
療しているというだけではなくて、お
のずと、例えば喘息の治療をしながら、
鼻炎、もしくは副鼻腔炎の治療にもな
っているというのが、日常臨床である
ということだと思います。
　池田　その状態からさらに、One air-
way, one diseaseの正しさというので
すか、意義の裏打ちといいますか、そ
のようになっていくのですね。
　田中　そうですね。
　池田　おもしろいと思ったのは、こ
の考え方で、例えば喘息の吸入があり
ますよね。例えば回数が決まっている。
その場合、鼻のほうは１日１回ではな
くて２回やりたいというときには、朝
は鼻から吸入ステロイドを出して、夜
は点鼻を１回やるとか、そういうこと
も考えられるのでしょうか。
　田中　それは当然、喘息と鼻炎は基
本的に別で考えるべきですので、両方、
点鼻のステロイドをやって、吸入ステ
ロイドをやる。そして、吸入ステロイ

ドで経鼻呼出をやる。そうすればなお
さら、相加効果だけではなく、相乗効
果が表われる可能性もあります。
　池田　気になるところは、例えば鼻
粘膜、気管支の上皮、そういったもの
のステロイドの反応性はそんなに違わ
ないものなのでしょうか。
　田中　明確に２つの細胞を取ってき
て比べたという報告は私の知り得る限
りありません。もちろん薬の感受性で
あったり、そういった差異はあると思
いますが、おおむね方向性というのは
同じになると考えられます。
　池田　私も鼻炎の治療と喘息の治療
はインディペンデントにやるものだと
思っていたのですが、意外とやりよう
によっては両方とも利点を出して治療
できるのですね。
　田中　そうですね。そのとおりだと
思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

千葉大学脳神経内科准教授
三　澤　園　子

（聞き手　山内俊一）

　ギランバレー症候群についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

ギランバレー症候群

　山内　三澤先生、ギランバレー症候
群といいますと、我々素人には少しお
っかない病態もある印象ですので、そ
のあたりを中心にお話をうかがいたい
と思います。神経障害というと、知覚・
感覚障害と運動障害、２つに大別され
ますが、ギランバレー症候群に関して
はどちらも来る病気ですね。
　三澤　そうですね。ギランバレー症
候群の場合には典型的には知覚と運動、
両方障害され、最も典型例の症状とし
ては両下肢から始まる上行性のしびれ
と筋力低下です。一方で運動だけの障
害をきたす例もあり、そういう場合は
上行性の運動麻痺、両下肢から四肢麻
痺にいくといったタイプの臨床症状に
なります。
　山内　感覚がやられる、運動がやら
れる、両方やられる、こういった違い
が出てくることに関しては何か知見は

あるのでしょうか。
　三澤　ギランバレー症候群の臨床病
型は、二大病型というのが知られてい
て、軸索が障害される軸索型と、髄鞘
が障害される脱髄型という２つがあり
ます。軸索型は原則、純粋運動神経麻
痺になり、脱髄型の場合には運動・感
覚神経の障害という組み合わせになり
ます。
　山内　ギランバレー症候群には２種
類あると考えてよいのですか。
　三澤　そうですね。
　山内　国内あるいは海外で発生頻度
に差はあるのでしょうか。
　三澤　日本では、軸索型と脱髄型が
ほぼ同じぐらいの割合で発症していま
す。アジアの国は軸索型が比較的多い
傾向がありますが、欧米に関しては脱
髄型のほうが圧倒的多数を占めていま
す。ですので、欧米の教科書を見ると、
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ないかと思います。
　山内　これは自己免疫疾患とされて
いますが、抗体はあるのでしょうか。
　三澤　抗体に関しては、先ほど申し
上げました軸索型と脱髄型で少し状況
が変わっていて、軸索型の場合には抗
ガングリオシド抗体という自己抗体が
証明されており、それが病原となって
いることがわかっています。一方で脱
髄型のほうは自己抗体はまだ十分にわ
かっていないのが現状です。
　山内　このあたりはもう少し研究が
進むとわかりやすくなりますね。
　三澤　そうですね。
　山内　トリガーとなる病気としては、
よく感染症が挙げられますが、具体的
にはどういったものなのでしょうか。
　三澤　感染症の中でも、まず細菌と
ウイルスがあって、細菌の場合はグラ
ム陰性桿菌で、具体的にはキャンピロ
バクターとか、インフルエンザ桿菌な
どが引き金になります。これらのグラ
ム陰性桿菌の場合には、先ほど申し上
げたような軸索型を惹起することが多
く、そしてウイルスの場合は、例えば
サイトメガロウイルスなど、こちらは
脱髄型の誘因となることが多いと考え
られています。
　山内　ウイルスはともかく、細菌系
になると、例えば衛生状態もかなり関
係するような気がしますが。
　三澤　おっしゃるとおりです。まだ
きちんとデータで出しているわけでは

