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緒 言

馬尾腫瘍 は特に珍 しい ものではな く, Merritt1)の

世界文献か らの統計 において も脊髄腫瘍 の5%に 見

られ るが,今 回 経験 した症例 は腰背痛 と下肢痛 のみ

を訴え,比 較的monosymptomatischに 経過 し,か

つ患者の性格変化 と相侯 って,心 因的色彩濃厚な た

めに,外 科 医より精神病 院に移 され,そ の方面 の治

療を受けて,馬 尾腫瘍 の診断が下 さ れ る ま で に 相

当長期間を要 した もので ある.一 般 に脊髄腫瘍 の場

合 には可成 りは っきりした神経症状 を もってい るた

めに定型的な ものでは,神 経学 的所見 のみで容易 に

診断出来 るが,こ こで報告す る症例 は,神 経学 的所

見に乏 し く,外 来患者に割合多い腰痛及び坐骨神経

痛様疼痛 のみを主症状 としたために,安 易 に治療 さ

れ充分な検査 もされずに放 置 された もので,こ の点

臨床医として反省 しなけれ ばな らない問題 を含んで

おり,ま た馬尾腫瘍 として臨床的 にも1～2の 問題

点を呈示 していると考え られ るので敢 て記載す る次

第である.

症 例

患者は30才,無 職 の男子で,昭 和32年5月9日 初

診,同 日入院.

〔家族歴〕　 父, 42才 で死亡,原 因不 詳.母, 42

才,腹 膜炎 にて死亡.同 胞,弟1人, 3才 の時死亡.

患者は未婚で,そ の ほか特記すべ きものはな い.

〔既往歴〕　 6才 の時,ヂ フテ リー, 16才 の時,

腎炎 に罹患 した以外は著患を知 らない.酒 は飲 めば

1合 位,喫 煙は1日 に巻煙草10本 位.昭 和30年7月,

皮膚科にて淋菌 を発見せ られ,ま た昭和31年8月 よ

り昭和32年3月 まで,梅 毒 の診 断のも とに某病 院に

入院し治療を受 けた.

〔現病歴〕　 昭和27年 ごろ,約80kgの 荷物 をかつ

いだが,そ の時,か つ ぎ損 ねて腰が くだ けた.そ の

際,右 の腎部よ り大腿 にかけて電撃痛を感 じた.そ

の後2週 間位経 って,線 路伝 いに帰 宅中,誤 って鉄

橋 よ り落 ち,背 中を強打 し気 が遠 くな った.以 来,

両足 に疼痛 を来 すよ うにな ったため,外 科医を受診

し,昭 和30年7月,第4腰 椎横突起切除術を受けた.

術後2週 間 目に38℃ の発 熱を来 し,膀 胱 炎並びに

淋毒性尿道炎 と診断 された.そ の後,両 下肢の痛 み

はますます強 くな り,特 に右 側に著 明で,両 下肢 を

伸展 す ることが出来 ず,左 肩の方 か ら引張 られ るよ

うな感 じがあ り,鈍 痛 と激痛 を交互 に繰返 した.昭

和31年8月17日 の腰椎穿刺で は,髄 液 は水様透明で

キサ ン トクロ ミーはな く,パ ンデ ィー(+)ノ ンネ

(+)細 胞数520/3,ワ ッセルマ ン反 応(-)だ が

血 清 ワ氏反応 は陽性で,梅 毒および坐骨神経痛 とし

て治療を受けたが,上 記の症状 は一進一退 し,寒 暑

の酷 しい時は特 に悪か った.悪 くな ると肋骨 の方 ま

で ひびき,頭 痛 も現れ る.ま た背中が痛 く股 の方 お

よび陰嚢 が引張 られ るよ うな感 じが あるが,排 尿,

排 便 に異常 はな い.こ のよ うな具合で手術 によ り,

治 らぬばか りか,以 前 より一層悪化 した と頑強に訴

え,医 師 と口論に及ぶ ことが再 三であ った.そ のた

め担 当医師の要 請によ り,某 医往診,心 因性反応 と

して 昭和32年5月9日 当院に収容 した.他 覚的には

顔貌硬固,攻 撃 的で縷 々 として苦情 を述べ る.神 経

学的 には,瞳 孔,左 右 同大,正 円形,対 光反射迅速,

挺舌,直,上 肢反射正常,膝 蓋腱反射,ア キ レス腱

反射 ともに正常 にて,病 的反射な く知覚異常 も認め

られない.視 触診で は脊椎骨両側 に手術創 あり,こ

れ よ り以下を圧す ると甚 しい疼痛を訴え る.こ れは

坐骨神経の走行 に沿 うてい るばか りでな く,下 肢筋

肉全般 に及 んでい る.ラ セグ徴 候を両 側に認め る.

