
2017年8月7日第3種郵便物許可毎月1・6の日発行

2018年4月5日発行増刊通巻9580号

一般社団法人

・.’・ 4.. 

・．．,' .・ e
－・ I~•ーも

• l’－ 争 F B 』

” ,t.. ..‘ •·' fや i・～．、 6・... . 
.. __ 4. －‘←  . ＂，、 v 生.，、車

、. ，.’J’. ＇也‘、
牛 、...• ,.i~i 宅白令明？ 弓4

"l• 一， 同・－＜ I• ・‘ γ ,. ~- ! ・＇＂・．島、.. ，λ 
' ' 険ーー、句 ；，・・.：.

・．‘・



会報 100号を祝して

（渡辺宏久先生と丹羽会長との約束）

会長木村順一

いま、愛知県パーキンソン病友の会が誕生して 40年となり、会報が 100号を数えるこ

ととなりました。これは、友の会の活動に大変な努力を注がれてきた友の会の先輩諸氏

の地道な活動の一つの到達点、であると思います。これを祝すために、それにふさわしい

企画があるといいね、という話し合いが何度かありました。

さて、 2007年 11月に話はさかのぼりますが、当時の会長の丹羽さんが、会報記事の執

筆を名古屋大学の渡辺宏久先生に依頼しました。渡辺先生は気鋭のパーキンソン病の専

門医として当時から有名な方でした。そのときの丹羽会長の思いは、会報36号9ペー

ジに書かれています。その文を本誌記事の冒頭に転載しました。またそのとき「連載2

0回になったら、本にしましょう。j という約束があったと聞いています。丹羽会長は

この後すぐ 2008年4月9日に亡くなられ、連載 20回は過ぎていきましたが、先生に

は、貴重な時間を割いて毎号執筆いただき、今年の 1月発行の 98号で連載 60回にな

りました。本にしましようという丹羽会長の約束は。この 100号記念の企画として、形

にすることができました。

渡辺先生の書かれた記事は、パーキンソン病という枠の中で運動機能以外の症状につい

て、患者が知りたい情報をまとめ・分かり易く書かれています。友の会会員に大変好評

です。またこの記事は県外でも注目されて、全国の友の会の方々から、愛知県の会報は

充実していると、うらやましがられています。

今回、私はこのまとめた原稿を読みました。毎号分けて読むのと違って原稿の重さは内

容の質とともに、手応え充分。まさに「パーキンソン病に関する百科事典ではないか」

というのが私の思いです。

どのページを繰っても日頃から気になる症状について明確な解説と処方が示されている。

この冊子は我々患者が手元に置いて、治療の手引き書として大いに活用出来ると信じて

います。丹羽会長もきっと満足されるだろうと思っています。（2018年3月 10日）
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パーキンソン病友の会記念誌特集号に寄せて

名古屋大学脳とこころの研究センター 渡辺宏久

2007年 8月、当時の丹羽浩介会長から、「愛知県支部会報への原稿お願いできませんか。

私共は、会員に希望と勇気を持っていただけるような編集をしています。渡漫先生の

先回の話でも、みんな忙しい、どうすればよいのでしょう。一番聞きたいのは、今後

の医療の向上です。余り、 正直に書かれでもこまるのですか、先生の観点から患者に

希望と勇気をあたえてくれませんか。若し、お願いできますなら、細分連絡します

（原文） Jとのお声掛けで、“EBMとオーダーメート治療”としづ連載を担当してきまし

た。

2007年 11月に第 1回の原稿をお送りしてから今回が 61回、10年以上続けさせていた

だいています。丹羽さんは大変残念ながら 2008年に他界されましたが、当時の丹羽さ

んとの約束である“連載の継続”については守り続けることが出来てホッとしていま

す。ただ、“今後の医療の向上”、“患者に希望と勇気”については、「私が希望してい

た内容とはかけ離れています！ ! Jと怒られるなと読み返しながら反省している次第で

す。

これまで、この連載で色々な最新の情報を書かせて頂いてきましたが、 パーキンソン病

の治療は御紹介した内容で上手くし、く場合もあれば、上手くし、かない場合も多々あり

ます。実際、 100人みえたら 100通りの症状の程度や組み合わせの違いがあるのがパー

キンソン病です。治療効果も様々です。医者が効果ありと思っても、患者さんやご家

族が実感出来ない場合も良く経験します。何年勉強しでも足りないと思うことばかり

で、実際、治療が上手く行かなかった患者さんやご家族の事の方が良く思い出されま

す。

この 10年を振り返ると、当時は予想も出来なかった、病気の進行を抑える治療開発が少

しずつ現実味を帯び、てきています。この l年から 2年でも 4種類ぐらいの新薬が日本で

使えるようになる可能性があります。大きな事は言えませんが、少しでも良い治療をお

手元にお届け出来るよう、これからも努力していきたいと思います。

最後に、池田さん、越津さん、大津さんはじめ、私の遅れがちな原稿を根気強く待って

頂いた皆様、「是非頑張って続けて下さい。連載も 20回を超えたら本にしましょう！ J 

という丹羽さんのお言葉を覚えて下さっていた木村会長はじめ友の会の関係者に、この

場をお借りして、心より感謝申し上げる次第です。益々のご発展を祈念しています。
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名古屋大学脳とこころの研究センター

渡辺宏久著

【第 1回（36号： 2008年2月号）～第60回（98号： 2018年2月号）所収】

一般社団法人全国パーキンソン病友の会愛知県支部

創立 40周年・会報 100号記念
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名古屋大学の渡辺宏久医師に原稿を依頼しました。ご多忙にも拘わらず

快諾していただきました。その結果、「一般書にはあまり記載されてい

ないパーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、それらの治療

法や対応法をご紹介していこうと思います。Jと言う大変に有難い企画

が実現します。有難いことです。楽しみにしてください。［丹羽〕

第 1回 EBMって何ですか？

1 .はじめに
名古屋大学神経内科の渡辺宏久と申します。今回からパーキンソン病友の会愛知県支部

の会報に寄稿させていただくこととなりました。よろしくお原品、申し上げます。

寄稿するにあたり、何を話題として提供させていただくか悩みましたが 患者さんの勉

強会や病状相談などを受けてきた経験上、やはり治療に関するものが良いだろうという

結論にいたりました。ただ一般的な治療の話ではおもしろくありません。そこで、一般

書にはあまり記載されていないパーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、そ

れらの治療法や対応法をご紹介していこうと思います。出来れば最新の治療基準（EBM)

に加えて、そのような治療基準には十分な記載の無い問題点に関しでも、これまでの患

者さんとの治療経験を通じて試してみる価値があるかもしれないと思っている方法など

をご紹介出来ればと考えております。

2.連載を開始するにあたり
本連載では、出来る限り分かりやすく記載する都合上、表現が十分で、は無い場合もあり

ます。また、ここで記載した内容は あくまでも主治医と相談する材料としていただき

たく思います。患者さんの症状は、実際に診察をしないと分からない場合が多いですし、

ご自身の思っている症状は医師の判断している症状と異なることも少なくありません。

ある人には良い対応方法であっても別の人には無効で、ある場合や、むしろ良く無い場合

もあることを十分念頭に置いていただきたいと思います。今回は、連載を開始する前に、

まずは皆様が時に耳にする EBMとは何かについて説明させていただきます。

3. EBMという言葉を聞かれたことはあるでしょうか？
皆様は EBMとしづ用語を耳にされたことはありますか？医療業界では毎日の診療や研究

でしばしば出てくる用語なので、どこかで聞いたことがあるという方も少なくないと思

います。 EBMはevidencebased of medicineの略号で、「根拠に基づいた医療Jあるい

は、「エビデンスに基づく医療Jと呼ばれています。治療、副作用、予後などに関して、

理論や個人の経験、権威者の判断などに頼っていた一昔前の医療の反省に立ち、教科書、

論文などを幅広く検索し、時には新たな研究を行い、出来る限り客観的な根拠（エビデ
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ンス）を確立し、それに基づきながら、患者さんとともに方針を決めていく医療を EBM

と呼んで、います。

4. 臨床現場における EBMの実際
例えば、発症して間もないパーキンソン病の患者さんが来院されたとします。日常生活

に影響があり、薬物治療を望んで、おられます。その時にどのような治療薬を選定するの

か。マドバーやネオド、バストンといった L-Dopaから開始するべきかベルマックスやレ

キップといったドバミンアゴニストから開始するべきか。どれも良い薬なので悩みます。

ある論文は L-Dopa が良く、別の論文はドバミンアゴ、ニストが良いなどと結果は必ずし

も一致しなし、かもしれません。そのような時には同じような疑問を解決するために実施

された研究の詳細について記載しである質の高い論文を数多く集めて、どちらがどのよ

うな点で優れているのかを統計学的手法を用いながら解析していきます。こうして客観

的に得られた解析結果を根拠（エビデンス）として診療を行っていくことが EBMの第一歩

となります。

最近は、パーキンソン病の様々な病態に対するエビデンスが明らかにされ、神経学会の

ホームページでも治療ガイドラインとして掲載しであります。 EBMに基づいた医療では、

こうした膨大な資料の解析の結果得られたエビデンスを患者さんやご家族に言葉や文章

などで提示しながら、治療方針を決定していきます。

5. エピデンスの限界
1）多数で良いことが個人に必ず当てはまるわけで、はない

では治療方針を決めていく上で、エビテンスが万能かというとそうではありません。この

分野における統計学は、平たく言えばどの治療法が優れているかを多数決で決めるため

の道具と言っても良し1かもしれません。上に述べた例で言いますと、認知症が無く、高

齢者で無い場合にはドパミンアゴ、ニストから開始することが推奨されています。 ドパミ

ンアゴニストから開始する理由は内服を開始して 5年ほど経った後、薬の効果の減弱

（ウェアリングオフ現象）や、くねくねとした不随意運動（ジスキネジア）といった運動
合併症の出現する割合が L-Dopaに比べて低し、からです。

ドパミンアゴ、ニストのほうが長期に渡って安定した状態が期待出来ると言い換えること

が出来るかもしれません。しかし、そうした合併症の出現頻度が「低めJであるという

だけで「無しリというわけで、はありません。 LーDopaでも長期副作用無く安定した生活

を送ることが出来る患者さんも少なくありませんし、ドパミンアゴ、ニストで早期から運
動合併症の出現する方もみえます。

2）工ビデンスの持つ光と影

ドパミンアゴニストが L-Dopaに比べて劣りやすい内容として、①L-Dopaほど効かない

場合が多い、②十分な効果を得るためには何錠も必要な場合がある、③効果が出てくる

までに時間もかかりやすい、④ 1錠あたりの値段が高い、⑤過度の眠気や心臓弁膜症と

いった最近話題の特有の副作用も低頻度ながらある、といった項目を挙げることが出来

ます。すなわち最終的な薬の選択は、エビデンスを十分に参考としながらも、 L-Dopaと

ドパミンアゴ、ニストの光の部分と影の部分を理解し、患者さんの様々な背景を加味しな

がらオーダーメードでなされることが一般的であると思います。
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3）エピデンスは変化する

次に注意が必要な点は、エビデンスは変化しうるということです。新しい薬が発売され

たり、新しい副作用が見つかったりすれば、 1年前は絶対と思われた治療法が大きく変

化する可能性すらあるわけです。

4）日本人による日本人のためのエビデンスは少ない

またエビデンスは海外から発信されることが多く、日本人による日本人のためのエビデ

ンスは多くありません。海外で使える薬が日本では使えない場合がありますし、海外で

推奨されている薬剤が日本人には副作用が多いため使いづらい場合も経験します。

5）エピデンスの無い分野もたくさん残っている

最後に工ビテンスらしいエビデンスが全くと言ってよいほど無い臨床的な問題もたくさ

んあるということです。例えばパーキンソン病患者さんで認められる欝症状や無気力さ

に有効な治療薬は確立していません。リハビリに関しでもどのようなリハビりが良いの

か、実際どの程度効果があるのかなどほとんどテータが無いのが実情です。こうした問

題に対しては、新しいエビデンスを作り出す必要がありますが、エビデンスを作り出す

には費用も時間も人手もかかり、患者さんのご協力も必要となります。費用は大きな問

題で、これまでは製薬メーカー主導になりがちでした。製薬メーカーも企業ですのであ

る程度の勝算や利益が見込みにくい研究への協力は行し、にくいのが現実です。

最近は医師主導型臨床治験が少しずつ広まっています。名古屋大学神経内科では私の師

匠である祖父江教授のリーダーシップの下、球脊髄性筋萎縮症としづ難病の新規治療法

開発へ向けて全国規模の共同研究を推進しておりますが、その大変さは相当なもので、

いくつものエピデンスを短時間でたくさん作り出すことは困難で、あることを実感してい

ます。そうなりますと、やはり、理論、経験、権威者の意見も重要になってきますし、

エピデンスが無し、からと言って、すぐに諦めない気持ちを主治医も患者さんとそのご家

族も持ちながら粘り強く対応していく必要があるかと思います。

6.次回へ向けて
今回の説明でエビデンスどは何か、 EBMとは何か、少しは理解が進まれたでしょうか？こ

れからの連載では、最先端の工ビデンスとその限界をご紹介しながら、工ビテンスの確

立されていない、これまで患者さんを通じて教えていただいたいくつかの経験を書き留

めていきます。

第 2回は、嚇下について寄稿する予定です。食べることが出来なくなった患者さんがま

た食べることが出来るようになった事例をご紹介出来ればと思っています。
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第 2回パーキンソン病と礁下障害

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 2回のテーマは「嚇下Jです。食べることは生きるために必須であると同時に、趣味、

喜び、心を豊かにする手段といった側面を持っています。「嚇下Jという行為は、食べ

るために必須の機能で、母親の胎内にいる聞に自然に獲得されますが、年をとるにつれ

てその機能は低下します。パーキンソン病の方でも 15'-50見に嚇下機能の低下を認める

との報告もあります。今回は、嚇下障害の原因や対処法につき記載してみます。

2.城下のメカニズム a

我々は、毎日当たり前のように口から食べていますが、実はこの食べるという行為はと

ても複雑なメカニズムから成り立っています。まず食べ物は、歯や舌で唾液を混ぜなが

ら噛み砕かれ、舌でのどの奥へと送り込まれます。のどの奥まで到達すると“のど仏”

が上がり、礁下の反射が起こって食べ物はあっという聞に食道を通過して胃に到達しま

す。この問、口の中では鼻や気管の通路が遮断されて流入を防ぐ動きが起こり、食道で

は胃に入った食物が逆流しないために食道の下にある筋肉が収縮する現象も起きます。

皆様も、あらためて一度生唾を飲んでいただくと、色々な動きが口の中で起こっている

ことがお分かりいただけると思います。こうした一連の行為には、大脳皮質、小脳、 12

種類ある脳神経の半数にあたる 6種類（V、VII、区、 x、泊、 XII）、各種自律神経や体

性神経、口から胃までの様々な筋肉、呼吸筋、といった多数の神経や筋が関与していま

す。

3.パーキンソン病で認められる礁下障害の原因
パーキンソン病自体で生ずる嚇下障害と加齢によって生ずる嚇下障害を分けて考える必

要があります。ここでは礁下のみにこだわらす、食べるという行為全般について考えて

みます。

1 ）パーキンソン病に関連した畷下障害の原因

一般に手足の動きと同様に喉の動きが十分で、はなくなるために嚇下障害が出現すること

が主な原因と考えられがちですが、その他にも様々な原因があります。

①口に食べ物を運ぶ前の原因；まず、気分が滅入り、食べる気持ちがわいてこないこ

とが原因になる場合があります。食べる姿勢の問題も大切で、、背中がまがり、顎を突き

出すように食べることは、撫下を難しくします。また、手の自由がきかないために食べ

物を口に運びにくいことが問題になる場合もあります。

②口に食べ物を運んでからの問題；口唇、顎、舌の運動が不十分で、あり、食物が口か

らこぼれる、十分に噛むことができない、食物を口の中でまとめられない場合がありま

す。次に、舌の運動が円滑にいかないため、食物をのど送り込む時聞が延長したり、飲

み込むタイミングがずれたりする場合があります。また、のどの感覚低下や運動の低下

のため、飲み込む反射が遅れる、食物がのどの奥に残ることもあります。最後に、食物

を胃へ送るための動きが悪くなったり、胃から食道への逆流が起こったりします。
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③薬の問題，上に述べたこと全般に関連しますが、薬の効果が不十分であれば、手足の

機能や礁下の機能は低下してしまいます。不随意運動が激しければ、食事をとることも

難しくなります。

2）加齢に関連した礁下障害の原因

一般に加齢に伴い嚇下機能は低下します。その原因として、歯の問題（意外に多い原因

かもしれません）、礁下に関連する筋力低下、加齢に伴う生理的な喉頭の位置の下降（生

まれですぐは、喉頭とし、う場所が高く位置しており、誤喉しにくいと言われています） 、

口の中の乾燥、感覚や味覚の低下、唾液の分泌量の減少や性状の変化、無症候性の脳梗

塞や他の病気の存在などが知られています。

4. 畷下障害に対する薬物治療
運動機能に対する L－ドーパやドパミンアゴ、ニスト治療と異なり、嚇下障害に対する薬

物治療に十分なエビデンスは残念ながらありません。アーテンなどの抗コリン剤の有用

性が 1942年に報告されましたが、むしろ悪化するという報告もあり評価は一定してい

ません。海外では輪状咽頭筋のボツリヌス注射の有用性も少数例で報告されていますが、

多数例における検討は無く、我が国では保険適応も通っておりません。

5.礁下障害に対するリハビリテーション
ここでは詳しく述べませんが、摂食礁下訓練法として、舌の運動訓練、声帯の訓練

(pushing exercise）、メンデ、ルゾーン手技（喉下時に甲状軟骨の下部を指で押さえ、数

秒間その状態を保たせます。撫下時に喉頭をしっかりと挙上ざせ、食道入口部を開かせ

るのが目的です）、頚部・肩・体幹の訓練、 空母熊下訓練、口腔内ケア、礁下材料の工夫

などがあり、有効性がいわれています。ただし、これも高いエビデンスがあると言える

レベルの研究は残念ながら報告されておりません。通院中の病院に嚇下訓練設備があれ

ば、一度主治医に相談していただくことも良し、かと思われます。

6. 嘆下以外の栄養の投与方法

一般に①経鼻栄養（鼻から胃まで細い管を入れます）、②胃痩（皮膚から胃に直接管を入

れます）、③中心静脈栄養（鎖骨の下などから高いカロリーの点滴を入れることが出来る

管を留置します）が行われています。この問題を書き出すと 1回分の紙面でも足りなく

なりますので、別の機会に詳しく触れることが出来ればと思います。ただ、確認してお

きたいことは、『こうした方法を導入することイコール食べることができなくなる』と

いうことでは無いという点です。次に例を示します。

7. 胃痩導入後、再度食べることが出来るようになった患者さん
58歳時にパーキンソン病を発症した男性の方で、 75歳時に誤嚇性肺炎で入院されまし

た。礁下造影という検査を行うと、飲んだ内容物がほとんど肺に流れ込んでしまうため、

胃痩を導入していただきました。その時の入院治療で、体重がとても減少してしまった

ので、まずは外来にて胃凄から栄養を十二分に投与して、体重を元のレベルに戻すこと

から始めるようにしました。ご本人も「もう一度ビフテキを食べたしリという希望があ
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り、リハビリへの意欲もありました。奥様の献身的な介護もあり、肺炎の再発無く、比

較的順調に体重も回復してきました。それに伴い疾も減少したので、半年後に嚇下造影

を再度施行しましたが駄目。それで、も諦めず、胃痩造設 1年半後に 3度目の挑戦。この

時の嚇下造影は驚くほど改善していたため 徐々に食事量や内容をアップし、 2年ほど

は、 3食とも口から食事を楽しんでいただくことが出来ました。

残念ながら再度肺炎を繰り返されるようになり、今は胃痩栄養を主体で外来に通院して

いただいていますが、ここまで改善される方もみえるのだと、大変感動したことを覚え

ています。医学的に何故改善していただけたのか理由は明らかではありませんが、同様

の報告は別の施設からもなされています。栄養状態改善に伴って薬剤の効果が上がった

かもしれませんし、嚇下や噛む筋力が改善したのかもしれません。またご本人の意欲が

改善したこともあるのかもしれません。いずれにせよ、栄養状態を改善することがここ

まで波及的な効果があると実感出来た瞬間でした。

8.第2回のまとめ
以上のように、パーキンソン病の礁下障害に対しては、高いレベルの根拠に基づいて医

療をすること（EBM）が中々困難です。しかし、 3の項目でも記載いたしましたが、パーキ

ンソン病の嚇下障害の原因は多岐に渡るので、想定される原因の改善へ向けて地道に努

力していくことで喜びが得られる可能性もあります。パーキンソン病自体のコントロー

ル以外に、私の患者さんでも歯科治療が有効で、あった方、人工唾液がある程度有効であ

った方などがおみえになります。

尚、誤明記や嚇下障害の出現を疑うサインとしては、むせる、咳が出る、ツルッとした性
状の食べ物を好むようになった、口の中に食べ物が残っている、痩せてきた、食欲が無
くなってきた、熱が良く出るようになった、などが挙げられます。こうした症状が出て
きましたら、主治医と良く相談なさって下さい。

あなたに合った良い対処方法が見つかるかもしれません。ザ

一方で、、安易な取り組みは、かえって肺炎を招いてしまう可能性も十分にありますし、

努力を重ねても、改善が難しい方の多いことも紛れもない事実です。経口摂取にこだわ

り過ぎず、時期を逸することなく、適切な代替栄養を受けることが良い場合もたくさん

あります。いずれにせよ、適切な病態の把握に基づいた対策がとても大切であることを
確認して第2回を終わりたいと思います。
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第3回 パーキンソン病と日中の予期せぬ睡眠

1 .はじめに
この連載では、 パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療
基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし
れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。第 3回

のテーマは「日中の予期せぬ睡眠」です。

日中の予期せぬ眠気は、今から 10年ほど前、非麦角系ドパミンアゴニスト（ビ・シフロ
ールやレキップ）を内服中に居眠り運転事故を起こした症例がカナダから報告されて以

来、パーキンソン病治療の重要な問題として注目されています。当初は非麦角系ドバミ
ンアゴ、ニストとの関連が重視されましたが、最近の検討では他のドパミンアゴ、ニストや

レボドパ製剤で、も日中の予期せぬ睡眠が誘発される場合があると報告されています。こ
のため、パーキンソン病治療薬の多くの添付文書には、「前兆のない突発的睡眠及び傾

眠等が見られることがあるので、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作
業危険を伴う作業に従事させないよう注意すること」としづ記載が加わるようになりま

した。

一方、我が国で行われたパーキンソン病の患者さんの運転実態調査では、 30%弱の患者

さんが運転し、毎日運転する方も 20%弱みえるとの結果があります。運転の目的は買い

物や通勤といった生活用途が多く、運転の中止により外出機会の減少、生活の不便さの
増大、交通費の増加などの不利益が多く出ることも想定されます。また、運転以外にも
日中の予期せぬ睡眠のため、夜の眠りが悪くなる可能性や、せっかく薬が効いて色々と

やりたい時聞が睡眠のために無，駄になってしまう可能性もあります。

では本当に薬だけが日中の予期せぬ睡眠の原因なのでしょうか？何か対策はあるのでし

ょうか？本稿では、最近の我々の調査結果を含めて、日中の予期せぬ睡眠の原因や対策
を中心に述べたいと思います。

2. 日中の予期せぬ睡眠の頻度

日中の予期せぬ睡眠の頻度は、どういった方法で調査を行うかによっても変わりますし、
調査する集団の重症度や年齢などによっても変わりますが、概ね 30%程度と言われてい
ます。我々の調査でも「時々以上J日中の予期せぬ睡眠があると答えた方は 27%におよ
んでいました。一方、眠気の予兆が無く突然眠ってしまう方も 5%程度あるとされてい
ます。

3.我が国における日中の予期せぬ睡眠と自動車事故
パーキンソン病の患者さんが、車の運転中に突然眠り込んだために起きた交通事故が、
1996年から 23件あったことが、製造販売元 2社から報告されています。うち 18件は
ピ・シフロールで、起きています。発売元の日本ベーリンガーインゲルハイムによると、
3年半にわたりビ・シフロールを服用していた 40歳代の女性は、時速 50キロメートル

で走行中に眠り込んでガードレールに衝突し、車は大破してあごにけがをした事例を報
告しています。事故前から、前兆もなく突然眠ってしまうことがあり、事故後に薬を変
えたところ症状は消えたとされています。

4. 日中の予期せぬ睡眠に影響を及ぼす因子
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薬剤の影響と薬剤以外の影響をここでは考えてみます。

1）薬剤の影響

ビ・シフロールやレキップといった非麦角系ドパミンアゴ、ニストは、カバサールやベル

マックスに比べて日中の予期せぬ睡眠を引き起こす可能性が高くなるとする報告がある

一方で＼変わらないとする報告もあります。我々の検討では、患者さん全体では非麦角

系ドパミンアゴ、ニストと麦角系ドパミンアゴ、ニストで、差は無かったのですが、年齢、権

病期間、重症度が一致した患者さんを比較すると、麦角系ドパミンアゴ、ニストに比べて

非麦角系ドパミンアゴ三スト内服群で日中の予期せぬ睡眠の頻度は高くなっていました。

実際、前述のように薬剤の種類を非麦角系ドパミンアゴニストから麦角系ドパミンアゴ

ニストに変更することで、日中の予期せぬ睡眠の改善する患者さんもみえますが、非麦

角系ドパミンアゴニストを内服している患者さん全てで日中の予期せぬ睡眠が起こるわ

けではありませんし、薬剤jの変更・中止によって全く変化の無い方もみえます。

2）薬剤以外の影響

最近の研究では、むしろ薬剤以外の影響が大きいことが知られています。我々の検討で

は、日中の予期せぬ睡眠のある方達は無い方達と比べて高齢で、擢病期間は長く、重症

度は高く、多彩な非運動機能異常を伴っていらっしゃる場合の多いことが分かつてきま

した。非運動機能異常としては、幻覚、夜間頻尿、睡眠の質の低下、欝などの関与が高

いとしづ結果でした。何故こうした症状が日中の予期せぬ睡眠に関連するのか、その原

因を少し考えてみます。

一つには、様々な原因による夜間の眠りの質の低下が挙げられます。夜中に尿意のため

に何度も目を覚ましたり、気分が減入って中々寝付けなかったり、寝返りが打ちにくく

何度も目を覚ましたりといったことが夜間の十分な睡眠を障害する結果、日中に眠くな

ってしまうことが考えられます。

二つめは、目を覚ましている上で大切な役割を果たしている覚醒系と呼ばれるシステム

の機能低下が、重症度の高いパーキンソン病の患者さんでは生じうるとしづ事実です。

こうした内容は、最近の研究で明らかになってきています。

現時点では、日中の予期せぬ睡眠は、元々眠気が出やすい病態を持っている患者さんに、

眠気を助長する薬剤の投与や夜間の睡眠状態の悪化などが影響を及ぼした結果生ずると

いう考え方が主流になってきていると思われます。

5. 自動車の運転はどうするのか？
自動車の運転は免許制であり、適正な検査を経た後に公安委員会が可否を決めるもので

す。我々医師が可否を判断したり、倫理的に中止させたりしなければならないものでは

ありません。一方、平成 14年 6月の道路交通法改正では、「一定の病気等Jにかかって

いて自動車の安全な運転に支障をきたす恐れのある場合には、運転免許が取得できない、
または更新で、きない場合があるとされています。

また、免許申請書等の病気の症状等申告欄における申告事項として

1 ）病気を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方

2）病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけし、れん、又は麻療を起こした
ことがある方

3）十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込

んでしまうことが週 3回以上ある方
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4）病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けて

いるという 4項目があります

自動車事故を起こした場合に病気だ、ったのでとい う理由は通用しませんし、人身事故の

悲惨さは言う までもありません。運転の中止により患者さんの活動範囲が縮小されます

ので大変悩ましい所ですが、私としては上記の理由を踏まえて、車の運転は控えていた

だくようにお話をしています。

今後、眠気の起こりやすい方達とそ うでない方達を適切に抽出出来るようにすること、

また眠気を起こさない薬剤を開発すること、病気の進行を止める治療法を開発すること

などが我々医療従事者や製薬メーカーの重要な研究テーマになると思います。

6. 日中の予期せぬ睡眠への対策
日中の予期せぬ睡眠に対する治療法はまだ確立しておりませんが、

1 ）可能であれば薬剤の見直しをすること

2）夜間の睡眠状態の改善を図ること

が重要で、はないかと思っています。

薬剤の見直しに関しては、非麦角系ドパミンアゴ、ニストを麦角系ドパミンアゴ、ニストに

変更することも方法の一つです。麦角系ドパミンアゴ、ニストに変更した場合には、心臓

弁膜症の発症を見いだすために定期的な心臓超音波検査が望まれます。その他、エフピ

ーやシンメトレルといった覚醒作用を有する薬剤の内服も良し、かもしれません。

夜間の睡眠状態の改善は、まずどういった理由が睡眠状態の悪化に繋がっているのかを、

医師が詳細な問診やアンケートを用いて明らかにすることから始まります。

夜間の頻回の排尿のために目が覚めているのであれば、頻尿を改善する治療薬を投与し

たり、夜間の水分摂取量を減らしたり、排尿器具の工夫などが有効で、ある可能性があり

ます。

また入眠困難であれば睡眠導入剤を内服する、早朝覚醒であれば抗うつ薬を試してみる

といった治療法が有効かもしれません。夜間に大きな声を出して夢と同じような行動を

する場合にはレム睡眠期の行動異常が原因かもしれませんので、リボトリールを奏功す

る場合があります。

7.第 3回のまとめ
以上のように、パーキンソン病の日中の予期せぬ睡眠は、想像以上に頻度が高く、重要

な症状であることが分かつています。その治療法開発や根本的な原因の解明は残念なが

らまだまだ途上ですが、患者さんもご家族も、こうした症状があると知ることがまずは

大切で、あると思います。そして、症状のある時には主治医に相談してください。

特に日中に眠くて困っている場合には、日中の薬剤の変更を考慮、すべきかもしれません

し、夜間の睡眠を改善する必要があるかもしれません。内服の種類をさらに増やすこと

や、睡眠剤や抗うつ剤を内服することには抵抗感をおぼえる方もみえるかもしれません

が、適切な薬剤jを内服することで、生活の質が向上する場合や、夜間の薬が増えて日中

の体調の改善と日中の薬剤の減量が可能となり、全体としてはむしろ薬が減る場合もあ

ります。

日中の予期せぬ睡眠は、まさにエビデンスに基づきながらオーダーメードで治療すべき

問題の一つで、あると個人的に思っています。
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第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療
基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし
れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第4回のテーマは「心臓弁膜症Jを選びました。麦角系ドパミンアゴ、ニスト（ベルマッ

クス、カバサール）の使用例に認める心臓弁膜症は、 2002年に報告が行われて以来、欧
米を中心に報告数が増加し、最近日本神経学会もドパミンアゴニスト使用上の注意を学
会のホームページに掲載しています。私の外来でも心臓弁膜症についてお尋ねになる患
者さんが多いので、これまでの路線から少し脱線いたしますが、今回は、①心臓弁膜症
とは何か、②麦角系ドパミンアゴ、ニストと心臓弁膜症に関する最近のトピックス、③日
本神経学会の示すドパミンアゴ、ニスト使用上の注意、などを中心に記載したいと思いま

す。

2. 心臓弁膜症とは
全身に血液と酸素を供給するポンプの役割を果たす心臓には左右の心室と心房という 4

つの部屋があり、それぞれの部屋には血液の流れを一定の方向へ維持するための弁があ

ります。右心房と右心室の間の弁を三尖弁、右心室と肺動脈の聞の弁を肺動脈弁、左心
房と左心室の間の弁を僧帽弁、左心室と大動脈の聞の弁を大動脈弁と呼びます。心臓の
弁は適宜開閉することで、心室が収縮するときは心室から動脈に血液が送り出され、心

室が拡張するときには心房から心室に血液が流入するように働きます。これが適切に行
われることで心臓の筋肉（心筋）に余分な負担がかからないようにする大切な役割を担っ
ています。

心臓の弁には、弁の聞きが悪くなり血液の通り道が狭くなる“狭窄”と呼ばれる病態と、
弁の閉じ方が不十分のために血液が逆流してしまう“閉鎖不全”と呼ばれる病態があり
ます。弁膜症の原因には、先天性と後天性（動脈硬化、加齢、心筋梗塞など）があり、原
因を特定できないものも多くあります。最近の高齢化社会では、弁の動脈硬化性変化の
ために狭窄や閉鎖不全を認める症例や、弁を支持する組織が弱くなったために閉鎖不全

を認める症例が増えていると言われています。一般に軽度の弁膜症では臨床的な問題は
生じないと言われています。

3.パーキンソン病における心臓弁膜症の特徴
麦角系ドパミンアゴ、ニストで認める弁膜症は、弁が繊維化を生じた結果動きが硬くなり
閉鎖不全を来すことが特徴とされています。

これまでの報告をみますと、麦角系ドパミンアゴニストを内服している方において心臓
超音波検査で高度の弁膜症を認める割合は、概ね欧米では 3分の 1以下です。しかし、
この比率は非麦角系ドパミンアゴ、ニストを内服している方達やパーキンソン病以外の方
達と比べて明らかに多いとする報告を数多く認めます。

ちなみに、我が国における頻度は 4分の l以下とする報告が多く、欧米よりも少ないこ
とが特徴です。その原因として香川県立中央病院の山本先生は、 1日あたりの麦角系ド
パミンアゴニストの内服量が欧米に比べて我が国で少ないことと関連している可能性を
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Neurologyというアメリカ神経学会誌に報告なさっています。実際我が国におけるべル

マックスの平均内服量は欧米の半分以下です。

一方、たくさんの量の麦角系ドパミンアゴ、ニストを内服している欧米においても、 3分

の 2程度の息者さんは弁膜症を生じていません。この理由が分かると安全に投与する上

で大変有用な情報となるのですが、残念ながら解明されていません。

4.心麟弁膜症の診断方法
病状を伺うこと（問診）や聴診器を使って心臓の音を聞くこと（聴診）はもちろん大切です

が、弁膜症が進行して心筋に影響を及ぼすようにならないと無症状であることや、聴診
しでも逆流に伴う音をはっきり聞き取ることが出来ないことも少なくありません。また、
弁膜症が進行した際に出現する動俸、息切れ、疲れやすい、胸痛、呼吸困難などはパー
キンソン病でもしばしば認められるため、弁膜症由来の症状であるのか、パーキンソン
病の症状であるのか判断に迷うことがあります。

心電図や胸部単純写真も必要に応じて行し、ますが、弁膜症の状態、を最も早期に、正確か
っ侵襲少なく把握することが期待出来る検査は心臓超音波検査です。検査料金が高めで、
詳しく調べると時聞がかかり、どこでも出来るわけではないなどの欠点はありますが、
日本神経学会ドパミンアゴ、ニスト使用上の注意においても、ベルマックスやカバサール

を開始したら、定期的に、身体所見、心エコー、胸部 X線検査などにより異常のないこ
とを確認することを推奨しており、薬剤使用を決める重要な検査と位置付けています。

私は、これに適宜脳性利尿ペプチド（BNP）と呼ばれる採血項目を追加しています。BNP

は主に心臓で産生され、心負荷がかかるとその値が鋭敏に上昇するため、心不全症例の
心機能を早期に評価する上で良い指標であると言われています。心臓超音波検査よりも
時間も費用もかかりませんし、特殊な機械は不要で、、短時間で済むので、循環器内科の

無い病院において診療を行う際にも一つの参考所見になると考えております。

5.現在の麦角系薬剤の使用方針
ドパミンアゴ、ニスト使用上の注意は、日本神経学会より示されています。以下要点を列
挙します。

初めてドパミンアゴ、ニストを使用する場合には

1. カバサール、ペルマックスは原則として第一選択薬としない。その他のドパミン

アゴニストでは治療効果が不十分、または忍容性に問題があると考えられる場合に、カ
バサールやペルマックスを投与する利点と欠点を十分考慮、した上で使用する。

2. ベルマックスまたはカバサールを使用する場合、頻度は低いが心臓弁膜症、心肺
後腹膜線維症がおきる可能性を患者さんに説明する。

3. ベルマックスまたはカバサールを使用する際は、薬剤使用の禁忌となるような病
的所見のないことを確かめる。疑問のある時は、循環器内科専門医に診察を依頼し、こ
れらの薬剤使用が差し支えなし、かどうかの意見を求める。

4. 既知の弁膜症や線維症がある患者さんには使用しない。

5.ベルマックス、カバサールを開始したら、定期的に必要な検査を行う。また維持
量はできるだけ低くする。

6. 心臓弁膜症・心不全徴候・心肺後腹膜線維症を示唆する徴候が現れたら、可及的
すみやかに、これら薬剤の中止、他の抗ノミーキンソン病薬への変更を行い、必要に応じ
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て循環器内科専門医に診察を依頼する。これら薬剤を中止また他薬物の変更を行う際は、

悪性症候群が発生しないように注意して減量、中止する。

以上です。弁膜症があればすべて投与してはいけないかと言いますとそうではなく、神

経学会の指標でも軽微な場合は、投与可能とされています。尚、カパサールやペルマッ

クスを中止後に弁膜症が改善したとする報告もありますが、意見の一致をみておりませ

ん。ごく稀に手術を必要とした症例報告はありますが、先に述べた動脈硬化性変化が病

変の主体であったとする報告もあり、純粋にベルマックスやカバサールが原因で手術ま

でいたった症例は少なくとも我々の施設では見あたりません。ベルマックスやカバサー

ルの使用によらず、臨床上、心不全をきたしたパーキンソン病の方々は少ないと言われ
ています。

6.第4回のまとめ
以上、最近のエビテンスから明らかなように、麦角系ドパミンアゴ、ニストの内服中の

方は、心臓弁膜症に十分注意する必要があります。しかし、たくさんの量を長期間内

服していても弁膜症の無い方もみえますし、手術を必要とするような重度の弁膜症に

遭遇することは稀であることも事実です。カバサールもペルマックスもパーキンソン病

の運動機能改善にはとても良い薬の一つで、これらの薬剤で症状の改善した方々を何

人も経験しています。非麦角系ドパミンアゴ、ニストであるビ・シフロールやレキップ

も大変良い薬ですが、眠気が出たり、足が浮腫んだり、効果が不十分であったりなど、

こうした薬剤の合わない方々がいることも事実です。先日、 Movement disorders とい

う学会がシカゴで行われ、麦角系ドパミンアゴ、ニストに関する研究結果を発表してき

ました。そこで、諸外国のパーキンソン病治療の専門家数名とお話しました。あるアメ

リカの神経内科医は、アメリカでは様々な事情で、ベルマックスが市場から無くなった

ため、それまでベルマックスで良好なコントローノレが出来ていた症例を他の薬剤に変

更したが、中には調子が悪くなってしまう症例があり、苦労していると聞きました。

また、ビ・シフロールやレキップが発売されていない諸外国では弁膜症のためカパサ

ールやベルマックスを使用出来ない方々に対して変更すべき薬剤が無くて苦労してい
るとも聞きました。

現在の日本では、パーロデルを含めて数多くのドパミンアゴ、ニストを選択することが

出来ます。このように恵まれた環境において我々日本の神経内科医は、各薬剤の利点

を良く知るとともに、副作用とその対応方法を熟知しながら、患者さんのQOLや日常生

活活動度が上がるように適切な薬剤を選択することが大切かと思います。そして漫然

とした過剰投与にならないよう、十分留意することが益々必要となっています。
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第5回腰曲がり

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと，思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 5回のテーマは、まだまだ病態は未解明で、 EBMも不足していますが、最近注目され

ている「腰曲がり Jを選びました。

様々な程度の腰曲がりは、多くの人々で認められ、パーキンソン病に特徴的な症状では

ありません。腰曲がりの一番多い原因は加齢であると言われています。

人では、背骨と背骨の間にある硬いゼリーのような形状の椎間板が弾力を保ちながら上

下の背骨同士の間隔を保ち、体を前後左右に曲げる上で重要な働きをしています。しか

し、加齢に伴って、この椎間板の水分が減少し、固く薄くなってしまうため、背骨が前

に傾いて曲がります。
こうしたP椎間板の加齢庁以外に、骨粗緊症による P骨の加齢庁による背骨の骨折や変形も

腰曲がりの原因になります。

一方、こうした加齢に伴わない腰曲がりがパーキンソン病で起きることが分かつてきま

した。

今回は、そういった少し特殊な腰曲がりについて説明をいたします。

2.特殊な腰曲がり（ 1 ）極端な前屈み； Camptocormia
腰曲がりの中で極端な前傾姿勢を示しながらも背骨や背中の筋肉には異常が無く、椅子

に座ったり、ベッドで横になったりすることで腰曲がりが軽快するという特徴を持つ病

態は、 Camptocormiaと呼ばれています。 Camptocormiaは様々な疾患で生ずるのですが、

パーキンソン病やパーキンソン病関連疾患の占める割合が高いということが分かつてき

ました。

Camptocormiaと呼ばれる聞き慣れない言葉の語源は、第一次世界大戦にさかのぼります。

この戦争では弾丸を避けるために前屈みになりながら長時間行進する部隊があり、その

部隊の兵士は母国へ帰国しでも、戦場における高度な精神的なストレスの影響で、歩行

時には顕著な前屈み姿勢が持続してしまいました。

この異常姿勢を表現するために、ギリシャ語の Kamptos（曲がる）と Kormia（体幹）とを併

せた Camptocormiaという用語が出来上がったそうです。

こうした語源からも分かるように、 Camptocormiaは精神的な影響が大きい病態であると

考えられていました。しかし最近の研究により、パーキンソン病やパーキンソン病関連

疾患で認める Camptocormiaでは、腹部や背部の筋肉の持続収縮が原因となっている場

合のあることが分かつてきました。

この筋肉の収縮は、パーキンソン病の固縮が原因になっている場合と薬剤によるジスト

ニアが原因になっている場合があると考えられています。

このため、専門的な話になりますが、前者に対しては、レボドパ・ドパミンアゴニスト

の増量が後者には腹直筋のボツリヌス注射（日本では保険適応なし）やレボドパ・ドパミ

ンアゴニストの減量が有効である可能性があります。

また、定位脳手術などで腰曲がりの改善を認める症例もあることが報告されています。
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私もドパミンアゴ、ニストを少し減量することで、運動機能を悪化することなく腰曲がり

の程度の改善した患者さんを経験しています。その方も起き上がると腰が曲がり、寝る

と腰が伸び、いわゆる Camptocormiaと呼ばれる病態でした。

3.特殊な腰曲がり（ 2）側方への曲がり；Pisa症候群
パーキンソン病やパーキンソン病関連疾患では背中が前方以外にも、側方に曲がる方も

しばしば認めます。これには 1で述べた Camptocormiaと同様に、 2つの病態が関連して

いると考えられています。

一つめは、パーキンソン病の固縮と言われている病態が原因となる場合です。一般にパ

ーキンソン病治療薬は、手足の固さには良く効きますが、背中や首の固さには効果が薄

いとされています。

背中の筋肉の固さは、どちらかというと病歴が長い方、もしくは高齢の方に出現すると

言われていますが、この背中の筋肉の固さに左右差があると、左右のどちらかー側に体

が曲がるというものです。

二つめは、ジストヱアと呼ばれる筋肉の異常な緊張が背中に生じることが原因となる場

合です。一般にこうしたジストニアと呼ばれる病態は、レボドパやドパミンアゴ、ニスト

の影響が大きいことが特徴とされています。

この二つめの病態は、比較的急激に生じ、抗精神病薬の内服を減量・中止すると改善が

期待出来る姿勢異常として、当初は精神疾患の方々で注目され、その姿勢の特徴から

Pisa症候群とも呼ばれています。

ここ数年、アルツハイマー病の治療薬であるドネベジルを内服している患者さんでも同

様の報告があります。また、パーキンソン病では、抗精神病薬内服中の方に生じたPisa

症候群と同じように、ドパミンアゴ、ニスト内服中に生じた体の傾きが ドパミンアゴ、ニ

ストの中止で改善したという報告も蓄積されています。

尚、 ドパミンアゴ、ニストは数種類ありますが、どのドパミンアゴニストが姿勢異常を起

こしやすいということは無いようです。もちろん、 ドパミンアゴニストの減量や中止で

姿勢が改善しでも体の動きは悪化してしまう可能性もあるため十分な注意が必要です0

4.特殊な腰曲がりへの治療
先に記載したように、骨の変形が目立たない腰曲がりに対して、ドパミンアゴ、ニストの

内服量の調整により、ある程度腰曲がりの改善が得られる可能性があると思います。

しかし、まだまだ多数例で有用性を検討した報告はありませんし、姿勢は多少改善した

が、運動機能が悪くなったという状態では困ります。

良く状態を主治医に観察してもらいながら、慎重に薬剤の調整を行うことが大切で、ある
と思います。

最近、私の経験で気づいていることなのですが、私から見れば体が傾いている患者さん

の多くが体の傾きを自覚していないということです。これは自分自身にも当てはまりま

すので、パーキンソン病の方に特徴的であるのかどうかは分かりません。
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実は私も側湾があって、体が横に曲がり気味で、意識せずに写真を撮られると、体が斜

めに傾いていることに気づきます。また、長時間外来をしていると決まって前傾姿勢に

なっていますが、自分では中々気づきません。

こうして気づかないまま長期間同じ姿勢が続きますと、骨格系の変形が進み、姿勢の改

善が難しくなる可能性も出てくると思いますので、積極的に自分の姿勢に対する意識を

持っていただくことが重要であるのではないかと感じています。

実際、腰痛に対しては、それぞれの人にとって良い姿勢を保つ練習をする方法が有効で、

あることが最近報告されました。

ノミーキンソン病の方も、初期からご自身の姿勢について少し意識して、折に触れて是正

するように生活していただくことが姿勢のみならず腰痛の予防を含めて良いのかしれま

せん。

5.腰曲がり全般への治療
もちろん背骨を強くしていくことは大切で、基本的な骨粗繋症対策をもっと患者さんと

行う必要性があると感じています。

ノミーキンソン病の患者さんは 同年齢の方々に比べて骨密度が低下しているという報告

が増えています。

特に、症状の重い方にその傾向のあることが知られており、太陽の光の当たる時間の減

少や、栄養の偏りなどに伴うビタミン Dの摂取不足などが原因と推定されています。骨

粗索症の対策は、まさかの転倒時骨折を予防する上でも重要とされています。

また、腰痛が腰曲がりを悪化している場合も、逆に腰曲がりが腰痛を悪化している場合

もありますので、痛みのコントロールも大切です。パーキンソン病で痛みのある方は 60

-70%あるとされており、パーキンソン症状よりも腰痛が先行する方もみえることが報

告されています。

パーキンソン病の痛みは 大きく分けて、

①パーキンソン病由来の病態による筋骨格系と関節の痛み、

②薬剤の影響が強い筋骨格系と関節の痛み、

③神経痛様の痛みに分類されると言われています。

それぞれの薬物治療として、

①に対しては、パーキンソン病治療薬の追加や増量が、

②に対しては、薬剤の減量や中止が

③に対しては いわゆる痛み止めが

有効になる可能性があり、病態に応じた対策が必要となります。

6.第 5回のまとめ
以上、最近話題となっている特殊な腰曲がりを中心に記載してきました。まだまだ EBM

治療を十分に実践出来る状況で、はないのですが、一見、加齢が原因と思われる腰曲がり

で、あっても、パーキンソン病治療を再考することで、程度の差はあれ改善する可能性の

あることを医師も患者さんも認識することは大切で、あると感じています。
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腰曲がりの予防と治療を考える上で、 ドパミンアゴ、ニストを中心とした薬剤の使用量を

見直すことは大切ですが、予防としづ観点からも、骨粗葉会症対策、腰痛対策、姿勢対策

など、複合的な対策を実施していくことは重要で＼適度な運動や栄養管理は基本中の基

本となります。ただ、この基本をしっかりと行うためには、運動機能の改善、気持ちの

面の改善、礁下の改善など、複合的な対策が必要になります。

私自身、今回の記載を通じて、腰曲がりという現象一つで、あっても、様々な病態の影響

や個人の状態を考慮、しつつ、より良いオーダーメード治療を選択していく必要性がある

と再認識しています。
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第6回排尿障害

1 .はじめに
この連載では、 パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第1回 EBMって何ですか（36号）