ないのですが、専門医の感触として、
COVID-19の流行によって皆さん、外
食が減って、手洗いをかなりされ、衛
生状況がよくなり、感染症の発症が少
し減っている部分があるかと思うので
す。それに伴って国内のギランバレー
症候群の患者さんの数が減っている印
象です。
　山内　COVID-19は関係はしている
のでしょうか。
　三澤　おそらくCOVID-19は脱髄型
を起こすのではないかと考えられてい
て、非常に感染者の多いイタリアから
は例年の３倍の発生頻度だという報告
が上がっています。この因果関係はま
だ結論がでていません。
　山内　インフルエンザウイルスに関
してですが、このワクチンで引き起こ
されるという話があります。いかがで
しょうか。
　三澤　豚インフルエンザのワクチン
と関連したギランバレー症候群は、以
前、報告されていたのですが、幸いそ
の後はワクチンとギランバレー症候群
との関連が明確に証明されたものはな
いという状況です。
　山内　進行についてですが、通常の
自然経過はどういったものなのでしょ
うか。
　三澤　ギランバレー症候群の一般的
な経過というのは、発症から、急性に
進行します。いわゆる極期、ピークと
呼ばれているところまでが４週以内に

かなり脱髄型に偏った記載がされてい
ます。
　山内　国によって違う理由が何かあ
るのでしょうか。
　三澤　明確になっていない部分もあ
りますが、これは先行感染が惹起する
自己免疫疾患なので、感染因子の問題
と、宿主側、患者さん側の遺伝的背景
などの、両方の要素があると考えられ
ています。
　山内　あと、多発神経障害というか
たちになっていますが、これは一斉に
いろいろな神経がやられると考えてよ
いのでしょうか。
　三澤　そうです。基本的には両側に
対称性にすべての神経が障害を受けて
いきます。
　山内　その理由というのはどういっ
たものなのでしょうか。
　三澤　blood brain barrierという言
葉をご存じかと思うのですが、末梢神
経にもblood nerve barrierというバリ
アが存在していて、解剖学的にこの
blood nerve barrierは神経根、近位部
と神経終末、遠位部、両方でこのバリ
アがもともとない、もしくは緩いこと
が知られています。そのバリアがない
部分に炎症がプライマリーに起きるこ
とが原因と考えられています。
　山内　さて一般の医師にとって、こ
の病気は重症化すると非常に怖い病気
ですが、重症化するケースに関しては、
どういった病態あるいは症状が出てく

