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１ はじめに 

重症筋無力症（以下 MG）は、神経筋接合部のもっ

とも代表的な疾患で、シナプス後膜上のアセチルコ

リン受容体などの標的抗原に対する自己抗体の作用

により、神経筋接合部の刺激伝導が障害されて生じ

る自己免疫疾患である 1）。自己抗体には抗アセチルコ

リン受容体抗体（以下抗 AChR 抗体）のほか、近年、

抗 MuSK 抗体、抗 LRP4 抗体などが、関与している

と言われ、最近のトピックスとなっている。MGは特

徴的な臨床症状を呈する場合が多く、日内変動を有

する筋疲労、筋力低下などの症状が、主として眼筋、

球筋、四肢の筋、呼吸筋などに出現し、他の神経疾

患、筋疾患とは異なる臨床症状を呈することから、

典型例では診断は難しくないが、頻度の少ない疾患

であることから、見落とされがちである。 

MGは、抗体、年齢、胸腺腫の合併、重症度などに

より様々な分類がある 2）が、臨床症状の分布からは、

眼筋型 MG と全身型 MG に分類される。眼筋型では

眼瞼および外眼筋に臨床症状は限局しており、比較

的予後の良い疾患と位置づけられているが、しばし

ば全身型に移行する例を経験する。全身型でも、半

数以上の症例で眼筋症状を呈するが、眼周囲の筋だ

けでなく、球筋、四肢の筋、呼吸筋も障害される。 

 

２ MG の臨床症状の概要 

MGの臨床症状の特徴は、骨格筋の易疲労性と症状

の日内変動にある。反復する運動、持続的な筋肉の

使用で骨格筋の筋力が低下し（易疲労性）、これが休

息により改善する。症状は主として夕方に悪化し（日

内変動）、日によって症状が変動する（日差変動）こ

とも特徴的である。眼瞼下垂や眼球運動障害による

複視などの眼症状が初発症状としては最も多く、症

状が出現しやすい筋の分布には一定の傾向がある。

MG-ADL スケール（表１）は、本来 MG の重症度を

評価するスケールだが 1,3）、このスケールでの評価項

目はMGによくみられる症状なので、MGを疑った場

合の問診の参考になると思われる。 

 

 
表１ MG-ADL スケール 1) 

 

とくに、日内変動を呈する眼瞼下垂や複視のほか

に、「物を噛んでいると疲れてくる。」「しゃべって

いると鼻声になったり、ろれつがまわりにくくなる」

「歯磨きをしているときに腕の疲労で休息しなくて
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はならない」といった症状はほかの神経筋疾患での症

状とは異なり、MGを疑わせる病歴聴取のコツとも言

える。 

一般的に病初期には症状は軽微であり、起床時に

は症状が回復したり、症状の出現が数日にわたって

みられないこともある。なかには、いつの間にか治

ってしまう自然寛解例もあるが、多くは病期の進行

とともに、症状が日常的に出現するようになってく

る。症状の程度は一定せず、軽微なときもあれば重

篤となることもあり、このような、症状の日内変動、

日差変動のために診察時には症状が消失しており、

病初期に受診しても見落とされることも日常茶飯事

である。また、稀な疾患であることから、神経内科

以外の診療科を受診した場合は、鑑別疾患にもあが

らないことも多く、画像検査や一般的な検査では、

異常を呈さないことから、精神疾患などと誤診され

る場合も少なくない 4）。一方、このような日内変動や

日差変動が、ほかの筋疾患や運動ニューロン病など

ではみられないことから鑑別の一助ともなりうる 5)。 

 

３ 主要症状の特徴 

MGの筋疲労、筋力低下はあらゆる骨格筋に起こる

と言えるが、一定の傾向があるので、本疾患に特徴

的な兆候をいくつか述べる。 

１）複視、眼瞼下垂などの眼筋症状は最も頻度の高

い症状である 6）。本邦の統計では初発症状の 71.9%が

眼瞼下垂、47.3%が複視であった 7）。診断時には眼瞼

下垂が81.9%に、複視が59.1%にみられるが、診断時

に眼筋型 MG と診断された症例でも、経過中に約

20%が全身型に移行する。また初発症状が眼症状で

あった症例のうち、およそ半数が全身型に移行する

８）。当初、眼症状を呈しなかった症例でも、多くの

症例で経過中に眼瞼下垂や複視を生じる。 

 

