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交通案内 

 
● ＪＲ福島駅東口から 路線バスが運行されています。 

���■福島交通バス ��� 

【乗車】東口５番ポールより 

「バイパス経由医大」 ／ 「伏拝・医大・美郷団地経由松川」 ／ ���「医大・立子山経由飯野町」 

／ 「医大経由二本松」 ／ ���「南福島タウン・桜台経由医大」 ／ 「清水町経由医大」 行き 

���【下車】「医科大学前」（所要時間約36分）6号館・8号館近くに停車 ��� 

（「医大病院前」は会場から遠くなります） 

	 	 	 	 ※ 所要時間は運行経路により若干の変動があります。 

���料金／片道４８０円 （小人２４０円） 
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福島県立医科大学構内案内 

 

 

 

 

 
 
⑦医学部 5 号館	 組織・病理学実習室  
⑥医学部 5 号館	 講義室  
①医学部 4 号館	 4 階会議室  

㉖学部警備室 
㊴医学部職員駐車場（ここはゲートがありませんので，当日ご利用ください）  
㉗光が丘会館 

⑰看護学部 
⑱附属病院（1階に食堂，ローソンがあります）医学部 1階が附属病院 2階になります） 

 
詳細は http://www.fmu.ac.jp/univ/daigaku/campusmap.htmlを御覧ください． 
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１．会場について 
福島県立医科大学医学部 

 自由検鏡（9:00-12:00） 5号館 2階	 組織・病理学実習室 

 発表・討論（13:00-18:00） 5号館 2階	 第 3講義室 
 世話人会（11:50-12:50） 4号館 4階	 会議室 

 
2．参加登録 
	 受付場所：福島県立医科大学医学部 5号館 1階（医学部正面入口） 
	 受付時間：午前 8時 45分から 

	 参加費：3000円（但し学生，技師，看護師，留学生は無料） 

 
3．発表形式 

A) 一般演題 
検鏡用標本の展示と口演発表(PowerPointによる)です.午前に標本観察を行い，午後に
発表,質疑応答を行います． 

	 ① 症例供覧 
	 	 １．標本展示会場は 2階組織・病理学実習室です． 
	 	 ２．標本は 9時以降なるべくお早めに演題番号の掲示のあるテーブルに置いてくだ

さい．当方でマッペを用意しますのでご利用ください． 
	 	 ３．画像所見や肉眼所見のコピー等の資料もあわせて展示してください． 
	 	 ４．顕微鏡は 1演題につき 2台用意いたします．  

	 ② 発表 
	 	 １．13時から 5号館 2階第 3講義室で行います． 
	 	 ２．発表時間：口演 15分,質疑応答 10分（合計 25分） 

	 	 ３．当方ではWindows XP Proパソコン(Microsoft Office Standard 2007)を準備
いたします.PowerPoint 2007形式に保存したデータをUSBメモリやCD-Rな
どでお持ちください.午前中に受付にて試写を行ってください. PowerPoint以

外のソフト，動画をご使用の方,およびMacintoshをご使用される方はモニタ
ー接続用の変換コネクターと一緒にご自分のパソコンをお持込ください．モニ

ター出力端子は VGAケーブル(D-sub 15pin)です． 
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B) Consultation sessionについて 
	 第 15回研究会より企画されたセッションです．個別の症例や病変の要点を提示し，
その場で参加者の意見を訊くものです．本年度研究会ではスケジュールの都合により一

般演題と同様の症例提示時間はございませんが，学会発表や論文執筆の前段階として

「ちょっと見解･解釈・今後の検索の進め方などを訊いてみたい」という症例を，午前

中に標本展示会場にて参加者同士でお気軽にご相談ください． 

 
4．昼食 
	 昼食は附属病院 1階の病院食堂（8:30〜17:00）かローソン（24hrs.）をご利用して 

	 ください． 

 
5．交通 

	 冒頭の地図あるいは福島県立医科大学ホームページ  
	 http://www.fmu.ac.jp/univ/daigaku/access.htmlを御覧ください． 
	 お車でおいでの方は，医学部守衛室前の職員駐車場をご利用ください． 

 
6．世話人会 
	 研究会当日, 11:50-12:50に開催します．会場は 4号館 4階会議室です． 

 
7．日本病理学会のクレジットについて 
	 本会に参加した場合，日本病理学会専門医専門医資格更新のための 5単位が認定され 

	 ます．会場受付にて参加証をお受け取りください． 

 
8．研究会に関する各種お問い合わせ 

	 〒960-1295	 福島市光が丘 1番地	 福島県立医科大学医学部神経内科学講 
	 第 19回東北神経病理研究会事務局	 杉浦嘉泰，高野詩帆 
	 Phone 024-547-1111（内線 2482），024-547-1248（医局直通） 

	 Fax. 024-548-3797 
	 E-mail: neurol@fmu.ac.jp 
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プログラム 
9:00-12:00 標本展示・検鏡（5号館 2階	 組織・病理学実習室） 

13:00-18:00 演題発表・討論（5号館 2階	 第 3講義室） 

 

開会の辞 
13:00-13:05 当番世話人	 宇川義一（福島県立医科大学	 神経内科） 

 

1． 変性疾患 
13:05-13:30	 座長	 森	 文秋（弘前大学大学院医学研究科	 脳神経病理学講座） 
①	 複合 Pick球（Compound Pick body）を含む FUS沈着を伴う、筋萎縮性側索硬化
症（ALS）・前頭側頭葉変性症（FTLD）の、臨床病理学的検討 

◯村山繁雄 1)，高尾昌樹 1)，石井賢二 2)，齊藤祐子 3)，長谷川成人 4) 
1) 東京都健康長寿医療センター高齢者ブレインバンク 
2) 同ペット研究施設 

3) 国立精神・神経医療研究センター臨床検査部 
4) 東京都内科医学総合研究所認知症プロジェクト病態細胞生物学研究室 

 
13:30-13:55	 座長	 西田尚樹（富山大学大学院医学薬学研究部法医学講座） 
② 広範な多系統変性を伴う筋萎縮性側索硬化症の一剖検例 
○宮田	 元 1)，柴野	 健 2)，大内東香 2)，原	 賢寿 2)，齋藤	 謙 3)，石黒英明 2) 

