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自律神経過反射により小脳出血を起こした

頸髄損傷者の 1例
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A CASE OF CEREBELLAR HEMORRHAGE SECONDARY TO

AUTONOMIC DYSREFLEXIA (AD) IN A PATIENT WITH

CERVICAL SPINAL CORD INJURY

Yumiko Yokomizo1, Ayako Goubara1, Katsuyuki Tanaka1 and Osamu Yokoyama2

1The Department of Urology, Kanagawa Rehabilitation Hospital
2The Department of Rehabilitation, Kanagawa Rehabilitation Hospital

The patient was a 72-year-old man with C4 incomplete tetraplegia incurred in a traffic accident in

March, 2008. He managed his bladder with an indwelling Foley catheter. In August, 2009, the catheter

obstruction induced autonomic dysreflexia (AD). Although distention of bladder disappeared immediately,

cerebeller hemorrhage occurred due to AD. After an operation the patient was alive but left with

disturbance of consciousness. AD is one of the most important complications of high-level spinal cord

injury. The pathophysiology of AD is the disconnection of the spinal sympathetic centers from spuraspinal

control, leading to unopposed, sustained sympathetic outflow below the spinal lesion. Clinically, it is

characterized by an acute increase in blood pressure, headache, sweating, and facial flushing and is often

triggered by nonspecific stimuli below the level of the spinal cord lesion. The main triggering factors are

bladder overdistension and bowel distension. Most events subside after prompt recognition and removal of

the triggering factors, but, it is a life threatening emergency that may lead to apoplexy. This life-threatening

complication should be kept in mind in the patients with spinal cord injury.

(Hinyokika Kiyo 56 : 659-661, 2010)
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緒 言

自律神経過反射 (autonomic-dysreflexia，AD) とは高

位頸髄損傷患者の麻痺域への刺激により急激に血圧上

昇を呈する反射である．尿閉，便秘などが誘因とな

る．一般に誘因の除去により症状は速やかに改善する

が，稀に自律神経過反射による血圧上昇により重篤な

合併症が起きることがある．

今回われわれは尿道カテーテルの閉塞を誘因とした

自律神経過反射により急激な血圧上昇を来たし，小脳

出血を合併した症例を経験したので報告する．

症 例

患者 : 72歳，男性

既往歴 : 糖尿病 (voglibose 内服）

現病歴 : 2008年 3月自転車乗車中の事故で，C3/4

レベルの骨傷のない頸髄損傷を受傷した．地域の救急

病院へ搬送，保存的に加療された．

同年 5 月下旬リハビリテーション目的で当院へ転

院．転院時第 4頸髄以下不全麻痺，脊髄損傷国際評価

基準である American Spinal Injury Association Impair-

ment Scale (ASI) ではC（損傷部位以下の運動機能の

残存が manual muscle testing 3 未満）であった1)．排

尿管理は 16 Fr 尿道カテーテルにて行い，膀胱内に結

石は認めなかった．

自己導尿を試みるも残存する手指機能では手技が困

難であり，膀胱内圧測定は患者の拒否の申し出のため

実施できなかった．そのため尿道カテーテル留置によ

り排尿管理することとなった．

その後月 1回の頻度で尿道カテーテルの閉塞がおこ

り，自律神経過反射による血圧上昇が出現した．その

都度尿道カテーテル交換により尿閉が解除されると速

やかに血圧が降下した．閉塞の原因は尿混濁と尿中結

晶成分の尿道カテーテル内付着と推測された．閉塞予

防のため尿道カテーテルを 16 Fr から 18 Fr に変更，

尿道カテーテル交換頻度を 2週おきにした．また膀胱

洗浄を毎日施行し，尿量を 1日 1,500∼2,000 ml に保

つようにしていた．

8月 4日22時45分，発汗，頭痛および急激な血圧上

昇 (175/115 mmHg) を認めた．泌尿器科医が診察を
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行ったところ，下腹部の膨隆を認めたため，尿道カ

