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触覚失認で発症したと
考えられる脳梗塞の1例

川口市立医療センター

研修医2年次 森容子

神経内科 荒木俊彦、横田祐樹、菅野陽、長沼朋佳

リハビリテーション科 黛朋子

　川口市立医療センター研修医の森と申します。よ
ろしくお願いします。

【症例】 82歳、男性

【主訴】 鍵を取り落とした

【現病歴】
2015年X月5日起床後散歩に出かけようとした際に

左手で玄関の鍵を取り落とし、左手の動かしづらさを
自覚した。徐々に指が動くようになってきたが左手で
握ることの困難さが残存したため、X+1月14日に
かかりつけ医を受診し、神経疾患を疑われたため、
翌日当科を紹介受診した。

　症例は82歳、男性。主訴は鍵を取り落としたこと
です。2015年X月５日起床後散歩にでかけようとし
た際に左手で玄関のカギを取り落とし、左手の動か
しづらさを自覚しました。その後少しずつ指が動く
ようになってきましたが、左手で握ることの困難さ
が残存したため、X+ １月14日にかかりつけ医を受
診し、神経疾患を疑われたため、翌日当科を紹介受
診しました。

【既往歴】 高血圧、糖尿病、心筋梗塞（2007年）

【家族歴】 特記すべきことなし

【施行歴】 喫煙歴なし、機会飲酒

【常用薬】

クロピドグレル 75mg、カルベジロール5mg、
タムスロシン 0.2mg、カンデサルタン 8mg、
グリメピリド 1mg、ピオグリタゾン 15mg、
プラバスタチン 5mg、フェブキソスタット 10mg、
アレンドロン酸35mg

　既往歴として高血圧、糖尿病、2007年に心筋梗塞
に罹患しステント治療を受けています。家族歴に特
記すべきことなく、喫煙歴はなし、機会飲酒とのこ
とで、常用薬はお示しする通りです。

【初診時所見】
【身体所見】

血圧：154/94 mmHg 脈拍：77 bpm、整

胸部：ラ音、心雑音を聴取せず 頸動脈：血管雑音を聴取せず

【神経学所見】

意識清明

脳神経系：異常を認めず

運動系：両上下肢でMMT full、握力 25/28.4 kg
感覚系：触覚、温痛覚、振動覚に異常を認めず

強調運動系：失調等認めず

閉眼・左手にて携帯電話、ボールペン、鍵の認識が不可能であった。
金属、布、紙の材質の認識は可能であり、触覚失認が疑われた。

　外来受診時の身体所見ですが、血圧は154/94 
mmHg、脈拍は77 bpm、整でありました。胸部聴
診にて異常雑音なく、頸動脈に血管雑音を聴取しま
せんでした。神経学的所見を示します。意識は清明
で、脳神経系に異常を認めませんでした。両上下肢
のMMTはfullで、握力は右25kg、左で28.4kgであり
ました。触覚、温痛覚、振動覚に異常を認めず、強
調運動系においても明らかな異常を認めませんでし
た。しかし閉眼、左手にて日常使用しているものを
認識できるか確認した際、携帯電話、ボールペン、
鍵の認識が不可能でありました。金属、布、紙等の
材質の認識は可能であり、以上より触覚失認が疑わ
れました。
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【初診時検査所見】

【血算】
WBC        6,290   /µl
RBC         440万 /µl
HGB        13.9      g/dl
HCT         43.6      %
PLT          14.8万 /µl

【生化】
AST      19     IU/L
ALT      12  IU/L
ALP      331    IU/L
LDH     331    IU/L
G-GTP 28      IU/L
BUN    19      mg/dL
Cre 1.09   mg/dL
UA       5.8    mg/dL
TP        6.7     g/dL
Na       137    mEq/L
K          4.6     mEq/L
Cl         104    mEq/L
TG        229    mg/dL
LDL      107    mg/dL
BS        133 mg/dL
HbA1c 7.7    %

【胸部Xp】
特記すべき異常なし

【12誘導心電図】
HR 75,正常洞調律、
ST変化なし

　初診時検査所見です。高TG血症と、HbA １c 7.7%
と高値を認めました。それ以外には血液検査所見に
異常は認めませんでした。胸部レントゲンにても特
記すべき異常なく、12誘導心電図にて心房細動は見
られませんでした。

