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は　じ　め　に

1963年　LanceとAdamsは,術中術後の心

停止または気道閉塞による脳の酸素欠乏によっ

て,小脳症状と,随意運動で誘発ないし増強さ

れるミオクローメスをきたした4症例を,

intention or action myoclonus syndromeと

して報告した1).この後,脳血管障害2)や白血

病3)による同様の病態の発生が報告されてい

る.本症候群は,これまで報告が少ないが,蘇

生術の進歩に伴い今後増加することが予想され

る.我々は,本症候群の一例を4年半経過観察

したので文献的考察を加えて報告する.

症　　　　　例

29歳,女性.

主訴:ミオクローヌス

家族歴.既往歴:特記すべき事項はない.

現病歴:昭和54年7月29日夜bromvaler-

ylurea 60 g(極量1回2 g)を内服して自殺を

図り,翌7月30日夕方,探昏睡,ショック状態

(血圧70/50mmHg)で発見された.ただちに

救急センターへ運ばれ,胃洗浄と呼吸不全のた

め気管内挿管等の処置を経て,腹膜透析が施行

された. 7月31日より,全身性強直発作ととも

に,ミオクローヌスが出現した. 8月1日,呼

吸不全が続いたため気管切開を施行. 8月2日,

炭酸ガス過剰(P02:40　mmHg, PCO2:75mm

Hg)がみられたためレスピレーターによる調節

補助呼吸を開始した. 8月24B,周囲の状況に

よって表情を変えたり,目でものを追うように

なった.9月40,レスピレーターを離脱した.

昭和54年11月21日,ミオクローメスと全身性

強直発作の治療のため当科に入院した.

入院時現症:意識は清明.体重33kg.血圧

110/73in皿Hg.全身の筋力低下のため,起立坐

位不可能.はげしいミオクローヌスが全身に認

められた.ミオクローメスは,特に上肢,顔面

に著明であるが,下肢,横隔膜,頚部に出現す

ることもあった.安静時にも認められ,意図的

な動作をしょうとすると増強した.睡眠中はみ

られなかった.ミオクローメスが増強すると全

身性強直発作を引き起こすこともあった.

入院時の検査所見:脳波記録では,基礎波

は6Hzの8-activityが主体で,両側同期ノl射こ

spike and wavecomplexが1 -2秒の持続で

頻発した(図2-a).この発作波は,閃光刺激に

より誘発された(図2-c).頭部CT-scanでは,

側脳室,シルビウス裂の拡大が認められた.脂

溝の拡大はみられなかった.軽度の脳萎縮を示

す所見であった(図4).血液・生化学・血清学

的検査では特記すべき異常所見はなかった.

治療経過(図1) :入院時, diphenylhydan-



Lance-Adams症候群の1症例

toin (以下D P Hと記す) 280mg,ph-

enobarbital (P B) 120mg, primidone(P

MD) 300mg, sodium valproate(VPA) 400

mgが授与されていた.ミオクローメスの出現頻

度は,日によって変動があり,また1日のうち

でも特に早朝起床時や動作をしょうとするとき

や会話時やテレビを見る時に増悪した.入院1

週後(昭和54年11月27日)からclonazepam

を1日量0.6mgから漸増し,他の抗けいれん薬

については中止したところミオクローメスが全

身に出現したので再投与した. clonazepam 1

日量3.8mg投与によりミオクローメスは消失し

たが, clonazepamを急激に増量したため,副

作用として気道分泌が元進し,晴鳴,呼吸困難,

チアノ-ゼが出現し,気管内挿管をしなければ

ならなくなった.そのため, clonazepam l日

1.5mgまで漸減し, nitrazepam l日9mg追加に

よりミオクローヌスは軽減したものの,日に

よってかなり変動があった.翌年2月27日から

V P Aを追加し, 1日1300mgまで漸増したと

ころ,眠けが強くなり同時に,ミオクローヌス

は消失したが,副作用として食欲不振,回転性

めまいが出現したため800mgに減量した. 6月

20日からethosuximide追加により,副作用と

しての眠けもおこらず,ミオクローメスも一時
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消失したが, 3-4週間後から再び出現した.

昭和56年10月, 1日量DPH　280mg, PB

60mg, P M D　800mg, V P A　800mg,

ethosuximide　400mg, clonazepam 1.8ing,

nitrazepam 9mg投与によりミオクローメスは

ほぼ完全に抑制された.発熱などで身体的状態

が悪化したときや抗けいれん薬の内服時間が遅

れた場合に,ミオクローヌスが増悪することが

あったが, clonazepamの増量により抑制され

た.投与量が多量になったため,可能な限り少

量でコントロールしようと考えて　DPH,V

PA, PMD, ethosuximideの減量を試みた

が,その毎にミオクローメスが増悪するため,

抗けいれん薬の減量は困難であった.昭和57年

4月に退院し, 59年2月現在通院中である.

clonazepamを増量L PMDを減量している

が,ミオクローヌスの抑制は良好である.軽い

眠けがある以外は抗けいれん薬の副作用はみら

れない.現在も著明な筋力低下のため臥床状態

が続いており,日常生活は全面介助を要する.