１）秋田県立脳血管研究センター	 脳神経病理学研究部 
２）秋田赤十字病院	 神経内科 
３）秋田赤十字病院	 病理部 

 
13:55-14:20	 座長	 今野秀彦（国立病院機構	 西多賀病院	 神経内科） 
③ 急死したMSA-Cの一剖検例 

○	 西田尚樹，畑	 由紀子，木下耕史 
富山大学大学院医学薬学研究部法医学講座 

 

2． 腫瘍 
14:20-14:45	 座長	 若林孝一（弘前大学大学院医学研究科	 脳神経病理学講座） 
④ Lehrmitte-Duclos diseaseとの関連性について診断に苦慮している小脳病変の 1例 
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臨床提示	 柴原一陽 1，病理提示	 松田真樹子 2 
園田順彦 1、佐々木徹 1、上之原広司 1、栗原紀子 3、鈴木博義 2 

1）国立病院機構	 仙台医療センター	 脳神経外科 

2）	 同	 臨床検査科/病理診断科 
3）	 同	 放射線科 

 
14:45-15:10	 座長	 隈部俊宏（東北大学大学院	 神経外科学分野） 
⑤ 下垂体腺腫とラトケ嚢胞が共存した先端巨大症の 1手術例 
○龍福雅恵 1)，引地堅太郎 2)，斎藤栄理 1)，木下俊文 3)，師井淳太 2)，宮田	 元 1) 

１）秋田県立脳血管研究センター	 脳神経病理学研究部 
２）秋田県立脳血管研究センター	 脳神経外科学研究部 
３）秋田県立脳血管研究センター	 放射線医学研究部 

 
15:10-15:35	 座長	 岸田悠吾（福島県立医科大学	 脳神経外科） 
⑥ 右側頭葉に発生した乏突起肉腫の 1例 

○金森政之 1)、渡辺みか 2)、内田浩喜 1)、斎藤竜太 1)、隈部俊宏 1)、冨永悌二 1) 

1) 東北大学大学院神経外科学分野  
2) 東北大学病院病理部 

 
15:35-15:50	 休憩 

 

3． 脳血管障害 
15:50-16:15	 座長	 榎本	 雪（福島県立医科大学	 神経内科） 
⑦ 後大脳動脈領域脳梗塞の慢性期剖検例に観察された順行性および逆行性経シナプス

変性 
○大谷真紀 1)，宮田	 元 2)，吉田泰二 2)，大島	 徹 1)，美作宗太郎 1) 

1) 秋田大学大学院医学系研究科	 法医科学講座 

2) 秋田県立脳血管研究センター	 脳神経病理学研究部 

 
16:15-16:40	 座長	 星	 明彦（福島県立医科大学	 神経内科） 

⑧ 炎症性脳アミロイド血管症の一例 
○松田真樹子 1)，山下洋二 2)，伊藤しげみ 3)，佐藤郁郎 3)，片倉隆一 2) ，鈴木博義 1) 

1) 仙台医療センター臨床検査科/病理診断科 
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2) 宮城県立がんセンター脳神経外科 
3) 宮城県立がんセンター病理学部 

 

4． てんかん 
16:40-17:05	 座長	 鈴木博義（国立病院機構仙台医療センター臨床検査科/病理診断科） 
⑨ 病理学的に Unverricht-Lundborg 病と考えられた進行性ミオクローヌスてんかん

の 1剖検例  
○三木康生 1, 2), 森文秋 1), 丹治邦和 1）, 今智矢 1,2）, 船水章央 2), 羽賀理恵 2),  
鈴木千恵子 2), 冨山誠彦 2), 三戸聖也 3), 黒滝日出一 3), 馬場正之 2),  若林孝一 1） 

1）弘前大学大学院医学研究科脳神経病理学講座,  
2）青森県立中央病院神経内科 
3) 同	 病理部 

 
17:05-17:30	 座長	 宮田	 元（秋田県立脳血管研究センター	 脳神経病理学研究部） 
⑩ G15897A遺伝子変異を認めたMERRF/MELAS overlap syndromeの 1例 

○守谷新 1），田中瑞子 2），安田恵 1），添田智子 1），星明彦 1），宇川義一 1） 
1）福島県立医科大学神経内科講座 
2）同 基礎病理学講座 

 

5． 筋疾患 
17:30-17:55	 座長	 渡辺みか（東北大学附属病院	 病理部） 

⑪ SRP抗体陽性多発性筋炎の筋病理 
○土屋	 真理夫 1)、金子	 知香子 1)、久保	 仁 1)、山本	 悌司 1)、片山	 宗一 1)、 
佐久間	 秀夫 2) 、下地	 眞哉 3) 

1) 脳神経疾患研究所	 総合南東北病院	 神経内科 
2) 脳神経疾患研究所	 総合南東北病院	 病理診断科 
3) 下地脳神経内科 

 

閉会の辞 
17:55-18:00	 代表世話人	 若林孝一 

（弘前大学大学院医学研究科	 脳神経病理学講座） 
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①複合 Pick 球（Compound	 Pick	 body）を含む FUS 沈着を伴う、

筋萎縮性側索硬化症（ALS）・前頭側頭葉変性症（FTLD）の臨床

病理学的検討	 

◯村山繁雄 1)，高尾昌樹 1)，石井賢二 2)，齊藤祐子 3)，長谷川成人 4) 
1) 東京都健康長寿医療センター高齢者ブレインバンク 
2) 同ペット研究施設 

3) 国立精神・神経医療研究センター臨床検査部 
4) 東京都内科医学総合研究所認知症プロジェクト病態細胞生物学研究室 

	 