両肢 を計測す る に上 腿 中央 で,右37.5cm,左,

 38.0cmで 筋萎縮 は目立 たない,入 院後 も主 として

下肢 の疼痛 を訴え,特 に右 に著 明で就床勝 ちであっ

た.右 下腹部 に何 か固い ものがあ り,そ れが睾丸 の

方 までひび く,何 があるのだろ うかと不思議 そうな

表情 をした り,背 骨が痛 むとしばしば訴 えたが,こ

の痛み にはかな り精神的要 因も働 くものらし く,本

人の興味を喚起す るよ うな事柄 に熱 中 している時 に
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は気付 かぬ時 もあると報告 された. 5月15日 の腰椎

穿 刺所 見で は,液 圧, 120～80mm水 柱,髄 液 は非

常 に粘 稠で,自 然凝固,強 いキサ ン トク ロミーを認

め,あ たか も血清 の如 くであ る.ノ ンネアペ ル ト第

一相反応 強陽性
,ワ イ ヒブ ロッ ト反応 強陽性,パ ン

デ ィー反応 強陽性であ った.キ サ ン トクロ ミーの部

分 を5cc程 とり出した後 は,水 様,透 明な髄液が出

て来 る.ク エ ッケ ン ス テ ッ ト徴 候,右(-),左

(+)で あった.細 胞数はキサ ン トクロ ミーの部 分

を鏡検 したと ころ,大 部分は赤血 球で4960/3.2個,

しか も大部分 は崩壊 しつつあ った.パ ッペ ンハ イム

液を用いて鏡検 するに白血球 数は10/3で あ った.髄

液 ワ氏反応 は陰性な るも,血 清 ワ氏 反 応 は 陽 性 で

あ った. 6月17日,再 度 の腰椎 穿 刺 で も,キ サ ン

トクロ ミーを認 め,グ ロブ リン反応 強陽性,細 胞数

は赤血球136/3.2,白 血球5/3.2で あ った.液 圧 は

130mm水 柱 で,約5cc採 液す ると,そ の後の流 出

は最早,見 られなか った.以 上 の髄 液所 見 より脊椎

腫瘍 を疑 い, 7月29日,岡 山労災病 院に転医せ しめ,

ミエ ログラフィーを施行 した. LⅡ～LⅢ の間を穿刺

し, Moljodol2ccを 注入す ると,リ コールは水 様透

明で,ク エ ッケ ンス テ ッ ト(-),ノ ンネアペル ト

(+),パ ンデ ィー(+),細 胞 数 は3/3, LⅢ～LⅣ

の部にて穿刺す るに,髄 液はキサ ン トクロ ミー(-),

クエンケ ンステ ッ ト(+),従 ってLⅢ 以 下 で閉塞

が予測 され た.ミ エ ログ ラフィーで はLⅢ の上縁の

高 さでMoljodolは 停止 し,そ れ以下 に下 降 しない.

 Fluoroscopyで は,頭 部 を 下にす るとMoljodolは 上

行 す るが,LⅢ 部 のMoljodolは 移 動 せず,こ れよ

り下 方にMoljodolの 移動 した像 は 見 られ な かった.

以上で馬尾腫瘍 な る診 断が確立 された.手 術 は家庭

の事 情で遅れたが,昭 和33年3月17日 に施行 され た.

〔手 術所見〕: LⅠ～LⅤ の部分 の中央部にて皮膚切

開を加 え, LⅡ～LⅤ迄, Laminektomieを 行な うに硬

脳膜 を見 る.硬 脳膜 の外側 よ り触 れ るにLⅡ ～LⅤ迄,

抵 抗を触れ る.硬 度やや硬 く,充 実 感を 感 じ る.