るのでしょうか。
　三澤　ギランバレー症候群の重症度
は、かなり幅があるというのがまず前
提にあります。非常に軽く済んでしま
う方をご経験の先生もいるかと思いま
す。ですが、一方で非常に重症化され、
人工呼吸器がついて後遺症を残される
方もいます。劇症型といい、数時間で
急速に進行することもあります。急激
な進行をきたす場合には、速やかに専
門医に相談いただければと考えていま
す。
　山内　呼吸障害が出てきて、レスピ
レーターが必要なケースも出てくるの
ですね。
　三澤　そうですね。ちょうど震災の
日に午前中に搬送されてきた患者さん
がそのまま、震災を挟んで、あっとい
う間に四肢麻痺になり、みなで病棟ま
で担ぎ上げたということがありました。
そのぐらいの速度で進む方もいます。
　山内　とにかく下肢から筋力低下で
来ているものに関しては、救急に搬送
したほうがいいと考えてよいのでしょ
うね。
　三澤　そうですね。
　山内　数時間で進行するというのは
少し怖いところですね。
　三澤　それほど多い頻度ではないの
ですが、そういう方もいるので、おそ
らく待合室で待っている間にもどんど
ん進行するような方は注意していただ
けると、安心して診療に臨めるのでは
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ないかと思います。
　山内　これは自己免疫疾患とされて
いますが、抗体はあるのでしょうか。
　三澤　抗体に関しては、先ほど申し
上げました軸索型と脱髄型で少し状況
が変わっていて、軸索型の場合には抗
ガングリオシド抗体という自己抗体が
証明されており、それが病原となって
いることがわかっています。一方で脱
髄型のほうは自己抗体はまだ十分にわ
かっていないのが現状です。
　山内　このあたりはもう少し研究が
進むとわかりやすくなりますね。
　三澤　そうですね。
　山内　トリガーとなる病気としては、
よく感染症が挙げられますが、具体的
にはどういったものなのでしょうか。
　三澤　感染症の中でも、まず細菌と
ウイルスがあって、細菌の場合はグラ
ム陰性桿菌で、具体的にはキャンピロ
バクターとか、インフルエンザ桿菌な
どが引き金になります。これらのグラ
ム陰性桿菌の場合には、先ほど申し上
げたような軸索型を惹起することが多
く、そしてウイルスの場合は、例えば
サイトメガロウイルスなど、こちらは
脱髄型の誘因となることが多いと考え
られています。
　山内　ウイルスはともかく、細菌系
になると、例えば衛生状態もかなり関
係するような気がしますが。
　三澤　おっしゃるとおりです。まだ
きちんとデータで出しているわけでは

ないのですが、専門医の感触として、
COVID-19の流行によって皆さん、外
食が減って、手洗いをかなりされ、衛
生状況がよくなり、感染症の発症が少
し減っている部分があるかと思うので
す。それに伴って国内のギランバレー
症候群の患者さんの数が減っている印
象です。
　山内　COVID-19は関係はしている
のでしょうか。
　三澤　おそらくCOVID-19は脱髄型
を起こすのではないかと考えられてい
て、非常に感染者の多いイタリアから
は例年の３倍の発生頻度だという報告
が上がっています。この因果関係はま
だ結論がでていません。
　山内　インフルエンザウイルスに関
してですが、このワクチンで引き起こ
されるという話があります。いかがで
しょうか。
　三澤　豚インフルエンザのワクチン
と関連したギランバレー症候群は、以
前、報告されていたのですが、幸いそ
の後はワクチンとギランバレー症候群
との関連が明確に証明されたものはな
いという状況です。
　山内　進行についてですが、通常の
自然経過はどういったものなのでしょ
うか。
　三澤　ギランバレー症候群の一般的
な経過というのは、発症から、急性に
進行します。いわゆる極期、ピークと
呼ばれているところまでが４週以内に

かなり脱髄型に偏った記載がされてい
ます。
　山内　国によって違う理由が何かあ
るのでしょうか。
　三澤　明確になっていない部分もあ
りますが、これは先行感染が惹起する
自己免疫疾患なので、感染因子の問題
と、宿主側、患者さん側の遺伝的背景
などの、両方の要素があると考えられ
ています。
　山内　あと、多発神経障害というか
たちになっていますが、これは一斉に
いろいろな神経がやられると考えてよ
いのでしょうか。
　三澤　そうです。基本的には両側に
対称性にすべての神経が障害を受けて
いきます。
　山内　その理由というのはどういっ
たものなのでしょうか。
　三澤　blood brain barrierという言
葉をご存じかと思うのですが、末梢神
経にもblood nerve barrierというバリ
アが存在していて、解剖学的にこの
blood nerve barrierは神経根、近位部
と神経終末、遠位部、両方でこのバリ
アがもともとない、もしくは緩いこと
が知られています。そのバリアがない
部分に炎症がプライマリーに起きるこ
とが原因と考えられています。
　山内　さて一般の医師にとって、こ
の病気は重症化すると非常に怖い病気
ですが、重症化するケースに関しては、
どういった病態あるいは症状が出てく