緒言：今回我々は、緩徐進行性に仮性球麻痺様の構音障害と言語機能障害を呈した一例

（臨床神経 1992;	 32:	 1107-	 1111）の、その後の臨床経過と、神経病理所見を報告す

る。	 

症例：死亡時 73 歳女性。主訴：構音障害。臨床経過：66 歳ろれつが回らないことで初

発。67	 

歳初診時、仮性球麻痺生構音障害に加え、保続、口腔失行、強制把握反射を認めた。68

歳時嚥下障害出現、ウー以外の発語なし。70 歳、表情乏しく、寡動、上肢鉛管様筋強

剛出現。71 歳時意志疎通不能、寝たきり、両上下肢拘縮、深部腱反射亢進、両側 Babinski

徴候陽性。73 歳時頻回の肺炎の末死亡。	 

神経病理所見：脳重 940g。外表上中心前回を含む前頭葉弓隆部と Sylvius 裂周囲の著
明な萎縮を認めた。割面では、前頭葉優位の皮質萎縮に加え、白質の淡明化、尾状核頭

部の強い変性、海馬の萎縮が著明であった。前帯状回は細胞脱落が強く、αinternexin/ 

SMI31 陽性封入体を散見した。中心前回にも著明な細胞脱落の所見を認めた。扁桃核
には FUS陽性封入体を認めた。海馬には複合 Pick球を多数認め、FUS陽性であった。
超微形態的には granulofilamentous profileよりなり、中心部は密に集合していた。黒

質の変性は中等度であった。中心部に淡染部位を持つ SMI31陽性封入体を、視床・橋
核・下オリーブ核にも認め、下オリーブ核には外側部に仮性肥大を認めた。延髄錐体は

著明な有髄線維の脱落を認め、脊髄側索の変性は腰髄まで著明であった。脊髄前角には

グリオーシスを認め、FUS陽性封入体の出現を認めた。 
考察：FUS沈着症は、ALS、FTLDのいずれの病型も伴いうる。FUS遺伝子変異は前
者にしか認められず、両者が合併することはこれまでないとされてきた。本例は、ALS/ 

FTLD- FUS と考えられ、複合 Pick 球を伴う点が特徴的である。同様の症例はこれま
で 3例報告があり、我々は最近追加例を経験した（Nakamoto et al FTD 2012, 2012/9 
Manchester）。FUS変異を伴う ALS6の FUSは、アルギニンメチル化を受けているの
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に対し、FTLD- FUSは、FET familyと呼ばれる EWS, TAF15と共凝集していること
が免疫組織学的に示されており、本例の場合、この状況と比較して、どちらの病態に属

するのか、あるいは複合なのかについて、今後検討していく予定である。 

	 本例は神経病理学的に、Generalized variant of Pick disease (Tsuchiya et al: Acta 

Neuropathologica 2001: 102: 441- 448, Case 3), neuronal intermediate filament 
inclusion body disease（Yokota et al, Acta Neuropathologica 2008; 115: 561- 575, 

Case 5）として報告されてきたが、FUSの登場により、新しい病型である可能性が示
唆された。 
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②広範な多系統変性を伴う筋萎縮性側索硬化症の一剖検例 

○宮田 元 1)，柴野 健 2)，大内東香 2)，原 賢寿 2)，齋藤 謙 3)，石黒英明 2) 

１）秋田県立脳血管研究センター 脳神経病理学研究部 

２）秋田赤十字病院 神経内科 

３）秋田赤十字病院 病理部 

 

【症 例】死亡時 71 歳，男性 

【既往歴・家族歴】特記事項なし 

【現病歴】66 歳時，両上肢の筋力低下で発症．発症３ヶ月後の時点で筋萎縮，筋線維束攣縮，

腱反射減弱など下位運動ニューロン障害が顕著だったが，腱反射亢進や異常反射などの上

位運動ニューロンの障害が認められず．Kennedy-Alter-Sung 病との鑑別のための遺伝子診

断で CAG リピート伸長は検出されず．針筋電図では神経原性変化．以上より筋萎縮性側索

硬化症（ALS）の疑いが強いとされた．発症約 1 年後に胃瘻造設と気管切開を施行，在宅で人

工呼吸器管理となった．この頃から排尿障害あり泌尿器科で神経因性膀胱と診断された．発

症 3 年後には高血糖性昏睡で緊急入院．以後，意志疎通困難となった．約 2 週間で退院する

も，その後は高血糖と低血圧を繰返した．発症 4 年後以降は胆嚢炎や急性膵炎で入退院を

繰返し，仙骨部褥瘡が出現．末期には低血圧，低体温となり，昇圧剤の持続静注にも反応が

乏しく，末梢循環不全状態となり，人工呼吸器を装着された状態で心停止となった．経過中に

感覚障害，小脳徴候，錐体外路症候は明らかではなかった．全経過約５年． 

【神経病理学的所見】 

固定前脳重量 1,130g．肉眼的に脊髄は著明に萎縮し前根も萎縮．大脳では動眼神経，外転

神経，舌下神経の萎縮および運動野を含む前頭葉の萎縮，とくに運動野の萎縮と褐色調変

化が見られた．この他，右頭頂葉の陳旧性脳梗塞が認められた．組織学的には上位および下

位運動ニューロンの高度脱落とグリオーシスおよび残存神経細胞の胞体内にブニナ小体が認

められ ALS と診断した．錐体路の変性も著明．動眼神経核と第２仙髄オヌフ核にも著明な変

性所見あり．さらに運動ニューロン系以外でも広範囲に多系統の変性を伴っていた．すなわち，

大脳では歯状回顆粒細胞層のユビキチン陽性，TDP-43 陽性封入体のほか，尾状核，被殻，

淡蒼球，ルイ体，視床，小脳歯状核，赤核，下オリーブ核，脳幹網様体，脊髄では後索以外

のほぼ全領域（脊髄視床路，脊髄小脳路などの各種上向性線維連絡路や胸髄の中間質外

側核や Clarke 核を含む）にリン酸化 TDP-43 の異常蓄積を伴う著明な変性が認められた．ア

ルツハイマー病変は Braak & Braak stage II，CERAD score 0．α シヌクレイノパチーなし． 

【考 察】 

本例では ALS の病理像は確かに存在するが，臨床的に意志疎通困難や自律神経症状など
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を伴い，病理学的に運動ニューロン系でも ALS では通常障害を免れる外眼筋支配核（動眼神

