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はじめに
　脳神経内科医はサルコイドーシス診療において恒常的
な需要があり，これまでも本学会に一定の貢献をしてき
た．サルコイドーシスは脳神経障害，運動麻痺，感覚障害，
意識障害など様々な症状や症候を呈しうるため，内科なら
びに脳神経内科領域の多くの疾患においてサルコイドー
シスは鑑別すべき疾患として挙げられる．これがサルコイ
ドーシス診療において脳神経内科医が必要とされる理由
の1つである．しかし神経サルコイドーシスでは組織診断
が困難であることから，サルコイドーシスの疑いがあるも
のの，診断をつけられない症例は枚挙に暇がない．そのこ
とも一因であろうが，実際に神経や筋のサルコイドーシス
との診断がつけられる症例は少なく，脳神経内科の専門医
であっても神経・筋サルコイドーシスを経験する頻度は
かなり低いのが現状である．そのため洋の東西を問わず脳
神経内科領域のサルコイドーシスについての治療ガイド
ラインは存在せず，アンメットニーズの1つになってい
る．本項では第38回サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学
会（2018年11月3日，東京）で発表した内容を中心に，脳
神経内科領域のサルコイドーシスの現状と治療の動向に
ついて解説する．

疫学
　サルコイドーシスの発症頻度は10万人あたり10～20人

である．神経サルコイドーシスはサルコイドーシス全体の
5～20％とされているので，10万人あたり0.5～4人という
ことになる．筋サルコイドーシスは，無症候性のものはサ
ルコイドーシス罹患症例の50％以上との報告もあるもの
の，症候性のものはサルコイドーシス全体の0.5～2.3％と
されている．よって脳神経内科領域のサルコイドーシスは
いずれも希少な病態であると言える．また脳神経内科領域
のサルコイドーシスとして入院した症例，即ち神経や筋の
症状を呈している症例から検索すると，神経・筋の症状し
か呈さない，いわゆるisolated neurosarcoidosisが22％を
占めている．いずれにしても脳神経内科の専門医の立場か
らするとサルコイドーシスはかなりまれな疾患と言える
わけである1）．

病態
　脳神経内科領域のサルコイドーシス，または神経・筋サ
ルコイドーシスと一言で言っても，様々なものがあること
は本学会の会員であれば周知の通りである．神経サルコイ
ドーシスとされるものには中枢神経サルコイドーシス（サ
ルコイドーシスの中枢神経病変）と末梢神経サルコイドー
シス（末梢神経病変）がある．前者には脳や脊髄を障害す
る病態が含まれ，後者には脳神経や脊髄神経（脊髄性末梢
神経）が障害される病態が含まれる．また伝統的に脳神経
内科医が診ることが多い臓器に筋があるが，筋サルコイ
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ドーシスも忘れてはならない病態である．これらの中で中
枢神経病変が最も重症化しやすく，難治性とされる．末梢
神経病変や筋病変も生命予後こそ良好であるものの，重大
な機能障害を呈することはまれではない．特に中枢神経や
末梢神経ではどの部位にサルコイドーシスの病変が出現
するかで症状は大いに変化し，それは機能予後にも影響す
るため，1例ずつ丁寧な診断と治療を検討する必要がある．
　脳神経内科領域サルコイドーシスでは1例報告や少数症
例の報告がほとんどであり，現時点ではrandomized con-
trolled trial（RCT）は存在しない．最近Fritzらがまとめ
たメタ解析の結果は本領域では珍しく大規模なもので
あった2）．神経サルコイドーシスについてのメタ解析であ
り，対象は1980～2016年の出版，5症例以上を扱った論文
を収集している．対象となった論文総数は29，症例総数は
1,088であった．神経サルコイドーシスとして報告されて
いる症例は，全身性サルコイドーシスの病歴を有する症例
が31％，入院時に全身性サルコイドーシスの病変を有す
る症例が58％，神経所見で初発した症例が52％，神経病変
以外を有しない，いわゆるisolated neurosarcoidosisの症
例が22％であった．患者背景としては人種的には，白人が
62％，アフリカ人が29％となっており，我々アジア人は主
たる対象となっていないことからは，この論文の示唆する
ところをアジア人に適応する際に注意を要する．