第2回嚇下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第5回腰曲がり（42号）

と回を重ねておりますが、第 6回のテーマは、「排尿障害Jを選びました。

2.パーキンソン病で認める排尿障害
パーキンソン病で認める排尿障害は、夜間の尿の回数が多し＼ （夜間頻尿）、日中の尿の回

数が多し、（頻尿）、 一度尿に行ってもすぐに行きたくなる（尿意切迫）など「排尿回数が増

える訴え」の頻度が多く、排尿後も尿が残っている感じがある（残尿感）、尿が漏れる

（尿失禁）などは多くないことが知られています。

この中でも、夜間頻尿の頻度が最多であるとする報告が多く、我々の調査でも 50%以上

の方から夜に 2回以上排尿があるとの返答をいただいています。ただし、夜間の頻尿を

含めて一般的に軽症例が多いとされています。

3.排尿障害がもたらす問題
では、排尿障害は、パーキンソン病の患者さんに対してどのような問題をもたらすので

しょうか？まず最も頻度の多い夜間頻尿について考えてみます。

夜間にトイレに起きることの問題としては、①睡眠が妨げられる、②十分な睡眠を取れ

ないため日中眠くなる、③夜に起きると足下がより不安定で、転倒しやすい、④トイレに

間に合わなかった場合の精神的、肉体的不安がある、⑤うつに影響を及ぼす可能性があ

る、などが挙げられます。

4. クリニカノレクェスチョン：

「Lードパはドパミン神経の変性を促進するか？」
推奨：臨床的な用量・用法のLードパ投与により、 ドパミン系を含む神経細胞の変性が

生体内で促進されることを示すエビデンスはない

基礎実験ではLードパおよびその代謝物であるドパミンは、それぞれの代謝過程において

酸化的ストレスを生じ、細胞毒性を示すとするデータが多数報告されています。しかし、

こうした神経毒性が引き起こされているというデータは報告されておりません。詳細な

機序は不明ながら、ヒトの脳内では基礎実験で認められる酸化的ストレスが生じないよ

うなドパミン処理過程が存在しているためと考えられています。

以上の点は 2002年のガイドラインにも記載しでありましたが、その後も複数の動物実

験や基礎実験で Lードパによる神経毒性が生じうる可能性、大量のレボドパ・ DCI合剤の

-23-



投与によりその傾向が促進される可能性、 Lードパの投与により上昇するホモシステイ
ンが神経毒性を引き起こす可能性などが指摘されてきました。

こうしたL－ドパの神経毒性に関連する実験結果を否定する非常に重要な研究結果が
2004年に報告されました。この論文では、プラセボ（偽薬）、 L－ドパ 150mg／目、
300 mg／日、 600皿g／日の4群を 1年間に渡って観察した結果、薬剤投与中はもちろん、 1年
後に薬剤lを中止した後でも Lードパ投与群は全ての群において、プラセボ群に比べて有
意な差をもって運動機能の改善を示していました。

この結果の解釈ですが、もし L－ドパが神経毒性を持っているなら、その投与中に神経細
胞に悪影響を及ぼすわけですから、薬剤を設与していないプラセポ群に比べて Lードパ投
与群では 1年後の薬剤中止時点で運動機能は悪化することが予想される訳ですが、結果
は全く逆でした。すなわち、 Lードパ投与により疾患の進行が促進されることを示唆する
データは示されず、むしろ早期から Lードパ投与することにより、運動機能がより良い状
態に維持出来る可能性が示されたわけです。

ただ、同時に行われた脳機能画像結果では 600mg投与群では L－ドパによる神経毒性が否
定できないとも解釈できる結果が出ていますし、 600mg投与群では運動合併症の出現頻
度が有意に高かった結果はLードバが用量依存的に運動合併症を惹起することがあらため
て示されたとも言えます。

まず、①の睡眠が妨げられるという問題は分かりやすいのでは無し、かと思います言もち
ろん、「夜中に目が覚めてもすぐに眠ることが出来ますよj とおっしゃる方がし、る一方
で、「一度目が覚めると中々眠ることが出来なくて、寝たと思ったらまたトイレ行きた
くなってJと深刻に訴える方もいらっしゃいます。特に後者の方々は、夜の睡眠の質が
十分で、なくなるため、日中もウトウトしてしまい、仕事の効率が低下したり、居眠り運
転につながったりする可能性があります。

また、③で挙げたように、夜間にトイレに行く際には、病気の有無にかかわらず足下は
不安定になりがちですし、暗い場所の移動では予期せぬ転倒を生じてしまう可能性が高
くなります。さらに、④のようにトイレに間に合わなかった場合、精神的な負担を感ず
る方も多いでしょうし、衣服の洗濯や床の掃除などで疲労も溜まってしまいます。こう
したことが重なると⑤に挙げたように、気分的にも減入ってしまい、さらに睡眠の質が
悪化するとし、う悪循環にもつながりかねません。

実際パーキンソン病以外であっても、うっと夜間の頻尿との聞には関係があるとする報
告もありますし、我々の検討でも、夜間の頻尿と日中の眠気とうっとは、それぞれが影
響を及ぼしあっている可能性が明らかになってきております。このように、一見パーキ
ンソン病と関係のなさそうな夜間の頻尿が動きや気分にも影響を及ぼすことがあり、適
切な対応が必要な問題であることが認識されつつあります。

5.排尿障害の原因
パーキンソン病で認める排尿障害の原因はまだ十分解明されていないのですが、一つの
有力な説として、脳内ドパミンの減少に伴って勝脱の排尿に関する筋肉の活動性が高ま
り、尿の回数が増加するという考えがあります。これは、ヤールの重症度が高いほど排
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尿障害も強くなる傾向があるとする報告にも合致します。一方で、、重症度が軽くても排
尿障害の目立つ方、重症度が高くとも排尿障害の目立たない方がたくさんいることも事
実ですし、後に触れるように原因の解明はそれほど簡単ではありません。

実際、 レポドバを内服すると排尿障害は良くなるかと言いますと、良くなる人もいる
のですが、変わらない人やむしろ悪くなる人も多くいます。この原因として、人間の脳
内でレボドパが作用する部位（ドパミン受容体）は、 Dl～D5まで 5種類あるのですが、 パ
ーキンソン病の患者さんの動きを良くする D2受容体の刺激により排尿回数は増えるこ
とが動物実験では指摘されています。別の報告で、 DI受容体を刺激すると、排尿障害
は良くなるといった報告もありますが、まだまだ、検討の余地が残っています。

また、最近の報告では、パーキンソン病の排尿障害は前頭葉機能との関連も推定されて
います。もちろん、夜間・日中の頻尿、尿意切迫感、失禁といった症状は、加齢、前立
腺肥大、糖尿病、多発性脳梗塞、子官下垂による勝脱の刺激（圧迫）、尿路感染症など、
パーキンソン病以外の様々な病態で起こるので、注意が必要です。また、夜間頻尿のた
めに睡眠が途切れがちであるのか、睡眠が途切れがちであるために目か覚めたときに尿
意を催すのか、どちらが主体であるのか判断に悩む場合もあります。

6.排尿障害の薬物治療
これまで過去 5回の内容と同様に、パーキンソン病の排尿障害の治療として十分なエビ
デンスのある（確立された）方法は残念ながらありません。以下は、現在十分なエビデン
スは無いものの、推奨されている方法をご紹介します。

まずは、感染症が無し、かどうかを除外する必要があります。これは病院で尿検査と尿の
最近検査を受けていただくことが大切です。普段から、尿の色や性状に変化がなし、か
（白っぽい、混濁が目立つ、血が混ざる）気をつけていただくことも大切です。尿路感染
が分かれば、水分をたくさん摂取することや、抗生物質を内服（場合によて点滴）するこ
とが治療法となります。

次に残尿が無し、かどうかを確認します。もし残尿がたくさんある場合には泌尿器科にて
適切な治療法を選択してもらうことが大切です。また、運動機能の状態にかかわらす失
禁する場合にも泌尿器科を受診していただくようにしています。
残尿が無い場合、頻尿を押さえるお薬を飲んでいただくことを考えます。少し前までは、
頻尿を押さえる薬が、勝脱や尿道のみならず脳にも作用するため、パーキンソニズムを
悪化させる可能性や、認知機能に影響を及ぼす可能性がありました。最近はこうした副
作用の少ない薬剤が日本でも発売されており、私もこうした薬剤が有効であった方を経
験しています。

7.排尿障害の薬物治療以外の対策
夜間頻尿であれば、夕食後の水分は控えめにする、夕食時のアルコールは避けるもしく
は控えめにする、もし尿意で目が覚めてもすぐに用を足すことが出来るように寝床の近
くにポータブルトイレを設置する、下着の変更を考慮する、パジャマはファスナーやボ
タンではなくマジックテープやゴムで簡単に着脱出来るものにする、 トイレまでの廊下
に手すりを付ける、 トイレまでの廊下の電気を付けやすくする、寝ている状態からすぐ
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に起き上がることが出来るよう、ベッドの高さや布団の素材を工夫するなど、色々な対

策があります。

また、尿意と無関係に何度も目が覚める、夜中に怖い夢を見る、大きな声で叫ぶといっ

た症状がある場合には、男IJの病態が原因である可能性も十分にありますので、神経内科

の主治医に相談してください。

日中の頻尿や尿意切迫であれば、やはり着替えやすい衣服にする、外出前には必ずトイ

レヘ行っておく、尿意によらず定期的にトイレへ行くようにする、適宜パッドを使うこ

となども有用です。薬を飲んだ後や食後にはトイレヘ行くことを習慣にしている方もい

らっしゃいます。もちろん、動きの悪さのためにトイレへの移動が困難、衣服を着替え

ることが困難といった場合には、レボドパ製剤やドパミンアゴ、ニストの調整が有効にな

ります。

8. 第 6回のまとめ
今回は、パーキンソン病の排尿障害の病態と治療についてご紹介をしました。パーキン

ソン病で認める排尿障害の基本は「尿の回数が増えることJで、このために様々な問題

が生じてくる可能性があります。まだまだエピデンスはありませんが、副作用少なく有

効性の期待出来る薬剤も出てきています。さらにパーキンソン病以外の病態が原因で

ある可能性もあります。もちろん、日常生活の工夫や適切な割り切りで十分対応されて

いる方々もみえます。

排尿の治療をすることで、日中の眠気が良くなったり、動きの改善を認めたりする方も

経験します。排尿の問題は中々主治医に言いにくし、かもしれませんが、是非一度思い切

って相談してください。

円。

第7回 流誕（よだれ）

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第1回 EBMって何ですか（36号）

第2回礁下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（38号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）

と回を重ねておりますが、第 7回のテーマは、「流誕（よだれ）Jを選びました。

2. 唾液について
流誕とは口から唾液がこぼれてしまう現象を指します。唾液には、殺菌、抗菌作用、う

蝕予防、口腔粘膜の保護と洗浄など大切な役割があります。このため食事時はもちろん、

食事時以外でも唾液腺というロの周りにある組織から唾液は分泌されており、その量は

一日にしてペットボトル 1本に相当する 1リットルから 1.5リットル程度にもおよびま

す。これほどの量ですから、放っておけば唾液は口からこぼれてしまいますが、ロを閉

じたり、食事と一緒に飲み込んだり、無意識に飲み込んだりすることで口からこぼれる

ことを予防しています。

3.パーキンソン病における流誕の頻度

パーキンソン病の患者さんでは、しばしば流誕（よだれ）が認められ、日常生活を妨げる

原因となります。流涯の頻度は研究結果により差はあり、 10%程度とする報告がある一

方で、軽症を含めた場合には 78%に及ぶとする報告もあります。

流涯を大変気にされる患者さんも多く、我々の検討でも、日常生活の質を低下させる原

因の一つで、あることが分かつています。一方で、流誕はありながらも、それが生活の質

には大きな影響を与えていない患者さんのいることも確かです。

パーキンソン病の方の流誕は まず夜間にきづかれることが多く、具体的には、発症か

らしばらく経過した方を主体に、朝起きると枕元が自分の唾液で濡れていたというお話

を伺うことになります。その後、会話中に口から唾液が垂れて因る、ボーッとしている

と口から唾液がこぼれていたというお話を伺うようになります。

では、なぜ流誕は認められるのでしょうか？パーキンソン病になると唾液の量は増える

のでしょうか？これまで多くの研究者が調べた結果では、パーキンソン病患者さんの唾

液の産生量はむしろ減っています。この原因として自律神経の関与が推定されています

が、正確には良く分かつていません。
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4.流誕の原因
唾液の量は減っているにもかかわらずノミーキンソン病で流誕（よだれ）が増えることにつ

いて、以下のような原因が考えられています。

1）礁下機能の低下

ノミーキンソン病では、長期の患者さんを中心に、物の飲み込み（蝶下）がしばしば悪くな

ります。この点については第 2回で触れました。少し復習になりますが、パーキンソン

病の人で実際に飲み込みにくさを自覚している頻度は高くなく、バリウムを飲みながら

レントゲ、ンを使って詳細に検査をすると嚇下障害を有する頻度が高くなります。もちろ

ん自覚症状は大切で、、礁下の悪さを自覚している患者さんは、概して嚇下造影検査も悪

い傾向があります。

蝶下と流誕に関する過去の研究では、自覚的な嚇下障害の重症度が上がるにつれて流誕

の重症度も上がることが知られています。このことは、味下機能の悪化に伴って唾液の

飲み込みが十分に出来なくなることが流誕の原因の一つであるという考えを支持します。

2）首下がり

病気に関係なく、机に頭をつけてうつぶせに寝ていると起きたときに机や服によだれが

付いているといった現象は、学校の授業中を含めて多くの方が経験していると思います。

実際、口を開けて首を下に向けていると、 ドンドン唾液が垂れてきます。

ご存じの方々も多いと思いますが、パーキンソン病では、薬剤の影響やパーキンソン病

自体の影響などにより、首が下がりがち、前傾姿勢になりがちです。首下がりの原因と

しては、加齢、パーキンソニズムの悪化、薬剤の副作用などが考えられます。この姿勢

の影響で流誕（よだれ）が出やすくなる可能性が指摘されています。

3）口が十分に閉じない

ノミーキンソン病の患者さんで、は無動の一つの症状として口が開いたままになりやすい傾

向があります。口が開いたままになりますとどうしてもよだれは出やすくなります。特

に無意識の時、もしくはボーッとしている時に生ずる流誕の原因の一つになっている可

能性が考えられています。

5.流誕の薬物治療
これまで過去 6回の内容と同様に、パーキンソン病の流誕（よだれ）の治療として十分な

エビデンスのある（確立された）方法は残念ながらありません。また、欧米では用いられ

ていながらも日本では使うことの出来ない治療法もいくつかあります。それをご承知い

ただいた上で、以下、 4で触れました原因に基づき、現在推奨されている治療法や対応

法をご紹介します。

まずは、抗ノミーキンソン病薬の調整が基本になります。一般に四肢の動きに比べて嚇下

機能は抗パーキンソン病薬で改善しにくいのですが、良くなることもあります。礁下の

頻度や礁下の効率が改善することで唾液の飲み込みも良くなり、流誕の改善が得られる

ことが期待されます。
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また抗ノミーキンソン病薬の調整により、首下がりが良くなり、流涯の改善が得られた

人も経験しています。自験例ではビ・シフロールが有効で、それまで手放すことが出来

なかったタオルを持ち歩かなくなった方もみえました。

ただし、 ドパミンアゴ、ニストの内服はむしろ姿勢を増悪する可能性や、眠気の増加によ

りむしろ流涯が増える可能性もあり注意が必要です。一方で＼レボドパの増量は不随意

運動を増強してしまうかもしれません。この辺りは個人差もかなりあると思いますので、

抗パーキンソン病薬を調整による流誕の影響をしっかり観察されると良し、かと思います。

抗コリン剤はパーキンソニズムを良くする一方で、唾液腺にも働き、唾液の産生を押さ

えることで、口渇という副作用のあることが知られています。このため運動以外に流誕

の治療として用いられることがあります。しかし、口渇感が増えるのみで流誕自体は良

くならない症例もしばしば経験します。さらに抗コリン剤の投与は口渇以外に、特に高

齢者では認知機能に影響を及ぼす可能性もありますので、全身性の投与はむしろ控えら

れる傾向にあります。欧米では、抗コリン作用を有した舌下錠もあるのですが、日本で

は発売されていません。

6.流誕に対する薬物治療以外の対策
日常生活では、ガムを噛む、堅い飴をなめることなどが推奨されています。甘い食べ

物の取りすぎは糖尿病の原因となりますが、最近はシュガーレスのガムや飴も出てきて

います。ただし、こうした、ンュガーレスの食べ物で下痢になる人もいるそうですので注

意してください 私の患者さんには、シュガーレスガムによりむしろ便秘も改善して一

石二鳥であったと言われた人もいました。

マスクをはめることも有用です。もちろん普段から意識して唾液を欽み込むことも大切

です。唾液を飲むように意識することが礁下機能を鍛えることにもつながります。姿勢

に注意を促す、口を閉じておくように気を遣うことも有用で、ある可能性もあります。

一日の中で、どのような場面で流誕（よだれ）が多いのかを振り返ることも大切です。私

の患者さんに、囲碁をはじめ好きなことをやっている最中には全く流涯は気にならない

という方もみえます。また薬剤の効果が切れている時には流誕はあるものの、効いてい

る時には認めない方もいます。いずれも日常生活パターンや内服方法の工夫と、流誕が

出る時間帯や場面におけるマスクの着用などである程度の効果が得られたようです。

欧米では、ボツリヌスを唾液腺に注射する治療が最近注目されています。先に触れまし

たようにパーキンソン病の患者さんの唾液の産生量は減っているのですが、ボツリヌス

を注射することで唾液の産生量をさらに減少させて流誕の改善を得ようとするものです。

実際効果があったとする報告も多く、今後注目すべき治療かもしれません。

ただし、日本ではまだこのポツリヌスの使用方法は認められておりません。

7.第 7回のまとめ
今回は、パーキンソン病の流誕（よだれ）の病態と治療についてご紹介をしました。パー

キンソン病で認める流誕の原因としては、礁下機能の低下（飲み込む頻度の減少、飲み

込みの効率の低下）、首下がり（前屈姿勢）、口が開いたままになりがち等が挙げられ、

薬剤の調整や日常生活の工夫で改善も期待されます。
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まだまだエピデンスはありませんが 病態に応じた治療法、対応法がありますし、副作

用も少なく有効性の期待出来る薬剤も出てきています。

流誕が気になり外出や人と会うことを避けてしまう方もいらっしゃいますし、日常生活

の質を低下させている原因の一つであるとも言われています。さらに流誕のある人は気

管支炎や肺炎になりやすいとの研究結泉も少数でありますが認められます。

治療により良くならない可能性もありますが、改善する人もいらっしゃいます。もし流

涯で悩んでおられるようならば、主治医に一度相談していただいてはどうかと思います。
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第8回 うつ（ 1 ) 

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第1回 EBMって何ですか（36号）

第2回嚇下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）

第7回流誕（よだれ） (44号）

と回を重ねておりますが、第 8回のテーマは、「うつ」を選びました。

ノミーキンソン病の「うつJについては 2回に分けて記載したいと思います。

2. うつ病とは
「うつ病」は、生涯 6～7人に 1人はかかると言われる頻度の高い病気で、この原稿を

書いている時点でも全人口の約 5%は「うつ病」で苦しんでいらっしゃると推定されま

す。「うつ病Jは、「仮病Jであるとか、「怠け病」などと榔捻・誤解されていたような

時期もありましたが、現在では年間 3万人を超える自殺の主因であり、適切な認識と治

療が必要な病態であることが広く認識されています。

さて、「うつJという言葉を聞いて皆様はどのような状況を連想されるでしょうか？「気

分が滅入っている状態」、「気持ちが落ち込んで、いる状態Jなどが思い浮かぶのではない

かと思います。実際、手持ちの iPodTouchに入っている広辞苑第 6版で「うつ」を引き

ますと「気のふさぐことJと出てきます。専門用語では、こうした気持ちの状態を「気

分障害Jといった言葉で表現します。

3. 「うつ病」で認める身体症状
「うつ病Jの中心症状は、紛れもなくうつJすなわち「気分障害」でありますが、その

他に、表情が乏しい、うつむいた姿勢で、ある、応答がゆっくり、便秘、早朝に目が覚め

る、中々寝付くことが出来ないといった症状も「うつ病Jには含まれます。

このように「うつ病Jは、気分障害以外に、身体障害、自律神経障害、思考障害などを

含んだ病態であることをはじめに確認する必要があります。気分が落ち込めば「体が重

い」、「いつも；ならまとまる考えがまとまらなしリ、「笑顔になれなしリといった身体症

状を伴うことを多くの方々が実体験として持っていらっしゃるのではないかと思います。

4.パーキンソン病における「うつ病Jの診断は難しい
ところが、こうした「うつ病」で認められる気分障害以外の多くの症状は、パーキンソ

ン病では気分障害由来ではなく、パーキンソン病自身による身体症状として認められま

す。「うつ病」 ：を診断するには、こうした身体症状は気分由来であると判断することが

重要で、ありますが、厳密に判断することは難しく、「あなたの便秘は 100%気持ちが原因
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です。」とも言えませんし、 「あなたの便秘は全てパーキンソン病が悪いのです。」など

とも言えません。

実際、身体的な障害があれば気分が滅入りやすく、気分が滅入っていれば身体的障害が

増悪することは当然で＼一般に気分障害と身体症状とは深く関連しています。現在、パ

ーキンソン病の「うつ病」をより正確に診断するための研究が進んで、いますが、統ーし

た見解は出ておりません。

少し難しい話しになりますが、最近では、パーキンソン病で認められる「うつ病Jと類

似した症状はパーキンソン病特有の症状の一つであり、いわゆる「うつ病Jとは異なる

が、「うつ病j との共通点が多いため「うつ病Jの診断基準を用いると、「うつ病」の範

時に入ってしまうとする考えもあります。このようにパーキンソン病の「うつ病Jの診

断は難しい側面があり、誤解を招く可能性もあるため、以下の記載では「うつ病Jとい

う言葉を避け、「うつJという言葉を使わせていただきます。

5.パーキンソン病における「うつJの頻度
では、パーキンソン病の「うつJ診断や評価は、どのようにしているのでしょうか？

実際には、通常のうつ病の診断に用いられている面接法やアンケート法を用いて行われ

ています。また必要であれば精神科でも評価していただくようお勧めしております。

ここで注意しなくてはならない点は、異なる方法を用いると結果も変わる可能性のある

ことです。また、どの程度の異常があれば「うつJと診断するのかという問題も残りま

す。こうしたことが原因でパーキンソン病における「うつj の頻度は 5%とする報告か

ら70%程度とする報告まで多様でありますが、概ね 40%程度と理解されています。

6.パーキンソン病の「うつJの原因
パーキンソン病に限らず、医師から病気であることを告げられて気分的に落ち込まない

方はいないのではないで、しょうか？パーキンソン病ももちろん例外ではありません。い

くつかの論文で、パーキンソン病における「うつ病Jの頻度が増加する時期として、パ

ーキンソン病と告げられた病初期があると報告されています。

興味深いことに、初期よりも少し経過がたった時には「うつj の頻度は低下いたします。

この原因ははっきりしませんが、病気を受け入れることが「うつ」の改善につながって

いることが原因のーっとして推定されています。このように、病気になったというショ

ックが「うつJの原因のーっとなっていることは容易に推定されます。

また、「うつ病」の原因として、脳の中のドパミン、セロトニン、ノルエビネフリン等

の神経伝達が低下していることが重要視されていますが、パーキンソン病でもこうした

物質の低下と「うつJとの関連が注目されています。実際、「うつj の頻度は、こうし

た神経伝達物質の低下と関連していると思われる認知機能の低下や重症度の上昇とも関

連すると言われています。

7.パーキンソン病の「うつj はなぜ重要か？
ここまで述べてきておわかりいただけるかもしれませんが、パーキンソン病の「うつ

病J、「うつJの診断は容易で、はありません。また面接やアンケートが「うつ病Jや「う
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つ」の診断基準を満たしたとしても、本当に「うつ病」や「うつJであるのかといった

判断も難しいものがあります。

では何故「うつ」の評価が重要なのでしょうか？これは、「うつ」のスコアが高い症例で

は生活の質が低下していることが明らかになっているからです。興味深いことに「うつJ
のスコアは運動関連のスコアよりも生活の質と関連していると言われています。

このため「うつ」の評価の結果に基づいて必要に応じた対応をする必要があります。次

回は「うつ」の対応策について述べたいと思います。
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第9回 フつ (2) 

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 1回 EBMって何ですか（36号）

第 2回嚇下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第 5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）

第 7回流誕（よだれ） (44号）

第8回うつ（1) (45号）

と回を重ねておりますが、第9回のテーマは、前号の続き、「うつ（2）」です。

2. うつ病の診断

「うつ病Jは、全人口の約 5%をしめるとも言われる大変多い病気ですが、診断と治寮

を適切に受けている方々はずっと少ないとされています。以下にもっとも代表的なうつ

病の診断基準を示します。

以下の症状の中で、 1か2を含めて 5つ以上の項目があれば大うつ病と診断されます。

1. 抑うつ気分

2. 興味の低下（無関心）または活動における喜びの低下（快感喪失）

3. 著しい体重低下

4. 不眠または過眠

5. 精神運動抑制または興奮

6. エネルギー喪失（精力欠乏）

7. 不適切な罪の意識

8. 死について繰り返し考える

この表はかなり原本を単純化していますし、きちんとした「うつ病J診断は一般に精神

科医によりなされますので、あくまでも参考としてください。さらにうつ病には大うつ

病以外に、気分変調症や軽症うつ病など様々なタイプが含まれますが、紙面の都合上、

詳しい説明は省かせていただきます。

3.パーキンソン病の「うつJの特徴
では、パーキンソン病の「うつJにはどのような特徴があるのでしょうか？パーキンソ

ン病では、上記の診断基準で 5項目を満たす「大うつ病Jに分類される重度の「うつ病」

の頻度は低いことが知られています。

ある調査では「大うつ病Jに分類される症例の頻度は、一般人口における「大うつ病J

の頻度と変わらないとする報告があります。また、抑うつ気分を訴えることは少なく、
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不適切な罪の意識や死について繰り返し考えることも少ないなど、 一般的な「うつ病J

とは臨床像が異なることも報告されています。

一方で、「 うつ病j の診断基準に含まれている無関心や無気力、体重減少、不眠、エネ

ルギー喪失（精力欠乏）などは、 パーキンソン病自体でもしばしば認められる症状です。

ただ、こ うした症状が「うつ病J由来であるのか、「パーキンソン病j 由来であるのか

を判断することが難しいのは、前号で既に述べた通りです。

このようにパーキンソン病の「うつ病」は、一般人口で認める「うつ病」とは臨床像が

異なっております。またパーキンソン病で認められる「うつ症状」をパーキンソン病自

体の病態に由来する症状かそ うではなし＼かを明確に区別するための診断基準は確立され

ていないという側面もあります。さらに、 パーキンソン病で認める「うつ症状」は「う

つ病Jと呼ばないほうが良いとする考えもあります。そこで本稿では、第 8回でも触れ

たように、「うつ病Jという言葉を避け、「うつJという言葉を使わせていただきます。

4. なぜパーキンソン病の「うつ」への注目が必要か？
診断基準も暖昧なパーキンソン病の「うつ」ですが、それで、も「うつ」の基準を満たす

方達は、そうでない方達よりも生活の質（QOL)が明らかに悪いことがたくさんの研究で

証明されており、 WHOの調査でも、運動機能異常よりも「うつJが生活の質の低下に最

も影響を与えることが示されています。

こうした結果から、「うつJを良くしていくことが、同じ重症度であっても生活の質を

良くしていくことにつながることが期待されます。 しかしながら、これまで、パーキンソ

ン病の「うつ」に対する治療法は、固縮、無動、振戦などのパーキンソニズムに比べて

十分な検討がなされていません。

5. 「うつ」の治療
「うつ」の治療の基本は、まず医師が「うつ」に気づくことから始まります。しかしな

がら、適切なアンケートや面接法を使わないと「うつJ症状は見逃しやすいですし、患

者さんが「うつJと気づかないことも多く、過小評価され、適切な治療を受けていない

のが現実と言われています。

5-1 カウンセリング

カウンセリングや病状の説明は、薬物治療とならんで「うつJに対する治療の基本とさ

れ、いかなる病期においても重要で、あると思われます。さらに話し合いの中で「うつJ

の原因を色々と伺っていく（気づいていく）作業も大切です。

例えば「うつ」の原因が痛み、不眠などと推定出来れば、痛みに対しては、

をはじめとした痛み止めや神経痛の治療が、不眠に対しては、抗うつ薬や適切な睡眠薬

が有効で、あるかもしれません。また、ご家族に対する不満や不安が原因になっている場

合には、全く違うアプローチが必要になるかもしれません。

「友の会Jや勉強会などで、同じパーキンソン病の方々の気持ちを聞いたり、 パーキン

ソン病の患者さんの家族の方に療養のポイントを教えてもらったり、自分の悩みを話し

たりすることも、重要なカウンセリングになると思います。

自分と同じ苦しみを持つ人たちによるサポートはピアサポートと呼ばれ、欧米では普及

しているシステムですが、日本でも少しずつその考えが普及してきています。
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「友の会」はピアサポートに近い存在ですが、会報や会合を通じて、パーキンソン病の

方々に ATMを与え続けていただくことと思います。

5-2 抗パーキンソン病薬
レボドパやドパミンアゴ、ニストは、パーキンソン病に伴う症状を改善することで「うつ」

症状の改善につながることが期待されます。
実際、病気を告げられた時に認められる「うつJ症状は、抗パーキンソン病薬がふるえ

や体の固さを改善し、病気に対する心配が減ることで良くなると推定されています。

また、ある程度進行してオンオフやウェアリングオフが出てきた症例では、オフの時ほ

ど「うつJが強くなることが複数の研究で示されており、パーキンソニズムに対する適

切な治療は、オフの「うつj も良くすると言われています。
一方で、、プラミペキソーノレは、パーキンソン病以外の「うつ病Jにも有効で、あったとす

る研究結果もあり、「うつ病」の発症にドパミン系の関与も推察されます。
別の言い方をすれば抗ノミーキンソン病薬は、パーキンソニズムの改善以外、直接的に

「うつ」症状を良くする効果が期待出来ます。

5-3 抗うつ薬

もちろん、抗うつ薬が有効な場合があります。パーキンソン病では脳の神経伝達物質の
中で、ドパミンが減少することは良く知られていますが、その他に、セロトニンやノル
アドレナリンと呼ばれる「うつJの発症と密接に関連する神経伝達物質も減少します。

こうした物質を補うことが抗うつ薬の作用機序になります。
ただし、「うつj であることが判明しでも、抗うつ薬の内服を望まない方や、「うつJで
あることを受け入れにくい方がし1らっしゃることも事実で、抗うつ薬による治療を難し

くしている印象があります。

SSRI （セロトニン再取り込み阻害剤）は、最も使われている抗うつ薬で、比較的最近発

売され、従来の抗うつ薬よりも喉の渇きや排尿障害といった副作用が軽減されていると

いう特徴があります。

しかし、パーキンソン病の方に SSRIを使った場合の副作用として、ふるえの悪化が 4-
5%で見られることがあります。また、塩酸セレギリン（エフピー）と併せて内服するこ
とはセロトニン症候群を起こす可能性があるため禁忌となっています。
SSRIは無気力や無関心に対する効果が期待出来、不安やパニック発作にも有効と言われ

ています。

三環系抗うつ薬とか四環系抗うつ薬と呼ばれている薬剤は従来から存在し、うつ病に対
する治療効果が確立しています。少数例かっ昔の検討で、ありますが、パーキンソン病で
認める「うつJにも有効で、あることが知られています。こうした薬剤の多くは、アーテ
ンを代表とする抗コリン剤と同様な作用を持つため、ふるえや固縮に良い作用を示す可

能性があります。また、不眠や興奮性の強い方にも良い場合があります。その反面、副
作用として口渇、起立性低血圧、不整脈を誘発することがあります。また認知機能低下
症例や高齢者には使用しにくい側面があります。

-36-

6.第9回のまとめ
ノミーキンソン病の総合的な治療を考える上で「うつJを適切に診断し、その背景や原因
を明らかにしながら対応していくことは、大変重要で、あると思います。

特に医者も本人も家族も「うつJであることを気づいていない場合の多いことを知るこ
とも大切であると思います。

もちろん「うつJの診断がついても対処が困難な場合、治療がうまくいかない場合、副
作用が前面に出てしまう場合などもあるかと思います。

また「うつJであることを受け入れることが出来ない人、精神科に受診することに抵抗
がある人もいると思います。

それでも病状に応じた適切な薬物治療、カウンセリング、ピアサポートなどにより少し

でも良くなる人も多くいると期待されます。気分が良くなると体も軽くなるかもしれま
せん。

皆様も主治医に一度診断と治療の相談をされてはどうかと思います。
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第 10回幻視（1 ) 

1 .はじめに

この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーショ ンの方法などをご紹介しています。

第 1回 EBMって何ですか（36号）

第 2回礁下（37号）

第 3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第 5回腰曲がり‘（42号）

弟 6回排尿障害（43号）

第 7回流誕（よだれ） (44号）

第 8回うつ（1) (45号）

第 9回うつ（2) (46号）

と回を重ねておりますが、第 10回のテーマは、「幻視（1)Jです。

2.パーキンソン病の幻視の特徴
パーキンソン病の方は全国で 16万人程度とも言われていますが、その約 30%、おそら

く4万人から 5万人の方に幻視があるのではないかと想定されます。パーキンソン病で

認める幻視は、具体的な内容を伴っており、小さな動物や人の姿の見えることが多く、

生々しく、色彩豊かという特徴があります。一般に患者さんはその内容を詳細に説明す

ることが可能で＼実際には存在していないけれども見えるとい う事実を受け入れてみえ

ます。こうした幻視は、夕方から夜間にかけて、数分程度、繰り返し出現することが多
く、恐怖感は伴わないことが多いとされています。

3.妄想、幻覚、幻視、幻聴・・・何が違うの？
妄想という言葉は、時々耳にすると思いますし、ご自身も口にされることがあるかもし

れません。ここでは妄想と幻覚は区別して記載します。

妄想、は、合理的な根拠を持たずに確信された概念で、正しい説明や証拠をもって反論

しでも訂正できないような状態を呈します。妄想の内容は実際にはあり得ないこと

で、同じ文化圏に存在している者とは共有されないとされています。

例えば、「隣の家から電磁波が出ていて、自分の体にふりかかるので、体が疲れてしま

う。Jと信じており、他人が否定しでも、実際に電磁波の無いことを示しでも修正が効

かないような状態を指します。パーキンソン病の方でも一部、妄想的な症状を出：す場

合があります。

幻覚とは、目、耳、鼻、皮膚、舌など感覚器と呼ばれている臓器に対する実際の刺激

が無いにもかかわらず、真の刺激として体験されている状況を総称して呼びます。幻

覚は、それぞれの感覚器に応じて体験される内容により、幻視、幻聴、幻嘆、幻触、
幻味と分類されます。
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幻視は 2で述べた内容の通りです。類似した幻視は、視力の低下した方、脳幹出血後遺

症の方などでも認められることが知られています。また、「何かが目の前を横切る感じ

がするJ「カーテンの後ろに誰かがし、るような気がするj 「天井のシミが違った形に見え

るJなども広く幻視に分類される場合があります。

幻聴は、単純な機械的な音が聞こえる場合、人の話が聞こえる場合などがあります。一

般にパーキンソン病では幻視に比べて出現頻度は低いことが知られています。幻味は、

ロの中に何も無いのに甘味、塩味、酸味、苦味などを感じる現象、幻臭は、どちらかと

いうと不快なにおいを体験する現象、幻触は皮膚の舌に虫が這う、皮膚が痛むなどの身

体表面にかかわる現象などを指し、幻聴と同様に出現頻度は高くありません。

ただし、 こう した幻覚はパーキンソン病とは関係なく、加齢に伴って、また別の疾患で

出現します。この 2回の原稿では、 パーキンソン病で最も多い幻視に絞って記載をした

いと思います。

4.パーキンソン病の幻視が出現する時期
一般的な幻視は長期の方で生じます。ある研究では 10年で 30%程度、 20年で 75%程度

とされています。

しかし、感染症にかかったり、電解質のバランスが崩れたり、高度な脱水などによって

も幻視が生ずることが知られています。また、発症早期から認められる幻視の場合には、

別の疾患の合併やパーキンソニズムを引き起こす薬剤を内服している背景を考える必要

があります。

5.幻視の原因
レボドパ治療の開始以前には、幻視の記載・報告が極めて少ないため、薬剤が原因と考

えられがちです。 しかし、様々な研究を通じて、後述するように、薬剤以外の原因がよ
り幻視の発現により重要で、あると理解されるようになりました。

個人的な考えですが、 1）治療法が出現する前は 10年以内に亡くなっていたパーキン
ソン病患者さんが、治療法開発に伴い天寿を全う出来るようになってきた、すなわち長
期間生存することが可能になったため、長期の方を中心に、治療法開発前とは異なった
病態が出てきていること、 2）社会の高齢化に伴い、高齢で発症されるパーキンソン病
の方々が増えてきたこと、 3）多彩で、高用量のドパミンアゴニストの使用症例の増加、
などが幻視の増加に繋がっていると考えています。

幻視の原因として、薬剤にはドパミン作動系薬剤以外に、塩酸セレギリン、エンタカポ

ン、抗コリン剤、アマンタジン、抗うつ剤などがあります。また、視力の低下や白内障

など眼の局所的な問題、睡眠障害、認知機能の低下、疾患の進行に伴う脳内の視覚情報
処理過程の変化などが薬剤以上に幻視の発現に関与していることも知られています。

5-1 薬剤

ドパミンアゴ、ニストは、皆様良く知られているように、運動合併症の発現を予防しうる
点でレボドパよりも優れた薬剤です。 ドパミンアゴ、ニストは、薬剤の効果が早く切れる
場合、 ADLを上げる場合、ふるえがある場合、「うつj のある場合などにも有用です。
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しかし、レボドパよりも幻視が出現しやすく、薬剤の種類や用量によっても出現の程度

の異なることに注意する必要があります。実際、必要以上に幻視を恐れる必要はありま

せんし、軽度の幻視のために薬剤を減量しすぎて ADLを低下させすぎてしまうことも問

題ですが、幻視に対して積極的に早期に対応することが良い場合もあります。幻覚があ

ると言うと、変な人に思われなし、かと心配して黙って見える方も少なくないのですが、

まずは具体的な症状を主治医に相談されると良いと思います。

レボドパに関しては、幻視のある群と無い群で、レボドパの投与量に差がないとする報

告を多数認める点、幻視のある人にレボドパを急速に増量しでも、血中濃度に応じた幻

覚の出現を認、めなかった点などから、幻視との“強い”因果関係は無いとする意見を多

く認めます。しかし、実際には個人差もあり、幻視の原因になっていることもあります
ので、アゴ、ニストと同様に主治医との相談が大切です。

抗コリン剤、アマンタジン、塩酸セレギリンは、幻視が問題となった場合に、ドパミン

アゴニストやレボドパよりも先に減量、中止すべき薬剤であることが知られています。

5-2 眼の問題

パーキンソン病で幻視のある方は無い方に比べて視力が低下しているとする報告、非特

異的な視力障害の訴えが多いとする報告、決まった人物などが二重に見えることが多い
とする報告などがあります。

これは、パーキンソン病では重度で、は無いものの網膜にも病変のある場合、白内障など

を合併している場合など、眼自体にも様々な病態の出現することが原因として考えられ

ます白内障や緑内障をはじめとして、治療によって良くなる場合もあります。パーキン

ソン病では視力の低下と幻視の程度が関連しているとする報告も認めますので、眼鏡の

調整、白内障の治療、部屋を明るくする工夫などを考慮しでも良し、かと思います。

5-3 睡眠障害

眠りや目覚めの問題と幻視との関係も報告されています。一般に睡眠不足が続いたり、

ボーッとしていたりする時には幻視が生じやすいのは理解していただきやすいかと思い

ます。また、パーキンソン病と似た幻視を示す脳幹出血（脳脚幻覚症）症例では、睡眠障

害のリズムの異常を訴えることが多く、幻視と睡眠障害の責任病巣は近接していること
が推定されています。

一方、生き生きとした夢や悪夢などは幻視の初期症状とも言われていますが、実際に

こうした問題を有する方々において、幻視の出現率が高し、かどうかについては十分な

検討がなされていません。また、夜中に何度か目が覚めてしまう頻度は、幻視のある
方と無い方とでは差がないこともしられています。

最近はレム睡眠期の行動異常と呼ばれている病態と、幻視やノミーキンソン病との発現と

の関連が報告されています。いずれ別の機会に記載させていただければと思っています。

6.第 10回のまとめ

今回と次回で、、皆様から最も質問の多い幻視を特集してみます。幻視の報告は数多くあ

り、第 10回の記載も、書き始めてあっという間に紙面が埋まってしまい、途中で終え
てしまうことをお許し下さい。

-40-

幻視は、決して怖いばかりのものではありません。もちろん、ど うしても対応出来ない

幻視もあり、大きな失望の念をご家族に抱かせた経験も数多くしてきました。特にレビ

ー小体型認知症では無力感を覚える場合も少なくありません。幻視は色々な意味で本人

にも家族にも誤解を招きやすい問題です。少しでもその内容が皆様に正しく伝わるよう、

試行錯誤しながら次号もパソコンのキーボードをたたいていきたいと思います。
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第 11回幻視（2)

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療
基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし
れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 1回 EBMって何ですか（36号）
第2回嚇下（37号）
第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）
第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）
第5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）
第7回流誕（よだれ） (44号）
第8回うつ（1) (45号）

第9回うつ（2) (46号）
第 10回幻視（1) (47号）

と回を重ねておりますが、第 11回のテーマは、「幻視（2）」です。

2.幻視の原因の続き
前号では幻視の原因として、薬剤の問題、眼の問題、睡眠の問題について触れました。
幻視は、こうした外因ともとらえることが出来る原因により生じますが、パーキンソン
病、それ自身によっても生じます。

ノミーキンソン病は 運動系以外に多彩な非運動系の機能異常を呈することは、この連載
を読んでいただいている方ならご存知のことと思いますが、幻視も代表的な非運動機能
異常です。一般的には長期の患者さんに認め、頻度は、発症から 10年で 30%程度、 20
年で 75%程度とされ、幻視のある方では、中脳黒質を超えてより広い範囲で大脳に病変
を有している可能性があるとされています。

もちろん、幻視の原因は様々ですので、幻視が出たからといって、すぐに「病気の進行j

や「認知症j と結びつける必要はありません。しかし、後述のような様々な工夫を行っ
ても幻視の改善を認めない場合には、大脳の病変の進行を念頭に置く必要があります。
また、ある程度治療可能な患者さんが多いものの、難治性の場合もあります。

3.幻視の出現する機序
幻視の原因はまだまだ解明されていません。最近の研究では、幻視のある方では視覚情
報の入力がなされる後頭葉と呼ばれる場所の萎縮、もしくは機能低下を認める一方で＼
前頭葉と呼ばれる場所の活動が相対的に高まっていることが指摘されています。こうし
た結果から、ある物体を見た際にその正しい形を後頭葉で認識することが出来ず、その
不完全な情報から前頭葉が誤った推定をしてしまう、大変大雑把に言えば、脳が違う物
体と思い込んで、しまうことが幻視の出現する機序のーっとして推察されています。

このほか、脳内、特に扇桃体、側頭葉、中脳橋被蓋核におけるアセチルコリンレベルの
低下、中脳辺縁系のドパミン過剰刺激などの関与についての報告もあります。
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早期に幻覚が出現する場合には、 j禰漫性レヴィ小体病やアルツハイマー病が合併してい
る可能性、軽度の意識混濁を伴う場合には、パーキンソン病治療薬以外の薬剤、代謝、
感染などが幻覚出現に関与している可能性があります。

4.パーキンソン病の幻視の対応法
幻視はその内容も程度も様々ですし、ご本人やご家族が気にするかしなし、かもあり、幻
視があるからといって必ず薬物治療をしなければいけないわけではありません。また対
応法を工夫することで幻視へ上手に対応出来ることもあります。

自分で出来ることとしては、幻視かなと思ったときには、その対象物をよりしっかりと
見つめる、違う方向を見てみる、違う対象物を見つめてみるといった方法があります。
また幻視が自然に消えるのを待つことが有用な場合もあります。

天井の模様や床のゴミなどが蛇や虫にみえる場合には、それが幻視であることを認識
することが大切です。一旦幻視であることを理解してしまえば、気にせずに対応される
方もたくさんいらっしゃいます。そのためには、自分の見ているものがおかしいと感じ
たら、その現象が現実であるのか、そうでないのかをご家族などに確認すると良いとさ

れています。

幻視と思っている対象物に触れてみることも大切です。もしコードが蛇に見えたり、カ
ーテンのシミが人の顔に見えたりして怖くて触れることが出来ない時には、ご家族の方
や介護の方などと一緒に触ったり近づいたりすると良いでしょう。
幻視は夕方や暗い場所で出現することが多いので、家の中の電気を早めにつけておいた
り、夜中にも消さないようにしたりするといった対応法も良いとされています。

5.幻視の治療
上記のような方法で対応が不十分な場合、またご本人やご家族が困っている場合には、
色々な治療を試みていきます。

5-1 薬剤調整を行う前に
まず、感染症、脱水、電解質異常などが無いかを検討します。また、白内障や視力の低
下があるならば、その対応が有用な場合もあります。夜間の睡眠の質の低下が幻視の誘
因になっていることもあり、日中の予期せぬ睡眠の際に触れたような適切な不眠対策が

重要になります。

5-2 薬剤の減量
抗コリン剤、アマンタジン、セレギリンを内服している方では、まずこれらの薬剤を中
止します。どの薬剤も運動機能を改善する上では大切ですので、運動機能の悪化の程度
と相談しながら慎重に減量、中止していきます。

これで改善が無い場合にはドパミンアゴ、ニストを減量、場合によって中止します。 ドパ
ミンアゴニストの種類を変更することもあります。 ドパミンアゴ、ニスト中止でも症状の
改善が無い場合にはレボドパの減量や中止まで考慮します。
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しかし、こうした薬剤の減量により、 ADLの低下をきたし、ご本人の苦痛が増えたり、
介護される方の負担が増えたり、祷療や誤礁をおこしやすくなったりと、マイナスの側
面が大きくなる場合があります。この場合には、薬剤の減量はあきらめて幻覚に有効と
言われている薬剤を追加する場合があります。

5-3 幻覚に対する治療薬
一般に幻覚に対する治療薬は程度の差はあれパーキンソニズムを増悪させる可能性があ
りますので、投与は慎重に行います。
欧米で最も使われている薬剤はクロザピンとしづ非定型抗精神病薬です。昔から使われ
ている定型抗精神病薬と呼ばれている薬は、 ドパミン受容体、中でも D2受容体を遮断
することで抗精神病作用を有していました。

このため、パーキンソン病の方に用いた場合、高率にパーキンソニズムの増悪をきたし
ていました。しかし、最近出てきた非定型抗精神病薬は、 ドパミン受容体、特に D2 受
容体遮断作用は少なく、セロトニンと呼ばれる神経伝達物質の受容体、特にセロトニン
2A受容体を遮断することで効果を発揮するため、抗精神作用を有しながらパーキンソニ
ズムの増悪を来しにくいとされています。

クロザピンは、パーキンソニズムを増悪させることなく、幻覚や妄想を改善する作用を
有しています。しかしながら、副作用として重篤な頼粒球減少症を引き起こすことがあ
るので、毎週の採血を必要とするなど管理も煩雑で、、海外でも別の治療が模索ざれてい
ます。

また、日本でも統合失調症の方を対象として本年度から発売されましたが、 18週間の入
院を原則必要とするなど、非常に使い勝手の悪い、また副作用の問題がある薬剤です。

他の非定型抗精神病薬としては、クエチアピンがあります。これは幻視にある程度の効
果が期待できますし、少量で、あればパーキンソニズムを増悪させることも多くありませ
ん。しかし、クロザビンほどの効果はなく、眠気が増悪する副作用もあります。
また、糖尿病の合併に留意しなければなりません。

