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CASE REPORT

Type B2胸腺腫術後に発症したMorvan症候群の 1例

渡辺 光1・金内直樹1

A Case of Post-thymectomy Morvan Syndrome in a Patient
with Type B2 Thymoma

Hikaru Watanabe1; Naoki Kanauchi1
1Department of General Thoracic Surgery, Nihonkai General Hospital, Japan.

ABSTRACT━━ Background. Morvan syndrome is an autoimmune disease that complicates thymoma. Patient. A
50-year-old man was diagnosed with an anterior mediastinum tumor during periodic visits to the hospital for the
treatment of Basedow disease. A thymoma was suspected based on his computed tomography findings. There-
fore, thymothymectomy and combined resection of the mediastinal pleura and pericardium were performed. On a
pathological examination, although infiltration of the mediastinal pleura was observed, pericardial infiltration was
not observed. The pathological diagnosis was thymoma (Masaoka stage II and World Health Organization type
B2). Extremity myalgia and convulsions started to appear six months postoperatively, and various tests were per-
formed. The patient tested positive for anti-voltage-gated potassium channel antibodies, and peripheral nerve hy-
perexcitability was observed on electromyography. In addition, abnormal excitation of the central nervous sys-
tem, such as delirium and hallucination, was observed. Therefore, Morvan syndrome was diagnosed. After steroid
pulse therapy and plasma exchange therapy, treatment with oral steroids was continued. These treatments were
successful, and the patient did not experience relapse of Morvan syndrome or thymoma for one and a half years
postoperatively. Conclusion. The patient developed Morvan syndrome after thymomectomy, and Morvan syn-
drome was successfully treated with steroid pulse therapy and plasma exchange therapy. Although Morvan syn-
drome is a very rare disease, physicians should keep in mind the possibility that it may sometimes develop after
thymomectomy.
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要旨━━背景．Morvan症候群は胸腺腫に合併する自
己免疫疾患である．症例．50歳の男性．バセドウ病の定
期通院中に前縦隔腫瘍を指摘され，胸腺胸腺腫摘出術＋
縦隔胸膜および心膜合併切除を施行した．病理診断では
縦隔胸膜浸潤は認めたが，心膜浸潤は認めず，正岡分類
II期，World Health Organization（WHO）分類では type
B2胸腺腫と診断した．術後 6か月に四肢の筋肉痛および
痙攣が出現したため，各種検査を施行した．結果は抗
VGKC（voltage-gated potassium channel）複合体抗体陽
性，および筋電図で末梢神経の過剰興奮を認めた．また，
せん妄や幻覚などの中枢系の興奮性異常を認めたため，

Morvan症候群と診断した．治療はステロイドパルス治
療，血漿交換療法施行後，経口ステロイドを開始した．
治療は奏功し，術後 1年 6か月でMorvan症候群の症状
再燃や胸腺腫の再発を認めていない．結論．本症例は胸
腺腫術後にMorvan症候群を発症し，ステロイドパルス
および血漿交換療法にて軽快した．Morvan症候群は非
常に稀な疾患ではあるが，胸腺腫術後に発症する可能性
があることを念頭に置いて診療を行う必要があると考え
られた．
索引用語━━Morvan症候群，胸腺腫，電位依存性カリ
ウムチャネル複合体抗体
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Figure　1.　Thoracic contrast-enhanced computed tomog-
raphy findings. A 42-mm tumorous lesion was observed in 
the anterior mediastinum. Infiltration into the surrounding 
area was not observed. 

Figure　2.　Histopathological findings. A type B2 thymoma 
was observed with abundant lymphocytes and tumorous 
epithelial cells. 