経核など）と第２仙髄オヌフ核にも著明な変性所見が認められ，さらに運動ニューロン系以外

にも錐体外路，小脳入出力系，自律神経系および感覚系といった広範囲に著明な変性を生

じていることから，臨床病理学的に典型的な孤発性 ALS とは明らかに異なっている．Nishihira

らは孤発性 ALS 剖検例（n=35）の検討から，TDP-43 陽性神経細胞封入体の分布パターンの

相違により Type 1（封入体が比較的限局性の分布を示し，運動ニューロン系以外に明らかな

神経細胞脱落がない）と Type 2（封入体が歯状回顆粒細胞や前頭葉・側頭葉皮質，線条体，

黒質など広範囲に分布し，これらの部位における神経細胞脱落が認められ，認知症との関連

が強い）に分類している（Nishihira Y et al. Acta Neuropathol 116: 169-182, 2008）．本例は

type 2 に相当し，類似症例の剖検報告もある（Nishihira Y et al. Neuropathology 29: 689-696, 

2009）． 
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③急死した MSA-C の一剖検例  
富山大学大学院医学薬学研究部法医学講座 
西田	 尚樹，畑	 由紀子，木下	 耕史 

 
症例： 
	 60 代前半，女性。死亡 6 年前から歩行時のふらつきを自覚，2 年前に書字困難が出

現して神経内科を受診した。画像上，脳幹，小脳の高度萎縮を認め，脊髄小脳変性症と

診断され，難病認定を受けている。認知機能の検査は施行されていない。7月某日自宅
裏で倒れているのを発見され（草むしりをしていたと思慮されている），救急搬送され

たが死亡確認となった。 

 
剖検所見： 

	 時系列に比すると死体現象の進行が早く，検視時の直腸内温度が予測された温度より

高かった。（ただし当日の最高外気温は 27度である）。顔面，上肢，腰部に微小な損傷，
肋骨に心臓マッサージによる骨折がある。 

	 脳重量は 1292ｇ。Focal lesionは認めない。小脳，脳幹被蓋部の高度萎縮が認めら
れる。黒質の色素脱出はごく軽度である。組織学的には，橋核，背内側オリーブ核，小

脳歯状核などに高度の神経細胞脱落を認め，neuron, oligodendtrocyteにはα

-synuclein陽性の封入体が多数認められる。黒質，基底核にも少数の封入体が認められ
る。典型的な Lewy bodyを欠く。大脳皮質に老人斑（CERAD B), amyloid angiopathy
を認める。脳内各所に Taupathologyは認められない。 

	 心臓左心室壁の菲薄化，高度内腔拡張を認める。冠状動脈に硬化はない。 

 
考察： 

	 本例は multiple system atrophyで脳幹，小脳優位型（MSA-C）と考えられた。自
律神経系にも潜在的な機能低下があったことがうかがわれ，意識消失時に熱中症または

それに近似した状態にあったものと考えられ，外気温がそれほど高くない状態での意識

消失の原因として，MSA-Cならびに心臓の拡張性肥大が関連したことが推察される。 
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④Lehrmitte-Duclos disease との関連性について診断に苦慮
している小脳病変の 1 例  
臨床提示	 柴原一陽 1 

病理提示	 松田真樹子 2 
園田順彦 1、佐々木徹 1、上之原広司 1、栗原紀子 3、鈴木博義 2 

1国立病院機構	 仙台医療センター	 脳神経外科 

2	 同	 臨床検査科/病理診断科 
3	 同	 放射線科 

 
【症例】39歳、女性 
【既往歴、家族歴等】特記すべき事項なし 
【臨床経過】半年前からの頭痛を主訴に前医を受診したところ、小脳に腫瘍性病変が認

められたため当院紹介となった。来院時、意識清明、症状は頭痛とめまい感のみであっ

た。頭部MRIでは、左小脳半球、小脳虫部、右小脳半球内側上部が腫脹し、T1WI iso
〜low、T2WI high、DWI iso、ADC highを示す病変が広がっていた。T2WIは high

ではあるが不均一で、folia が腫大しているように見える部分もあった。その他、第四
脳室は圧排され、第三脳室、両側側脳室が拡大していた。Lhermitte-Duclos 病の疑い
で、摘出術が施行された。 

【病理所見】細く長い細胞質をもつ piloid glial cellが束状に配列し、交錯性に充実性
増殖を示している。少なくとも摘出された検体内では２相性パターンは見られない。ロ

ーゼンタール線維と考えられる所見が散見されるが、eosinophilic granular bodyはご

く少数見られるのみである。この他に変性の加わった小脳皮質白質の組織片も少数認め

られた。 
免疫染色ではグリア細胞は GFAP がびまん性に陽性であり、アストロサイト系の細

胞と考えられた。NueN の免疫染色ではこのグリアの増殖巣内に帯状に NeuN 陽性核
が認められ、NFP陽性線維も集簇が認められる。これらの NeuN陽性細胞は HE標本
では類円形の小型の核と細胞質を有する顆粒細胞様の細胞であった。Gangliocytoma

と考えられるような中型から大型の異形成性の神経細胞は確認できなかった。MIB-1
陽性細胞は 1%以下であった。 
【問題点】グリアの増殖巣内に認められた NueN 陽性細胞は病変に巻き込まれた既存

の小脳組織の可能性があった。細胞の所見からは Pilocytic astrocytomaが考えられる
像であるが、画像所見も組織学的も定型的ではなかった。小脳回を置き換えながら増殖

する astrocytomaと考えるとGrade Iの localized gliomaの定義からは外れることにな
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る。 
特殊な Astrocytomaと考えるべきか、Lehrmitte-Duclos diseaseに関連した小脳形成
異常の可能性はあるのかご意見をいいただきたく存じます。 
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⑤下垂体腺腫とラトケ嚢胞が共存した先端巨大症の 1 手術例  
○龍福雅恵 1)，引地堅太郎 2)，斎藤栄理 1)，木下俊文 3)，師井淳太 2)，宮田 元 1) 

１）秋田県立脳血管研究センター 脳神経病理学研究部 
２）秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科学研究部 
３）秋田県立脳血管研究センター 放射線医学研究部 