２）四肢の筋は眼筋症状に次いで頻度の高い 1）。

2006 年の統計では初発時の 23.1%、診断時の 44.1%

に頸部四肢筋力低下を認めると報告されている 7）。

MGでは、四肢の筋力低下のみを呈する症例は比較的

少なく、全体の 5%以下の症例でみられる。 

下肢よりも上肢、頸部の筋の筋力低下、筋疲労が

多い傾向がある。 

３）嚥下障害、構音障害、咬合の疲労といった、球

症状はおよそ 15%の症例に生じる（初発時 14.9%、診

断時 27.9%）。このほか、顔面筋力低下（初発時 5.3%、

診断時 13.9%）や呼吸困難（初発時 2.3%、診断時

4.9%）なども生じる 7）。 

 頸部筋のみや呼吸筋のみ、四肢遠位筋のみに限

局した筋力低下、筋疲労を呈することは非常にまれ

である。しかしこれらの症状が、ほかの MG 症状に

先行する症例や、それらが唯一の MG 症状である症

例が存在するため、眼症状や四肢筋力低下以外の限

局性の筋疲労や筋力低下であっても MG を否定でき

るわけではない 1）。 

 

４ 眼筋症状 

眼輪筋の筋力低下により眼瞼下垂が出現する。眼

瞼下垂の程度は日により、時間により様々であり、

経過中に眼瞼下垂が左右交代することもある。一般

的に朝方は症状が軽微で、夕方に悪化することが多

い。眼瞼下垂は、一側だけに生じることもあれば、

両側性に出現することもある。軽症例では診察時に

は症状がほとんどみられない場合も少なくない。ま

た、眼瞼下垂が強く、視野をさえぎることもあり、

ときには全く開眼できなくなることもある。診察時

には眼瞼下垂がはっきりしなくても数秒～数十秒持

続的に注視し続けさせると眼瞼下垂がはっきりして

くることも多い。また、下垂した眼瞼は用手的に容

易に挙上することができる。 

外眼筋もまた障害されやすく、眼球運動障害を高

頻度で合併する。通常、複視を呈するが、患者によ

っては複視なのか、乱視や白内障などにより単にぼ

やけて見えているのか、自分でも明確に区別できな

い症例もいる。また、羞明感、めまい、歩行時の不

安定感、視界の不明瞭感などと訴えることがあり、

注意が必要である。不明瞭にぼやけて見えるだけの

こともあり、そのような場合は神経内科医を受診す

ることは少なく、診断が遅れることも多い 4）。片目を

閉眼させたり、さえぎることで、症状は改善するの

で、複視かどうかは区別がつく場合が多い。複視は

水平性であったり、垂直性の複視であったり、両者

が混在している場合もある。診察時には、複視がは

っきりしなくても、眼瞼下垂と同様に持続的に注視
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し続けると複視がはっきりしてくることも多い。 

MGでは、瞳孔異常を伴わず、動眼神経、外転神経、

滑車神経麻痺では説明のつかない眼球運動障害を呈

する。診察時には一定時間、やや上方を注視させる

ことで、眼瞼下垂が誘発される。また、一方の下垂

してきた眼瞼を挙上すると反対側の眼瞼下垂が誘発

される（カーテンサイン）。 

 

５ 咬合・嚥下障害、構音障害 

MGでは咬合の筋が障害され、食事に際し顎の筋疲

労が生じることがある。患者は食事の開始時には摂

食可能でも、肉類やスルメなどを噛む際に疲労を訴

え、食事を中断せざるを得なくなることもある。食

後の内服が困難となる症例も少なくない。また、し

ばしば顎の疲労のため、顎の下に手をおき、顎を閉

じるよう押さえることもある。 

口腔筋群の筋力低下により構音障害を生じ、軟口

蓋～後咽頭筋の緊張低下により鼻声となったり、小

声になることが多い。一定時間会話を続けていると

症状が出現しやすく、会話の途中から鼻声、かすれ

声となることがよく見受けられる。嚥下障害の悪化

とともに窒息、誤嚥をきたし、MG の急性増悪

（crisis）を生じることもある。食物残差が鼻から逆

流することもある。 

 

