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反抗運動(Movement Oppositioniste)がみられた

Ataxia-Telangiectasiaの一例
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Ataxia-Telangiectasia (以下A-Tと略す)は

乳幼児期に発症する進行性小脳性運動失調症,眼球

結膜や皮膚の末梢血管拡張症及び呼吸器などの易感

染性を主症状とする疾患として知られる.歴史的に

は1926年チェコスロバキアの神経学者Syllaba　&

Henner Louis-Ba汀によりその臨床像が貴初に記

載され,その後Louis-Barrは本症をPhacomato-

sisの一型として報告し,さらに1957年Border'*ら

によりAITと命名された。近年,本症は原発性免

疫不全症候群の-型として注目され免疫学的立場か

ら検討された報告は数多い。一方で神経症状に関す

る報告も多多あり,病勢の悪化とともに多彩な神経

症状が出現し,悪化の傾向をたどる事が知られてい

る。今回,我々は比較的まれな不随意運動である反

抗運動(Movement Oppositioniste)を伴ったA-

Tの一例を経験したので報告するo

II　症　　　例

患者:8才,女児。

主訴:歩行障害

家族歴:祖父が胃癌で死亡Oその他特記所見なし.

既往歴及び現病歴:帝王切開で出生後,首の坐り,

歩行開始などに異常は認めず発育は順調であったが,

春から夏にかけて増悪する湿疹様皮疹を幼児期より

7才頃まで認めている。上気道感染などにかかりや

すい傾向にはなかった。予防接種は規定どうり受け

副作用は認めていない, BCG後のツベルクリン反

応は陽転していない。

4才時保育所へ入所したところ遊戯の時間身体が

ふらつきやすい事に気づいた。身体の動揺は漸次増

悪し, 5才頃より歩行は敢酎様となり,つまづいて

転倒しやすくなった。 6才頃より文字を書いたり,

食事をとる際手がふるえるようになった。同じ頃両

側眼球結膜の毛細血管拡張に気づいた。これらの症

状はすべて増悪し昭和51年4月5日当科へ入院とな

る。

入院時所見:身長115cm,体重18kg,体温36.6℃,

脈拍98/分整。皮膚に湿疹様皮疹後に出現した点状

ないし斑状で淡かっ色の色素沈着を認めた。表在リ

ンパ節は触知しなかった。結膜に貧血,黄症を認め

ないが,眼球結膜に毛細血管拡張を認めた。胸腹部

には理学的に異常を認めなかった。

神経学的所見:意識清明,顔貌は表情に乏しく軽

度ながら知能障害(IQ70)を認めた。脳神経には異

常を認めなかった。健反射はすべて減弱し病的反射

も認めない。両足をそろえての起立は不可能であり,

両足を開いて起立させると著しい躯幹の動揺が認め

られたO　また歩行に際しても動揺があり失調歩行を

呈した。言語は不明瞭かつ緩徐であり,運動時振戦

姿勢時振戦,協調運動障害などがみられたが休止時

に振戦は認められなかった。指一鼻試験を行うと運

動時及び指を鼻につける姿勢をとった際(姿勢時)

左右ともに振戦がみられたが,この検査中に時折,

急激に預を前屈し,顔面を小刻みに左右へふり,上

下肢を軽く屈曲させるミオクローヌス様不随意運動

と指が鼻から急激に離反する反抗運動様不随意運動

とが認められた。

入院時検査所見:血液一般検査ではリンパ球数の

軽度低下がみられたOその他尿一般検査,血清反応,

血液化学検査,肝腎機能,内分泌検査17-OHCS.KS

に特記すべき所見は認められなかったO免疫グロブ

リンはIgG IgM IgAについて検索を行ない,いず

れも正常範囲であったが, PHAによるリンパ球幼

君化現象は21%と低下し,またDNCBテストでも
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低下が認められた。脳脊髄液には特記所見がなく,

