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緒 言

SMON病 あるいはいわゆる非特異性脳脊髄 炎症 と

して知 られ,最 近本邦各地 に発生 してい る腹痛,下

痢を前駆症 として脊髄 炎乃至脳脊髄 炎症状を呈す る

疾患群 については,ま づ昭和36年 高崎 ら1)に より報

告 され,以 来相次いで多数 の症例 が 報 告2)-12)され

ている.一 方岡山県において は昭和39年 浦城13)が8

例の本症の存在を指摘 して お り,更 に平 木 等14)は

昭和41年6月 末 までに岡山市 およびその周辺地域 に

おいて50例 の本症例 について観察 し本症が年 々増加

していることを指摘 している.

我 々は最近岡山県井原市 において本症 の多発 を経

験 したので,周 辺地 域を含めて発生状況 および臨床

症状について報告す る.

症 例

観察対象患者は昭和41年1月 よ り昭和42年8月 末

までに診療 した定型的症状 を有する本症患者23例 で

ある.

1)発 生状況

当病院で診療す る患者の大部分は井原市および芳

井町居住者で,両 地区は岡山県の西部,広 島県に隣

接 した地区で人 口は 井原市約39,000人,芳 井 町 約

9000人 である.観 察 した本症患者の内17例 は井原市

居住者であ り,芳 井町患者 は4例(症 例No. 5. 8. 

19. 20… 表2)で ある.ま た井原市に おいては主要

居住地区である井原町お よび高屋町で主 と して発症

している.

観察期間内における月別,性 別発症数 は表1の 通

表1　 月 別 発 症 状 況

りであ る.発 症季節 は温暖期 に 多 く,寒 冷 期 は 少

い.性 別は 女10例,男6例 で女性 に多 く,診 療総数

(表2)で は女16例,男7例 で,い ずれ も男女比 は

ほぼ1:2で ある.ま た42年6月 以降著 明な再燃 も

しくは増悪を6例 にみとめ,本 疾患 の発症 が季節変

化 と可成 り密接 に関聯す ることが うかがわれ た.

発症年令(表2)は10代4例, 20代5例, 30代4

例, 40代2例, 50代4例 で特に好発年 令は見 られな

かつ た.

2)臨 床 像(表2)

a)腹 部症状

神 経症状 に前駆 する腹 部症状 は2週 間 より9ケ 月

におよび持続 す るが, 2～3ケ 月持続例が16例 中7

例で最 も多 く,症 状は大部分腹痛 および便秘 を主症

状 と し,そ の際腸緊張 が亢進 し攣縮性 便秘の状 態を
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表2　 対 象 患 者 の 主 要 症 状 お よ び 経 過 概 要

呈 し,臍 高に横行す る著明な圧痛をみ とめ, 9例 で

は膝蓋腱反射(PSR)の 異常 亢 進 が み られ た.一

方 下 痢 を 主 症 状 と した例 は2例 にすぎず, No. 23

は他地域発症者であ り, No. 4は41年2月 よ り上肢

神経症状をみ,本 症 非定型例 と して加療中42年7月

約1週 間の下痢の後便秘を来 た し,更 に1週 間の後

急速な上行性麻痺症状を呈するに至つた例である.

腹部症状 の特異 な経過例はNo. 12で ある.本 例は41

年11月 頃 より回盲部痛があ り, 42年4月18日 疼痛激

化 によ り入院 したが, 4月21日 よ り2日 間5～6回

の全身痙攣発作を来 た した後回盲部に腫瘤を生 じて

小腸閉塞症状を来た し,抗 生物質投与後約1週 にて
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腫瘤消失 し,同 時に下肢麻痺を呈 した.

なお本症患者には過去に腹部手術 を行つた例が多

く43.5%に 達する.胃 切除例中No. 14は 胃癌, No.

 19は 幽門狭搾, No. 22は 胃潰瘍である.内 科的合併

症では胃潰瘍,急 性肝炎,冠 不全症各1例 がみ られ

た.

b)神 経症状

腹痛の終息 と共に腸 緊張の減弱 もし くは腸管麻痺

症状を来た して腹部膨満を呈 し,同 時 に下肢麻痺 を

来 たす例が56.5%を 占めたが,歩 行不能例は17.4%

であつ た.下 肢筋力測定 はDanielsの 方法16)に よ

つたが,全 例 に筋力減退がみ られ,足 背屈障害が病
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初期 より91.4%に 出現 し,か つ持続性であ り本症 の

診断上有力な指標 となつ た.次 いで74%に 大腿 内転

筋群 の圧痛,拘 縮 等がみ られ,女 性では歩 行に際 し

下肢 の交差を来たす例が68.8%を 占めた.

