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CASE REPORT

昏睡状態から就労可能な状態まで治療で回復した
肺小細胞癌による傍腫瘍性辺縁系脳炎の 1例
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ABSTRACT━━ Background. Previous reports on limbic encephalitis as a paraneoplastic syndrome have indicated
that in many cases the neurological symptoms do not improve even if the tumor shrinks. We report a case of lim-
bic encephalitis due to small cell lung cancer in which the patient was rescued and his Performance Status (PS)
was significantly improved by the performance of antitumor therapy with artificial respiration. Case. A 60-year-
old man was transported to our hospital by ambulance due to convulsions. He had repeated spasms and was un-
able to communicate or walk. Based on the results of our examination, the patient was diagnosed with small cell
lung cancer stage IIIB. Head MRI (FLAIR) showed a high signal intensity in the hippocampus and limbic system,
and was diagnosed with paraneoplastic limbic encephalitis (PLE). CBDCA＋VP-16 was initiated. On the fourth
day of treatment he became convulsive, and artificial respiration was initiated to stop his convulsions. He was ex-
tubated on the 12th day after the disappearance of spasm and shrinkage of the tumor. No further attacks oc-
curred. A test for anti-Hu antibodies was negative. Head MRI showed improvement of the high signal intensity of
the limbic system. Thus, we continued chemotherapy. Thereafter, his consciousness and communication im-
proved, and he was discharged alone, and subsequently returned to work. Conclusion. Although paraneoplastic
neurologic symptoms do not generally improve, it is reported that therapeutic effects may be expected for neuro-
logical symptoms in patients who are negative for anti-Hu antibodies. Since small cell lung cancer is a tumor with
a high temporary treatment response rate, we considered that an antitumor effect could be expected in a patient
with a poor performance status before treatment. In this case, treatment could not be delayed until the result of
the anti-Hu antibody test were available, and antitumor treatment was provided with artificial respiration control.
As a result, we were able to rescue the patient because his neurological symptoms of paraneoplastic limbic en-
cephalitis improved along with the antitumor effect. We believe that among patients with paraneoplastic limbic
encephalitis who are anti-Hu antibody-negative and who have a tumor with a high treatment response rate, even
cases with a poor PS may be rescued by antitumor therapy.
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要旨━━背景．傍腫瘍性神経症状は改善困難の報告が 多い．積極的な抗腫瘍療法で救命し得た肺小細胞癌によ
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Figure　1.　A chest radiograph showing right hilar 
lymphadenitis.

Figure　2.　Chest CT showing a right lower lobe nodule, 
with hilar lymphadenopathy.

る辺縁系脳炎を経験したので，報告する．症例．60歳男
性．痙攣を繰り返し，疎通・歩行が不能となった．精査
で肺小細胞癌 IIIB期，頭部MRIで辺縁系に高信号を認
め，辺縁系脳炎と診断した．CBDCA＋VP-16を開始し
た．Day 4痙攣が重責し，止めるため人工呼吸管理とし
た．Day 12痙攣消失と腫瘍縮小を確認し，抜管した．以
後痙攣はなかった．抗 Hu抗体は陰性と判明した．MRI
で辺縁系高信号の改善を認め，化学療法継続とした．徐々
に意識状態が改善し，独歩退院し就労復帰した．結論．
一般に傍腫瘍性の神経症状は改善が乏しいが，抗 Hu抗
体が陰性の場合神経症状に対し治療効果が見込める可能

性が指摘されている．肺小細胞癌は治療奏効率が高い腫
瘍であり，PS不良でも治療で改善が期待できると考え
た．本症例は抗 Hu抗体の結果確認を待てない状況であ
り，人工呼吸管理して化学療法を継続した．結果，神経
症状の改善が得られ救命できたと考える．治療奏効率が
高い腫瘍による抗 Hu抗体陰性の傍腫瘍性辺縁系脳炎で
は，PS不良例でも積極的な抗腫瘍療法で救命の可能性が
ある．
索引用語━━傍腫瘍症候群，肺小細胞癌，抗腫瘍療法，
傍腫瘍性辺縁系脳炎，痙攣

はじめに

一般に肺小細胞癌では化学療法に対する感受性が高
く，Eastern Cooperative Oncology Group Performance
Status（PS）不良の患者に対しても化学療法が有用であ
り，PS改善効果も期待される．しかしながら，傍腫瘍症
候群における辺縁系脳炎では治療効果の報告が乏しい．
今回，我々は抗腫瘍療法継続にて大幅に PSの改善が得
られた肺小細胞癌による辺縁系脳炎の 1例を経験したの
で，報告する．

症 例

症例：60歳．男性．
主訴：痙攣重責．
既往歴：特記すべき事項なし．
家族歴：特記すべき事項なし．
喫煙歴：1日 20本．40年間．
現病歴：2016年 4月下旬，自宅で転倒しているところ
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Figure　3.　MRI findings in paraneoplastic limbic encephalitis (PLE). A bright signal is observed near 
the hippocampus on a diffusion-weighted image. On a fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) im-
age, intense signals are observed in the right hippocampus and the right limbic system. There is no 
apparent brain metastasis.

