
1104 CLINICAL NEUROSCIENCE vol.37 no.9 （2019‒9） 0289-0585/20/¥90/頁/JCOPY

はじめに

　自律神経障害は，運動症状と同様に神経症状の一つであ
り，責任病巣は中枢から末梢神経までと幅広い1～4）．多系
統萎縮症（multiple system atrophy，MSA）は，脊髄・
脳幹などに病変がみられ，中枢性自律神経障害をきたす代
表的な疾患といわれる．さらに，自律神経の高次中枢であ
る前頭前野，大脳基底核，小脳などにも，MSAでは病変
が好発する．本稿では，MSAで高頻度にみられ，患者の
生活の質・予後に影響する自律神経症候として，起立性低
血圧，排尿排便障害，睡眠時無呼吸とその検査について述
べる．

●	自律神経症候の診かた

1． めまい
　「めまい」という用語は，循環不全型（立ち上がった時

に，血の気が引いて，目の前が白く/暗くなり，しゃがみ込
みたくなる，高度な場合は失神する）と，前庭型（頭を動
かした時に，くらっ/ぐるぐる回る，MSAの小脳虫部・片
葉・小節病変でしばしばみられる5））に分けられ，前者を
聴取する．循環不全型めまいは，MSA診断時約 50％にみ
られる．循環不全型めまいを誘因別にみると，起立性低血
圧，食後性低血圧，運動後低血圧，排尿排便失神の 4種類
がよく知られている．MSAでは 4種類のいずれもみられ，
特に起立性低血圧，食後性低血圧が多い．このうち起立性
低血圧は，血圧反射弓のいずれの部位が障害されても起こ
る．MSAでの責任病巣は，心・循環系遠心路の起始核で
ある胸腰髄中間外側核の病変が主体である6）．最近，心・
循環系求心路とその中枢である延髄のカテコラミン神経核
（A1.2，C1.2）・セロトニン神経核・ニューロキニン神経核
の病変も，MSAでの関与が指摘されている（図 1）7）．
　パーキンソン病（Parkinson’s disease，PD/広義にレ
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図 1　循環の神経回路とMSAでの起立性低血圧の責任病巣（胸腰髄中間外側核と延髄循環中枢）
左）MSAの循環不全型めまいの責任病巣は，心・循環系遠心路の起始核である胸腰髄中間外側核の病変が主体である（Sakakibaraら5）より）．右）
MSA延髄のニューロキニン神経核病変：最近，心・循環系求心路とその中枢である延髄のカテコラミン神経核（A1.2，C1.2）・セロトニン神経核・ニュー
ロキニン神経核の病変も関与が指摘されている．MSA：多系統萎縮症．（Wehrweinら6）より）
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ヴィー小体病とも呼ばれる）でも循環不全型めまいがみら
れるが，MSAと異なり，その責任病巣は，末梢血管平滑
筋のα1B受容体を支配する，アドレナリン作動性血管周囲
神経（末梢節後性）病変（変性とレヴィー小体出現）が主
体と考えられている．PDの心・循環系障害は，MSAと比
べて頻度が少ない（20％）．ただし，PDの疾患頻度がMSA
の 10倍と多いことから，循環不全型めまいに占めるPDの
関与度は大きいと思われる．
　循環不全型めまいを中心とした自律神経障害が，他の運
動・感覚症状を伴わずみられるもの（原因不明の失神）を，
純粋自律神経不全症（pure autonomic failure，PAF）と
いい，基礎疾患として PDが多いが，MSA，アミロイドー
シス（末梢神経障害）でもみられることがある8）．
2． 排尿
　尿意切迫・頻尿・尿失禁〔蓄尿症状，過活動膀胱（overac-
tive bladder，OAB）〕と，排尿困難・尿閉（排出症状），
の両者を聴取する．よく使用される問診表として，過活動
膀胱症状スコア（overactive bladder symptom score, 
OABSS），国際前立腺症状スコア（international prostate 
symptom score, IPSS）があり，両者を行うともれなく聴
取できる．MSAの 90％以上で両症状がみられ，しばしば
初発症状となる．自律神経症状の中では，排尿症状が最も
多い9,10）．MSAの 18.2％は，平均 2.8年（最長 7年），他
の自律神経・運動症状を伴わず，排尿症状のみをきたすこ
とが最近報告された．これらの患者は，泌尿器科外来を初
診するので，泌尿器科との連携が不可欠と思われる11）．排