知覚異常感は腹 部以下で, Th10領 域をほぼ上 限と

し,下 腿以下の例が多 く65.3%で あつ た.表 面知覚

は亢進 もし くは減弱 し,ま た局部 的に障害される場

合 もあ り一定 しないが,深 部知覚 は全例に減弱がみ

られ た.

PSRは 主 として亢進 し,消 失 もし くは減 弱例 は

13%で あるが,麻 痺期一過性 の消失 もしくは減弱が

34.8%に み られ,そ の場合経過 は腸緊張状態の変動
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とほ ぼ平行 して い た.

麻 痺期 に視 力 障 害 を訴 え た例 は39%(No. 3, 4, 6,

 8, 9, 12, 13 , 14, 16)に 達 す る が,自 覚 す る こと な く

て視 神経症 状 を発 見 す る 場合 もあ り(No . 1, 9, 22)

視神経 症状 の発現 は比較 的 高率 を 示 した .

上肢 知覚 障害 を来 た した例 は21.7%で あ るが,い

ずれ も重篤な症状 を呈 した.

他に2例 全 身痙攣が麻痺に先行 した比較的稀な例

もみ られたが,予 後 はいずれ もほぼ良好で あつた.

c)其 他 の症状

神 経症状発現期 に61%に 軽度体温 上昇 がみ られ

た.屎,尿 では8.7%に 尿蛋白陽性 をみ とめたに過
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ぎない.血 液 では悪性貧血所見 はみ られないが,軽

度貧血例が多 く,ま た神経症状発現期に貧血が著 明

とな ることが39%に 観察 された.白 血球数は正常 も

し くは軽度 増 多 が み られ た.髄 液所見 は液 圧180

mmH2O以 上を示 した例は25%で あり,蛋 白細胞解

離 は1例 にのみみ られ,一 般 に変化 に乏 しかつ た.

血清蛋 白量の測定 は日立屈折 計によつたが, 6.5g/dl

以下の低蛋白血症を58.9%に みとめた.な お梅毒,

結核 は全例 に陰性で あつた.

次 に重症 および軽症患者各1例 の経過 を例示す る.

重症例(症 例No. 6)増 ○恭○, 27才,女,既 婚,

事務員,

家 族 歴-特 記すべ きことはない.

既往歴-出 産正常,酒,煙 草を嗜 まず,性 病否定,

 21才 のとき虫垂切除.

現病歴-昭 和41年7月 初旬 よ り不定の腹痛があ り,

 8月 上旬よ り強い下腹部痛,便 秘,嘔 気,食 欲不振

を来た し,腸 レ線造影にて横行結腸よ り下行結腸に

著明な緊張昂進をみ とめた.漸 次栄養障害 を来 たし

9月1日 入院 した.当 時既 にPSRは 亢進 していた.

入院後 も同様 の症状が続 き圧痛が臍 両側 および回盲

部 に著明であつ た. 9月 中旬 に至 り腹痛 やや軽減 し,

同時に下肢運動障害が発現 した.

現症(神 経症状発現当時)一 体格やや小,栄 養

低下,意 識明瞭,脈 搏70～80,緊 張良,整,呼 吸

正常,血 圧136～72mmHg,眼 瞼結膜軽度 貧血,眼

球結膜 に黄疸はない.体 温37°1´C,皮膚 に異常な く,

頸部淋 巴腺,甲 状腺,耳 下腺 に異常はない.心 濁音

界正常,心 音純,腹 部は軽度鼓腸を呈 し,腸 雑音や

や減弱,下 肢筋力は減退 し,足 背屈力は著減す る.

下肢筋萎縮 はな く, PSR減 弱 し,知 覚 は表面,深

部 ともに減 弱,殊 に下腿,足 脊蹠に著明であ り,軽

度の シビレ感を剣状突起以下 に訴えた.

