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はじめに

が確立した．
一方，本邦では以前より，ヘルペス脳炎とは異なるリンパ

抗 N‑methyl‑D‑aspartate（NMDA）受容体脳炎は，シナ
プス後膜の細胞表面に局在するグルタミン酸受容体の一つ，

球浸潤と脳浮腫を主体とした病理組織像を呈する辺縁系脳炎

NMDA 受容体に対する抗体が出現して発症する，自己免疫

が散発的に報告 7） されてきた．その後，類似的な症例を

性辺縁系脳炎である．本症の正確な発症頻度は不明だが，

1997 年に西村・亀井らが若い女性に好発する急性非ヘルペ

39 歳以下では単純ヘルペス脳炎や帯状疱疹ウイルスによる

ス性脳炎として報告 8） し，また，同年には Okamura ら 9），

脳炎の約 4 倍という報告 や，小児では急性散在性脳脊髄炎

Nokura ら 10）が卵巣奇形腫切除後に急性混迷状態などの神経

に次いで多いという報告 2）がある．また，抗 Hu 抗体陽性の

症状が改善した 2 症例を報告している．そして 2008 年に

1）

辺縁系脳炎が 13 年で 200 人であり，電位依存性カリウムチ

Iizuka らがこれら本邦で報告されてきた若年女性の脳炎と

ャ ン ネ ル（voltage‑gated potassium channel：VGKC） 抗

Dalmau らの提唱した抗 NMDA 受容体脳炎が同一の疾患概

体陽性者が 6 年間で 500 人である 3） のに対し，本症は 5 年間

念であることを示した 11）．

で 577 人と報告 されており，自己免疫性辺縁系脳炎として
4）

II ．抗 NMDA 受容体脳炎の病態

も決して稀な疾患ではない．
本稿では抗 NMDA 受容体脳炎の疾患概念の変遷，臨床症

NMDA 受容体はグルタミン酸受容体の一種で，中枢神経

状や病態について述べるとともに，現在の治療法戦略につい

を中心に広く生体内に分布しているイオンチャンネル型の受

て概説した．

容体である．この受容体は Fig. 1 に示すように，7 つのサブ
ユニットから 4 つが会合した四量体構造をとる 12）．各サブユ

I ．疾患概念の変遷

ニットは必須である NR1 サブユニットと NR2A‑2D および
NR3A‑3B からの 3 つのサブユニットで構成されるため，い

2005 年，Vitaliani らは精神症状，意識障害，中枢性低換

くつかの異なる会合パターンを示す受容体である．

気などを特徴とする脳炎に卵巣奇形腫を合併した若年女性例
4 例を報告 5） し，4 例の血清および脳脊髄液中には神経細胞

抗 NMDA 受容体抗体は NMDA 受容体のサブユニットで

膜表面に対する抗体が存在することを明らかにした．そして

ある NR1/NR2 ヘテロマーを立体的に認識する抗体で，その

2007 年に Dalmau らが主に卵巣奇形腫に合併した 12 例の脳

エピトープは NR1 サブユニットの細胞外成分とされ，IgG

炎を傍腫瘍性の抗 NMDA 受容体脳炎として報告 するとと

サブクラス 1 および 3 から構成されるため，抗 NMDA 受容

もに，本症では患者の血清および脳脊髄液中に抗 NMDA 受

体脳炎は液性免疫が介在して発症すると考えられている 13）．

容体抗体が出現していることを示し，本疾患の基本的な概念

本症の剖検脳の検索ではグリオーシスとミクログリアの増

6）

＊
＊＊
＊＊＊
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Fig. 1 Structure of NMDA receptors
（Modify from reference 12）