【頭部MRI】
DWI

・拡散強調画像にて
右大脳中心後回に高信号域あり⇒新規脳梗塞

　同日頭部MRI検査を施行し、拡散強調像にて右大
脳中心後回に高信号領域を認め、新規脳梗塞の発症
を認めました。

【頭部MRI】

FLAIR像にて右前頭葉と両側頭頂葉に
陳旧性梗塞を示唆する領域あり
MRAにて脳主幹動脈に動脈硬化性変化を認める

FLAIR
MRA

　FLAIR像では右前頭葉と両側頭頂葉に陳旧性梗
塞を示唆する領域が見られており、MRAにて脳主

幹動脈に動脈硬化性変化を認めました。

【診断】

新規脳梗塞による触覚失認 NHISS 0点

・ホルター心電図検査 （X+1月15日)
発作性心房細動などの不整脈検出なし

・心臓超音波検査 （X+1月18日）
心房内血栓なし、ASR（軽度から中等度）
MR（軽度）、LVH（中等度）

・頸動脈超音波検査 （X+2月1日）
Hardプラークあり
右頸動脈球部から外頸動脈（1.3mm）
左総頚動脈から頸動脈球部（1.7mm）

明らかな頸動脈狭窄なし

⇒以上の検査よりアテローム血栓性脳梗塞と診断

　診断は新規脳梗塞で、それに伴う触覚失認を呈し
ておりました。脳卒中重症度分類であるNIHSSは０
点でした。ホルター心電図検査では、発作性心房細
動等の不整脈の検出はありませんでした。また心臓
超音波検査では心房内血栓は見られず、頸動脈超音
波検査では明らかな頸動脈狭窄は見られませんでし
た。以上より、本症例の脳梗塞はアテローム血栓性
脳梗塞と診断いたしました。

【神経学的検査】

運動機能・巧緻性：異常なし

触覚・温痛覚・運動覚・振動覚左右差なし

位置覚：母子探しテストにて左低下あり

触覚定位：左低下

動的二点識別覚：左低下

皮膚書字：左右差なし

重量の弁別：左右で可能（左やや低下）

粗滑の弁別：左右差なし、可能

素材の弁別：マッチングにて両側可能

平面図形の弁別：左呼称不可、マッチングにて可能

立体物の形状弁別：左呼称不可、マッチングにて可能

物品呼称（鉛筆・鍵・コイン・洗濯バサミ・携帯電話）：左不可

失行検査：異常なし

　本症例の詳細な神経学的検査をお示しします。運
動機能・巧緻性に異常はなく、触覚・温痛覚・運動
覚・振動覚に左右差は見られませんでしたが、母指
探しテストにて、左にやや位置覚低下が見られまし
た。触覚定位、動的２点識別覚においても左にてや
や低下が見られました。閉眼にて行う重量、粗滑、
素材の弁別、平面図形・立体物の形状の弁別におい
てはほぼ左右差は見られませんでしたが、物品呼称
は左にて不可能でありました。失行検査に問題は見
られませんでした。
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【経過】

発症より１か月程度経過しており、受診時症状は
進行性ではなかった。急性期治療の適応はないと
判断し、常用していたクロピドグレルの継続内服を
指示し、外来にて経過観察の方針とした。

外来にてリハビリを施行し、徐々に左手で物が
持てるようになったが、閉眼・左手による物品呼称の
困難さは残存している。

　発症より１ヶ月程度経過しており、受診時症状は
進行性ではありませんでした。急性期治療の適応は
ないと判断し、常用していたクロピドグレルを継続
内服していただくこととし、外来にて経過観察いた
しました。リハビリを施行し、徐々に左手で物が持
てる程度に改善を認めましたが、現在の時点で閉
眼・左手による物品呼称の困難さは残存しておりま
す。