オランザピンやリスベリドンも非定型抗精神病薬ですが、クエチアピンよりもパーキン
ソニズムを増悪させる可能性の高い薬剤です。ただ、少量を慎重に使うことで奏功する
方がいるとされています。

塩酸ドネペジルはアルツハイマー病に対する治療薬で、す。パーキンソン病で幻視のある
方で減少している可能性がある脳内アセチルコリンを増加させる作用があり、幻視に有
用との報告があります。この薬剤も振戦をはじめとしたパーキンソニズムを増悪させる
場合がありますし、排尿回数が増えたり、喉が渇いたりする場合もあります。

ただし、いずれの薬剤も残念ながらパーキンソン病の幻視としての保険適応は通ってお
りませんので、主治医と良く相談なさってください。
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6. 第 11回のまとめ
2回にわたり幻視を特集しました。幻視はまだまだ治療や対応が難しい症状です。また
幻視はバーキンソン病の方全員に出るわけで、はなく、どんな方に出るかも予測出来ませ
ん。さらに薬剤だけではなく、他の様々な誘因もあります。

もし幻視が出現したとしても、単に薬剤jの減量に走るのではなく、他の原因をしっかり
考えて日常生活の工夫をするといった対応で十分な場合もあること、幻視の出現が必ず
しも疾患の進行を意味しないこと、幻視が出ても落ち込まないこと、良くなる幻視もあ
ることをご理解していただけたらと思います。
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第 12回脳深部刺激療法と構音障害

1 .はじめに v

この連載では、 パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 1回 EBMって何ですか（36号）

第2回礁下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）

第7回流誕（よだれ） (44号）

第8回うつ（1) (45号）

第9回うつ（2) (46号）

第 10回幻視（1) (47号）

第 11回幻視（2) (48号）

と回を重ねておりますが、第 12回のテーマは、「脳深部刺激術と構音障害j です。

2.脳深部刺激療法の有用性
パーキンソン病において、視床下核（ししょうかかく）や淡蒼球（たんそうきゅう）の深部

刺激療法は、運動合併症の減と運動機能の向上に極めて有用な方法で、数多くのエビデ

ンスのある治療法です。本邦に導入されてから 10年以上が経過し、多くの施設で行わ

れるようになりました。名古屋大学でも脳神経外科の梶田泰一准教授のグループ。により

精力的に深部刺激療法が実施されています。

脳深部刺激術によって、ウェアリングオフ現象、薬剤抵抗性の振戦、オフ時の有痛性ジ

ストニアなどの改善や、抗ノくーキンソン病薬の減量とそれに伴うジスキネジアの軽減な

どが期待されます。実際、薬物治療のみでは改善が難しいパーキンソン病症状に対する

深部刺激療法の有用性には神経内科医として驚かされることも事実です。

一方、構音障害（こうおんしょうがし、）、歩行、姿勢保持障害、すくみ足などに対する

改善効果はまちまちで、人によっても異なります。一般に、これらの症状にレボドパが

効く場合（オン時には効いている場合）には脳深部刺激術の効果も認める可能性が高いと
されています。

この他、夜間の動きの悪さや早朝の痛みを伴うジストニアを改善することで睡眠の質を

向上する効果、頻尿を改善する効果も期待されています。しかし、残念ながら、病気の

進行を止にめる治療法では無いことも明らかになってきました。

3.脳深部刺激療法の合併症
多数例の経験が集まった結果、新たな知見が得られています。最近では、より早い時期

（発症後 5--7年）に手術を行った方が治療効果は高いとしづ報告や指摘がありますj し

かし、内科的介入がまだ出来る時点で手術に踏み切る際には、手術に伴う合併症や副作

用を医師も患者さんも十分に知る必要があるとの意見も一方で、はありますし以前から良

く知られている合併症としては、手術に伴う脳出血、挿入した装置の断線、局所の感染
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などが知られています。こうした合併症は、侵襲的な手技で、機械を体内に挿入する手

技であることから、 一定の頻度を持って生ずることは避けられないと言われています。

頻度の差は報告によって大きく、出血ーっとっても 0.2%ー12.5%となっています。こ

の理由として、どの程度までを出血としたのか、出血の評価はどのように行ったのか、

患者さんの背景はどうで、あったのか（高血圧の人では出血のリスクが高いと言われてい

ます）、など判断基準や患者背景の違いが強く影響していると考えられています。

最近は、手術自体や装置に関連した合併症以外に、刺激に関連した合併症が数多く報告

されるようになりました。中でも無為、無関心、自殺率の増加などは、刺激術との関係

が確立されていないものの臨床的に注意すべき点です。さらに、言葉の流暢性の障害、

小声といった構音障害も近年注目されている合併症です。

4.視床下核深部刺激療法に伴う構音障害の原因
以下、本題の視床下核深部刺激療法に伴う構音障害の原因を考えてみます。実際は様々

な言葉の障害に対して、それぞれ対応する医学用語があるのですが、ここでは混乱を避

けるため、全て構音障害で統一させていただきます。

まず、パーキンソン病では長期になられた方を中心に構音障害が出現する場合があり、

深部刺激療法を行った時期がたまたま発音の悪化時期と重なった可能性を考慮する必要

があると思います ちなみに パーキンソン病で認められる構音障害としては、小声、

抑揚の低下以外に、どもりや、同じ言葉を繰り返すといった現象も知られています。

深部刺激療法と関連する構音障害の原因のーっとして、錐体路（すいたいろ）と呼ばれる

部位刺激の影響が及ぶことが考えられています。錐体路と呼ばれる構造物は、深部刺激

療法の対象部位となる視床下核と呼ばれている場所のすぐ近くにあります。錐体路には、

表面から身体の各運動に関わる線維が集まっており、錐体路の障害により麻療が生じま

す。視床下核の深部刺激療法では刺激電極の電圧を上げることでその効果を発揮するの

ですが、上げた電圧が錐体路にも影響を及ぼして舌や口の動きが悪くなる症例のあるこ

とが分かつています。

しかし、全ての言語障害の原因がこれによるものではありません。脳は様々な部位と大

変複雑なネットワークを作っていますが、視床下核も例外では無く、視床下核は大変小

さな構造ながら、その中は非常に複雑になっており、各視床下核の領域が脳の様々な部

位とネットワークを作っていることが知られています。そのネットワークの全容は未だ

解明されておらず、不明な部分が沢山残されています。

実際に我々は、舌や口の動きの麻療は全くないにもかかわらず高度の構音障害を呈した

患者さんを経験しております。その方の神経学的所見や脳機能画像所見を通じて、 1) 

視床下核は言語に関連する領域ともネットワークを有しており、電圧に関係なく深部刺

激療法そのものが構音障害の原因になっている症例のある可能性や、 2）視床下核の周

囲には言語に関連する領域と密接に結びついている線維が走っており、深部刺激療法の

電圧が上がり、その線維に影響を及ぼすことが構音障害の原因になっている症例もある

可能性などを考えています。
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5.構音障害の治療
5-1 刺激の調整

刺激強度を上げる途中で言語障害が生じた場合には、電圧の影響が錐体路に及んでいる
可能性があり、電圧を下げることで症状が改善することが期待されます。また、近年は
刺激部位を複数有する電極が利用される場合も多いので、錐体路から少しでも離れた部
位を刺激電極として使うと良いとの報告もあります。

しかしながら、 一般に刺激強度を下げると動きが悪くなるため“しゃべり”と“動ぎ”
のバランスを取りながら、その方にとって最適な刺激部位を探索してし、く必要があると
されています。

5-2 薬剤の調整

深部刺激療法に対する期待として薬剤jの減量効果を挙げる方が多く、実際、薬剤を減量
することでジスキネジアの改善も期待出来ますし、麦角系ドパミンアゴニスト内服に伴
う心臓弁膜症やドパミンアゴ、ニスト内服に伴う浮腫といった副作用の予防や改善につな
がることも期待されます。しかし、安易な薬剤jの減量により、動きの低下や構音臆害の
増悪以外にも、意欲の低下や欝気分の誘発などを生ずる可能性もあり注意が必要です。

構音障害に対して薬剤の効果は認めにくいのですが、レボドパやドパミンアゴ、ニストの

増量が有効な場合もあります。特に、オフの時に構音障害が目立つ方では、薬剤の調整

を考え直してみる必要があると思います。

5-3 リハビリテーション

色々なリハビリテーション法が有効で、あるとの報告がなされています。当施設では愛知

学院大学心身科学部健康学科の山本正彦先生、辰見寛先生、田中康博先生、田中誠先生

の協力をいただき、リー・シルバーマン法というリハビリ技術を脳深部刺激療法後に高

度の構音障害を呈した方に試してもらっているところです。1回 1時間、合計 5回程度

のリハビリ後、声を発したときの高さが高くなり、声のゆらぎの値も改善されました。

声の高さに対しては、声帯を引き伸ばす輪状甲状筋を中心とした可動性の向上および固

縮が改善したこと、声のゆらぎに対しては、呼吸機能の向上および呼吸筋の固縮の改善

がそれぞれ寄与したものと考えています。また、一時的な効果でありますが、声門の閉

鎖度と関連する喉頭の雑音改善も認めました。

リー・シルバーマン法は、アメリカで開発された、声を大きくするためのトレーニング

方法です。こでは詳細は触れませんが、私の経験した方では、声を大きく出す訓練をし、

普段から声を大きく出すことを意識することで、どもりや同じ言葉を繰り返す現象にも

改善効果が認められました。

しかし本方法を用いても、普段から声を大きく出す意識しなければいけませんし、永続

的な効果では無いようですが、電話や会話の時に、「声は大きく Jと書いた紙を読んで

から話しをすることなどの工夫により、日常生活におけるコミュニケーション能力の改

善が得られる可能性があり、より多くの方で試みていこうと考えています。
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6.第 12回のまとめ

脳深部刺激療法は、薬物療法では対応しきれない運動合併症に大変有効な治療です。

一方で、これまで十分に注目されていなかった副作用のあることも分かつてきていま

す。言語障害もそ うですが、まだまだエビデンスの少ない領域ながら、少しでも安心

して手術を受けていただくことが出来るように、努力していきたいと思っています。
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第 13回パーキンソン病と認知症 (1) 

1 .はじめに

この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やりハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 1回 EBMって何ですか（36号）

第2回嚇下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）

第7回流誕（よだれ） (44号）

第8回うつ（1) (45号）

第9回うつ（2) (46号）

第 10回幻視（1) (47号）

第 11回幻視（2) (48号）

第 12回脳深部刺激療法と構音障害（49号）

と回を重ねておりますが、第 13回のテーマは、「パーキンソン病と認知症（1)Jです。

2.超高齢化社会と認知症

本題に入る前に少し認知症について触れさせていただきます。認知症とはいったん正常

に発達した知的機能が持続的に低下し、複数の認知障害があるために社会生活に支障を

きたすようになった状態を指します。

一般に認知症の頻度は加齢とともに増加することが知られており、アルツハイマー型認

知症を例にとりますと、年間の発症率は 65歳から 69歳は 0.6%であるのに対して お
歳以上では 8.4%に上るとする報告もあります。平成 19年度における要介護者の原因疾

患を検討した報告でも、 1位は脳卒中で 24%、次いで、認知症が 14%を占めています。ち

なみに平成 19年度における要介護者の原因疾患調査に占めるパーキンソン病患者さん

の割合は全体の 3%で 7位にあたり、 3疾患で 40%を超しています。

アルツハイマー型認知症が初めて報告された 1906年における我が国の平均寿命は約 40

歳でしたので、今ほど話題になっていなかったのですが、当時の倍以上に平均寿命が延

びた 21世紀では、早急に克服すべき大変重要な領域になっているのです。

ご存知のように我が国は少子高齢化が進み、超高齢化社会へ突入しており、 20歳から

64歳までのいわゆる生産年齢人口と 65歳以上の比率を取った場合、 1970年は 10人に 1

人、 2010年は 10人に 3人であり、 2030年には 10人に 5人、 2050年には 10人に 7人

と、わずか 40年ほどで倍増することが想定されています。

すなわち、 21世紀の半ばには全体の人口の中で、アルツハイマー型認知症の患者さんの占

める割合が増加し、今よりも少ない人数で 1人の患者さんを支えていく必要が出てくる

と想定されます。
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3.認知症の原因疾患とパーキンソン病
認知症の原因疾患としては、アルツハイマー型認知症や多発性脳梗塞に伴う脳血管性認

知症が有名です。アルツハイマー型認知症で、は脳の中にアミロイド8蛋白という物質の

凝集が進んで不溶性の繊維形成が進み脳内にたまってしまうことが特徴とされています。

また脳血管性認知症では動脈硬化のために脳血管が複数詰まってしまうことやアミロイ

ドが血管に沈着して出血を繰り返すことが認知症進行の原因と考えられています。

認知症、アルツハイマー型認知症、脳梗塞といった言葉はしばしばマスコミでも取り上

げられますので、パーキンソン病の患者さんやご家族から、「パーキンソン病になると

アルツハイマー病になりやすいのでしょうかむとか、「パーキンソン病では脳梗塞や脳

血管性認知症になりやすいのでしょうかむといった質問をいただくことがあります。

ノミーキンソン病の方がアルツハイマー病になりやすし、かどうかを明らかにするためには、

パーキンソン病の方でアミロイド0がたまりやすし、かどうかの検討が必要となりますが、

多数の亡くなった方々の脳を調べた結果では、アミロイド0蛋白の蓄積はパーキンソン

病の方とそうでない方と比べて違いは無かったとされています。

また最近は、アミロイド0に集まる薬剤を体内に注射して PETという画像手法を用いる

ことで、アミロイド3の沈着の程度を観察することが可能となっていますが、今のとこ

ろパーキンソン病の方においてアミロイド8の明らかな脳内への沈着増加は観察されて

おらず、パーキンソン病以外の高齢者と同程度の頻度であると考えられています。ただ

し、レビー小体型認知症の方で、は、アルツハイマー型認知症と同程度にアミロイド8の

蓄積が増加している可能性が複数の研究で指摘されています。

4.長生き出来るようになったパーキンソン病と認知症

ではパーキンソン病では認知症は起きなし、かというと残念ながらそうとは言えません。

30 %程度に認知症を認めるとの報告もあります。

ノミーキンソン病における認知症の原因は色々と言われていますが、多くの報告で共通し

て指摘されていることは “加齢”です。

レホドバ治療が開発されて臨床応用がなされたのは 1960年代ですが、パーキンソン病

の方の寿命は、レポドパ治療開発以前は発症から約 10年で、あったのが、現在は天寿を

全うしていただけるようになってきたとされています。別の研究では、治療薬の出現す

る前は約5年で到達していた障害レベルに、現在は約 15年かかると報告されています。

これは言い換えれば重症度の悪化速度を 3分の lに改善したともとらえることも出来ま

す。

このような平均寿命や重症度の改善は、主に薬剤による運動機能の改善と密接に関連し

ていると推定されています。しかし、経過が長くなる、言い換えれば年齢を重ねてくる

と、黒質を超えて病変がより広範囲に広がる症例が増えることも明らかになってきまし

た。この広がった病変が、記憶をはじめとする「認知j と密接に関連する脳の部位に影

響を及ぼしてくると認知機能の低下が生ずると推定されています。

力日齢以外にも、幻視の有無、軽度の認知機能障害の有無、固縮や無動の程度などが認知

症の発症と関連することが報告されています。しかし、こうした症状があったから必ず
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認知症になるという報告では無く、あくまでも認知症を伴う確率が高し、か低いかの問題
ですし、関連を否定している報告もあります。実際、一度5郎、幻視を呈しながら、治療

により幻視は消失し、その後何年も認知症を呈していない方を何人も経験しています。

現在までの所、病変がどのような速度で、またどの程度に広がるのかは十分解明されて
いませんので、病状がどのような経過をたどるのかを正確に予測し、見通しを立てるこ

とは出来ません。

5.パーキンソン病で認める認知機能低下（特に物忘れについて）
まずこれだけは確認しておきたいのですが、パーキンソン病で認める認知症は加齢現象
と関連があり、長期例で出現しやすい傾向があるのですが、長期、高齢で、あっても認知

症を認めない方も数多くいらっしゃいます。また、気分が滅入っていたり、病気に対す
る不安があったりする時には、臨床的には全く問題にならない程度の記憶力低下であっ

ても重く考えてしまいがちです。

次号で触れる注意、実行機能の問題は、病気と関係なく誰にでもあることです。日常生
活の中で、認知症になってしまったかと一人で悩む場面が出てきたら、どうかすぐに主

治医と相談してください。

さて、パーキンソン病で認める物忘れについて触れたいと思います。一般にアノレツハイ
マー型認知症で、は初期から物忘れが症状の主体となりますが、パーキンソン病では物忘
れは目立ちません。また、物忘れの内容も両疾患で異なり、アルツハイマー型認知症で、

は、ある時点における記憶がガサッと抜けてしまうという特徴があります。

例えば、心配事のために心ここにあらずの状態で食事をした場合、まだ眠くてボーッと
していた場合など、今朝食べた朝食の内容を正確に思い出せないことは誰でもありうる
ことと思いますが、アルツハイマー型認知症で、は、朝食を食べたという事実を忘れてし

まう点が特徴です。

このため、「食事をしていなしリと何度も食事を要求したり、「我が家の嫁は食事を作っ
てくれなしリと近所の方に話したりします。また、食事をしたことを伝えても物忘れを
しているという自覚が無いため、修正が難しい点も特徴です。

一方、パーキンソン病で認める物忘れの内容としては、食事をしたことは覚えているけ
ど、“漬け物”を食べたかどうかは思い出せないとか、“おかずの内容”を思い出せない
などであることが多く、食べた食事の内容をもう一度聞き直したり、見直したりするこ
とで思い出せることも多いとされています。

人の頭の中にはたくさんの記憶がたまっています。例えば、以前良く見た映画の内容を
思い出そうとしても題名を聞いただけでは細かな内容を思い出すことが出来なくとも、

その映画を再度見たときには、「あ一、次はこうした場面になるなJとか「次の台詞は
こうだな」と思い出すことが出来やすし、かと思います。

パーキンソン病の場合には、情報を頭の中に「登録j し、「蓄えておく Jことは良好で、
「もう一度同じ場面に遭遇した時に思い出すという再認j も良いのですが、「ヒントな
どで記憶を再生する、連想するJことは苦手な場合があるとされており、アルツハイマ
ー型認知症の物忘れとは随分違うことがお分かりいただけるかと思います。
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このように、 パーキンソン病における物忘れは、詳しく調べないと分からなかったり、

生活には影響を及ぼしていないことも多かったりするとい う特徴があります。また、実
際に調べてみたらとても認知症とは言えず、加齢現象でも説明可能であることも少なく
ありません。

6.第 13回のまとめ
第 13回の紙面も尽きてしまいました。次回は物忘れ以外の認知機能障害の内容、治療
法、対応方法などについて、ご紹介したいと思っています。パーキンソン病と認知機能
の問題はまだまだ、分かつていなし、点が多く、本文を読まれて分からないことや不安に思

ったことなどがあれば、主治医に相談していただきたいと思います。
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第 14回パーキ ン ソ ン 病 と 認 知 症 （2)

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 1回 EBMって何ですか（36号）

第2回喉下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）

第7回流誕（よだれ） (44号）

第8回うつ（1) (45号）

第9回うつ（2) (46号）

第 10回幻視（1) ( 4 7号）

第 11回幻視（2) (48号）

第 12回脳深部刺激療法と構音障害（49号）

第 13回 「パーキンソン病と認知症（l)J (50号）

と回を重ねておりますが、第 14回のテーマは、「パーキンソン病と認知症（2)Jです。

2.パーキンソン病で認める認知症の内容
パーキンソン病で認める認知症の内容としては、まず物忘れがあります。一般にその程

度はアルツハイマー型認知症より強くありません。高度な物忘れや迷子になるような強

い場所の見当識障害などを認める場合には、むしろアルツハイマー型認知症の合併を考

慮する必要があります。

物忘れ以外には、注意力、目標に到達するための思考の柔軟性、必要な情報と反応を選

択していく集中力、自ら様々な方略を見出し柔軟な考えで多くの要素を見出す思考、構

成能力などの低下を認めることがあります。

こうした認知機能の低下以外に、認知症を伴うパーキンソン病の方には、無気力・無感

動、うつ、不安、幻覚（幻視）、幻想、日中の過度の睡眠を伴うことが多いとされていま

す。うつ、幻視、日中の予期せぬ睡眠に関しては既に取り上げてきました。

無気力・無感動はアパシーと呼ばれます興味の喪失や喜びの低下など、うつでも認：める

症状と重なる部分があるため、「軽症うつ病」と呼ばれることもありますが、最近はア

パシーとうつは異なるものと考えられています。アパシーの対応も時にとても大切とな

りますが、 ここでは紙面の関係上、詳しい説明は省略いたします。

パーキンソン病の方で合併する認知症の診断は必ずしも簡単で、はありません。実際、自

分では「認知機能が低下した」と思っても、医師による客観的な評価では「認知機能は

保たれている」場合もありますので、神経内科専門医による適切な評価が大切です。
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3.認知症が出現するメカニズムと治療
ノ〈ーキンソン病で認める認知症のメカニズムはいくつか分かつてきています。その中で、

病理学的な検討や最近の PETとしづ画像解析装置を用いた検討の結果、認知症を伴って

いる場合を中心に、パーキンソン病の方で、は脳内のアセチルコリンという神経伝達物質

の減少が示されています。

少し耳慣れない PETという用語を説明します。 PETは、 Positron（ポジトロン・陽電子）

Emis.sion （エミッション放出） Tomography （トモグラフィー・断層撮影法）の略で、陽

電子放出撮影法と訳されますし PET装置では、 トレーサーと呼ばれる放射性物質を体内

に注射して得られる陽電子を検出することで生体における特定の物質の挙動を可視化す

ることが出来ます。

次にアセチルコリンは脳、筋肉と神経の接合部、自律神経節など、多くの神経系で主要

な伝物質であり、場所によってその働き方は違います。ちなみにアノレツハイマー型認、知

症で、は脳内のアセチルコリンは高度に低下することが知られています。

最近、日本の千葉大学の研究グループは［llC]MP4Aと呼ばれるアセチルコリンと類似し

たトレーサーを用い、認知症を伴うパーキンソン病の方で、はアルツハイマー型認知症と

同様に広範なアセチルコリンの異常脳内で生じていることを確認し、報告しました。

そうなると脳内のアセチルコリンを増やす薬剤が有用ではないのかとの考えに至ります。

実際、認知症を伴うパーキンソン病の方にこうした薬剤が有用との報告が以前からあり

ましたが、 2004年には世界的に最も有名な学術誌の 1つで、ある NewEngland Journal of 

Medicineに、アセチルコリン分解酵素阻害作用を有するリパスチグミンは、軽症から中

等症の認知症を伴うパーキンソン病の認知機能を中等度改善しうることが多数例の検討

により報告されました。

この論文では、リパスチグミンを内服した患者さんの 19.8%に臨床的に意味のある改善

を認めています。一方で、リパスチグミンを内服しながらも臨床的に意味のある悪化を

13. 0%の患者さんに認めており、残念ながら全例で有効なわけで、はありません。また吐

き気や震えの増悪なども副作用として認める可能性があり注意は必要です。

日本ではリパスチグミンは販売されていないので、リパスチグミンと同じようにアセチ

ルコリン分解酵素阻害作用を有する塩酸ドネペジル（商品名アリセプト）が使われること

があります。

幻視、うつ、日中の予期せぬ睡眠を認める場合には、以前にご紹介したような対処方法

がありますので、それらの内容を一度ご確認、ください。

4.認知症の予防
残念ながら、まだ確実に認知症を予防出来る方法はありません。しかし、まずは合併す

る可能性のあるアルツハイマー型認知症や脳梗塞の予防を行っていくことがパーキンソ

ン病に伴う認知症を予防する上でも大切かと考えます。

最近の研究では、アルツハイマー型認知症の予防として、
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1 ) 高血圧を予防、治療すること

2) 糖尿病を予防、治療すること

3) 高脂血症を予防、治療すること

4) l回 20分程度の有酸素運動を週に 2回以上行うこと

5) 知的活動を継続していくこと

6) 社会とのつながりを持っていくこと

7) バランスの良い食生活（野菜や果物の摂取）

などが大切とされています。

1 ）から 3）は、いわゆる生活習慣病の是正です。近年の研究により脳の動脈硬化や脳

梗塞はアルツハイマー型認知症の発症や進行に関連していること示されております。動

脈硬化を悪化させる要因は高血圧、糖尿病、高脂血症などです。生活習慣病の治療は脳

梗塞の予防のみならず、アノレツハイマー型認知症の発症や進行の予防につながることが

期待されます。

4）は、生活習慣病の治療にも関連しているのですが、運動がアルツハイマー型認知

症の予防に良いことは多数例の検討で明らかになっています。パーキンソン病の方々

は、動きの改善のためにリハビリを行ってみえると思いますが、 1週間に 20分以上、 2

回以上歩くことで、アルツハイマー型認知症の予防も期待出来るとされていますので、

頑張って継続していただ、きたいと思います。

5）に関しては具体的に何が良いということは言われておりません。ただ、いわゆる

最近はやりのゲームやテレビのクイズ番組で脳をトレーニングするよりも、日常生活

の中で、頭を使っていく方が良いのでは無し、かと思われます。具体的には、本や新聞を

読む、家族や知人との会話を楽しむ、家事を出来る範囲で行う、などです。

6）については、 5）とも関連しますが、閉じこもりにならない、人とのつながりを

大切にするといったことを意味します。ボランティア活動 リハビリテーションなど

を積極的に行っていくことが大切です。

7）については、肉ばかり食べている人はアノレツハイマー型認知症になりやすいとさ

れています。また、野菜や果物の摂取量が多いとアルツハイマー型認知症の発症率は

低いことも示されています。その理由は明らかではありませんが、ビタミン E、ビタミ

ンC、ベーターカロテンなどが良い効果を生んでいるのかもしれません。

運動にしても、野菜摂取にしても、パーキンソン病の方々は、パーキンソン症状の改

善や便秘の改善のために工夫されていると思います。こうした日々の積み重ねが実は

認知症の発症の予防にも貢献していると考えていただいでも良いのではないで、しょう

か？

5.第 14回のまとめ
ノミーキンソン病で認める認知症に関して 2回に渡り説明をしてきました。物忘れ、意欲

の低下、注意力の低下などは、体の調子が悪い時、気分が減入っている時などにも簡

単に生じます。こうしたことが原因で出た症状は、体調の改善とともに良くなります。

多少の物忘れや注意力の低下が出たからと言って「認知症になってしまったのでは？J
などと早合点せず、良く主治医と相談なさってください。

また、確証は十分に得られていませんが、少しずつ認知症を予防出来る方法が提唱さ

れ、治療薬も出てきています。ATMの精神で毎日を過ごしていただくことは、 パーキン

ソン病のみならず、認知症予防にも良いことと思います。友の会で積極的に色々な人

と出会い、交流することも良い影響を与えることでしょう。今回の記事を参考に、認

知症を予防していただきたいと思っています。
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第 15回アンへドニア

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 1回 EBMって何ですか（36号）

第2回嚇下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）

第7回流誕（よだれ） (44号）

第 8回うつ（1) (45号）

第9回うつ（2) (46号）

第 10回幻視（1) (47号）

第 11回幻視（2) (48号）

第 12回脳深部刺激療法と構音障害（49号）

第 13回 「パーキンソン病と認知症（l)J (50号）

第 14回 「パーキンソン病と認知症（2)J (51号）

と回を重ねておりますが、第 15回のテーマは、「アンヘドニア」です。

皆様はアンへドニアという言葉を聞いたことがあるでしょうか？ ほとんどの方は耳に

されたことが無い用語かと思います。最近、アンヘドニアがパーキンソン病で注目され

てきておりますので、少しご紹介したいと思います。

2.パーキンソン病で認めるうつ症状
本連載を最初から読んで、いただいている皆様はよくご存知と思いますが、パーキンソン

病において「うつ」は非常によくみられる精神症状です。

一般に、パーキンソン病にみられる「うつj の原因としては、パーキンソン病にかかっ

てしまったという反応性のうつ症状も考えられますが、最近は、「うつ」も振戦や無動

のように、パーキンソン病の病変に伴う症状の一つで、あるという考えが主流となってき

ております。

パーキンソン病における「うつJの原因として、一般的な「うつ病」の発症に大きく関

与しているセロトニン作動系と呼ばれる神経伝達系の機能障害や、 ドバミン作動系の機

能障害が関与していると推定されています。

様々な報告によりますと、少なくとも 40-50%のパーキンソン病患者がうつ症状を合併

し、 30%の症例ではうっ症状が運動症状の発現に先行するとも言われています。パーキ

ンソン病における「うつJの程度は通常軽度から中等度で、自殺はまれで、あり、自発性

や自尊心の喪失、パニック発作やその他の不安症状も比較的高率に認められます。強い

不快気分と被刺激性が顕著で、ある一方で、、罪悪感や失敗感は少なく、虚無感と絶望感を
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訴え、感情を表現する力の低下にも悩まされているといった特徴があるとも言われてい

ます。

3. うっとアンへドニア
アンへド、ニアとは、本来なら喜びゃ満足感を感じられるはずの行為から快感を見いだせ

なくなる状態のことであり、「無快楽症j などとも訳されます。原語はフランス語にな

ります。アンへドニアは、多くの場合は疾患名というよりも症状名であり、うつ病や統

合失調症の主要な症状でもあります。

最近の研究によりパーキンソン病の患者さんでは、アンドニアを認めることが最近分か

つてきました。特にうつ病もしくはうっ状態の方では高率にアンへドニアを認め、パー

キンソン病で認めるうつ症状の中心的な要素の一つである可能性も指摘されています。

また、うつ病がみられず、アンド、ニアのみを呈する症例もあることがわかっています。

ちなみに、先ほどアンヘドニアは主には病名ではなく症状名と述べましたが、このよう

にアンヘドニアしか精神症状が無い場合には、アンへドニアと言う言葉自体が病名にな

りうるのかと思います。

4. アンへドニアの出現する機序
では、どうしてパーキンソン病の方ではアンヘドニアが出やすいのでしょうか？最近の

脳科学研究の進歩により、喜びゃ楽しさの経験には脳内の中脳辺縁系回路、特に側坐核

と属桃核と呼ばれる場所におけるドパミン作動性の報酬系が十分に機能することか重要

であるとされています（難しい用語が続いて申し訳ありません）。これらの報酬系は自発

性や意欲およびその活性化を担うと考えられています。

ノミーキンソン病でアンへドニアを示す人は、おそらく、このドパミン作動性の報酬系の

機能低下が生じているため、本来なら喜びゃ満足感を感じられるはずの行為から快感を

見いだせなくなる状態になると推定されています。

5. アンへドニアの診断法
一般に、個々人の快楽（喜び）の程度を客観的に評価することは難しいので、快楽（喜び）

の度合いを判定することが出来るアンケートが診断には用いられます。

複数の評価方法があるのですが、その中で Snaith一Hamilton-Pleasure scale (SHAPS) 

は 14項目から構成されている自己記入式の調査表です。現在、日本医科大学の永山寛

先生を中心に、日本でも本調査表を使うこどが出来るように、その妥当性が検証されて

いるところです。

以下、 SHAPSの質問内容をご紹介してみます

①私は好きなテレビやラジオ番組を鑑賞するのを楽しめます

②私は家族や気の合う仲間と過ごすのを楽しめます

③私は趣味や娯楽に時間をさくのが楽しいと思う

④私は好きなものを食べるときに幸せを感じます

⑤私は入浴やシャワーで、すっきりすると気特よく感じます

⑥私は花の香り 爽やかな自然の香り、出来立ての食事のにおいを心地よく感じます

⑦私は人々の笑顔を見るとうれしくなります
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⑧私はおしゃれをするのを楽しめます

⑨私は読書をしたり、雑誌や新聞を読むのを楽しめます

⑩私はお茶の時間を楽しめます

⑪私は晴れた日や友人とのおしゃべりなど、日常のなにげない事を楽しいと思います

⑫私はきれいな景色を見ると嬉しくなります

⑬私は人の役に立ったときにうれしく思います

⑭私は人から誉められると良い気分になります

いかがでしょうか？ 詳細は省きますが、この 14の質問項目の中で3項目以上での、“否

定的な項目あり”と答えた場合、「アンヘドニアあり Jと判定されます。SHAPSのスコア

は0点から 14点までで、点数が高いほどアンヘドニアは重度となります。

6.パーキンソン病におけるアンヘドニアの頻度
ノミーキンソン病におけるアンヘドニアの頻度に関しては十分な検討はありませんでした

が、最近ドイツにおいて、 657人を対象としてアンヘドニアを評価した報告が出てきま

した。この研究では先にご紹介したと呼ばれる評価法が用いられています。

本研究では、パーキンソン病の 47.3%にアンへドニアを認め、アンヘドニアは、うつ症

状のある患者群では実に 79.7%と高率に認めることが示されました。さらにアンヘドニ

アのある症例では、うつ、運動症状がより重症で、 ADLも障害されていました。一方で＼

アンへドニアがありながらうつ状態とは言えない症例も 31%に認めました。

日本においても昨年日本医科大学の永山先生が中心となり、 225例のパーキンソン病の

方を対象に SHAPSを用いてアンへドニアの頻度が検討されました。その結果では、

16. 8%の方でアンヘドニアがあるとの結果でした。これはドイツの報告に比べてかな

り少ない数字ですが、日本人ではアンドニアが欧米よりも少ないのか、調査を行った患

者さんの背景の違いか、薬物の影響か、まだ良く分かつておりません。

7. アンヘドニアの治療
アンヘドニアの治療は簡単で、はありませんが、プラミベキソール（ビ・シフロール）がア

ンヘドニアに有効で、あったとする報告がドイツからなされています。

プラミペキソールは、パーキンソン病のうつ症状に効果を示す場合のあることが知られ

ていますが、ドイツからの報告では、平均 1mgのプラミベキソール投与により、先の

SHAPSのスコアが 6から 3未満に改善していました。

ドパミン受谷体には DIから D5までのサブタイプのあることが知られていますが、パー

キンソン病の運動機能に関しては D2受容体、アンへドニアには D3受容体がそれぞれ密

接に関連していると推定されています。プラミペキソールは D2受容体のみならず D3受

容体にも強い親和性を有している，ため、アンへドニアの改善につながるのではなし、か

と考えられています。

8.第 15回のまとめ
パーキンソン病で認めるアンヘドニアに関して説明してきました。パーキンソン病の方

で、以前は楽しそうで、あった事を楽しめなくなっていたり、周りの雰囲気に乗っていく
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ことが出来なかったり、笑顔が減ってきたりした場合には、アンヘドニアの存在も考え

る必要があるかと思います。

もしアンドニアと診断され、可能であれば、プラミペキソールを試すことも考えても良

いかと思います。このような症状が疑われたときには、一度主治医に相談していただい
ても良いのではないで、しょうか？
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第 16回アパシー

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 1回 EBMって何ですか（36号）

第2田城下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）

第 7回流誕（よだれ） (44号）

第 8回うつ（1) (45号）

第9回うつ（2) (46号）

第 10回幻視（1) (47号）

第 11回幻視（2) (48号）

第 12回脳深部刺激療法と構音障害（49号）

第 13回 「パーキンソン病と認知症(1)J (50号）

第 14回 「パーキンソン病と認知症（2)J (51号）

第 15回 「アンヘドニアJ(52回）

と回を重ねておりますが、第 16回のテーマは、「アパシーj です。

皆様はアパシーという言葉を聞いたことがあるでしょうか？ 前回のアンヘドニア

（「無快楽症J）ほどではなし、かもしれませんが、あまり耳にされたことが無い方も多い

と思います。しかし、近年パーキンソン病の臨床現場でとても注目されている症状です

ので、難しい言葉も出てきますが、取り上げてみます。

アパシーは、その語源はギリシャ語で、情念の欠如（a pathos）を意味します。臨床的に

は、人間に行動を開始させ、その行動を活性化。維持させ、方向づけさせる一連の心理

過程である「動機づけj の減弱ないし欠如として理解されています。

アパシーとしづ言葉には、さらに「意欲」の減弱や欠如と「感情Jの減弱や欠如という
意味も含まれます。

日常生活で例えますと、お金を儲けるために仕事をパリバリやっている会社員の方がい

るとして、“お金が儲かるから”というのが「動機づ、けJ、“仕事を頑張りたし1”と

いうのが「意欲Jになります。失敗した時にはひどく悲しいという「感情」が起こ附りま

す。

アパシーのある方の場合には、仕事をする動機が見つからず、仕事をしても頑張る意欲

が見つからない、一方で、悲しいとか、抑うつ感といった「感’情Jを伴わないと考えてい

ただいて良いかと思います。

すなわち、アパシーという言葉は、

『「動機づけ」と「意欲」と「感’情」の減弱や欠如が含まれた概念』

であるとして理解していただくと良し、かと思います。
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2.パーキンソン病で認めるアパシーの頻度
アパシーはパーキンソン病患者さんの 17%ー70%に認めることが分かつてきました。頻

度に幅が広い理由として、調査した母集団の背景の違い、使用した診断基準の違い、評

価者の違し、（本人、家族、医師）などが考えられています。

アパシーを有する患者さんは、前号で触れたアンへドニアと同様にうつ病を伴うことが

多いのですが、 5%から 29%、平均 14%程度の方は、うつ病を伴わずアパシーのみを呈

すると言われています。また、認知症、せん妄、日常生活活動度の低下の度合いとアパ

シーの重症度と関連がある可能性も指摘されています。

3. アパシーとうつの違い
ではアパシーとうつはどこが似ていてどこが違うのでしょうか？アパシーとうつ病で共

通して認める症状としては、興味の減少、喜びの喪失、疲労、睡眠過剰などがあります。

一方両者で異なる症状としては、

“気分の状態”は、アパシーで、は鈍い、うつ病では悲しい

“自己に対して”、アパシーで、は無関心、うつ病で、は悲観的

“心的な葛藤”はアパシーで、は無く、うつ病で、は有る

といった具合です。

さらに主としてアパシーで認める症状としては、不快なことに対する身体の反応が鈍く

なる、物事に対する関心の低下、社会参加しない・続かない、病識の欠如などがありま

す。また、主としてうつ病で認める症状としては、抑うつ気分、自殺念慮、自己に対す

る非難、罪業感や絶望感、食欲低下などがあげられます。

例えば、失敗した時に うつ病で、はがっかりして、過度に「ダメだ・・・ Jと悲観しま

すが、アパシーではこうした気持ちの苦痛がみられません。

4. アパシーの診断
アパシーの診断は必ずしも簡単で、はありません。前号のアンヘドニアと同様に臨床現場

では、既に確立されているアパシーに関する問診表などを用いてアパシーの有無を推察

します。

問診票の一例を挙げます。以下は脳梗塞でも使われている「やる気スコア」と呼ばれて

いるものです。全 14項目、 42点満点からなります。それそれ、全く無いを 3点、少し

を2点、かなりを 1点、大いにを 0点として、合計スコアを合計します

① 新しいことを学びたいと思いますか？

② 何か興味を持っていることはありますか？

③ 健康状態に関心はありますか？

④ 物事に打ち込めますか？

⑤ いつも何かしたいと思っていますか？

⑥ 将来のことについての計画や目標を持っていますか？

⑦ 何かとやろうとする意欲はありますか？

③ 毎日張り切って過ごしていますか？

⑨ 毎日何をしたらいし、か誰かに言ってもらわなければなりませんか？
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⑩ 物事に無関心ですか？

⑪ 関心を引かれるものなど何もないで、すか？

⑫ 誰かに言われないと何もしませんか？

⑬ 楽しくもなく、悲しくもなくその中間くらいの気持ちですか？

⑭ 自分自身にやる気がないと思いますか？

スコアが高いほどやる気が無いと判定され、 16点以上で意欲低下があると判断されます。

この他にもいくつか評価のための指標があります。

5. アパシーの理解の重要性
アパシーのある患者さんは、自発的に何かを始めることや予定を立てることが苦手で、あ

ったり、せっかく活動を始めても早期に止めてしまったり、自分自身の健康に対する関

心が低下してしまったり、新しい経験に対する好奇心が低下したりします。

結果、患者さんは非活動的となり、この消極性がさらなる機能低下や衰弱をもたらす可

能性があります。

アパシーという病態を知らないと、家族や医療者は、患者さんが怠けているのでは？強

情になっているのでは？等と取り違えます。さらに、せっかくケアの計画を立てても空

回りしてしまう可能性がありますし、場合によっては、「こんなにあなたのためにやっ

ているのに、どうして何も反応してくれないのj、「どうしてデイケアが長く続かないのJ
など、家族の憤りにつながり、患者一家族関係が悪化する可能性もあります。

しかし、アパシーという病態を知り、適切に評価がしてあれば、「動機付けJや「意欲」

や「感情Jの低下も病気のせいと理解が出来、知らないよりもずっと良好な対応が出来

る可能性があります。

6. アパシーの原因と治療
最近の研究では、アパシーの原因として、黒質の線維が投射している基底核を中心とし

て、基底核と帯状固と呼ばれる部位を結ぶ経路の機能異常、基底核と眼嵩面と呼ばれる

部位を結ぶ経路の異常、前頭葉病変との関連などが指摘されています。しかし、真の原

因や病態はまだまだ未解明です。

アパシーに対する対応方針としては、まずはアパシーがあるのかどうかを判断すること

が大切です。その上で、少しでも興味の湧く対象を個別に見出し、満足や豊かな気持ち

を体験できるようなプログラムを作成することが重要です。実際には簡単で、はありませ

んが、若い頃に得意で、あったボーリングをやりに行ったら思った以上に出来て、嬉しく

なって継続し、外出する機会も増えた患者さんの話をうかがったことがあります。

他の治療としては、ドパミンアゴニスト、精神科的薬剤、カウンセリングなどが試され

ます。海外ではモダフイニルと呼ばれる眠気を予防する薬剤や男性ホノレモンが投与され

て有効であったとする報告がありますが、日本では保険適応はありません。

7. 第 16回のまとめ
ノミーキンソン病で認めるアパシーに関して説明してきました。引きこもりがちになった、

デイケアに行ってもすぐに辞めてしまう、仕事を開始出来ない・進まない、といった症
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状もアパシーが原因になっているかもしれません。こうした方達は決して怠け病ではな

いのです。

まだまだ研究が始まった段階で、解明されていない問題も多いアパシーで、すが、今出来

ることは何か、何が限界かを知りつつ、病気に対応していくことはとても重要なことで

はなし、かと思っています。
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第 17回反復常同行動（punding)

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし
れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 1回 EBMって何ですか（36号）

第 2回嚇下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）

第7回流誕（よだれ） (44号）

第8回うつ（1) (45号）

第9回うつ（2) (46号）

第 10回幻視（1) (47号）

第 11回幻視（2) (48号）

第 12回脳深部刺激療法と構音障害（49号）

第 13回 パーキンソン病と認知症（1) (50号）

第 14回 パーキンソン病と認知症（2) (51号）

第 15回アンヘドニア（52号）

第 16回アパシー（53号）

と回を重ねておりますが、第 17回のテーマは、「反復常同行動（punding）」です。

反復常同行動としづ言葉は， 初めて聞かれる方も多いと思います。反復常同行動は、読

んで字のごとく、「常に同じ行動を反復するJ、すなわち物（書類やハンドバッグなど）の

収集、移し替えや整理、機械の分解といった複雑な行為を取り付かれたように、過剰に、

また目的無く繰り返すことにより特徴付けられます。

パーキンソン病における反復常同行動は、 1994年にレボドパ内服中に同症状を生じた

一例が報告されて以来、症例が蓄積されています。反復常同行動の定義や概念は完全に

は確立しておらす、過剰なドパミン受容体刺激と関連が深い病態として注目されていま

す。

ドパミンアゴ、ニストやレボドパは、パーキンソン病患者さんの運動機能異常改善には極

めて有効なお薬で、こうした薬剤の開発前に比べて、パーキンソン病患者さんの生命予

後や運動機能を劇的に改善したというデータが複数示されています。しかしながら、一

方で薬剤を長期間内服し、ドパミン受容体刺激を続けることで出現してくる新たな症状

に留意する必要性も出てきました。反復常同行動も、こうしたお薬による受容体刺激に

関連する症状の一つです。

今回を含めてこれから 3回は、ドパ製剤によるドパミン受容体刺激に関連する症状とし

て最近注目されている、
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1 ）反復常同行動

2) ドパミン調整異常症候群、

3）衝動行動異常

について、解説していきたいと思います。ついつい見逃されそうな副作用を良く知るこ

とで、早期に適切な対処をし、より良い治療をお受け頂くことにつながれば幸いです。

2.パーキンソン病で認める反復常同行動の頻度
これまでの報告によりますと、反復常同行動の頻度は、 1.4%ー14%まで幅広くなって

います。この理由として、調査方法がアンケート形式であったのか、対面による問診方

式で、あったのか、さらには、どのような診断基準が用いられたのかが影響していると考

えられます。

また、最近の研究では反復常同行動に関する説明を患者さんに十分に行った後に再度問

診すると反復常同行動を有する患者さんの頻度は増加するとの報告もあり、従来考えら

れていたよりも頻度は高い可能性も指摘されています。

反復常同行動の危険因子としては、若年発症であること、アルコール多飲、欝の既往な

どが報告されています。

3.反復常同行動の診断
次に反復行動異常の診断について触れてみますし世界的に統ーした基準はまだ無いので

すが、基本的に

1 ）掃除、身繕い、ゲーム、インターネット、ガーデ、ニング、物の収集や並びか

え、道具の分解や組み立てといった趣味、余暇、行動を定期的に行っている0

2）こうした行動を止められると腹が立ったり、不幸な気分になったりする。

3）自分のこうした行動が非生産的、時間の無駄、目的が無い等と考えたことがあ

る。

4）こうした行動のために、食べること、寝ること、薬を飲むこと、身繕い、社会的

な交遊のいずれかがいつも阻害される。

以上の 4項目が全て満たされた時に反復常同行動ありとされています。

皆様、どうでしょう？ご自身に当てはめて考えた場合、趣味との境界線を明確に引くこ

とが難しい印象はありませんか？

最近提唱されている診断基準はこうした点も踏まえ、「内服後にこうした行動を取る

か？J、「行動を簡単に止めることは出来なし、かj、「たとえ破壊的な行為であっても止め

ることは出来ないかJなど、一般的な趣味とは異なり“病的”な意味合いの強い行動が

より含まれるように変更されてきています。
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4.反復常同行動がある場合の問題点

では、反復常同行動は何故問題なのでしょうか？ 日常臨床の現場において、反復常同

行動を生じた場合、日常生活のパターンや家族関係の破綻、社会的な関係の崩壊などを

介して、患者さん自身やその家族に大きな悪影響を及ぼす可能性があるからです。

一例を挙げてみましよう。ある長期療養型の病院に入院していた曹、者さんは、反復常同

行動として、朝から晩まで、それこそ寝食を惜しんで、雑誌に掲載されている俳優さんや

新聞記事に掲載されている政治家の似顔絵を描き続けるといった症状が出ました。

特に夜に寝る間も惜しんで似顔絵を描くので、同室者には迷惑になりますし、看護師さ

んや介護士さんも心配です。それで、「明日にすれば？Jと声をかけると、紙を放り投げ

る、鉛を投げる、大声をあげるなどして抵抗しました。挙げ句、夜間眠らないために、

日中の活動度が低下し、薬剤の効果も落ちてしまいました。

この方は、根気よく治療し、今では反復常同行動は消失していますが、反復常同行動は

ジスキネジアと一緒で、いったん生ずると中々改善しない可能性があるので＼生じない

ように注意すること、生じた場合には早期に発見して対応することが大切になります。

5.反復常同行動の病態（原因）

何故反復常同行動は生ずるのでしょうか？これについては、まだまだ未解明な部分が多

いのですが、提唱されている一つの説をご呈示いたします。

少し難しい話になりますが、ヒトの脳においてドパミンの関与する経路としては、“運
動機能”と密接に関連する黒質一線条体ドパミン路以外に、“報酬”と密接に関連する
中脳辺縁系ドパミン路のあることが知られています。この報酬系は、欲求が満たされる、
もしくは満たされることが分かつた場合などに活性化され、人に快の感覚を与える経路
とされています。