加が観察されるが，細胞障害性 T 細胞の浸潤はほとんどなく，

に示すようにシナプス領域に存在する NR2A サブユニット

ヘルペス脳炎などの辺縁系脳炎に比べて神経細胞が比較的よ

で構成される NMDA 受容体に対しては拡散を促してシナプ

く保たれている ．また，IgG の沈着は認めても補体の沈着は

ス外領域に誘導し，シナプス領域の NMDA 受容体数を減少

確認されておらず 3, 6, 14, 15），このことから本症は補体の活性化や

させる．また，NR2B サブユニットで構成される抗 NMDA

細胞浸潤による不可逆的な神経細胞障害を生じるのではなく，

受容体抗体については，シナプス外領域に存在する場合には

NMDA 受容体が抗 NMDA 受容体抗体の作用によって down

シナプス領域への拡散を抑制し受容体の内在化・分解を促進

6）

regulation することにより発症するとされている

．この抗

させること，シナプス領域に存在する場合にはエフリン ‑B2

体による NMDA 受容体の down regulation は，NMDA 受容

受容体と NMDA 受容体の相互作用を阻害することで NMDA

3, 6）

体に抗 NMDA 受容体抗体が結合し受容体が内在化（internal-

受容体をシナプス外領域に拡散させると示した．以上から，

ization）することで説明されている 3, 14, 16）．これは，ラットの

抗 NMDA 受容体抗体は NR2 サブユニットを持つ受容体に対

海馬神経細胞を患者髄液とともに培養するとシナプス後膜に

して NMDA 受容体の輸送（trafficking）障害を起こすと提

存在する NMDA 受容体の集合体（cluster）の数が減少する

唱した．これらの知見より，抗 NMDA 受容体抗体は本症の

が，海馬神経細胞を正常髄液に移し替えるとクラスター数が

診断において疾患特異的であるだけでなく，自己免疫性シナ

回復することからも示されており，本抗体が選択的かつ可逆

プス脳炎の一つである抗 NMDA 受容体脳炎の発症機序の本

的に NMDA 受容体を障害 14）するとされている．

質であることが示された．

2012 年，Gleichman らは抗 NMDA 受容体抗体が NR1 サ

III ．抗 NMDA 受容体脳炎の発症機序

ブ ユ ニ ッ ト の amino terminal domain（ATD） 上 の N368/
G369 のごく限られた領域に特異的に結合し，その結果とし

現在，本症患者の 8 割を占める女性例において卵巣奇形腫

て NMDA 受容体のチャンネルが開いた状態になると報告 17）

の合併率は 39％であり 4），本症の発症機序を傍腫瘍性の自己

した．一方，Mikasobva らは抗 NMDA 受容体抗体の作用を

免疫性脳炎と位置づけることは困難である．女性例において

NR2 サブユニットについて検討し，抗体が作用した場合の

卵巣奇形腫の有無は必ず検索されなければならないが，本症

受容体の変化について次のように報告 18） している．Fig. 2

の診断において卵巣奇形腫の存在は必須ではない．
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Fig. 2 Proposal model of NR2A and 2B‑NMDA receptor trafficking
（Modify from reference 18）

すると推測される．
一方，本症の男性例は女性例と比べると非常に少なく，乳
幼児から高齢者までの発症者を認めるが，その年齢分布や随
伴する腫瘍に一定の傾向はない．一部に細菌やウイルス感染
後，ワクチン接種後 3, 22）の発症があり，Guillain‑Barré 症候
群発症後に本症を併発した若年男性の報告 21） もある．自己
免疫異常を起こしやすい状態の個体において抗 NMDA 受容
体抗体が一過性に産生される傾向があると考えられる．しか
し，現在のところ男性例における抗原提示部位は明らかでな
く，発症機序の詳細も不明である．
IV ．抗 NMDA 受容体脳炎の臨床症状
抗 NMDA 受容体脳炎は，発熱・頭痛・倦怠感や軽い感冒
症状などの前駆症状の後，10日前後で不安感や幻覚，興奮な

Fig. 3 Immunohistochemical findings of ovary
All oocytes in primordial follicles reveal positive immunoreactivity
for an anti‑NR2B antibody.

どの精神症状で発症する．その後，無反応期を経て，中枢性
低換気の合併や，薬剤でのコントロールが困難な痙攣発作を
頻発し，口部のジスキネジアや四肢の不随意運動，嚥下障害・
唾液の分泌亢進，頻脈や徐脈・発汗亢進などの自律神経症状
を呈する．しかし不随意運動や自律神経障害が軽快すると，