しかし,機能訓練により徐々に筋力は回復して

きており,寝返りが可能となり,短時間ながら

首を支えたり,両手で支えて坐ることが可能と

なっている.変換運動障害,失調性構音障害,

企図振戦は持続している.
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Fig. 1 The course and treatment. The myoclonus has improved remarkably.
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脳　波　所　見

入院時,基礎波は6Hzのβ-activityが主体

で,発作問歓時に両側同期性に　spike and

wave complexが1-2秒の持続で頻発してい

た. (図2-a).発作時の脳波記録では,両側同期

性のpolyspikes and wave complexが出現し

(図2-b),発作波は閃光刺激により誘発された
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(図2-c).発症2年後の脳波記録では,発作間

歓時には発作波は認められなかった.開閉眼に

ょり, spike and waveとmuscular twit-

chingsが誘発された(図3-a).閃光刺激でも同

様に発作波が誘発された(図3-b).治療後,栄

作波は著明に減少したが,光過敏性は改善され

ていない.
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Fig. 2　The EEG obtained　4　months after the onset

a ) Interictal EEG shows spike and wave.

b ) Ictal EEG shows polyspikes and wave.

c ) Photic stimulation provoked polyspikes and wave, and clinical myoclonus.
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Fig. 3　Two years later EEG

( a ) Opening and closing Eyes test. Immediately after closed eyes, atypical spike and wave, and

clinical muscular twitching are provoked.

( b ) Photic stimulation provoked polyspikes and wave, and clinical myoclonus.

Fig. 4 The brain CT scan obtained 8 months after the onset

CT scans show enlargement of the ventricles and sylvian fissures.

考　　　　　察 る不規則かつ急激な筋肉または筋肉群の収縮と

定義され,原因的にも病態的にも種々のものを

ミオクローメスとは,臨床的に不随意に起こ　含んでいる.臨床的には全く自発的に生じるも
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のと,視覚,触覚,精神的緊張,姿勢,動作等

で誘発されるものがあり,後者はintention or

actionmyoclonusと呼ばれている.さらに律動

的に生じるものとそうでないものがある.

Lanceらは, 1963年,外科手術の際の心停止,

あるいは気道閉塞による脳の酸素欠乏によって

ミオクローメスをきたした4例をintention or

actionmyoclonusとして報告した.このミオク

ローヌスは,特に随意運動により誘発ないし増

強することが特徴的で,普,触,針刺激で誘発

される例もあり,全例に企図振戦,変換運動障

害,失調性構語障害,失調性歩行障害等の小脳

症状を伴っていたと報告されているさ)

同症候群は, Lanceらのhypoxic ence-

phalopathyの報告以後,いくつかの報告がみら

れ,その大部分が心停止または呼吸停止に基づ

くものであるが,その他脳底動脈循環不全2),

急性白血病3)でも同様の病態が生じることが

報告されている.同症候群は,電気生理学,坐

理学,神経薬理学の進歩に伴い,その発生機序

や病態が解明されてきており,さらに5-HTP

が治療に有効であるなど2),9>,10)の点から,ミオ

クローヌスの中でも特殊なものである可能性も

示唆している

さて,本症例は自殺企図による多量の

bromvalerylurea内服による昏睡の後に発症

し,その間の薬物による重篤な呼吸抑制の結果,

脳の低酸素をきたしたことが主たる原因と推察

されるが, bromvaleryluea自体による中枢神

経細胞に対する直接侵襲の可能性も全く否定す

ることはできない.本症例におけるミオクロー

メスは,発症当初は平静時にも自発的に起って

いたが,抗けいれん薬の変更,増量とともにこ

れはまもなく治まり,以後は動作の開始時,精

神的緊張・興奮時に起っていた.このミオクロー

メスは,両側性におこるが,左右非対称性不規

則に起り,両上肢,口輪筋に著明であったが,

下肢にもみられ,増悪すると躯幹筋や眼輪筋に

も及んでいた.本症例は,企図振戦,失調性構

語障害,変換運動障害等の小脳症状を伴ってお

り　Lanceらの症例をはじめ,従来の報告例と

似た所見を呈している.
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ミオクローヌスの発生起源について,柴崎ら

の成績で, Ramsay Hunt症候群においては皮

質株波とミオクローヌス放電の時間間隔は10-

17m/secであったことから,少なくとも上記

Ramsay Hunt症候群では,大脳皮質ではなく

皮質下深部を推定している4).また全身性ミオ

クローヌスの発現機序として,皮質を介するも

の(transcortical reflex)と,脳幹網様体を介

するもの(reticularreflex)があることが明ら

かにされてきており,これらの反射弓のいずれ

の場所の活動性の元進によってもミオクローメ

スが起る可能性があり,さらに反射弓に対する

抑制系の機能低下によってもミオクローメスを

呈したり,増強したりすることが推察されてい

る5).