Figure　4.　A small circular tumor cell with a naked nu-
cleus, a cord-like arrangement and nuclear wire.

を発見され，救急搬送となった．髄液検査で単球上昇を
認め，脳炎の疑いとなった．スクリーニングにて右肺門
部腫瘤影があり，5月上旬精査目的に当科紹介となった．
Glasgow Coma Scale（GCS）で E-4，V-5，M-6であった
が，痙攣頓挫後の記憶障害など，高次脳機能障害を認め
た．呼吸音に異常を認めなかった．麻痺はなく独歩可能
であったが，再度痙攣発作があり，救急搬送にて来院入
院とした．
入院時現症：身長 185 cm．72 kg．体温 37.1℃．血圧 90/

61 mmHg．脈拍数 85/min（不整）．SpO2：96%（室内気）．
呼吸音に異常を認めなかった．意識障害を認め，不穏，
易怒性があり，付き添いがいないと安静を保てないよう
な状態であった．PS 4相当であった．
入院時検査所見：末梢血液像で血算は正常範囲内，
CRP 3.99 mg/dlと，腫瘍マーカーでシフラ 4.5 ng/ml，
proGRP 398.0 pg/ml， NSE 40.1 ng/mlと高値であった．
髄液検査で細胞数 50/3個であり，リンパ球 43個であっ
たが，蛋白・IgGは正常範囲内であった．
胸部単純 X線写真：右肺門部に腫瘤影を認めた（Fig-

ure 1）．
胸部 CT所見：右下葉に腫瘤影と気管支に沿った進展
を伴い，縦隔リンパ節の腫大を認めた（Figure 2）．
頭部MRI所見：拡散強調画像にて海馬付近に高信号
を認め，fluid attenuated inversion recovery（FLAIR）像
では海馬と辺縁系に高信号を認めた（Figure 3）．脳転移
は認めなかった．
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Figure　5.　The clinical course. IPPV: invasive positive pressure ventilation.

Figure　6.　On FLAIR imaging, the high signal in-
tensity of the right hippocampus and the right lim-
bic system disappeared.

気管支鏡検査：右下葉入口部の粘膜は保たれていたが
分岐部は鈍であり，そこより生検を施行した．
病理所見（HE染色）：粘膜下に増殖する腫瘍細胞であ
り，裸核の小型細胞であった．緩いながら細胞間結合を
示しており，索状配列や核線を認めた．小細胞肺癌とし
て矛盾しない所見であった（Figure 4）．
入院後経過（Figure 5）：検査所見から小細胞肺癌

cT4N2M0，IIIB期と診断した．辺縁系脳炎という classi-

cal syndromeを認め，同時に悪性腫瘍を認め，傍腫瘍性
神経症候群と考えた．カルボプラチン（CBDCA），エト
ポシド（VP-16）療法を開始した．投与後 4日目強直性間
代性痙攣が出現し，ステロイド投与を行ったが，痙攣は
頓挫せず重責状態となった．抗痙攣薬を投与したが重責
状態は継続した．深鎮静をかけ，痙攣を止めるために挿
管し，人工呼吸管理とした．1サイクル 12日目，腫瘍の
縮小を確認し抜管した．意識障害は改善なく PS 4のまま
であったが，痙攣の出現はなく，頭部MRI画像上も改善
を認めた（Figure 6）ため，化学療法継続とした．その後
徐々に意識障害の改善を認めた．抗神経抗体は，血清・
髄液ともにすべて陰性と判明した．2サイクル終了時治
療効果として部分奏効が得られ，意識障害は残るが PS
の改善を認めたため，引き続き 4サイクルまで施行し，
徐々に PSの改善を認め，第 150病日独歩退院となった．
全身状態は良好となったものの，認知機能障害が生じて
おり，一定時間の安静臥床が困難であり，逐次的放射線
療法は施行不能であった．退院後就労復帰した．

