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はじめに

いうことも報告されている 6）．また GBS で GQ1b 抗体が陽性

免疫性ニューロパチーは，病態に免疫機序が働いて末梢神経

の場合は人工呼吸器使用が必要になる率が高いことも報告さ

障害をきたす疾患群をいう．Guillain‑Barré 症候群（Guillain‑

れている 7）．GBS の難治例や重症例には，2 回目の IVIg 施行

Barré syndrome：GBS）
，慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパ

や，補体系の阻害薬などの新規治療が考えられているが，そ

チー（chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneu-

うした治療の適応症例かどうかを判定する際に，前記の指標

ropathy：CIDP）
，Crow‑Fukase 症 候 群（POEMS 症 候 群 ）
，

は有用と考えられる．
GBS では副腎皮質ステロイド薬は単独では効果がないこ

IgM 単クローン血症を伴うニューロパチーなどが含まれる．
GBS と Fisher 症候群，CIDP と多巣性運動ニューロパチー

とが知られる．一方次に述べる CIDP では副腎皮質ステロイ

については，それぞれ 2013 年 6 月に新しい診療ガイドライ

ド薬が有効である．このように治療方針に異なるところもあ

ンが発表された 1, 2）．本項では，それらの内容も含めて紹介

ることから，GBS の診断の際に，急性発症の CIDP の初発

することとする．

をみている可能性は考慮する必要がある．
GBS の亜型である Fisher 症候群は，欧米と比較して日本

I ．Guillain‑Barré 症候群

を含む東アジアでその頻度が高い 8）．Fisher 症候群の治療に

GBS では，多くの症例で経静脈的免疫グロブリン療法（免

ついては，大規模なランダム化比較対照試験は行われておら

疫グロブリン大量療法，IVIg）や血漿浄化療法（plasmpa-

ず，症例ごとの検討が必要である．

pheresis：PP）が有効であり，一般的には良好な回復がみら

II ．CIDP

れる．PP には，単純血漿交換法（plasma exchange：PE）
，
免 疫 吸 着 法（immunoadsorption plasmapheresis：IAPP）
，

CIDP では，IVIg，副腎皮質ステロイド薬，PP の 3 つが，

二 重 膜 濾 過 法（double filtration plasmapheresis：DFPP）

ファーストラインの治療として用いられる 2）．この 3 つの治

などがあり，高いエビデンスが得られているのは PE だが，

療法の間に，短期的な効果の差はないとされている．ただ，

IAPP や DFPP もほぼ同等の治療効果があるとされている．

簡便性と忍容性の高さについては，副腎皮質ステロイド薬と
IVIg が PP よりも優れている．

一方 PP や IVIg を行っても，人工呼吸器使用が必要となる

ファーストラインの治療法のうちどれかを施行して十分な効

重症例や回復の不良な難治例が存在し，後遺症が残る場合も
ある．それらの重症例や難治例を予測する評価法として，オ

果が得られないときは，他の 2 つの治療法のいずれかを行う．

ランダのグループから，EGOS 3），mEGOS 4），EGRIS 5） な

そして，ファーストラインの治療法の効果が不十分な場合に，

どの臨床的スコアが報告されている．また IVIg 前後の IgG

その他の治療（補足的治療法）を試みることとなる．補足的治

の上昇の程度を表すΔIgG により，治療効果を予測できると

療法には，cyclophosphamide，azathioprine，cyclosporin な
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どが使用される．現在 CIDPに対するいくつかの新規治療法の