反復常同行動は、この報酬系がドパミンアゴ、ニストやレボドパにより過剰に刺激を受け

ることが原因と考えられています。また、一口にド、パミン受容体と言っても運動機能と

最も密接な関連のある D2受容体以外にも、 Dl,D3,D4,D5の合計5種類のドパミン受容体

の存在することが知られています。最近の研究では、 DlとD2、特に Dl受容体刺激作用

を有する薬剤が反復常同を引き起こす可能性が示されています。

反復常同行動を示す症例ではジスキネジアを合併する頻度も高いのですが、ジスキネジ

アも Dl受容体や D2受容体刺激と密接に関連していることが知られており、反復常同行

動が DI受容体刺激と関連していることを裏付ける結果となっています。また、 DI/D2受

容体の刺！激以外に反復常同行動の発現には軽微な前頭葉機能異常が関与している可能性

も指摘されています。

こうした薬剤の種類や量、および大脳病変の有無などが複雑に絡み合って、反復常同行

動を引き起こすと考えられており、何故反復常同行動を起こす症例と起こさない症例が

あるかの理由としても推定されています。
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6.反復常同行動の原因と治療
反復常同行動に対しては、運動機能の悪化に留意しながら内服薬の変更や減量を考慮、し

ます。先に述べたように、 DI刺激作用のある薬剤から慎重に減らすことが良し、かと思わ

れます。また、頓服としてドパ製剤を内服している場合や、睡眠前にドパ製剤jを内服し

ている場合には、こうした薬剤から減量することが進められます。さらにレボドパの効

果を高め、アンフェタミン様の効果を有する塩酸セレギリンを内服している場合には、

その減量や中止も考慮します。ただ、どの薬剤jから減量するのか、またその減量方法は、

確立されているわけではありません。

最近では、岡山旭東病院の柏原先生方は、塩酸アマンタジンが反復常同行動に有効であ

ったと報告しています。塩酸アマンタジンは、ジスキネジアの発現と密接に関連する

川DA型グルタミン酸受容体と呼ばれる受容体の遮断作用を有し、ジスキネジアに有効

とされています。既に述べたように、反復常同行動はジスキネジアと密接に関連してい

る指摘がなされておりますが、塩酸アマンタジンが両者に有効であるという事実は、病

態の類似性をより強く支持する所見であり、非常に興味深いと，思っています。

その他、 D2/D3刺激作用のあるドパミンアゴストの切り替えや、定位脳深部刺激術後に

ドパ製剤が減量出来たことで反復常同行動が改善することも期待されますが、これらの

治療には、また特有の副作用もあり、慎重な対応が必要です。

7.第 17回のまとめ
パーキンソン病で認める反復常同行動に関して説明してきました。夜も寝ずに趣味に没

頭している、ご家族の目から見て無駄と思うことに熱中して、適切な日常生活を送るこ

とが出来ていない方などには本病態が隠れている可能性があります。適切な薬剤の調整

が有効な場合もあり、同症が疑われる場合には、一度主治医とよくご相談していただく

と良いかと思います
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第18回番外編第52回日本神経学会学術大会のご紹介

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療
基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし
れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 1回 EBMって何ですか（36号）

第 2回嚇下（37号）

第 3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第 5回腰曲がり（42号）

第 6回排尿障害（43号）

第 7回流誕（よだれ） (44号）

第 8回うつ（1) (45号）

第 9回うつ（2) (46号）

第 10回幻視（1) (47号）

第 11回幻視（2) (48号）

第 12回脳深部刺激療法と構音障害（49号）
第 13回 パーキンソン病と認知症（1) (50号）
第 14回 パーキンソン病と認知症（2) (51号）
第 15回アンヘドニア（52号）

第 16回アパシー（53号）

第 17回反復常同行動（punding)(54号）

と回を重ねておりますが、第 18回は、いつもと趣を変え、「第 52回日本神経学会学術
大会の企画j をご紹介させていただきます。

日本神経学会学術大会は、全国の神経内科医約 9000人中 5000人以上が集まる日本最大
規模の学会で、回を重ねて第 52回となりました。今回は、私のボス、恩師である、名
古屋大学神経内科教授祖父江元先生が大会長で、平成 23年 5月 18日（水） -20日（金）
に名古屋国際会議場において開催いたします。

本紙面で皆様にご紹介したい内容は、三つあります。一つ目は、「なごや神経内科ウィ
ーク、二つ目は Lee Silverman Voice Treatment、3つ目は市民公開講座です。それぞ
れ、簡単で、ありますが、どのような企画であるのかを述べていきたいと思います。

( 1）なごや神経内科ウィーク
日本神経学会学術大会では前述のように、日本の神経内科医が多数参加します。学会期
間中は、普段は中々お呼びできないようなトップレベルの神経内科専門医が名古屋にみ
えるわけですから、その方々のお話を是非、患者さんや患者さんのご家族に聞いていた
だきたいとの思し、から、名古屋駅にあるミッドランドホールにて、 5月 18日、 19日、
20日の 3日間、「なごや神経内科ウィークJと題して脳卒中、パーキンソン病、認知症
に関する講演会を企画することといたしました。
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ノミーキンソン病は、 5月 19日（木）、午後 3時頃から開催する予定で、この会報でも毎回
寄稿されている平山先生、皆様も良くご存知の水野美邦先生、阿部和夫先生、久野貞子
先生より、以下の内容でお話をいただくこととなりました。
「パーキンソン病を予防する、治療する、より良く生きるJ

どんな病気？ 平山正昭先生（名古屋大学）

予防と治療 水野美邦先生（北里大学）

リハビリテーション 可部和夫先生（甲南女子大学）

生活支援 久野貞子先生（京都きづ川病院）

いかがでしょうか？ 皆様も一度は名前をお聞きになられたことがあると思う、パーキ
ンソン病診療のスベ、ンャリストの方ばかりと思います。私も、 4名の先生方から色々な
ことを教えていただき続けています．

なごや神経内科ウィークの参加料は無料ですが、会場の大きさの都合により、先着約
300名の方々に限らせていただきます。申し込み方法などはあらためてご連絡いたしま
す。現時点では、中日新聞にも詳しい日程や申し込み方法などのご案内を掲載する予定
でいます。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

ちなみに、私は学術大会運営・管理のために国際会議場に詰めており、皆様とお会いす
ることは出来ませんが、なごや神経内科ウィークの準備をしっかりしてお待ちしたいと
思っています。もちろん、パーキンソン病以外の脳卒中や認知症におきましでも、魅力
的な先生からのお話を聞いていただくことが出来ますので、お知り合いの方々にもご紹
介をいただけたらと思います。

( 2) Lee Silverman Voice Treatment (LS VT) 
LSVTは米国の Ramig先生方が考案したパーキンソン病の発語障害改善目的の訓練法で、
高いエビテンスレベルを有した現時点における最も有効な行動療法で、声量、声の明瞭
度、高さ、速度、表情、喉下の改善を期待出来る訓練方法です。コミニニケーション障
害の分野における最大規模の学会である Academv of Neurological Communication 
Disorders and Sciences (ANCDS）の検討においても、 LSVTは構語障害に対するリハビリ
テーションの中で、改善を認めたとする報告が圧倒的に多く、推奨される行動療法と結
論されています。

LSVTは、その治療効果を国際的に維持するために LSVT財団によって登録商標化され、
臨床家として LSVT施行には、財団が主催する 2 日間の認定講習（ワークショップ）に参
加して認定を取得することが必要で、有資格者でなければ LSVTの名称を用いて訓練を
実施することかできません。

LSVTのライセンス取得者は、米国では約 4000人、ブラジルで、も約 250人、香港でも 10
人に 1人はライセンス保持者がいるなど、世界的に多数のライセンス保持者がいる一方
で、ライセンスの取得のためには渡米して英語の講義を受けなければならず、日本では
治療技法も知らない鎖国のような状態が続き世界から取り残されてきました。
しかし、日本でも昨年新潟リハビリテーション大学院大学の倉智先生が中心となり、初
めて LSVTの習得プログラムが新潟の地で開催され、約 90名の方がラインセンスを持つ
に至りました。
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LSVTにおける治療の 5原則とは以下のようになります。
1 ) Focus on Voice 

声の大きさを高めることに専念すること。大きな声を出すことで発声発語器官の運動
範囲は拡大し、発話速度は低下し、明瞭度も改善する。

2) Focus on High Effort 

ノミーキンソン病の「小声」を「通常の大きさの声」にまで高めるため、「叫ぶ」くら
いの高い努力で発声すること。このため、治療者が見本を示す必要がある（外部的キ
ュー）。

3) Focus on Intensive Treatment 

集中治療とは、 50---60分の訓練を 1週間に 4回、 4週間実施することを意味する。米
国における保険診療が背景にあり，し、かに集中的に効果のあるリハビリを行うかが焦
点となってきている。

4) Focus on Calibration 

校正とは、他者には小声で、あっても自分は普通と思っているクライアント自身の声の
大きさに関する感覚を治してし、く方法（内部的キュー）。

5) Focus on Quantification 

定量化とは、クライアントの動機づけのために、毎回のセッションの結果を数値化し
て示すこと。

今回の学術大会では、この LSVTを幅広く日本の言語聴覚士の皆様に習得していただく
ことを目的として、アメリカから Ramig先生と Fox先生をお呼びし、 5月 19日（木）と 20
日（金） の2日間、国際会議場の一部屋を使って LSVT講習会を開催することといたしま
した。一人でも多くの言語聴覚士の先生が本法を身につけて、声で、悩まれているパーキ
ンソン病の患；者さんの福音になることを期待している次第です。

ただ、 LSVT習得のためには実技指導が必要で、パーキンソン病患者さんのご協力が必要
になります。ボランティアとなってしまい恐縮ですが、 LSVTを体験していただくチャン
スにもなりますので、多くのパーキンソン病患者さんに参加を御願いしたいと思ってい
ます。あらためてご案内いたしますので、その際には何卒ご参加のほど宜しくお願い申
し上げます。

(3）市民公開講座
5月 21日（士）には、国際会議場にて市民公開講座を開催しますしタイトルは、「脳を知
る、脳を護るj と設定し、以下の方たちからお話をいただ、くことを予定いたしました。

「神経再生治療はここまで来た」…岡野栄之（慶応大学生理学）
「パーキンソン病の根治を目指して」…マイケル・ J・フォックス財団からのゲスト
「認知症を予防するためにj …柳津勝彦（国立長寿医療センター研究所）
「神経内科の病気はここまで治るJ…葛原茂樹（鈴鹿医療科学大学、前神経学会理事長）
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ノミーキンソン病関連では、岡野教授による再生医療の講演、世界でも最もアクティビテ
イの高いパーキンソン病患者団体であるマイケル・ J・フォックス財団からゲストによ
る講演が組まれています。
いずれもバーキンンン病の患者さん、ご家族に有用な情報満載かと思います。マイケ
ル・ J・フォックス財団のゲストの方のお話には、同時通訳も予定しています。本企画
も入場は無料ですので、数多くの皆様のご参加をお待ちしています。

まとめ
第 52回日本神経学会学術大会では、祖父江大会長の思いの下、患者さんやそのご家族
の皆様に、最新の情報をご提供出来る企画を複数揃えました。こうした企画が少しでも
皆様のお役に立つことを期待しています。私達医局員もしっかり準備いたしますので、
期待してお待ちいただきたいと思っています。
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第 19回番外編2 第 52回日本神経学会学術大会のご紹介

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療
基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし
れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第1回 EBMって何ですか（36号）

第2回礁下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）
第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）
第5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）

第7回流誕（よだれ） (44号）

第 8回うつ（1) (45号）

第9回うつ（2) ( 46号）

第 10回幻視（1) (47号）

第 11回幻視（2) (48号）

第 12回脳深部刺激療法と構音障害（49号）
第 13回 パーキンソン病と認知症（1) (50号）
第 14回 パーキンソン病と認知症（2) (51号）
第 15回アンヘドニア（52号）

第 16回アパシー（53号）

第 17回反復常同行動（punding)(54号）

第 18回 第 52回日本神経学会学術大会の企画（55号）

今回も第 18回に続き、第 52回日本神経学会学術大会のご連絡をいたします。

日本神経学会学術大会は、全国の神経内科医約 9000人中 5000人以上が集まる日本最大
規模の学会です。今回は、名古屋大学神経内科教授祖父江元先生が大会長で、平成23
年 5月 18日（水）～20日（金）に名古屋国際会議場において開催いたします。

今回は、前号でご紹介したパーキンソン病に関連した市民企画がより具体的になりまし
たので、ご案内をいたします。
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1）なごや神経内科ウィーク

（本ポスターはほぼ最終版で、本企画のみミッドランドホールで開催となりますのでご注意下

さい。）
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2）市民公開講座

（本ポスターはまだドラフトです。 5月 21日土曜日に国際会議場で開催されます）
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3) Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) 

ノミーキンソン病患者さんの言語障害に対する最も有効と呼ばれている LSVTのライセン

ス取得のための講習会を 5月 19日（木）、 20日（金）に名古屋国際会議場で開催します。

本リハビリ テーション方法を習得したいと希望しておられる 100名以上の言語聴覚士の

先生が出席の予定です。

このリハビリテーション法を取得するには、実際の患者さんを通じて学ぶ必要がありま

す。そこで本法を日本全国で普及させるために、 5月 20日（金）の午後、 LSVTの被験

者になっていただけるボランティアの皆様を募集しております。ご協力をいただける場

合には、友の会事務局様を通じて、お申し出をいただけましたら幸いです。

最後に

紙面の都合上、最後となってしまいましたが、この度の東北地方太平洋沖地震に際し、

心よりお見舞い申し上げます。亡くなれた方々へ心からのお悔やみを申し上げますとと

もに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈りする次第です。

医局長という 立場上、東北地方、北関東地方の病院、患者さん、医師、医療スタッフの

状態を知ることが多く、自分として何が出来るかを考えながら、大変気特の重い、知ら

ない聞に緊張している毎日が続いています。通常業務、学術大会業務、震災業務が重な

っているものの、祖父江教授、平山准教授、田中准教授をはじめ、医局スタッフの支え

により何とか仕事を出来ており、心強い同僚が周りにいることをあらためて大変ありが

たく思っております。

名大病院は、義援金、薬剤をはじめとした物資提供、被災地への医師派遣、被災地から

の患者さんの受け入れなどを積極的に行っており、祖父江教授の指導のもと、神経内科

も出来る限りの協力をしています。真の意味の復興には長い時聞が必要と思いますが、

色々な人の強い思いや努力の積み重ねが少しでも被災地の力になっていくことを願って

止みません。

一方、医師として、病気に対して最新の情報を学び、良い治療法や療養法を提供・開発

していくことの歩みを止めるわけにもいきません。また、患者さんやそのご家族への適

切な情報発信は我々の責務でもありよす。第 52回日本神経学会学術大会では、患者さ

んやそのご家族の皆様に、最新の情報をご提供出来る企画が複数揃っています。こうし

た企画が少しでも皆様のお役に立つことを期待しています。私達医局員もしっかり準備

いたしますので、期待してお待ちいただきたいと思っています。
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第 20回 ドパミン調整異常症候群

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療
基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし
れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 1回 EBMって何ですか（36号）

第2回礁下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）

第7回流誕（よだれ） (44号）

第8回うつ（1) (45号）

第9回うつ（2) (46号）

第 10回幻視（1) (47号）

第 11回幻視（2) (48号）

第 12回脳深部刺激療法と構音障害（49号）

第 13回 パーキンソン病と認知症（1) (50号）

第 14回 パーキンソン病と認知症（2) (51号）

第 15回アンヘドニア（52号）

第 16回アパシー（53号）

第 17回反復常同行動（punding)(54号）

第 18回 第 52回日本神経学会学術大会の企画（55号）
第 19回 第 52回日本神経学会学術大会のご連絡（56号）

と連載が続いてまいりました。ここ 2回は、学術大会のご案内でした。大変申し訳あり
ません。第 20回から通常連載に戻ります。第 20回のテーマは、第 17回でお約束した
ドパミン調整異常症候群（DopamineDysregulation Syndrome (DDS））です。

ドバミン調整異常症候群という言葉をはじめて聞かれる方もいらっしゃると思います。
この用語は 2003年頃に欧米のグループ。から初めて提唱されており、パーキンソン病の

治療中に出現するドパミン補充薬（レボドパやドパミンアゴ、ニストなど）に対する病的な

依存症を指します。このような依存症はどのような問題があり、どのように対処するの
でしょうか？ 今回は、 ドパミン調整異常症候群の診断、病態、治療に関して紹介して
いきます。

2. ドパミン調整異常症候群の診断基準
一般的に、以下の診断基準が用いられています。

1) L-dopaによって治療効果を認めるパーキンソン病であること。

2）パーキンソン病に伴う運動機能異常を緩和するのに必要以上な用量のドパミン補充
薬を必要とすること。

3）オンで著明なジスキネジアを伴っているにもかかわらずドパミン補充薬を必要とす

る、薬を過剰に蓄え探し求めてしまう、ドパミン補充薬の減量を頑なに拒否する O

4）暴力行為、喧嘩、休業、失業、家庭生活破綻、友人を失う、法的問題発生などが生
じ、様々な社会的生活や職業機能が障害される。
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5) ドパミン補充療法により操欝病や変動のある気分障害を呈する。オンの時には

気持ちが高揚する。
6) ドパミン補充療法の減量に伴い、不幸感、抑穆、不安などを示す（離脱症候群）。

7）このような状態が 6ヶ月以上持続する。

3.診断基準の説明
診断基準の 1）であることは大前提です。本症候群の原因薬剤には、レボドパの他にもア
ポモルフィン（本邦適応外）など、特に即効性のある薬剤が知られています。 2）に関して

は、辛いオフの時間帯はどなたでも適切な薬剤の内服が必要なのですが、十分にオンと
なっている時間帯で、あっても、必要以上の量の薬剤を必要とするという特徴があります。

どの程度必要以上に薬剤を希望するのかについては、 3）に記載しであるように、
( 1 ）オン時にひどいジスキネジアがあり、この状態でレボドパをさらに追加すること

によってジスキネジアが悪化しでも追加投与を希望する

( 2）薬をもらえない場合には他院を受診してまで薬を手にする
( 3）ジスキネジアの悪化や十分過ぎる内服のために医者が内服の減量を提案した時

にかたくなに拒否する

等の特徴があります。
また、最も重要なことは、 一連の過剰内服のため、反社会的行動や暴力的な行動が出現
することがある点です。これは大変重要な問題で、家族との信頼関係を壊してしまった
り、会社との関係が悪化して職を失ったり、警察沙汰になることさえあります。

診断基準の 5）で示されているように、気分の変動が大きく、またオンの時には気持ち
が高ぶり衝動的な行動に出やすいとしづ特徴を有する。一方で 6）で示されているよう
に、 ドパミン補充薬の減量で、気分が落ち込んだり、不安になったりと、いわゆる離脱

症候群を呈することも大きな問題です。

最後にこのような状態が一過性ではなく、半年以上持続した時にドパミン調整異常症

候群と診断されます。

4.頻度と病態
ドパミン調整異常症候群の頻度は、報告によっても異なりますが 3%～5%です。本症候
群の危険因子としては、若年発症、アルコールや非合法薬への依存の既往、衝動や興奮

を求める性格、危険覚悟の行動的などが報告されており、注意が必要です。また、第 17

回で触れた反復情動行動異常（punding）や、次回に触れる衝動制御障害などを伴うこと

も多いことが特徴です。

では、何故このような病態が起きるのでしょうか？ ドパミンは、動きにかかわる“黒
質一線条体”以外にも気持ちにかかわる“中脳辺縁系”や“中脳皮質系”と呼ばれるネ

ットワークにも作用します。

PETを用いた研究では、ドパミン調整異常症候群の患者さんはそうでない患者差に比べ
て、中脳辺縁系に属して報酬系と密接に関連する側坐核と呼ばれる部分におけるドパミ
ンの放出が過剰になっている（感作が起きている）ことが指摘されており、このことが薬
に対する強し、欲求と関連しているのではなし1かと推察されています。
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5.治療
ドパミン調整異常症候群の治療は簡単で、はありません。当方も大変苦しんだことがあり

ます。本症候群は、いわゆる薬物依存ですので、治療の基本は、原因薬剤の中止ですし

かし、その薬物自体がパーキンソン病治療薬であることが大変問題なので、残念ながら

決め手となるような治療薬は存在しません。

まずはご本人もご家族も望まない反社会的問題を引き起こす合併症が出る可能性のある

ことを薬剤の増量時期から医者、患者さん、ご家族も良く理解し、 DDSを出来る限り引

き起こさないように注意していくことが必要と思います。

もちろん、オフの時の動きの悪さ、痛み、動停、胸部や腹部の圧迫感、発汗異常などは

取り除いて差し上げたいので、こうした場合には安易な即効性薬剤の増量ではなく、レ

キップやビ・シフロール等のドパミンアゴニスト、エフピ一、コムタン、分割投与、ビ

タミン Cの併用、食前内服などを上手に組み合わせていく必要があると個人的には考え
ています。

特に、本症候群の危険因子を有している人には慎重に治療を進めていく必要があると思

います。そして、いったん本症候群が出てきたら、ご本人以外にご家族とも話し合いが

必用となります。特にご家族の協力は必須です。

事情が許せば入院も有効な場合があり、入院には、 1)薬剤は病院から処方される量に限

られる、 2）入院するのみでオフの時聞が減る人も数多く、薬剤の減量が出来る可能性が

高くなる、 3）問題行動の把握が出来る、 4）家族との話し合いの場を持てる等の利点があ

ります。退院後の再発の問題はありますが、一つの選択肢であると考えます。

6.第 20回のまとめ
いかがでしたでしょうか？ ドパミン調整異常症候群は、実は大変難しい問題が内在し

ています。初期からの適切な投薬と対応が必用です。もちろん、それで、も上手くし、かな

い例も経験しますが、本病態の理解は、より良く病気とお付き合いしていただく上でと

ても大切と思い、今回取り上げてみました。

最後に、第 52回日本神経学会学術大会では、多数の患者さんとそのご家族からお力添

えをいただきまして、誠にありがとうございました。心から感謝申し上げます。今後と
も何卒よろしくお願い申し上げます。
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第 21回衝動制御障害

1 .はじめに
この連載では、 パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。

第 1回 EBMって何ですか（36号）

第2回嚇下（37号）

第3回 日中の予期せぬ睡眠（39号）

第4回 パーキンソン病と心臓弁膜症（41号）

第5回腰曲がり（42号）

第6回排尿障害（43号）

第7回流誕（よだれ） (44号）

第8回うつ（1) (45号）

第9回うつ（2) (46号）

第 10回幻視（1) (47号）

第 11回幻視（2) (48号）

第 12回脳深部刺激療法と構音障害（49号）

第 13回 パーキンソン病と認知症（1) (50号）

第 14回パーキンソン病と認知症（2) (51号）

第 15回アンヘドニア（52号）

第 16回アパシー（53号）

第 17回反復常同行動（punding)(54号）

第 18回 第 52回日本神経学会学術大会の企画（56号）
第 19回 第 52回日本神経学会学術大会のご連絡（57号）

第 20回 ドバミン調整異常症候群（DopamineDysregulation Syndrome (DDS)) (58号）

と連載が続いてまいりました。第 21回のテーマは、衝動制御障害です。

レボドパやドパミンアゴニストをはじめとした薬の登場により、パーキンソン病の予後

は飛躍的に改善しています。一方で＼ ドパミン受容体の過剰刺激や長期間の刺激、神経

回路網の不自然なバランスが「脱抑制の行動障害」と呼ばれる精神症状を引き起こしう

ることが分かつてきました。

衝動制御障害は、第 17回で触れた反復常同行動や第 20回で触れたドパミン調整異常症

候群と並んで「脱抑制性の行動障害j lこ含まれます。これら三つの症状は、必ずしも明

確に区別されるわけで、はなく、類似した機序で起こるエビテンスが蓄積されています。

今号では衝動制御障害の内容とその対応方法を中心に述べていきます。

2.衝動制御障害とは
衝動制御障害は、個人や他者に対して不利益な行動となるような衝動、欲望、誘惑など

に対して抵抗（白分の気持ちを制御）出来ないことで特徴づけられます。

衝動制御障害の種類としては、 1）病的賭博、 2）病的性行動充進、 3）病的買物、 4）病的

過食、 5）爆発性攻撃行動、 6）自傷行為などが報告されています。以下、代表的な症状に

ついて説明を加えていきます。
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3.病的賭博の特徴
病的賭博では、 1）ギャンブルが活動の中心となる、 2）かなり大きな金額をかける、 3）ギ

ャンフ。ルに対する禁断症状が出る、 4）トラブルや不快感からの逃避のためにギャンプル

をする、 5）ギャンフ。ルで、負けたら翌日に取り返しに行く、 6）ギャンブルにのめり込ん

でいることを家族や他人に隠す、 7）ギャンブルの資金にするために偽造・収賄・盗み・

使い込みなどの罪を犯す、 8）ギャンブルのせいで、大切な交友関係・仕事・教育・就職の

機会を失うまたは危うくなる、 9）ギャンフ。ルの借金返済のために会社や他人に泣きつく、

10）ギャンブルを止めようとするがし、つも失敗する等の特徴を 5つ以上有します。

病的賭博の発症頻度は 3%～8%と報告によりばらつきがあります。決して高頻度ではあ

りませんが、社会的にも家庭的にも与える影響は大きく、早期に対応する必要がありま

す。危険因子としては、 ドパミンアゴ、二ストの（高用量）内服、若年であること、男性で

あることなどが知られています。

4.病的性行動充進の特徴
病的性行動充進には、性的な思考や欲求の増大、以前には無かった性曙好異常などがあ

ります。中には、性的暴行により裁判になった報告もなされています。また、家族関係

が大きく崩れてしまうケースも見受けられ注意が必要です。

病的性行動充進の頻度は、 2～8%とやはり報告にバラツキがあり、自己申告では低頻度

との指摘もあります。危険因子としては、 ドパミンアゴ、ニストの内服、うつ、男性であ

ることなどが知られています。

5. その他の特徴
病的買物は 0.4～5.7%程度、病的過食は 4%程度に認められるとの報告があります。爆

発性攻撃行動や自傷行為などを含めて病的賭博や病的性行動充進ほどまとまった報告は

まだありません。

病的買物は、財政的苦難に伴っても抵抗出来ない、目的の無い買物を、「何かを買わず

にいられなしリという衝動で続ける行為と言えます。近年はインターネットで簡単に商

品を注文、購入出来るため、家族の知らない所で買物が繰り返されることも報告されて

います。

また、 3分の lほどの息者さんでは、上述の一種類の衝動制御障害のみではなく、複数

の衝動制御障害を示すとの報告もあります。

6.治療
治療の第一歩は、早期発見にあります。特にご家族しか気づかない場合も多いので、ご

本人を含めて、周りの方々が本病態を知っていただく必要があります。ただし、過剰な

先入観は禁物で、賭け事、性行為、買物、食事などが「病的Jであるか否かは専門医に

よる判断が大切になります。

もう一つの治療の第一歩は、特に我々に関わることであるのですが、衝動制御障害の起

こりやすい方には十分な注意をしていくことです。 ドパミンアゴニストを処方する
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際、特に若い方には衝動制御障害の病態を説明してから処方する、処方中には定期的に

病状を伺う、賭博癖のあった方、アルコール依存のあった方、衝動的な面が強し、方など

にはアゴ、ニストは控えるといった対応も必要になってきます。

病的で、あった場合には、まずドパミンアゴ、ニストの減量、中止、変更が有効であるとの

報告が蓄積されています。ただし、安易な減量は、運動機能の悪化、気分障害、無気力

などを引き起こす可能性があり、減量を許否されてしまう場合があります。このため、

適宜レボドパの増量、抗不安薬や抗うつ薬の併用などを必要とします。

アゴ、ニストの変更については決まった方法はありません。アゴ、ニストによる差も明らか

ではありません。あるアゴ、ニストから別のアゴ、ニストに変更して良くなることも、一時

的に良くなって再発することも報告されています。また、アゴ、ニスト以外の薬剤が原因

になっている可能性もあります。

薬物の減量で運動機能が悪化してしまう場合には、視床下核の脳深部刺激術を併用して

運動機能を保ちつつ、アゴ、ニストを減量出来たとする報告もあります。

欧米では抗うつ薬やオピオイド措抗薬などの有効性が報告されていますが、日本では使

うことの出来ない薬もありますし、有効であったとする薬剤で、あっても、長期的な効果

も十分確認されていないのが現状です。またカウンセリングも有用な可能性はあります

が、薬剤の減量をまず行ってからするべきとの報告があります。

7.第 21回のまとめ

最初にも触れましたが、レボドパ、 ドパミンアゴニストなど優れた薬剤の出現で、パー

キンソン病の皆様の生活の質や予後は大きく改善しました。一方で、、長期治療の方々が

増えた結果、これまでは注目されなかった諸問題のあることが明らかになってきました。

3回に渡ってご紹介した「脱抑制性の行動障害Jに含まれる反復常同行動、 ドパミン調

整異常症候群、衝動制御障害もこうした新しい問題で、適切な薬剤の変更、減量、他の

治療法選択などが必要になってきます。特に、早期発見と早期対応は大切ですので、ご

自身やご家族の行動でおかしいなと思われた場合には「恥ずかしがらずJ「不親切そう

な親切」と，思って主治医に相談して下さい。

また、実際の臨床の現場では「病的Jと「非病的」の線引きが難しい場合も多く、「脱

抑制性の行動障害」への対応は、ご本人、ご家族のご理解とご協力、根気強い対応が大

切であることも心に留めて頂ければ幸いです。
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第 22回 ブレインノミンク

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介してきました。

今回のテーマは、いつもと少し話題を変えてプレインパンクに関してご紹介をしたいと

思います。尚、過去の連載タイトルをこれまで記載してきましたが、紙面 1枚を超える

ようになりましたので、以後、割愛させていただこうと思います。ご容赦下さい0 ・

2.パーキンソン病研究における病理学的検討の位置づけ
ノミーキンソン病をはじめとした脳の病気、特に神経変性疾患では、肝臓や腎臓など身体

の中に出来た病気とちがって、病変を一部摘出して調べる検査（バイオフ。シー）が出来ま

せん。例えば胃癌か胃潰蕩かを鑑別するには、内視鏡で病変を見つけ、異常部位から組

織を採取し、病理学的に調べれば良いのですが、パーキンソン病の確定診断をつけるた

めに、脳のバイオプシーをすることは出来ません。

このためパーキンソン病の診断は、症状や画像所見からなされることになります。最近

は、当方の研究テーマの一つである画像検査の進歩が著しく、臨床診断と病理診断（亡

くなられてから解剖によってついた最終診断）の一致率は 90%以上になってきています。

しかし、どうしても臨床的な診断が難しい症例があることも事実です。このように、病

理診断は臨床レベルを向上させて、患者さんにより正確な診断と診断に基づいた治療を

提供していく上で欠かせないものです。

病理学的な検討は、新しい病態の発見にも多大な貢献をしています。例えば、パーキン

ソン病ではふるえや動作緩慢などの運動機能異常が出現する 5～10年前から黒質の変性

が始まっていること、黒質の変性が始まるさらに前から腸管や嘆神経や心臓交感神経な

どに病変が出てきていることなどが示されています。また、精神症状や自律神経症状の

病態を明らかにする上でも大変重要な役割をはたしてきました。実際、このような知見

に基づいて、超早期診断と、病態抑止治療へ向けた研究が開始されています。

さらに，最近は、遺伝子解析技術、 RNAの解析技術、タンパク質の解析技術などの進歩が

著しく、病気で亡くなられた方々の病理組織を解析することで、さらなる病態解明と画

期的な治療法開発につながる成果が出てくることが期待されています。

このように、医学の発展と新規治療法開発のために、剖検脳を詳細に多数例で検討する

ことは極めて重要な位置をしめているのです。

3. 生前同意とブレインバング
神経変性疾患に擢患しておられる患者さんの中には、亡くなった後に自分の脳を同じ疾

患に擢っている人々がよりよい医療を受けられるよう、医学の進歩に貢献したいと思っ

ておられるにもかかわらず、どのようにしたら自分の意志を伝えたらよし、か分からず悩

んでおられる方もおられると伺っています。しかしながら、日本では、献脳、生前同意

という尊いお気持ちを受け入れることが出来る体制が十分に整っていませんでした。
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また、神経難病の原因究明と治療法の開発を目指す研究に提供することを前提として、

人の死後脳組織を系統的に保存するための機関であるブレインバンクは、脳の病気を研

究するためには欠かすことのできない機構ですが、残念ながら日本ではこのようなバン

クはつい最近まで存在しませんでした。

このような献脳、生前同意、ブレインバンクなどを我が国でも整備することを目的に、

国立精神・神経医療研究センターの久野貞子先生が中心となり、平成 18年 4月に研究

班が立ち上げられました。現在は、有馬邦正班長の下に活動が行われており、名古屋大

学神経内科と愛知医科大学加齢医科学研究所も当地区における本システム整備のために

参加しています。

4.献脳生前同意登録ブレインバンクの概要（ホームページより）

神経疾患は，脳の中の神経細胞の働きかが異常になり発症します。医学の進歩の結果、

病気の症状を改善し治療する各種の薬ができましたが、病気の根本的な治療法はまだあ

りません。このような神経難病では、マウスなどの実験動物を使って病気のモテルを作

り、治療法を開発する努力が続けられています。しかし、患者様の死後脳を試料として

研究し、脳で起こっている異常を明らかにすることが、治療法を開発する上で必須です。

たとえば、神経疾患の脳の黒質という場所でドパミンという情報伝達を担う物質が健常

人と比べて少ないという発見が、 L~Dopa という薬剤による治療法を導きました。

さて、ブレインバンク（Brain Bank，脳バンク）では、患者様が不幸にして死亡された

時に、死体解剖保存法という法律に従ってご遺族の同意を得て病理解剖します。この際、

患者様の病気を最終的に診断することへの同意に加えて、“診断後に残された脳などを

長期に保存し医学研究に使ってよし、”という同意をご遺族から頂いています。ブレイン

パンクは、神経疾患や精神疾患の原因解明と治療法の開発を目指す研究に提供すること

を前提として、人の脳組織を系統的に保存しています。神経細胞の機能をになうタンパ

ク質やその基となる剛Aを保存することが必要ですので、死後脳を凍結して保存するこ

とが最も重要です。医学研究者から脳を医学研究に使いたいとしづ希望があった場合は、

研究の意義や倫理的問題がなし、かどうかについて研究計画を公正に審査した上で脳を提

供しています。

ブレインバンクは脳の病気を研究するためには必須の機構ですが、日本では十分に組織

化されていません。欧米では、“自分が死んだあとに自分の脳をブレインバンクに提供

するので、医学研究に使って欲しし、”という、生前からの献脳同意登録（ドナー登録）が広

く実施されています。

私たちは神経疾患、多発性硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、筋萎縮性側

索硬化症等の神経疾患を克服することを目標に、献脳生前同意登録制ブレインパンク

（“神経疾患ブレインバンク”とよびます）を開設しました。これは、患者様とご遺族の

双方に、神経疾患の研究を進める上では死後脳を用いた研究が重要であることおよびブ

レインバンクの活動を十分理解していただいた上で、死後にその脳をブレインバンクに

“提供（寄託）”していただくことが重要であると考えるからです。

このブレインバンクは精神・神経疾患研究開発費により実施されます。この活動にご理

解を頂き、ご賛問いただける場合は献脳生前同意登録（献脳ドナー登録）をしていただき
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ますようお願いいたします。研究には比較のための病気でない脳も必要ですから、献脳

ドナー登録は神経疾患を持っておられる患者様だけでなく、この病気でない広く一般の

方にもお願いしています。なお、献脳ドナー登録は臓器移植のドナー登録とは異なりま

すのでご注意下さい。

神経疾患ブレインパンクは、献脳ドナー登録から病理解剖の実施、検体の保存、医学研

究への提供のすべての段階で国立精神・神経医療研究センター倫理委員会の審査承認を

得ており、適正に運営されているかどうか等についても倫理委員会の監督下にあります。

5.名古屋地区における動き
以上の流れを踏まえ、名古屋地区、愛知県地区でも、ブレインバンクの整備を進めてい

ます。まずは、本会の趣旨について、一度皆様にご説明出来る機会を作らせていただき

たいと考えています。その際には、お時間の許す範囲でご参加いただけましたら幸いで

す。下の図では、ブレインバンクの組織図の概略と、登録数の推移をお示しします。
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6. 第22回のまとめと第 23回以降のお知らせ
いかがでしたでしょうか？ ブレインバンクについて、少しでも関心をお持ちいただく

ことが出来ましたら幸いです。

本連載も、越津さんや池田さんにご迷惑をかけつつ、何とか 22回を重ね、連載開始後

約 4年になろうとしています。この間、様々な運動機能以外のテーマを取り上げました

が、それで、も疲労、起立性低血圧、発汗障害、感覚障害、痛みなど、またご紹介してい

ない重要なテーマが残っており、あらためてパーキンソン病という病気の奥深さ、我々

が提供すべき情報の多さ、開発すべき治療対象の多さを実感しています。

このように多彩なパーキンソン病の問題に対応するための基本書の一つで、あるパーキン

ソン病治療ガイドラインが 9年ぶりに改訂となりました。本ガイドラインの解説を是非

とのご要望を、多くの患者さんやご家族からいただいております。そこで、これから数

回はガイドラインの内容を説明し、“EBMとオーダーメード治療”の EBMにかかわる最新

情報をご提供しようと思います。宜しくお願いします。
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第 23回

1 .はじめに

パーキンソン病治療ガイドライン

一治療総論一

この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介してきました。

今回のテーマは、今年改訂されたパーキンソン病治療ガイドライン 2011についてです。

治療ガイドラインや診療ガイドラインとは、医療の現場において主治医の適切な治療と

診断の手伝いをするために作成されるもので、ガイドラインには 治療の根拠（工ビテ

ンス）や手順について、最新の情報が専門家の手によって分かりやすくまとめた情報が

掲載されています。

ガイドラインは、そこに書かれている治療法を決して強制するものではなく、あくまで

も、全国どの施設でも高い水準の医療が受けられる体制、すなわち医療の標準化を目指

して作られています。実際の臨床現場ではガイドラインを十分に参考にしつつ、患者さ

んの病状や治療環境、ガイドラインの持つ根拠のレベルの高さ、ガイドライン作成後に

新たに出された根拠などを総合的に勘案してオーダーメードで治療を行います。

我が国におけるパーキンソン病治療ガイドラインは 2002年にはじめて作成され、それ

から 9年という月日が経過しました。この間にドパミンアゴニストとしてビ・シフロー

ルとレキップが、 COMT阻害剤としてコムタンが、またトレリーフも使用出来るようにな

りました。一方、心臓弁膜症や突発睡眠害など、治療する上で留意すべき副作用や、脳

深部脳刺激療法の有効性なども幅広く明らかとなってきました。

このようにパーキンソン病治療を取り巻く環境が大きく変化してきた状況に対応する必

要が出てきたことから今回のガイドライン改訂が行われたと理解しております。これか

ら数回に渡り、改訂されたガイドラインに関して説明をしてまいります。いつもと違っ

て運動症状に関する話題も続きますが、 どうかおつきあい下さい。

2.パーキンソン病治療ガイドライン 2011の内容
今回のガイドラインは 大きく 二つのテーマで構成されています。第 I編には、

キンソン病薬と手術療法の有効性と安全性についての記載があり、第E編には、

カルクェスチョンという形式で色々な疑問に対する答えが記載されています。

抗パー

クリニ

第E編のクリニカルクェスチョンには治療総論、運動症状の薬物治療、運動症状の非薬

物治療、非運動症状の治療、将来の治療という 5項目から選ばれた 42個の質問が含ま

れており、それぞれに根拠に基づいた答えが“推奨”として記載されています。今回の

原稿では、第E編のクリニカルクェスチョンの中で、治療総論の一部について、紙面の許

す範囲で解説します。
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3. クリニカルクェスチョン：「パーキンソン病の薬物治療はいつ開始

すべきか？J
推奨：バーキンソン病の治療は、症状の程度、日常生活の不自由さ、職業を勘案して開

始する。薬物治療を遅らせることの利点は明らかでは無い。

まず、治療を遅らせることの意義はあるのかという疑問に対しては、パーキンソン病の

診断後すぐ、あるいはまもなく治療を開始した群と、平均 18ヶ月治療を遅らせた群を

比較した研究結果では、治療を開始した群では症状の悪化はみられず、治療を遅らせた

群では症状が悪化しており、治療開始を遅らせる利点は無いとの報告があります。

次に、運動合併症の発生などを抑制するためにL－ドパの使用を出来る限り遅らせるべき

との提案もなされていますが、これについてはどうでしょうか？ L－ドパ単独、パーロ

デ、ル、 Lードパとエフピーで開始した長期予後を比較した検討では、 L－ドパ開始群で死亡

率が高まることはなく、長期的には運動合併症の頻度は不変で、した。

一方、非麦角系ドパミンアゴニスト（ビ・シフロール、レキップ）で治療を開始した群は

L－ドパで、治療を開始した群よりも運動合併症は軽いのですが、眠気、浮腫、幻覚の頻度

は高く、運動症状改善の程度は Lードパ治療開始群で、良かったとの報告があります。

本文には、その他にも複数のエビデンスが示されており、その結果が上述の推奨に書か

れれている文章になります。尚、推奨を臨床に用いる際の留意点として、「薬物治療の

開始を遅らせることにより神経変性が予防されるエビデンスはなく、むしろ運動症状は

悪化することから、薬物による治療開始を遅らせる必要はなしリとの記載があります。

ガイドラインの本文には、その他にも複数のエビデンスが示されており、その結果が上

述の推奨にかかれている文章になります。尚、推奨を臨床に用いる際の留意点として、

「理論的には L－ドパの投与により神経毒性が生じる可能性が論じられているが、臨床的

な用法。用量においてパーキンソン病の進行増悪を促進することを示すデータは一切示

されていなし、。一方で＼パーキンソン病の運動機能障害に対して最も有効な治療薬であ

るLードパの使用を控えることにより、運動機能の低下が不可逆的に増長される可能性

も示された。このため、運動合併症の発生に注意が必要で、あるものの、その使用を過度

に臨時することは適切で、はないと考えられるJとの記載があります。

4.運動合併症の発生に影響する因子は何か？
推奨： 1）運動合併症の発生に影響する要因には、パーキンソン病治療薬の投与量、治療

開始時の治療薬の選択、年齢があげられる。

2）ジスキネジアはLードパおよびドパミンアゴニストなどのパーキンソン病治療薬の総投

与量と相関する。また、 ドパミンアゴ、ニストで治療を開始したほうが、 L－ドパで、開始し

た時よりも運動合併症の生じる頻度が少なくなる。発症年齢と運動合併症の頻度には逆

の相関がある。

最近の研究結果では、発症から 6年以上経った患者さんで一番困っている問題は運動合

併症であるとの報告があります。この点を気にしている読者の皆様も多いかと思います。

しかし今号では、誌面が尽きてしまいましたので、この点に関する解説は第 24回に譲

りたいと思います。ご容赦下さい。
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5.第 23回のまとめ

いかがでしたでしょうか？ 今回ご説明出来た内容は、治療総論のごく一部に過ぎませ

ん。これらは、パーキンソン病の治療という大きな森を構成している一部の木について

説明をしたと言えば良いでしょうか。

実際、治療総論だけでも説明に 1年かかつてしまうようなボリュームであり、全てにつ

いて触れることは出来ませんので、普段患者さんから良く尋ねられる質問をピックアッ

プして、“オーダーメード治療”の EBMにかかわる最新情報を引き続きご提供し用と思

います。尚、現場の治療の基本はオーダーメードです。良く主治医と相談して治療を進

めて下さい。宜しくお願いします。
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1. はじめに

第 24回パーキンソン病治療ガイドライン

一治療総論（2)-

前回から、昨年改訂されたパーキンソン病治療ガイドラインについて説明を開始しまし

た。治療ガイドラインや診療ガイドラインとは、医療の現場において主治医の適切な治

療と診断選択の手伝いをするために作成されるもので、ガイドラインには、治療の根拠

（エビデンス）や手順について、最新の情報が専門家の手によって分かりやすくまとめ

た情報が掲載されています。

前号でも同じ事を記載しましたが、ガイドラインは、そこに書かれている治療法を強制

するものではなく、あくまでも、全国どの施設でも高い水準の医療が受けられる体制、

すなわち医療の標準化を目指して作られています。実際の臨床現場ではガイドラインを

参考にしつつ、患者さんの病状や治療環境、ガイドラインの持つ根拠の高さの程度、ガ

イドライン作成時から新たに出された根拠などを総合的に勘案してオーダーメードで治

療を行うことを良くご理解ください。

今回は、治療総論の続きを説明します。

2.運動合併症の発生に影響する因子は何か？

推奨： 1）運動合併症の発生に影響する要因には、パーキンソン病治療薬の投与量、治

療開始時の治療薬の選択、年齢があげられる。

2）ジスキネジアは L－ドパおよびドパミンアゴ、ニストなどのパーキンソン病治療薬の総

投与量と相関する。また、 ドパミンアゴニストで治療を開始したほうが、 Lードパで開始

した時よりも運動合併症の生じる頻度が少なくなる。発症年齢と運動合併症の頻度には

逆の相闘がある。

パーキンソン病では、 Lードパ治療を開始後、 5年間で半数ほどの方にウェアリングオフ

現象（次の時間の薬を飲む前に薬剤の効果が減弱してしまう減少）やジスキネジア（自

分の意思に関わりなく体が動いてしまう、振戦とは異なる運動の総称）が起こります。

これらを運動合併症と呼んでいます。

運動合併症は患者さんの日常生活活動レベルに影響を及ぼすため、その予防や治療はパ

ーキンソン病治療の重要な課題となっています。現在日本で使うことが出来るドパミン

アゴニストは、 L－ドパと比較して運動症状の改善は劣るものの、運動合併症の発症を遅

らせる可能性が高いことが示されています。

また、 L－ドパは投与量が多くなるとジスキネジアの出現する時期が早くなることが指摘

されています。しかし、ジスキネジアの出現を心配するあまりに薬剤の投与を控えてし

まい日常生活活動レベルが低くなっている患者さんの存在も問題になっており（under

treatment）、この点にも注意が必要です。

もう一つ大切なこととして、高齢で発症された患者さんは Lードパで治療を開始しでも若

年で発症された患者さんに比べて運動合併症が生じにくいということが挙げられます。

このことが 70-75歳以上で発症された患者さんでは L－ドパで治療を開始し、それ以下の
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患者さん、特に若い患者さんではドパミンアゴ、ニストから開始した方が良いという根拠

になっています。

3.未治療のパーキンソン病の薬物治療は何で開始すべきか？

推奨： 1) ドパミンアゴ、ニストまたは L－ドパにより治療を開始することを原則とするい

ずれを用いるかは、年齢、運動症状の程度、合併症などの患者背景による。

2）非高齢者で精神症状・認知機能障害を呈していない場合は ド、パミンアゴ、ニストで

開始し、効果が不十分な場合は L－ド、パを併用する O

3）高齢者、精神症状・認知機能障害のある場合など安全性に特に注意が必要な場合、

あるいは運動症状改善の必要性が高い場合は、 L－ドパで治療を開始する。

治療薬の選択に際しては、①運動症状の改善度、②長期的な有用性、③安全性、④服用

のしやすさに着目し、患者さんのライフスタイルや健康状態、年齢に合わせて最も良い

ものを患者さんと相談して選択すること、その際に高いエビデンスのある領域（将来の

運動合併症の発現リスク、症状改善効果の強さ、安全性）とエビデンスまだ不十分な領

域（非運動症状に対する治療、突発的睡眠をはじめとする頻度は比較的少ないが重要な

副作用への対処法など）のあることを説明すべき、と本文に記載があります。

これらは重要なことで、①－④の全てを満たすことが出来ない場合もあるので、どこに

重点を置くのかは患者さんによって様々ですし、薬剤の投与量や種類が症状改善に十分

であるのか、副作用が無いのかを確認しながら治療を進めて行く必要があります。

4. ドパミンアゴ、ニストにどのような選択基準があるか？

推奨： 1）どのドパミンアゴ、ニストを選択すべきかの、明確な選択基準を示したエビデ

ンスレベルの高い検討は無い。

2) ドパミンアゴ、ニストで治療を開始したほうが、運動合併症を生じるリスクは少ない。

3）若い世代で発症した症例（概ね 50歳以下）では L－ドパ投与により運動合併症をき

たしやすいため、 ドパミンアゴ、ニストで治療を開始することが推奨される。

4) ドパミンアゴ、ニストを使用する場合には、運動症状の重症度と、日中過眠、幻覚、

心臓弁膜症、浮腫などのリスクと、運動合併症を惹起しにくいというベネフィットとの

相対的評価により使用する。

5）麦角系ドパミンアゴ、ニストは心臓弁膜症を惹起する可能性がある。

6）日中過眠や突発的睡眠が惹起される恐れがあるため、非麦角系ドパミンアゴニスト

は自動車の運転、機械の操作、高所作業など危険を伴う作業に従事するものには推奨さ

れない。

7）麦角系ドパミンアゴ、ニストは第一選択薬として使用しない。しかし、その後、非麦

角系ドパミンアゴ、ニストによる日中過眠に関する報告が蓄積されており、リスクと薬物

効果を勘案した薬物使用が望まれる。

8）高齢者や認知機能障害を認める場合には、ドパミンアゴ、ニストの使用にあたっては

幻覚・妄想、の発現に留意すべきである。

現在わが国では非麦角系 3種類（ビ・シフロール、レキップ、 ドミン）、麦角系 3種類

（パーロデル、ベルマックス、カバサール）のドパミンアゴニストを使うことが出来ま

すが、治療を開始する上で、どのドパミンアゴニストから開始するかについての明確な
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指針や基準はありません。これは、 ドパミンアゴ、ニスト同士で効果を比較した試験が極

めて限られているからです。

その中でも、麦角系ドパミンアゴ、ニストは心臓弁膜症を惹起する可能性があるため第一

選択薬とせず、非麦角系ドパミンアゴ、ニストから開始することは神経学会からも推奨さ

れています。ちなみに麦角系とは、麦角アルカロイドと呼ばれる構造を有する薬剤の総

称で、上述の 3種類以外に様々な薬剤が同様の構造を有しています。

また、日中過眠は非麦角系薬剤で生ずる頻度が高いとされています。非麦角系薬剤を内

服してしばらくしても眠い場合には、変更を考慮する必要がありますので、主治医と相

談していただければと思います。

ただ、眠気に関しては大きく分けて、①風邪薬や降圧剤をはじめとして様々な薬剤で認

める“眠気”、②食事中や会話中などにも寝てしまう“日中の過度の眠気”、③前触れも

無く作業中に抵抗することが出来ず寝てしまう“突発睡眠”の 3種類あることを認識す

ることが大切で、、全て同じように非麦角系薬剤のせいと考えることは望ましくないと私

は考えています。最近の研究ではむしろ②や③は病期の進行と関連があるとされていま

す。また眠気は、他のドパミンアゴニストでも出現しますし、 L－ドパでも認められるこ

とが知られていることも頭の片隅に入れておいてください。

幻覚と浮腫（手足のむくみ）はアゴ、ニスト全般で L－ドパよりも出現頻度が高いことが知

られていますが、眠気と同様に、薬剤以外の病態が絡んで、いる可能性を考慮する必要が

あります。幻覚については、視力の低下、部屋の明るさの問題、感染症の合併、睡眠不

足、疾患の進行と関連のある場合も多く、薬剤と無関係の幻覚も認められることがあり

ます。浮腫の原因も様々で、薬剤以外にも、心疾患の合併、自律神経不全、加齢、運動

不足などが原因になっている場合もあります。

眠気、幻覚、浮腫に関しては、 ドパミンアゴニストが根本原因になっている場合、誘因

になっている場合、全く関係の無い場合を分けて考える必要があると考えています。実

際、安易な薬剤の変更や減量により日常生活活動度が低下してしまうこともありますし、

薬剤の副作用と思い込んでしまい他の病態の存在を見逃してしまう可能性にも留意すべ

き必要があります。

5.第 24回のまとめ

第 24回も早くも紙面が尽きてしまいました。私の解説部分は出来る限り平易に記載し

たつもりですが、どうしても専門的で分かりにくい部分のあることはどうかご容赦下さ

い。次回は運動症状の薬物治療について記載する予定です。

最後になりましたが、皆様あけましておめでとうございます。年末年始はいかがお過ご

しでしたか？ちなみに私は、年末から年始にかけて名大病院で電子カルテの入れ替えが

行われ、医局の別の仕事や年始早々の講演の準備や当直等もあり、今回の正月休みも全

て大学に出勤しておりました。小さなトラブルは沢山ありましたが、幸い大きな問題は

出なかったので、まあまあ良いスタートを切ることが出来たかなと思っております。ち

なみに今年から来年にかけては3～ 4種類の新薬が登場することが期待されています。
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Lードパの徐放剤の治験も開始されています。今年は皆様により良い治療を提供出来る 1

年になると良いなと思っています。本年もどうか宜しくお願いいたします。
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1 .はじめに

第 25回 パーキンソン病治療ガイドライン

ー運動症状の薬物治療一

ノミーキンソン病治療ガイドライン 2011に関する説明も 3回目となりました。治療ガイ

ドラインや診療ガイドラインとは、医療の現場において主治医の適切な治療と診断選択

の手伝いをするために作成されるもので＼ガイドラインには、治療の根拠（エビデン

ス）や手順について、最新の情報が専門家の手によって分かりやすくまとめた情報が掲

載されています。

今回は、運動症状の薬物治療を説明します。

2.振戦の治療はどうするか？

推奨： 1）強剛，無動を伴っている場合：若年者、高齢者ともに、 L－ドパまたはドパミン

アゴ、ニストを未治療ノくーキンソン病治療のアルゴリズムに準じて、許容用量まで増量す

る（グレードA）。

2) 1）で振戦の抑制が目標レベルまで達しない場合，若年者であれば、抗コリン薬（トリ

ヘキシフェニジノレ）を追加併用する（グレード Cl)。用量は 6mg／日未満にとどめる。

3）ほとんど振戦のみの場合：若年者であれば、 トリヘキシフェニジルを常用最大用量（6

mg／日）まで効果・副作用を観察しながら増量する（グレード Cl）。

4) 1、2）で効果不十分な場合は、第二選択薬としてセレギリン、エンタカポン、ゾニ

サミドの追加併用を試みる（グレード C1）。

5）薬物治療で患者の日常生活に支障がある場合には、手術療法を薦める（グレード B).

