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Ⅰ 緒 言

Laurence-Moon-Biedl症 候 群(以 下L-M-B症 侯

群 と略す)は 知能障害,肥 満,網 膜色 素変性,性 器

発育 不全,多 指(趾)症 及び遺伝性 を6主 徴 とす る

疾患で,そ の他 に種 々の奇型 や合併症を伴 う事 も多

い.

歴史的に はHoering (1864), Stoer (1865)が 精

神薄弱,網 膜色素 変性,多 趾症 の合併 した例 を報告

して おり, 1866年 にLaurence-Moon1)が 網膜色素変

性 に性器発育 不全,知 能障害,株 儒等 を伴 つた4人

の同胞例 を報告 してい る.更 にBardet2) (1920)が

Obesite hypophysaireと して, 1922年 にはBied13)

が典型例 を報告 してい る.

この特異 な 症候 群 はSolis Cohen and Weiss4)に

よ りLaurence-Moon-Biedl症 候群 との名称を与え ら

れ,又Laurence-Moon-Bardet-Biedl症 候群 とも呼 ば

れ る事が あるが,今 日で は一般 にL-M-B症 候群 と

呼ばれてい る.

本症の病因 につ いて は間脳 の障害 とす る見解が一

般的で あるが,下 垂体 に起因 する との説2)も あ り,

一部 には内分泌疾患 とす る もの もあ る,

L-M-B症 候群 につ いては本邦 に於 い て も既に多

くの報告 がな されてい るので,こ こで は最 近私達 の

経験 した著 明な精神症状 を有 す る2症 例 を述 べ,更

に精神症状 について若干 の考 察を加 えたい.

Ⅱ 症 例

〔症例1〕 岡○実 ○　 20才　 女

主 訴:知 能障害,週 期性精神変調,肥 満

家族 歴:血 族結 婚な し.血 族 中 にL-M-B症 候群

及 び多指(趾)症,合 指(趾)症,知 能 障害,夜 盲

等 のL-M-B随 伴症状 を有す る者 は認めない.

現病歴:満 期安産 で あつたが,生 下時両 手足外側

に小 さい指の様な もの が付着 してお り幼小時に切断

した.生 来健康で幼小時期 よ り肥 満 ぎみであつ た.

最 終学 歴 は中学卒業で成績 は下 位であつた. 15才 頃

夜 盲に気付 き岡 山大学 眼科受診 し視力R. V.=0.3

(0.6×-2.0D), L. V.=0.2(0.5×-2.0D)で 両

側網膜色素変性(L-M-B症 候群)の 診断 を受 けた.

中学卒業後 は紡績会 社に勤務 してい たが,昭 和43年

1月 初旬 よ り残業 が続 き過労に おちい り,風 邪 ぎみ

で風邪薬,鉄 剤,ト ランサ ミン等 の薬物 を乱用 し頭

痛を訴 え同室 者を寝 させず,為 に某内科に入院 した

が,大 声 で頭痛を訴え タオルを水 が したた る程 しめ

らして顔 に当て室 内廊下排 徊等 の異常行動 あり河 田

病 院入 院 し,更 に昭和43年4月22日 当科入院.

現症:身 長155.0cm,体 重71.5kgで 体 はFrohlich

型の肥満著 明.顔 貌 は 目がややつ り上 り鼻 は鞍 鼻様

で上口唇が厚 くDown症 候群を思 わせ る.皮 膚 に

は軽度多毛 あ り,両 下腹 部外側 に茶褐色 の伸展 線条

を認め る.指 趾 はやや短 く両手足外側 に手 術痕 を認

め るが,合 指(趾)症 等の異常 はない.脈 拍76/分,

整で,血 圧118～90mmHg,呼 吸は整.口 腔 内で は

舌に 白色舌苔 を認め両 側扁桃腺肥 大を認め る.歯 列

は不整.甲 状腺腫 はな く,心 肺 には理学的異常所見

を 認 め ず.腹 部 は 肥満 のため膨 隆 してい るが肝 ・

脾 ・腎は触 知せず,脛 骨縁 に浮 腫はない.腋 毛 ・恥

毛 は正 常で外陰部 の発育 は良好で ある.