はじめに

Morvan症候群は電位依存性カリウムチャネル
（voltage-gated potassium channel：VGKC）複合体抗体
による自己免疫性疾患の一つであり，胸腺腫に合併する
ことがある非常に稀な疾患である．自律神経症状や中枢
神経症状など多彩な症状を呈する疾患で，診断に至るの
が困難な場合がある．
今回我々は，胸腺腫術後に発症したMorvan症候群の
症例を経験したので報告する．

症 例

症例：50歳男性．
主訴：四肢痙攣，不眠，認知機能障害，易興奮．
既往歴：バセドウ病．
家族歴：特記すべき事項なし．
喫煙歴：20本/日×20年．40歳から禁煙．
現病歴：2018年の検診胸部レントゲンで異常陰影を
指摘され，当院受診となった．胸部造影 CT検査（Figure
1）で前縦隔に約 42 mmの腫瘍性病変を認め，胸腺上皮性
腫瘍疑いの診断で手術の方針とした．術前抗アセチルコ
リンレセプター（AchR）抗体は＜0.2 nmol/lであり，重
症筋無力症の合併は否定的であった．手術は，胸腺胸腺
腫摘出術＋縦隔胸膜および心膜合併切除を行った．病理
所見では縦隔胸膜浸潤を認めていたが，心膜への浸潤は
認めず，正岡分類では II期，WHO分類では type B2胸腺
腫の診断であった（Figure 2）．術後経過は良好で，術後
第 8病日に退院した．
術後 6か月に，眉や四肢の痙攣が出現し，術後 9か月

に四肢痙攣の増悪と四肢の筋肉痛を認めたため，精査目
的で神経内科に紹介した．
現症：口唇，四肢近位・遠位筋に線維束性筋収縮あり．
筋力低下はなく，重症筋無力症を疑わせる症状なし．四
肢の発汗過多あり．認知機能障害（HDS-R 25/MMSE
28）．
検査所見：抗 AchR抗体＜0.2 nmol/l．Leucine-rich

glioma-inactivated protein（LGI）-1抗体陽性．Contactin-
associated protein（Caspr）-2抗体陽性．
神経学的所見：テンシロンテスト陰性．
全身 CT所見：頭部に異常所見なし．体幹部に胸腺腫
の再発を疑う所見なし．
針筋電図（Figure 3）：安静時に同じ運動単位電位の反
復発火（dublet）とmyotonic dischargeを認めた．
経過：神経内科で，抗 VGKC複合体抗体陽性疾患とし

て抗痙攣薬（バルプロ酸ナトリウム 400 mg/日）を内服開
始した．治療開始 1か月後に不眠や認知機能障害（HDS-
R 25/MMSE 28），興奮性異常行動を認めたため，緊急入
院となった．入院後は興奮性異常行動により周囲に危害
を加えたため，ミダゾラムで鎮静を行った状態でステロ
イドパルス（メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナ
トリウム注射用 1 g×3日間）2クールを施行した．治療
による症状改善が不十分であったため，追加で血漿交換
療法を 7回施行した．異常行動はステロイドパルス後に
消失したため，ミダゾラムは中止となった．免疫治療に
より他の中枢神経症状および自律神経症状は全て改善し
たが，末梢神経症状であるニューロミオトニアが左上肢
および両下肢に残存した．その後は経口ステロイド（プ
レドニゾロン 60 mg/日）と抗痙攣薬（バルプロ酸ナトリ
ウム 400 mg/日）を継続した．経口ステロイドは 1週ごと
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Figure　3.　Needle electromyography of the right rectus 
femoris. A doublet and myotonic discharge of the same 
motor unit potential were observed at rest. 

Figure 4.　The clinical course and symptoms.  

に 10 mg漸減し，外来通院となった（Figure 4）．現在，
術後 1年 6か月でMorvan症候群の症状再燃や胸腺腫
の再発は認めていない．

考 察

Morvan症候群は末梢神経の過剰興奮による四肢の筋
痙攣や疼痛に加えて，発汗過多，膀胱直腸障害などの自

律神経障害，重度の不眠，幻覚，記銘力障害，痙攣など
の中枢神経障害を呈する抗 VGKC複合体抗体陽性疾患
の一種である．1 VGKCは種々の分子と複合体を形成し
ており，自己抗体が標的とする分子が疾患ごとに異なる．
代表的な分子としては LGI-1や Caspr-2が挙げられ，他
にも関連する分子とそれに対する自己抗体が「VGKC
複合体」抗体として知られている．2