振戦（ふるえ）は、主に安静にしている時、緊張している時、歩いている時などに出現

し、特に治療抵抗性の振戦は患者さんの生活の質を低下させる場合があります。ガイド

ライン 2011では、振戦治療の第一選択薬としては、 Lードパ、 ドパミンアゴ、ニスト、抗

コリン薬、第二選択薬としては、 L－ドパへのエフピー、コムタンの追加併用、シンメト

レル、 トレリーフ、プロプラノロールが挙げられています。尚、第二選択薬は第一選択

薬で完全に振戦が抑制されない場合の補助的な位置づけの薬剤とされています。

Lードパやドパミンアゴニスト（パーロデル、カバサール、ペルマックス、ビ・シフロー

ル、レキップ）は、振戦を含めて無動、固縮、姿勢反射障害、歩行障害などパーキンソ

ニズム全般に有効です。ビ・シフロールが難治性の振戦に有用で、あったとする報告もペ

ルマックスと差が無かったとする報告もあり、 L－ドパ、 ドパミンアゴ、ニストのいずれを

先に投与するのか、また何を投与するのかは、既に前号までに記載した治療開始のとき

の薬剤選択の基準に準じて決め、効果不十分の場合に増量や他の薬剤併用を考慮するこ

とが良いとされています。

アーテンもパーキンソニズム全般に有効な薬剤であり、特に振戦にのみ有効な薬剤では

ありません。また、 L－ドパよりも改善効果が優れているわけで、もありません。アーテン

はLードパで治療効果が不十分な場合の補助的な薬剤として有効で、あるとの報告もありま

すが、高齢者を中心に精神症状や認知機能障害などの副作用を生ずることがあるため、

一般に年齢が若く認知症の無い場合に 6mg未満で使用します。
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エフピーは Lードパの効果を全般に増強させたい場合、コムタンは Lードパの効果が切れ

る時間帯に振戦が現れる場合にそれぞれ効果が期待されます。 トレリーフにも振戦の改

善があったとする報告があります。

プロプラノロールは不整脈に対して使用する薬ですが、本態性振戦と呼ばれる振戦にも

有効性が知られています。パーキンソン病の振戦効果には結論が出ていませんが、主と

して本態性振戦にパーキンソン病が合併した場合などに使われます。シンメトレルにつ

いては、振戦に対する効果は顕著ではないとされています。

以上の薬剤治療によっても抵抗性の振戦が残る場合には、非高齢で認知症が無いなど、

定位脳手術の適応を満たす場合には手術療法が選択されることがあります。いずれにし

ても、副作用、患者さんの希望、それぞれの治療の限界、その他の因子などを総合的に

判断して治療が行われます。

3. ウェアリングオフ、オンオフ、ノーオン、ディレイドオンなどの運動

症状の日内変動の治療はどうするか？
推奨： 1）ウェアリングオフに対しては、コムタン（グレード A）、ドパミンアゴ、ニスト

（グレード B）、 トレリーフ（グレード B）はオフ時間を短縮する。エフピ一、 トレリー

フはオフ症状を改善する（グレードB）。 Lードパ頻回投与、 ドパミンアゴ、ニストの変更も

有用である（グレード C）。上記で効果不十分の場合は手術療法が有効で、ある。

2）ノーオン、ディレイドオンに対しては Lードパの空腹時服用、懸濁液服用、 1回服用

量の増量などが有用である（グレード Cl）。

3）オンオフは、ウェアリングオフとノーオン、ディレイドオンに対する治療に準じた

対策を試みる（グレード Cl）。

一日の中で治療効果に変動が出てくることを運動症状の日内変動と呼びます。代表的な

日内変動はウェアリングオフ（wearing off）で、パーキンソン病治療薬の効果持続時

聞が短縮し、次の薬剤を飲む前に効果が切れてしまっている状態を指します。

ウェアリングオフの起こる正確な機序はまだ良く分かつていませんが、①パーキンソン

病の進行とともにドパミン神経終末（神経細胞）が減ってしまい、 ドパミンを保持出来

なくなる可能性、②薬剤の効果が短く、パルス状の刺激が加わることがウェアリングオ

フの発現を助長する可能性、③Dl-D5まで 5種類あるドパミン受容体の刺激の組み合わ

せが薬剤によって異なるのですが、この違いがウェアリングオフを助長する可能性、な

どが指摘されています。

オンオフ (on off）は、電気のスイッチが入ったり切れたりするように、急激に症状が

変動する現象で、症状の変動の予測がつかず、次の薬剤を服薬しなくとも改善する場合

や、薬剤の効いている時間帯に急に動きが悪くなったりする場合があります。

ノーオン（noon）は、 Lードパを服用しでも効果の発現がみられない現象を、ディレイド

オン（delayedon）は、効果発現が遅れる現象を呼びます。 L－ドパは胃酸で分解され、

中型のアミノ酸として上部小腸で吸収されますが、この吸収過程が障害（胃酸が不足、

胃の動きが悪い、アミノ酸が豊富な食事を一緒に摂取、十二指腸や上部小腸の吸収面が

荒れている）されることが原因となっていると考えられています。
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ウェアリングオフの治療としては、薬が切れている時間を短くする（オフ時間の短縮）
ことと、薬が切れている時間の症状を改善する（オフ時の症状改善）ことを考慮する必
要があります。エンタカポンとドパミンアゴ、ニストは高いレベルで、オフ時間の短縮効果
を有し、エフピーとトレリーフにはオフ時の症状改善効果が示されています。

また L－ドパの少量頻回投与に関するエビデンスは無いのですが、ウェアリングオフの機
序から考えても、また経験的にも改善効果はあるとされています。ただし、投与量が増
加した場合には 1～数年後に、より高度なウェアリングオフになる場合も少なくありま
せん。また、少量頻回投与では服用時の効果が不安定になったり効果持続時間が短くな
ったりする可能性もあります。

このような背景を踏まえ、①Lードパを 1日に 3-4回投与、またはドパミンアゴ、ニストを
開始、増量、変更、②①で治療効果が不十分で、ジスキネジアがある場合にはLードパ 1回
量を減量し、コムタン併用またはトレリーフ併用、③①で治療効果が不十分で、ジスキネ
ジアは無い場合には、コムタン、セレギリン、 トレリーフを追加、④②と③でも効果が
不十分な場合にはL－ドパの頻回投与、およびドパミンアゴ、ニストの増量、⑤以上の薬物
治療で改善が無い時には手術療法、が一つの流れとして推奨されています。

次にオンオフに関しては、治療法のエビデンスはほとんどありませんが、我が国におけ
る治験で、エフピーが有効との報告があります。また、ワェアリングオフに対する治療、
次に述べるノーオンやディレイドオンに対する治療も試みられます。

最後にノーオンとディレイドオンですが、これは先に述べたように Lードパの吸収障害が
背景にありますので、 L－ドパを空腹時に内服する、水に溶かして内服する、消化管運動
を促進する薬剤を内服する、食後服用のまま 1回服薬量を 150-200mgに増量するといっ
た方法が良いとされています。

4.第 25回のまとめ
今回は運動症状の薬物治療について説明をいたしました。運動症状の説明項目は多いた
め、今後数回にわけで掲載してしだ予定です。

前回の最後にも書きましたが、昨年から既にミラペックスが使えるようになりましたし、
今年から来年にかけてはレキップ徐放錠、ロチゴ、チンパッチ、アポモルフィン注射薬な
どが使用可能になります。それらの新薬を使ったエビデンスが出れば、ここに記載しで
ある治療方法、治療の流れも大きく変わるかもしれません。

今年は、昨年までの連載と違い、新薬が出た場合には、ガイドライン 2011の紹介を一
旦中止してでも、それらのエビデンスなどをご紹介出来ればとも思っております。それ
以外にもご希望などがあれば、友の会を通じてお伝えください。可能な範囲で対応した
いと思います。宜しくお願いいたします。
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1 .はじめに

第 26回 パーキンソン病治療ガイドライン
一運動症状の薬物治療（2)-

ノミーキンソン病治療ガイドライン 2011に関する説明も 4回目となりました。治療ガイ
ドラインや診療ガイドラインとは、医療の現場において主治医の適切な治療と診断選択
の手伝いをするために作成されるもので、ガイドラインには、治療の根拠（エビデン
ス）や手順について、最新の情報が専門家の手によって分かりやすくまとめた情報が掲
載されています。

今回は、運動症状の薬物治療（2）を説明します。

2.オフ期ジストニアの治療はどうするか
推奨
1）ドパミンアゴ、ニストを追加または増量する（グレードB）。L ドパの増量もよいが off
時間を減らすためには投与回数の増加もよい。エンタカポン（グレード C）、セレギリン
（グレード C）、ゾニサミド（グレード C）を追加するのもよい。早朝の off-period ジス
トニアには睡眠前にドパミンアゴ、ニストを服用するか起床前に L－ドパを服用する（グレ
ード C）。
2）薬物治療で症状が十分改善しない場合は視床下核刺激術が有効で、あり、淡蒼球破壊
術・刺激術も有効である。両側手術の場合には刺激術を選択する（グレード B）。

ジストニアは、自分の意思にかかわらず筋肉が持続的に収縮して生じる動き・運動の総
称です。パーキンソン病では、治療期聞が長くなると、下肢に持続的な収縮を認めるこ
とがあり、足の関節や足の親指の関節が固定してしまい、歩行が障害されることや、痛
みを伴うことも多い病態です。

パーキンソン病におけるオフ期ジストニアは名前の通り Lードパの効果が減弱したオフ期
に生じる現象であるため前号でご説明したウェアリングオフと同様にオン時間を長くす
ることが治療の基本となります。

このため、持続時聞が長くオン時間の延長効果のあるドパミンアゴニスト（ビ・シフロ
ール・ミラペックス、レキップ、ベルマックス、カバサール、パーロデ、ル）の使用、レ
ボドパの投与量が少ない場合にはレボドパの増量、レボドパの投与量が十分な場合には
レボドパの分割投与などを考慮します。レボドパの補助薬で、あるコムタン、エフピー、
トレリーフの追加も良いとされています。

早朝にオフ期ジストニアが出る場合もあります。この早朝のジストニアは色々な治療が
奏功しない場合も多く、治療に苦労する症状の一つです。睡眠前に（長時間作用型） ド
パミンアゴニストを投与することで夜間や早朝の動きが改善されることも期待されます
が、夜間の睡眠の質を低下させたり、夜間の夢の内容の悪化を招いたりすることもある
ので、効果が乏しい際には漫然と使用しないような注意が必要です。 ドパミンアゴ、ニス
トで効果が無い場合には、レボドパを枕元に置いておき、起床時に少量の水と一緒に飲
み、薬が効いてくるまで布団の中で過ごして頂くことが有効な場合があります。尚、エ
フピーには覚醒作用があるので、夕方や夜には投与しません。
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薬物療法で治療効果がみられない場合には、手術療法を考慮します。視床下核や淡蒼球

の刺激術・破壊術によって 50%以上の症例でジストニアの改善が期待されます。

3.すくみ足の治療はどうするか？
推奨

1）すくみ足以外に他の主要運動症候（特に一般的無動に関連した症状や筋強岡IJ)が明ら

かに残っている場合、抗ノぐーキンソン病薬の用量調節を行う（グレード A）。

2）ウェアリングオフのオフ時に出現するすくみ足の場合、ウェアリングオフ対策を行

う（グレード A）。

3) ドパミン作動性治療に抵抗性の場合にはドロキシドパを投与する（グレード B）。

4）リズミカルな感覚性キュー（グレード B）や補助的用具の使用（グレード C）を勧める。

ノミーキンソン病で認める 4徴候は、国縮（関節や筋肉が固くなる）、無動（動作がゆっ

くり）、振戦（ふるえ）、姿勢反射障害（バランスが悪くなる）ですが、すくみ足は無動

に分類されます。一般的な無動と異なり、歩き始めの一歩目が出ない、目標場所への到

達間際や狭い通路で足が出ない、その場で回転して方向転換しようとする時に足が出な

いといった現象が特徴です。すくみ足は転倒とそれに伴う骨折の原因となるため、可能

な限り改善させる必要があるのですが、治療困難な症状の 1つでもあります。

すくみ足は、治療効果が不十分のために出るすくみ足、ウェアリングオフのオフ期に出

るすくみ足、オン時のすくみ足や薬の効果と無関係に出るすくみ足に大きく分類され、

治療法もそれぞれ異なります。

治療効果が不十分のために出ているすくみ足の場合には、適宜ドパミンアゴニストやレ

ボドパを増量します。特に固縮や無動がしっかり残存している場合には有効な可能性が

あります。オフ期に認められるすくみに対しては、前述のオフ期ジストニアと同様の治

療を行います。

オン時のすくみ足や薬の効果と無関係に出るすくみ足の治療は特に難しく、有効性が十

分に証明されている薬剤はドプスのみです。ただしドプスの場合も 25免程度の有効性で

す。シンメトレルは有効との報告と無効との報告があります。

手術療法に関しては、治療効果が不十分のために出るすくみ足、ウェアリングオフのオ

フ期に出るすくみ足については期待出来ますが、オン時のすくみ足や薬の効果と無関係

に出るすくみ足には期待出来ません。

外界からのキューを用いた訓練、音刺激（メトロノーム、かけ声）、視覚的指標の提示

（床に線を引く、テープを貼る、ものをまたぐ、 L字型の杖など）、振動刺激（携帯のリ

ズム振動発生装置）、片側足への体重移動（前に進めようとする片足を上げてから前に

出す、後ろに引いてから前に出す、など）が、歩行開始時に生じるすくみ足に有効と報

告されています。また、シルバーカートや歩行補助用具はすくみ足の発現を軽減して転

倒の防止に役立つことが期待されます。
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4. ジスキネジアの治療はどうするか
推奨

1）レボドパの血中濃度がピークの時に出現するジスキネジア

以下の順序で行うことが推奨される。

①併用していたセレギリン塩酸塩・エンタカポンを減量中止する（グレード B）。

②レボドパの 1 回量を減量して投与回数を増やす（グレード C）。

③レボドパの 1日量を減量し、不足分をドパミンアゴ、ニストの追加・増量で補う（グレ

ード B）。

④アマンタジンの投与あるいは増量（わが国では上限は 300mg／日）（グレード B）。

⑤手術療法は視床下核刺激術が有効である。淡蒼球破壊術・刺激術と視床下核破壊術も

有効である。両側性の手術は刺激術を選択する（グレード B）。

2）二相性ジスキネジア

以下の治療が推奨される（推奨される順序はなし、）。

併用していたエンタカポンを中止する（グレード Cl）。

レボドパの 1回量をそのまままたは減量して服用回数を増やす（グレード Cl）。

・レボドパの 1回量を増やして服用回数を減らしジスキネジアの出現時期を予測しやす

くする（グレード Cl）。

・アマンタジンの投与あるいは増量（わが国では上限は 300mg／日）（グレード Cl）。

・手術療法は視床下核刺激術，淡蒼球破壊術・刺激術と視床下核破壊術が有効で、ある可

能性があるが、両側性の手術は刺激術を選択する（グレード Cl）。

ジスキネジアは、顔、舌、体にクネクネとした、踊るような動きを特徴とし、かなり激

しい動きになる場合は、前述のジストニアに類似した異常姿勢が目立つ場合もあり、レ

ボドパ治療開始後 4-6年で 36先程度に認められます。ジスキネジアはレボドパの血中濃

度がピークの時に出現する場合と、レボドパの血中濃度が上昇する時期と下降する時期

にそれぞれ出現する場合（二相性ジスキネジア）に分類されます。一般に前者に比べて

後者の出現頻度は低いとされています。

レボドパの血中濃度がピークの時に出現するジスキネジアは、軽症の場合には治療の必

要はありません。日常生活に支障がある場合には、まずエフピーとコムタンの適宜減量

中止を考慮、します。次にレボドパの 1回量を減らして内服回数を増やし、これで不十分

な場合にはさらにレボド、パを減量し、不足分をドパミンアゴ、ニストの追加と増量で対応

します。 ドパミンアゴ、ニストの増量は、年齢や副作用の出現を考慮、しながら行う必要が

あります。これでも改善が無い場合にはシンメトレルの投与を考慮します（以下次号）。

5.第 26回のまとめ
今回は運動症状の薬物治療（2) について説明をいたしましたが、ジストニアとすくみ

足の説明のみで、あっという聞に紙面が尽きました。このためジスキネジアの説明は途

中となってしまい、残りは次号で説明させていただきます。申し訳ありません。
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1 .はじめに

第 27回 パーキンソン病治療ガイドライン

一運動症状の薬物治療（3）一

パーキンソン病治療ガイドライン 2011に関する説明も 5回目となりました。治療ガイ

ドラインや診療ガイドラインとは、医療の現場において主治医の適切な治療と診断選択

の手伝いをするために作成されるもので、ガイドラインには、治療の根拠（エビデン

ス）や手順について、最新の情報が専門家の手によって分かりやすくまとめた情報が掲
載されています。

今回は、運動症状の薬物治療（ 3）を説明します。

2. ジスキネジアの治療はどうするか（前回の続き）
推奨

1 ）レボドパの血中濃度がピークの時に出現するジスキネジア

以下の順序で行うことが推奨される。

①併用していたセレギリン塩酸塩・エンタカポンを減量中止する（グレード B）。

②レボドパの 1 回量を減量して投与回数を増やす（グレード C）。

③レボドパの 1日量を減量し、不足分をドパミンアゴニストの追加・増量で補う（グレ
ード B）。

④アマンタジンの投与あるいは増量（わが国では上限は 300mg／日）（グレード B）。

⑤手術療法は視床下核刺激術が有効で、ある O 淡蒼球破壊術・刺激術と視床下核破壊術も

有効で、ある。両側性の手術は刺激術を選択する（グレード B）。

2）二相性ジスキネジア

以下の治療が推奨される（推奨される順序はなし、）。

・併用していたエンタカポンを中止する（グレード Cl）。

・ レボド、パの 1回量をそのまままたは減量して服用回数を増やす（グレード Cl）。

・レボドパの 1回量を増やして服用回数を減らしジスキネジアの出現時期を予測しやす
くする（グレード Cl）。

・アマンタジンの投与あるいは増量（わが国では上限は 300mg／日）（グレード Cl)

・ 手術療法は視床下核刺激術，淡蒼球破壊術・刺激術と視床下核破壊術が有効で、ある可

能性があるが、両側性の手術は刺激術を選択する（グレード Cl）。

ジスキネジアは、顔、舌、体にクネクネとした、踊るような動きを特徴とし、かなり激

しい動きになる場合は、前述のジストニアに類似した異常姿勢が目立つ場合もあり、レ

ボドパ治療開始後4-6年で36免程度に認められます。ジスキネジアはレボドパの血中濃

度がピークの時に出現する場合と、レボドパの血中濃度が上昇する時期と下降する時期

にそれぞれ出現する場合（二相性ジスキネジア）に分類されます。一般に前者に比べて
後者の出現頻度は低いとされています。

レボドパの血中濃度がピークの時に出現するジスキネジアは、軽症の場合には治療の必

要はありません。日常生活に支障がある場合には、まずエフピーとコムタンの適宜減量

中止を考慮します。次にレボドパの 1回量を減らして内服回数を増やし、これで不十分

な場合にはさらにレボドパを減量し、不足分をドパミンアゴニストの追加と増量で、対応
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します。 ドパミンアゴ、ニストの増量は、年齢や副作用の出現を考慮しながら行う必要が

あります。これでも改善が無い場合にはシンメトレルの投与を考慮します。シンメトレ

ルの効果は、内服当初は認められでも、時間とともに減弱し、 8ヶ月ほどで元の状態に

なることが指摘されています。

一連の治療でも十分な効果が得られない、ジスキネジアが生活に影響を及ぼす、薬剤の

調整で動きが悪化するなどの場合には定位脳手術が考慮されます。ジスキネジアに対し

ては視床下核刺激術が有効であり、淡蒼球破壊・刺激術、視床下核破壊術も有効です。

淡蒼球手術は、手術そのものの効果で、視床下核手術は主として薬剤の減量による効果

でジスキネジアの改善をすると考えられています。手術の部位や方法は症状、合併症の

リスク、施設の経験などを総合的に勘案して決められます。

二相性のジスキネジアは、薬剤の効き始めと効果が終わる頃に出現することが特徴で、

薬剤jの効果がピークに出現する前述のピークドーズジスキネジアに比べて治療は難しく、

残念ながら確立された治療法や治療手順はありません。コムタンは中止すると良い場合

があります。またレボドパの量はそのままもしくは減量して服用回数を増やす方法も、

正反対に 1回の内服量を増やして内服回数を減らす方法も有用な場合があります。また、

シンメトレルの投与もしくは増量や手術療法が良い場合もあります。

3. 姿勢異常の治療はどうするか
推奨

1 ）前傾・前屈姿勢には、まずノミーキンソン病に対する基本的な薬物治療を行い、可動

域訓練など理学療法を行う（グレード Cl)

2）腰曲がり、斜め徴候、首下がりについては、まだ有用な治療のエビデンスは確立さ

れていないものの、薬物による調整で改善する例があり、調整を試みる。

パーキンソン病ではしばしば姿勢の異常を認めます。身体が前に傾いてしまう症状は前

傾や前屈と呼ばれ、未治療もしくは治療期聞が長くなった患者さんにおいてしばしば認

めます。前傾や前屈姿勢の際には、抗ノミーキンソン病薬の適切な調整により改善を認め

る場合があります。

一方、極端な前屈は腰曲がり camptocormiaと呼ばれ（本連載第 5回を参照してくださ

し、）、座位、立位、歩行時に目立ち、臥位で改善する特徴があります。腰曲がりの原因

は多彩で＼パーキンソン病の進行に伴う場合、薬剤が影響している場合、圧迫骨折が影

響している場合、筋肉の病気が合併している場合などが知られています。レボドパやド

パミンアゴ、ニストの投与で改善する例中止や減量によって改善する例もあり試行錯誤が

必要です。脳深部刺激手術は有効の場合も無効の場合もあることが知られています。

ガイドラインには記載されていませんが、最近、東京都の精神神経医療研究センターか

ら、外腹斜筋にキシロカインを注射することとリハビリによって腰曲がりの改善する例

のあることが報告されています。これは外腹斜筋の過剰な収縮が腰曲がりの原因となっ

ている時に有効とされ、私も注射によって改善した症例を経験しています。

次に斜め徴候は、身体が右や左に傾く症状を呼びます。比較的急速に出現する場合とゆ

っくり出現する場合があり、速い経過の場合には薬剤の影響がある症例が含まれると推
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察されています。このため、抗精神病薬を服用している場合には、その中止や変更が有

効な時が、さらに抗コリン薬やドパミンアゴ、ニストの追加や増量が有効な時があります。

運動療法の有効例も報告されています。

首下がりは、多系統萎縮症という病気でしばしば認めますが、パーキンソン病でも出現

することが知られています。後頚部筋の筋疾患が原因となる場合も報告されているもの

の、ジストニアが原因の場合のほうが多いとされています。 ドパミンアゴ、ニストが原因

となることがあり、減量や中止によって改善する場合があります。またレボドパの増量

やキシロカインの注射などが有用な症例のあることが報告されています。脳深部刺激療

法で改善が得られたとする報告はありますが、有用性は確立されていません。

4.礁下障害、流誕、構音障害の治療はどうするか
推奨

1 ）膜下障害は様々な障害でみられるので、嚇下評価を行い、対処方法を検討する必要

がある。嚇下訓練により改善する（グレード Cl）。

2）流誕は抗コリン薬で分泌量を抑えられる（グレード Cl）。

3）構音障害に対して、短期的には言語療法が有効で、ある。

礁下障害は誤嚇性肺炎の原因となるため、その診断と治療は大切です。通常は運動機能

の重症化に伴って出現頻度は高くなりますが、重症度と無関係に嚇下障害を認める場合

もあります。また自覚に乏しい嚇下障害のあるととも知られており注意が必要です。暁

下障害の原因は多様で、、口の中のジスキネジアや口腔内乾燥が原因となる場合や、オフ

の時に礁下障害を認めたりする場合もあるため、病態に応じた対応が必要となります。

ノミーキンソン病の嚇下障害は、口に食べ物を持ってくる前の認知期、上肢を使って食べ

物を運ぶ準備期、口腔期、咽頭期、食道期全てにおいてみられます。上肢の運動障害、

口渇、首下がりなどが暗黒下を悪化させている時には、まずこれらを治療していきます。

蝶下障害の評価には、問診、スクリーニングテスト、嚇下造影検査を行って行きます。

前述のように、自覚の無い誤礁もあるため、疑いのある場合には嚇下造影も積極的に考

慮します。当施設でも耳鼻咽喉科の先生方や言語聴覚士の方々の協力を得て、喉下機能

評価を行っています（以下次号）。

5. 第 27回のまとめ
今回は運動症状の薬物治療（ 3）について説明をいたしました。嚇下障害、流誕、構音

障害は以前も取り上げましたが、もう一度ガイドラインの内容をご紹介したいと思いま

す。暑い日が続きます。皆様、どうか熱中症や悪性症候群にご留意ください。
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第 28回パーキンソン病治療ガイドライン

ー運動症状の非薬物治療－

1 .はじめに
ノ《ーキンソン病治療ガイドライン 2011に関する説明も 6回目となりました。治療ガイ

ドラインや診療ガイドラインとは、医療の現場において主治医の適切な治療と診断選択

の手伝いをするために作成されるもので、ガイドラインには、治療の根拠（エビデン

ス）や手順について、最新の情報が専門家の手によって分かりやすくまとめた情報が掲

載されています。

今回は、運動症状の非薬物治療を説明します。

2.手術療法の適応基準は何か
推奨

1）パーキンソン病で薬物治療にて改善が不十分な主要運動症状ならびに運動症状の日

内変動とジスキネジアに対しては、両側視床下核刺激術と両側淡蒼球刺激術が推奨され

る。視床下核刺激術のほうが淡蒼球刺激術より全般的な効果は高い傾向がある。L －ド

パに対する反応性がよく、手術時年齢が若いほど手術効果も高い傾向がある（グレード

B）。

2）上記に加えさらに薬剤量の減量を目的とする場合には両側視床下核刺激術が推奨さ

れる（グレード B）。

3）一側の主要運動症状ならびに運動症状の日内変動とジスキネジアの軽減を目的とす

る場合は、症状の強し、側と反対側の視床下核刺激術、淡蒼球刺激術、淡蒼球破壊術が推

奨される（グレード B）。

4）薬物治療にて改善が不十分なパーキンソン病の振戦の抑制については，視床破壊術・

刺激術、 淡蒼球破壊術・刺激術、視床下核刺激術が推奨される（グレード B）。

淡蒼球、視床、視床下核と呼ばれる構造物は脳の深い場所に位置しており、全身の運動

が円滑になるよう管理しています。パーキンソン病では、これらの部位を手術すること

で症状の改善することが古くから知られています。

手術療法の歴史は古く、最初の手術は 1930年代に遡ります。当初は、開頭をして該当

部位の切除や 血管の結禁といった手術で、侵襲度も大きく、目的とする運動のコント

ロールを行っている場所のみを制御する方法ではありませんでした。

その後、 1947年になって、頭蓋骨に小さな穴をあけ、脳の表面から系齢、穿刺針を脳深部

の同部位に正確に進めて手術をする方法（定位脳手術）が開発され、低侵襲で切除や凝

固が行われるようになりました。

1967年に出現した L-DOPAにより手術の頻度は大きく減少しましたが、 L-DOPA開始後に

出現する運動合併症への対応策として、定位脳手術が見直されたこと、破壊術や凝固術

のみならず脳深部刺激療法が開発されたこと、大脳基底核運動回路の機能解剖構造が明

らかになったことなどが背景となり、外科的手術療法が世界的に大きく普及しています。
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運動回路は、大脳皮質→基底核（被殻、尾状核、視床下核、淡蒼球、黒質）→視床→大

脳皮質で構成されています。パーキンソン病では黒質神経細胞の変性脱落によって、こ

の回路内の神経活動に異常が生じます。

定位脳手術では、運動回路の中で異常神経活動している場所をブロックすることで治療

効果を発揮します。定位脳手術のターゲットとしては、視床下核、淡蒼球内節、視床腹

中間核が知られていますが、最近ではそれ以外の場所も注目されています。手術方法と

しては刺激術と凝固術があります。

刺激術は脳深部刺激術（deepbrain stimulation; DBS）と呼ばれ、柔らかい刺激電極を

先端に有する電極リードをターゲットに留置し、皮下に埋め込んだ心臓ベースメーカー

と同様のパルス発生装置を介して刺激を加えることで該当部位の機能を抑制・喪失させ

ます。

凝固術は文字通り該当部位を凝固することで該当部位の機能を喪失させます。凝固術は

機械を埋め込まなくとも良いという利点があり、 DBSには刺激を止めたり、刺激条件を

変えたりすることなどにより、病態の変化に応じた対応が可能という利点があります。

視床下核と淡蒼球内節への手術は、パーキンソン病の主要運動症状と、運動合併症（ジ

スキネジア、ウェアリングオフ現象など）に対して効果を示します。視床下核の場合に

は薬剤減量効果も期待されます。しかし、構音障害や嚇下障害に対しては効果が少なく、

効果がみられでもすぐに消失することが多く、悪化する場合もあります。振戦が主体の

場合には視床が選択される場合もあります。

先に述べたように、手術自体は運動回路の異常神経活動を是正するもので、あって、 ドパ

ミン神経細胞の変性を止めるものではないので、多くの症状は術後も緩徐に悪化します

し、非運動症状も出現してきます。

視床下核と淡蒼球手術では、特発性パーキンソン病以外の疾患、高齢（およそ 75歳以

上ですが、症例毎に評価します）、高度の認知機能障害、高度の脳萎縮、高度のうつ、

オン状態でも重症、手術に支障となる身体疾患があるなどの場合には手術適応とはなり

ません。それぞれの除外項目の程度については、基準値の根拠となる高いレベルのエビ

デンスはありませんが、手術効果は手術時の年齢が高いほど低いことが示されています。

合併症としては、手術に伴って起こる脳出血、感染、死亡、装置関連のトラブル、刺激

の副作用（疲れ、喋りづらさ、ジスキネジア、限険けいれんなど）、認知機能や精神症

状への影響などが知られています。頻度は報告によって様々ですが、本邦で行われた 8

施設 457症例を対象とした研究結果では、脳内出血の発生は 1.7問、感染は 2.8潟、永続

的な神経脱落症状は 0.2見、手術死亡例は 0%でした。

今回のガイドラインでは記載されていませんが、 DBSと最善の内科的治療の治療効果を

比較した研究が海外で 2回行われており、いずれも DBSの治療効果が高いことが知られ

ています。
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手術療法は十分な薬物治療を行っていることがその適応を検討する前提です。また、各

症状に対して有効な手術方法は複数あり、除外項目についても必ずしも高いエビデンス

があるわけではありません。最終的な手術の決定や術式の選択は、各施設の経験をもと

に決められることが多いので、主治医と良く相談していただくことが必要です。

3. リハビリテーションは運動症状改善に有効か
推奨

1）運動療法が、身体機能、健康関連 QOL、筋力、バランス、歩行速度の改善に有効で

ある（グレード A）。

2）外部刺激、特に聴覚刺激による歩行訓練で歩行は改善する （グレード A）。また、音

楽療法も試みるとよい（グレード C）。

3）運動療法により転倒の頻度が減少する（グレード B）。

パーキンソン病は、いまだ疾患の進行を止める治療法はありません。リハビリテーシヨ

ンは、内科的かつ外科的な治療に加えて行うことで、症状のさらなる改善が期待出来る

治療法です。

リハビリテーションには、パーキンソン病の症状全般を改善するというエピデンスが複

数あり、筋力、バランス、歩行障害の改善や転倒頻度の減少というエビデンスもありま

す。

パーキンソン病は、その重症度によって症状や障害の程度がかなり変化しますので、重

症度ごとにリハビリテーションの目標と介入方法が変わります。軽症の場合には、パー

キンソン病だからといって、運動や生活を制限しないように、身体能力の向上に努める

ように教育することが大切とされています。中等症の場合には、転倒の予防、移動、姿

勢、手を伸ばしてつかむ運動、バランス、歩行などの項目に分けて、理学療法や作業療

法を取り入れることや、日常生活動作の中で具体的な目標を立てることも推奨されてい

ます。重症の場合には、呼吸や礁下、祷痛や関節拘縮の予防などを考慮します。

ノミーキンソン病では外部刺激による運動が改善することがあり、特に歩行に関しては、

視覚刺激や音刺激を利用した歩行訓練が有効との報告があります。視覚刺激としては自

宅の廊下に線を引くこと、聴覚刺激としては一定のテンポに設定したリズム刺激を効く

だけの音楽療法が有効との報告もあります。

音楽療法は、友の会でも有名な平山先生や鵜飼先生が本冊子でも具体的な内容をお示し

になっていますので参考にしてはいかがでしょうか？

4.第 28回のまとめ
今回は運動症状の非薬物治療について説明をいたしました。 DBSは適切な時期に行うこ

とで、とても有効な場合があります。構音障害をはじめとした合併症の出ることが問題

ですが、構音障害の病態の研究、リハビリ、合併症を最小限にするための治療法などの

研究も進んで、います。良く主治医と相談して手術を受けるかどうか決めてください。
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第 29回 ブレインバンク

1 .はじめに
この連載では、パーキンソン病の運動機能以外の症状を中心として、最新の標準的治療

基準をご紹介するとともに、これまでの治療経験を通じて試してみる価値があるかもし

れないと思っている治療やリハビリテーションの方法などをご紹介しています。今年は

主に改訂されたガイドラインの内容を中心にお話をしてきましたが、本年最後の回は、

以前にもご説明したパーキンソン病ブレインバンクについて再度お話をしたいと思いま

す。

2.パーキンソン病研究における治療の現状
ノミーキンソン病には、 L-DOPAやドパミンアゴ、ニストをはじめ、すぐれた薬剤が沢山あり

ます。これらは、 ドパミンの不足のために悪くなった身体の動きを改善するために使わ

れる薬剤で、パーキンソン病の機能予後や生命予後を大きく改善しました。

最近は、非麦角系ドパミンアゴ、ニストの徐放製剤やドパミンアゴ、ニストの注射製剤も出

てきました。また、来年以降もドパミンアゴ、ニストの貼付剤、アデノシン 2A受容体に

働く新しい薬剤、 L-DOPAの徐放製剤などの登場が控えています。また脳深部刺激術の長

期有用性が確認され、より副作用の少ない、より効果の高い方法も開発されつつありま

す。そして、これらの治療をどのように使えば良し、かというエビデンスも蓄積されてお

り、パーキンソン病の治療は間違い無く前に進んで、いると考えています。

しかし、これらの治療は、いずれも不足した神経伝達物質を補う補充療法であり、病気

の進行を食い止める治療法ではありません。このため、病気の起こる原因を解明し、そ

れに基づいたモデル動物を作ることで、病気の進行を遅らせる、もしくは止める治療法

(Disease Modifying Therapy）を開発する努力が世界的に続けられています。

名古屋大学神経内科でも、球脊髄性筋萎縮症としづ運動神経が変性してくる病気の病態

抑止療法を祖父江教授、勝野准教授が中心になって開発しており、希望の持てる結果が

得られつつあります。しかしながら、今のところ、病態抑止療法に成功した神経変性疾

患は大変残念ながら何一つありません。

このような病態抑止療法を開発する上で、患者さんの死後脳（剖検脳）を試料として研

究し、脳で起こっている異常を明らかにすることは大変重要です。たとえば、 L-DOPAは、

剖検脳の解析により、パーキンソン病の脳の黒質という場所でドパミンという情報伝達

を担う物質が健常人と比べて少ないという発見がなされ、画期的な薬剤開発へとつなが

りました。

最近は、 iPSをはじめ、遺伝子解析技術、 RNAの解析技術、タンパク質の解析技術など

の進歩が著しく、これら最新の技術を用いて剖検脳を多数例で解析していくことにより、

これまで分からなかった病態の解明を通じ病態抑止治療の開発につながる成果が出てく

ることが期待されています。
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3.剖検の生前同意とブレインパンク

皆様は臓器移植やドナーバンクとしづ言葉を聞かれたことがあると思います。臓器移植

は自分が最期を迎えたときに腎臓や角膜などの臓器を提供しでも良いという方と、移植

でしか治療出来ない方とを結ぶ医療のことを指します。また、重い血液疾患に苦しんで、

おられる方に、ご自身の骨髄を提供しでも良いという方を骨髄ドナーと呼びますが、こ

れら移植医療を斡旋する仕組みゃ業務を担う公的機関を広くドナーバンクと呼びます。

剖検の生前同意は、ご自身の脳やお体を解剖（剖検と呼びます）に提供しでも良いと表

明することを指します。また、ブレインバンクとは、剖検脳を多数集積し、適切な倫理

委員会や運営委員会の管理の下、研究者の要望が認められた場合には、その研究者に剖

検脳を提供出来るような仕組みゃ運営機関を指し、いずれも欧米では広く普及していま

す。

一方我が国では、最期を迎えた時にご自身の脳を医学の進歩に役立てたい（献脳）と思

っているにもかかわらず、その意志を伝える方法や仕組みの整備は十分になされてきま

せんでした。また、ブレインパンクも、つい最近まで日本には存在しませんでした。

しかし、当時国立精神・神経医療研究センターにいらした久野貞子先生が中心となり、

平成 18年 4月に、日本においても生前同意を普及し、ブレインバンクを設立するため

の研究班が立ち上げられました。現在は、同施設の有馬邦正先生が班長となって活動が

継続しており、ブレインバンクも設立されました。当地区においても、名古屋大学神経

内科と愛知医科大学加齢医科学研究所が同研究班に参加してまいりました。

4.名古屋地区における献脳生前同意登録ブレインバンクの概要

以上の流れの下、名古屋大学神経内科では当地区においても、パーキンソン病や関連神

経変性疾患の方々を中心に、生前同意という考え方が浸透し、生前同意に基づいた病理

解剖が行われることが可能となるよう、献脳生前同意登録システムの構築を進めてまい

りましたが、先日倫理委員会において承認を受けました。

剖検とは何か、どのような意義があるのかを良く理解していただいた上で、生前同意の

表明を行い、篤志を生かすことができるシステムを構築していくことは、個人の自律性

の尊重の原則の点からも重要で、あると考えております。

尚、剖検の生前同意登録は篤志の登録であり、登録の撤回はいつでも可能ですし、生前

の献脳生前同意には法的拘束力はありません。また、生前からの同意があっても、ご家

族が同意されない場合は病理解剖を行いません。

剖検の生前同意登録していただける方はご家族と十分にご相談いただき、登録に同意し

ていただける場合や話を聞いてみたいと思う方は、名古屋大学神経内科渡辺宏久までお

尋ね下さい。

剖検生前同意登録は、登録者ご自身の意思表示ですので、ご家族の承認は必須で、はあり

ません。しかし、ご家族と十分相談されることをお勧めします。また、登録者の年齢は

20 歳以上に限らせていただきますし、患者さんのご状態によっては、登録をお断りさ

せていただく場合もありますので、あらかじめご了解下さい。
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同意をいただくと、事務局から“剖検生前同意カード”を発行します。さらに名古屋大

学神経内科において、剖検に同意されていることを登録させていただきます。登録させ

ていただくことにより、登録後に出てきた疑問に対するご相談にのることや、ご家族か

ら確認の連絡をいただし、た時などの対応が可能となります。

また、剖検を行うことの出来る施設は東海地区でも限られていますので、剖検を施行出

来ない施設において他界された場合に、剖検施行の出来る施設をご紹介することも可能

となります。
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紙面の都合上、ブレインバンクについては詳しくご説明いたしませんが、愛知医科大学

加齢医科学研究所において日本と世界の研究者に幅広く役立つように厳重に保管され、

必要に応じて、精神神経医療研究センターに協力してし、く予定となっています。

5.第 29回のまとめ
本号では、いつもと違い、生前登録とブレインバンクについて、再度説明をさせていた

だきました。中々耳慣れない言葉で、分からないことも多いと思いますが、興味を持た

れた場合には一度お尋ねいただけましたら幸いです。

今年も 1年間、本連載にお付き合いいただき、ありがとうございました。来年も、少し

でも良い治療をパーキンソン病の患者さんに提供出来るよう、また画期的な治療法開発

に役立つことが出来るよう、微力ながら頑張っていきたいと思います。また、出来る限

り本連載にも協力し、治療や研究の updateな情報をお伝えしていく所存です。

急に寒さも厳しくなってまいりました。どうか皆様、お体をご自愛ください。
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第 30回 パーキンソン病治療ガイドライン

－非運動症状の治療（1)-

1 .はじめに
皆様あけましておめでとうございます。寒い日が続いておりますが、体調を崩されてい

ないでしょうか？本年もどうか宜しくお願いいたします。

2013年、本連載も 30回目を迎えることとなりました。第 1回の原稿を作成した日時を

あらためて見直しますと、 2007年の 11月となっていましたので、 5年以上に渡って寄

稿させていただいていることになります。

本連載は、 2008年に亡くなられた丹羽浩介様から声をかけていただ、き開始しました。

「是非頑張って続けて下さい。連載も 20回を超えたら本にしましょう！ Jという丹羽

元会長の言葉が今でも思い出されます。20回を超え 30回を迎えることが出来たので、

少しは丹羽さんも褒めてくださっているかなと，思っております。

前回はブレインバンクのお話をしましたが、今回からは、パーキンソン病治療ガイドラ

イン 2011の非運動症状に関する項目を説明していきます。どうかお付き合いくださ

2. 睡眠覚醒障害の治療はどうするか
推奨

1 ）パーキンソン病に伴う夜間の一般的睡眠障害には催眠鎮静薬を用いる（グレード

Cl）。

2）振戦、寝返り困難などパーキンソニズムに関連した睡眠障害には睡眠前に抗ノミーキ

ンソン病薬を増量し、夜間頻尿、うつ、幻覚・妄想、による睡眠障害にはそれぞれに

対応した治療を行う（グレード Cl）。

3) REM睡眠行動異常症（RBD）にはクロナゼ、パムを試みる（グレード Cl）。

4）下肢静止不能症候群（RLS）にはドパミンアゴニスト、クロナゼパムを試みる（グレー

ドB）。

5）覚醒障害には、夜間睡眠障害の改善と並行してドパミンアゴ、ニストの減量を試みる

（グレード Cl）。

パーキンソン病では様々な睡眠や覚醒の問題を認めることがあります。 日中の予期せぬ

眠気については本連載でも第 3回にご紹介しましたが、それ以外にも、入眠困難、中途

各覚醒、早朝覚醒、レム睡眠行動異常症、下肢静止不能症候群、周期性四肢運動障害、

睡眠時無呼吸など様々な症状を認めることがあります。

3.入眠困難、中途各覚醒、早朝覚醒の病態と治療
夜間の睡眠障害を認める場合には、イ可が睡眠障害の原因になっているのかを考慮する必

要があります。不眠の原因としては、いわゆる睡眠障害以外にも、睡眠を悪化させる夜

間の頻尿、身体の痛み、パーキンソン病のオフ症状（ふるえや寝返り困難）、幻視、妄

想、など様々な病態が原因となっている場合があり、原因に応じた治療が必要となります。
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睡眠を改善する生活習慣としては、十分に太陽光を浴びること、昼寝は良いが午後 3時