神経学 的に は上下肢腱 反射正常で病 的反射 を認め

ず,そ の他知覚障害 もな く特記すべ き所見 はない.

眼科的に は視力R. V.=0.3(0.3× 一2-0D), L. 

V.=0.2(0.5× 一2.0D).視 野 は両側 ともに高度の

求心性視野狭窄 を認め(第1図),眼 底に は両側瀰

満性網膜色素 変性 を認め る.

検査所見:(第1表)尿,血 清鉄 ・銅,血 清電解
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質,血 清蛋 白に異常な く,肝 機 能 検 査 で はCCLF

(〓)の 他 には異常所見 を認めない.血 液 像では 白

血球 増多を認 め る. RA(〓)で あるが血 沈は正常.

梅 毒反応 は血清 ・髄 液共 に陰 性.髄 液検査 も著変 を

認 めな い.甲 状腺機能 も正常.

第1表　 症例1　 検 査 所 見

第1図

クラニオ グラムで は トル コ鞍 に異常を認 めず,ま

た指趾 の レ線 検査で も骨 奇型 は認めな い.

脳波 は安静閉眼時 α波 に乏 しく,全 体的

に不規 則で5～7c/s, 50～100μVの 徐波

成分が全誘導 に汎発 性に認 め られ る.過 呼

吸 による変 化はな く,メ ジマ イ ド50mg静

注の賦 活で両側 同期 性の非定型棘 徐波結合

が出現 した(第2図).

精神症 状:知 能程 度 はウエ クス ラー成人

知能検 査で言語 性I. Q.=63,動 作性I. Q.

=60以 下,全 体 性I. Q.=60以 下 で痴愚 な

い し軽愚の段階 にあ る.

更 に本症例 は週期 性に精神運動 性興奮 と精 神運 動

性 低下を繰返 す(第3図).即 ち精神運動性 興奮 時

には全身に疼痛 を訴 え,体 に触 れただ けで も痛 い痛

いと言 い,更 に要素 的幻視 ・幻聴 を認め 「何 か分 か

らぬが見え る,音 が 聞え る,人 と人 が話を して い る

のが聞え るが何を言 つてい るの か分 か らん」 と言 い,
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作為体験 も認 め る.こ の間大声 を発 し多弁で独語.

放歌 ・俳徊 ・不眠 を認め,顔 貌 は生 き生 きとし,態

度はなげや りで粗野 とな り他患 を呼びすてに した り

す る.興 奮の激 しい時 に は錯 乱状 とな る.し か しこ

の間に も疎通性 は保持 されて おり,「 今は調子が悪

い」 と病識を有す る.気 分は爽快で はな くむ しろや

や苦悶 状を呈す る.被 害 ・関 係妄想 等は認めず,前

述の様 に幻聴は要素 的であ り,話 しかけ答 えの形 で

の声の幻聴 ではない.全 体的にみ ると衝動性 が亢 進

し要素 的幻視 ・幻聴,作 為体験 を認め る時期 であ る.

この様な精 神運動性興奮 は1～2週 間持続 し,そ の

後 は精神運動 性低下 に移 行す る.精 神運動性 低下 時

に は顔貌呆 然 とし,動 作は緩 慢で 口数 も少 な く,終

日室 内で好 褥的に過 ご し,こ の間 は幻視,幻 聴,作

為体験 等は認めない.こ の様な精神運動性 低下 も1

～2週 間持続 し,更 に精 神運動性興奮 へ と移 行 し,

精神運 動性の高揚 と低下 を週期性 に繰 り返 す.

第2図

第3図　 症 例1の 精 神症状の推移

〔症 例2〕　 小 ○原○ 子　32才　 女

主訴:知 能障害,肥 満,多 指(趾)症

家族歴:第1子 に多指症 を認 めたが詳細 は不 明で

あ る.

現病 歴:出 産,乳 児期状 況は不明 で あ るが 多 指

(趾)症 には気付いて いた.幼 小時 よ り知能 発育悪

く小学校 中退.

