神経筋サルコイドーシスのガイドライン改訂

〔総説〕

神経筋サルコイドーシスの診療ガイドライン改訂をめぐって
西山和利1），横山和正2），黒田宙3），滝山容子1），木村成志4）

【要旨】

神経系や筋を侵すサルコイドーシスを神経筋サルコイドーシスと呼ぶ．神経系サルコイドーシスは診断，治療において無

作為化比較試験（RCT）が乏しく，科学的エビデンスに欠ける分野である．そのために診療ガイドラインの整備が遅れてい
た．今回，日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会が主体となり，サルコイドーシスのガイドラインの全面改訂が進めら
れている．神経筋サルコイドーシスについても，少ないながらもエビデンスを集積し，現段階でどこまでのことが解明され
ているかを客観的に検討し，ガイドラインを策定することとなった．その途中経過を2015年11月に開催された第35回日本
サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会で企画されたシンポジウム「サルコイドーシスの新しい診断基準と診療ガイドライン
をめぐって」で発表する機会を得たので，その概要をここに紹介する．
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等と障害部位ごとの分類も可能である．一方で末梢神経の

サルコイドーシスの診断基準，ガイドラインの整備は十

サルコイドーシスには脳神経と脊髄神経の障害がある．ま

分ではない．そこで日本サルコイドーシス／肉芽腫症学会

た神経内科領域の病態として筋サルコイドーシスも頻度

（以下，本学会）では，関連する他学会と連携しつつガイ

の高いものである．これら中枢神経および末梢神経のサル

ドラインの改訂作業に傾注しており，本誌の出版される時

コイドーシスは神経サルコイドーシスと総称され，これに

期もその只中にあろうと推察される．本学会の神経内科部

筋サルコイドーシスを加えたものを神経筋サルコイドー

会でも，神経サルコイドーシスならびに筋サルコイドーシ

シスと呼ぶ．

スに関してのガイドラインの確立を目標に作業を進めて

サルコイドーシスの病変は，中枢神経，末梢神経，筋に

いる．今回のガイドラインの改訂経過を第35回サルコイ

単独に出現することも，重複して出現することもある．ま

ドーシス・肉芽腫性疾患学会総会（2015年11月7～8日，大

たサルコイドーシス自体が全身疾患であるため，神経筋サ

阪）のシンポジウムにて発表する機会を得た．そこで本項

ルコイドーシスの多くの症例は，神経筋に病変が限定する

ではその発表内容を概説することとする．

ことは稀であり，肺や眼，心臓などの他臓器にサルコイド

神経筋サルコイドーシスとは
神経組織を障害するサルコイドーシスを神経サルコイ

病変を合併する．

神経筋サルコイドーシスのガイドライン

ドーシスと呼ぶが，病変の出現する部位に応じて，中枢神

サルコイドーシス自体はどの臓器においても科学的エ

経サルコイドーシスと末梢神経サルコイドーシスとに大

ビデンスが比較的少ない疾患であるが，中でも神経領域に

別される．さらに中枢神経は脳実質，髄膜，脳底部，脊髄

おける研究は遅れており，科学的エビデンスは乏しい．神
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〔総説〕

神経筋サルコイドーシスのガイドライン改訂

経組織は侵襲的な組織検査を行いにくい臓器であるため，

ルコイドーシスの総説型ガイドラインは，病変部位別に5

神経サルコイドーシスの確定診断が困難であることが一

つに分類して執筆した．即ち中枢神経（脳実質病変）
，中

因である．また症例数が少ないことも要因であるが，とも

枢神経（髄膜病変），中枢神経（脊髄病変），末梢神経病変，

あれ確定診断が容易でなく，治療に関しても過去にran-

筋病変である．執筆内容としては，各部位共通に【1】病

domized control trial（RCT）が存在しない領域である．そ

態と症状，頻度について，
【2】検査所見，確定診断法，鑑

のためにエビデンスに基づいたガイドラインの策定が未

別診断について，
【3】治療適応，治療方法，予後について，

整備であった．この状況を打開するために，今回は本学会
の主導で，現時点で策定可能な範囲のガイドラインの検討
を行うこととなった．
策定の方法であるが，日本神経学会から推薦・委嘱を受
けた次の神経専門医5名で委員会を結成した．班長を西山
和利とし，各々の担当分担は次の通りとした（敬称略）：
中枢神経（脳実質病変）担当；西山和利（北里大学）
，中
枢神経（髄膜病変）担当；横山和正（順天堂大学）
，中枢

【4】代替治療法について，
【引用文献】といった構成になっ
ている．
筆頭著者である西山の担当した中枢神経病変の中の脳
実質型を例にガイドライン（案）の一部を解説する．