 LⅠ～LⅡ の間で穿刺す ると澄 明な 髄 液 を 得 る も,

 LⅣ～LⅤ の間で穿刺 したのでは髄液流 出は見 られな

い.硬 膜 を開 くと, LⅡ～LⅤ にか けて,上 下 に長 い

階円形赤燈 色 の軟 い腫瘍 を認め る.腫 瘍 は椎 間腔 の

背面 に位 置 し,や や右側 に偏 してお り,右 側面 に も

及ん でい る.圧 を加 えるに,腫 瘍 の 内容 は軟 くて 液

状 感が認 め られ る.こ の腫瘍 は馬尾神経 と癒着 し,

また硬脳膜 とも癒 着 して お り,剥 離中に嚢腫が破れ,

赤 色血 液様 の内容物 が流 出した. LⅤ の 高 さの部分

に可成 り太 い血管 があ り,こ れを切離 して別 出した.

病理組織学的 には海綿状血管腫 であ った.

手 術後,下 肢 の疼痛 は次第に消失 した.術 後20日

目に検す るに,膝 蓋腱反射 は左右 同 じで,や や減弱

してお り,ア キ レス腱反射 は両側 と も正常 で,知 覚

異常 を認めず,術 後の疼痛を軽度 に訴え る以外は,

自覚 的に も大 いに軽快 していた.

考 察

馬尾腫瘍 はMerritt1)に よれば,初 期症状 は腰背

痛 並に下肢痛であ り,坐 骨神経痛 と間違 い易 いが,

膀胱直 腸障害や陰萎 も比較的早期 に出現 し,腫 瘍の

発育 と共 に下肢 の弛緩性麻痺を招来す るとい う.ま

た深井2)に よれば,膀 胱直腸障害 は必発で,膝 蓋腱

反射,提〓 筋 反射 も殆ん ど消失 し,下 肢 は弛緩 性麻

痺,筋 萎縮を来す と述べて いる.し か し船 山等3)は

3例 を報告 し,馬 尾腫瘍 は腰痛 と坐骨神 経痛 様症状

を伴 う場合 が多いが,下 肢 の麻 痺や膀胱 直腸障害 は

少 いと述べ,そ の理 由 として馬尾部において椎管腔

が広 い こと,及 び神 経の可動性を強調 している.ま

た馬尾腫瘍 は神経学 的所見 に乏 しく,診 断困難で腫

瘍が疑われ る前 に長 期間治療 されている場合が多 く,

症 状が現れ る前 に腫瘍 は可成 りの大 きさに達 してい

るともいわれてい る2)4).本 症 例 も腰背痛及び下肢

痛 を訴えたが,根 性疼痛 として は比較的軽微で慢 性

に経過 し,膝 蓋 腱反 射,ア キ レス腱反射 ともに正常

で あ り,知 覚 障害,運 動障害並に筋萎縮を認めなか

った. 2回 に亘 る腰椎 穿刺 によ り,キ サ ン トクロミ

ー,髄 液蛋 白増加 を認めた. 1回 目の穿 刺時,ク エ

ッケンステ ッ ト右(-),左(+),で 自然凝固を来

し,所 謂, Froin症 状 を呈 した.荒 木4)に よれ ば脊

椎 腫瘍 で は,リ コー ルはしばしば黄染 し,蛋 白も多

くは増 量 し, Froin症 候 は脊椎腫瘍 を有力 に支持す

るものであ るとい う.ま た倉 田5)に よれば脊椎腫瘍

の95%に 蛋白の増加が見 られ,キ サン トクロ ミー は,

脊椎腫瘍 の中で も腫瘍が下位 にある程,著 明に見 ら

れ るといい, Cushing6)等 も同様の 意見を 述べてい

る.本 例 の髄 液所見 もキサ ン トク ロ ミー,グ ロブ リ

ン反応 陽性,蛋 白増加,自 然凝 固を 来 し,所 謂,

 Froin症 候 を呈 した ものであ る.従 って 本症 の診断

に は注意深 い神 経学 的検査 と腰椎穿刺 が 重 要 で あ

る7).ま たElsberg8)等, Harkins9)等, Stookey10)等

は腰椎穿刺 を何回 も行 ない,か っ,部 位 をかえて行

な うことをすすめてい る.ま た馬尾腫瘍 の場合,腰

椎穿 刺を行な って も腫瘍 よ り上位 では髄 液その他に
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変化のないことが多いので,こ の腫瘍 の疑いのあ る

時は出来 るだけ下位,即 ちLⅤ か仙 髄の部で穿刺を

行ない,も し髄液が出なければ,そ れ より1～2位

上位で穿刺 を行な うことをすすめてい る.本 症例 も

LⅡ～LⅢの間で穿 刺 した らクエ ッケ ンス テ ッ ト(-),

でLⅢ～LⅣ の部位で穿刺す るとクエ ッケ ンステ ッ ト

(+),と いう結果が出た.本 症例 では 腰椎 穿刺の

結果,は じめて脊髄腫瘍 の疑いが もたれ,ミ エ ログ

ラフィーにより馬尾腫瘍 と確定 された ものであ る.