我々は卵巣奇形腫を伴わない女性例における NMDA 受容
体抗原の提示部位を解明するため，本症が生殖年齢の女性に

その他の神経症状や意識障害もゆっくり回復し，認知機能障

多発するという点に注目し，ヒトの卵巣を免疫組織化学的に

害や記憶障害は年余にわたって改善する可能性がある 3, 22）．画

検索した．そして，正常のヒト原始卵胞の細胞質に NR2B

像上萎縮していた脳も数年の経過を経て改善することが報告

抗原が発現していることを見出した

されている 23）．

（Fig. 3）．この結果

19, 20）

は， 卵 巣 奇 形 腫 非 合 併 の 女 性 に お い て 抗 原 提 示 し う る

本症典型例は非常に重篤な症状を呈し，静脈麻酔下での人

NMDA 受容体が中枢神経系以外に存在することを示してお

工呼吸器管理を必要とするが，一部には軽症例も存在する．

り，何らかの機序で正常原始卵胞内の NMDA 受容体が抗原

また，小児においての初発症状は，不機嫌・落ち着きのなさ

として提示されることにより，抗 NMDA 受容体脳炎が発症

や易興奮性，不安・不眠など行動異常として観察され，その
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後に痙攣や不随意運動に移行すると報告されている．成人と

Fig. 4 に示すように，腫瘍の切除，ステロイドパルス療

比べた場合に小児では治療の反応性は比較的良好であり，ま

法，免疫グロブリン大量静注療法（intravenous immuno-

た，男女を問わず腫瘍の合併率は低いのが特徴である 24）．一

globulin：IVIg），血漿交換療法が一次選択療法に分類され，

方，45 歳以上の 31 例を 18 歳から 44 歳までの 338 例と比較

二次選択療法として rituximab，cyclophosphamide 大量静

検討した報告 25）では，45 歳以上の群では若年者に比べて重

注療法（intravenous cyclophosphamide：IVCY）の単独あ

症度は低いものの予後は悪いとしている．また，前者群は若

るいは併用療法が位置づけられた．一次選択療法では，腫瘍

年者と異なり男女比はほぼ同等で，悪性腫瘍の合併が多く，

合併の場合は外科的摘出術が第一であり，免疫調整抑制療法

治療開始の遅れが目立っていた．

としてステロイドパルス療法と IVIg が推奨された．また，

現在，本症の約 8 割を占める女性においても卵巣奇形腫の

治療開始後 10 日間で一次選択療法の効果が見られなかった

合併は 39％であると後ろ向き観察研究で示されている 4）．腫

場合，二次選択療法に速やかに移行するべきとしている．成

瘍発生頻度が高いのは 15 〜 29 歳の女性であり，女児では腫

人に対しては rituximab と cyclophosphamide を併用し，小

瘍非合併例が多い．また，男児を含めた男性例の報告も増加

児に対してはどちらかの薬剤，多くは rituximab を使用する．

しているが，腫瘍の合併は女性に比べて非常に少ないのが特

脳炎症状の十分な改善が見られた場合には抗痙攣薬は不要で

徴である．

ある．再発は 20 〜 24％に見られる 22, 30）ため，これらの一次・
二次選択療法が有効であっても支持療法が必要であり，治療

V ．検査所見

に低反応や無反応の場合は支持療法に加えて免疫抑制薬の継
続投与が必要である．また，いずれの場合も年 1 回の腫瘍の

抗 NMDA 受容体脳炎を診断するには血清と髄液内に抗

検索を推奨している．

NMDA 受容体抗体を証明することが必要で，NR1/NR2 サブ
ユ ニ ッ ト を 発 現 さ せ た HEK293 細 胞 を 用 い る cell‑based