【脳血流SPECT】

・右頭頂葉に梗塞部位と一致した血流低下域あり

⇒本症候の責任病巣と考えられる

　後日施行した脳血流SPECTの結果を示します。
右頭頂葉に梗塞部位と一致した血流低下領域を認め
ております。本症例の責任病巣として一致している
と考えます。

【考察】

・触覚失認とは体性感覚路を通じて対象が何かを
判定することができない症状である。視覚を遮った
状態で日常的に使用しているものを触らせ、検査・
確認する。

・触覚以外に、温度覚、重量覚など諸感覚が関与し、
その統合により物体を認知している。

① １次性障害（皮質性感覚障害）

⇒素材・形態の弁別障害

② ２次性障害（狭義の触覚失認）

⇒素材・形態は弁別可能だが、認知が障害

神経症候学 改定２版 ２００６年 平山恵造著より引用

　触覚失認とは体性感覚路を通じて対象が何かを判
定することができない症状のことを指します。視覚
を遮った状態で日常的に使用しているものを触ら
せ、検査・確認します。これは触覚以外に、温度覚、
重量覚など諸感覚が関与し物体を認知しているため
に生じる症状です。触覚失認には１次性障害と２次
性障害とがあります。１次性障害は皮質性感覚障害
であり、素材・形態の弁別が障害されており、物体
の認知ができないことを指します。２次性障害は狭
義の触覚失認であり、素材・形態の弁別は可能です
が、物体の認知ができない状態です。

【考察】

・１次性障害の病巣は頭頂葉一次体性感覚野で、
障害側と対側の上肢に障害が生じる。

・２次性障害の病巣は必ずしも明らかではない。
２次体性感覚野または上頭頂小葉（頭頂連合野の
一部）が注目されているが、頭頂葉後半が広く検討
対象となっている。

神経症候学 改定２版 ２００６年 平山恵造著より引用

　１次性障害の病巣は頭頂葉１次体性感覚野で、障
害側と対側の上肢に障害が生じます。２次性障害の
病巣は必ずしも明らかではありません。２次体性感
覚野、または頭頂連合野の一部である上頭頂小葉が
注目されていますが、頭頂葉後半が広く検討の対象
となっています。
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【文献：触覚失認を呈した症例】

症例 年齢 性別 触覚失認 他の症状 疾患 病巣部位 著者 年代

1 43 男 左手 （-） 悪性リンパ腫 右視床 上井英之 1989

2 64 男 左右手 （-） 脳梗塞 左右角回 中村淳 1990

3 70 男 右手 （-） 脳梗塞 中心後回 江原祥子 2012

4 77 男 左手
半側身体失認,
Balint症候群

脳梗塞
左右

頭頂葉
妹尾陽子 1984

5 37 男 手 構成失行
Schzencephaly

（脳裂）

両側
頭頂葉
形成障害

北村純一 1990

6 27 男 左手 左同名半盲 多発性硬化症
右頭頂葉
〜後頭葉

山田浩史 2003

7 68 男 右手足
Gerstmann
症候群

脳腫瘍
左頭頂葉
〜放線冠

田中尚 2012

8 72 男 手
視覚・相貌・

色覚失認、失読
脳梗塞

両側側頭
〜後頭葉

酒井千穂 2015

医中誌より

　触覚失認を呈した過去の症例を検索したところ、
調べうる限り８例ありましたが、その中で触覚失認
のみを呈した症例は３例にとどまりました。その３
例は比較的病巣が限定的でありました。

【まとめ】

・右中心後回の新規脳梗塞で左手の触覚失認を
きたした症例を経験した。

・本症例は軽度の位置覚・２点識別覚・触覚定位の
障害を認めるも、素材・形態の弁別は可能であった。
しかし物品の呼称が不可能であり、狭義の触覚
失認と診断した。

・触覚失認のみを呈する症例の報告は少なく、多くは
その他の神経症状を伴う。本症例は触覚失認の責任
病巣を検討するうえで貴重な症例と考え発表した。

　今回私たちは右中心後回の新規脳梗塞により、左
手の触覚失認をきたした症例を経験いたしました。
本症例は位置覚・２点識別覚・触覚定位の障害を認
めましたが、素材・形態の弁別は可能でありました。
しかし物品の呼称が不可能であり、狭義の触覚失認
と診断しました。触覚失認のみを呈する症例の報告
は少なく、多くはその他の神経症状を伴っておりま
す。本症例は触覚失認の責任病巣を検討するうえで
貴重な症例と考え発表いたしました。
　以上です。ご清聴ありがとうございました。




