿孔にまで至ったと考えられた。 
                  

キーワード：辺縁系脳炎 麻痺性イレウス 痙攣重積発作 自律神経症状 
（2012 年 2 月 15 日 原稿受領、4 月 4 日 採用） 
 
 
 
１ 緒言 
 
 大脳辺縁系は大別して記憶変換器としての海馬

体系と感情表出複合体としての扁桃体系から構成

される。大脳皮質と視床下部との中間に位置し、両

者を統合する機能を有するため、同部位での障害は

多彩な症状を呈しうる。特に、扁桃体、視床下部は

自律神経系をコントロールする中枢としての機能

を担っており 1)、辺縁系脳炎では様々な自律神経障

害が出現する。 
 我々は、辺縁系脳炎の自律神経症状として著明な

消化管運動障害をきたし、消化管穿孔にまで至った

一例を経験したので報告する。 
 
２ 症例 
 
患者： 37 歳、男性 
主訴： 痙攣発作、発熱、嘔吐、頭痛 
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既往歴、家族歴：特記事項なし 
現病歴： X-10 日頃より全身倦怠感が出現し、そ

の後、頭痛、嘔吐を認めていた。X-5 日より発熱も

認めたため、近医入院となった。X 日に全身強直間

代性痙攣を認め、断続的に繰り返し痙攣重積状態と

なったため、精査加療目的に当院紹介となった。 
入院時現症：体温 37.0℃と微熱を認めた。JCS は

Ⅰ－2、GCS は E4V4M6 であった。脳神経系に異

常を認めず、麻痺、感覚障害等も認めなかった。髄

膜刺激徴候を認めなかった。 
血液検査所見： 白血球 8600/μl、CRP 0.7 mg/dl
と軽度上昇を認めた。AST 97 IU/l、ALT 147 IU/l、
LDH 438 IU/l、γ-GTP 88 IU/l と肝酵素の軽度上

昇を認めた。腫瘍マーカーは、CEA 1.0 ng/ml、SCC
抗原 0.5 ng/ml、NSE 15.2 ng/ml、シフラ  1.8 
ng/ml と明らかな上昇を認めなかった。 
髄液検査所見：初圧 150 mmH2O、性状は水様透明

であった。蛋白 80 mg/dl と軽度上昇を認めたが、

細胞数は 21/μl、糖 74 mg/dl、IgG index 0.48 で

あった。そのほか異常所見を認めなかった。 
培養検査：血液培養は陰性。髄液培養は一般細菌培

養、抗酸菌培養ともに陰性であった。 
自己抗体： 抗サイログロブリン抗体(-)、抗甲状腺

ペルオキシターゼ抗体(-)、TSH レセプター抗体(-)、
TSH 刺激性レセプター抗体(-)、抗核抗体(-)、抗

ds-DNA 抗体(-)、抗 SSA 抗体(-)、抗 SSB 抗体(-)、
ループスアンチコアグラント(-)、PR3-ANCA (-)、
MPO-ANCA(-)、抗カルジオリピン抗体(-)、抗 GAD
抗体(-)であった。 
各種ウイルス検査： サイトメガロウイルス IgM
抗体(-)、単純ヘルペスウイルス IgM 抗体(-)、水痘

帯状疱疹ウイルス IgM抗体(-)、EB ウイルス抗 VCA 
IgM 抗体(-)、HIV 定性(-)であった。 
入院時画像所見： 頭部単純 CT、頭部単純 MRI
において明らかな異常所見を認めなかった。 
 