中枢神経（脳実質型）サルコイドーシスの総説型
ガイドライン
【1】病態と症状，頻度について

神経（脊髄病変）担当；黒田宙（東北大学）
，末梢神経病

サルコイドーシスが侵す部位のひとつに中枢神経組織

変担当；滝山容子（北里大学）
，筋病変担当；木村成志（大

があり，病態機序としては肉芽腫が脳組織を圧迫すること

分大学）
．

や，炎症や虚血で脳組織が障害されることが想定されてい

次に述べるような時間経過で作業を進めた．2015年1

る1,2）．症状は病変部位の脳機能に応じて，運動麻痺，感覚

月；委員の選定と委嘱，2015年4月；該当内容の2000年～

障害，失調，痙攣，頭痛など様々な神経症状を呈しうる．

2015年4月までの論文を収集，2015年6月；論文ごとにエ

頻度に関してはサルコイドーシスの有病率は10万人あ

ビデンスレベルを評価，2015年8月；総説型ガイドライン

たり10～20人で，神経サルコイドーシスはそのうちの5～

5つの一次締め切り，2015年9月；Clinical Question（CQ）

7％といわれるが3），実際には神経サルコイドーシスにつ

型ガイドライン2つの一次締め切り，2015年9月；ガイド

いての信頼性の高い疫学調査はない．神経サルコイドーシ

ライン（案）を相互査読，2015年10月；Web会議全員検討

スは症例が少なく，かつ確定診断がしばしば困難であるた

会にて査読結果を審議し再修正，2015年11月；本学会総

め過去の疫学調査も信頼性が高いとは言えない．

会で発表．今後は，本学会内で神経内科以外の科の先生か

中枢神経のみにサルコイドーシス病変が出現する限局

らの相互査読，パブリックコメントなどを経て，完成をめ

性神経サルコイドーシスの症例も稀ならず存在し，これが

ざしていくことになっている．

神経サルコイドーシスの診断をさらに困難とする一因で

作成途中のガイドライン
今回のガイドライン策定については，サルコイド病変が
生じる各臓器について，各々の専門家がガイドライン作成

ある．
【2】検査所見，確定診断法，鑑別診断について
臨床症状，髄液検査，画像検査をもとに診断することが

に参画し，臓器ごとにある程度の主導権が任されている．

多いが，他の臓器と同様に確定診断には病変部の生検によ

全体としてはCQを提示して，それに科学的根拠（エビデ

る組織診断が必要である．しかし中枢神経は侵襲的に生検

ンス）に基づいて回答するタイプを基本としつつも，エビ

することが困難なことが多い．硬膜や髄膜などの生検は可

デンスの少ない臓器についてはCQタイプではなく総説型

能であり，その他に前頭葉など生検による機能的損傷の少

のガイドラインでも可とすることとなった．サルコイドー

ない部位に病変がある場合は組織診断が可能である．鑑別

シス自体がエビデンスの非常に少ない疾患であるが，なか

すべき疾患としては，中枢神経を侵す数多くの疾患が挙げ

でも神経筋サルコイドーシスではその傾向が顕著である．

られる．

症例数が少なく，中枢神経系は生検による組織診断が困難

客観的検査として，髄液検査は症例の2／3で異常が検

であるためにRCTを組むことが容易ではないという事情

出されるが，白血球数増多，蛋白増加，ACE値高値，可溶

がある．

性IL-2受容体の上昇等を認めるが，すべて非特異的な所見

本項を執筆している段階での神経筋サルコイドーシス
に関するCQの案としては，
「他臓器の病変が指摘されてい

であり，これだけでサルコイドーシスの診断は確定できな
い4,5）．

ない孤発性神経サルコイドーシスの診断はどうしたらよ

画像診断では，CTよりもMRIの感度がよいため，MRI

いですか？」と，「神経サルコイドーシスの治療は他臓器

が頻用される．病変部位はT1強調画像で低信号～淡い高

のサルコイドーシスと異なりますか？」とした．今後はガ

信号，T2強調画像で高信号となり，ガドリニウム造影効果

イドライン作成委員会やサルコイドーシス学会，神経学会

を認める4,6）．中枢神経病変では，このような特徴をもつ病

との検討の過程で変更，修正される可能性もあることをご

変が結節性またはび漫性に認められるが，異常所見自体は

容赦いただきたい．

非特異的なものであり，MRI画像だけで確定診断は出来な

次に総説型のガイドラインについて解説する．神経筋サ
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い．ガリウムシンチグラムにおける異常集積はサルコイ

神経筋サルコイドーシスのガイドライン改訂

〔総説〕

ドーシスの診断的価値があり，また近年 18F FDG-PETが
診断に有用との報告が散見される

7,8）

には外科治療が考慮されうる7）．
しかしながらここに記載した代替治療法は，いずれも症

．

例報告や観察研究の域は出ておらず安全性も有効性も確
【3】治療適応，治療方法，予後について

立はしていない上に，適応外使用であることにも注意を要

神経サルコイドーシスの治療は他臓器のサルコイドー
シスの治療に準じて行われることが多い．神経サルコイ
ドーシスではエビデンスレベルの高いRCTは存在せず，
現状では過去の観察研究やエキスパートオピニオンなど
を参考に治療方針を決定している．

する．

まとめ
本原稿の執筆時点では神経筋サルコイドーシスの診療
ガイドラインが策定中であり，その途中経過を簡潔に報告

昨今の主だったエキスパートオピニオンにおいて，中枢

した．特に神経サルコイドーシスの診断は難易度が高く，

神経サルコイドーシスは治療抵抗性のことが多く早期の

中でも限局性神経サルコイドーシスの診断は極めて困難

治療介入が必要であること，治療のfirst lineがステロイド

である．神経筋サルコイドーシスについてのRCTは存在

であること，は共通認識である7,9,10）．内服が基本である

せず，科学的エビデンスが乏しい分野であり，そのため神

が，疾患活動性が高い場合はステロイドパルス療法を行

経筋サルコイドーシスの治療は他臓器での治療に準じる

う．

形で行われている．今後はエビデンスレベルを上げる努力

ステロイドによる治療で効果が不十分な時や，ステロイ

が必要である．

ド減量中に再燃が認められた場合などでは，second lineの
治療として免疫抑制剤の使用を検討する．免疫抑制剤とし

謝辞
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ン，メコフェノレート・モフェティル，シクロフォスファ
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ミドが使用されることが多い7,9,10）．ステロイド単独投与に

部），青木正志先生（東北大学神経内科），飯塚高浩先生

よる治療に比して，免疫抑制薬併用では治療への反応性が
より高いとの報告があり，脳実質型のような高リスク症例
では早期から積極的に併用療法を行うことが推奨される．

（北里大学
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しかしsecond line治療に用いる免疫抑制剤の種類，投与
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