2013 年にこのアルゴリズムに沿って解析された抗 NMDA

assay で行われている．本邦では金沢医科大の田中らにより

受容体脳炎の後ろ向き観察研究が発表された 4）．本抗体陽性

測定系がいち早く確立され 19, 22），本症診断に寄与している．

の 577 例中，4 ヵ月以上経過観察できた 501 例を対象として

さらに患者血清を用いてラットの脳の免疫組織学的検索や培

解析されており，24 ヵ月経過観察できた 252 例中では 203

養神経細胞の NMDA 受容体のクラスター数の変化を確認す

例（81％）が modified Rankin Scale（mRS）0‑2 と予後は

ることが必要とされている 26）．また，画像的に腫瘍，特に卵

良好で，死亡例は 24 例（10％）であった．本症の治療にお

巣奇形腫合併の有無の検索は必須である．女性では卵巣の内

いては脳炎症状のコントロールのみならず，急性期から慢性

分泌腫瘍や間質細胞腫瘍，子宮の低分化型神経内分泌癌 ，

期にかけてどのように全身的な管理を行い，深部静脈血栓症

乳癌，膵癌，ホジンキンリンパ腫 28），神経芽細胞腫 29） の報

や肺梗塞，感染症などの重篤な合併症を回避し，長期臥床に

告があり，男性では縦隔奇形腫，精巣上皮腫，肺小細胞癌の

伴う褥瘡や関節拘縮を防ぎうるかが予後に密接に関係する．

27）

報告がある．

具体的には，一次選択療法を受けた 472 例中 251 例，53％

また，辺縁系脳炎を発症する単純ヘルペスウイルス，帯状

は治療開始 4 週間以内に改善を認めたが，残りの 221 例，47

疱疹ウイルス，HHV‑6，エンテロウイルス，インフルエン

％は神経症状の改善が見られなかった．約半数の症例は一次

ザウイルスなどの検索，甲状腺機能検査，全身性エリテマト

選択療法のみでは不十分であった．これらの一次選択療法無

ーデス，Sjögren 症候群などの膠原病の除外が必要である．

効例中，57％は二次選択療法を受けており，残りの 43％は

入院時の髄液所見では細胞数・タンパク濃度は軽度の上昇

追加療法なし，または，一次選択療法のみが繰り返されてい

を示すのみである．脳波所見も非特異的な全般性の徐波が見

た．この 2 群を比較すると二次選択療法を受けた群が受けな

られる程度であり，てんかん波は 3 割程度にしか検出されな

かった群より治療効果が良好で，再発を抑制できたという結

い．また，病初期の頭部 MRI では側頭葉内側に異常を認め

果であった．二次選択療法の効果は，小児患者においても同

たという報告が散見されるものの，大多数の症例では異常を

様に得られると結論づけている．

認めない．

さて，免疫調整療法の選択基準や治療期間は抗体価に基づ
いて決められているわけではなく，臨床症状や経過によって

VI ．治療のアルゴリズム

個別に判断されている．また，各治療法もそれぞれ別々に統

従来，抗 NMDA 受容体脳炎は免疫調整療法で治療されて

計学的に検討されているわけではない．これは重症例におい

きたが，2007 年の Dalmau らの報告 以来，本症で腫瘍の

て次々に免疫調整療法が上乗せされており，個別の治療の対

合併がある場合には早期の外科的切除術により脳炎症状の重

比検討を難しくしているからである．一次選択療法後の難治

症化や遷延化を防ぐことができるとわかった．2011 年に

例の検討では，神経症状の重症度，ICU 入院期間，年齢，

Dalmau らは本例 400 例を解析し，次のような治療アルゴリ

性別，人種，当初の免疫調整療法の遅れなどに一定の傾向は

ズムを提唱している 3）．

認められなかった．一方，以前の報告に比べ 2013 年の Titu-

6）
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Fig. 4 Algorithm for the treatment of anti‑NMDAR encephalitis
（Modify from reference 3）