尿困難・尿閉は，仙髄病変を表すことから，MSAの一部
で，仙髄が初発病変となる可能性が推察される11）．MSA
での責任病巣は，OABについては前頭前野‒黒質線条体
D1経路，小脳，前頭前野，橋排尿中枢（青斑核）などが，
排尿困難・尿閉については仙髄中間外側核の病変が考えら
れる（図 2）9,10）．MSAの残尿・尿閉は，腎盂腎炎・腎後
性腎不全・敗血症の原因として知られている．
　PDでは，MSAと同様にOABが多くみられるが，排尿
困難・尿閉は稀である．PDで排尿障害が運動障害に先行
することはごく稀と思われる12）．PDにおけるOABの責
任病巣は，前頭前野‒黒質線条体D1経路が主体と思われ，
一部，縫線核 5HT経路，Meynert基底核 Ach経路（いず
れも膀胱抑制的）が想定されている9,10）．
　MSAの排尿障害にしばしば先行するものとして，性機
能障害（勃起障害・射精障害）が知られている．MSAで
の性機能障害の責任病巣は，視床下部ドパミン・オキシト
シン神経，仙髄中間外側核の病変が考えられる．
3． 排便
　胃もたれ・吐き気（上部消化管症状），便秘・排便困難・
排便回数の低下・便失禁（下部消化管症状）を聴取する．
MSAの 10～30％で上部消化管症状，70％で下部消化管症
状がみられる13,14）．責任病巣は，延髄迷走神経核と，腰仙
髄中間外側核の病変が主体と想定されている（図 3）13,14）．
排便時の奇異性括約筋収縮，腹圧低下は，橋排便中枢（青
斑核）・Kölliker‒Fuse核の病変などが推定されている13,14）．
　PDの 80％で便秘がみられ，一部では，便秘が初発症状

図 2　排尿の神経回路とMSAでの神経因性膀胱の責任病巣〔大脳基
底核・小脳・前頭前野と腰仙髄中間外側核（IML）・オナフ核〕
IML；intermediolateral nucleus．

図 3　排便の神経回路とMSAでの排便障害の責任病巣〔腰仙髄中間
外側核（IML），仙髄中間外側核と仙髄前核（オナフ核）〕
IML；intermediolateral nucleus．
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となる〔腸管壁内神経叢病変（末梢節後障害）を表すと考
えられる〕15）．便秘から運動症状出現までの期間は，20年
以上に及ぶ場合もある．MSAの下部消化管症状は，PDと
同等または軽度のことが多い．便失禁はMSAで多く，仙
髄オナフ核の病変を表すと考えられる．一方，嚥下障害・
誤嚥性肺炎は，MSAの方が，PDよりも早期かつ高度にみ
られる．
4． いびき
　低音（ごーっ）は咽頭，高音（ひーっ，馬のいななき様，
吸気時喘鳴 stridor）は喉頭の吸気時奇異性狭窄に由来す
る．MSAでは声帯外転筋麻痺/内転筋ジストニアをきたす
ことにより，吸気時喘鳴NOT奇異性狭窄が典型的にみら
れる．睡眠中の場合は無呼吸を伴う．MSAの約 50％にみ
られる16）．MSAでは，呼吸リズムの異常（息こらえ様）・
中枢性無呼吸もみられる．責任病巣は，声帯外転筋（後輪
状披裂筋）麻痺については，支配する迷走神経亜核の病変
が指摘されている．内転筋ジストニア・呼吸リズム異常に
ついては，呼吸中枢である橋被蓋毛様体，孤束核，腹側延
髄，特にベッチンガー複合体のニューロキニン 1受容体陽