前までで 30分以内とすること、就寝前にはアルコールやカフェインを取らないこと、

規則正しい睡眠・入眠時間とすること、睡眠環境を整備することなどが上がられます。

不眠症の薬物治療としては、睡眠薬が使われます。多くの睡眠薬は、脳神経の興奮を抑

えるガンマ・アミノ酪酸（GABA）の働きを助ける（強める）ことによって眠気を増強し

ます。睡眠薬は、作用時間の長さにより、超短時間型、短時間型、中間型、長時間型の

4種類に分けられ、組成の違し、から、ベンゾジアゼピン系睡眠薬と非ベンゾジアゼピン

系睡眠薬に分けられます。非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、ふらつきや翌日への持ち越

し効果が少ないという利点があり、熟睡感が乏しい人に使われることもあります。

睡眠薬の使い方としては、寝つきが悪い入眠障害では超短時間型や短時間型を用います。

夜中に目が覚めてしまう中途覚醒の場合は中間型、早朝覚醒には長時間型を用いる場合

もありますが、作用時間の長い薬剤は、翌日の眠気や夜間のふらつきなどを引き起こし

やすいので、高齢者やパーキンソン病の方に用いる場合には注意が必要です。

こうした睡眠薬以外にも、最近は新しい機序の睡眠薬も使えるようになってきました。

睡眠には大きく 2つの機序があり、 1つの機序としては、脳の中に睡眠を引き起こす物

質が増えることが挙げられます。これは従来型の薬剤が有する作用です。

もう 1つの機序は体内時計です。我々の体内時計は、夜になると眠くなり、朝になった

ら目覚めるようにできていますが、このリズムを司っている重要な物質がメラトニンで

す。最近は、メラトニンの受容体に作用する薬剤（ロゼレム錠）が使えるようになりま

した。

ロゼレムは、即効性は無く、効果を発揮するまでしばらく飲み続けないといけないので

すが、体内時計の調整により、自然な睡眠が構築されることが期待されます。また、ふ

らつき、記憶障害、依存性などの副作用が少なく、長期内服でも睡眠効果が弱くなりに

くいという特長も併せ持っています。パーキンソン病でも有用性が報告されています。

睡眠を悪化させる夜間の頻尿、身体の痛み、パーキンソン病のオフ症状（ふるえや寝返

り困難）、幻視、妄想、に対しては、病態に応じた対応が必要です。夜間の頻尿に対して

は、睡眠前の水分摂取を控える、排尿しやすいようマジックテープの睡眠着にする、ポ

ータブルトイレを設置する、頻尿治療剤を内服するなど色々な対応方法があります。こ

れらは本連載の第六回にもまとめであります。

パーキンソン病のオフ症状に伴う睡眠障害については、 2011年のガイドラインには記載

は無いのですが、最近出てきた長時間作用型の非麦角系ドパミンアゴ、ニストが有用であ

るとする報告が出てきており、レキップCRでは、 1日1回朝の内服により、夜間の睡眠

の質の向上や朝のオフ時間の短縮効果なども報告されています。また、今後出てくるロ

チゴチン製剤でも類似の報告を認めます。ミラベックスにも同様の効果があるかは今後

の報告が待たれるところです。
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4. レム睡眠行動異常症
レム睡眠行動異常症は、パーキンソン病の患者さんにおいて比較的多く認める（15-

50見）症状です。人の睡眠には眠ってから目が覚めるまで複数のステージがあるのです

が、レム睡眠期とは、身体は弛緩しているのですが、脳は起床時と同じような脳波を示

しているステージで、夢を見ることが多いステージとしても知られています。

通常は骨格筋が弛緩しているので身体を動かすことが出来ないのですが、レム睡眠行動

異常症のある方は、大きな声をあげたり、夢と同じような動き（怪我をするような体の

動き）をしたり、実際に歩き回ったりすることが特徴です。

レム睡眠行動異常症は、パーキンソン病でふるえ、動作緩慢、身体の固さといったパー

キンソニズムが出現する前から、認められうる症状であることが最近分かつてきて、発

症前症状としても注目されています。

レム睡眠行動異常症の治療としては、クロナゼ、パムが良く用いられます。これは抗てん

かん薬として、またミオクローヌスという不随意運動に対する治療薬として用いられま

す。レム睡眠行動異常症にどうして効果を発揮するのかは良く分かつていないのですが、

経験的に有効であることが良く知られています。

しかし、クロナゼパムは、日中の眠気が強し、方、幻視のある方、認知症のある方には注

意して用いた方が良いとの報告もあります。その場合には、先に述べたロゼレムやコリ

ンエステラーゼ阻害剤などが用いられることがあり、近年、海外ではこれらの薬剤の有

用性が報告されています。

5.下肢静止不能症候群、周期性四肢運動障害
下肢静止不能症候群は夕方から夜間にかけての安静時に下肢の不快で、耐え難い異常感覚

と、下肢を動かしたいという5齢、衝動を自覚し、実際に動かすと不快感や衝動が軽減す

ることを特徴とします。周期性四肢運動障害は、入眠中、主に下肢に 20～40秒ごとに、

足関節の背屈といった運動が繰り返し起こる動きを指します。

いずれもパーキンソン病に多く認められるとも、そうでないとの報告もあり、一定した

見解とはなっていません。治療の対象となるのは入眠困難など不眠に苦しんで、いる場合

に限られ、その場合には、ビ・シフロールや先に述べたクロナゼパムなどを用います。

6.第 30回のまとめ
今回は非運動症状の中でも睡眠・覚醒障害の治療について説明をしました。睡眠と覚醒

の問題は日常診療でしばしば認めます。治療の難しい場合も多いのですが、睡眠障害や

覚醒障害は、日中の活動度の低下と直結する場合や、転倒など事故の誘因となる場合も

あり、しっかりとした管理が必要となります。

また、レム睡眠行動異常症などは、パーキンソン病とは無関係な症状と考えているご家

族や患者さんも意外に多く、十分な治療がなされていないことも時に経験します。さら

に睡眠薬にネガティヴなイメージを持たれる方もあり、内服を我慢している場合も見受

けられます。しかし、適切な薬剤の使用により、他の症状全般も改善することがありま

す。主治医の先生とよく相談して適切な対応を受けていただければと思います。
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1 .はじめに

厳しかった今年の冬も終わり、急に暖かさを増しきており、寒さから解放されて、少し

楽になってきた方もいらっしゃると思います。一方で、、寒暖の差が激しいですので、体

調を崩されないようご留意ください。

当方は現在アメリカ神経学会で発表するためサンデ、イエゴに来ています。温暖な気候で

治安も良く、人も優しくて、住んでみたくなりました。本学会で、はパーキンソン病の新

しい治療に関しても複数の発表がありました。日本でも早く使えると良いなと思われる

薬や新しいリハビリテーションなども報告されていました。

今回も、前回に引き続いてパーキンソン病治療ガイドライン 2011の非運動症状に関す

る項目を説明していきます。どうかお付き合いください

2. うつの治療はどうするか
推奨

パーキンソン病の十分な治療を行ってもうつの改善が認められない場合、三環系抗うつ

薬（ノルトリプチリン、アミトリプチリン）、選択的セロトニン再取り込み阻害薬、

〔SSRI（セルトラリン、 フルボキサミン）〕、 ドパミンアゴ、ニスト（プラミベキソール匂

ペルゴ、リド）を試みる（ノルトリプチリン：グレードB、その他の薬剤：グレード C）。

以前も取り上げましたが、パーキンソン病において“うつ”は、生活の質の低下に最も

影響すると言われています。重度の“うつ”の方は少なく、軽症の方が多いことが特徴

ですが、しっかりとした評価と治療が望まれる症状です。

うつに対する治療ですが、これはまず十分にパーキンソン病の運動症状に対する治療を

十分に行うことです。体の動きが良くなったり、振るえが良くなったりすることで気分

が良くなる場合もありますし、運動合併症が出ている場合にはオフ症状が減ることで、う

つが改善する場合もあります。実際、オフの時には様々な非運動機能異常のスコアがオ

ンの時よりも悪くなることが知られています。

運動症状を十分治療しでもうつ症状の改善の乏しい場合には、抗うつ薬の投与を考えま

す。特に三環系抗うつ薬はパーキンソン症状を悪くする可能性もあるので、注意しなが

ら使う必要があります。

2011年のガイドライン作成時にはエビデンスは無かったのですが、ビ・シフロールには、

運動症状の改善とともに、抗うつ効果も期待される結果が出ています。抗うつ薬の効果

としては、昨年、海外からパーキンソン病のうつ症状の改善にパキシルと日本未発売の

SNRIが有効との結果が出ていました。また、必要に応じて精神科にかかっていただ、くこ

とを考慮する必要もあります。

3. アパシーの治療はどうするか
推奨

うつの部分症状として発症したアパシーはうつの治療に準じるが、うつに関連しないア

パシーに対しては科学的根拠をもって勧められる治療はない。

アパシーは、第 16回で説明をいたしました。アパシーの語源はギリシャ語で、情念の

欠如（apathos）を意味します。臨床的には、 「動機づけ」の減弱ないし消失、 「興

味、関心Jの減弱ないし消失で特徴付けられます。

アパシーはうっ症状としても認められますが、パーキンソン病では 40切程度にアパシー

を認め、アパシーを認める患者さんの中で、 14%程度はうつを伴わないとされています。

アパシーの詳しい説明は 16回の記事を参照なさってください。

うつを伴うアパシーでは、先に述べたうつの治療を行いますが、うつを伴わないアパシ

ーでは良い治療法の無いのが現状です。アパシーのある患者さんは、自分から何かを始

めることや予定を立てることが苦手であったり、せっかく活動を始めても早期に止めて

しまったり、自分自身の健康に対する関心が低下してしまったり、新しい経験に対する

好奇心が低下したりします。結果、患者さんは非活動的となり、この消極性がさらなる

機能低下や衰弱をもたらす可能性があり、良い治療法の開発が望まれています。

4.疲労の治療はどうするか
推奨

1 ）精神疲労に確立された治療法はない。

2）運動症状に関連した身体疲労にはドパミン補充療法が有効である。

パーキンソン病では疲労を 40%程度に認めると言われています。疲労感はうつの部分症

状として認めることもありますが、先ほどのアパシーと同じように、うっと無関係で、疲

労の生ずることが明らかになっています。

疲労は、身体疲労と精神疲労に分ける場合もあり、身体疲労は指のタップなどをしてい

ただく時に指の幅や速度が小さくなったり遅くなったりすることを、精神疲労は主観的

な疲労感を指します。

身体疲労はドパミン不足が原因となっていることが推定されるため、ドパミン補充療法

が有効な場合があります。精神疲労については、まだ有効な治療法は開発されていませ

ん。うつに伴っている場合には、うつの治療を行うことも一つの方法かと思います。

ちなみに、薬のせいで体がだるいと思っていた方に、ご説明して薬を増量したところ、

体の動きが良くなり、身体疲労のみならず気分も良くなり精神疲労も良くなったことを

経験しています。まずは治療不足の状況を改善することが大切で、あると考えています。

5.幻覚・妄想の治療はどうするか？
推奨

1）丁寧な問診を行い、幻覚・妄想が客観視できず、日常生活に悪影響を及ぼすように

なった時点で治療を開始する （グレード C）。
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2）薬剤追加後に発症、悪化した場合は追加薬を止める（グレード C）。

3）身体疾患などの促進要因から是正を試みる（グレード C）。次いで、 L －ドパ以外の抗

パーキンソン病薬を減量、中止する0

4) 改善しない場合には非定型抗精神病薬を投与する（グレード C）。クエチアピンは抗

幻覚・妄想作用が期待でき、運動症状を悪化させにくし、（グレード C）。

5) ドネペジルの効果も期待で、きる（グレード C）。

幻覚は幻視として第 10回、 11回に詳しく触れました。幻視の現象を簡単にまとめると、

対象を正確に認識出来ないまま（視覚の問題もありますし、視覚情報を処理する過程の

調子の悪さもあります）、その対象を既存の物体や人と誤って判断してしまう、場合に

よってはそれを誤っていると是正出来ないと理解していただければ良いと思います。

幻視の治療の基本は、まずは増悪因子の対応で、日常生活に支障のあるような幻視が出

てくる場合には本格的な治療が必要となってきますが、前述の幻視の機序から考えます

と、まずは、対象を正確に認識出来るようにすることが大切で、視力の低下した方、白

内障のある方などは、その治療をすると良くなることがあります。また、幻視は夕方や

夜に増悪しやすいため、夕方の早めの時聞から電気をつける、部屋の明かりの状況を見

直して改善するだけでも改善する場合もあります。さらに、幻視の対象物をジッと見る、

実際に触ってみるなどで良くなることも知られています。

次に、薬剤増量後に幻視が生じた場合には、その薬剤を減量、中止、変更してみること

も大切ですし、感染、脱水などが原因で生じた場合には、その治療や是正をします。入

院、転居（施設入所）などで幻視の生ずることもありますが、これらへの対応は社会的

にも病態的にも難しいこともしばしばあります。それでも環境への慣れや、周囲の生活

環境を整えたり、積極的な声かけなどの工夫によって改善する場合もあります。

抗パーキンソン病薬の減量も有効な場合があります。ただし、減量によって運動機能が

悪化する場合もあります。この場合には、コリンエステラーゼ阻害薬、抑肝散、非定型

抗精神病薬などを適宜使っていきます。どのような幻視にも著効する薬は残念ながら開

発されていないのですし、人によっても時期によっても効果が違うことも認識する必要

があるのですが、根気良く試していくことで改善する場合もしばしば経験します。

6. 第 31回のまとめ

アメリカ神経学会の発表が終わってから、時間をみつけては書き始めて、後 30分でホ

テルを出る時間になって原稿を書き上げることが出来ました。飛行機の中では、今回学

んだことを整理したいなと思っております。

最近の連載では、 2011年のガイドラインをまとめてご紹介しておりますが、それ以降に

出たエピデンスも意識して記載しています。パーキンソン病の非運動機能異常の研究は

進んできており、治療のトライアルも複数行われています。より良い治療法は、この連

載でもドンドンご紹介していきたいと，思っております。次回も宜しくお願いします。
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1. はじめに

第 32回 パーキンソン病治療ガイドライン

一非運動症状の治療（3）一

地球の温暖化と言われながら、今年の春は中々暖かくならないなぁと思っておりました

が、 5月であるにもかかわらず、ここ数日の最高気温は 30度前後まで上昇し、一気に

夏の様相を呈しています。皆様は体調を崩されていないでしょうか？

5月は日本で最も多くの神経内科医が集まる第 54回日本神経学会学術大会が東京で開

催されます。本学会では、神経内科医が診療する様々な疾患に関するシンポジウム、教

育講演、口演、ポスターなどが多数発表されます。もちろんパーキンソン病に関する演

題も数多く予定されています。6月にはシドニーで、 MovementDisorder Societyの学会

も控えています。適宜御報告出来ればと思っていますのでお待ち下さい。

今回も、前回に引き続いてパーキンソン病治療ガイドライン 2011の非運動症状に関す

る項目を説明していきます。少し難しい話や、心配になる話が出てくるかもしれません

が、皆様に出現するわけで、はありませんし、しっかりとした知識を持って対応していく

ことは大切ですので、どうかお付き合いください。

2.衝動制御障害・ドパミン調節障害の治療はどうするか

推奨
ドパミン補充療法薬、特にドパミンアゴ、ニストの減量、変更、中止を試みる（グレード

C）。

衝動制御障害は、個人や他者に対して不利益な行動となるような衝動、欲望、誘惑など

に対して抵抗（自分の気持ちを制御）出来ないことで特徴づけられます。衝動制御障害

の種類としては、 1）病的賭博、 2）病的性行動充進、 3）病的買物、 4）病的過食、

5）爆発性攻撃行動、 6）自傷行為などが報告されています。また、反復常同行動やド

パミン調整異常症候群もドパミン補充療法に関連する病態として知られています。 3分

のlの患者さんは複数の症状を有していると言われています。

病的賭博は、社会活動や家庭活動の継続に困難を伴っても、賭博をしてしまう状態を指

します。発症頻度は 3%～8%と報告によりばらつきがあり、危険因子としては、 ドパミ

ンアゴニストの（高用量）内服、若年発症、男性などが知られています。

病的性行動充進は、性的な思考や欲求の増大、以前には無かった性噌好異常などを指し

ます。発症頻度は 2%～8%、危険因子としては、 ドパミンアゴ、ニストの（高用量）内服、

若年発症、男性と、いずれも病的賭博と類似しています。

病的買物は 0.4～5.7先程度、病的過食は 4先程度に認められるとの報告があります。爆発

性攻撃行動や自傷行為などを含めて病的賭博や病的性行動充進ほどまとまった報告はま

だありません。



買い漁りは、財政的苦難に伴っても抵抗出来ない、目的の無い買物を、「何かを買わず

にいられなしリという衝動で続ける行為を指します。頻度は 0.4%～3.6%との報告があ

ります。その他、夜間に生じやすいむちゃ食いも認められます。

反復常同行動は、 「常に同じ行動を反復するj 、すなわち物（書類やハンドバッグな

ど）の収集、移し替えや整理、機械の分解といった複雑な行為を取り付かれたように、

過剰に、また目的無く繰り返すことにより特徴付けられます。発症頻度は 1.4九～14%、

危険因子としては、レボドパやドパミンアゴニストの高用量内服が知られています。

ドパミン調整異常症候群は、は 2003年頃に欧米のグループ。から提唱された用語で、 ド

パミン補充薬（に対する病的な依存症を指します。本症候群は、パーキンソン病に伴う

運動機能異常を緩和するのに必要以上な用量のドパミン補充薬を必要とし、薬を過剰に

蓄え探し求めてしまう、 ドパミン補充薬の減量を頑なに拒否するといった特徴があり、

様々な社会的生活や職業機能が障害されます。気分の変動が大きく、 ドパミン補充療法

の減量に伴い、不幸感、抑重要、不安などを示すことも知られています。頻度は 3九～5犯と

の報告があり、危険因子としては、若年発症、アルコールや非合法薬への依存の既往、

衝動や興奮を求める性格などが知られています。

治療の第一歩は、早期発見にあります。特にご家族しか気づかない場合も多いので、ご

本人を含めて、周りの方々が本病態を知っていただく必要があります。ただし、過剰な

先入観は禁物で、賭け事、性行為、買物、食事などが「病的j であるか否かは専門医に

よる判断が大切になります。

もう一つの治療の第一歩は、特に我々に関わることであるのですが、衝動制御障害の起

こりやすい方には十分な注意をして処方内容を考えていくことです。 ドパミンアゴ、ニス

トを処方する際、特に若い方には衝動制御障害の病態を説明してから処方する、処方中

には定期的に病状を伺う、賭博癖のあった方、アルコール依存のあった方、衝動的な面

が強い方などにはアゴニストは控えるといった対応も必要になってきます。

病的賭博には運動症状の増悪に留意しながらドパミンアゴ、ニストの減量、変更、中止が

有効とされています。アゴ、ニストの変更については決まった方法はありません。アゴニ

ストによる差も明らかではありません。あるアゴ、ニストから別のアゴニストに変更して

良くなることも、一時的に良くなって再発することも報告されています。また、アゴ、ニ

スト以外の薬剤が原因になっている可能性もあります。抗うつ薬、カウンセリング、断

酒会のような患者会への参加も奏功例が報告されています。また、ご家族や介護者の監

視や制止も有効とされています。

性欲充進、買い漁り、むちゃ食いには、ドパミン補充薬の減量、中止、変更が奏功する

可能性があります。反復常同行動には、減薬、選択的セロトニン再取り込み阻害薬など

が試みられますが、明らかな効果は無いとされます。薬物調整後も改善がみられない場

合には、視床下核の脳深部刺激術も考慮されます。しかし、悪化や、むしろ誘発された

とする報告もみられます。

3.認知症が合併した場合の薬物治療はどうするか
推奨

ノ《ーキンソン病の認知症に対しては、ドネペジルを試みる。

James Parkinsonの原典で、はパーキンソン病に認知症は伴わないと記されていました。

しかし、薬物治療が進歩し、当時とは比べものにならなし、ぐらい予後が改善した結果、

ご高齢の方や長期の方の中には認知症を伴う場合のあることが知られてきました。

ノミーキンソン病の認知症には、アルツハイマー病に対して用いられるコリンエステラー

ゼ阻害薬が推奨されています。 2011年のガイドライン作成時には、 ドネベジルしかあり

ませんでしたが、現在はガランタミンとリパスチグミン皮膚貼付剤を用いることが可能

です。

その作用機序ですが、 ドパミンと同様に神経伝達物質に分類されるアセチルコリンの分

解を予防し、その作用を賦活化することで認知機能の改善に働くと考えられています。

実際、リパスチグミン、 ドネベジル、ガランタミンとも有用とする報告があります。

3剤の中で、どの薬が一番良いのかについては、比較試験がないので分かりません。 ド

ネペジルは、最も使用経験のある薬で、アセチルコリンエステラーゼに高い選択性を有

し、長時間作用型という特徴があるため 1日1回の投与で良いという特性があります。

ガランタミンはアセチルコリンエステラーゼ阻害以外に、ニコチン性アセチルコリン受

容体に結合し、受容体の感受性を高める作用を有しています。半減期はドネペジルより

短く、 1日2回の投与を必要としますが、副作用が出ても服用を中止することで、すぐ

に改善することが期待されます。リパスチグミンは、アセチルコリンエステラーゼ阻害

以外に、ブチルコリンエステラーゼ限害作用を有し、さらなるアセチルコリンの増加が

期待される薬剤です。唯一の貼付剤で、消化器系の副作用の頻度が低いという特性も有

しています。

アセチルコリンエステラーゼ阻害薬の副作用としては、振戦の増悪、下痢、悪心、日匝吐、

食欲不振といった消化器症状、頭痛、めまい、徐脈などが知られています。既に多数の

アルツハイマー病患者さんに対して使われている薬剤で、安全性は十分確立されていま

すが、特にご高齢の方では副作用に十分留意しながら使う必要があります。

4.第 32回のまとめ
今回は 2011年パーキンソン病治療ガイドラインから、衝動制御障害・ドパミン調節障

害、認知症についてお話をしてきました。専門用語が多くて分かりづらい点もあったか

と思いますし、説明も不十分であると思っております。ご容赦いただきますとともに、

今回の話題は、過去の本誌でも取り上げておりますので、お持ちの方はご確認いただけ

ましたら幸いです。

官頭にも記載いたしましたが、運動制御障害、ドパミン調節障害とも、お読みになって

いて心配になってくる症状かと危倶します。ただ、これは皆様に出現する症状ではあり

ません。また過剰な内販が問題となる可能性はあるのですが、だからといって治療効果

が不十分で、動けるのに動けない状態となってもいけません。最近は、むしろ治療効果

が不十分の方が多くなっているとの指摘もあります。どうか、主治医と十分に相談して

いただき、その時々で自分に合った最も良いバランスの治療を受けてください。



第 33回 17THInternational congress on Parkinson’s disease 

and Movement Disordersに参加して

1 .はじめに
7月初旬に梅雨が明けたと思ったら、ここ数年でもかなり辛い、大変暑い毎日が続いて

います。皆様、熱中症には十二分に気をつけて体調管理をなさってください。

先月になりますが、シドニーで開催された MovementDisorder Society(MDS）の学会に

参加してきました。この学会は、パーキンソン病関連では世界で最も大きな規模で、 パ

ーキンソン病やその関連疾患の研究をしている世界中の研究者が一同に集まり、最新の

治験の状況や研究成果を聞き、発表する場です。

日本からも、名古屋大学の平山正昭先生や中村友彦先生、皆様ご存知の水野美邦先生、

順天堂大学の服部信孝先生、京都大学の高橋良輔先生、高松神経内科クリニックの山本

光利先生、相模原病院の長谷川一子先生、関東中央病院の織茂智之先生、北野病院の斎

木英資先生、秋田脳研の前田哲也先生をはじめ、鋒々たる方々が参加されていて、会場

の内外で様々なお話が出来ました。

今回は、いつもと趣向を変えて、この学会で得た最新の情報をお伝えします。

2. シドニーという街
第 17回 International congress on Parkinson’s disease and Movement Disorders 

は、 2013年 6月 16日から 20日までオーストラリアのシドニーで開催され、当方は 16

日から 19日まで参加しました。

15日の夜の便で成田を出て機内泊し、シドニーには 16日の 6時 45分に到着。晩秋にあ

たると聞いていたので、寒さを覚悟して飛行機を降りましたが、少し暑さも感ずる、太

陽の光が溢れる、まさに好天に恵まれました。会場となった Sydney Convention and 

Exhibition Centerは、ダーリングハーパーに面した大変美しい場所に位置しており、

会場の前の海に面した広場では、到着した日が日曜日の早朝で、あったこともあり、多く

の市民がスポーツに汗を流していて羨ましく感じました。

シドニーは、治安が安定していて、人々の雰囲気も良く、道のゴミは少なく、野生の海

鳥が逃げることも無く人と共存しているなど、今回が初めてでしたが、大変素敵な街で

した。学会の空き時間を利用して、初日にタクシー運転手さんが勧めてくれたシドニー

塔に登りましたが、これまで見たことも無い、木々の緑、入江に浮かぶ無数のヨット、

近代的建造物、歴史的建造物が入り混じる、まさに“絶景”としづ言葉が似合う素晴ら

しい風景を堪能出来ました。写真をお見せ出来ないのが残念です。

夕食では、オージービーフやシーフードなどを楽しみ、思った以上に美味しかったので

すが、水 350mlが 300円や 400円もしたり、会場近くのレストランのランチの値段が軒

並み 1600～2000円もしたりと、物価が日本よりもかなり高いのが玉に暇でした。オー

ストラリアドルは強いらしく、スポーツ留学している日本の学生に親御さんが仕送り出

来なくなったという話も聞きました。

3. 学会概要

到着目は全員参加のセッションやアジアオセアニア地区の総会 オープニングセレモニ

ーがあり、大会長等の挨拶に続き、水野美邦先生が挨拶を務められていました。また、

オープニングセレモニーではアボリジニの踊りを、全員懇親会で、はユーカリを食べてい

るコアラやウォンバットを見ることも出来ました。

初日の午前中に開催されたアジアオセアニア地区の総会では、京都大学の高橋良輔先生

から教育の現状が報告され、アジアオセアニア地区の新しい Chair Electに順天堂大学

の服部信孝先生が、 ExecutiveCommittee Memberに精神神経医療研究センターの村田美

穂先生がそれぞれ選ばれてみえました。アジアオセアニア地区の会員数は MDS全体の約

4分の lを占めますが、日本が重要な役割を果たしていることを実感しました。

パーキンソン病の治療では、これまでも本連載で紹介してきました運動合併症の予防と

治療、非運動症状に対する治療の他、治療の個別化、緩和ケア、治療の最適化などがテ

ーマとして取り上げられ、積極的な議論がなされていました。

今回の学会では、運動症状の改善を優先したい症例を中心に、レボドパを病初期から使

うという流れが強くなっていることを再確認しました。ただし、高用量を使いすぎない

（演者はパーソナルオピニオンとして 8～ 9mg/kg／日程度と述べていました）という考え

も一つの流れでありました。また、 MAO-B阻害剤の使用順位も高いことも特徴で、日本

でも FPが公知申請で初期から使えるようになってきています。海外で評判の高い

rasagilineが日本でも使うことが出来ると良いなと感じました。

ジスキネジアの予防に関するアゴ、ニストの有用性も再確認されていました。レボドパ使

用量の上限を配慮しつつ、運動機能の十分な改善を得ようとすると、アゴ、ニストやドパ

ミン補助剤の役割は重要です。複数ある薬剤をどのようなバランスと組み合わせで、使っ

ていくことが望ましいのか、国によって社会背景も大きく異なるため、我が国独自のエ

ビデンス創出が望まれると思いました。

脳深部刺激術（DBS) に対しでもいくつかの報告がありました。従来の報告よりもかな

り早期（平均発症約 6年）のパーキンソン病の方に対しでも DBSが有用で、あったとする

研究結果が今年の NewEngland Journal of Medicineに出ましたが、その結果を踏まえ、

早期から DBSを導入する是非が積極的に議論されていました。

一方、 DBSは大変良い治療ですが、 DBS特有の副作用もあり、その予防と治療も重要な

テーマとして上がっていました。 DBS研究の第一人者であるドイツの Timmermann先生と

長時間お話しする機会を得ましたが、手技に伴う副作用最小化の工夫や、術後の薬剤減

量に伴う問題を回避するための薬剤管理の工夫などを伺うことが出来、大変有意義で、し

た。

現在治験中の薬剤の結果も複数示されました。運動合併症に対しては L-dopaの持続皮

下注である ND0612、ジスキネジアに対して、従来とは異なる新しいターゲットである

metabotrophic glutamine receptor 5に対する桔抗薬AFQ056、日中の過度の眠気に対す

る pitolisant、認知機能低下に対する atomoxetine、すくみや歩行障害に対する

memantine、methylphenidate、vareniclineなどの研究結果が報告されていました。 1
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つ 1つの詳細については、紙面の都合上省きますが、この中から、実際の臨床現場で使

うことが出来る薬剤が早く開発されることを期待しています。

新しい観点からの研究としては、現在のパーキンソン病治療薬は、神経変性の進行を予

防することは難しいのですが、この点を克服していくための治療（病態抑止治療）に関

する複数の臨床研究結果も報告されていました。

PGC-1α （peroxisome proliferatoractivated receptorγcoactivator-1）とういう蛋

白質は、筋肉の糖代謝に関わり糖尿病の発症や治療と密接な関係のある GLUT-4や、パ

ーキンソン病で重要な役割を果たしているミトコンドリアの量に関係します。この物質

は、 2010年にゲノムワイド解析で、パーキンソン病患者さんでは発現が低いことが示され

ていました。さらに、 PGC-1α を活性化すると、ミトコンドリア呼吸鎖サブユニットの

発現を増加させ、変異α－シヌクレインなどで惹起されるドパミン神経細胞死を予防す

るとの基礎研究レベルの検討もなされていました。

PGC-1α を活性化する薬剤は、既に糖尿病治療薬として存在しますが、それを用いた人

における治験の結果が示され、私には期待を抱かせるものでした。まだ実際に患者さん

に使うには時期尚早なものの、今後の研究発展が望まれます。

リハビリテーションでも従来の太極拳や、各種フ。ログラムの有用性が報告されていまし

たし、嚇下や発声についてもセッションが組まれ、 LSVTの有用性の紹介などもなされて

いました。薬の内服の際、飲みにくい、口の中に残るといった問題に対しては、水のゼ

リーと一緒に飲むように指導しているとした講師の意見は、私が普段説明させていただ

いている内容と同じで、我が意を得たと思いました。

個人的に少し残念な情報としては、良い臨床研究結果も海外の一流誌に報告され、発売

を期待していたレボドパの徐放剤が、製造工程の問題？のため、 FDAから認可されなか

ったという事実が挙げられます。何らかの形で再度申請され、使えるようになることを

希望しています。また iPSに関しでも活発な議論がなされていました。皆様も、そして

当方も期待の大きいところですが、まだまだ課題は山積しているというのが（ありきた

りですが）、現状であることを再確認いたしました。

4.最後に

あっという聞に紙面が尽きてしまいました。 3年 7ヶ月ほど名古屋大学の医局長をして

きたこともあり、久しぶりの海外の学会でしたが、諸外国の先生や日本の先生と、常日

頃疑問に思っていたこと、研究に関することなど沢山話しを出来て大変有意義な時間で

した。パーキンソン病治療の研究は確実に進んで、います。疾患の進行を緩やかにする薬

も出てくるかもしれません。ジスキネジアや運動合併症に対する新しい治療薬や、より

安全で、副作用の少ない手術療法も出てくるかもしれません。現在でも治療の選択肢は確

実に広がっています。どうか期待してお待ち下さい。
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第 34回 非運動症状の日内変動

1 .はじめに
今年の夏は大変暑かったのですが、皆様は体調を崩されていないでしょうか？当方は 1

日夏休みをいただき、家族で、広島へ行ってきました。広島市原爆死没者慰霊式並びに平

和祈念式の 2目前で、海外から、全国から、沢山の人が広島を訪れていました。

子供は原爆ドームや平和記念資料館には色々と考えさせられたようで、行った価値はあ

ったのかと d思っています。原爆ドームと平和記念資料館以外にも安芸の宮島、尾道を回

り、お好み焼きやラーメンを楽しんで、リフレツ、ンュしてきました。1泊 2日でしたが、

とても気持ちが軽くなることを実感し、気分転換の重要性をあらためて感じた次第で

す。

ノ〈ーキンソン病においても、友の会の ATMとしづ標語に代表されるように、気分転換や

気持ちを明るく保つことはとても大切で、あることは多くの患者さんから、そして友の会

から教えて頂いてきました。しかしながら、病状のために気分転換や明るい気持ちを持

つことが難しい場合も少なくありません。また、一日の中における気持ちの変動を実感

してみえる患者さんも少なくないと思います。

このような気分の変動をはじめとした非運動症状の日内変動は、パーキンソン病で認め

る運動症状の日内変動と密接な関連のあることが最近の研究で、分かつてきており、その

対応方法も検討されつつあります。

まだまだエビデンス（EBM）と呼べるほどの研究結果の蓄積の無い分野でありますが、

ガイドライン 2011のご紹介をほとんど終えていること、また日常臨床において大変重

要なテーマであることなどを考慮、して、今回は、非運動症状の日内変動についてご紹介

することといたします。

2.非運動症状の日内変動の出現する機序
治療期聞が長くなってくると、運動症状の日内変動が生じてきます。代表的な運動症状

の日内変動はウェアリングオフ現象で、これレボドパ開始投与は 1日1回～3回の内服

により終日に渡って認めていた効果が、次の内服が始まる前に減弱してしまう現象を指

します。

早期には、 ドパミン神経細胞が一定の割合で、残っており、投与されたレボドパは、この

ドパミン神経細胞に取り込まれ、 AADCとしづ酵素によってドパミンに変換されることに

より脳内で効果を発揮します。 ドパミン神経細胞は、変換したドパミンを蓄えながら

徐々に放出する機能を備えていますので、半減期が 45分から 90分と短いレボドパで、あ

っても長時間効果を発揮することが可能です。

しかし、病期が長くなるとドパミン神経細胞は減ってしまうため、代わりに同じく AADC

と呼ばれる酵素を有しているセロトニン神経細胞やグリア細胞と呼ばれる細胞がレボド

パをドパミンに分解することで治療効果を発揮するようになります。ただし、セロトニ

ン神経細胞やグリア細胞にはドパミン神経細胞と違ってドパミンを緩徐に放出する機構

つ’“



に欠けることが問題で、投与されたレボドパはドパミンに変化された後、一気に放出さ

れてしまいます。

このため、投与初期には長く効いていたレボドパが、病期が長くなると効果を発揮する

時間が短くなってしまうわけです。 ドパミン神経はハイブリッドカーで、セロトニンや

グリアは燃費の悪い車、ガソリンがレボドパと思って頂けば良いのかもしれません。

結果として、レボドパを内服すると短時間は動きやすくなり、レボドパの効果が切れる

と動きづらくなるようになります。このような症状変動は、実は非運動症状でも認める

ことが明らかになっています。

パーキンソン病で認める非運動症状は多彩で、これまでにも色々な説明をしてきました。

非運動症状の分類には様々なものがありますが、一般には大きく、自律神経不全、睡眠

障害、気分障害、感覚障害、認知機能障害、薬剤性の障害に分けられるかと思います。

3. 非運動症状の日内変動の治療
非運動症状は、病初期から認めうること、日常生活の質に影響することなどから、その

診断と適切な対応は大変重要です。では、非運動症状の日内変動の治療はどうすれば良

いのでしょうか？

運動症状に効果をもたらすドパミンの非運動症状に対する効果は一見なさそうですが、

実は嚇下、排尿、夜間の動きの悪さに伴う不眠、思考緩慢や遂行機能低下、不安、意欲

低下、オフ時に感じる痛みなどにドパミンは密接に関連することが知られています。

実際、ウェアリングオフ現象のある患者さんに対して、 ドパミン作動薬を調整して運動

面のオフ症状を改善することにより、様々な非運動症状の改善することが知られていま

す。例えば、不安だからといって抗不安薬を処方する、不眠だからといって睡眠薬を処

方する前に、特にウェアリングオフのある患者さんでは、 ドパミン系の治療をしっかり

見直すことの必要性が最近指摘されています。

また、ウェアリングオフを解消する上で、最も効果的な治療方法の 1つで、ある脳深部刺

激術（DBS）も、様々な非運動症状を改善しうることが、最近の研究結果によって明ら

かになってきました。

4. 非運動症状の日内変動の治療上の注意
ドパミン系薬剤を増やす上で注意しなければいけないことは、過量投与となりすぎない

ことです。ここのさじ加減は本当に難しく、 undertreatmentとovertreatmentの境界

が中々見極めづらい場合が少なくありません。

ドパミン系薬剤の影の部分として、直接的な副作用としては、衝動制御障害、 ドパミン

異常調節症候群、興奮などが、薬剤のみならず疾患の進行も関与しているものとしては、

幻視、幻覚、突発性睡眠、日中の過度の眠気、起立性低血圧、便秘などが挙げられます。

また、発汗、記憶障害、嘆覚低下はドパミン系薬剤が無効とされています。
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具体的には、運動症状や非運動症状の日内変動改善のためにドパミン系薬剤を増やした

ところ、幻視が出てきた、日中の過度の眠気が出てきた、このためにドパミン系薬剤を

減らしたところ、今度は動きが悪化した、不安が強くなったといった事例が挙げられま

す。

非運動症状の多くは、 ドパミン系以外にもセロトニン系、アセチルコリン系、ノルアド

レナリン系、 GABA系といった別の系統の障害が関与していることも分かつてきており、

ドパミン系薬剤の十分な補充でも症状が改善しない場合や、 ドパミン系薬剤の補充が困

難で、あったり無効で、あったりする場合には、警警に対しては抗うつ薬、頻尿に対しては抗

頻尿薬をはじめとした治療薬が必要となることもあります。

また、既にドパミン系の治療を十分に行っている患者さんや、高齢の患者さんではトレ

リーフ、コムタン、ノウリアストといった直接ドパミン系に影響を及ぼさない薬剤によ

ってウェアリングオフを治療してしえ方法も十分に考えられます。一方で、これらの薬剤

は、一般にレボドパやドパミンアゴニストよりも治療効果に劣ることを念頭に置く必要

もあります。

5.非運動症状の日内変動の治療上の工夫

それぞれの症状に応じた非薬物療法を組み合わせることも考慮する必要があります。例

えば、夜間の頻尿が原因となって、寝不足になってしまい、日中の過度の眠気が誘発さ

れる、運動症状の治療効果がはっきりしない、気分的にも滅入っているといった方には、

夜間頻尿対策を徹底する（詳しくは以前の本冊子を参照してくださし、）ことが有効な場

合があります。

また、日中の過度の眠気が強い方では、カフェイン一日 300mg （コーヒー3杯程度）を

目処に摂ると、眠気の軽減のみならず運動機能の改善も得られるとする報告が海外から

昨年ありました。日本人における有用性や研究の再現性は試されておりませんが、コー

ヒーの好きな方であれば試してみる価値はあるかと思います。

さらに、胃潰療を起こすヘリコバクター・ピロリの除菌が良い場合、小腸で細菌が増殖

しているために薬剤吸収低下が生じているためそれを除菌することが良い場合、便秘、の

解消が良い場合なども報告されていたり、経験したりします。

これら以外にも、家庭内における問題解決がパーキンソン病症状を改善した場合、薬剤

に対する過度の不安の解消が良かった場合、趣味を見つけたり旅行に行って気分転換で

きたりしたことが良かった場合など、色々なことが症状の改善につながることを念頭に

置いて、日常生活を工夫する必要があります。

6.最後に
今回は非運動症状にも日内変動はあることを説明してまいりました。エビデンスは不足

しているのですが、その病態の解明と治療・対応法の確立は、大変重要なテーマで、すO

まずは運動症状の変動のコントロールが大切で、すが、そこではバランスが大切になりま

す。サッカ一日本代表監督の言葉ではないですが、パーキンソン病治療で大切なものは

「勇気とバランスj と思っています。また、それがし、かに個々人によって違うのか、難

しいのかも実感しながら日々私も奮闘、苦闘しています。
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第 35回パーキンソン病治療ガイドライン

一非運動症状の治療（4)-

1 .はじめに

暑い秋が終わったと思ったら急に寒くなってきました。皆様は体調を崩されていないで

しょうか？この原稿を書いている 11月 17日は、東別院ホールで、パーキンソン病の市

民公開講座に出てきました。

私は、最新の治療の話をということで、かなり難しい内容になってしまい、しかも難し

く話してしまったと思いますが、平山先生と服部先生は病態とリハビリについて大変上

手に講演をなされて流石だなと思いました。当方も少しでも皆様に分かりやすく最新の

治療が伝わるよう、努力していきたいと思います。

その後の、樋口了ーさんのお話と歌、ポストマンライブは大変すばらしく、本当に感銘

を受けました。言葉の一つ一つに重みがあって、 パーキンソン病と向き合っていらっし

ゃる姿勢を含めて、見習わなければならないなと感じた次第です。

前回、前々固とガイドラインの説明以外の話をさせていただきましたが、今回は、まだ

解説していない非運動症状の対応についてご紹介することといたします。

2.起立性低血圧の治療をどうするか？
推奨

1 ）非薬物療法として塩分摂取を行い、臥床中に頭部を高くする。

2）薬物療法としては、ミドドリン塩酸塩、フルドロコルチゾン、 ドロキシドパによる

治療を行う。

起立性低血圧とは、立ち上がったときに収縮期血圧が 20mmHg以上、拡張期血圧が

lOmmHg以上下がる現症を指します。元々の血圧が低かったり、起立性低血圧の程度が強

かったりする場合には、立ちくらみや酷い時には意識消失を引き起こします。

パーキンソン病で初期から起立性低血圧を生じることは稀で、そのような時にはむしろ

多系統萎縮症という病気を考えた方が良いとされています。しかし、少数ながら高度の

起立性低血圧を生ずる場合もあり、心筋 MIBGシンチグラフィーや、種々の血液検査・

自律神経検査が鑑別診断のために必要となります。

パーキンソン病の起立性低血圧の原因は十分に解明されていませんが、脳内病変よりも、

脳以外の交感神経の病変の存在が重視されています。また、降圧剤はもちろん、レボド

パ、 ドパミンアゴ、ニスト、 MAO-B阻害剤などのパーキンソン病治療薬も低血圧を引き起

こすことがあるので注意が必要です。

起立性低血圧を生ずる生活習慣としては、急、に立ち上がること、高温の場所に長時間い

ること、炭水化物を中心とした食事を沢山摂ること、アルコール摂取などが挙げられま

す。このため、もし起立性低血圧がみられた場合には、起立性低血圧の誘因となる、こ
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のような生活習慣を避けながら、薬剤性の可能性を丹念に調べていくことが第ーとなり

ます。

推奨にある頭部挙上は、末梢血管の抵抗性を高める働きがあり、これにより血圧低下の

予防をします。水分摂取を増やすことも起立性低血圧に対する有用な治療となります。

また、高血圧とは逆の病態ですので、塩分制限ではなく、一日に 8g以上の塩分摂取を

することも勧められます。

弾性ストッキングと呼ばれる高い収縮力を有するストッキングは、通常の起立性低血圧

に有用とされますが、 パーキンソン病の場合には有効性が十分確認されていません。ス

トッキングは靴下のように膝下までのタイプ、足先から大腿までのタイプ、足先から下

腹部までのタイプと分かれますが、スト ッキングを使う場合には、少なくとも大腿まで

のタイプを使わないと効果が出てこない印象を持っています。一方で＼ パーキンソン病

の方が一人で着用することはかなり大変ですので、特に下腹部まであるタイプですと、

有用で、あっても実用的で、はない可能性があり注意が必要です。

薬剤としては、ミドドリン、フルドロコルチゾン、 ドプスが推奨されています。ミドド

リンは、末梢血管に分布する α1受容体を直接刺激して、末梢血管を収縮させることで

治療効果を発揮します。フルドロコルチゾンは、生体内に存在する中等度の糖質コルチ

コイドとそれ以上の鉱質コルチコイドを含み、鉱質コルチコイドが血圧を上げます。 ド

プスはノルアドレナリンと呼ばれる神経伝達物質を上昇させる働きがあります。

ミトドリンは約 40分、フルドロコルチゾンは 3時間 30分、 ドプスは 1.5時間ほどで血

液の中の濃度が半分になります（半減期と呼びます）。血圧を上昇させる薬は、起立し

た時に血圧を保つため全体の血圧を上昇させるため、特に寝た状態（就眠時）における

高血圧（臥位高血圧）を避ける必要があり、半減期の短い薬剤を使用する、朝と昼のみ

内服するなどをして臥位高血圧を避ける工夫をします。

内服の）｜頂序としてはミトドリン、フルドロコルチゾン、 ドプスが推奨されています。尚、

ドプスはパーキンソン病の運動症状改善のために使われているレボドパ DCI合剤（マド

ノミー、 ECドパール、メネシット、ネオドパストンなど）に含まれる DCI（レボドパが末

梢で分解されることを防ぐ役割をします）によってドプスがノルアドレナリンに変換す

ることが阻害されてしまうため、効果が出づらい可能性があり注意が必要です。

また、季節に因らずに認めるパーキンソニズムと異なり、起立性低血圧は夏のみに悪化

する場合もあり、漫然と内服せずに自分の症状をよく観察しながら主治医に減量や中止

を相談していただくことも念頭に置いて下さい。

脳深部刺激療法が有用であるとの報告もあります。特に視床下核脳深部刺激療法ではレ

ボドパやドパミンアゴ、ニストを減量出来ますので、減量の結果起立性低血圧が改善する

のでは無し、かとする考察がなされています。起立性低血圧の治療のために脳深部刺激療

法を行うことはありません。

3.排尿障害の治療をどうするか

1 ）過活動勝脱に対しては、ソリフェナシン、 トノレテロジン、イミダフェナシンを用い
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る。他の抗コリン薬として、オキシブチニン、プロピベリ ン、trospium、プロパンテリ