６ 顔面筋、眼輪筋、口輪筋 

眼輪筋の筋力低下は、診察時に強く閉眼させても

用手的に容易に開眼することができ、睫毛までは十

分閉じることができず「まつげ徴候」を示したりする。

閉眼が不十分なため、洗顔時に石鹸が目に染みるな

どと訴えることもある。 

また、顔面筋がしばしば障害され表情が乏しくな

ることが多い。とくに口輪筋の筋力低下により、笑

顔がみられなくなったり、表情が硬くなったなどと

家族が気付いていたりすることがある。笑顔を作ろ

うとすると、患者の口唇の中央部付近の動きは比較

的保たれるが、口角の動きが少なくなる傾向があり、

独特の顔貌 myasthenic sneer, myasthenic face をき

たす。また、口輪筋の脱力により、麺類を啜れなく

なったり、ストローで水分を飲めなくなることもあ

る。口笛が吹けないといった症状も起こる。 

７ 頸部と四肢の筋 

頸部は前屈、後屈ともに制限される。頭部の挙上

が困難となり、首が前に下がる「首下がり」を呈する

こともある。筋力低下、筋疲労により頸部痛を生じ

ることもある。診察時は臥位の状態で、診察台から

頸部を前屈させること（頭部挙上試験）が困難となっ

たり、長時間保つことができないなどの症状が出現

する。 

四肢の筋力はほかの筋疾患と同様に近位筋優位の

筋力低下を呈する。しかし、MGでは下肢よりも上肢

の筋がより障害されることが多いのが特徴である。

洗濯物を竿に干す作業、洗髪や歯磨きなど上肢を長

時間挙上して、一定時間継続したり、反復する動作

中に疲労を訴える患者さんが多い。また、持ってい

たものを落とす、長時間の書字が困難などの訴えを

生じることがある。下肢の筋力低下では、起立困難、

階段昇降が困難などの症状が生じることがある。し

ゃがみ立ちなど数回の運動負荷により症状が増悪す

ることが多い。 

 

８ 呼吸筋 

MGにおいて、呼吸筋の麻痺の出現は生死に直結す

る症状であり、もっとも気をつけなければいけない

症状である。初期には労作時の息切れが出現するが、

休息で改善するため受診を控えることも多いが、悪

化するにつれて安静時にも息切れが生じるようにな

る。痰の喀出が困難となったり、肩で呼吸をしてい

るようなときは要注意であり、MG の急性増悪

（crisis）に至るサインである可能性が高く、生命の

危機にさらされることもある。外来受診時には軽微

であっても帰宅後に悪化することもあり、呼吸症状

が新たに出現したり、悪化しているような場合は、

入院して注意深く観察する必要である。また、専門

医への受診が遅れたため、呼吸不全に陥って人工呼

吸管理になってから診断される症例も経験する。MG

クリーゼは疾患そのものの病状増悪によることもあ

るが、術後や感染症、一部の薬剤、免疫抑制薬の減

量、抗コリンエステラーゼ阻害剤の過量投与によっ

ても引き起こされることがある。なかには、他の内

科疾患で他院に入院中に頓服で処方された睡眠薬の

ために症状が顕在化し、クリーゼとなり初めて MG
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と診断された症例も経験している。 

 