るのでしょうか。
　三澤　ギランバレー症候群の重症度
は、かなり幅があるというのがまず前
提にあります。非常に軽く済んでしま
う方をご経験の先生もいるかと思いま
す。ですが、一方で非常に重症化され、
人工呼吸器がついて後遺症を残される
方もいます。劇症型といい、数時間で
急速に進行することもあります。急激
な進行をきたす場合には、速やかに専
門医に相談いただければと考えていま
す。
　山内　呼吸障害が出てきて、レスピ
レーターが必要なケースも出てくるの
ですね。
　三澤　そうですね。ちょうど震災の
日に午前中に搬送されてきた患者さん
がそのまま、震災を挟んで、あっとい
う間に四肢麻痺になり、みなで病棟ま
で担ぎ上げたということがありました。
そのぐらいの速度で進む方もいます。
　山内　とにかく下肢から筋力低下で
来ているものに関しては、救急に搬送
したほうがいいと考えてよいのでしょ
うね。
　三澤　そうですね。
　山内　数時間で進行するというのは
少し怖いところですね。
　三澤　それほど多い頻度ではないの
ですが、そういう方もいるので、おそ
らく待合室で待っている間にもどんど
ん進行するような方は注意していただ
けると、安心して診療に臨めるのでは
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訪れて、そこからセルフリミッティン
グと言っているのですが、自然に軽快
していくのがギランバレー症候群の症
状、典型例でもあり、定義でもありま
す。
　山内　実際に障害を抱える方は、後
遺症も含めてどのぐらいいらっしゃる
のでしょうか。
　三澤　ギランバレー症候群は非常に
予後がよい病気というイメージを皆様
お持ちのようですが、決してそのよう
なことはなく、発症から１年後時点で
も自分で歩けない、杖が必要、車いす
生活といった方が約２割いることが示
されています。
　山内　あまり予後は良くないのです
ね。
　三澤　そうですね。
　山内　最後に治療ですが、具体的に
どういったことがなされるのでしょう
か。
　三澤　標準治療として確立されてい

るものは免疫グロブリン療法と血漿交
換療法です。ですが、投与法が簡便な
ため現在は免疫グロブリン療法がほと
んどの症例に適用されていると思いま
す。
　山内　それでも先ほどのような予後、
そういった状況だと考えてよいのです
ね。
　三澤　そうですね。一方で、その状
況を改善するべく、最近新規治療の開
発が非常に活発化してきています。そ
のメカニズムが先ほどの重症化、つま
り神経が本格的に壊れてしまうメカニ
ズムの背景に補体の活性化があること
が知られています。ですので、その補
体をブロックするようなモノクローナ
ル抗体を用いた治療アプローチが、に
わかに盛り上がってきていて、国内で
も治験が現在進行中です。
　山内　それは楽しみですね。ありが
とうございました。

東京逓信病院皮膚科部長
三　井　　浩

（聞き手　池田志斈）

　左側の頸部痒疹で抗アレルギー剤、漢方、ステロイド外用（最終的にベタメ
タゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル）、フルドロキシコルチドテープな
どを試しますが、一進一退です。2019年９月頃発症です。次はビタミンD3配
合ステロイドなどもありますが、悩んでいるところです。アトピーを含め、基
礎疾患はないです。
 ＜鳥取県開業医＞

痒疹

　池田　三井先生、今回は痒疹の患者
さんで、いろいろ治療したのだけれど
も悩んでいるという質問です。左側の
頸部痒疹とあるのですが、まず痒疹と
はいったい何なのでしょうか。
　三井　一言でいうと痒疹は、強いか
ゆみを伴う孤立性の丘疹、ぼこっとし
たものが、多発するかゆみの強い湿疹
です。
　池田　アトピー性皮膚炎みたいにあ
まりでこぼこせず、ざらざらっとして
赤くなるものではないのですね。
　三井　結局、皮膚はかくと厚くなり
ますから、通常より少し厚くなると苔
癬化といって、ごわごわした感じにな
ります。さらに厚くなると、痒疹とい

ういわゆるしこりになります。
　池田　かなり盛り上がってくるので
すか。
　三井　そうですね。
　池田　融合はせずに、孤立性ですね。
　三井　孤立性の丘疹で１㎝程度のも
のとかだと結節性痒疹といわれます。
　池田　左の頸部にあるということで
すが、通常はどの辺りにできやすいも
のなのですか。
　三井　四肢とか、かきやすい、手の
届きやすい場所になると思います。も
ちろん体にもできますし、この方は左
側に虫刺されなどがきっかけでかきだ
し、そこに強いかゆみが生じて、ずっと
かき続けている可能性も考えられます。
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