 
【症 例】57 歳，女性 
【家族歴】特記事項なし 
【既往歴】高血圧症（内服治療），喫煙・飲酒なし 
【現病歴】30 歳頃より手足の皮膚肥厚を自覚し，数年前から靴のサイズが 1.5 ㎝と大きくなった．

他院の頭部 MRI でトルコ鞍内に最大径 15mm の腫瘍性病変を指摘され，当センターを紹介

受診となった．診察上，手足の容積増加，顔貌の変化（鼻・口唇の拡大，下顎突出，眉弓膨

隆），X 線検査で手指骨のカリフラワー状変化と足底部軟部組織厚（heel-pad）24mm
（<22mm）を認めた．いびきをかくようになった（本人談）．血液一般，生化学検査は異常なし．

空腹時血糖 95mg/dl，HbA1c 5.5%．血中 GＨ3.69ng/ml（<3.6），IGF-1（ソマトメジン C）

613（<436），75gOGTT で 2 時間値 GH1.498（<1）と完全抑制されず．糖負荷 60 分後と 120
分後に尿糖 2+．その他のホルモン値は正常範囲．画像所見と併せ，GH 産生腺腫による先

端巨大症と診断．経蝶形骨洞的に腫瘍を摘出された．術中に明らかな嚢胞成分は指摘され

なかった． 
【神経病理学的所見】腫瘍は主として chromophobic cells の diffuse な増殖からなり，一部

（19～32%）に acidophilic cells が混在していた．核異型と大小不同が目立ち，二核の腫瘍

細胞も見られた．多くの腫瘍細胞は核が偏在し胞体に淡明なサイトケラチン陽性封入体

（fibrous body）を有していた．免疫組織化学的に 3～40%の腫瘍細胞が GH 弱陽性．PRL，

FSH，α-subunit は数個のみ陽性．GH と PRL は共存せず．ACTH，TSH，LH は陰性．

MIB-1 標識率は 1%未満．電顕的に chromophobic cells はごく少数の分泌顆粒（直径

100~200nm）を有する sparsely granulated somatotroph であり，fibrous body に一致し

て平均直径 7.2nm の中間径フィラメントが集積していた．同部には少量のミトコンドリア，小胞

体 ， ゴ ル ジ 装 置 お よ び 小 型 分 泌 顆 粒 が 混 在 し て い た ． 一 方 ， densely granulated 
somatotroph では直径 350～430nm の分泌顆粒を豊富に有していた．さらに本例では腫瘍

組織内に明瞭な cilia を有する一層の単層立方上皮からなるラトケ嚢胞が混在していた．以上

の所見から sparsely granulated somatotroph adenoma with Rathke’s cleft cysts 
component と診断した． 
【考 察】Collision sellar lesions として下垂体腺腫に合併しうる病変にはラトケ嚢胞以外に

もくも膜嚢胞などの各種嚢胞性病変，頭蓋咽頭腫，炎症，癌転移など様々な報告がある．な

かでも下垂体腺腫にラトケ嚢胞が合併する頻度は病理学的根拠のある報告では 1％未満であ

る．腺腫の産生ホルモンは様々ありうる．本例では GH 産生腺腫がラトケ嚢胞の好発部位であ

る下垂体前葉後端に生じたために腫瘍内にラトケ嚢胞を巻き込んだ可能性が示唆された． 
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⑥右側頭葉に発生した乏突起肉腫の 1 例  
○金森政之 1)、渡辺みか 2)、内田浩喜 1)、斎藤竜太 1)、隈部俊宏 1)、冨永悌二 1) 

1) 東北大学大学院神経外科学分野 

2) 東北大学病院病理部 
【症例】64歳	 男性 
【家族歴】特記すべき事項なし 

【既往歴】高血圧症・脳梗塞 
【臨床経過】 
半年前から性格変化、注意力散漫が出現した。近医を受診し右側頭葉腫瘍を指摘され

当科紹介となった。初診時 JCSI-1、巣症状を認めない。高次機能評価で多言症、注意
力低下が認められた。頭部単純 CTでは右側頭葉に主座をもつ白質と等信号の腫瘍性病
変を認める。腫瘤周辺に粗大な石灰化が認められる。頭部造影MRIでは右側頭葉に T1

強調画像で低信号、T2 強調画像で高信号、ガドリニウムにて強く不均一に造影される
病変を認めた。また脳幹部に造影される病変を認め播種が否定できない所見と考えられ

た。 

以上の所見を認め悪性神経膠腫を疑い開頭腫瘍摘出術を施行した。術後全脳照射及び

局所照射とテモゾロマイド投与を行った。しかし 10カ月後に脊髄播種をきたした。 
【病理所見】 

肉眼所見：右側頭葉の腫瘍性病変は灰白色で比較的明瞭な境界で周辺白質と境界される。

腫瘍は硬く、血管は豊富には存在しない。	 

組織所見：腫瘍本体は紡錘形の細胞の密な増殖からなり、細胞は束を形成し錯綜しなが

ら充実性に増殖していた。一部に壊死や微小血管増生が認められた。また周辺には核周

囲腔を伴う円形の細胞が増殖し、石灰化が随所に認められた。境界部では両者が混在し

増殖していた。免疫組織化学的検討では前者では S100, Nestin, NSE, N-CAM陽性、

Olig2陰性、後者で Olig2, S100, NSE陽性で N-CAMは陰性であった。これらの形態
学、免疫組織学的検討から前者は悪性末梢神経鞘腫瘍, 後者を乏突起膠腫と診断した。
乏突起膠腫に特徴的な染色体 1番短腕と 19番長碗の欠失や Isocitrate dehydorogenase

遺伝子の変異は両組織型で認められなかった。 
再発時の髄液細胞診では明らかな異型細胞は認められなかった。 
【問題点】 

1) 本症例は乏突起肉腫と診断したが腫瘍本体、周辺領域の診断はそれぞれ正しいか。 
2) 両者が混在する部分が認められ、collision tumorよりも同一起源の腫瘍と考えてよ
いか 
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⑦後大脳動脈領域脳梗塞の慢性期剖検例に観察された順行性お

