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一過性の筋力低下から回復し，10 年間無症状である
dysferlin 異常症の 1 例
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要旨：生来健康であったが 18 歳時に重労働への就労 1.5 カ月で歩行困難が出現し，横紋筋融解症をうたがわれ
たが安静などにより症状は改善をみとめ，以後 10 年間は無症状である dysferlin 異常症の男性患者を報告した．血
清 CK 値が 2,000U!
L 前後の高値を持続したので 18 歳時に筋生検をおこなったが，当時は診断確定ができなかっ
た．後に保存検体の免疫染色で dysferlin 欠損をみとめ，遺伝子検索では dysferlin 遺伝子の変異（c.2997G＞T と
c.3373delG）をみとめた．10 年間，無症状で経過している点が特徴的であった．
（臨床神経 2012;52:495-498）
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り階段を昇る時に両側の大腿が上がりにくいことを自覚し，

はじめに

同年 5 月になると平地歩行にも困難を感じるようになった．
近医を受診し血清 CK 値上昇を指摘され，他病院に紹介入院

dysferlin 遺伝子異常は，三好型遠位型筋ジストロフィーと
１）
２）

した．両下肢近位筋優位の筋力低下をみとめ，血清 CK は

．dysferlin 蛋

28,094U!
L と著明な高値で，尿ミオグロビンは 11ng!
ml で

白は，機械的ストレスによって生じた筋細胞膜損傷を修復す

あった．横紋筋融解症として安静のうえ輸液を施行され，筋力

る機構に関与していると考えられ３），dysferlin 異常症では発

は改善をみとめたが CK は 2,000U!
L 程度までで下げ止まっ

肢帯型筋ジストロフィー 2B 型の原因である

４）
５）

．1998 年に原

た．2000 年 6 月はじめに精査目的で当院紹介入院した．前医

因遺伝子として dysferlin 遺伝子が報告された後，免疫組織化

退院後は筋力低下の自覚はなかった．発症の前後で発熱や感

学的染色や遺伝子検査が可能となってきたため，無症候性高

冒様症状はなく，18 歳まで運動に関連した尿の色の異常，筋

CK 血症の原因として dysferlin 異常症が指摘されることも

痙攣はみとめなかった．

症前や発症初期に著明な高 CK 血症を呈する

増加しており５）〜７），dysferlin 異常症の症状の多様性も認識さ
６）

れつつある ．

入院時現症：身長 167.7cm，体重 47kg
（BMI 16.7）
，血圧は
112!
56mmHg．明らかな筋萎縮や肥大をみとめず，筋の把握
痛や自発痛，腫脹もみとめなかった．握力は 22kg!
22kg であ

症

例

り，その他，筋力低下はみとめなかった．
入院時検査所見：CK 2,717U!
L，ミオグロビン 900ng!
ml

症例：18 歳（初診時）
，男性

で，電解質，甲状腺機能，乳酸，ピルビン酸は正常であった．

主訴：持続性高 CK 血症

各種ウイルス抗体価の検索範囲内では，最近のウイルス感染

家族歴：筋疾患などなし．両親の血清 CK 値は正常．血族結

の所見はなかった．自己抗体は陰性であり，前腕阻血下運動負

婚なし．

荷試験でも異常はみとめなかった．針筋電図を施行した一部

既往歴：特記すべきことなし．

の筋において多相性低振幅で持続の短い運動単位電位の混在

生活歴：機会飲酒．薬剤使用なし．

をみとめたが，安静時異常は記録されず，異常には乏しかっ

現病歴：生来健康で，生育や発達に遅れはなかった．2000

た．心臓超音波検査では明らかな異常をみとめなかった．入院

年 4 月（18 歳）から，厩舎での労働に従事した．同月末頃よ

後も CK 値は 1,500〜2,000U!
L 程度を推移し，ミオグロビン

＊
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Fig. 1 Histology of biopsied muscle.
(A) Hematoxylin-eosin stained section showed slight variation in fiber size.
(B) NADH-TR stained section showed mild disorganization of the intermyofibrillar network.
(C) Dysferlin immunoreactivity was absent. Dysferlin was stained by anti-dysferlin mouse monoclonal antibody (1 : 400, Novocastra Laboratories Ltd, UK). (D) is normal control for dysferlin immunohistochemistry. Scale bar; 50μm