laer らの報告では再発率は 12％と低下している．これは本

3. IVIg

症がより広く認知されてきたこと，早期治療の開始，そして

ガンマグロブリン 0.4g/kg/ 日，5 日間が推奨されている．

二次選択療法施行例の増加によると考察されている．実際，

2 〜 3 クール繰り返して施行されている．
4. 血液浄化療法

二次選択療法を第 1 回目の症状発現時に受けている患者群で
は再発が少ないことがわかっている．再発患者においては初

血漿交換療法のほか，免疫吸着療法や二重濾過血漿交換も

期治療において奇形腫の存在を指摘できていない可能性，未

行われている 33 〜 35）．しかしその治療効果にはばらつきがあ

治療の可能性，腫瘍の再発を考慮すべきである．

る．また，血液浄化療法施行時には安静が必要であり，小児
や不随意運動などで安静が保てない場合には施行が難しいこ

VII ．各治療の効果と有用性および問題点

とがある．また，治療中には循環動態が不安定になるため，

1. 腫瘍摘出術

自律神経障害により血圧や脈拍の変動を認める患者への施行

抗 NMDA 受容体脳炎患者に腫瘍が発見された場合には，

は困難である．本症の免疫異常は液性抗体が主体であるた

可能な限り速やかに摘出する ．現在，本症は産婦人科医・

め，血液浄化療法が効果的であると考える．しかし，その抗

麻酔科医においても認知され，病初期の手術が積極的に行わ

体産生は脳内で行われており，血液浄化療法により果たして

31）

れている．治療抵抗性の難治例においてごくわずかな異常を

脳内で産生された抗体を有効に除去しうるのか，今後の検討

示す卵巣を摘出し，潜在性の卵巣奇形腫が発見され，摘出

が必要である．実際には，血液浄化療法単独ではなく，2．

後，症状が劇的に改善したという報告がある 32）．

および 3．との併用が行われている．

2. ステロイドパルス療法

5. 免疫抑制薬

Methylprednisolone 1g/ 日，3 〜 5 日間を 1 クールとして

Rituximab（375mg/m2，1 週間毎 4 回）や IVCY（750mg/

施行されている．2 〜 3 クールは効果を期待して繰り返し施

m2）が推奨されている 3）．実際に上記 1. 〜 4. までの治療で効

行している報告が多い．

果を認めなかった患者において，これらの免疫抑制薬を使用
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し著明な回復が得られたという報告 4, 36 〜 39）が多く，また，成

7 ）Iizuka R : Beitrag zur akuten diffusen lymphocytaren Meningoencephalitis und Encephalopathie. Arch Psychiatr Nervenkr
206 : 705‑717, 1965
8 ）西村敏樹，三木健司，小川克彦ほか：無菌性非ヘルペスウイル
ス性急性脳炎の病態─若年女性におこり，強い意識障害と遷延
性経過を示すが転帰比較的良好な 1 群について─．Nuroinfection 2 : 74‑76, 1997
9 ）Okamura H, Oomori N, Uchitomi Y : An acutely confused
15‑year‑old girl. Lancet 350 : 488, 1997
10）Nokura K, Yamamoto H, Okawara Y et al : Reversible limbic
encephalitis caused by ovarian teratoma. Acta Neurol Scand
95 : 367‑373, 1997
11）Iizuka T, Sakai F, Ide T et al : Anti‑NMDA receptor encephalitis in Japan : long‑term outcome without tumor removal. Neurology 70 : 504‑511,2008
12）高橋幸利，向田壮一，池上真理子ほか：グルタミン酸受容体抗
体．神経内科 70 : 87‑96, 2009
13）Tüzün E, Zhou L, Baehring JM et al : Evidence for antibody‑
mediated pathogenesis in anti‑NMDAR encephalitis associated with ovarian teratoma. Acta Neuropathol 118 : 737‑747,
2009
14）Hughes EG, Peng X, Gleichman AJ et al : Cellular and synaptic
mechanisms of anti‑NMDA receptor encephalitis. J Neurosci
30 : 5866‑5875, 2010
15）Martinez‑Hernandez E, Horvath J, Shiloh‑Malawsky Y et al :
Analysis of complement and plasma cells in the brain of patients with anti‑NMDAR encephalitis. Neurology 77 : 589‑
593, 2011
16）Dalmau J, Gleichman AJ, Hughes EG et al : Anti‑NMDA‑receptor encephalitis : case series and analysis of the effects of
antibodies. Lancet Neurol 7 : 1091‑1098, 2008
17）Gleichman AJ, Spruce LA, Dalmau J et al : Anti‑NMDA receptor encephalitis antibody binding is dependent on amino acid
identity of a small region within the GluN1 amino terminal domain. J Neurosci 32 : 11082‑11094, 2012
18）Mikasova L, De Rossi P, Bouchet D et al : Disrupted surface
cross‑talk between NMDA and Ephrin‑B2 receptors in anti‑
NMDA encephalitis. Brain 135 : 1606‑1621, 2012
19）Tachibana N, Shirakawa T, Ishii K et al : Expression of various
glutamate receptors including N‑methyl‑D‑aspartate receptor（NMDAR）in an ovarian teratoma removed from a young
woman with anti‑NMDAR encephalitis. Intern Med 49 : 2167‑
2173, 2010
20）Tachibana N, Kinoshita M, Saito Y et al : Identification of N‑
methyl‑D‑aspartate receptor（NMDAR）related epitope,
NR2B, in the normal human ovary : implication for the pathogenesis of anti‑NMDAR encephalitis. Tohoku J Exp Med 230 :
13‑16, 2013
21）Irani SR, Bera K, Waters P et al : N‑methyl‑D‑aspartate antibody encephalitis : temporal progression of clinical and paraclinical observations in a predominantly non‑paraneoplastic
disorder of both sexes. Brain 133 : 1655‑1667, 2010
22）Tojo K, Nitta K, Ishii W et al : A young man with anti‑NMDAR
encephalitis following Guillain‑Barré syndrome. Case Rep
Neurol 3 : 7‑11, 2011