経 過-9月 中旬以後鼓腸,下 肢の知覚 および運動

は漸次増悪 し, 10月2日 上肢脱力感 を 訴え右13

kg左12.5kgの 握 力 を 示 した. 5日 には歩行全 く

不 能 と な り,深 部 知覚 およびPSRは 消失,表 面

知覚 は僅か に残存 した. 8日 に至 り上肢 知覚異常 お

よび脱力著 しく,握 力測定不能 とな り,鼓 腸 は更 に

増 強 し,レ 線像で結腸全域 に著明なガス貯 溜をみ と

めた.腹 痛は以後消失 した. 10日 排尿困難を来 た し

たが, 4日 後緩解 した.同 日より視力障害 著明とな

り,両 眼 とも0.02程 度に低下 し,軽 度の言語障害を

来 た し,病 的反 射が出現 した. 13日 よ り軽度 の意識

障害を来た したが,数 日で緩解 した. 10月下旬 に至

り鼓腸 やや回復 し,以 後諸症状 は漸次改善に向つた.

 11月10日 以後言語障害消失 し,上 肢 握力 は10kgま

で回復,視 力 は両眼 とも0.05と な り, PSRは 回復

し,更 に数 日の経過で亢進を示 した.表 面知覚は漸

次改善 し,深 部知覚 も僅かに回復 した.下 肢筋力 も

漸次回復 したが,歩 行は昭和42年1月 に至 り可能 と

なつ た. 1月 下旬 より大腿内転筋拘縮を来 たし,圧

痛著明,下 肢伸展 困難 となつたが,機 能訓練により

漸次改善 している.

軽症例(症 例No. 10)滝 ○博, 34才,男,既 婚,

商業

家族歴-母 が糖尿病に罹患 しているほか著変はな

い.

既往歴-特 記す る疾患はない,性 病 は否定,煙 草

1日20本,酒 は時 に0.6～11を 嗜む.

現病歴-昭 和41年12月6日 感 冒に罹患 し咽頭痛,

咳嗽を来たす. 13日 初診,咽 頭発赤,扁 桃腺の軽度

腫脹をみ るほか著変はない. 17日 朝突然腹部疝痛様

疼痛を来た し,圧 痛は臍 部両側 より回盲部に著明で,

腸雑音の亢進をみ とめた.同 日咽頭発赤,扁 桃腺腫

脹 は軽減 し,咳 嗽 はなお続 いて いた. 22日 腹痛 ほぼ

軽快 し,咳 嗽な く,気 分良好 となり, 26日 腹部膨満

感を訴えたが,腹 部は軟かつ平,腸 雑音やや減弱 し,

回 盲部に軽い圧痛 をみた. 27日 朝起床時右足背にシ

ビレ感を来た し,同 時に右足背屈困難 となつた.

現症(12月28日)-体 格やや大,栄 養良好,意 識

明瞭,脈 搏80,緊 張良,整,呼 吸正常,血 圧110～

70mmHg,貧 血,黄 疸 はない.体 温正常,皮 膚異常

な く,頸 部淋巴腺,甲 状腺,耳 下腺に異常はない,

心濁音界正常,心 音純,呼 吸音異常な く,腹 部は軟

かつ平,肝 脾腫張せず,腸 雑音 やや減弱, PSR右 や

や亢進 し,左 正常,右 下肢はやや外転位をとり,右

足 は背屈力減弱 し,表 面知覚 やや昂進,深 部知覚や

や減弱 し,下 腿下 部よ り足背 脈にシ ビレ感 を訴える.

左下肢に異常はない.

経過-前 記諸症状 は漸次改善 し,昭 和42年1月3

日PSRは 両側 と もほぼ正 常, ASRは 右側やや減弱

し,右 下腿,足 部 表面知覚はやや減弱,深 部知覚,

足背屈力 はほぼ正 常 となり,シ ビレ感 もよ く改善 し

た. 12日 右PSRは 再 び亢進 したが,以 後漸次軽快

し, 2月 に至 り正 常 となつた. 3月 下旬右下肢 シビ

レ感 は消失 したが,両 下肢倦怠感を訴え,右 前脛骨

筋 に軽度 の萎縮,両 大腿 内転筋 に軽度圧痛,拘 縮を

み とめた. 6月 上旬残 尿感,排 尿中絶等を訴えたが,

 7月 中旬に至 り軽快 した.
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総括および考按

対象患者の疫学的成績は,従 来の調査結果6) 14) 15)

にほぼ一致 している.既 往症で は中尾の15)より引用報

告 と同様腹部手術例が多 く, 44%に 達する.