罹患臓器と症候
　Fritzらのメタ解析2）では，神経以外の他臓器病変の合併
率は以下の通りである；肺67％，眼25％，皮膚21％，筋・
関節21％，耳鼻9％，肝臓8％，心臓6％．
　中枢神経系の中でのサルコイドーシスの罹患部位とし
ては，脊髄18％，末梢神経17％，髄膜16％，筋肉15％，神
経内分泌器官9％，水頭症9％である．末梢神経では脳神経

（cranial nerve）が障害されやすいのがサルコイドーシス
の特徴であるが，サルコイドーシスによって各脳神経が障
害される頻度については，顔面神経が最多であり，次いで
視神経，さらに三叉神経と聴神経の順に多い（Table 1）．
一方で2つ以上の脳神経が障害される頻度はサルコイドー
シスによる脳神経障害の28％を占めており，これは顔面

神経単独の障害よりも多い．このことから複数の脳神経障
害を呈する症例を診た時は，神経サルコイドーシスを鑑別
に挙げることが重要であることがわかる．
　神経所見や神経症候の頻度は次の通りである；頭痛
32％，感覚障害29％，歩行障害28％，視覚障害23％，疲
労感23％，運動麻痺19％，失調17％，めまい14％，難聴
14％，てんかん発作14％2）．概して非特異的であり，即ち
この症状があればサルコイドーシスを強く疑うといった
症状，症候はないとも言えるわけである．

治療
治療の種類
　脳神経内科領域のサルコイドーシスについて，明快なエ
ビデンスに基づいた治療ガイドラインは存在しない．自然
寛解する症例も高い頻度で存在し，自覚・他覚の症状や徴
候，さらには病勢を総合的に判断して治療の是非を選択す
ることになる．しかし一般的に神経サルコイドーシスの機
能予後は良好とは言えないことが多いので，早期からの積
極的治療は十分に正当化される．
　経験則に則っているとはいえ，治療に関して用いられる
薬剤はTable 2に示すようなものであり，多くの専門医の
コンセンサスが得られている．ファーストライン治療とし
てコルチコステロイドを用いることに反対する者は皆無
であろう．重篤化しやすい中枢神経サルコイドーシスに対
しては，一般的にはメチルプレドニゾロン0.5～1 mg／kg／
日の経口投与を4～8週程度実施し，その後に漸減，0.1～
0.25 mg／kg／日で1～2年の期間維持する．また重症例では
早期からステロイドパルス療法を併用するべきである．一
方で比較的予後が良好である筋障害・末梢神経障害では
0.5 mg／kg／日，2～4週の持続，その後漸減していく．セカ
ンドライン治療およびサードライン治療にどの薬剤を位
置づけるかは専門家ごとに若干の異論はあるが，代表的な
薬剤名をTable 2に示す．再燃する例や難治例，予後不良
が予想される症例（後述）では早期からセカンドライン治
療やサードライン治療を併用すべきである．

治療の実態
　脳神経内科領域のサルコイドーシスへ用いられている
各薬剤の使用頻度についてもTable 2に示す．ファースト
ライン治療であるコルチコステロイドは，当然ながら，使
用頻度が非常に高い．難治性の病態となると免疫抑制剤な

Table 2.　神経サルコイドーシスに対する標準治療と使用頻度

First line therapy corticosteroid（83％）
Second line therapy methotrexate（16％）

azathioprine（8％）
（hydroxyl）chloroquine（4％）
mycophenolate mofetil（2％）
cyclosporine A（2％）

Third line therapy cyclophosphamide（6％）
TNF-alpha antagonist（4％）

文献2から改編，（　）は使用頻度

Table 1.　脳神経障害の頻度

神経名 （％）
Ⅶ神経 24
Ⅱ神経 21
Ⅴ神経 12
Ⅷ神経 11
Ⅵ神経 7
Ⅲ神経 5
Ⅸ-Ⅹ神経 4
Ⅰ神経 2
Ⅳ神経 2
�神経 1
�神経 1
複数の脳神経 28

文献2から改編
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どのセカンドラインやサードラインの治療法も用いられ
ることになるが，これらの中ではメトトレキサートの使用
頻度が高い．
　Fritzらのメタ解析では2），治療介入なしの症例が15％，
ファーストライン治療実施が81％，セカンドライン治療
が27％，サードライン治療が9％であった．またファース
トライン治療からセカンドライン治療ないしはサードラ
イン治療へ移行した頻度は24％，セカンドライン治療か
らサードライン治療へ移行した率は13％，サードライン
治療から別のサードライン治療へ移行した率は30％で
あった．