よび逆行性経シナプス変性	 

○大谷真紀 1)，宮田	 元 2)，吉田泰二 2)，大島	 徹 1)，美作宗太郎 1)	 

1)	 秋田大学大学院医学系研究科	 法医科学講座	 

2)	 秋田県立脳血管研究センター	 脳神経病理学研究部	 

	 

【症	 例】死亡時 72 歳，男性	 

【既往歴】55 歳時に脳梗塞を発症し右片麻痺となる．高血圧症，糖尿病の治療歴あり	 

【現病歴】家族歴を含め臨床情報の詳細は不明．最近は寝たきり状態で認知症もあり，

週 3 回ほど通所デイサービスを受けていた．死因は法医学的に窒息死と診断されている．	 

【神経病理学的所見】固定後脳重量 1,270g．肉眼的に左後頭葉から海馬，海馬傍回を

含む左後大脳動脈領域の広範な陳旧性脳梗塞が見られた．左後大脳動脈は P2	 segment

起始部付近で動脈硬化性に閉塞し，脳底動脈も高度狭窄～閉塞を呈していた．左脳弓は

褐色調で著明に萎縮，同側の乳頭体は高度の萎縮のため同定困難．左視床前核は右に比

して軽度の褐色調を伴う萎縮を呈していた．組織学的に左脳弓では有髄神経線維の消失

と線維性グリオーシス，左視床前核では神経細胞脱落と線維性グリオーシスが認められ

た．前部帯状回に明らかな病変や組織学的左右差は認められなかった．視交叉より後方

の左視索は萎縮し，組織学的に有髄線維の減少と線維性グリオーシスを呈していた．視

交叉より前方の視神経の太さに左右差は見られなかった．左外側膝状体の検討はできな

かった．大脳深部白質は粗鬆化と線維性グリオーシスを呈し，白質や線条体，視床，橋

底部に多発性ラクナ梗塞が認められた．大脳皮質には微小梗塞と微小出血が散見された．

くも膜下腔や脳実質とくに大脳白質の小動脈や細動脈は中膜平滑筋細胞の高度の変

性・消失を示し，さらに同部には好酸性，PAS 陽性，Congo-red 陰性，von	 Koss 陰性の

顆粒状物質が沈着していた．この顆粒は電顕的に平滑筋細胞の基底膜の外側にある電子

密度の高い不整形物質であり，単位膜を伴わず，平滑筋細胞の胞体が陥凹した部分にも

認められた．神経原線維変化は Braak	 &	 Braak	 stage	 III 程度で変性神経突起を含む老

人斑は認められなかった．	 

【考察】大脳白質の小動脈や細動脈の形態学的所見は高血圧性血管症とは明らかに異な

っており，現在知られている arteriopathy のなかでは cerebral	 autosomal	 dominant	 

arteriopathy	 with	 subcortical	 infarcts	 and	 leukoencephalopathy	 (CADASIL)で認め

られる granular	 osmiophilic	 material	 (GOM)に一致する．CADASIL の病因は Notch	 3

遺伝子変異（95％がミスセンス変異）であることが知られているが，本例の家族歴や病

歴の詳細は不明であり，臨床的に CADASIL であるかも不明である．しかし本例では若年
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発症（55 歳）と認知症，病理学的にアルツハイマー病変が軽いこと，特異的 arteriopathy

と皮質下多発性ラクナ梗塞および白質変性から CADASIL との関連性が示唆される．	 

Papez 回路の順行性経シナプス変性の経時的変化について詳細は不明であるが，本例に

おける Papez 回路の病変は，一次病巣としての海馬体（とくに海馬支脚）の破壊後，数

年ないし十数年を経過した慢性期には，脳弓のワーラー変性に加え，乳頭体から視床前

核まで順行性経シナプス変性が生じていること，そして海馬傍回（とくに嗅内野）の破

壊による帯状回の逆行性経シナプス変性は生じていないことを示している．左視索の変

性は一次視覚野の梗塞巣を一次病巣とする視覚路の逆行性経シナプス変性と考えられ

た．	 
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⑧炎症性脳アミロイド血管症の一例  
○松田真樹子 1)，山下洋二 2)，伊藤しげみ 3)，佐藤郁郎 3)，片倉隆一 2) ，鈴木博義 1) 

1) 仙台医療センター臨床検査科/病理診断科 

2) 宮城県立がんセンター脳神経外科 
3) 宮城県立がんセンター病理学部 

 
【症例】：83歳	 女性 
【既往歴，家族歴等】特記事項なし 
【臨床経過】病歴，臨床所見，検査所見，画像所見など 

2012.5.10 頃から頭痛を訴え、左半身をあちこちぶつけるようになった。2012.5.20 に
前医を受診し、MRIで脳腫瘍を疑われた。 
第 1回入院(2012.5.23-2012.6.29)： 

入院時 JCS2、左半側空間無視と 4/5 左片麻痺を認めた。造影 MRI で右頭頂葉の脳溝
に沿った造影領域を認め、その周囲脳実質に広範な浮腫を伴っていた。脳血管撮影で同

部位の支配領域にある皮質動脈の一部途絶が認められた。癌性髄膜炎を念頭に置き、生

検を勧めたが、同意が得られなかったため、治療は脳浮腫に対するステロイド投与にと

どめた。 
第 2回入院(2012.7.9-2012.8.17)： 

上記症状に加えて、右同名半盲が出現し、再入院した。MRI FLAIRで左頭頂葉から後
頭葉の脳表に高信号の変化が出現した。2012.7.17開頭にて脳表の組織を採取し、病理
診断は「炎症性脳アミロイド血管症」となった。ステロイドを増量し、右同名半盲は軽