臨床症状 に関する諸家の報告では,腹 部症状 は下

痢を主症状 とする場合 が多 く, 4012)～7014)%に 及ぶ

が,我 々の観察例では,下 痢を前駆症 とした例 は稀

で,大 部分は攣縮性便秘 の状態を前駆症 として腹痛

が著 しく,腹 部圧痛点 は高崎15)の報告 にみ られ る様

に臍部両側,ほ ぼTh10領 域に多 くみ とめ られ た.

腹部症状 は次いで腸管特 に結腸 の緊張減弱乃至麻痺

に移行 し,ほ ぼ同時に下肢麻痺 その他の神経症状を

呈するが,特 に, PSRは 経過 中腸管の緊張状態 に平

行 して変動す る例が多 く,し たがつて腹部症状 自体

既に神経症状の一部で ある可能性 も考え られた.

下肢神経症状では,ま づ歩行 困難を来た し筋力減

退をみ とめるが,最 も顕著な運動障害 は足背屈障害

であり,陰 性例は一例に過 ぎなかつた.次 いで大腿

内転筋の拘縮乃至圧痛を伴 う例が多 く74%を 占め,

特に女性 では約半数に歩行時脚交差がみられた,腓

腹筋痛の頻度は47%で,か つ比較的軽度であつた.

 PSRは 多 くは亢進 し,減 弱乃至消失例 も14%に みと

めたが,正 常例 はみ られなかつた.知 覚障害 も本症

に必発するが,表 面知覚 障害 は発現部位および程 度

がやや不安定であり,深 部知覚障害が本症診断上 よ

り確実であると考え られ たが,持 続 期間はやや短 か

く,知 覚異常感 は長期に亘つて存続 した.

上肢知覚 および運動障害 は少数であ り,か つ重症

例にのみみ られた.

視力障害 の頻度 は報告者 によ り区々で108)～507)

%で あるが,我 々の観察例では約40%で 比較的高率

を示 した.

髄液,尿,尿 等で は特に注目すべ き所見 はみ られ

ないが,血 液では軽度貧血例が多 く,又 経過中神経

症状発現時に増悪 している こと も観察 され,血 清蛋

白低下の傾向を有す ることと併せて,前 川等3)が 低

蛋 白食実施中に本症の発病 をみてい る様 に,低 栄 養

状態が本症状 の発現に関与 している可能性 も考 え ら

れた.

結 語

岡山県 井原市井原 市民病院 におけ る,外 来および

入院患者 で腹部症状を伴 う脳脊髄 炎症 と診断 し得 た

23例 について,発 生状 況および臨床症状 について観

察 し,そ の特長を述べた.

岡山大学第一内科小 坂教授の御校閲を感謝します.
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Encephalomyelitis with Abdominal Signs Observed

 at a Hospital in the Okayama Prefecture

Part 1. Incidences and Clinical Synptoms

By

Shin TAKAKI & Shigeru HIROTA

Department of Medicine, Ibara City Hospital

(President: Ikuzo Iwano)

The total 23 cases were diagnosed as encephalomyelitis with abdominal disturbances in 
the Ibara districts from January, 1966 till August, 1967. Observations were made on inci
dences and characteristic clinical symptoms of the disease.

1. The number of the patients of adult females was greatest and more than twice as 
that of males. Onset of the disease was mostly found in the warm season. At present, 

particular age difference was not discernible in the incidences.
2. The patients with the disease were at first observed around 1965 and the number 

of those has a tendency to increase.
3. Characteristics of clinical manifestations were as follows:

(a) Abdominal pain and constipation were frequent as prodromal signs, whereas diarrhea was 
not frequent. The tender point at the abdominal wall was located approximately at D10.
(b) As encephalomyelic nervous disorders at the lower limbs, a majority of the cases exhibit
ed disturbance of foct flexicn, tenderness and contraction of thigh adductor muscles. Ataxia, 
together with subjective and objective sensory disturbances as well as increased patellar reflex, 
was observed in all cases. By contrast, disorders at the upper limbs were not common. As 
optic nerve disturvances, about 40% of the cases showed weakness of vision, narrowness of 
visual field, etc.