考 察

傍腫瘍症候群は，腫瘍またはその転移による浸潤，圧
迫，閉塞などの直接的な症状ではなく，腫瘍が産生する
生理活性物質や腫瘍が誘導した自己免疫反応による間接
的な症状と定義される．その中でも神経症状を伴うもの
は傍腫瘍性神経症候群と呼ばれ，代表病型としては傍腫
瘍性脳脊髄炎，傍腫瘍性小脳変性症，傍腫瘍性辺縁系脳
炎（paraneoplastic limbic encephalitis：PLE），傍腫瘍性
オプソクローヌス・ミオクローヌス症候群，感覚性運動
失調性ニューロパチー，ランバート・イートン筋無力症
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候群，傍腫瘍性全身硬直症候群などがある．1 傍腫瘍性辺
縁系脳炎の潜在する腫瘍は，肺癌（50％），睾丸癌（20％），
乳癌（8％），Hodgkin病，未分化奇形腫，胸腺腫などが
多い．1 一般に抗腫瘍療法の他，ステロイドを含めた各種
免疫療法や血漿交換などが施行される．2-4 Grisoldらに
よると加療により神経症状の改善を認めた例は，傍腫瘍
性神経症候群全 258例中 33例であり，そのうち傍腫瘍性
脳脊髄炎では 11％，感覚性運動失調性ニューロパチーで
は 14％，傍腫瘍性小脳変性症では 5％であった．5 傍腫
瘍神経症候群においては，患者の血中や脳脊髄中に腫瘍
細胞と神経細胞に共通して存在する蛋白に対する自己抗
体である抗神経細胞抗体が見出される．特に抗 Hu抗体
は疾患特異度が高く，肺小細胞癌で認められることが多
い．傍腫瘍性辺縁系脳炎における腫瘍神経抗体の判明率
は約 60％で，本症例においても血中，脳脊髄液中のいず
れからも抗 Hu抗体，抗 Yo抗体，抗 Ri抗体などの疾患
特異性が高いと言われている自己抗体は検出されなかっ
た．抗 Hu抗体陽性の症例と陰性の症例では，その神経症
状と経過に違いがあることが報告されている．6 抗 Hu
抗体陽性例では進行により脳脊髄炎などの辺縁系以外の
神経症状を合併し，治療抵抗性であり神経障害で死亡す
るものが多いのに対し，抗 Hu抗体陰性例では病変が辺
縁系に限局し，腫瘍に対する治療により，神経症状が改
善しやすい傾向があり，7-9 死因は腫瘍そのものであるこ
とが多いと報告されている．6 抗 Hu抗体陽性例で治療
効果が乏しい理由としては，抗原が細胞表面ではなく細
胞核にあること，髄腔内で抗体が産生されるため血清の
抗体価が低下しても効果が少ないことなどが理由として
推察されている．10 血清抗 Hu抗体は陽性であるが髄液
では陰性の症例で，一定の神経症状の改善を認めたとの
報告もある．11 本症例は抗 Hu抗体が血清・髄液ともに
陰性であり，抗腫瘍療法の到達し難い髄腔での抗体産生
がなかったことも，神経症状の改善を認めた一因とも推
察される．しかしながら，髄液検査で本症例のように軽
度の細胞数上昇のみの症例もあれば，蛋白の上昇を認め
る例もあり，髄液抗 Hu抗体の陽性・陰性を治療開始前
に予想することは困難である．
限局型小細胞肺癌に対しては PS不良例でも，PS不良
の原因が悪性腫瘍によるものであり，悪性腫瘍の消退に
より改善が見込まれる場合は，化学療法の施行が勧めら
れている．しかしながら PS 4の症例に対しては肺癌診療
ガイドライン上，推奨する根拠は明確ではない．このよ
うな場合の化学療法施行の症例は，検索した限りでも見
つからなかった．傍腫瘍症候群と診断されず，現病によ
るものであれば，積極的治療の対象となるかどうかは意
見が分かれるところである．本症例では人工呼吸管理を
施行しなければ数時間から数日単位での死亡と考えられ

た．原因の悪性腫瘍が抗腫瘍療法に治療奏効率が高い肺
小細胞癌であり，抗 Hu抗体陰性の傍腫瘍症候群による
神経症状による状態の悪化であれば抗腫瘍療法による神
経症状の改善効果が期待できるかもしれないため，救命
的な抗腫瘍療法という選択肢が考慮され得ると考え施行
した．結果，その後の抗腫瘍療法継続による腫瘍の縮小
とともに痙攣は消失し，意識障害の改善を認めた．その
後社会復帰しており，PSは 1までの回復を認めた．

結 語

治療奏効率が高い腫瘍による抗 Hu抗体陰性の傍腫瘍
性辺縁系脳炎では，PS不良例でも積極的に抗腫瘍療法を
行うことで救命できる可能性があると考えた．
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