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自己免疫性胃炎による亜急性連合性脊髄変性症の一例
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We report a case of a patient who experienced subacute combined degeneration of the spinal cord caused by chronic 
vitamin B12 deficiency due to autoimmune gastritis. A 68-year-old woman visited our department for dysesthesia of 
limbs and gait disturbance. Blood test showed macrocytic anaemia. Furthermore, laboratory tests showed positive 
for anti-parietal cell antibodies, as well as increased serum gastrin level, which confirmed the diagnosis of auto-
immune gastritis. Anaemia and neurological symptoms were improved after vitamin B12 supplementation. Auto-
immune gastritis is the primary cause of vitamin B12 deficiency. Vitamin B12 deficiency in autoimmune gastritis 
is caused by a deficiency of gastric intrinsic factor, which is produced in the gastric mucosa and is essential for the 
absorption of vitamin B12 in the ileum. Vitamin B12 is indispensable for nucleic acid synthesis in the erythrocytes 
and nerve cells; hence, its deficiency may cause anemia or neuropathy. The precise diagnosis and prompt treatment 
are particularly important for preventing the irreversible neurological caused by vitamin B12 deficiency.
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はじめに

　自己免疫性胃炎では抗胃壁抗体、抗内因子抗体のいず

れかが陽性で胃粘膜萎縮が高度になることでビタミン

B12…の吸収障害が起こり、その結果として悪性貧血の

他、神経障害として亜急性連合性脊髄変性症、末梢神経

障害を発症する。今回、消化器疾患の既往のない患者が

自己免疫性胃炎による栄養障害により亜急性連合性脊髄

変性症を発症した例を経験したため報告する。

症　　例
患者：68歳女性
主訴：四肢のしびれ、脱力感、歩行障害
現病歴：X年2月頃から右手指のしびれを自覚、その後
両下肢、左手のしびれが出現し、徐々に動かしにくくなっ

てきた。手指の細かい作業がしにくくなり、箸がうまく

使えず、書字も困難となり、歩行も不安定になってきた。

特に消化器症状は無かったが、3月頃より食欲なく体重

は2カ月で5kg程度減少した。

既往歴：頸椎椎間板ヘルニア（45歳時に前方除圧固定
術を施行）

生活歴：食生活嗜好は特になく、飲酒歴もなし
家族歴：特記事項なし
職業：主婦業
一般身体所見：身長157cm、体重43kg（Body…Mass…Index…
17.44）、体温…36.7℃、血圧…137/80mmHg、脈拍…70/分整。

腹部は平坦・軟で圧痛は認めなかった。

神経学的所見：遠位筋優位の四肢の筋力低下を認め
（MMT：三角筋…5-/5-…上腕二頭筋…4/4…上腕三頭筋…4/4…

手根伸筋…4-/4-…手根伸筋…4-/4-…腸腰筋…4/4…大腿四頭

筋…4/4…大腿屈筋…5-/5-…前脛骨筋…5/5…腓腹筋…5/5）、四

肢の腱反射異常は上腕三頭筋反射…+/+…上腕二頭筋反

射…↓/↓…腕橈骨筋反射…+/+…膝蓋腱反射…++/++…アキレ

ス腱反射…↓/↓…であった。両下肢に軽度の痙性があり、

Babinski反射は両側で陽性であった。四肢の異常感覚

（遠位優位のしびれ）、四肢の深部感覚低下・運動失調が

認められ、Romberg徴候は陽性（右に傾き立位が保てな

い）、歩行は広基性で失調を認めた。

検査所見：血液検査ではビタミンB12が121pg/ml（正
常値…233-914pg/ml）と低下しており、RBC…244万/μ

l、Hb…10.8g/dl、MCV…127flと大球性貧血が認められた。

その他末梢血、一般生化学検査では異常は認めなかっ

たが、空腹時ガストリンが2588pg/ml（正常値…<200pg/

ml）と上昇しており、抗胃壁抗体は20倍で陽性であっ

た。抗内因子抗体は陰性であった。その他自己抗体は

抗AQP-4抗体、抗SS-A抗体、抗SS-B抗体、抗Tg抗体、

抗TPO抗体、抗HTLV-1抗体はいずれも陰性であり、血

清銅、ACEも正常範囲内であった。髄液検査は蛋白…29…

mg/dl、細胞数…1/ul以下で正常範囲内であった。脳MRI

では明らかな異常所見は認めなかった。脊髄MRIでは

C2 ～ 7レベル髄内後索（楔状束）に限局するT2WI高信

号を認め（Fig1）、病変の造影効果は認めなかった。神

経伝導検査は、感覚神経伝導検査で上肢（正中神経、尺

骨神経）、下肢（腓腹神経）で感覚神経活動電位の振幅

低下を認めた。胸腹部CTでは明らかな異常や腫瘍性病

変は認めなかった。上部消化管検査では胃体部を主体と

した胃粘膜萎縮の所見を認め（Fig2）、迅速ウレアーゼ

試験は陰性であり、Helicobacter…pylori感染は否定的で

あった。

Fig.…1）Neck…MRI…findings
T2-weighted…images…showing…high-intensity…areas…
in…the…posterior…areas…at…C2…through…C7.