快、MRI追跡で病変の拡大なく経過した。 

 
【病理所見】剖検所見，組織所見など 

脳表の線維化と慢性炎症、血管周囲および血管内への多核巨細胞の浸潤とそれに伴う血

管の閉塞が見られ、脳実質には慢性虚血による皮質層状壊死様の脳梗塞とグリオーシス

が広汎に認められた。血管壁は中膜を主体に好酸性に変性し、アミロイド染色陽性で、

免疫染色では同部に β-amyloidの沈着が確認された。 

 
【問題点】 

脳アミロイド血管症は臨床的に再発性の脳葉型脳出血を呈することで知られているが、

脳虚血で発症する脳アミロイド血管症のまとまった報告は少ない。 
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⑨病理学的に Unverricht-Lundborg 病と考えられた進行性ミ

オクローヌスてんかんの 1 剖検例	 	 

○三木康生 1,	 2),	 森文秋 1),	 丹治邦和 1）,	 今智矢 1,2）,	 船水章央 2),	 羽賀理恵 2),	 	 

鈴木千恵子 2),	 冨山誠彦 2),	 三戸聖也
3),	 黒滝日出一 3),	 馬場正之 2),	 	 若林孝一 1）	 

1）弘前大学大学院医学研究科脳神経病理学講座,	 	 

2）青森県立中央病院神経内科,	 3)	 同	 病理部	 

	 

【症例】死亡時 61 歳、女性。	 

【既往歴・家族歴】両親はいとこ婚。それ以外に特記事項なし。	 

【臨床経過】11 歳、てんかん発作で発症。15 歳より四肢のミオクローヌスが出現。ミ

オクローヌスは徐々に増悪したが、バルプロ酸、カルバマゼピン、クロナゼパム、ジア

ゼパム、プリミドンの投与にて良好に管理されていた。また、15 歳頃から軽度の認知

機能低下を認めた。30 歳で施設に入所。40 歳時には上肢の測定障害を認め、45 歳時よ

り失調性構音障害も明らかとなった。46 歳時には小脳失調のため歩行不能。55 歳より

認知機能の急激な悪化を認め、会話ができなくなった。X 年 7 月（60 歳）、青森県立中

央病院神経内科に精査のため入院。額が広く、顎が突出する特異な顔貌を呈し、MMSE

は 5 点と認知機能は著明に低下。失調性構音障害に加え、指鼻試験で両側の測定過大を

認め、小脳失調を認めた。下肢は拘縮しており評価不能。脳波では全般性の多棘徐波が

睡眠時、覚醒時、光刺激時に散見された。頭部 MRI では小脳は著明に萎縮していた。さ

らに、T2＊で大脳皮質および基底核に多数の微小出血を認め、その数は経時的に漸増し

た。X＋1 年 10 月末（61 歳）より痰の量が多く、傾眠傾向となり食事も十分に取れなく

なった。11 月 20 日、39 度の発熱を認め、翌日同院神経内科を受診。外来で待機中に誤

嚥により心肺停止となったが、蘇生された。治療の甲斐なく 11 月 26 日に永眠した。	 

【剖検所見】脳重は 1113g。肉眼的に高度の小脳萎縮と軽度の前頭葉萎縮を認めた。組

織学的に歯状核、小脳皮質、下オリーブ核に高度の神経細胞脱落を認め、ユビキチンお

よびp62	 陽性の核内封入体が海馬および前頭側頭葉皮質を主体に広範に出現していた。

さらに、大脳および小脳のクモ膜下腔および皮質には高度のアミロイドアンギオパチー

を認め、側頭頭頂葉皮質に新旧の小出血を認めた。大脳皮質には多数の老人斑（Braak	 

stage	 C）を認め、海馬には少数の神経原線維変化を認めた（Braak	 stage	 Ⅱ）。	 

【問題点】本例は経過約 50 年の進行性ミオクローヌスてんかんの剖検例である。臨床
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的には小脳失調と認知機能低下を伴っていた。進行性ミオクローヌスてんかんを呈する

疾患のうち、Lafora 小体は認められず、Lafora 病は否定的。骨格筋に ragged	 red	 fiber

はなく、cytochrome	 c	 oxidase の酵素活性も保たれていたことから、myoclonus	 epilepsy	 

associated	 with	 ragged	 red	 fibers	 (MERRF)も否定的。また、dentatorubral	 

-pallidoluysian	 atrophy	 (DRPLA)とは病変分布が異なり、遺伝子検査でも陰性であっ

た。本例における神経細胞脱落の分布およびユビキチン陽性核内封入体の出現は

Unverricht-Lundborg	 disease（ULD）（バルト海型ミオクローヌスてんかん）として報

告されているものと酷似している（Acta	 Neuropathol	 121:	 427-427,	 2011）。また、

本例では小脳に高度の萎縮と神経細胞脱落を認めたが、フェニトイン等の小脳萎縮を起

こす抗てんかん薬の長期内服がないことから、本例は病理学的に ULD の１例と考えられ

た。さらに、本例では高度のアミロイドアンギオパチーと多数の老人斑を認め、50 歳

代後半から急速に進行した認知症の責任病変と考えた。現在、ULD の遺伝子検査を依頼

中である。	 
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⑩G15897A 遺伝子変異を認めた MERRF/MELAS overlap 
syndrome の 1 例  
○守谷新 1），田中瑞子 2），安田恵 1），添田智子 1），星明彦 1），宇川義一 1） 

1）福島県立医科大学神経内科講座 
2）同	 基礎病理学講座 

 
【症例】18歳，男性 
【既往歴】発達の異常なし 
【家族歴】母：30歳台より糖尿病	 40歳より認知機能障害，筋固縮，歩行障害 

【臨床経過】 
10 歳時より進行する認知機能障害と歩行障害の精査の為 2007 年（16 歳時）当科第 1
回入院．認知機能障害，両側感音性難聴，四肢ミオクローヌス，小脳失調等を認めた．

髄液検査と運動負荷検査で L/P上昇，頭部MRIにて小脳の萎縮，第 4脳室の拡大，大
脳皮質萎縮，脳波検査では全般性棘徐波複合を認めた．右大腿四頭筋での筋生検にて

H.E染色で多少の大小不同あり．Gomori染色で ragged red fiberは認めなかったが，

SDH染色で strongly-SDH reactive blood vesselを認めた．同部は CCO染色で集積を
認めず．2009年 3月（18歳時）左顔面痙攣と発語量低下で発症し当科第 2回入院．入
院時発語量低下，左顔面痙攣，軟口蓋と横隔膜にミオクローヌスを認めた．頭部 MRI

