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緒　　言

Leber 遺伝性視神経症（Leber’s hereditary optic neu-
ropathy：LHON）は母系遺伝形式をとる，網膜神経節
細胞の特異的変性をきたし，急性ないし亜急性に視力低
下をきたす疾患である1）．発症年齢は 10～20 代がピーク
である1）が，エタンブトール（ethambutol：EB）投与に
伴う LHON は中高年のことが多く，EB 投与が契機とな
り発症したと推測されており，これまでに世界で 8 例2）～7）

のみ報告されている．
我々は50代の肺結核患者でEBを含む治療後にLHON

を発症した症例を経験したため，文献的考察を含め報告
する．

症　　例

患者：59 歳男性．
主訴：咳嗽．
家族歴：入院時聴取では特記なし．
既往歴：中学生時，虫垂切除．52 歳，糖尿病（未治療）．

生活歴：喫煙，20 本/日（20 歳から受診まで）．飲酒，
日本酒 2 合/日（20 歳から受診まで）．

現病歴：X 年 10 月より体重が減少，X＋1 年 3 月より
咳嗽あり 4 月 9 日に当科紹介．

来院時現症：身長 170 cm，体重 62 kg．呼吸音は両側
吸気時に coarse crackle を聴取．視力障害なし．

検査所見：末梢血では，WBC 8,900/μl，CRP 5.07 
mg/dl，Cre 0.58 mg/dl，Glu 240 mg/dl（随時血糖），
HbA1c 12.5％，他は特記所見なし．喀痰抗酸菌塗抹 3＋，
結核菌 PCR 陽性．入院時喀痰 4 週培養で結核菌培養陽
性となり 6 月に薬剤感受性が判明し，PAS 以外は sensi-
tive であった．

胸部 X 線：肺結核病型分類の bII2（Fig. 1）．
経過：肺結核と診断し入院，4 月 9 日より抗結核剤 4

剤治療を開始した．イソニアジド（isoniazid：INH）300 
mg/日，リファンピシン（rifampicin：RFP）450 mg/日，
EB 750 mg/日，ピラジナミド（pyrazinamide：PZA）
1,200 mg/日とし，副作用なく経過した．6 月 4 日に退
院し，6 月 8 日から INH，RFP，EB の 3 剤治療を継続
した．現在の結核治療指針において EB 投与は 4 剤治療
の場合，2ヶ月間投与し，感受性が判明するまで投与す
ることが原則となっている8）が過去の治療指針では EB
継続も治療選択にあり9），継続した．飲酒と喫煙は入院
時より中止した．6月2日の眼科受診で矯正視力は両側1.2，
中心フリッカー値は異常を認めなかった．10月8日に6ヶ
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月間の内服終了し，前日の眼科受診で中心フリッカー値
が軽度低下していたが矯正視力は両眼ともに 1.2 と保た
れていた．12 月中旬より見えにくさと羞明感を自覚し，
X＋2 年 1 月 6 日には矯正視力が右眼 0.1，左眼 0.6 と低
下し，中心フリッカー値も低下していたため，視神経炎
を疑いビタミン B12 製剤の内服を開始した．急激な視力

低下であり糖尿病性視神経症は否定的と考えた．頭蓋内
病変による視神経障害を疑ったが 1 月 15 日の頭部 MRI
は正常であった．視力障害が進んでいるため，後部視神
経炎の可能性を疑い 1 月 20日よりプレドニゾロン（pred-
nisolone）40 mg/日の投与を開始したが改善せず漸減，
投与中止とした．その後，詳細な問診で兄，母方従兄弟，
母の兄が LHON であることが判明し，「ヒトゲノム・遺
伝子解析研究に関する倫理指針」とヘルシンキ宣言を厳
守のうえ遺伝子検索を行いミトコンドリア DNA（mt-
DNA）11778 変異を確認し，LHON と確定診断した．3
月には視力が両眼ともに指数弁程度まで低下し，光覚も
ほとんど失われ，中心フリッカー値も測定不可能となり，
その後も視力は回復しなかった（Fig. 2）．

考　　察

LHON は母系遺伝形式をとり，網膜神経節細胞の特
異的変性をきたして急性ないし亜急性に視力低下をきた
す疾患である．患者の 80～90％が男性で，発症年齢は
10～20 代が多く，40～50 代もやや多い1）．頻度は英国で
は 1/25,000 程度と報告されている10）．難病情報センター
のホームページによれば大規模な家系調査が 1973 年に
発表され，その後の諸報告から本邦での頻度は現在 350
～400 家系が確認されている11）．多くは矯正視力が 0.1
以下となるが光覚がなくなったり周辺部視野が欠損する
ことはまれとされる1）．本例は母系の家族歴のある 50 代
男性で半年未満の経過で高度な視力低下を認めた．一般
的には特異な急性期乳頭所見を認める1）が本例は正常で
あった．発症後は部分的ないし完全視機能回復例もある1）

Fig. 1　Plain radiograph of the chest on admission. An 
infiltrative shadow and cavity were observed in the 
bilateral upper lung fields.