昭和33年 頃(22才 時)家 族や 近所の人に反抗 し屋

根 瓦を はが した り,庖 丁を持つ て人を追 う等の粗 暴

行 為,拒 食等 を認 めた.ま た男性 に対 し色情 的行動

を示 し,男 性 と関係がで き妊娠分 娩 したが(前 記 第

1子 で多指症を認 めた),分 娩 後子 供の世話 をせ ず

死 亡 させた.そ のため昭和33年12月 よ り河 田病院入

院.入 院中の経過 は終 日臥床 し無 為,緘 黙,空 笑 を

認 め,履 物を はかず冬で も裸足 で歩いた りし注意 し

て もきかず,了 解不良 で拒絶的で あつ た.昭 和43年

4月22日 当科入院.

現症:身 長140.8cm,体 重83.0kgでFrohlich型

の肥満高度.顔 貌 は痴呆様で空笑 を認 め る.両 手外

側,両 足内側 に小指 頭大の突起 があ り,第6指(趾)

を思 わせ る.脈 拍74/分,整 で血圧120～60mmHg,

呼吸は整.口 腔 内に著変な く,叩 状腺腫 は認 めず,

心 肺に も理学 的に異 常はない.腹 部 は肥満のた め膨

隆 してい るが肝 ・脾 ・腎は触知せず,脛 骨縁 に浮腫

はない.腋 毛,恥 毛,外 陰部発育 は正 常であ る.

神経学的 には異 常所見を認 めない.

眼科的に は視力R. V.=0.3(n.c.), L. V.=0.3

(n.c.)で 視野 は正常.眼 底は 両 眼網膜 色素変性を

認め る.

検 査所 見:(第2表)尿,血 清鉄 ・銅,血 清電解

質,血 清蛋 白,肝 機能検 査に著変 を認 めない.血 液

像 では 白血球増多を 認め, RA(〓)で 血沈 は軽度

促進.血 清梅毒反応陰性.甲 状腺機能 も正常.

ク ラニオグ ラムで は トル コ鞍 に異常を認 めない.

指趾 の レ線検査で は両側手指骨 に は異常所見 は認め

な いが,右 足 母趾内側 に第6趾 を認め,両 側 中足骨

に骨 奇型 を認め る(第4図).

脳波 は安静閉眼時 α波 に乏 し く, 20～30c/s, 50

μV前 後 の速波 成分が主体を 占め,散 在性 に5～6

c/s, 50μVの θ波を軽 度 に混入す る.過 呼吸 及 び

他 の賦活 は患者の協力が得 られず施行不能で あつた.

精神症状:知 能検査 は施行 していないが,自 分 の

年令 も分 か らず,料 理の写 真 を見 せ る と 「ごつつ

お」,缶 詰の写真 は 「分 か らん」 と言 う程度 で知能

発育 は白痴の段階 にと どま る.
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第2表　 症例2　 検 査 所 見

第4図
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精 神症状 として は終 日臥床 し無 為,緘 黙で 空笑を

認め拒絶 的で身体的診 察 も殆ん どさせ ず,診 察 を行

なお うとす る と医師 に飛 びかかつ て くる様な粗暴行

為 を認め 「出て行け」等 と暴 言を吐 く.気 嫌の良 い

時 はニヤ ニヤと空笑を浮べ 雑誌等 の絵 を眺めて いる

状 態で他患 との交流 も見 られない.症 例1の 様な週

期性 の精神症状 は認め られ なかつた.

Ⅲ 考察一L-M-B症 候 群の精神症状 につ

い て一

以上L-M-B症 候群 の2例 につい て述 べた.即 ち

症例1は 知 能障害,肥 満,網 膜色 素変性,多 指(趾

)症 を有 し,週 期性 の精神 運動性興 奮 と精神運動性

低下を繰 り返 す.症 例2は 知能障害,肥 満,網 膜色

素変性,多 指(趾)症 を有 し,緘 黙 ・無 為 ・拒絶 ・

空笑.動 作緩慢 等の持続 的精 神症状を認 める.

L-M-B症 候群 について は現在迄 に 多 数 の 報告例

があ り,本 邦 において も既 に100例 近 く報告 されて

いる. Reilly, W. A. and H. Lisser5)の77例 の集計,

本邦 において も狩 野 ら6)の61例 の集計が報告 されて

い る.

しかしな が らそれ らの報告例 につ いてみて も精神

症状 につ いての記載 は少 な く,単 に知能 障害 と記載

されてい る ものが多い.