また脳波も正常範囲と考えられた。

入院後経過:治療は対症的に行なわざるをえなか

ったが症状の改善はみられず,現在外来で経過観察

中であるO

考　　　案

本症と易感染性ないし免疫不全との関連はCent-

rwall3'らによる報告以来様々の研究がなされてき

た　Border'*らの101例の統計では易感染性が83%

にみられている。本邦でも富田13)らの報告では95%

にくりかえすカゼ症状をみている。易感染性の有無

眼球結膜

は患児の予後を決定する重要な症状であり,呼吸不

全ないし肺炎のためほとんどが思春期までに死亡す

ると言われている。易感染性の本態に関し液性免疫,

細胞性免疫双方から検討が加えられてお9, Thief-

fryらがIgA低下例を報告して以来,今日では70-

80%にIgA低下がみられるとされる"113)perterson

らによるとIgA低下例は72%にみられるが逆にIgA

高値を示す例が3%にみられているIgGIgM　に

関する報告ではIgM高値, IgG低値を示す例が多

いが, IgGでは50%の例で,またIgMでは81%が

正常範囲にあるIgEに周するAmmannl'らの報告

では約70%にIgE　欠損を認め, IgA IgE共通欠

損者(60%)に重篤な呼吸器感染が多いと報告して

いる。一方細胞性免疫能の低下は約70%にみられる

とされ,同種移植による拒絶反応の低下,感作リン

パ球のtransferによる遅延反応の低下は検査され

た全例にみられているL2)本症例では幸いに易感染性

は無かったが検査の上ではあきらかな細胞性免疫能

の低下及びリンパ球数の低下3),5)がみられ,細胞性

免疫能の低下が本症の貴も特徴的な免疫学的異常と

するEisen4>の見解を裏づける　A-Tを特徴づけ

る一方の主症状である神経系の障害は多彩であり,

病期,病勢によりいっそうこの傾向を強める。神経

障害の進行過程により本症は3期に分類される。第

1期は正常な発育期であり,第2期は1-6才に多

く緩徐な進行期であり,小月副生運動失調症を主体と

する時期,第3期は急速な増悪期であり錐体外路症

状が加わり歩行不能となる。我々の経験した症例は

第3期にあたり.したがって小脳性運動失調症に錐

体外路症状が加わり複雑な神経症状を呈した。表219

はBorder'*らの101例における症状の発現頻度と我

々の症例における症状の有無を示している　A-T

では不随意運動の出現が高率にみられ, Border14)ら
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表-2　症状の発現頻度と比較

高　木　繁　幸　ほか

の統計では91%にCholeoathetosisが出現している。

本邦では富田13)らの統計で13例中全例に,また合屋5)

の報告では9例中5例にCholeoathetosisがみられ

ているが, Hayakawa　ら6)の3例には出現をみな

い。このように頻度に施設によるバラツキがみられ

るが,ひとつには報告された病期の差や本症でみら

れる不随意運動が定型的でなく,またいくつかの不

随意運動が合併して出現しやすいため運動の分析が

比較的困難である事と無関係ではないであろう。我

々が経験した症例でも,あきらかな無踏病棟ないし

アテトーゼ様運動は認められなかったが,他のいく

つかの不随意的な運動が組み合わされて出現し複雑

な神経症状を呈した。不随意運動の中で最も目立っ

たものは姿勢時振戦と運動時振戦であり,安静時に

おいては認められなかった。規則的で4-6Hz　の

周期をもつ振戦が両側上肢に認められ,肘関節を躯

幹に密着させると軽減し,精神的緊張で増強する傾

向にあった。左右の示指を胸の前で対立させると示

指は互いに大きく揺れ動きいわゆる決闘者徴候sig-

ne du bretteurが認められた。かかる運動時振戦

及び姿勢時振戦という比較的リズミカルな運動の中

に不規則で粗大な不随意運動が短時間ながら加味さ

れて認められた。すなわち安静時ないし起坐位にお

いて顔面から頚部,肩甲,上肢を中心にほぼ全身が

ガクガクと小さくくずれるようなミオクローヌス様

運動がみられた。さらに患児に歩行を命ずると失調

歩行の中途で突然躯幹から下肢にかけて同様のガク

ガクする運動がおこり,腰くだけのかっこうで転倒

しやすかった。顔面から上肢を中心としたミオクロ

ーヌス様運動は,指一鼻試験などの運動を行なわせ

るとより頻回により増強されて出現した。歩行中の

このようなミオクローヌス様運動はLance　&

Adams'"'らの言うaction myoclonusと考えられ,

また運動時振戦中にみられる場合では多分に反抗的

な要素が含まれており,いわゆる　myoclonus op-

positiomsteと表現可能の運動であろう。他方この

ミオクローヌスとは臨床的にあきらかに区別されう

る異常運動として反抗運動(movement opposition・

iste)が認められた。精一鼻試験を行うと指が鼻に近

接し姿勢時振戦の最中,突然,急激に指が鼻から離

反する異常運動が出現した。反抗運動はFromment

(1935, 1936)によってWestphal仮性硬化症にお
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いてみられる企図振戦様の運動が,小脳患者にみら

れるそれとは異なるところから分離されたものであ

り, Wilson病で多くみられ,また姿勢時振戦と合

併して出現することが多いところから線状体近くの

病変で出現するものと考えられているZ)一方岩田9)