る可能性が考えられる．

治験が施行あるいは計画されている．
おわりに

関連疾患である多巣性運動ニューロパチーについては，ス
テロイド薬は無効と報告されており，IVIg が第一選択薬で

各種免疫性ニューロパチーの治療について述べ，IgM パラ

ある．IVIg が効果不十分な場合に各種の免疫抑制薬が考慮

プロテイン血症を伴うニューロパチーにおいて IgM M 蛋白

される．

の反応特異性の違いが新しい臨床マーカーとなる可能性を紹
介した．免疫性ニューロパチーは，欧米とわが国で疾患の内

III ．パラプロテイン血症を伴うニューロパチー

容が多少異なる可能性もあることから，わが国におけるエビ

Crow‑Fukase 症候群（POEMS 症候群）では，孤発性の

デンスを得ていくことがきわめて重要であり，今後のさらな

形質細胞腫が存在する場合は，外科的切除や放射線療法が行

る研究が必要な分野と考えられる．

われる．それ以外の場合は，従来 melphalan 療法等が行わ
れてきたが，近年自己末梢血幹細胞移植を伴った大量化学療

本論文に関連し，開示すべき COI 状態にある企業・組織や団体は

法の有用性が報告された 9）．また thalidomide について，わ

以下の通り

が国で医師主導治験が行われた．

講演料：日本血液製剤機構

それ以外のパラプロテイン血症を伴うニューロパチーで
は，単クローン性免疫グロブリン（M 蛋白）が IgA や IgG の
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アイソタイプであり，CIDP の診断基準を満たす場合には通
常の CIDP と同様の治療が行われる．
一方アイソタイプが IgM の場合，IgM M 蛋白が抗 myelin‑
associated glycoprotein（MAG）活性を持つかどうかを調べ
る必要がある．抗 MAG 活性をもつ IgM M 蛋白を伴うニュー
ロパチーは，一般に治療抵抗性であるが，神経症状が患者の
日常生活を妨げている場合は，IVIg あるいは PP は試みられ
てもよいとされている．またそれらが無効の場合には rituximab の使用も考慮してよい．ただ免疫抑制薬を使用する際に
は，リスクとベネフィットを十分に考慮する必要がある．
抗 MAG 抗体活性をもつ IgM M 蛋白が標的として結合す
るのは HNK‑1 エピトープである．同エピトープをもつ抗原
としては MAG と糖脂質の SGPG がよく知られているが，そ
れ以外にも PMP‑22 や P0 などの糖蛋白や，phosphacan な
どのプロテオグリカンも HNK‑1 エピトープを持つことが知
られる．HNK‑1 エピトープを認識するいくつかのマウスモ
ノクローナル抗体の反応を調べると，HNK‑1 エピトープが
結合する基質が何かによって，各抗体の反応の強さが異なる
ことがわかった．つぎにニューロパチー患者血中の IgM M
蛋白の反応を調べたところ，やはり基質により反応の強さに
違いがあることが明らかとなった．この違いが臨床的に意義
をもつ可能性が考えられたため，phosphacan と MAG に対
する反応の強さの比（P/M 比）と治療反応性や臨床経過との
関連を検討したところ，P/M 比が高い方が治療に抵抗性であ
り臨床症状の増悪も早いことがわかった 10）．今後さらに症例
を積み重ねて検討する必要があるが，P/M 比は抗 MAG 抗体
陽性ニューロパチーの治療を考える上で有用なマーカーとな
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Supplementary treatments are considered when those
first‑line treatments are not effective. High‑dose chemotherapy with autologous peripheral blood stem cell transplantation was reported to be effective for POEMS syndrome. Fine specificity of the IgM M‑protein binding to
HNK‑1 epitope may be related with treatment resistance
or progressive clinical courses in IgM paraproteinemic neuropathy.

Immune‑mediated neuropathies include Guillain‑Barré
syndrome（GBS）
, chronic inflammatory demyelinating
polyneuropathy（CIDP）, IgM paraproteinemic neuropathy,
and Crow‑Fukase syndrome（POEMS）. Plasmapheresis
and intravenous immunoglobulin（IVIg）are useful for
GBS in the acute phase. However, there are intractable or
severe cases. Several clinical markers and biomarkers of
intractable or severe GBS have been reported. For CIDP,
IVIg, corticosteroids, and PP are the first‑line treatments.
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