経過： 退院までの経過を図１に示す。強直間代性

痙攣に対し diazepam にて対応し、phenytoine を

開始したが、痙攣を繰り返すため、carbamazepine
の投与を開始した。 第 4 病日に一過性に血圧、心

拍数の上昇を認めた。また、発熱と多量の発汗の症

状があった。第 7 病日に多量の流涎を認めた。採血

上炎症反応は軽度であり、この時点で自律神経系の

障害が鑑別に挙がった。 
 

図１ 経過 PHT:phenytoine; CBZ:carbamazepine; GBP: 

gabapentin 
 
第 5 病日に再度 MRI 評価を行ったところ、拡散

強調画像で両側海馬の信号のわずかな上昇を認め

た(図２左)。また 、T2 強調画像で両側扁桃体、海

馬に高信号域を認めた(図２右)。脳波では全般性徐

波化を認めたが、明らかなてんかん波を検出するこ

とはできなかった。なお、全身 CT では明らかな腫

瘍は認められなかった。また、Ga シンチグラフィ

ーでも、明らかな異常集積は指摘できなかった。 
 

 
図２ 第 5 病日頭部単純 MRI 拡散強調画像(左)では両側

海馬の信号の軽度上昇を認める。T2 強調画像(右)では扁桃

体、両側海馬の信号上昇を認める。 

 
 その後も痙攣のコントロールは難しく、人工呼吸

器管理を開始し、gabapentin の投与を追加した。

辺縁系脳炎に対して、ステロイドパルス療法、血漿



仙台医療センター医学雑誌 Vol. 2 April 2012 

63 

交換療法、大量ガンマグロブリン静注療法を施行し

た。 
第 28 病日より腹部全体の膨隆が出現した。理学

的所見上、腹部グル音は消失し、打診上鼓音を認め

た。腹部単純 X 線写真上は腸管ガスが著明であった

(図 2 左)。消化管運動改善薬(パントテン酸、ピコス

ルファートナトリウム水和物、大建中湯、モサプリ

ドクエン酸塩、ジメチコン)の投与を開始した。し

かし、腹部膨満は継続し、排便量も改善しなかった。

第 50 病日、胸部 X 線写真で free air を認めた(図３

右)。 

 
図３ 腹部膨隆時の腹部 X 線写真(左) 著明な腸管ガス像

を認めた。第 50 病日の胸部 X 線写真(右)で右横隔膜直下に

free air を認めた。 

 
腹部単純 CT(図４)を施行したところ、拡張した

腸管と著明な free air を認めた。外科コンサルトと

し、麻痺性イレウスによる消化管穿孔の診断で緊急

開腹術を施行した。手術所見により下行結腸の腸間

膜側に大網が被覆しており、同部位に膿苔を確認、

穿孔部位と考えられた。右上腹部に双口式人工肛門

を造設し、術式を終了している。 
 

 
図４ 第 50 病日の腹部単純 CT 拡張した腸管と、著明な

free air を確認できる。 

 

 術後経過は良好であり、第 61 病日より経管栄養

を開始した。その後徐々に痙攣の頻度も減少し、意

識障害も軽快した。流涎などの自律神経症状も改善

を認めた。見当識障害、記銘力障害は残存した。第

89 病日、人工呼吸器管理より離脱し、第 106 病日

より経口摂取を開始した。抗痙攣薬を調整した後、

第 174 病日他院に転院となった。 
 

３ 考察 
 
近年、辺縁系脳炎については、症例数の蓄積、ウ

イルス検査法、自己抗体の進歩、MRI の普及によ

り、その概念が細分化されてきている。病態による

分類としては大きく分けて、 1) ウイルス性

(LEVI;limbic encephalitis by viral infection)、2) 
傍 腫 瘍 性 (PNLE; paraneoplastic limbic 
encephalitis)、3) 自己免疫疾患に伴うもの(LEAD; 
limbic encephalitis with autoimmune disease)、
4) 自 己 免 疫 介 在 性 (AMEDARLE ; 
autoantibody-mediated acute reversible limbic 
encephalitis)、5) 原因不明のものとに分けること