性細胞，縫線核 5HT細胞，延髄弓状核などの病変が指摘
されている（図 4）17）．吸気時喘鳴は比較的晩期に出現する
ことが多い．一方MSAの 4％は，吸気時喘鳴で初発した
との報告がある18）．MSAの睡眠時無呼吸は，突然死の原
因として知られている．
　PDでも睡眠時無呼吸・声帯外転筋麻痺がみられるが，
MSAと比べると少ない．
　自律神経症候全体の評価尺度には，MSAの疾患特異的
なものとして UMSARS Part 1の 9～12（起立性低血圧・
消化管・膀胱・性機能の症状），Part 3（起立性低血圧の
み），自律神経全般のものとして SCOPA‒AUTOなどがあ
る．

●	自律神経検査所見の読みかた1）

1． 起立試験
　起立性低血圧（立ちくらみ）を再現・定量する目的で行
う．電動ベッド上で 10分間の安静臥位をとる．その後，
60°頭部挙上位を 10 分間行う．60°頭部挙上位で
20 mmHg以上の収縮期血圧下降がみられた時，起立性低
血圧（postural hypotension，orthostatic hypotension）
と判定する（図 5）．この値は，一般的な起立性低血圧の基
準とされ，possible MSA基準として採用されている．負
荷 3分後までに一定値をとることが多い．Probable MSA
基準では，30 mmHg以上の収縮期血圧下降または 15 
mmHg以上の拡張期血圧下降が採用されている．受動的
60°頭部挙上位負荷（寝てベッドを上げる）は，能動的立

図 4　呼吸の脳幹神経回路とMSAでの睡眠時無呼吸の責任病巣
Amb；nucleus ambiguus，Arc；arcuate nucleus，BötC；Bötzinger complex，
cVRG；caudal ventral respiratory group，KF；Kölliker‒Fuse nucleus，LBP；
lateral parabrachial nucleus，MPB；medial parabrachial nucleus，NK1R‒IR；
neurokinin‒1 receptor immunoreactive，NTS；nucleus of the solitary tract，
preBötC；preBötzinger complex，RPa；raphe pallidus，rVRG；rostral ven-
t ral respiratory group．MSA の呼吸リズム異常については，呼吸中枢である橋
被蓋毛様体，孤束核，腹側延髄，特にベッチンガー複合体のニューロキニン 1
受容体陽性細胞，縫線核 5HT 細胞，延髄弓状核の病変が指摘されている．

（Benarroch17）より）
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図 5　起立試験
本例では，臥位での収縮期血圧が 120 mmHg であった．60° 頭部挙上位
開始 2 分後に，収縮期血圧が 50 mmHg 以下と測定不可能となり，失神が
みられた．急いで電動ベッドを 30° 頭部挙上位まで戻したところ，意識混濁

（傾眠状態）となり，収縮期血圧が60 mmHgであった．すなわち，60 mmHg
以上の起立性低血圧がみられた．（千葉大学脳神経内科　北　耕平先生よ
り）
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位負荷（自分で立つ）とほぼ等しく，検査にやや時間を要
するが，再現性が高い．立位時血圧下降は，代償性頻脈を
伴うが，疾患が進行すると，代償性頻脈が目立たなくなる．
　A． 検査の注意点
　一般に，収縮期血圧が 70 mmHg以下になると失神がみ
られる．その場合，速やかに電動ベッドを臥位 0°に戻すこ
とで，意識が完全に回復する．詳細は，日本自律神経学会
編集「自律神経機能検査」1）を参照されたい．
　B． 起立性低血圧との鑑別
　神経調節失神は血圧反射弓が保たれる，良性の病態と考
えられている．起立性低血圧と比べて，非常に多い．神経
症・脱水などが誘因となる．起立性低血圧と異なり，神経
調節失神は姿勢にかかわらずみられる．起立性低血圧と異
なり，神経調節失神は，起立試験において，血圧下降時に
徐脈を伴う．稀に，神経調節失神が起立性低血圧に前駆す
る場合があり，器質性疾患である脊髄小脳失調症 3
（SCA3）19），ノルアドレナリントランスポーター遺伝子異
常でも報告がみられる．
　心原性失神は，徐脈性・頻脈性不整脈や心筋梗塞後など
のポンプ不全によるもので，姿勢にかかわらずみられる．
　薬剤性失神は，降圧剤一般の過量や，抗うつ薬・前立腺
肥大症治療薬（α交感神経遮断薬）などでみられる．
　その他の検査として，安静臥位での血漿ノルエピネフリ
ン基礎値の低値（＜100 pg/mL），ノルアドレナリン負荷
試験（末梢血管周囲神経α受容体）での血圧・脈拍異常高
値（除神経過敏を表す），イソプロテレノール負荷試験（末
梢血管周囲神経β受容体）での血圧の奇異性下降（除神経
過敏を表す），心筋MIBGシンチグラフィー（末梢心臓交
感神経）後期像での心臓縦隔比（heart to mediastinum 
ratio）低値（＜2.0），はいずれも末梢の交感神経節後線維
の障害を表し，PDで異常がみられるが，MSAでは保たれ
ることが多い．心電図 RR間隔の周波数解析（交感神経指
標 LF/HF，副交感神経指標HF）は，MSAでも異常がみ
られる．
2． 排尿機能検査（尿流動態検査 urodynamics）
　膀胱障害（神経因性膀胱）を再現・定量する目的で行う．
　A． 超音波（エコー）残尿測定
　排尿機能の評価．排尿直後の残尿量は正常＜30 mL．
30～100 mLは慎重に経過をみる，100 mL以上では治療
介入を要する．MSA では，発症 2年目から残尿量が
100 mLを超えることが多い．原因不明の再発性尿路感染
をみた時，残尿をチェックすると，多量の残尿がしばしば
みられる．