ン、フラボキサートも用いられる。

2）抗コリン薬の有効性が確認できない場合や副作用のため服用できない場合は、 パロ

キセチンやミルナシフ。ランを用いる。

3）排尿困難に関してはアドレナリン遮断薬ワラビジルを用いる．ほかにはタムスロシ

ン、ナフトヒ。ジルを考慮しでもよい。

パーキンソン病では、排尿障害を 27～ 63.9%に認め、尿失禁も含めると男性 53%、女

性 63%に認めるとされています。一般には発症後に起き、特に発症早期に重度の排尿障

害を示すことは稀です。パーキンソニズムの重症度と排尿障害の重症度は相関を示す

（重症例では排尿障害の重症度も高し、）ことも知られています。

排尿障害には、「急に我慢できないような尿意が起こるJ、「トイレが近しリ、「急にトイ

レに行きたくなり、我慢ができず尿が漏れてしまうことがある」、「夜間に 2回以上トイ

レへ行く」といった過活動勝脱、勝目光に尿が残ってしまう残尿、尿意があっても中々排

尿することが出来ない閉塞性排尿障害、知らない間に尿失禁してしまっている病態があ

ります。パーキンソン病では過活動勝脱が主体です。

ノミーキンソン病を発症する年齢では男性は前立腺肥大、女性には腹圧性尿失禁などが比

較的高頻度に認められますので、排尿障害の原因がパーキンソン病であるのか、それ以

外の疾患であるのかを明確に区別することは難しい場面が多いのが現実です。また、病

初期から残尿や、知らない聞に尿失禁があるなどの症状を示す場合には パーキンソン

病以外の病態、特に多系統萎縮症を考慮する必要があります。擢病期聞が長くなると残

尿や尿失禁が出現してきます。このため、必要に応じて泌尿器科医による診察と鑑別診

断が必要となります。

何故ノミーキンソン病で排尿障害、特に過活動勝脱を認めるのか、その機序は十分に解明

されているわけで、はありませんが、一般に排尿に対しては抑制性に働いている基底核の

調子がパーキンソン病で調子が悪くなることが原因のーっと考えられています。このた

め、レボドパの内服により排尿障害の改善を認、める場合のあることも知られています。

ただし、レボドパは内服当初の内服直後には、むしろ悪化することもあり注意が必要で

す。より専門的な話になりますが、 ドパミン受容体にはDlとD2があり、 Dl刺激作用を

有する薬剤が排尿障害に有用で、ある可能性が指摘されています。

4.最後に

今回の紙面が尽きてしまいました。排尿障害の具体的な治療は次号にさせていただきま

す。排尿障害については過去にも触れていますので、よろしければご参照下さい。はじ

めにも記載しましたが、今回の号は市民公開講座の直後に書いています。無二の親友の

一人である秋田脳研の前田哲也先生も仰っていますが、パーキンソン病の良い治療を受

けて頂くためには、患者さんとご家族にも適切な治療方法や病態を学んで頂くことが重

要です。ただ、ご存知のように、パーキンソン病の病態は多様です。治療法も毎年進歩

しています。 30分で全ての治療を適切にお伝えすることは残念ながら不可能です。今回

はQ & Aコーナーもありませんでした。申し訳なく思っています。平山先生や服部先生

は友の会の企画する勉強会で定期的に講師を務めておられます。どうか皆さんも積極的に

参加して正しい知識を身につけて、より良い治療を受けて下さい。
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第 36回パーキンソン病治療ガイドライン

一非運動症状の治療（5)-

1. はじめに

平成 26年、 2014年を迎えました。大変寒い日が続いていますが、皆様いかがお過ごし

でしょうか？本年も、色々な知識や技術を身につけ、良い治療法や診断方法を開発出来

るよフに努力していきたいと思いますので、どうか宜しくお願いいたします。

本連載は根拠に基づいた医療” EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せた EBM実践の現状、EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介し

てきていますが、少しは皆様のお役に立つことが出来ているでしょ うか？

今回は、前回の続きで、非運動症状に関して排尿障害の治療についてご紹介することと

いたします。

2.排尿障害の治療をどうするか

1 ）過活動勝脱に対しては、ソリフェナシン、 トルテロジン、イミダフェナシンを用い

る。他の抗コリン薬として、オキシブチニン、プロピペリ ン、trospium、プロパンテリ

ン、フラボキサートも用いられる。

2）抗コリン薬の有効性が確認できない場合や副作用のため服用できない場合は、パロ

キセチンやミルナシプランを用いる。

3）排尿困難に関してはアドレナリン遮断薬ウラピジルを用いる．ほかにはタムスロシ

ン、ナフトピジルを考慮しでもよい。

パーキンソン病では、排尿障害を 27～ 63.9%に認め、尿失禁も含めると男性 53%、女

性63%に認めるとされています。一般には運動症状の発症後に認めるようになり、特に

発症早期に重度の排尿障害を示すことは稀です。パーキンソニズムの重症度と排尿障害

の重症度は相関を示す（重症例では排尿障害の重症度も高し＼）ことも知られています。

排尿障害には、（1）「急に我慢できないような尿意が起こるJ、「トイレが近いJ、「急に

トイレに行きたくなり、我慢ができず尿が漏れてしまうことがある」、「夜間に 2回以上

トイレへ行く Jといった過活動勝脱、（2）勝脱に尿が残ってしまう残尿、（3）尿意があ

っても中々排尿することが出来ない閉塞性排尿障害、（4）知らない聞に尿が出てしまっ

ている（失禁）病態があります。パーキンソン病では（1）の過活動勝脱が主体です。

パーキンソン病を発症する年齢では、男性は前立腺肥大、女性には腹圧性尿失禁（咳や

思い物を持つなど腹圧のかかる状況で失禁してしまう）など過活動勝目光症状が比較的高

頻度に認められますので、排尿障害の原因がパーキンソン病であるのか、それ以外の疾

患であるのかを明確に区別することは難しい場面が多いのが現実です。

また、病初期から残尿や、知らない聞に尿失禁がある場合には、パーキンソン病以外の

病態、特に多系統萎縮症を考慮する必要があります。一方で、パーキンソン病でも権病期

聞が長くなると残尿や尿失禁が出現してきます。このため、必要に応じて泌尿器科医に

よる診察と鑑別診断が必要となります。

円
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何故ノぐーキンソン病で排尿障害、特に過活動勝脱を認めるのか、その機序は十分に解明

されているわけで、はありませんが、一般に排尿に対しては抑制性に働いている基底核の

調子がパーキンソン病で調子が悪くなることが原因のーっと考えられています。 ドパミ

ンは腸脱の収縮を静める方向に働いていますが、 ドパミンが不足するため勝脱が収縮し

やすくなると言っても良し、かと思います。

このため、運動症状の改善を目的としたレボドパの内服により排尿障害の改善を認める

場合のあることも知られています。脳深部刺激療法も有効です。ただし、レボドパは内

服開始直後には、排尿障害がむしろ悪化することもあり注意が必要です。より専門的な

話になりますが、 ドパミン受容体には DlとD2があり、 Dl刺激作用を有する薬剤が排尿

障害に有用である可能性が指摘されています。

レボドパやドパミンアゴニストで排尿障害の改善を認めないときには、別の治療法が必

要になってきます。勝脱の収縮を抑える薬としては、抗コリン薬があります。抗コリン

薬とは、 ドパミンと同じような神経伝達物質の 1つで、あるアセチルコリンがアセチルコ

リン受容体に結び、つくことを阻害する働きを持っています。

アセチルコリン受容体にはニコチン性受容体とムスカリン受容体の 2種類があります。

ムスカリン受容体にはさらに 5種類（Ml、M2、M3、M4、M5）あり、勝脱には M2とM3が

分布しています。なぜ、このような小難しい内容を記載していると言いますと、実はム

スカリン受容体は脳、心臓、大腸、唾液腺などにも分布しています。このため、 Ml～ M5

までに幅広く、強く作用する薬を使うと副作用が出やすくなるのです。

近年発売されたソリフェナシン（商品名ベシケア）、 トルテロジン（商品名デトルシト

ーノレ）、イミダフェナシン（商品名ウリトス ／ステープラ）は、それぞれ勝目光平滑筋に

分布している M3受容体に対して高い選択性を持って結合する（他の受容体に結合しづ

らし、）薬剤です。

こうした薬剤は M3受容体へのアセチルコリンの結合を防ぐことで、勝脱の過剰な収縮

を抑え、頻尿を改善します。また、他の受容体への影響が少ないので、認知力低下、便

秘、口渇といった副作用の少ないことが知られています。

ガイドラインでも、こうした薬剤を使うことを推奨しています。ベシケアは特に M3へ

の選択性の高い、デトルシトールは高齢者で、も比較的安全に使いやすいとされています。

ウリトス／ステープラは、 M3以外にアセチルコリンの放出に関連している Mlにも作用

します。

ただ、 M3以外に、もう少し幅広く作用した方が強い効果を示すとの意見もありますし、

昔から使われている薬剤には、医師の長年の使用経験もあります。新しい薬剤は薬価も

高い傾向があります。このため、上記の薬剤以外はダメということではありません。オ

キシブチニン（商品名ポラキス）、プロピベリン（商品名パップフォー）、プロパンテリ

ン（商品名フ。ロ・パンサイン）、フラボキサート（商品名ブラダロン）なども使われて

います。
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パロキセチン（商品名パキシノレ）、ミルナシフ。ラン（商品名トレドミン）は、抗うつ薬

に分類される薬剤ですが、頻尿に対して治療効果を示す可能性があります。これまでの

述べてきた抗コリン薬がアレルギーなどで用いることが出来ない場合、またうつ病と頻

尿を合併している場合などに用いる場合があります。

ガイドライン 2011には記載が無いのですが、最近使えるようになった薬剤として、ミ

ラベグロン（商品名ベタニス）があります。これは {33アドレナリン受容体に作用する

薬剤で、勝月光の容量を増やす作用を持っています。抗コリン薬の持つ副作用とは無関係

ですが、まだ新しい薬ですので、私達のまだ十分に経験していない副作用に留意しなが

ら、使用経験が積み重ねられ、有効性が確認されていくと期待しています。

このように、頻尿に対しては沢山の薬があるのですが、薬を始める前、また始めた後に

注意すべき事として、頻尿の原因には尿路感染があることが挙げられます。特に発症か

ら長く経っている方や入院されている方では尿路感染は比較的多いですし、治療法が全

く異なります。また、尿管結石が勝脱の近くまで降りてくると頻尿が出てくることがあ

ります。この際にはレントゲン写真で確認することも必要になります。

最後に残尿、排尿困難のある場合ですが、最初に述べたように、早期からこうした症状

がある場合には、パーキンソン病以外の可能性もあります。また、治療法として、間欠

的な導尿が必要になってくることも少なくありません。ご高齢の方が多いので、前立腺

肥大や前立腺腫療などもあるかもしれません。泌尿器科で診察を受けて頂くことが望ま

しい場合もありますので、主治医と良く相談して下さい。

また、パーキンソン病の方で、前立腺肥大を合併している際、手術を受けても良いでし

ょうかといった質問を時々受けます。これは大規模で、確認された研究がありませんので、

明確な返答は出せないのですが、海外の文献では、手術をして治療効果の良好な方は 3

年間の観察で約 70%で、あったとの報告も認めます。私の患者さんでも手術して調子の良

くなった方もみえますので、泌尿器科の立場から手術した方が良い前立腺肥大であれば、

思い切って受けて頂くことも選択肢かと思います。

3.最後に
今回は、排尿障害に焦点を絞ってご紹介をしてきました。私達が以前行った研究でも、

パーキンソン病の方で夜間に 2回以上トイレへ行かれる方は、全体の 60%近くみえまし

た。夜間の頻尿は、睡眠障害の原因となりますし、夜間に移動することは転倒の原因に

もなります。また睡眠不足から日中の眠気や作業効率の低下にもつながります。

日中の頻尿も、 トイレが近くに無い場合、オフ状態の時に尿意が生じた場合など、患者

さんを困らせる、生活の質を落とす要因になります。もちろん生活の工夫で十分に対応

出来る場合もありますし、薬剤以外の対応が望ましい場合もあります。一方で、内服に

よりある程度改善する場合もあります。お尋ねになることが少し鴎賭われる問題かもし

れませんが、必要に応じて、主治医に相談することが大切な問題であることを理解して

頂けましたら幸いです。
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第 37回パーキンソン病治療ガイドライン

一非運動症状の治療（6)-

1 .はじめに
寒い冬が続いていましたが、この号が出る頃には、桜を感ずる季節となっていると思い

ます。皆様いかがお過ごしでしょうか？新聞を賑わしている iPS細胞の治験に関するニ

ュースで暖かさを感ずる患者さんやご家族も多し、かと拝察します。

本連載は根拠に基づいた医療” EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せた EBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介し

てきています。

今回は、 iPSの話題ではなく、前回の続きで、ガイドラインに掲載されている非運動症

状の中でも消化管運動障害の治療についてご紹介することといたします。

2.消化管運動障害の病態
パーキンソン病では、様々な消化器系の問題を認めます。2011年のガイドラインでは、

消化管運動障害、特に幅気と便秘に焦点を絞って解説がなされています。ガイドライン

が出てから、いくつか新しい知見も出てきていますので、今回はこれらも踏まえながら

解説を進めて行きたいと思います。

パーキンソン病の患者さんでは、排便回数の低下が 20-81始、排便困難が 57-67潟、下痢

が 21弘と、高頻度に認めることが知られています。これらの頻度に差があるのは、それ

ぞれの定義の違い、対象とする患者さんの違いが大きいためです。排便回数の低下の定

義を、毎日排便が無いとする場合と、 2日に 1回排便が無いとする場合では、その頻度

が大きく変わることは御理解いただけると思います。

では、なぜ、パーキンソン病で消化管運動障害が出るのでしょうか？これは大きく分けて、

加齢、生活習慣、パーキンソン病による直接的な影響、薬剤の影響の 4つに分けて考え

る必要があります。

まず、消化管運動障害の出現頻度は、加齢によっても高くなります。排便回数の低下、

排便困難、下痢などは、高齢者で比較的高頻度に認める症状です。このため、パーキン

ソン病でこうした症状を認めたからといって、全てパーキンソン病による直接的な影響

とは言えません。

次に生活習慣の問題があります。便秘の改善に大切なことは、食物繊維と水分の摂取、

そして適切な運動とされています。パーキンソン病の方では、誤礁の注意するために水

分摂取量が少なくなってしまう場合や、すくみ足や歩行障害などのために運動量が少な

くなってしまう場合などがあるため、便秘が増悪する可能性を考慮、しないといけません。

最後にパーキンソン病による直接的な影響です。実はパーキンソン病でなぜ消化管運動

障害が起こるのか、その機序については良く分かつていません。では、なぜ直接的な影

響があると考えられているのでしょうか？

ハUっο

より専門的な話になりますが、パーキンソン病の特徴的な病理所見としてレピー小体と

レビー小体関連病変の出現があります レビー小体自体には細胞障害性は無いとされて

いますが、レビー小体関連病理所見の出現している周囲では神経細胞の障害が起こって

いるため、間接的に神経細胞障害を評価することが出来ます。例えば黒質では黒質神経

細胞の脱落とともに、レビー小体や関連病変が出現します。

消化管の運動には、延髄の迷走神経背側核や、消化管に隣接もしくは内在して存在して

いるアウエルバッハ神経叢やマイスナー神経叢などが関与していますが、パーキンソン

病では、このような部位にレピー小体関連病理所見の出現することが分かつています。

このため、パーキンソン病で認める消化管運動障害も手足の運動障害と同様に、パーキ

ンソン病による直接的な影響があると考えられています。しかしながら、これらの病理

所見の出現の程度と、消化管運動障害の重症度との関連性は明確で、はなく、どこまで直

接的に消化管運動障害に関与しているのかは、まだまだ未解明なことは沢山残っていま

す。

最後に薬剤jの影響について考えます。レボドパやドパミンアゴ、ニストはパーキンソン病

の消化管運動障害は悪化させると考えられがちです。しかし、例えば未治療のパーキン

ソン病患者さんに、レボドパを投与することで、便の排出障害は改善するデータも報告

されています。このため、患者さんの状態や薬剤開始や中止後の反応なども良く観察し

た上で、薬剤の影響は考えていく必要があります。

3. ガイドラインにおける消化管運動障害の治療
1 ）便秘にはまず食物繊維と水分の摂取を行う。

2）薬物療法としては、酸化マグネシウム、センナ・センノシドを投与する（グレード

C）。モサプリドクエン酸も有効で、ある（グレード C）。

3）幅気に対しては、ドンベリドンを用いる（グレード C）。

ガイドラインには 便秘の治療として、多量の水とともに、塩類下剤が有効であるとの

記載があります。まず多量の水は、起立性低血圧に対しでも有効性が示されています。

一気に沢山の水を飲むことは難しいですし、特に夕食後や寝る前に水を沢山摂りますと、

夜間頻尿の原因にもなりますので、起床時から夕食前までに意識して水分を多く（出来

れば 1,500ml/日程度）摂るようにされると良し、かと思います。

次に塩類下剤とは何でしょうか？水溶性で腸管から吸収されにくい塩類（硫酸マグネシ

ウム，硫酸ナトリウム， リン酸水素ナトリウムなど）には、腸管内に水分を吸収し、腸

の内容を増量させることで便を軟らかくするとともに、腸を刺激して排便を促す作用が

あります。寒天もこれに属します。酸化マグネシウム（カマなど）は、日常臨床で良く

用いられます。

それでも効果が無い時には腸刺激性下剤を用いる（エビデンスレベル IV；専門家委員会

や権威者の意見）とされています。腸刺激性下剤にはプルゼニド・アローゼンやパント

シン（パントテン酸カルシウム製剤）があります。漢方薬のダイオウもこの部類に属し

ます。
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アロエ、センナ、大黄はアントラキノン系と呼ばれます。これらは、小腸より吸収され

て、血行性に大腸の粘膜を刺激することで作用を発揮します。即効性で効果は確実なの

ですが、腹痛が出るとしづ特徴や、いわゆる“癖”になりやすいとしづ特徴があります

ので、良く状態を見ながら使う必要があります。

モサプリドクエン酸（ガスモチン）は、消化管運動機能を賦活するセロトニン 5-HT4受

容体を選択的に刺激することで、胃腸運動を活発にするアセチルコリンを遊離させ、消

化管の運動障害を改善する薬剤です。大腸の通過時聞が短くなり、排便時の直腸の収縮

を増強するという結果も出ています。ガスモチンはパーキンソン症状は悪化させないと

されています。

便秘は、イレウス（腸閉塞）を誘発する可能性があるので、十分な注意が必要です。た

だ、下痢は便秘症よりも望ましくありません。また、あまり排便に拘りすぎますと、下

剤の過量内服にもつながりますので、ほどほどの所で抑えてし、く必要があります。この

辺りは主治医と良く御相談下さい。

4. 消化管運動障害に対する最近の話題
パーキンソン病の消化管運動障害のもたらす弊害は便秘のみではありません。2011年の

ガイドライン発表後にも色々な知見が得られてきています。紙面も限られていますので

消化管運動障害の影響として大切なことを 1つ挙げさせて頂くと、薬剤の吸収の問題が

挙げられます。

例えばレボドパは、胃酸で分解されて、小腸で、吸収されるのですが、分解された物質は

中型の大きさのアミノ酸ですので、胃に食事の内容物が沢山ありますと小腸における吸

収が阻害されて効果が減弱します。胃酸の減少でもレボドパの分解が不良となる可能性

があります。

また、パーキンソン病で、は小腸における細菌の増殖がしばしば見られることが分かつて

きています。この小腸における細菌増殖は、便秘、下痢、腹部膨満、体重減少などを引

き起こすことが知られています。胃においては、良く知られているヘリコバクター・ピ

ロリ感染が問題となることがあります。細菌の研究では、小腸における細菌増殖とヘリ

コバクター・ピロリ感染の両方を有する方では、運動合併症の頻度が高いことが知られ

ており、薬剤の吸収と密接な関連のあることが示唆されています。

5.最後に
今回は、消化管運動障害に焦点を絞ってご紹介しました。消化管運動障害は、便秘のみ

ならず、薬剤の吸収にも影響を生じうることがお分かり頂けたかと思います。便秘につ

いては、どうしても薬剤に頼らざる場面の多いことも確かですし、内服を我慢し続けて、

腸閉塞になってしまっては本末転倒ですので、適切な内科的治療は重要です。一方で＼

食物繊維摂取、運動、水分摂取など、患者さんやご家族の協力なしに、上手くコントロ

ールすることは難しいのも事実です。医療者と二人三脚で消化管運動障害の問題もクリ

アしていただきたいと思います。また、後半のお話（4）は、まだまだ研究途中ですの

で、実際の対応については主治医と良く御相談下さい
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第38回 パーキンソン病治療ガイドライン

一非運動症状の治療（7)-

1 .はじめに
鶴舞公園の木々の緑が舷しい季節となりました。皆様し、かがお過ごしでしょうか？運動

をしていただく上で、最も良い季節ではありますが、紫外線も強いので、対策をしっか

りと取りながら体を動かしていただければと思います。

本連載は根拠に基づいた医療” EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

きています。

今回は、 2011年ガイドラインに掲載されている非運動症状の治療、最後の項目になりま

す。今年は既に2014年ですし、ガイドラインは2011年版と言っても、それを作成するた

めに集められた資料はそれよりも前ですので、既に若干古くなってきていることをご了

解下さい。

2. ガイドラインにおける感覚障害・痛みの治療
1）感覚障害・痛みの診断を行い、他疾患による痛みを除外する。

2）オフ症状として起こる痛みにはレボドパが有効で、あり、ウェアリングオフを軽減する

治療を行う（グレードB）。

パーキンソン病の患者さんではしびれや痛みなどの感覚症状を訴える方が少なくありま

せん。軽いものを含めると約半数の方に認めるとされています。また強い症状も数%で

認めるとされています

痛みは下肢に出現することが多く、膝関節や股関節など、関節痛を認める場合もしばし

ばあります。また、肩の痛みを訴える場合も少なくありません。いわゆる50肩が原因で

ある場合が10～20%程度あります。肩の痛みはパーキンソン症状の強い側に出てくるこ

とが多いとされています。その他、背部痛、お腹の引っ張られるような痛み、手足のし

びれ感などを認めます。

ガイドラインでは まず原因となっている疾患の合併があるかどうかを探し、それがあ

る場合にはその治療をすることが推奨されています。原因となっているパーキンソン病

以外の疾患としては、脊椎のヘルニアや変形性脊椎症による神経根の圧迫が代表的です。

変形性脊椎症は加齢とともに生じ、椎間板の変性に伴う椎問の狭小化（骨と骨の間が狭

くなることを指します）、骨椋（骨のとげ）と呼ばれる変形などが形成されます。無症

状のこともあるのですが、変形部位にある神経や神経根を圧迫して慢性的な痛みや電気

が走るような痛みの原因となることがあります。耳にされる言葉として坐骨神経痛もこ

の中に含まれてきます。

変形性脊椎症では、神経への圧迫を避けるため良い姿勢を保つことが重要です。必要に

応じて整形外科をご紹介することもあります。しかし、パーキンソン病の方では、姿勢
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異常を合併することが多く、腰曲がりや首下がりなどが頚椎や腰椎の変形を助長し、そ

の結果として痛みが出てくる場合があるので注意が必要となります。

加齢による変形が原因である場合、無理な姿勢で移動するため膝や股関節を痛めてしま

う場合、左右のバランスが崩れているため不適切な負荷が脊柱や関節にかかるため痛め

てしまう場合などがあり、早期から正しい姿勢を保つように努力していくことが重要で、
す。

次に、他の原因が無く、特にオフ時に悪化する際にはパーキンソン病治療薬の調整もし

くは神経痛治療薬の投与をします。パーキンソン病が原因となって生ずる痛みの病態と

しては、筋固縮やジストニアのため筋肉や関節が過度に収縮したり、柔軟性の低下する

ことが挙げられます。また、オフの時には痛みの闘値が低下（痛みを感じやすくなりま

す）するものの、レボドパの投与によって関値は上昇して回復することが指摘されてい

ます。このため、まずは適切にレボドパ、 ドパミンアゴ、ニスト、レボドパ補助剤などを

使って適切にオフ時間を減らしていくことが治療の中心となります。

尚、レボドパ内服時の痛みはオフの時のみだけではなく、レボドパが効き始める時、レ

ボドパの効果が最大の時、レボドパの効果が切れる時などでも認めます。レボドパの効

果が最大の時に生ずる痛みの場合には、むしろレボドパを若干減量したり、食後30分を

しっかり守って内服していただいたりすることが望まれます。

薬物治療以外にも、適切なリハビリテーション、生活パターンの見直し、生活環境整備

なども大切です。種々の治療でも痛みが改善しない時には、いわゆる痛み止めを使うこ
とがあります。

アポモルフィンの皮下注や、視床下核脳深部刺激術などの定位脳手術も痛みを軽減する

ことが知られています。運動症状以外では、非運動症状としての不安症状やうつが痛み

と関連するとの報告もあります。抗うつ薬はうつ病の治療のみならず、頭痛をはじめと

した痛みに対しても有効な方を経験します。

3. ガイドラインにおける感覚障害・痛みの治療
1）発汗発作は運動症状と関連性があり、まず運動症状の治療を優先すべきである。つま

り、オフの時に発汗が多ければオフ時間の短縮を行い、ジスキネジア出現時に発汗過多

があればジスキネジアの治療を優先する（グレードB）。

パーキンソン病では経過が長くなってくると、足からお腹、胸にかけて汗の量が減って

しまい、結果として胸から顔にかけて汗が増えてしまうことがあります。また、発汗に

よる体温調節が上手く出来ないため、夏の時期に暑い場所に長時間滞在することで熱が

こもってしまい、体温が上昇し、悪性症候群を引き起こすこともあり、注意が必要な症

状です。さらに、発汗過多のあるパーキンソン病の方達はそうでない方達に比べて、う

つや痛みの頻度が高いとされています。

残念ながら、パーキンソン病の発汗障害に特化した治療薬は無いのですが、パーキンソ

ン病の運動症状の変動と、発汗の状態とを比較した研究では、オフの時に発汗が増える

こと、またジスキネジアに伴って発汗が増えることが報告されています。このため、運
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動症状の変動に伴って発汗の増加が認められる場合には、ウェアリングオフ現象やジス

キネジアに対する治療を行います。

ガイドラインに記載は無いのですが、強い振戦のある方では、振戦の5郎、側、時に振戦

の範囲を超えて発汗が強くみられる場合があります。このような時には、振戦のコント

ロールをこころみることになります。

また、夜間に発汗が増えるとおっしゃる方もみえます。夜間の発汗の原因はとても多く、

感染症、薬剤性、内分泌異常、更年期、睡眠時無呼吸、レム睡眠行動異常症など数え出

すと非常に沢山の病気が上がってきます。一方、先に触れたうつ熱が原因のこともあり

ます。特に寒がりの方で、電気毛布を使ったり、厚手の布団をかけていたりすることが

原因の場合は時々経験します。パーキンソン病の方は、寝返りが打ちづらくなったり、

布団を直すことが難しかったりする場合がありますので、軽い布団にしたり、冬の時期

の電気毛布も入眠時のみとするなどの工夫があっても良し、かと思います。

4.最後に
7回に渡って、 2011ガイドラインにおける非運動症状の項目を説明してきました。これ

で、ほとんどガイドラインの説明は終了出来たかと思います。

この原稿は、 5月17日（土）に書き上げました。この原稿が出る頃には終わっています

が、 20日（火）～24日（土）は、日本神経学会学術大会が福岡で開催されます。新しい

情報があれば、次回の紙面で御案内出来ればと，思っています。

最後に、いつも締切りを過ぎる、もしくはギリギリになってしまう当方の投稿を根気強

く待って下さっている友の会編集担当の大津様はじめ、皆様に対して、この場をお借り

して改めて感謝申し上げます。
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第39回パーキンソン病治療ガイドライン

一転倒と姿勢反射障害－

1 .はじめに
この原稿は7月19日に記載しています。外は梅雨の終わりのゲリラ豪雨。雷も鳴ってお

りますが、皆様のお手元に本稿が届く頃には夏真っ盛りで、脱水や熱中症に十分に気を

つけていただく季節かと思います。十分にご自愛ください。

本連載は根拠に基づいた医療” EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して
きています。

前固まで長期に渡り連載した2011年ガイドラインのご紹介は、先月までで終了いたしま

した。早いもので、来週からは、次回のガイドライン改定作業も始まりますが、私も新

しいガイドライン改定作業メンバーとして携わらせて頂くこととなりました。良いガイ

ドライン作成に貢献出来るよう、精一杯努力したいと思っています。

今回からしばらくは、アラカルト的に、日頃目の前の患者さんから良く質問を受ける問

題症状について、述べていきたいと思います。今回は、転倒と姿勢反射障害です。難し

いところもあると存じますが、どうか最後までお付き合い下さい。

2.転倒がもたらす影響
転倒は、痛みや転倒に帯する恐怖感をもたらし、行動制限の大きな原因となるのみなら

ず、介護者のストレスの原因ともなり、パーキンソン病の患者さんとご家族の自立の低

下や生活の質の低下の原因となります。

転倒の原因としては、姿勢反射障害以外にも、すくみ足、姿勢の異常、認知機能、バラ

ンス不良、下肢筋力低下、起立性低血圧、パーキンソニズムの重症度など様々な因子が
影響していることが知られています。

ではどの因子が最も転倒に影響しているのでしょうか？この点は、研究によって違いが

あります。その原因として、それぞれの研究で、パーキンソン病患者さんの 1）臨床像、

重症度、内服状況や治療状況が違うこと、 2）転倒の定義やバランス障害の定義が違う

こと、 3）姿勢異常や起立性低血圧などの評価方法が違うことなどが考えられています。

最も新しい研究の 1つで、比較的簡便に利用可能な指標を挙げます。この論文では、

①12ヶ月以内に転倒したことがあれば6点

②前月にすくんだことがあれば 3点

③Imを0.9秒以内で歩くことが出来なければ2点

とし、①～③の合計点が 8点以上の場合には転倒のリスクが 85潟、 2点以上であれば 51切

と報告しています。言い換えれば、一度転倒した方、現在すくみのある方、歩行速度の

遅い方は転倒の危険性が高いので注意していただく必要があると言えます。

3.発症からの期間と姿勢反射障害の出現率
バランスがとりづらくなる症状を姿勢反射障害と呼ぶことはよくご存知かと思います。

姿勢反射障害は振戦、無動、回縮に比べて出現時期が遅いとされていますが、具体的に

はいつ頃からどの程度の頻度で認めるのでしょうか？

オーストラリアのシドニーで、行われた長期観察研究の結果で、は、 2年で34%、10年で 71潟、

15年で 92弘に認めたとされています。また 20年たっても姿勢反射障害を認、めなかった

方のいることも報告されています。

このように出現時期にはかなり個人差があるのですが、一般には発症からの期聞が長く

なると高率に出現してきます。

4. 姿勢反射障害の病態生理
では姿勢反射障害はどうして起こるのでしょうか？色々な研究や説はありますが、－ -

では出来る限り簡略化してご説明したいと思います。一般に姿勢の乱れに対して適切に

反応するためには、 1）適切な姿勢の保持、 2）適切な平衡感覚、 3）外来に対する合目

的な動き、以上3つの要素が適切に働くことが大切とされています。

そして、 1)-3）を適切に保つためには、①注意が働くこと、②自動的（反応的）な姿勢

制御が働くこと、③予測的な姿勢制御が働くことが必要となります。以下、①から③に

ついて、もう少し具体的に説明を加えていきます。

①注意

誰でもボーッとしている時に急に体を後ろに引かれたり、歩いている時に蹟いたりすれ

ば、転倒のリスクは高くなります。すなわち、適切な反応をするためには、ある程度の

注意が必要となりますが、パーキンソン病では、疾患の進行、疲労、眠気、気分障害な

ど様々な理由で注意の低下が起きる可能性があります。

②自動的な姿勢の制御

パーキンソン病の方であれば、外来の診察で、主治医から後方へ体を引かれて、立ち直

り反射の具合を診察された経験があると思います。このように急に後方へ引かれたとき

に自動的に姿勢が応答する現象は、転倒を予防する上で非常に大切です。

人はこれらの応答を眼からの情報、前庭からの情報（前庭は内耳にあり重力と直線加速

度を司る感覚器官です）、体性感覚情報（体性感覚は、皮膚・筋肉・臆・関節などから

得る感覚の情報）を統合することで、行っています。

こうした自動的な姿勢の制御機能は、加齢とともに低下します。またパーキンソン病の

方では、子細に調べると視覚情報や体性感覚情報が低下していることが知られています。

このため、バランスが崩れたときの附嵯の対応が遅れることが想定されます。

③予測的な姿勢の制御

私達は特定の運動を開始する場合、その運動に際して生じうる姿勢の乱れを自動的に事

前に制御する機構が備わっています。例えば、手を挙げる前には体幹（体の中心部）に

力が入って、体のバランスを保っています。実は日頃当たり前に行っている行為であっ
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ても様々な外乱に対応する機構が備わっているからこそ安全に動作を遂行できているの

です。

こうした予測的な姿勢の制御には、大脳の皮質、基底核、黒質、さらには脚橋被蓋核を

はじめ、パーキンソン病の方でしばしば病変を認める領域が重要な働きをしています。

このため、発症から時間が経ってくると、バランスが悪くなり、転びやすくなってくる

と考えられています。

5.転倒と姿勢反射障害に対する治療
①リハビリテーション

パーキンソン病の方で認める転倒や姿勢反射障害に対するリハビリテーションとしては、

バランストレーニング、外的キューによるトレーニング（かけ声や音楽のリズムなど）、

トレッドミルトレーニング、アルゼンチンタンゴなどが知られており、最近では太極拳

の有効性が注目されています。いずれも体のバランス感覚や下肢の筋肉を養うことが期

待されますし、予測的な姿勢の制御や自動的な姿勢制御に役立つかもしれません。

ただし、こうした専門的なトレーニングを出来る施設は限られていますし、協力してい

ただけるような施設を開拓してし、く必要があると感じていますが、自宅でも出来る様々

なトレーニングの情報は本やインターネットなどでも出ています。身近なところでは、

友の会の会報でも、本町クリニックの先生が記載されていますので、是非参考にしてい

ただければと思います。

②内科的治療や外科的治療

転倒と姿勢反射障害はドパミン補充療法が効きづらい症状です。それで、も、治療薬不足

で、転倒や姿勢反射障害が出ている場合には、まずはしっかりとした治療が必要です。

また MAO-B阻害剤で治療を開始した場合にはすくみ足が出現しづらい可能性も指摘され

ています。

十分なドパミン補充療法を受けていても転倒や姿勢反射障害を認める際には、別の治療

が必要となってきますが、生活習慣病を持っていらっしゃる方は、まず高血圧、糖尿病、

高脂血症の管理が重要となります。最近の海外の論文では、 MRIにおいて動脈硬化や小

さな脳梗塞を反映する異常所見や複数の生活習慣病を有している方々は、転倒や姿勢反

射障害を含めた体軸症状が出やすいことが報告されています。

また別の報告ではアルツハイマー病の治療薬であるドネペジルが転倒回数を減少させる

可能性も報告されています。ただ、この報告はまだ十分な検証がなされていません。ァ

セチルコリンはパーキンソン病の歩行や転倒に密接に関与していることも分かつてきて

いますが、ドネベジル自体は、アルツハイマー病に保険適応が通っていますが、パーキ
ンソン病で、は通っていません。

別の治療薬に目を向けますと、最近長期処方が可能になったノウリアストで実施された

国内の臨床治験結果を見ますと、歩行中のすくみや歩行が改善されていました。まだ自

分なりに十分な実感は無いのですが、今後の経験の蓄積が必要なところかと思います。

。。
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脳深部刺激療法は、一般には転倒や姿勢反射障害には有用で、はありません。しかし、転

倒や姿勢反射障害の病態は多彩ですので、一部の方、例えば下肢のジストニアが原因で、

ある方や、 ドパミン補充療法を減量すると固縮や振戦は悪くなるが歩行は良くなる方な

どには適応となる可能性もあり、主治医との十分な話合いが必要かと思います。

6. まとめ
今回は、いつもより紙面を使って転倒と姿勢反射障害について説明をしてまいりました。

一つ一つの項目だけでも詳しく書くと 1回分の紙面を使ってしまうほど奥の深い、だか

らこそ治療も対応も難しい領域であることを記載しながら再認識した次第です。

この難しい症状についても随分病態理解が進んで、きています。紙面ではご紹介しません

でしたが、特に MRIや PETなどを用いた画像解析研究の進歩には目を見張るものがあり

ます。新しい治療薬の治験も推進されています。近い将来、少しでも良い治療が開発さ

れ、新しいガイドラインに記載出来ることを期待しています。
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第40回脳深部刺激療法後に認める音声・発話障害～ 1～

1. はじめに
この原稿は9月21日に記載しています。例年に比べて天候不順で、あった今年の夏も終わ

り、ようやく秋らしい空気を感ずることが出来るようになりました。食欲の秋、運動の

秋と言いますが、よく食べて頂くことも適度な運動もパーキンソン病のコントロールを

良好にするために最も大切な事ですので、どうか皆様体調管理にお努め下さい

本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

います。しばらく 2011年に出されたパーキンソン病治療ガイドラインに関して説明をさ

せて頂きましたが、前回からアラカルト的に、患者さんやご家族から良く質問を受ける

問題症状について触れることとしています。今回は、以前にもご説明をした脳深部刺激

療法後の音声・発話障害について説明いたします。

脳深部刺激療法後のパーキンソン病で認める音声・発話障害はとても複雑で、私も当初

脳深部刺激療法後に音声・発話障害を来している複数の患者さんを診察させていただい

た時には、どうしてこのように一人一人音声・発話障害のパターンが違うのだろう、ど

うして手術をしていないパーキンソン病の方々の音声・発話障害とここまで症状が違う

のだろうと悩みました。治療で良くなる人もいれば、全く良くならない人もいて、その

差はどこにあるのかという原因も不明でした。

その後、これまで、約4年間に渡って、名古屋大学神経内科は脳神経外科や耳鼻咽喉科と

一緒になって、脳深部刺激術療法後の音声と発話障害について調べてきましたが、ょう

やく多彩な音声・発話障害の病態の一端が分かり、つい先日国際誌にも、その研究内容

が受理され、掲載されることとなりました。

本研究は、祖父江元名古屋大学神経内科教授指導の下、坪井崇神経内科医、田中康博

言語聴覚士が中心となり、脳神経外科では梶田泰一先生、耳鼻咽喉科では藤本保志先生

の力添えをいただいて調べてきたものです。本号と次号では、その一部ですが、御紹介

をいたします。最後までお付き合い下さい。

2.視床下核脳深部刺激療法がパーキンソン病にもたらす効果と副作用
視床下核脳深部刺激療法は、内科的に十分な治療を行っても改善の難しい運動合併症

（ウェアリングオフや生活に支障を来すジスキネジアなど）を劇的に改善しうることは
良く知られていることかと思います。

以前は、かなり進んだ患者さんで行う治療法でしたが、昨年ヨーロツノ切迫ら報告された

結果では、運動合併症の比較的早い時期に行っても患者さんの生活の質を向上すること

が報告され、慎重にではありますが、その適応が広がりつつあります。実際、あまりに

進行した患者さんで、手術を行っても思うような改善が得られにくいことも事実です。

症例によっては非常に有用な脳深部刺激療法ですが、内科的治療では認められない副作

用のあることも分かつてきました。特に音声・発話障害の出現頻度は術後、時間が経過
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するにつれて増えることが知られており、その出現頻度は内科的治療よりも高く、また

内科的治療時とは異なる音声・発話障害を呈することが分かつています。

このため、視床下核脳深部刺激療法を行う場合には、治療効果を最大限にしつつ、刺激

療法特有の副作用の頻度をし、かに最小限にするのかが課題となっています。

3.パーキンソン病全般の音声と発話障害の特徴
私達が何気に行っている会話ですが、呼吸機能と喉の筋肉の協調運動により出されてい

る音声と、これらに加えて調音、共鳴、韻律（フ。ロソディ）が一緒になることによって

醸し出される発話によって成立しています。

音声に着目しますと、パーキンソン病では体幹の固縮や無動のために息をしっかりと吐

き出せなくなる、喉の筋肉の固縮や無動のために音声を上手く作り出すことが出来なく

なるといった病態がある結果、声の大きさや高さに抑揚がなくなる、発話が短く途切れ

る、正しい音声で出されない（特に子音）ので聞き取りにくい、かすれ声となるなどの

障害が認められるようになります。

また、発話に着目しますと、声のすくみ足とでも言うべき最初の音の繰り返し「わ、わ、

わたし・・・・」は比較的良く認められますし、知っている動物の名前や「さ」で始ま

る単語を 1分間で出来る限り沢山言うといったことが苦手になることもしばしば認めま

す。

四肢の症状と違って音声や発話の障害はレボドパをはじめとした薬物治療に抵抗性で、

長期になるほど悪化します。前述のようにパーキンソン病の音声と発話障害では様々な

症状が絡んでおり、しかもそれぞれの原因は、 ドパミン系の異常、非ドパミン系の異常、

加齢をはじめ多彩ですので、レボドパの効果が出づらいと考えられています。

4.視床下核脳深部刺激療法後に認める音声・発話障害
視床下核脳深部刺激療法は声の大きさ、声の震えなどは改善しうることが知られており、

これは刺激によって音声や発話に関連する筋群の固縮、無動、振戦の改善や、動作や思

考の開始時間の改善が得られることなどが理由と考えられています。

このため、私どもの研究でも、手術から評価までの期間の短い例を中心に、視床下核脳

深部刺激療法後でも音声・発話は比較的良く保たれている、むしろ良いと判断される方

達が全体の 25覧ほどいらっしゃいました。

一方で、音声と発話の障害が目立つ症例もあり、 その方達は①息が漏れる声（気息性暖

声）が目立つ一群（16%）、②音の繰り返し（吃音）が目立つ一群（25粉、③鼻に抜ける

声や子音の誤り（正しく子音を出せない）が目立つ一群（17免）、④喉を詰める声（浪曲

のような声）の目立つ一群 （18覧）の 4群に分類されました。

この 4群の中で、①の息が漏れる声が目立つ一群と②音の繰り返しが目立つ一群は、刺

激の影響よりもパーキンソン病の進行に伴って生じていること、③の鼻に抜ける声や子

音の誤りが目立つ一群と④喉を詰める声の目立つ一群は刺激の影響が強い可能性が分カ

ってきました。
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③や④では、視床下核の周辺を走行している喉頭筋群の動きを司る皮質延髄路に慢性的

な刺激が及ぶことが原因と考えられます。内視鏡で喉頭を観察すると皮質延髄路の刺激

に伴うと思われる過度の喉頭筋群の収縮が生じていました。この過度の筋収縮は刺激を

切ると改善しましたし、それに伴い音声や発話も改善しました。また、③や④のような

音声や発話は、手術を受けていない方々では認めませんので、刺激の影響が及んでいる

ことは間違い無いことと私達は考えています。

一方、①や②では、刺激を切っても音声や発話はそれほど改善いたしません。また①や

②は、長期になったパーキンソン病では認める症状ですので、ある程度刺激の影響はあ

ると思いますが、刺激よりもパーキンソン病の進行が主たる原因と考えています。

5. まとめ
脳深部刺激療法は、パーキンソン病患者さんの経過を変えうる大変優れた治療です。特

に運動合併症のために、仕事や生活に支障を来している比較的若い方々では、従来の基

準よりも早めにお受けいただく選択肢が出てきていると思います。

しかし、動きは良くなったが声は出づらくなったでは困るのでという理由で、手術を鷹

賭っている方々も少なくないのが現状です。実際、今回の研究では、程度の差はあれ刺

激そのものが音声や発話障害の原因と考えられる方々が 35先程度あることが分かりまし

た。一方で、刺激が主たる原因ではない音声や発話障害も約 40%認めますし、手術により

音声や発話の良くなる方々のいることも見逃すことの出来ない事実です。

音声と発話障害の治療はかなり難しいですし、上手く行かないことが多いことも事実で

すが、そのような中で、私達の行っている音声と発話障害の分類に基づいた症状改善のた

めの取り組みや、副作用を軽減するための最近の装置の進歩などを次号では御紹介した

いと思っています。
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第41回脳深部刺激療法後に認める音声・発話障害～2～

1. はじめに
この原稿は11月24日に記載しています。ギリギリになってしまい、印刷を担当していた

だいている方に大変申し訳なく思っています。明日が締め切りで、複数の仕事も山積し

ているため、すぐに説明に移らせて頂くことをご容赦下さい。

本連載は根拠に基づいた医療” EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

います。前回と今回は、以前にもご説明をした脳深部刺激療法後の音声・発話障害につ

いて説明いたします。

前回は、音声・発話障害の分類についてご説明しましたが、今回はその分類に基づいて

リハビリテーション、治療、刺激の調整を考えることで、より良い改善結果を提供出来

る可能性のあることをご説明したいと思います。

今回の研究は、祖父江元名古屋大学神経内科教授指導の下、坪井崇神経内科医、田中

康博言語聴覚土が中心となり、脳神経外科では梶田泰一先生、耳鼻咽喉科では藤本保志

先生の力添えをいただいて調べてきたものです。最後までお付き合い下さい。

2.脳深部刺激療法がもたらす効果と副作用再掲

前号も記載いたしましたが、脳深部刺激療法は、内科的に十分な治療を行っても改善の

難しい運動合併症（ウェアリングオフや生活に支障を来すジスキネジアなど）を劇的に

改善しうることは良く知られていることかと思います。

これまでの研究の積み重ねにより、どのような患者さんに手術をするとより良い効果が

期待出来るか、そして、患者さんの症状によってどのように刺激部位（視床下核、淡蒼

球内節、視床など）を決めれば良し1かなどが分かつてきました。さらに運動合併症の比

較的早い時期に行っても患者さんの生活の質を向上することが報告され、慎重にではあ

りますが、その適応が広がりつつあります。

一方で改善しない症状（思考、会話、歩行）や、内科的治療では認められない副作用の

あることも分かつてきました。特に最も広く行われている視床下核脳深部刺激療法では、

術後に時間が経過するにつれて、主には年の単位で特有の音声・発話障害を呈する方が

出てくることが知られています。

3. 視床下核脳深部刺激療法後に認める音声・発話障害の特徴再掲

脳深部刺激療法では刺激によって音声や発話に関連する筋肉の固さ（固縮）、動きの緩

慢さ（無動）、ふるえ（振戦）の改善や、動作や思考の開始時間の改善が得られる結果、

手足の動きだけではなく、音声や発話の改善する方達がし、らっしゃいます。私どもの研

究では、手術から評価までの期間の短い例を中心に、視床下核脳深部刺激療法後に、む

しろ音声と発話の状態が良いと判断される方達が全体の 25%ほどいらっしゃいました。
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一方、音声と発話の障害を程度の差はあれ認める方々は、

①が漏れる声（気息性暖声）が目立つ一群（16%)

②音の繰り返し（吃音）が目立つ一群（25%)

③鼻にぬる声（鼻声）や子音の誤りが目立つ一群（17%)

④喉を詰める声（浪曲のような声）の目立つ一群（18%)

の4群に分類されました。

この 4群の中で、①の息が漏れる声が目立つ一群と②音の繰り返しが目立つ一群は、刺

激の影響よりもパーキンソン病の進行に伴って生じていること、③の鼻に抜ける声や子

音の誤りが目立つ一群と④喉を詰める声の目立つ一群は刺激の影響が強い可能性が分か

つてきました。

4. 息が漏れる声に対する治療

この息、が漏れる声（ささやき声）は、声帯がきちんと閉鎖せず、隙聞が出来てしまうた

めに生じます。刺激は主たる原因ではなく、むしろ加齢やパーキンソン病の進行自体が

原因となっている場合が多く、刺激の調整で改善が無い場合には、耳鼻科の先生に治療

法を相談させていただくことになります。実際には、当方の患者さんで息が漏れる声の

改善のために手術を受けた方はおわれません。また当院では、一緒に仕事をしている田

中、大獄の言語聴覚士両名がリハビリテーションの指導も行わせていただいています。

5.音の繰り返しに対する治療

これは、いわゆる吃音とも呼ばれ、言葉が連続して発せられる、逆に瞬間的もしくは一

時的に音の無い状態が続いたりするなど、言葉が円滑に話せない状態を指します。

例えば北風と太陽を読んでいただいた時には「きた、きた、きたかぜとたいよう。あ、

あ、ああるひ、 ・・・・き、きたかぜとたいようがJという読み方になってしまい、話

すことが不安になったり、人との会話が億劫になったりしてしまい、生活の質を落とす

ことにつながります。

このような音の繰り返しは、息が漏れる声と同様に、脳深部刺激療法後に認める場合で

あってもむしろ刺激より疾患の進行が影響していることが多いとし、う結果が私達の研究

では出ています。

吃音は、レボドパなどの内服はもちろん、刺激の調整でも効果を認めないことは多いの

ですが、すくみ足が自の前の床に貼られたテープなどを目印にして歩くことが改善を認

めることがあるように、ベーシングボードと呼ばれるいくつかの色分けと縁で区切られ

たボードを 1ケ所ずつ指で押さえながら、それに合わせて 1字（ 1語）ずつ発話すると

著明に改善することがあります。

ただ、これを使わないと言葉自体はすぐにまた繰り返すようになってしまうため、注意

が必要です。携帯していただきやすいように、ベーシングボードを小さくして首からぶ

ら下げることが出来るようにすることもあります。
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6. 鼻に抜ける声や喉詰め声に対する治療