ができる 2）。 
 本症例については、ウイルス性については、各種

IgM 抗体は陰性であった。傍腫瘍性については、全

身 CT や Ga シンチグラフィーでは腫瘍を確認する

ことはできず、各種腫瘍マーカーも陰性であった。

自己免疫疾患についても臨床症状及び採血上、異常

所見は認められなかった。 
日本での成人の年間急性脳炎罹患率は 19.0/100

万人で、そのうち非ヘルペス性辺縁系脳炎罹患率は

4.7/100万人であり、急性脳炎の 24.5%を占める 3)。

辺縁系脳炎の臨床症状としては、精神症状、自律神

経症状、痙攣発作などが現れる。このうち、自律神

経症状として、呼吸障害、循環障害(頻脈、血圧変

動)、縮瞳、多量の発汗、消化管運動障害が出現す

る。 
 辺縁系脳炎に関わる自己抗体には、抗 Hu 抗体、

抗 Yo 抗体、抗 Ta/Ma2 抗体、抗 ANNA-3 抗体、抗

VGKC 抗体、抗 NMDA 抗体、抗 GluRε2 抗体な

どがある 4)5)。辺縁系脳炎の合併症発症率について

言及すると、Peter S らによれば抗 Hu 抗体陽性の

症例 73 例(辺縁系脳炎はこのうち 15%)のうち、消
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化管運動障害を 14%の症例に認めたとしている 6)。

また、Tan KM らによれば抗 VGKC 抗体陽性例 80
例のうち、自律神経障害は 33%であった 7)。辺縁系

脳炎に自律神経障害や消化管運動障害が出現する

ことは比較的多いと考えられる。しかし、麻痺性イ

レウスから消化管穿孔にまで至る程の著しい消化

管運動障害を呈したという報告はない。 
 本症例では結腸の病理学的組織診を行ったが、結

腸壁の層構造は保持されており、悪性所見等の腫瘍

性病変は認められず、特異的な炎症所見も確認でき

なかった。自律神経障害が強く現れたために、麻痺

性イレウスから消化管穿孔にまで至ったと考えら

れる。 
麻痺性イレウスの治療については、減圧による保

存的治療と原疾患の治療で通常は改善される。保存

的治療で効果がない場合は、内視鏡的減圧や手術が

考慮されることもある 8)。神経原性の麻痺性イレウ

スは副交感神経の緊張の減弱や交感神経の緊張の

亢進によって引き起こされ、acetylcholine が副交

感神経の神経伝達物質として働いている。このため、

neostigmine などの抗アセチルコリンエステラー

ゼ薬が麻痺性イレウスの治療に使われることがあ

る 9)。原疾患の治療への反応が乏しく、麻痺性イレ

ウスへの保存的治療も改善がみられない場合は、こ

れらの治療法を総合的に判断して行っていくべき

である。 
自律神経系は脊髄、延髄の節前神経細胞から節前

線維が出て、神経節の節後神経細胞に入力し、節後

神経細胞から節後線維が出て効果器に分布する。交

感神経の節前神経細胞は第8頸髄から第3腰髄側柱

の中間外側核に存在する。副交感神経の節前神経細

胞は中脳の動眼神経副核、延髄の上・下唾液核、迷

走神経背側核、疑核、仙随に存在する。これらの節

前神経細胞は高次中枢神経細胞により支配されて

おり、辺縁皮質、海馬、外側中隔核、扁桃体、視床

下部に線維連絡があり、特に重要な役割を果たして

いるとされている 10)。しかし、これら自律神経系回

路が実際にどのように働き、調節されているかに関

しては不明な点が多い。 
本症例では辺縁系脳炎によって自律神経系高次

中枢の障害をきたし、自律神経症状、具体的には、

発熱、多量の発汗・流涎、一過性の血圧・心拍数上

昇、消化管運動障害が出現したと考える。特に消化

管運動障害については、麻痺性イレウスから消化管

穿孔の合併にまで至った。本症例のように、辺縁系

脳炎の自律神経障害においては、難治性の麻痺性イ

レウスが合併することがあり、場合によっては消化

管穿孔の可能性もあることに留意し、原疾患と消化

管運動障害に対し適切な治療を行っていくことが

必要と考える。 
 
４ 結語 
 
 辺縁系脳炎に麻痺性イレウスと消化管穿孔を合

併した一例を経験し、文献的考察を交えて報告した。 
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