　B． 膀胱内圧測定
　排尿筋過活動〔detrusor overactivity, DO（膀胱の異常
収縮）〕：蓄尿機能の異常として高頻度にみられ，過活動膀
胱（OAB，頻尿・尿意切迫・尿失禁）をきたす．MSAの
初期にDOのみがしばしばみられる．PDでも一般的にみ
られる．
　排尿筋低活動〔detrusor underactivity/impaired con-
traction（膀胱の収縮不全）〕：排尿機能の異常すなわち残尿
量が 100 mLを超える機序として，高頻度にみられる．
　上記 2者の組み合わせは，DHIC（detrusor hyperactivity 
with impaired contraction）といい，MSAおよび脊髄障
害で典型的にみられる（図 6A）．
　排尿筋括約筋協調不全（detrusor‒sphincter dyssynergia, 
DSD）：正常では，排尿時に膀胱が収縮し，尿道括約筋が
弛緩する．ところが，排尿時に括約筋が弛緩しないものを
いう（逆に収縮してしまう場合もある）．MSAでの一部

A

B C
図 6　尿流動態検査（urodynamics）と外括約筋筋電図（sphincter 
EMG）
A）膀胱内圧測定での蓄尿期の排尿筋過活動（detrusor overactivity, DO）と，
排尿期の排尿筋低活動（impaired contraction）の組み合わせは，DHIC （detru-
sor hyperactivity with impaired contraction）といい，MSA で典型的にみられ
る．DHIC は脊髄病変でもみられる．B）外括約筋筋電図：運動単位電位の波
形分析で，持続時間の長い神経原性変化がみられ，脱神経による再支配を表す

（平均持続時間は正常＜10 ms）．外括約筋の神経原性変化は，MSA の仙髄前
核（オナフ核）の病変を反映する（C）．
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で，上記DHICと同時にみられ，残尿量が増える機序とな
る．
　C． 外括約筋筋電図
　MSAで外括約筋の運動単位電位の波形分析を行うと，
持続時間の長い神経原性変化がみられ，脱神経による再支
配を表す（平均持続時間は正常＜10 ms）．外括約筋の神経
原性変化は，MSAの仙髄前核（オナフ核）の病変を反映
する（図 6B，C）．
検査の注意点
　検査は被検者の協力が不可欠であり，頻回の声かけに加
えて，気持ちのよい検査環境を用意する．
　尿路感染症を防ぐため，清潔操作に加えて，抗生物質の
予防投与を行う場合がある．
神経因性膀胱の鑑別
　薬剤性排尿困難・尿閉の原因として，かぜ薬，抗うつ薬，
過活動膀胱治療薬などが多い．
　前立腺肥大症は，50歳以降の男性でみられる．エコー前
立腺体積の正常値は 20 mL未満で，30 mL以上で症状を
出しやすい．残尿のみならず，OABもきたす．
　腰椎症（特に中心型ヘルニア），糖尿病性末梢神経障害
は，しばしば残尿をきたす．
　腹圧性尿失禁は，50歳以降の（経産婦）女性でみられ
る．
3． 消化管機能検査
　消化管運動障害（神経因性排便障害）を再現・定量する
目的で行う．