の高値もみとめられたため，左上腕二頭筋より筋生検を施行
した．軽度の筋の大小不同
（Fig. 1A）
，軽度の筋原線維間網の
乱れをみとめたが
（Fig. 1B）
，PAS，Gomori-trichrome および
oil-red O 染色，ジストロフィン，
サルコグリカンおよびメロシ
R

L

ンに対する免疫組織学的染色では異常をみとめなかった．
退院後経過：その後，就労をやめ進学したが 2,000U!
L程
度の高 CK 血症は持続していた．2005 年に保存検体の検討を
おこなったところ，dysferlin に対する染色性がいちじるしく
低下していた（Fig. 1C）
．本人の同意をえて dysferlin 遺伝子
（p.Trp999Cys）と c.3373delG
の検索をおこない８），c.2997G＞T
（p.Glu1125LysfsX9）をみとめた（注参照）．初診後 10 年経過
した現在も筋力低下は生じておらず，現在の握力は 34!
32kg

R

L

である．過用には注意しているが，電車通勤などの日常生活，
サッカーなどの余暇活動にも不自由はなく，運動後の筋力低
下も生じていない．骨格筋 CT では大腿に比し下腿が細い印
象は否定できない（Fig. 2）
．
注）本論文では Human Genome Variation Society の指針に

R

L

基づき，文献５）６）と同様に，NM̲003494.3 の開始コドンの最初
の塩基を 1 番とした．文献１）８）〜１０）では AF075575 の塩基番号を
そのままもちいており，この表記法では本症例の c.2997G＞T
と c.3373delG は G3370T および 3746delG となる．

Fig. 2 Muscle CT at age 28.
Mild atrophy of lower legs was suspected.

一過性の筋力低下から回復し 10 年間無症状の dysferlin 異常症
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Abstract

A case of dysferlinopathy asymptomatic for 10 years after an episode of transient muscle weakness
Yoshito Kobayashi, M.D.１）, Toshiaki Takahashi, M.D., Ph.D.２）, Hisae Sumi, M.D., Ph.D.１）,
Harutoshi Fujimura, M.D., Ph.D.１）, Masashi Aoki, M.D., Ph.D.３）,
Masanori P. Takahashi, M.D., Ph.D.１）and Saburo Sakoda, M.D., Ph.D.１）
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２）
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We report a 28-year-old male with dysferlinopathy, who has remained asymptomatic for 10 years from a
rhabdomyolysis-like episode. He had been in good health since birth, but felt difficulty in walking after a month
and a half of manual labor at 18 years old (at the year 2000). Rhabdomyolysis was suspected because of muscle
weakness and elevated serum CK of 28,094 U!L. He was hospitalized and his muscle weakness improved. He was
referred to us, because his serum CK remained around 2,000 U!L. Histological analysis of muscle, when antidysferlin antibody was unavailable, was not informative but later analysis at the age of 23 using preserved specimen showed loss of dysferlin immunoreactivity. Subsequently, a missense mutation (c.2997G＞T) and a deletion
(c.3373delG) of the dysferlin gene, both of which are common in Miyoshi myopathy in Japanese, were identified. He
continuously showed hyper-CKemia, but no apparent muscle weakness emerged for more than ten years. Reports
on asymptomatic dysferlinopathy over such a long duration are rare. This case may suggest that genetic factors,
environmental factors such as intensity of work-load, or both, might affect the clinical course of dysferlinopathy.
Further follow-up is necessary.
(Clin Neurol 2012;52:495-498)
Key words: dysferlin, asymptomatic hyperCKemia, Miyoshi myopathy, limb girdle muscular dystrophy