その他の治療
　セカンドラインまでの治療で効果不十分な場合には代
替治療法として次のような報告がある3—10）．
　クロラムブシル，ペントキシフィリン，サリドマイド，
クラドリビン，免疫グロブリン大量静注療法の有効性を示
す症例報告もあるが，いずれも少数例にとどまっている．
難治性神経サルコイドーシスに対してTNF-α阻害薬（イ
ンフリキシマブまたはアダリムマブ）の有効性と安全性を
示す後方視的観察研究がある．TNF-α阻害薬は免疫抑制
剤と併用することにより中和抗体の産生を抑制すること
が期待される．一方で他疾患に対するTNF-α阻害薬治療
実施後に神経サルコイドーシスを発症した症例も報告さ
れているので注意を要する．他分野で使用頻度が高まって
いるリツキシマブについては，脳神経内科領域サルコイ
ドーシスにおいても注目されているものの，使用経験は少
数の症例報告にとどまっている．これら代替治療はいずれ
もエビデンスレベルは低いものであるが，難治例において
は今後の検討が注目される．
　非薬物治療としては，薬剤抵抗性の場合には放射線治療
や，水頭症，脳圧上昇または脳実質圧迫を伴う占拠性病変
への外科治療を考慮するとの報告もある．また対症療法と
しては中枢神経サルコイドーシスに対しては抗てんかん
薬，下垂体障害などに対するホルモン補充療法も必要とな
ることがある．さらには脳神経内科領域サルコイドーシス
のすべてに対してリハビリテーションも重要である．

経過と予後
　脳神経内科領域サルコイドーシスの経過は単相性（完全
緩解，部分緩解（後遺症遷延）），再発性，進行性に分類さ
れる．約4年の平均追跡期間で予後を調べたメタ解析で
は，死亡率は5％，完全緩解27％，改善（部分緩解）32％，
改善なく維持（後遺症）22％，悪化4％，その他，とされ
ている2）．治療ごとの予後良好例の頻度であるが，ファー
ストライン治療では71％が予後良好であるが，セカンド
ライン治療を受けた症例では予後良好は55％，サードラ
イン治療を受けた症例では39％と，予後が悪化していく．
　予後の良・不良を規定する因子として，予後良好を示唆
する病態は，サルコイドーシスの病変が硬膜病変であるこ
と，病変が脳神経や末梢神経に限局していること，中枢神

経病変では造影されない病変であること，筋病変であるこ
と（特に腫瘤型は予後良好）とされている．一方で予後不
良を示唆する因子は，中枢神経病変は概して予後不良であ
るが，中でも髄膜病変，造影される脳実質病変，水頭症を
呈する病変，脊髄病変は予後が悪いとされている．予後不
良が予想される症例では当初から積極的な治療介入が望
まれる．

まとめ
　日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会ではサルコ
イドーシス治療の手引きを作成しているが，この中で「神
経サルコイドーシスの治療は他臓器のサルコイドーシス
と異なりますか？」というクリニカルクエスチョン（CQ）
がある．このCQに対しての推奨文は以下の通りであるこ
とを紹介して本項を閉じたいと思う．
 １）症候性の神経・筋サルコイドーシスでは，他臓器（肺
など）のサルコイドーシスと比較して，より積極的な治療
を行っても良い．
 ２）急性期ないしは疾患活動性のある神経・筋サルコイ
ドーシスへのファーストライン治療はステロイド投与で
あるが，疾患活動性が高い場合にはステロイドパルス療法
を考慮する．
 ３）神経・筋サルコイドーシスでファーストライン治療
に抵抗性である場合や，ステロイド減量中に再燃が認めら
れた場合には，セカンドライン治療として免疫抑制剤の使
用を考慮する．
 ４）神経・筋サルコイドーシスの代替治療法としては，
リハビリテーションの実施や，免疫グロブリン大量療法，
サリドマイド，TNF-α阻害薬，リツキシマブの投与，放射
線治療や外科治療などの実施を考慮しても良い（ただし保
険適用外であることに注意）．

結語
　本項では脳神経内科領域でのサルコイドーシスの治療
の現状を解説した．この分野ではRCTは存在せず，今後は
この分野でもエビデンスの確立を目指すことが重要であ
る．
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