　A． 上部消化管機能検査
　13C呼気試験での胃排出能（胃の通過時間）．正常は 45
分であり，MSA・PDでは 60～90分と延長し，胃もたれ・
食思不振の原因となる．胃排出能の低下は，levodopaの吸
収遅延と相関する．
　胃電図は，正常では 3cycle/minの緩徐な電気活動がみ
られ，食後に亢進する．腸管壁内神経叢（胃ペースメーカー
部位を含む）に病変がみられる PDと異なり，MSAでは
胃電図の異常は目立たない．
　B． 下部消化管機能検査（quantitative lower‒gastro-

intestinal autonomic test, QL‒GAT）
　マーカー法による大腸通過時間（colonic transit time）．
健常人の上限は 39時間であるが，MSA・PDでは 70時間
以上に延長している（図 7A）．
　直腸肛門ビデオマノメトリー rectoanal videomanome-
try（図 7B）での異常として，安静期の肛門の随意収縮の
低下（オナフ核病変を示唆），蓄便期の直腸固有収縮の低下
消失，排便期の直腸固有収縮低下・腹圧低下と外肛門括約
筋の奇異性収縮〔paradoxical sphincter contraction on 
defecation PSD，橋排便中枢（青斑核）・Kölliker‒Fuse核
の病変などを推定〕がみられ，これらによる残便は，正常
では 15 mL未満であるが，MSA・PDでは 150 mL程度
みられる．
検査の注意点
　検査は被検者の協力が不可欠であり，頻回の声かけに加
えて，気持ちのよい検査環境を用意する．

A B
図 7　定量的排便機能検査（キューエルガット，QL‒GAT, quantitative lower‒gastrointestinal autonomic test）
健常人の大腸通過時間 colonic transit time（A）と直腸肛門ビデオマノメトリー rectoanal videomanometry（B）を示す．Prect；直腸内圧，Pabd；腹
圧，P＊rect；直腸筋圧，Pana；肛門括約筋部圧，sphincter EMG；外括約筋筋電図．説明は本文参照．



1109CLINICAL NEUROSCIENCE vol.37 no.9 （2019‒9）

　特別な合併症はない．
神経因性排便障害との鑑別
　薬剤性便秘・イレウスの原因として，かぜ薬，抗うつ薬，
過活動膀胱治療薬などがある．
　糖尿病性末梢神経障害は，しばしば便秘をきたす．
4． 終夜ポリグラフィー検査
　睡眠時無呼吸を再現・定量する目的で行う．
　終夜ポリグラフィー検査では，睡眠時無呼吸の有無，程
度，型別を調べることができる．無呼吸低呼吸指数
（apnea‒hypopnea index, AHI）が 20～40以上の場合，治
療介入が必要である．睡眠時無呼吸には，中枢性，閉塞性，
混合性があり，MSAでは，閉塞性無呼吸が多い（図 8）．
閉塞性無呼吸の重要な機序である，声帯外転筋麻痺を，喉
頭鏡で確認する．

むすび

　MSAで高頻度にみられ，患者の生活の質・予後に影響
する自律神経症候として，起立性低血圧，排尿排便障害，
睡眠時無呼吸とその検査について述べた．それぞれの自律
神経症候に対しては，適切な対処法があるので，これらに
ついては治療編をぜひご参照いただきたい．
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図 8　睡眠時無呼吸検査
本例は中枢性無呼吸（胸腹郭運動と，鼻腔サーミスターの両者が停止するもの）
であるが，MSAでは閉塞性無呼吸（胸腹郭運動は続いているが，鼻腔サーミス
ターが停止するもの）および混合性無呼吸（中枢性と閉塞性の混在）の方が多
くみられる．