人のみならず小児難治例においても積極的に免疫抑制薬が使
用され，治療効果が検討されている．これらの二次選択療法
には下記のような副作用があるが，B 細胞依存性に作用する
rituximab は液性抗体が主体の本疾患の治療に適していると
考えられる．
Rituximab の副作用には投与直後のアナフィラキシー症
状，骨髄抑制，低ガンマグロブリン血症の危険性がある．ま
た本剤投与後に稀ではあるが B 型肝炎ウイルスの賦活化や進
行性多巣性白質脳症（PML）が発症する可能性を念頭に置
く必要がある．
IVCY の副作用は，急性期には悪心・嘔吐，出血性膀胱炎，
骨髄抑制や感染症，脱毛があり，晩発性副作用として性腺障
害や悪性腫瘍の発症が挙げられる．
おわりに
抗 NMDA 受容体脳炎の概念と臨床症状，治療について概
説した．疾患概念の認知・広がりにより，本症は比較的頻度
の高い自己免疫性シナプス脳炎であることが明らかになって
きた．抗 NMDA 受容体脳炎は重篤だが治療反応性で回復し
うる疾患であり，成因や病態の一層の解明が必要である．
本論文は COI 報告書の提出があり，開示すべき項目はありません．
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文
献
1 ）Gable MS, Sheriff H, Dalmau J et al : The frequency of autoimmune N‑methyl‑D‑aspartate receptor encephalitis surpasses
that of individual viral etiologies in young individuals enrolled
in the California Encephalitis Project. Clin Infect Dis 54 : 899‑
904, 2012
2 ）Granerod J, Ambrose HE, Davies NW et al : Causes of encephalitis and differences in their clinical presentations in England :
a multicentre, population‑based prospective study. Lancet Infect Dis 10 : 835‑844, 2010
3 ）Dalmau J, Lancaster E, Martinez‑Hernandez E et al : Clinical
experience and laboratory investigations in patients with anti‑NMDAR encephalitis. Lancet Neurol 10 : 63‑74, 2011
4 ）Titulaer MJ, McCracken L, Gabilondo I et al : Treatment and
prognostic factors for long‑term outcome in patients with anti‑NMDA receptor encephalitis : an observational cohort
study. Lancet Neurol 12 : 157‑165, 2013
5 ）Vitaliani R, Mason W, Ances B et al : Paraneoplastic encephalitis, psychiatric symptoms, and hypoventilation in ovarian
teratoma. Ann Neurol 58 : 594‑604, 2005
6 ）Dalmau J, Tüzün E, Wu HY et al : Paraneoplastic anti‑N‑
methyl‑D‑aspartate receptor encephalitis associated with
ovarian teratoma. Ann Neurol 61 : 25‑36, 2007

神経治療

Vol. 31

No. 1（2014）

35

Presented by Medical*Online

抗 N‑methyl‑D‑aspartate（NMDA）受容体脳炎の治療動向

23）Iizuka T, Yoshii S, Kan S et al : Reversible brain atrophy in anti‑NMDA receptor encephalitis : a long‑term observational
study. J Neurol 257 : 1686‑1691, 2010
24）Armangue T, Titulaer MJ, Málaga I et al : Pediatric anti‑N‑
methyl‑D‑aspartate receptor encephalitis‑clinical analysis
and novel findings in a series of 20 patients. J Pediatr 162 :
850‑856, 2013
25）Titulaer MJ, McCracken L, Gabilondo I et al : Late‑onset anti‑
NMDA receptor encephalitis. Neurology 81 : 1058‑1063, 2013
26）Lancaster E, Dalmau J : Neuronal autoantigens‑pathogenesis,
associated disorders and antibody testing. Nat Rev Neurol 8 :
380‑390, 2012
27）Hara M, Morita A, Kamei S et al : Anti‑N‑methyl‑D‑aspartate
receptor encephalitis associated with carcinosarcoma with
neuroendocrine differentiation of the uterus. J Neurol 258 :
1351‑1353, 2011
28）Zandi MS, Irani SR, Follows G et al : Limbic encephalitis associated with antibodies to the NMDA receptor in Hodgkin lymphoma. Neurology 73 : 2039‑2040, 2009
29）Lebas A, Husson B, Didelot A et al : Expanding spectrum of encephalitis with NMDA receptor antibodies in young children.
J Child Neurol 25 : 742‑745, 2010
30）Gabilondo I, Saiz A, Galan L et al : Analysis of relapses in anti‑
NMDAR encephalitis. Neurology 77 : 996‑999, 2011
31）Seki M, Suzuki S, Iizuka T et al : Neurological response to early removal of ovarian teratoma in anti‑NMDAR encephalitis.
J Neurol Neurosurg Psychiatry 79 : 324‑326, 2008