本症例は発病4年 目,昭 和31年8月 には じめて腰椎

穿刺を受 け,異 常を認 めたに拘 らず,梅 毒性 の もの

と簡単に片づけ られ,以 後今回 の入院 まで髄液 の再

検はなされていない.早 期 に腰椎穿刺が行な われ,

注意深 く髄液所見 が追求 されて おれ ば,早 期診断 も

可能であったと考 えられ る.し か し実際には発病以

来7年 余を経過 して馬尾腫瘍の診断が下 され,腫 瘍

の摘出が行なわれ たものであ るが,幸 いに して術後

の経過は良好で,下 肢の疼痛 も次第に消失 し,自 覚

的にも大いに軽快 した.従 って もし,早 期に診断で

きれば患者の苦痛 も早 く取除 くことが出来た と考え

られる.こ の点われわれ臨床家 として,よ くよ く反

省 して見 る必要があ る.本 症例 は最初 に重荷 を持上

げた際に,腰 を捻 って坐骨神経痛様 の疼痛 を発来 し

た こと,更 に墜落による脊椎 の打撲,手 術によ り症

状が増悪 した ことから,椎 間軟骨 ヘル ニヤ,外 傷,

手術による後遺症,梅 毒等が考慮 されな が らも,確

定診断に至 らず,長 い間,坐 骨神経痛,或 は腰痛 と

してその病因のわからない まま治療 され たもので,

最後には患者の易感性人格 と相俟 って心因性反 応 と

診断 され精神病院へ入院 した ものであ る.一 般 に脊

髄腫瘍 は神経症状お よび神経学 的所 見 も豊 富 で 診

断は比較的容易であ るとされてい るが,馬 尾部 の腫

瘍 は早期診断が困難な ことが多 く, Austin11)も 述べ

ている如 く,坐 骨 神経痛,変 形 性脊椎 症,脊 椎骨前

転位,椎 間軟骨ヘルニヤ等に誤 診 され ることが多 く,

特に椎間軟骨ヘルニヤ との鑑別診断が強調 されてい

る11)12).馬尾腫瘍 の診断困難 な理 由は神経症状 に乏

し く,神 経学的所見 の少 い ことが挙げ られてい るが,

 Toumey12)等 は馬尾腫瘍48例 中6例 は何 ら疼 痛な く

経過 したと述べ, Campbell13), Austin11)も この よう

な例を報告 してお り, Austinの 症 例 は尿 失禁が唯

一の症状であ り
,経 過が長期 にわた ったに も拘 らず,

疼痛 も知覚障害 も見 られな かった.本 症例 の如 く知

覚障害を示 さない症例 も報告 され て お り, Allen14)

はその23%に 知覚障害を認 めなか った と述べ,前 述

のToumeyは4例 に全 く神経学的所見 を 証 明 でき

なか った.本 症 は割合慢性 に経過 し,時 に は1時 症

状軽快 の時期 も見 られ, 中には9～20年 の長期にわ

た って腰痛を主症 して経過 した症例 もあ り11)15

手術 まで に数年以上の経過を もつ症例 も稀れではな

い.本 症例 は腰痛,下 肢神経痛様疼痛をひつ こ く訴

え,治 療者不信の念が強 く,攻 撃的,反 抗 的にな る

反 面,テ ニスや ピンポンに興 じ疼痛 を忘 れた如 き行

動 のあ ることか ら,最 後には心因性腰痛 と された.