９ 症状と経過 

MGの経過は多種多様であるが、一般的な臨床経過

を述べることにする。MGの病初期には症状は一過性

である場合が多い。症状が一過性に出現し、日内変

動を伴う場合が多いが、症状の出現自体が、数日に

１回程度であったり、数週間に１回程度であったり

することもある。しかし、その後、多くの症例では

徐々に症状がはっきりしてきたり、ほかの症状が加

わってきたりする。 

MG の重症度のピーク（最重症期）は多くの症例で

は、発症から 2-3 年以内に迎える場合が多い。1976

年の報告では発症2年以内に82%の症例でピークを迎

えるとのことであった 6）。また、発症 3年以内に 77%

の症例がピークを迎えていたとの報告もある 9）。 

また、眼筋症状で発症した患者が、全身型に移行

するかどうかに関してはいくつかの報告があり、眼

筋発症例のおよそ半数が2年以内に全身型に移行する

とされている。今のところどのような症例が全身型

に移行しやすいかに関しては確実に予想することは

できない。AChR 抗体陽性、反復刺激表面筋電図や

シングルファイバーEMG での異常が四肢で認められ

ると全身型に移行しやすいというわけでもない。全

身型に移行する症例は、ほとんどの症例で発症 2-3 年

以内に全身型に移行しているが、数年経ってから全

身型への移行する例も存在する。 

発症年齢により臨床症状の違いが、2006 年の MG

全国疫学調査結果から明らかになり 7）、眼筋型 MG

の割合は 10～49 歳発症例の 26.2%であるのに対して、

50 歳以上発症例では、37.7%とやや多かった。高齢

者では、眼瞼皮膚が緩んで眼裂が狭小化するため眼

瞼下垂が見逃されやすい。また、球症状を脳血管障

害などの合併症に起因する症状であると誤認される。

また「疲れやすい」という訴えは高齢者に共通する症

状であり、MGの診察にあたっては高齢者特有の注意

が必要である 10）。 

また、AChR 抗体以外の病原性自己抗体によって、

それぞれ特徴的な臨床症状を呈することも示唆され

ている．MuSK 抗体陽性 MG は、顔面や頸部の筋力

低下、球症状が MG 症状の中核をなし、クリーゼに

なりやすいと報告されている 1）。 

 

１０ MG の合併症 

MGでは、胸腺腫をはじめとする胸腺異常を合併す

ることは周知の事実であるが、甲状腺疾患をはじめ

とした各種自己免疫性疾患を合併することも広く知

られている。また、運動症状以外にも、抑うつ、認

知機能障害、味覚障害などの症状を呈することがあ

るとの報告も散見される。さらに、胸腺腫合併 MG

では抗横紋筋抗体により、特有の臨床像や呈したり、

合併症を併発することもある。胸腺腫合併 MG のう

ち、浸潤性胸腺腫合併例では、予後が悪く、自己免

疫疾患の合併も多くみられた 11）。 

 

１１ 非運動性症状の合併 

MGは筋疲労、筋力低下など骨格筋の運動障害を主

徴とするが、それ以外の非運動性症状をしばしば合

併する。 

１）抑うつ 

 MGの精神症状として抑うつや不安に関する報告

がある。Ybarreらの報告では 41例のMGにおいて、

不安障害が 19例 46.3%、広場恐怖 15例 36.3%、社会

不安障害 14例 34.1%、うつ病 11例 26.1%が認められ

た 12）。 Magni らは 74 例の MG 患者において情緒障

害は 14%、抑うつや混合性感情障害などの気分変調

性障害は 22%と報告した 13）。我々は、多施設共同で

287例のMG患者における抑うつ症状の誘因を検討し

た。MG患者のうち抑うつ状態は 13.6%に認められ、

とくに経口 PSL 投与量が多いほど抑うつを合併して

いた 14）。 

 

２）睡眠障害 

MGにはしばしば睡眠障害を合併する。上述の抑う

つに関連した睡眠障害だけでなく、呼吸筋、上気道

筋の筋力低下、筋疲労に伴う睡眠時無呼吸症候群を

合併するとの報告もある 15）。 

 

１２ 抗横紋筋抗体による臨床症状、合併症 

MG の 15~25%には胸腺腫を合併しており、横紋筋

に対する自己抗体として抗 titin 抗体, 抗リアノジン

受容体（ryanodine receptor:RyR）抗体, 抗電位依存
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性 K チャネル（Kv1.4）抗体などがあり，これらの自

己抗体と MG 臨床像，合併症などの関連について報

告がある 16)。抗 titin 抗体は近年増加傾向にある後期

発症 MG に高頻度にみられる。抗 RyR 抗体は筋の興

奮性収縮連関に障害をおこすことが推測されており、

特に C 末に対する自己抗体は早期から観察される

FK506 の薬理学的効果に関連している.抗 Kv1.4 抗体

は MG に合併する心筋炎に関連し、突然死の原因と

なりうる。 

 このほか認知機能障害、自律神経障害などに関す

る報告がある。また、味覚障害、筋痙攣、辺縁系脳

炎、赤芽球癆、円形脱毛、低ガンマグロブリン血症、

筋炎などに関する報告もある。 

 

１３ 自己免疫疾患の合併 

MGと自己免疫疾患に関してはこれまでも様々な疾

患の合併が報告されている。甲状腺疾患、関節リウ

マチ、全身性エリテマトーデス（SLE）などの合併が

知られている。我々の検討では MG 患者の 16％に甲

状腺疾患を合併しており、甲状腺疾患合併例は MG

としては軽症例が多いことを報告している。とくに、

Basedow 病合併例は眼筋型 MG が多い傾向を認めて

いた 17）。このほか稀な合併症として、ネフローゼ症

候群、赤芽球癆、血小板減少性紫斑病、皮膚疾患と

して白斑、脱毛など、神経疾患としては多発性硬化

症（MS）、視神経脊髄炎（NMO）の合併が散見され

ている。 
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