Fig.…2）Gastroscopy…findings
Massive…atrophic…gastritis… at… the… fundic…gland…
area…of…the…stomach.…Absence…of…atrophic…gastri-
tis…at…the…gastric…antrum.…There…was…no…evidence…
of…gastric…cancer…or…carcinoid.
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臨床経過：ビタミンB12の低下、大球性貧血を認め、特
徴的な脊髄画像所見（楔状束に限局したT2WI高信号）

からビタミンB12低下による亜急性連合性脊髄変性症と

診断した。胃消化管内視鏡では萎縮性胃炎を認めたが、

H.pyroli感染は否定的であり、抗胃壁抗体が陽性であっ

たことから自己免疫性胃炎による吸収障害が原因と考

えられた。メコバラミンの静脈内投与（連日）を開始し

た。治療開始後、症状の改善があり、1週間後より連日

の筋肉内注射切り替えた。ビタミンB12、大球性貧血の

改善も認められ、神経伝導検査の所見も改善あり、病棟

内ADLも自立したため自宅に退院した。退院後は外来

で月に1回、メコバラミンの筋肉内注射を施行する方針

となった。

考　　察
　ビタミンB12欠乏症性神経障害は脊髄障害と末梢神経

障害の2つがあり、脊髄障害では後索と側索が障害され

るため亜急性連合性脊髄症と呼ばれており、側索より後

索が早期に障害されるため、脱力よりも感覚性運動失調

症状が進行する。一般に、痙性、錐体路障害が進行して

から末梢神経障害が出現する。初期より深部感覚障害と

錐体路症状、Romberg徴候は陽性となり、下肢の痙性対

麻痺をほぼ左右対称性に認める。これらの神経障害は通

常、巨赤芽球性貧血を伴い出現するが、約4分の1の症

例で貧血を伴わず、神経症状がビタミンB12欠乏症の初

発症状となりうる1）。

　近年、自己免疫性疾患の知見が広がり、さらにMRI…

画像で脊髄病変が指摘されることもあり、自己疫性免胃

炎を基盤として悪性貧血と亜急性連合性脊髄変性症が合

併した例が報告されている2-6）。しかし、報告症例の中

には極端にバランスの取れていない食生活を伴う自己免

疫性胃炎の症例や、胃癌と共存する自己免疫性胃炎の症

例なども含まれており、本例のように自己免疫性胃炎の

みが脊髄障害を引き起こした症例は稀である。また、橋

本病に自己免疫性胃炎が合併する機序が報告されてお

り、甲状腺と胃の組織は発生原器が中胚葉で同じである

ため共通の免疫学的基盤が存在すると考えられ、リンパ

球による甲状腺上皮、消化管上皮の破壊が起こり胃粘膜

の萎縮が進行し、ビタミン吸収障害、悪性貧血に至ると

考えられている5,6）が、本症例では甲状腺自己抗体は陰

性であり、橋本病を合併していないと考えられた。

　ビタミンB12欠乏症の原因としては、（1）吸収不良症

候群（2）その他の消化管・消化器機能の要因（特に胃

切除後、萎縮性胃炎、極端な菜食主義、妊娠、および回

盲部病変）、（3）プロトンポンプ阻害薬の長期使用（吸

収不良のためにビタミンB12欠乏症を引き起こす）の機

序が報告されている。自己免疫性胃炎によって引き起こ

されるビタミンB12欠乏症の根底にあるメカニズムは、

壁細胞からの胃内因子分泌の不足であると考えられてお

り、胃粘膜で産生され、回腸でのビタミンB12の吸収に

不可欠な胃内因子の欠乏によって引き起こされる。その

ため、大規模な萎縮性胃炎（自己免疫性胃炎を含む）が

検出された場合は、ビタミンB12欠乏症を疑う必要があ

る5）。自己免疫性胃炎はまれな病態ではなく、上部消化

管内視鏡のスクリーニングを受けている無症候性の患者

における自己免疫性胃炎の有病率は、本邦では0.49…%で

あると報告されている7）。自己免疫性胃炎の診断基準は

まだ明確に定義されていないが、本例では、胃内視鏡所

見（胃体部の萎縮性胃炎）、抗胃壁細胞抗体陽性、およ

び高ガストリン血症に基づいて自己免疫性胃炎と診断し

た。ビタミンB12欠乏症による神経障害の診断と治療が

遅れると、神経障害は不可逆的になる可能性があるが、

本例のように自己免疫性胃炎は消化器症状に乏しく、半

数近い患者で消化器症状が認められず、消化器症状も一

貫しない例が多い8）ため、貧血や神経症状がない状態で

診断に至るケースは少なく、本疾患を疑ったスクリーニ

ングが重要と考えられる。

結　　語

　消化器疾患の既往や手術歴がなく、極端な菜食主義や

摂食障害のない患者で神経障害を呈するようなビタミン

B12欠乏が認められた場合、自己免疫性胃炎が背景疾患

として存在する場合がある。また、無症候の患者のスク

リーニングの一環として上部消化管内視鏡検査を実施す

る場合も、自己免疫性胃炎が存在するかどうかを調査す

る必要がある。自己免疫性胃炎を早期診断することで、

ビタミンB12欠乏症を引き起こす前に予防可能となり、

不可逆的な神経障害を予防できると考えられる。
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