テーテルの閉塞と診断した．ただちに尿道カテーテル

の交換をしたところ，600 ml 程度の尿の流出を認め

た．血圧上昇は尿道カテーテル閉塞による自律神経過

反射と診断した．

23時50分血圧 210/100 mmHg と血圧の高値が軽快

しなかったため，ジクロフェナク坐薬 25 mg を挿肛

し，経過観察した．

8月 5日 1時20分 JCS300，自発呼吸の停止および

血圧 150/110 mmHg を認めた．ただちに人工呼吸器

による管理を開始し，全身精査を行ったところ，頭部

CT で右小脳出血を認めた (Fig. 1）．小脳出血による

脳幹圧迫にて呼吸停止をおこしたとの診断で，翌 5月

2日後頭下開頭血腫除去術を施行した．

その後全身状態は改善し，人工呼吸器管理から離脱

したが，JCS2 の意識障害は残存した．

考 察

自律神経過反射とは，第 5∼ 6胸髄節以上の高位脊

髄損傷者における神経麻痺域からの何らかの刺激によ

り発作性に血圧上昇がひきおこされる反射である2,3)．

自立神経過反射のメカニズムを示す (Fig. 2）．上位脊

髄損傷者の場合，損傷部位で脊髄が遮断されているた

め中枢からの抑制がかからない．そのため膀胱・直腸

の伸展など麻痺域からの知覚刺激が脊髄視床路を損傷

部位まで伝達され，途中で各髄節の神経反射（交感神

経反射）を惹起することにより，腹部内臓血管の

spasm が生じ，全身性の血圧上昇がおこる．この血圧

上昇は頸動脈洞や大動脈弓の圧受容器により感知さ

れ，非麻痺域の血管拡張（頭痛，発汗，潮紅，鼻閉）

や，第10脳神経（迷走神経）を介して徐脈を引き起こ

す．この反射は完全麻痺でも不全麻痺でも起こりう

る4)．Th7 より低位の脊損では血液貯留に大きな役割

を果たす腹腔内臓器以下の血管を支配する交感神経に

上位からの抑制刺激がある程度伝達されるため，異常

高血圧を来たしにくい．

症状としては発作性血圧上昇，発汗，頭痛，頭重

感，潮紅，徐脈，鳥肌立ち現象，鼻閉，胸内苦悶，悪

心，嘔吐があげられる．誘因としては，尿閉や便秘に

よる膀胱，直腸の拡張が多い．また褥瘡や足指の陥入

爪などが誘因となることもある．女性では分娩が自律

神経過反射の誘因となりうる5)．

自律神経過反射の諸症状のうちでも発作性血圧上昇

は，頭蓋内出血を引き起こす可能性があるため，発症

時は迅速な処置が重要である．まず膀胱の拡張や便

秘，褥瘡などがないか速やかに全身の詳細な診察を行

い，誘因を検索する．われわれの経験では，誘因の除

去により速やかに血圧の降下を認める症例がほとんど

であるが，血圧の高値が持続する場合には鎮痛薬の投

与が有効であることが多い．血圧上昇が遷延する場

合，nifedipine 経口投与または nitroprusside 静注など

の降圧薬の使用が有効とする報告がある6,7)．しかし

降圧薬を投与した場合，自律神経過反射の誘因除去に

よる血圧の急激な降下が起こることがあるため，慎重

な血圧管理が必要である5)．本症例では以前にも尿閉

による自律神経過反射による血圧上昇を認めたが，尿

閉解除により特に合併症を認めず降圧していたので，

今回の episode の際も降圧薬を投与せず，鎮痛薬の投

与で対処した．

既知の文献的報告では自律神経過反射が原因となっ

た頭蓋内出血の報告は 8症例であった4~6,8~11)．頭蓋

内出血巣は 8症例中 7症例が脳出血で， 1症例がくも

膜下出血であった．予後に関しては 8症例中 3症例が

死亡している．高位脊髄損傷者において自律神経過反

射を起こさないよう誘因に対し注意するとともに，自

律神経過反射が起きた際には頭蓋内出血の合併を来た

さないよう迅速な処置をとることが肝要である．また

患者およびその家族に対し自律神経過反射に関して理

解させるとともに，その主な誘因となる尿閉，便秘，

褥瘡の防止に留意させることが重要である．自律神経

過反射による頭蓋内出血に関して，本邦での既知の報

告は 2例と少なく12,13)，脊髄損傷の専門病院を除い

てあまり認知されていないのが現状である．

泌56,11,12-1

Fig. 1. Head CT. CT scan showing cerebellar
hemorrhage. 5×3×2 cm.

泌56,11,12-2

Fig. 2. Mechanism of autonomic dysreflexia.
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尿閉が自律神経過反射の最も重要な誘因の 1つであ

り，また高位脊髄損傷者では自律神経過反射に伴う諸

症状での一般病院への受診も多いため，泌尿器科医は

尿閉に伴う自律神経過反射について認識しておくこと

が必要と考える．

結 語

尿道留置カテーテルの閉塞を誘因とした自律神経過

反射により小脳出血をおこした症例を経験した．
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Editorial comments

この論文は，頸髄・胸髄損傷患者に発症する致死性

合併症，すなわち自律神経過反射 (autonomic dysre-

flexia) の臨床症状と対処方法を適切に述べた重要な報

告である．脊髄損傷者の発生頻度は徐々に減少してい

るとは言え，泌尿器科医または救急救命医にとって

は，貴重なレッスンを含む症例である．もし第 7胸髄

以上の脊髄損傷患者が頭痛，高血圧，顔面発赤，発汗

などを訴える場合には，ただちに自律神経過反射を疑

い，尿閉，便秘，褥創などの有無を詳細にチェック

し，これらの誘因を除去することが肝要である．膀胱

鏡検査でも同様に発症するので，この検査は腰椎麻酔

下に実施することが望ましい．血圧を低下させるため

には，レギチーン注射液 (phentolamine) 10 mg 静注，

ニトプロ持続静注液 (sodium nitroprusside) 6 mg，アダ

ラート L (nifedipine) 10 mg 経口投与，カプトプリル

(captopril) 12.5 mg 経口投与などの対応策も必要であ

る．

さらに頸髄胸髄損傷は慢性疾患であるゆえ，可及的

にバルーンカテーテルを抜去し，清潔簡潔導尿

(CIC) へ移行させることである．もし手指の巧緻性

が CIC を妨げる場合には，患者と家族へ自律神経反

射の原因，その対処法について前もって教
・
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・

お
・

く
・

ことが最も重要である．

津島リハビリテーション病院
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