で右前頭葉に FLAIR と DWI で高信号域を認めた．本症例は臨床的に進行性ミオクロ
ーヌスてんかんと小脳失調に加え脳卒中様エピソードを呈しており，また生化および筋

病理学的検査結果などからMERRF/MELAS overlap syndromeと診断した．本人・母

親の遺伝子の解析を施行し，MERRF と MELAS での頻度の高い遺伝子変異は認めな
かったが，本人の頬粘膜，筋肉と尿で G15897A遺伝子変異を認めた．第 2回入院後痙
攣重積状態になり，気管支肺炎，敗血症性ショックにて永眠された． 

【病理所見】 
１）	 小脳皮質，大脳皮質を主体とした脳萎縮（1028g） 
２）	 右前頭葉における梗塞様の神経脱落，グリア増生 

３）	 大脳皮質の海綿状変化及びグリア増生 
４）	 痙攣重積に伴う海馬 CA1領域における神経線維脱落 
５）	 大脳基底核，小脳歯状核の神経線維脱落及び細血管周囲の石灰沈着 

６）	 小脳 Purkinje細胞の脱落，白質神経線維の脱落及びグリア増生 
７）	 脊髄白質の神経線維脱落 
【問題点】MERRF/MELAS overlap syndromeに特異的な病理学的変化はあるのか． 
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⑪SRP 抗体陽性多発性筋炎の筋病理  
○土屋真理夫 1)、金子知香子 1)、久保	 仁 1)、山本悌司 1)、片山宗一 1)、佐久間秀夫 2) 、
下地眞哉 3) 

1)脳神経疾患研究所	 総合南東北病院	 神経内科 
2)脳神経疾患研究所	 総合南東北病院	 病理診断科 
3)下地脳神経内科 

 
【症例】：44歳	 男性 
【既往歴、家族歴等】特記すべきことなし 

【臨床経過】 
病歴：平成 23年 11月初旬より筋力低下および筋痛を自覚し、同月 17日に当科外来受
診した。近医筋優位の筋力低下(MMT3-4程度)、採血にて CK 19,605U/lと上昇を認め

たため、多発筋炎疑いにて 11月 21日に当科入院となった。 
入院後、筋電図、筋生検、悪性腫瘍の検索を施行し、ソル・メドロールパルスを 5

日間施行した。その後、プレドニン内服を 60mg/日から開始した。 

一時期は呼吸筋麻痺(人工呼吸器は使用せず)、嚥下障害、高度筋力低下もきたしたが、
徐々に症状の改善を認めた。そのため血漿交換および IVIgなどの追加治療は施行しな
かった。亜急性の経過および筋肉病理所見より SRP 抗体陽性筋炎が疑われたため、国

立精神・神経医療センターにて抗体測定を依頼したところ、SRP抗体陽性が判明した。 
平成 24年 1月 27日に自宅退院となり、退院後はプレドニン 10㎎を隔日投与してい

た。 

平成 24年 5月に再び筋力低下を自覚し、採血にて CK 2728U/lと高値を認めたため 3
日間ソル・メドロールパルスを施行し、症状の改善を認めた。現在も外来にてフォロー

アップ中である。 

【臨床所見】：入院時 
一般身体所見	 体温 36.7℃、血圧 102/68、脈拍 96拍/分、胸腹部に異常所見なし 
神経学的所見	 意識清明、脳神経系に異常所見なし 

近位筋優位に筋力低下あり 

(MMT: deltoid 3/3 biceps 3/3 triceps 3/3 WE 4/4 WF 4/4 quad 3/3 TA 4/4 ) 
感覚障害なし、筋把握痛あり 

腱反射は若干の減弱を認めるが、左右差なし 
採血	 AST 774U/l, ALT 628U/l, LDH 1847U/l, CK19605 U/lの著明な上昇を認めた。
抗核抗体、抗 Jo-1抗体、抗 DNA抗体は陰性。抗ミトコンドリア抗体、抗 SS-B抗体は
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わずかに上昇を認めていたが、偽陽性と判断した。 
体幹部造影 CT、上部下部消化管内視鏡にて悪性疾患の所見なし 
筋電図：自発電位(fibrillation, positive sharp wave)を認めた。MUPの低振幅あるも、

最大収縮時に完全な干渉波形を形成した。 

 
【病理所見】筋生検(平成 23 年 11 月 26 日施行、福島県立医科大学	 神経内科教室に

凍結標本作成していただいた) 
HE染色：著明な壊死性線維と再生線維が、ほぼ正常あるいは全般に軽度萎縮している
と思われる筋群に散在していた。壊死線維は腫大、無構造のものから macrophageを多

数含んだ細胞を認めた。 
Dystrophin染色：壊死線維の基底膜構造は失われていた。 
PAS染色：壊死線維の線維構造の乱れはあるが特異的所見なし。 

NADH染色：壊死線維の線維構造の乱れはあるが特異的所見なし。 
CD69(macrophage)染色：血管周囲、壊死線維内、周囲および、一部 perimysiumに多
数認めた。 

CD4,8染色：T細胞はほとんど同定されなかった。 
CD20染色：B細胞は少数血管周囲、perimysiumに認めるが、非常に少なかった。 
MAC(C5b9)染色：血管周囲、壊死線維内とその周囲に強い沈着あり。一部のほぼ正常

と思われる筋線維膜に沿って弱い沈着を認める。 

 
この病変は炎症細胞の浸潤はほとんどないにもかかわらず、かなりの数の壊死・再生線

維を含み、しかも membrane attack complexが強陽性である。以上より SRP抗体陽
性筋炎に矛盾しない病理組織像であるといえる。 

 
【問題点】 
本症例は SRP 抗体陽性筋炎の症例であり、臨床経過および病理組織像もそれに一致

する。 

必ずしも予後が良好な筋疾患ではないが、現在はステロイドが奏功し、社会復帰してい

る。 
今後、ステロイド抵抗性になり治療に難渋する可能性があるため、注意をする必要があ

る 