は筋電図学的検討を加え,この反抗運動は指一鼻試

験における桔抗筋である上腕三頭筋の律動的筋収縮

が極めて大きいために生ずるものであり, Garcinら

の言う随意運動症hyperkinesis. volitionnellesの

ひとつの特殊な状態であるにすぎないと述べている。

反抗運動はWestphal型肝レンズ核変性症で最も代

表的にみられるが,多発性硬化症の特殊な型(視床

下部中脳型)でもみられ疾患特有の運動ではないと

されている誉)しかしながらA-Tに合併する不随意

運動に関し,反抗運動の記載をみる報告は,著者が

検討しえた少数の報告例にはなく,また有馬2)らに

よれば小児例において著しい振幅とスピードをもっ

た反抗運動を観察したことはないとし,この不随意

連動が比較的まれであることを示唆している。・

Ⅳ　む　す　び

以上8才の女児で,比較的まれな不随意運動であ

る反抗運動がみられたA-Tの一例を経験したので,

若干の考察を加えて報告した。 (本論文の要旨は日

本神経学会第55回九州地方会にて報告した)

文　　　　献

1) Ammann, A.J., Cain, W.A., Ishizaka,K.,

Hong, R. &Good, R.A∴ Immunoglobulin

E deficiency in ataxia-telangiectasia. New

Engl. J. Med. 281, 469-472, 1969.

2)有馬正高,北原　倍,高田邦安,山本正士:Wil-

son病, Lesch-Nyhan症候群, SSPEの経験

例を中心として,小児神経学の進歩,第4集,

126-138, 1975.

3) Centerwall, W.R. &Miller, M.M. : Ataxia

telangiectasia and sinopulmonary infec-

tions. Syndrome of slowly Progressive

deterioration in childhood. Amer. J. Dis.

Child., 95, 385-396, 1958.

267

4 ) Eisen, A.H., Karpati, G., Laszlo, T., An-

dermann, F., Robb, J.P. &Bacal, H.L. :

Immunologic deficiency in ataxia telan-

giectasia. NewEngl. J. Med. 272, 18,

1965.

5 )合屋長英: Ataxia telangiectasia.神経進歩,

16, 975-983, 1972.

6) Hayakawa, H., Matsui, I., Yoshino, K.,

Hayakawa, S. & Kobayashi,N. :immuno一

恥thological aspects of ataxia telangiec-

tasia. Paediatria Universit. Tokyo, July,

No. 16, 1, 1968.

7)平山恵造:神経症候学,文光堂,東京　588-

593, 1971.

8)平山恵造:不随意運動の観察と考察,小児神経

学の進歩,第4集: 115-123, 1975.

9)岩田　誠:企画振戦,神経内科1,397-406,

1974.

10) Lance, L.W. &Adams, R.D. : The synd-

rome of intension or action myoclonus

as a sequel to hypoxic encephalopathy.

Brain. 86, 111, 1963.-

ll) Peterson, R.D.A., Kelly, W.D. &Gopd, R.

A. : Ataxia-telangiectasia. Its assocoation

with a defective thymus, immunological

deficiency disease and malignancy. Lan-

cet 1, 1189, 1964.

12) Peterson, R.D.A. & Good, R.A. : Birth de-

fects. Immunologic deficiency disease in

man. Ataxia-telangiectasia. International

Foundat. 4, 370, 1968.

13)富田有祐,前川喜平,堀　誠, Bl分義行:本邦

におけるAtaxia-telangiectasia <n臨床統計・

的観察.臨床免疫　2, 517-528, 1970.

14　Boder, E &Sedgwick, R. P. : Ataxia-tel-

angiectasia, A review of 101 cases. Little

Clud Clinics in Develop. Med. No.8, He-

inemann Pbl., 110-118, 1963.

15)吉野加津哉・早川　浩:Ataxia-telangiectasia.

臨床免疫学叢書1,免疫学からみた神経系疾患

医学書院1973.



268 高　木　繁　幸　ほか

Ab stract

A case of Ataxia-Telangiectasia Associated with
Movement Oppositioniste

Shigeyuki TAKAKI, Morihisa SHIRAHAMA, Kenji IWAI and Hidemasa HlGA*

Department of Neurosurgery, Department of Internal Medicine*,

College of Health Sciences, University of the Ryukyus

"Movement oppositioniste" was observed in 8-year-old female case of ataxia teleangiectasia. Her
initial symptom was cerebellar ataxia at age of four. The teleangiectasia of the conjunctiva was
present. Increased tendency of infections was not observed.
Laboratory examination revealed decreased number of the lymphocytes, negative DNCB skin test,
lowered lymphoblastic transformation by PHA test. These results indicate the disturbed cellular
immunity in this patient. This typical case of a'taxia teleangiectasis presented very rare symptoms of

"movement oppositioniste" which is usually found in Wilson disease. Three types of "movement

oppositioniste" was described.
1) Movement between nose and index finger at the time of finger nose test.
2) Movement between the index fingers like a sign of "signe du bretteur".
3) Movement at the time of walking such as falling behind at the end of walking.

These symptoms, above mentioned, itself is very rare findings and so far as we know, there is no
description of "movement oppositioniste" in ataxia teleangiectasia. Since the etiology of these

symptoms are still not known, we thought it worth to be reported.