Fig. 2　Clinical course. Tuberculosis treatment including ethambutol was begun in 
April Year X＋1. It passed without side effects, and ended in October Year X＋1. 
Although visual acuity at completion of the therapy was normal, reduced visual 
acuity was confirmed in January Year X＋2. No abnormality was not found on a 
brain MRI. Steroids were administered because of the suspicion of optic neuritis, but 
they were ineffective. The reduced visual acuity rapidly progressed and finally 
became a counting finger in March Year X＋2.
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が，本例は視神経萎縮を認め，以降も視力の回復はなかっ
た．

喫煙・飲酒はLHON発症の明らかな危険因子であり12），
EB 内服も発症の誘因とされており13），本例はこれらの
危険因子を有していた．EB 内服後に発症した LHON の
過去の報告例では，既往歴や飲酒喫煙等の生活歴の記載
はなかったが，Ikeda らによる 4 症例目5）を含めて通常
の LHON の発症年齢より高く，本例も 59 歳で発症した．
本例は飲酒・喫煙という危険因子を有しながら 59 歳ま
で LHON を発症せずに経過し，EB 内服が発症の引き金
になったと推測される．インド6）や韓国7）での 20～30 代
という若年の発症例も，肺結核に罹患し，EB が投与さ
れてからの発症であり，やはり EB による発症と考えら
れる．本例は糖尿病のため 6ヶ月間の EB 内服を継続し
たが，過去の報告例では EB 投与期間が 3～12ヶ月とさ
まざまであり，投与期間と LHON 発症の関連は不明で
ある（Table 1）．

LHONの原因はmtDNAの点突然変異とされており1），
mtDNA 検査で確定診断が可能である14）．また，mtDNA
変異の位置により視機能予後が異なり，日本人に最も多
い 11778 変異例は最も視機能予後が悪いとされており，
最終視力が 0.1 以下になるのは 87％で，0.3 以上となる
のは 7％と報告されている14）．EB 投与が発症の原因と
推測される本例と過去の症例はすべて 11778 変異例で
あった（Table 1）．

LHON に対して特異的に有効な治療法は確立されて
おらず，ミトコンドリア呼吸鎖の補酵素であるビタミン
B12 やコエンザイム Q の補充療法により回復を認めた例
もある15）が，自然回復例との区別が困難である．本例は
ビタミン B12 を投与し，肺結核を発症してから飲酒と喫
煙も中止していたが視力は改善しなかった．

EB は結核や非結核性抗酸菌症の標準治療に含まれ頻

用される重要な薬剤であり，投与前の家族歴の聴取が重
要で，LHON の家族歴があれば EB 投与は避けるべきで
あると考える．

本論文の要旨は第 76 回日本呼吸器学会近畿地方会（大阪）
で発表した．
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Abstract

A case of Leber’s hereditary optic neuropathy with blindness triggered by 
 ethambutol for treatment of tuberculosis

Takanori Cho, Ruriko Seto, Yusuke Kobayashi, Shigeki Sakai, Takaya Nakamura and Masahito Emura
Department of Respiratory Medicine, Kyoto City Hospital

A 59-year-old man with pulmonary tuberculosis took antituberculous drugs including ethambutol （EB） for 6 
months without side effects. His visual acuity reduced 3 months after completion of the therapy, deteriorated 
rapidly in the next 2 months, and was finally almost lost. After we found three members of his family with Leber’s 
hereditary optic neuropathy （LHON）, it was diagnosed in the present case by confirming the mitochondrial DNA 
mutation specific to it. LHON takes matrilineal inheritance form and causes peculiar degeneration of retinal 
ganglion cells and acute or subacute reduced visual acuity. Although it usually develops in youths, the present 
middle-aged man had not developed LHON until the treatment including EB. We speculate that the administration 
of EB triggered LHON in the present case. EB has been frequently used for mycobacterial therapy, and therefore 
we should inquire about a patient’s family history concerning eye disease before its administration.
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