Morvan症候群は圧倒的に男性に多く（93.1％），末梢神
経の中核症状である有痛性の筋痙攣およびニューロミオ
トニアは全例で認められる．3 また，本疾患は傍腫瘍神経
症候群の要素があり，胸腺腫，肺癌，リンパ腫，早期胃
癌の併発が報告されていることから腫瘍の検索は必須で
ある．4,5 その中でも胸腺腫を合併する頻度は約 37％と
最多である．3 一方で胸腺腫のうちMorvan症候群の合
併は約 2％であるが，抗 VGKC複合体抗体陽性疾患全体
の合併は約 6％となっている．6 しかし，本邦では胸腺腫
にMorvan症候群が合併した症例の報告はほとんどな
く，本症例は非常に稀な症例であると考えられる．
Morvan症候群の明確な診断基準はないが，抗 VGKC
複合体抗体陽性疾患の中の一つである Isaacs症候群に
は，難病医学研究財団により診断基準が作成されている．
Morvan症候群は末梢神経症状主体である Isaacs症候群
の確定診断に加え，自律神経症状や中枢神経症状を認め
る場合に診断される．抗 VGKC複合体抗体の陽性率は
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Isaacs症候群では約 3割であるが，Morvan症候群では
Caspr-2抗体で 78％，LGI-1抗体で 67％が陽性と報告さ
れている．7 Iraniらの報告では，抗 VGKC複合体抗体が
複数陽性であった症例の方が重篤な症状を呈するとされ
ている．3 また，重症筋無力症や腫瘍合併は Caspr-2抗体
に関連し，低ナトリウム血症や妄想，幻覚，情動高揚な
どの中枢神経系症状は LGI-1抗体に関連する．7 本症例
は Caspr-2抗体と LGI-1抗体がともに陽性であったた
め，興奮性の中枢神経系症状を呈するなど重症度の高い
症例であったと考えられる．
Morvan症候群に対する治療としては，ステロイドパ
ルス治療，血液浄化療法，免疫グロブリン静注療法がま
ず挙げられる．2 その上で経口プレドニゾロン，免疫抑制
薬（メトトレキサートなど）の投与が検討される．胸腺
腫合併例では，胸腺胸腺腫摘出術が行われる．Iraniらの
報告では，胸腺腫合併例の半数が呼吸不全や腫瘍の直接
浸潤で死亡している．そのため，胸腺腫合併例は胸腺腫
非合併例に比べて生命予後が不良であると報告してい
る．3 その他，リツキシマブが有効との報告も散見される
が，8 第一選択とはなりにくいのが現状である．血液浄化
療法は単純血漿交換，二重濾過血漿交換，9 免疫吸着10

に分けられ，本邦でも有効症例が報告されている．VGKC
複合体抗体のサブクラスは IgG4にあると考えられ，免
疫吸着では IgG4の吸着率は高くないことから，発現効
果が不十分になることが推察される．したがって，抗
VGKC複合体抗体陽性疾患に対して症状が重度である
場合には血液浄化療法に関しては単純血漿交換の選択が
推奨される．一方で，日常生活レベルの障害がない軽症
症例では，血漿蛋白の置換を必要としない免疫吸着より
開始し，無効の場合には単純血漿交換や二重濾過血漿交
換に移行するのがよいと考えられている．2 本症例では，
中枢神経症状が重症であったためステロイドパルスに単
純血漿交換を追加することで症状が安定し，その後は経
口プレドニゾロンで管理可能な症例であった．
本症例は術後 6か月に症状が出現したことから，術前

より潜在的な抗 VGKC複合体抗体陽性疾患があったと
考えられる．術前精査で重症筋無力症を疑う所見がな
かったため，拡大胸腺摘出術は施行しなかったが，その
ため遺残した胸腺や手術侵襲が術後にMorvan症候群
を顕在化させた可能性が示唆された．

結 語

胸腺腫（WHO type B2）術後にMorvan症候群を発症

した 1例を経験した．症状は典型的ではあったが，稀な
疾患であり診断に難渋した症例であった．
本症例は，胸腺腫術後に顕在化した数少ない症例で
あった．異常行動の症状により治療が困難な時期があっ
たが，浅鎮静により治療を施行でき，免疫治療が奏功し
た症例であった．胸腺腫の合併症としてMorvan症候群
は広く周知されるべき疾患であり，このような症例では
内科と綿密な連携が重要であると考えられた．

本論文内容に関連する著者の利益相反：なし
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