32）Boeck AL, Logemann F, Krauß T et al : Ovarectomy despite
Negative Imaging in Anti‑NMDA Receptor Encephalitis : Effective Even Late. Case Rep Neurol Med 2013 : 843192, 2013
33）Pham HP, Daniel‑Johnson JA, Stotler BA et al : Therapeutic
plasma exchange for the treatment of anti‑NMDA receptor
encephalitis. J Clin Apher 26 : 320‑325, 2011
34）Mirza MK, Pogoriler J, Paral K et al : Adjunct therapeutic plasma exchange for anti‑N‑methyl‑D‑aspartate receptor antibody encephalitis : a case report and review of literature. J
Clin Apher 26 : 362‑365, 2011
35）田口芳治，高島修太郎，高野志保ほか：抗 NMDA 受容体抗体
の減少と並行して神経症状の改善をみとめた抗 NMDA 受容体
脳炎の 1 例．臨床神経 51 : 499‑504, 2011
36）Ishiura H, Matsuda S, Higashihara M et al : Response of anti‑
NMDA receptor encephalitis without tumor to immunotherapy including rituximab. Neurology 71 : 1921‑1923, 2008
37）Ikeguchi R, Shibuya K, Akiyama S et al : Rituximab used successfully in the treatment of anti‑NMDA receptor encephalitis. Intern Med 51 : 1585‑1589, 2012
38）三谷忠宏，大塚佳満，山本 佳ほか：Cyclophosphamide が著
効した抗 NMDA 受容体抗体脳炎の 8 歳男児例．脳と発達 45 :
53‑57, 2013
39）Kashyape P, Taylor E, Ng J et al : Successful treatment of two
paediatric cases of anti‑NMDA receptor encephalitis with cyclophosphamide : the need for early aggressive immunotherapy in tumor negative paediatric patients. Eur J Paediatr Neurol 16 : 74‑78, 2012

Treatment of anti‑N‑methyl‑D‑aspartate receptor encephalitis
Naoko TACHIBANA*, Shu‑ichi IKEDA**
*Department of Neurology, Okaya City Hospital
**Department of Medicine（Neurology & Rheumatology）, Shinshu University School of Medicine

sist of first‑line treatment and second‑line treatment. As
first‑line treatment, anti‑NMDA receptor encephalitis
should be treated with tumor resection, if applicable, and
immunotherapy（corticosteroids, intravenous immunoglobulin, and plasma exchange）, which result in substantial neurological improvement in 53% of patients with this
encephalitis. Second‑line treatment with rituximab, cyclophosphamide, or both, improved the outcome of patients
who did not respond to first‑line treatment and decreased
the occurrence of relapses.
Although anti‑NMDA receptor encephalitis is usually
severe and potentially fatal, symptoms are generally treatable and reversible. Rapid diagnosis, the prompt initiation
of immunotherapy and tumor removal, and accurate decisions regarding the commencement of second‑line therapy
are important determinants of positive patient outcome for
this disorder.

Recent clinical aspects and treatments of anti‑N‑methyl‑D‑aspartate（anti‑NMDA）receptor encephalitis are
reviewed. This encephalitis is characterized by the following manifestations; prodromal symptoms, psychosis, memory deficits, seizures, unresponsive catatonic state, involuntary movements including orofacial dyskinesias, autonomic
failure and respiratory instability. It predominantly affects
young women with or without tumor association, but also
children or men occasionally. The association of an ovarian
teratoma is now seen in 39% of female patients and it is,
therefore, important to search for a tumor. The diagnosis is
based on the detection of the anti‑NMDA receptor antibody
in both CSF and serum using cell‑based assay. Although
the pathogenesis of this disorder still remains unclear, it is
considered to be autoantibody‑mediated synaptic encephalitis.
The treatments of anti‑NMDA receptor encephalitis con-
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