この場合の原 因 として過去に外傷,手 術 の既往が あ

り,腰 部 に過度の注意が払われていた ものと解 され

る.里 吉16)らも脊椎外傷およびヘルニヤ手術後 の心

因性腰痛 を報 じてお り,ま たWechslerは 彼 の教科

書 で馬尾腫瘍 は神経学 的所見 がな く,長 期間疼痛の

続 くことから,時 々 ヒステ リーと診断 され ることが

あると述べ ている.あ らゆる疾 患を診断す るに際 し,

常 に心因を考え,こ れ に基いて疾患の器質的な るや,

機能的な るや を云 々す ることは,勿 論大切な ことで

あ るが,余 りに心 因を重視 す ることによって,重 大

な器質的疾患を見逃す ような ことが あって はな らぬ

と思 うので ある.殊 に本例の ような症状の軽 微な疾

患が,こ の患者 の如 き易感性人格の上に発病 す る時,

誤 診の危険 は更に大 きいのであ る.奥 村17)らは4例

の臨床剖 検例について論 じ,患 者の示す神経症状 の

意 味づけを行な ってい るが,本 症例 の場合は,彼 等

のい う 「器質的疾患のほかに疾患に対 す る不 安感等

の心理的加 重に より修飾 された もの」 に相 当す ると

考 え られ る.一 般に神 経精神病の診 断にあた って,

機能 的な疾患を器質的な もの と見誤 ることは多 くて

も,そ の逆は余 りない もの とされてい る.し か し,

一方動 機 らしい ものがあ って心 身の故 障の訴 えが多

く,し か も神経学 的所 見が乏 しい場合には,神 経症

と即 断 し勝 ちであ る.猪 瀬18)もLipidosisの2同 胞

例 について神経症 との誤診について述 べ,更 に内因

性 うつ病 の病 像 と経過を示 した硬膜腫 につ いて論 じ,

また狂犬病 ワクチ ン接種 後脳 炎の1例 が破瓜病様症

状 を呈 した症例 について も報告 し,か かる誤診 の原

因 と しては,身 体所見,こ とに神経学 的所見 に乏 し

か ったか,そ の検 査が不十分で あった ことや,そ の

基礎 にあ る精神 器質的徴候を見逃 した とい う可能性

を あげる ことが出来 よ うと述べ てお り,こ の点 につ

い ては私 も全 く同感であ る.従 って今後 も この点 に

つ いては十分反省 すると共 に,注 意 して誤 りなきよ

う万全 を期 したい と考 えている.本 症例 の腫瘍 は組

織学 的には硬膜 内海綿状血管腫 であ った.脊 髄腫瘍
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中,血 管腫 は4～8.5%に 見 られ1)15),本 症例 にお

けるよ うに,そ の好発部位 は脊髄下部 で,特 に脊髄

円錐 部 より馬尾部 にかけて多 いと言 われてい る15).

本症例 は7年 の経過を示 し,し か も髄液 はFroin症

候群 を呈 してい るに拘 らず,神 経症状 と しては腰 痛

お よび下肢痛 のみで終始 し,知 覚障害,膀 胱直腸 障

害 が見 られずに経過 した ことは注 目され る ことであ

る.こ の理由 として腫瘍の発育が緩 除で良性 であ っ

た こと,馬 尾部で脊髄管腔の広い こと,神 経 の可動

性 およびその強靱な抵抗性が挙 げ られる.

結 論

1) 30才 の男子におけ る馬尾腫瘍 の1例 を報告 し

た.病 理組 識学 的には硬 膜 内海綿状血管腫であった.

2) 発病 後手 術まで, 7年 の長期間 にわ た り,殆

ん ど下肢 の疼痛 のみを訴 えていた こと,即 ちmono

symptomatischに 経過 した ことは興味深い.

3) 上記 の疼痛 は軽微 で しか も神経学 的所見 に乏

しか った こと,患 者 が性格異常 を有 していたため,

長 く病因不明 のまま治療 され心 因性 の ものと解 され

た ことは,注 目すべ きことで あると考え,こ の点 に

ついて考察 した.
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ABSTRACT

1. A report was made on a 30-year old male with tumor of cauda equina. Histopathologi
cally, this was found to be a intradural angioma cavernosum at L2-L5.

2. An interesting point to be noted in this case was the fact that the patient had a per
sisten pain in the lower limbs for the seven years before the operation. Namely, the course 
taken prior to the operation was of monosymptomatic one.

3. As the pain itself proved to be slight and there were little neurological findings, and 
the patient was of abnormal character, he had been left untreated for a long period of time 
for the lack of the definite cause of disease.

Since the case had been adjudged to be caused by psychogenic factors, a discussion was 
made on this point as well as on other outstanding findings.