私達は ここで は知能障害 は本 症候群の基本症状 で

あ るので,そ れ以 外の精神症状 について若干の考察

を行 なつてみた い.

L-M-B症 候群 の精神症状 につ い て は, Ritter7),

狩野 ら6),三 宅 ら8),松 本 ら9)の報告 をみ ると,一 般

に鈍重で動 作は緩慢,自 発性 は欠如 し,情 動 表 出は

貧困で子供 つぼ く拒絶 的であ るが,反 面気嫌 の良 い

時は親 しみ易 く感情不安定 であ る事等が報告 され て

いる.ま たKuromaruら10)は 前記 の如 き精神症状

の出現 す る事 を記 載 し,パ ーキ ンソン氏病の精神症

状 に類 似す る 事 を 述 べ,更 にM. Bleulerの い う

endokrines Psychosyndromと の類似 性を指適 してい

る.

更に非常 に稀で はあるがTodd. J. 11),山 越 ら12)

は精神分裂病 様症 状を呈 す る例 を述べてい る.山 越

ら12)の例 は週期 性に多弁,独 語.思 考滅 裂,不 安,

不眠,興 奮を伴 う精神 分裂病様 幻覚妄想状態 を呈す

る時期 と無為,寡 言,沈 滞を示 す時期 とを持つ と記

載 されてお り,私 達 の症例1に 酷 似す るもの と思 わ

れ る.

以上若 干の文献的考察,更 に私達 の症例 の観察か

らL-M-B症 候群 の精 神症状 は2大 別 して考 え る事

が 出来 るので はないか と思 われ る.即 ち,

第1群　 持続 的精 神症状 を呈 す る群

第2群　 週期 的精神 症状を呈 す る群

第1群 はL-M-B症 候群 に高頻 度に 認 め られ るも

ので前述 した如 く,鈍 重,動 作緩慢,自 発性減 退,

拒絶 的,感 情不安定等 を示 し, Ritter7),狩 野 ら6),

三 宅 ら8),松 本 ら9)の報 告例 に相 当する もので あ り,

私達 の症例2は 第1群 に属す る.

第2群 は山越 ら19)の報告例や私達 の症例1に 相 当

する ものであ り,こ の様 に週期 性の精神症状 を呈 す

るものは比 較的稀であ る.山 越 ら12)の例で も,私 達

の症状1で も,い ずれ も20才 頃よ り週期的精神症状

を呈 してい る.

Ⅳ 結 語

1) 精神 症状を有 するL-M-B症 候群 の2例 を報

告 した.

2) 症例1は 知 能障害,肥 満,多 指(趾)症,網

膜 色素変性を有 し,週 期 性精神変調(即 ち精神運動

性 の興奮 と低下を繰 り返 す)を 認 めた.

3) 症例2は 知能障害,肥 満,多 指(趾)症,網

膜色素 変性を有 し無為,緘 黙,拒 絶症等 の持続 性の

精神症状 を認めた.

4) L-M-B症 候群 の 精神症状 は第1群-持 続 的

精神症状を呈 す る群,第2群-週 期性 精神症状を呈

す る群 に分 ける事 がで きる.

5) 症例1は 第2群 に属 し,症 例2は 第1群 に属

す る.

御 指導,御 校 閲を 頂いた奥村教授に深 謝いた しま

す.
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Two Cases of Laurence-Moon-Biedl Syndrome

-Special Reference to Mental Symptoms-
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Two cases of Laurence-Moon-Biedl syndrome were reported with marked mental symptoms.
Case 1 had mental defficiency, obesity, polydactylia and Retinitis pigmentosa, and was 

recognized periodic mental symptoms (repeated alternatively increased psychomotor activity and 
decreased psychomotor activity).

Case 2 had mental defficiency, obesity, polydactylia and Retinitis pigmentosa, and was 
recognized constant mental symptoms (lacking in spontaneity, mutism, negativism and so on).

The mental symptoms of Laurence-Moon-Biedl syndrome seems to be classified as two 

groups. That is, the first group has constant mental symptoms and the second group has 
periodic mental symptoms.

Our Case 1 belongs to the second group and Case 2 belongs to the first group.