Post-hypoxic myoclonusの症例において,

Hallettらは,ミオクローメスの発生機序とし

て,延髄の脳幹網様体を介する活動性の元進を

推定している空' Lance　らも彼らの症例におい

て同様の考えを述べている1).一方, OKaら

は,チアノーゼ,意識消失等の明らかな酸素欠

乏を思わせる臨床所見がみられなかったにもか

かわらず,同様の病像を呈した急性白血病の症

例において,剖検で著明な小脳プルキンエ細胞

の消失と,小脳自質でリンパ芽球の血管周囲へ

の集合がみられたことを報告し,ミオクローヌ

スの発生機序として, motoractivityに対する

小脳抑制系の機能減弱ないし消失を推定してい

る3).本症例では,臨床症状と検査所見より,

障害は小脳,大脳皮質に広汎に及んでいるもの

と考えられる.しかし,ミオクローメスの出現

と一致して,両側同期怪の　polyspikes and

wavecomplexが出現したこと,および,これ

らの発作波が閃光刺激,開閉眼により誘発され

ることから,ミオクローメスの発生部位として

皮質下焦点,とくに視覚の伝達に関連する視床

諸核の関与を示唆するものである.

本症候群の脳波について経時的に報告した文

献は多くない.千田らは, clonazepam等の抗

けいれん薬の投与で,発作波が減少するととも

に基礎波の改善もみられたと報告している11)

本例においても,ミオクローヌスの改善ととも
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に,発作波は著明に減少している.しかし,光

過敏性と基礎波は未だ改善されていない.

本症候群にみられるミオクローメスの治療薬

として,種々の抗けいれん薬(PB,PMD,D

PH, V P A, clonazepam, diazepamなど)

が試みられているが6),7),8)満足すべき効果は得

られていないのが現状であろう.これらの抗け

いれん薬の中ではclonazepamが有効であった

という報告が多い.一方,本症候群のミオクロー

ヌスの原因として脳内セロトニンの低下が想定

されており,これを裏づけるようにセロトニン

の前駆物質である5-hydroxtryptophan (5-H T

P)とM K486(carbidopa)の併用による治

療の有効性が言われている　2),9),10)しかし,本薬

物は,使用初期に副作用として食欲不振,吐気,

喧吐,下痢が必発し,その効果についても最終

的な結論が出されていないのが実情であり,一

般臨床で使用される段階には至っていない.

本症例にみられたミオクローメスも,てんか

ん治療の原則としての単一薬物投与による発作

抑制は不可能であり,多種の薬物の併用を止む

なくされた.薬物の減量,増量の際,あるいは

新たに薬物を追加する場合,原則として他薬を

一定量に固定したまま, 1つの薬物のみ漸増す

る方法をとった.併用した薬物を各々はゞ同時

に極量に近い用量まで増量しても,完全抑制は

困難であった.使用薬物のなかでは　clonaze-

pamが最も有効であると考えられ,従来の報告

と一致した見解が得られた.本例4年半の治療

経験から,本症候群のミオクローメスは,治療

によりかなり軽快していくものと考える.

結　　　　　語

自殺の目的で多量のbromvalerylureaを内

服し,その急性中毒後に発症したintention or

action myoclonus ( Lance-Adams症候群)の

1症例を報告した.ミオクローヌスは　clon-

azepam,その他の抗けいれん薬の多剤併用に

ょり著明に抑制された.ミオクローメスの改善

とともに,脳波上も発作波が著明に減少した.

しかし,光過敏性と基礎波は改善されていない.

さらに,脳波上,両側同期怪のpolyspikes and

wave complexが出現し,これらの発作波は閃

光刺激と開閉眼により誘発されたので,このこ

とも含めてミオクローメスの発生機序について

若干の検討を加えて報告した.
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On 1963, Lance and Adams reported four cases which, after episodes of acute cerebral

hypoxia, presented cerebellar symptoms and myoclonic jerks activated or exacerbated by

intention movement. They termed it "The syndrome of intention or action myoclonus". We

reported one case which presented same symptoms after acute bromvalerylurea intoxication.

The case is a twenty-nine-year old female. she presented intention or action myoclonus

and cerebellar symptoms after acute bromvalerylurea intoxication for the suicidal attempt. This

myoclonus has improved remarkably by poly-pharmacetic treatment of anticonvulsants

(clonazepam is especially effective ). The EEG recordings showed bilateral synchronous polyspikes

and wave complex. The photic stimulation provoked polyspikes and wave complex, and clinical

myoclonus. During the first two years (->f the treatment, with the clinical improvement, spike

and wave discharges had diminished remarkably. However, photosensitivity and basic activity

had improved very little. Based on these EEG findings, we supposed that the basic disturbance

in myoclonus seen in the present case is in the thalamic nucleus functionally related to the sense

of vision.