この 2種類の声は、先の声と違い、脳深部刺激療法後の刺激が影響していることが多い

という結果が私達の研究では出ています。鼻に抜ける声では、軟口蓋と呼ばれる場所の

筋肉がうまく働かないため、 話そうとしても鼻から空気が漏れてしまう現象がみられ

ます。

この現象は脳梗塞などの時にしばしば認めますが、パーキンソン病の脳深部刺激療法後

には軟口蓋を支配している皮質延髄路と呼ばれる回路が刺激の影響を受けて機能が低下

してしまい、軟口蓋の動きが悪くなると考えています。

喉詰め声がどうして起こるのかは十分な解明は出来ていないのですが、鼻に抜ける声と

同様に、刺激が長期間に渡って加わる結果、喉を支配している皮質延髄路をはじめとす

る神経回路に影響がおよび、麻療ではなく喉の異常（過剰）な収縮が生じてしまうこと

が原因の 1っと考えています。

このため、これらの声が出ている方では刺激を弱めることで音声や発話が改善する場合

があります。ただ、声が出づらくなる付近の刺激の強さが身体の動きには丁度良い場合

もしばしば経験し、また刺激の変化は動きを悪くする場合もあるので、音声・発話と運

動をともに良くすることが難しい場合も少なくありません。

7. 第 41回のまとめ
今回は、視床下核脳深部刺激療法後に生じた音声・発話障害の特徴と特徴に基づいた治

療について述べてきました。病態に応じてと言っても思うように治療がし、かない場合も

少なくないのですが、以前に比べて、短時間に有効と思われるリハビリテーションや治

療方法を試みさせて頂くことが出来るようになっています。

また、今年になって、改良版刺激電極の試験結果が欧米を中心に報告され、音声と発話

障害でも良い成績が得られています。近い将来日本でもより副作用の少ない、も軽い改

良版が使用出来るようになるかもしれません。

最後に、皆様、治療の進歩を期待して頂きつつ、良いお年をお迎え下さい。
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第42回 パーキンソン病になりやすい人の特徴～最近の話題～

1 .はじめに
2015年も既に20日以上が過ぎました。本紙面がお手元に届く頃は立春を迎えている頃か
と思います。まだまだ寒さ厳しき折、どうかお身体をご自愛下さい。年明け早々、様々
な事件が国内外で起きていますが、パーキンソン病の画期的治療法開発という事件が今

年こそ起きないかと期待していますし、私どもも微力ながら頑張っていきたいと思って

おります。

本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して
います。長期に渡ってパーキンソン病治療ガイドラインを御紹介してきましたが、ここ
しばらくは、最近のトピックスや良く患者さんやご家族からいただく質問の内容をアラ

カルト的にお答えしてきています。

ここ1年ほど、しばしば耳にする質問は“iPSの治療効果”と“病気の進行を遅らせるこ
とが出来る薬の開発状況”ではなし1かと思います。iPSは、私の先輩である平山先生が
良く記載しておられますので、今回は、 “病気の進行を予防出来る薬”を開発していく
上での課題と そのために最近注目されている超早期診断について触れたいと思いま

す。

2.パーキンソン病の病態抑止治療開発の課題
最近のパーキンソン病の治療研究は、従来のパーキンソン病で減少しているドパミンな
どの神経伝達物質を補充する治療から、いかに疾患の進行を遅らせることが出来るかと
いう治療（病態抑止治療）に注目が集まっています。

病態抑止治療の開発は全世界で精力的に行われています。神経細胞死を防ぐためにカル
シウムチャンネルを阻害する薬、酸化ストレスや神経炎症を軽減する薬、神経にエネノレ

ギーを提供するミトコンドリア機能を増強する薬、パーキンソン病の発症や進行に重要

な役割を果たすタンパク質である αーシヌクレインの進展を予防する薬など、様々な薬
剤が動物実験やヒトにおける臨調治験において、その治療効果が試されています。

ただ、まだまだ治療法の完成のためには乗り越えなければいけない壁が沢山あります。
まず何よりも、私達は、パーキンソン病の病態が完全には分かつていません。言い換え

れば、どうしてパーキンソン病が起きて、どうしてパーキンソン病が進行するのかとい
う最も大切な問いに対する答えを持ち合わせていないのです。また、沢山の基礎研究が
行われていますが、ヒトのパーキンソン病を正確に反映した病態モテ、ルを持っていませ

ん。このため、病気の“モデル”の動物は直したが、実際の病気は治らないことは、パ

ーキンソン病をはじめとして多くの疾患でみられることです。

では、今行われている様々な試みは意味が無いのかと言いますと、決してそんなことは
ありません。少し難しい話ですが、 αーシヌクレインの遺伝子変異で家族性パーキンソ

ン病が発症するという事実は、同タンパク質の異常がパーキンソン病の病態に重要な役
割を果たしていることを証明しています。また、他の治療ターゲットにしても、完全で、
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は無いものの一部はパーキンソン病の病態を反映したモデルにおける有用性が示されて
し、るわけですから、病気の進行が“止まらない”にしても ”緩やかになる”ことは期
待されます。

しかし、最近行われている病態抑止治療の結果が中々上手く行かない背景として、その
治療効果を明らかにする理想的な治験デザインが未確立であることが挙げられます。例

えば、レボドパのような補充療法は、飲んですぐに治療効果を実感出来ます。しかし、
病気の進行を抑える治療は、その効果をすぐには実感出来ません。また、その効果が何
年かかつて出てくるのかも不明です。このため、治療効果が本当はあるのに“無し、”と
判定されている薬も存在している可能性が指摘されています。

さらに、疾患の進行を抑制したことを証明出来る検査方法や評価方法にも限りがありま
す。例えば私達は、 MDS-UPDRSと呼ばれる、患者さんの固縮、振戦、無動、姿勢反射障
害、運動合併症の有無や程度、その他の非運動機能異常などを評価して点数化する国際
標準基準や、 ドパミン神経細胞の減少を評価可能なDAT-SCANと呼ばれる画像などを用い

て、これまで治療効果を判定してきました。しかし、病気の広がりを長期的に緩やかに
する治療効果をもたらすような薬剤の治療効果判定は、こうした方法では正確な評価は

難しいと思われます。

そして何よりも、患者さんの背景をどのように揃えるのか、また、いつ治療を開始する

のかという問題が、薬剤の治療効果を見ていく上で非常に重要になってきています。具
体的に言いますと、パーキンソン病の症状は運動症状から非運動症状まで多岐に渡るた
め、その方の持っている症状の有無やその程度の違いを考えると、 100人の患者さんが

いらっしゃったら100通りの違いがあると，思っています。その中で、病態抑止治療がど

の症状に効いたのか、個人によってどのような違いがあるのかを見出していくことは、
よほどの治療効果を有する薬剤を除いては難しいのかもしれません。

いつ治療を開始するかも大切です。従来、パーキンソン病において運動症状を認めた時
点では、既に黒質の神経細胞は40先程度に減少しているとされていましたが、一昨年に
出てきた研究では もう少し減少していて、特に発症から3～ 4年の減少速度が速く、そ
れ以降はそれほど減少しないとしづ結果が出てきています。即ち、病態抑止治療の効果
を確認していくためには、神経細胞の減少が軽い時期の患者さん、もしくは未発症であ
るが、将来的に発症する可能性が非常に高い方々を対象に研究を進める必要がありま

す。

このような背景から、最近は少しでも早期に病態抑止治療を開始するため、パーキンソ

ン病の超早期診断方法開発研究が進んでいます。

3.パーキンソン病の超早期診断へ向けた動き
The Heal th Improvement Network (THIN）は、英国の一般開業医約 300軒、 500万人以
上の患者さんの医療記録を網羅する巨大データベースとして知られています。 THINには、

匠名化された患者さんの血圧や肥満度をはじめとした様々な身体情報とともに、擢病し
ている疾患名や処方薬の内容に関する詳細な情報が記載されています。つい最近イギリ
スから THINに登録された 110万人中、パーキンソン病を発症した 8,166名において、
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発症前に認めていた症状について、パーキンソン病を発症していない 46,755名と比較

した研究結果が報告されました。

その研究では、パーキンソン病の患者さんは、パーキンソン病発症 5年前の時点で、パ

ーキンソン病のない方に比べて、何らかの震えは 13.7倍、低血圧は 3.2倍、便秘は 2.2

倍、バランスの悪さは 2.2倍、 排尿障害は 2.0倍、めまいは 2.0倍、うつは 1.8倍、疲

れやすさは 1.6倍、不安は 1.4倍、それぞれ有していたことが明らかになりました。発

症 10年前に遡った場合でも、何らかの振戦は 7.6倍、便秘は 2倍に認めています。パ

ーキンソン病の方では、発症してからしばしば認める非運動症状を運動症状発症前から

高率に認めること、言い換えれば、震えや便秘のある方々はパーキンソン病になりやす

いことが大規模研究でも明らかになってきました。

また THINを対象とした研究では、それぞれの頻度が少なかったので統計学的な差は出

ていないのですが、レム睡眠行動異常症や嘆覚低下のある方々は、パーキンソン病にな

りやすいことが複数の研究で明らかになっています。例えば 174例のレム睡眠行動異常

症の方を検討して報告では、 5年で 31潟、 10年で 7側、 14年で 91%において、他の神経

変性疾患を発症し、その 78.5%はレビー小体型認知症もしくはパーキンソン病であった

とされています。また嘆覚低下のある方では 11別こ、嘆覚低下に加えて便秘のある方で

は実に 40犯に DATscanでドパミン神経細胞の脱落のあることが示されています。

第 42回のまとめ

今回は、パーキンソン病の進行を止める治療（病態抑止治療）開発の試みが進んでいる

こと、病態抑止治療は難しいこと、それを克服するために超早期診断の研究が進んで、い

ることについて記載いたしました。あっという聞に紙面が尽きてしまい、中途半端な形

で書き終えてしまうことをご容赦下さい。

パーキンソン病の病態抑止治療は、超早期診断をした方々を対象とした開発へ向かって

いますが、将来的には進行した方にも適用されるかもしれません。日本においてもレム

睡眠行動異常症の長期観察研究が、精神神経医療研究センター、）｜頃天堂大学、京都大学、

大阪大学、名古屋大学においてこの春から開始されます。名古屋大学の研究責任者は当

方ですので、お知り合いの方で、レム睡眠行動異常症を疑われるもしくは悩んでおられ

る方がし、らっしやれば、御紹介頂けたらと思います。
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第43回パーキンソン病と腸内細菌叢（1): 

小腸における細菌の過剰増速

1 .はじめに
3月も後半になり、春を感ずることが出来るようになりました。本号がお手元に届く頃

には桜の開花宣言が出ている頃かと思います。運動に良い季節ですので、背中を伸ば

し、歩幅を大きく、冬よりも歩行距離を伸ばしていただけたら幸いです。

本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

おり、ここしばらくは、最近のトピックスや良く患者さんやご家族からいただく質問の

内容をテーマに取り上げてきました。

非常に仕事が立て込んでいるため、毎月、締め切りを過ぎてから患者さんやご家族から

いただく質問を思い出しつつ何を書こうかと考えているのですが（編集者の皆様、申し

訳ありません）、 3月に入ってから、急に腸内フローラについて何人かの患者さんから

質問をいただきました。お話を伺うと、 NHKスペシヤルで、取り上げられていたとのこ

と。テレビやインターネットの力は凄いなぁとあらためて感じた次第です。

そこで、今回と次回は、パーキンソン病と腸内細菌に関するここ数年の話題について述

べてみたいと思います。今回は小腸における細菌の過剰増殖に注目してみます。

2.小腸について
小腸は胃と大腸の間にあり、十二指腸、空腸、回腸に分類されます。十二指腸は指を12

本横に並べた長さとほぼ同じことから、空腸は食物がここを速く通過するために内部が

空になっていることが多いことから、回腸は回（カーブ）が多いことから、それぞれの

名前がついたとされています。小腸の全長は6m以上に達し、その表面積は、平山先生が

大変お上手なテニスをするコートの実に2面分にも到達するとされています。

小腸は、食べ物や薬の消化と吸収を行う大切な組織です。今回の主題である細菌の数

は、大腸に比べて小腸は大変少ないことが特徴とされています。何故小腸で細菌は少な

いのでしょうか？その理由として、ヒトにおいて口から入った細菌は、まず胃酸でかな

り分解され、十二指腸で分泌される胆汁や惇液も細菌の増殖を抑制することが挙げられ

ます。また小腸の動きは速いため、細菌が増殖しづらくなっています。さらに小腸の粘

膜には細菌を捉える能力がありますし、回盲弁とよばれる大腸と小腸の境界にある弁は

大腸からの細菌流入を防いでいます。このようなことが重なり小腸は細菌が少ない環境

になっています。

3. 小腸における細菌の過剰増殖
ところが、こうしたバリアが破綻すると小腸においても細菌が増殖します。例えば、潰

療性大腸炎と言う腸疾患や、腸管手術後の患者さんでは、実に約 80協の方々に小腸にお

ける細菌の過剰増殖を認めることが知られています。

小腸で、細菌が過剰増殖すると、下痢、腹痛、腹部膨満感、体重減少、早期満腹感、日匝気、

便秘、排便障害、脂溶性ビタミン吸収障害、ビタミン B12や鉄の吸収障害などが起こる
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とされています。一方で、、小腸で過剰に細菌が増殖していても症状は出ていない方々も

かなり多いことが知られています。

では小腸における細菌の過剰増殖はどのように診断するのでしょうか？最も確実な方法

は、腸液を実際に収集して細菌培養を行 う検査です。しかし、腸液を採取する負担や、

口の中をはじめとした他の部位の細菌が混入しないように採取する難しさがありますし、

どの程度まで細菌が培養によって増殖すれば陽性とするのかについて明確な定義はあり

ません。

その他の診断方法としては呼気試験があります。被験者は、ブドウ糖かラクトースを飲

みます。ブドウ糖やラクトースは細菌によって水素やメタンに分解され、血液と肺を介

して呼気から出てきます。通常は大腸の細菌がこの分解作業を行うので、ブドウ糖やラ

クトースを飲んで、 3時間以降に呼気における水素やメタンの濃度上昇を認めます。しか

し、小腸における細菌増殖があると、 90分以前に一回目の水素やメタンの濃度上昇があ

り、その後、 3時間以降に大腸の細菌由来の二回目の濃度上昇が観察されます。これに

より小腸における細菌増殖を診断します。

もう一つの診断方法は、実際に抗生物質を内服して症状の改善を見る方法です。先に述

べた培養も呼気試験も負担があり、どこでも行える検査では無いことから、実際の臨床

の現場では、この方法が採られることが少なくありません。また、これら 3つの方法は、

いずれも確実な診断手段ではないため、より正確な診断が必要な場合には複数の検査が

行われることもあります。

4.パーキンソン病で認める小腸における細菌の過剰増殖

近年、 パーキンソン病においても小腸における細菌の過剰増殖を認めうることが報告さ

れています。その頻度は報告により差がありますが、 25見～67犯とされています。日本人

における頻度の検討はまだありません。

パーキンソン病で、小腸における細菌の過剰増殖を認める原因は良く分かつていませんが、

腸管の動きが悪くなる影響、薬剤の影響、プロトンポンプ阻害剤など胃薬の影響などが

考えられており、これらが複合的に重なり、小腸で炎症が生じることで先に述べた様々

な症状が出てくる可能性が指摘されています。

パーキンソン病で小腸における細菌の過剰増殖が起こると何がいけないのでしょうか？

欧米からの報告では、細菌の過剰増殖のある患者さんではウェアリングオフをはじめと

したオフ症状の出現頻度が高くなり、細菌の過剰増殖を治療することでオフ時間の改善

を認めうることが確認されています。

レボドパは中型の大きさのアミノ酸で、その吸収場所は小腸ですから、小腸における細

菌の増殖がある場合には薬剤の吸収に障害が生じ、結果としてウェアリングオフが出現

する可能性は十分にあると思います。

まだ報告数は限られていますし、小腸における細菌増殖に対する治療がパーキンソン症

状に対してどの程度の有効性があって、どのような患者さんに有効で、あるのかなど、十

分に明らかになっているとは言えませんし、副作用を考えても一律に行うべき治療では
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ありませんが、単に抗ノミーキンソン病薬を増やす以外にも、薬剤の吸収に目を向けなけ

ればならない重要性を指摘している結果と言えます。

また、小腸における細菌の過剰増殖に伴って出現する便秘、体重減少、腹部膨満感など

は、 パーキンソン病に伴ってしばしば認める症状です このため 見過ごされがちとな

る可能性があり、併せて注意が必要かと思われます。

5. 小腸における細菌の過剰増殖に対する治療

抗生剤治療を行 うことで、数ヶ月に渡り改善し得るとされています。海外では体内に吸収

されず、腸管の細菌のみをターゲットとするリファキシミンを使われることが多いよう

ですが、残念ながら日本ではこの抗生剤は肝性脳症用のオーファンドラッグとなってお

り、 一般的に使用する薬剤の位置づけではありません。

それ以外にも、ビブラマイシン、オーグメンチン、シプロキサン、バクシダールなど、

一般的に良く使われる抗生剤の有用性が報告されています。ただ、 9ヶ月で 44%の再発

率がありますし、むやみに抗生剤を内服することは腸内細菌における無用な菌交代を引

き起こしますし、さらには偽膜性腸炎などの原因となるため厳に慎まないといけません。

抗生剤以外では、腸管嬬動促進薬投与、基礎疾患治療と栄養改善、細菌の栄養になりや

すい単糖類やラクトースは少なくし、その分を脂肪や中鎖脂肪酸トリグリセリドで補う

と言った治療もあります プロトンポンプ阻害剤や H2阻害剤は避けることが望ましい

とされています。

6. まとめ
今回は、小腸における細菌の過剰増殖がパーキンソン病の症状に与える影響について触

れました。まだ研究途上の話題ですし、その治療効果も十分検討されていないことは再

度強調しておきますが、このような視点からも治療方法を考慮すべきという点では大変

重要なテーマと感じています。次号は、いわゆる腸内フローラにも触れてみたいと思い

ます。
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第44回パーキンソン病と腸内細菌叢（2): 

腸内フローラ

1 .はじめに
季節外れの台風が過ぎた後、ここ数日、とても名古屋とは思えない湿度の低い晴天が続

いておりました。この原稿も含めて様々な締め切り書類やスライドがある中、気候の良

さと新緑の美しさに誘われて、先週末はついつい20kmほど走ってしまい、まだ筋肉痛と

日焼けによる皮膚の痛みに悩まされておりますが、気持ちが軽くなり、身体の新陳代謝

が良くなったかなと感じております。

今回の原稿は、新潟で開催される第56回日本神経学会学術大会へ移動中の新幹線の中で

記載しています。学会では病態抑止治療は出来るのかというテーマで、服部信孝先生、

戸田達史先生、金子鋭先生、高橋牧郎先生、波田野琢先生とディベートする役割を頂戴

しています。また有用な情報がありましたら、こちらでも御紹介したいと思っておりま

す。

本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

おり、ここしばらくは、最近のトピックスや良く患者さんやご家族からいただく質問の

内容をテーマに取り上げてきました。

今回は、次号に引き続き、 パーキンソン病と腸内細菌に関するここ数年の話題として腸

内フローラについて述べてみたいと思います。

2.腸内フローラとは
ヒトの腸内にはとても沢山の細菌が生息しています。その種類は 1000種類以上、数に

して数十兆個以上、重さにして 2kgになるとされています。では腸内のどこに生息して

いるのでしょうか？前回、小腸、特に空腸には細菌の数は少ないと記載しましたが、小

腸の中でも空腸に比べて回腸では細菌を多く認めます。また、大腸には、それこそ多種

多様な細菌がその種類ごとにまとまって腸内の壁面に数多く存在しています。

では腸内フローラとは何を意味するのでしょうか？フローラは辞書を引くと、 「特定の

地域と年代における植物の総体を表す言葉」との定義があります。公園に行けば、それ

ぞれの植物が、その種類毎に集団を作って色とりどりの花畑を作っていますが、先に述

べた主に大腸において種類毎にまとまって生息している細菌の状態を植物（花）にたと

え、その様相を表す言葉として「腸内フローラ」という用語が出てきました。腸内フロ

ーラは、腸内細菌叢と同じ意味を持っと考えて頂いて結構です。

腸内フローラを構成する細菌としては、どの人種で、あっても共通して多く認める種類と

してバクテロイデス属、フレボテラ属、ルミノコッカス属と呼ばれる細菌があります。

しかし、公園によって花の構成に違い、特徴があるように、人種によっても花の構成比

率に特徴のあることが知られています。
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この花の構成比率には食生活が大きな影響を及ぼすと考えられています。例えば、パク

テロイデス属は肉食中心の人々により多く現れ、プレボテラ属は菜食中心の人々に多く

現れることが報告されています。一方で＼これらの細菌のバランスは、 10日間程度の食

事制限には影響されないことも合わせて指摘されており、長期間の食生活、食習慣によ

って構成比率は形成されるのだろうと考えられています。

尚、細菌は、腸の中だけに住み着いているわけではなく、身体の至る所に生息していま

す。興味深いことに、同じ公園の中で、あっても場所によって花畑を構成する花の種類が

違うように、それぞれの部位に応じて生息している細菌の種類は異なることが最近の研

究により分かつてきました。実際、指先と腕、足先と膝で、あっても種類が異なります。

さらに、ヒトによって姿や形が違うように、同じ場所で、あっても、細菌の構成は個々人

によって異なることが知られており、およそ、 3分の lは共通していますが、 3分の 2

は異なると言われています。さらに、生活習慣、年齢、ストレス、食習慣などによって

も細菌の種類の比率は変化することが分かつてきました。

このように、場所によって、ヒトによって細菌フローラが異なることをしめすことは簡

単ではなく、遺伝子解析システムを使って 1000種類以上の細菌を同定するという作業

が必要であり どこでも出来る訳ではありません。近年の技術の大幅な進歩があって初

めて可能となりました。

3.腸内フローラの役割と病気
では、腸内フローラを調べることは何故大切なのでしょうか？細菌と聞かれると肺炎や

尿路感染をはじめとした病気を引き起こす原因と考えられる方々も少なくないと思いま

す。しかし、腸内細菌は、ヒトが処理出来ない物質を分解し、ヒトが作り出すことが出

来ないビタミンを合成し、エネルギーを供給します。さらには、腸内細菌が存在するこ

とで、腸管における免疫が発達し、外部からの細菌の侵入を防いでくれています。クマ

ノミとイソギンチャクではないですが、腸内フローラは、ヒトが生きていく上でとても

大切な役割を果たしてくれています。まさにヒトと共生していると言えます。

一方、細菌は、ヒトにとって好ましくない物質も作りだします。さらに、サイトカイン

と呼ばれる、ヒトの身体の中で、色々な細胞と細胞の情報を伝える微量な生理活性タン

パク質のレベルを変える役割も有しています。サイトカインには、免疫系の調節に大切

な役割を果たすインターロイキン、白血球の遊走を導くケモカイン、ウイルスの増殖阻

止や細胞増殖を抑制するインターフエロンをはじめ、大切な役割を果たすものが沢山あ

ります。また、細菌はコルチゾールをはじめとする内分泌ホルモンのレベルにも影響を

与えます。

こうした腸内フローラの産生する様々な物質の量、質、バランスの変化は、多彩な病気

の発症や進行に関連することが指摘されています。では脳やこころの疾患についてはど

うでしょうか？腸と脳と言うと、とても遠そうなイメージですが、ここ数年、腸と脳を

つなぐという意味で gut-brainaxis （腸一脳相関）という用語が注目されています。

腸ー脳相関とは 腸における変化が脳にも変化をおよぼす意味と理解して頂ければ結構

です。実際、内分泌ホルモンであるコルチゾールや、免疫を調整する血液中サイトカイ

ンのレベルが変更されれば、間接的または直接的に気分や感情をはじめとする様々な脳
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機能に影響を及ぼす可能性は十分にあります。この腸と脳をつなぐ経路には、内分泌的

経路、免疫的経路、神経経路の 3種類があると考えられています。

内分泌経路や免疫経路は、今までの話で、細菌フローラが、消化管レベルで、内分泌系や

免疫系の変化を引き起こし、それが脳に影響を及ぼすという理解でよろしし、かと思いま

す。では、神経経路という視点ではどうでしょうか？

私達の腸管は、迷走神経と呼ばれる神経で脳とつながっています。迷走神経は、腸管を

動かすとても大切な働きをしていますが、この神経を介して、腸内の様々な内分泌的、

免疫的な変化が脳内に伝わる可能性が指摘されています。また、とても重要なこととし

て脳幹にある迷走神経背側核は、パーキンソン病において最も早く病変の出現する場所

の1っとしても知られています。

ノミーキンソン病の方で便秘の多いことは有名ですし、振戦、無動、固縮が見られる前に

便秘を認めることも知られていますが、パーキンソン病の発症機序として、脳で病変が

起こる前に腸の中でα－シヌクレイン蛋白の異常が何らかの原因によって生じ、この異

常が迷走神経を介して脳内に病変が進展していくとしづ仮説も提唱されており、早期診

断と早期治療法開発という視点からも大変重要な考え方となっています。

4.パーキンソン病と腸内フローラ
では、パーキンソン病と腸内フローラとの関係はどうでしょ うか？直接的な関係を調べ

た報告は私の知る限りは 1つのみです。この報告では腸内細菌の中でもプレボテラ属の

割合がパーキンソン病の方々では減少していることが指摘されています。さらにエンテ

ロバクター科の量が重症度、姿勢反射障害、歩行異常などと関連する可能性も示されて

います。

ただ、こうした細菌の違いは、原因であるのか結果であるのかの解釈に難しい点が問題

です。例えば、プレボテラは便秘のヒトでは減少することが分かつておりますので、パ

ーキンソン病で認める便秘の影響を反映しているに過ぎないのかもしれません。

5. まとめ
今回は、腸内フローラついて触れました。私はこの分野の専門ではありませんので、詳

しい解説が出来ない点は、どうかご容赦下さい。また、本領域、特にパーキンソン病と

の関連は、まだ研究成果が十分に出ていませんので、何が本当であるのかも良く分かつ

ていないことも強調しておきたいと思います。ただ、一見無関係のように思える腸の環

境が脳にも影響を及ぼす可能性があり、良い食習慣、食生活を保つことは大切のようで

す。
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第45回パーキンソン病と概日リズム（ 1 ) 

1 .はじめに
昨日は山梨で講演し、今朝起きたら電車が台風のために動いておらず大変な目にあいま

した。台風は今晩、四国付近に上陸の可能性と確認していたので移動には問題無いと思

い込んでいたのが敗因です。たまたま午前中に大切な仕事が無かったので、良かったもの

の、何が起こるか分からないなぁと思いました。

ということで今回の原稿は、移動時間を使って記載していました。新幹線N700で移動す

る時は座席にコンセントがあって電源確保が出来るのですが、それ以外の時にはパソコ

ンの電源確保が出来ないことも多いので、 2台のパソコンを持ち歩いております。今回

はそのお陰で、支障なく仕事をこなすことが可能でした。いつも、そんな重い荷物を持

ってどうするのと言われますが、こちらは備えあれば憂いなしで、あったかと思います

（苦笑）。

本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

おり、ここしばらくは、最近のトピックスや良く患者さんやご家族からいただく質問の

内容をテーマに取り上げてきました。

今回は、あまり聞き慣れない言葉と思いますが、パーキンソン病と概日リズムに関する

ここ数年の話題について触れてみたいと思います。

2.概日リズムとは
我々人聞を含めて地球上の生物の多くは、約 24時間で繰り返される生理学的、行動学

的なリズムを持っています。このリズムのことを概日リズム（サーカディアンリズム）

と言います。実際には、このリズムは 24時間では無く、 25時間程度であるため、”概”

日リズムと呼ばれています。

ヒトにおいてこのリズムを作り出す時計の中核的な役割は、左右の視神経が交差してい

る場所にある視交叉上核としづ構造物が担っています。視交叉上核はそれ自身がベース

メーカーとして働いているのですが、先に述べたように正確に 24時間周期では無いた

め、時間を毎日調節する仕組みが必要になります。

その調節する仕組みが、光、身体活動、食事などです。視交叉上核は外界からの光の情

報を網膜にある細胞などを介して受け取っており、特にメラノプシンを発現する細胞は、

外の光に反応して、 “日中である”ことを視交叉上核に伝えています。この光の情報が

視交叉上核に伝達されると細胞のリズムが同期・増幅され、身体の各部位にその情報が

伝達され、概日リズムを生み出しますし、睡眠と覚醒に深く関わるメラトニンの合成や

副腎皮質ホルモンの分泌もなされます。

その他にも、時計遺伝子と呼ばれる遺伝子群が概日リズム形成に重要な役割を果たして

います。また、視交叉上核は、網膜以外にも、パーキンソン病で障害を受けやすい部位

（縫線核、前脳基底核、橋、延髄、後部視床下部なめからも入力を受けています。さ
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らに、ほぼすべての器官や組織には末梢時計が存在し、視交叉上核からの指示を受けた
り、末梢の情報を視交叉上核に伝えたりしています。

3.パーキンソン病と概日リズム
ドパミンは、概日リズムの形成において重要な役割を果たしています。またドパミンの
代謝と活動は概日リズムに強く影響を受けています。線条体におけるドパミン代謝や、
腹側被蓋野と呼ばれる場所のドパミン活動は時計遺伝子によって調整されています。こ
のため、 ドパミンの欠乏する状態では潜在的に概日リズムが乱れやすいことが推察され
ます。

実際、先に触れたメラトニン、この物質は、視交叉上核により調整され、松果体から分
泌されるのですが、その開始は、自然睡眠の 2時間前に始まり、深夜に最高となります。
このメラトニンの分泌開始時刻や、分泌量のピークは、概日リズムが保たれているか、

それとも障害されているかを評価する上で重要な指標なのですが、最近の研究によりパ
ーキンソン病では早期から大きく乱れている可能性が示されました。

では概日リズムが乱れるとどうなるのでしょうか？その破綻は、睡眠の質、覚醒、認知
機能、血圧や体温調節などの自律神経、運動、精神状態、代謝などに様々な影響を与え

ることが知られています。パーキンソン病の患者さんでは運動面や気持ち、さらには自
律神経において症状の日内変動を認めることはよくご存知かと思いますが、一般にはウ
ェアリングオフをはじめとする治療との関連と考えられているこれらの症状の一部は概

日リズムの乱れが原因となっている可能性があるのです。

実際、パーキンソン病の患者さんでは、ウェアリングオフ現象やオンオフ現象を認めな
い時期から、午後から夕方にかけて症状の増悪を認めることが知られています。この増
悪はレボドパ内服のタイミングや血紫中濃度、レボドパの薬物動態とは無関係で、あり、

薬剤による影響とは考えづらく、内因性ドパミンの日内変動の影響が考えられています。
また、夜間の身体活動はむしろ上がり、全体に身体を休めている期聞が短縮することに
より、健常の方々に比べて身体活動の日内変動（メリハリ）が平坦化することも知られ

ています。

自律神経に目を向けますと、パーキンソン病では夜間に血圧が下がらず、むしろ夜間の
血圧が高い方もしばしばありますし、心拍の変動パターンに異常を認める場合もありま
す（不整脈ではありません） 。こうした運動機能や自律神経の変動には、概日リズムの
乱れが影響している可能性があります。

4.概日リズム障害への対策
まず、概日リズムを作り出すために規則正しい生活をしましょう。外出することで日光
に当たり、運動を行い、適切な食生活を送るようにすることで、特に朝、しっかり起き
て太陽の日を浴びることで、概日リズムの改善が期待出来ます。

明るい光をしっかり浴びることが必要ですので、加齢に伴う瞳孔の径の短縮、水晶体の
黄色化などは、視交叉上核への光の入力を阻害する可能性があるので、何となく見づら
いなと思ったら、眼科で診察を受けることも考えて下さい。

円。

次に、概日リズム障害を助長するような、睡眠障害、うつ、起立性低血圧や食事性低血
圧、さらには臥位高血圧をはじめとする自律神経障害への適切な対応が必要となる場合
もあります。パーキンソン病では睡眠時の様々な異常を認め、これらが睡眠の質を落と
し、概日リズムの乱れの原因となっている可能性があります。

例えば、 REM睡眠行動異常症、頻尿などによる睡眠の断片化／不眠、日中の過度の眠気、
むずむず脚症候群、閉塞性無呼吸などがあります。REM睡眠行動異常症ではクロナゼパ
ムやメラトニンが有効です。メラトニンは、睡眠の質を向上させる可能性もありますが、
夜間のオフ症状が強くならないか、注意する必要もあります。

睡眠の断片化には、夜間のコントロール不良なパーキンソニズムがある場合には持続性
のドパミンアゴニストの使用、夜間頻尿がある場合には頻尿対策、うつ病が原因となっ
ている場合にはうつに対する適切な治療が適宜望まれます。睡眠薬の投与は、日中の眠

気や転倒を助長する可能性があるため注意が必要です。

起立性低血圧では、水分を多く摂取するように試みるとともに、急、に立ち上がる動作を
避けるようにすること、食事性低血圧では食事の前にコーヒーを飲むこと、臥位高血圧

では、夜間に少し頭を挙げて寝るようにすることなどの工夫で改善が見られる場合があ

ります。

5. まとめ

今回は、概日リズムについて御紹介しました。あまり聞き慣れない言葉かと思いますし、
お読み頂いても分かりづらい所も少なくなかったかと心配します。ヒトは、海外旅行に
行くと時差ボケが出ますが、まさにこの時差ボケが概日リズムの乱れの結果です。

パーキンソン病ではドパミンの不足や概日リズムを作り出す部位における病変の出現な
どが原因となって、概日リズムが乱れ、様々な症状が出る可能性があります。一方で、、
ノミーキンソン病に伴う症状で概日リズムが乱れることがあり、鶏と卵の関係ですが、ど
ちらが原因で症状が出ているとは簡単には言い切れません。

いずれにしても、早寝早起きで、適切に身体を動かして、太陽の光を浴び、規則正しい
食事をしてと、良い生活リズムを作る事を心がけることで、余分な薬を増やすこと無く、
症状の改善が得られる可能性があるということかと思います。

円
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第46回パーキンソン病と概日リズム（2)

1 .はじめに
本日はAsianSociety Against Dementia (ASAD）という国際学会で熊本に来ておりま

す。皆様はもちろん、本町クリニックの服部先生にもご協力を頂いているパーキンソン

病に関する画像研究で、ベスト口演賞を頂戴することが出来ました。これも患者さんの

力添えのお陰ですし、何とかこうした成果が良い診断、良い治療に繋がっていくことが

出来ればと思っております。

今回の原稿は、そのASADの会場において、知り合いの海外の先生から、何の論文を書い

ているのかと聞かれながら記載しています。会場のKKR熊本は、窓から見える熊本城が

美しく、緑も映えて書類作成には良い環境かなと思っております。

さて、本連載は根拠に基づいた医療” EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人

に合わせたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹

介しております。

今回は、私の患者さんの数人から希望がありましたので 先日 名古屋で行いました講

演会の内容（パーキンソン病の治療～外科治療と iPSなど、今後の展望について～）を

再度、数回に分けて触れてみたいと思います。

2.対症療法、病態抑止療法、治癒・予防という用語について
まず、治療に関係する用語について説明をさせて頂きます。まず、私達は、基本的に対

症療法しか現時点では持ち合わせていません。対症療法というと熱が出たから解熱剤を

飲むとか、痛いので痛み止めを飲むとか、あまり効果が無いような気がするかもしれま

せん。

しかし、パーキンソン病における対症療法は大きく違います。例えば、

1 ）黒質の神経細胞減少→動作がゆっくり→Lードパ補充→症状改善

2）神経団路のバランス不良→運動合併症→脳深部刺激療法→症状改善

3）筋力低下→歩行障害→筋力強化→歩行改善

4）黒質の神経細胞減少→動作がゆっくり→細胞移植→症状改善

ここに挙げた、 Lードパ補充、脳深部刺激療法、筋力強化リハビリテーション、細胞移植

などは、全て補充療法になります。こうした補充療法が劇的な予後や生活レベルの改善

に寄与していることは皆様のご存知の通りです。

では病態抑止療法とは何でしょうか？前述のように対症療法でも効果はあるのですが、

残念ながら病変の進行を緩やかにすることは出来ません。これは、対症療法は基本的に

補充療法であって病気の原因を改善しているためではないことが原因です。

近年、家族性パーキンソン病の研究を中心として、パーキンソン病の発症や進行に関係

する病態が次第に明らかになってきました。この病態にかかわる分子メカニズムに働く

薬剤が病態抑止治療で、様々な治験が行われており、まだ病気の進行の抑制を証明出来

た治療法は存在しませんが、今後の研究の進捗に期待していてください。

。。

最後に治癒や予防ですが、これが最も難しい点になります。まず予防をするためには、

何が病気を引き起こしているかを解明することが大切となります。また何が病気を予防

しているかも重要な情報です。一般にこの“何”は、様々な環境要因と遺伝要因になり

ます。これらのデータも、最近の研究で色々蓄積されており、次号にでも御紹介したい

と思っています。

治癒については、病態の元を絶つことが必要になります。個人的には予防以上に治癒は

難しいと思っているのですが、今年になって、少し興味深い知見も出てきています。こ

の話題は、当日時間の都合で、御紹介出来なかったのですが、代わって、本会報で少し記

載出来ればと思っています。

良く患者さんやご家族から「治りますか？ Jとお尋ね頂きますが、残念ながら根治療法

（治癒）は無いのですが、症状を良くする治療は数多くありますとお答えする背景がこ

れらになります。対症療法も有益かっ重要な治療法、病態抑止療法は開発中、治癒や予

防は難しいものの、少し手が届きかけているかもしれないというのが現状かと思います。

3.脳深部刺激療法
パーキンソン病では黒質の神経細胞が減少し、その神経細胞が投射している被殻などに

おいてドパミン量が減少します。結果として、被殻、淡蒼球外節、淡蒼球内節、視床下

核、視床、大脳皮質などから構成されるネットワークに障害が出てきます。

このネットワークが上手く回らなくなることが、固縮や無動の原因と考えられています。

Lードパやドパミンアゴ、ニストなどは、不足したドパミンを補充することでこのネットワ

ークを回るようにして症状を改善いたします。しかし、特に L－ドパは血中から薬剤が消

失する時聞が短く、生理的にドパミンを補充した状態とは異なり、ネットワークがパノレ

ス状に刺激を受けます。このため、疾患の進行も相まって、ネットワークのバランスが

破綻して、ウェアリングオフ現象やジスキネジアが出現すると考えられております。

このネットワークのバランスを改善することを目的として、淡蒼球内節や視床下核をタ

ーゲットとして脳深部刺激療法が行われています。従来、視床下核の刺激療法の方が治

療効果は高いとされていましたが、ここ数年、淡蒼球の刺激療法と運動のレベルや運動

合併症の改善については、視床下核がやや優れているものの、いずれの部位でも大きな

違いはないことが複数の研究で示されています。一方、薬剤の減量効果は明らかに視床

下核で優れており、ジスキネジアの直接的な改善効果は淡蒼球で認められ、視床下核で

は薬剤を減量することでジスキネジアの改善が得られることが示されています。

刺激術後に注意が必要な発声・発話の問題としては、手術により良くなる方々がし＼らっ

しゃる一方で＼息漏れ声、吃音、鼻声、喉詰め声などの出現することが我々の研究で明

らかになってきました またその原因として鼻声や喉詰め声は、電気刺激が錐体路と呼

ばれる身体を動かすための脳と脊髄とをつなぐ線維に及ぶことが原因の 1っとして浮か

び上がってきました。

現時点では、必要以上に刺激強度を上げすぎないことが大切となりますが、ここ数年で

海外においては、刺激の範囲を調整して、従来よりも目的とする場所以外に刺激の影響

を及ぼさないように工夫された装置も開発されてきました。また、胸に入れるバッテリ
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ーも長期間交換しなくても良い製品、さらにバッテリーと刺激電極をつなぐために首な

どの皮膚の下を通すコードも柔らかいものが開発されています。従来よりもさらに使い
やすくなっていくことが期待出来るかと思います。

4. リハビリテーション
次にリハビリテーションについて触れます。良く、どの程度、どれぐらいの時間リハビ

リをすれば良いのかという質問をいただきます。

最近、① 1週間全く運動しない、② 1週間で 1分～150分運動する、③151分以上運動

する、の 3つのグループ。のパーキンソン病の方々を 1年間前方向的に観察した所、③の

グループに属する方々は、そうでない方々に比べて、生活の質、運動機能、身体機能が

いずれも良く、進行速度が遅く、介護者負担も少なく、認知機能も良く保たれていたと

いう結果が出ていました。この研究では、リハビリの具体的な内容は問題にしていませ

んので、とにかく、毎日コツコツ 25分程度で良いので運動するだけでも随分違うとい
うことかと思います。

次にリハビリテーションの内容ですが、これは有酸素運動、 トレッドミル、太極拳、水

中リハビリ、 LSVT-BIG、ダンス（タンゴ、テレビを見ながら仮想現実空間でのダンスな

ど）の有用性が報告されています。ただ、いずれも週に数日、多いと週に 5日、 l回あ

たり 1時間程度かけて行っている内容が多く、ただやれば良いというだけではないとい
う所が大切な点かと思います。

5. まとめ

今回は、講演のお話内容の 5分の 1も出来ないまま、紙面が尽きてしまいました。申し

訳ありません。次号以降も、少しずつになってしまうかもしれませんが、御紹介出来れ
ばと思っています。

秋到来で、運動をしやすい季節になりました。皆様、どうぞ積極的に身体を動かしてく

ださい。ただ、くれぐれも転倒には気をつけていただけたらと思います。
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第47回パーキンソン病の治療～外科治療と

iPSなど、今後の展望について（2）～

1 .はじめに
すっかり秋も深まってきました。朝、家を出る時も真っ暗で、大学に着く頃、少

し空が明るくなってくるという毎日が過ぎています。寒さはむしろ10月下旬から

11月上旬が厳しかった印象で、むしろ11月中旬は比較的温かい日が続いていると

感じています。昨日は季節外れの大雨が降った地域もあったとのニュースもあり

ましたが、太陽の周期は規則正しくとも、地球の季節の周期は何かおかしくなっ

ているようです。

秋は、学会、講演会などが重なってしまう季節で、自分の生活のリズムもどうし

ても狂いがちです。今年は例年よりも仕事が重なった結果、睡眠もまともに取れ

ない時期が続き、色々な方々から顔色が悪いと言われました。体調管理、生活の

リズムの維持は、あらためて大切と思った次第です。皆様もどうぞご留意下さ

そのような状態なので、本号も遅れて投稿しています（すみません）が、本連載

は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹

介しております。

今回は、先号に続いて9月に、名古屋で行いました講演会の内容（パーキンソン

病の治療～外科治療と iPSなど、今後の展望について～）を御紹介します。いず

れもまだ、きちんと証明されていない、日本では使うことが出来ない結果です

が、新しい情報の提供が少しでも皆様の期待と病気の理解に繋がれば幸いです。

2.パーキンソン病の病態に基づいた治療法の開発について

前号で、御説明したように、パーキンソン病の発症や進行に関係する病態にかかわ

る分子メカニズムに働く薬剤が病態抑止治療を言います。まだ病気の進行の抑制

を証明出来た治療法は存在しませんが、様々な治験が行われており、今後の研究

の進捗に大変期待が持たれています。以下、最新の病態の考え方について説明い

たします。出来る限り噛み砕いて記載しますが、どうしても小難しい話になるこ

とをご容赦下さい。

3.α シヌクレインに対する抗体（ワクチン）療法
パーキンソン病で、は黒質の神経細胞が減ってしまう結果、黒質神経細胞の連絡先

である基底核におけるドパミンが減少してしまい、動作がゆっくり、身体が硬い、

震えといった症状が出てきます。この辺りは、多くの方がご存知であると思いま

す。その際、レビー小体と呼ばれる変性したタンパク質の塊が脳の中に蓄積しま

す。
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レビー小体を構成するタンパク質の主要成分は、 αシヌクレインと呼ばれます。

αシヌクレインの脳の中における役割は十分に分かつておりませんが、ノト胞と呼

ばれる膜に包まれた袋状の構造物を介して、タンパク質や脂質などを運んだり、

細胞の外へ物質（分泌性因子）の放出を行うなどの機能を持っているのではない

かと言われています。

ノミーキンソン病の患者さんでは、この αシヌクレインタンパク質が庁リン酸化”

と呼ばれる変化を受け、通常とは異なる折りたたみ構造（ミスフォールディング）

を来して蓄積しています。タンパク質を折り紙に例えれば、相手に千羽鶴を送る

には、きちんと折りたたんで鶴にする必要がありますが、クチャクチャに折りた

たんでしまえば、それはゴミで 何の役にも立ちません。しかも、それを掃除出

来なければ、ゴミだらけになってしまいます。

しかも、このクチャクチャに折りたたまれたタンパク質には、腐ったミカンのよ

うな性質も出てきます。ご存知のように、腐ったミカンが一つあると、その周り

のミカンも腐ってきてしまいますが、ミスフォールディングした αシヌクレイン

タンパク質も、 ドンドン周囲に広がっていく性質を持っています。

このように病気になる前から我々の身体に存在し、何らかの役割を果たしていた

タンパク質が、その形態を変え、脳の中で溜まってしまったり、広がりやすくな

ったりと言った性質を持つ結果として、病気が発症し、進展するとしづ現象が、

ノミーキンソン病のみならず、アルツハイマー病や筋萎縮性側索硬化症をはじめと

するいわゆる神経難病に共通して重要であるということが近年の研究で、分かつて

きました。

アルツハイマー病で、は、。ァミロイドタンパク質やタウタンパク質、筋萎縮性側

索硬化症では TDP-43タンパク質が、それぞれパーキンソン病の αシヌクレイン

に該当します。現在、アルツハイマー病では異常な構造の0アミロイドに対する

抗体療法が開発されていますが、近年パーキンソン病においてもこの異常な αシ

ヌクレインに対する抗体療法の開発が進んで、います。ワクチン療法と言った方が

良いでしょうか？

現在、 ドイツやオーストリアなどで治験が進んで、いて、特に目立った副作用は無

く、血液や髄液において、その効果を確認しつつある段階になってきています。

まだ、この抗体（ワクチン）療法が有用かどうかは今後の検討を待たないといけ

ませんが、病気の進行を食い止める可能性がある治療法の開発が進んでいること

は確かです。

4. その他の病態抑止治療について

パーキンソン病では、ミトコンドリアの機能異常が発症や進行に関与しているデ

ータがこれまでいくつも示されています。ミトコンドリアは、細胞のさまざまな

活動に必要なエネルギーを、直接、あるいは間接的に ATPと呼ばれる形で供給し

っ“
に
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ます。このため、ミトコンドリアの機能低下によって細胞の機能に様々な影響が

及ぶと考えられます。

一方で、ミトコンドリアは火力発電所のようなもので、火力発電所がエネルギーを

産生する半面で煙を出すように、細胞傷害性のある活性酸素も作り出します。火

力発電所でも煙の有害性を減らすシステムがあれば問題無いように、体内にも活

性酸素を処理するシステムがきちんと働いていれば問題ありませんが、その処理

の低下や過剰な活性酸素が生ずるなどで細胞障害が起こることが想定されます。

また、ミトコンドリアの調子が悪いと、多くの活性酸素が出ることが知られてお

り、調子の悪くなったミトコンドリアは、マイトファジーと呼ばれるシステムで

処理されます。しかし、この余剰に存在したり、調子の悪くなったりしたミトコ

ンドリアを分解するシステムが悪くなっても細胞の機能異常が生じます。

ノミーキンソン病では、これまで述べた、ミトコンドリアの機能低下、活性酸素の

産出、マイトファジーの障害が報告されています。このため ミトコンドリアに

おいて ATPを産生するために重要な物質であるコエンザイム QlOの大量投与の試

験が行われました。その治療効果については、あったとする報告と無かったとす

る報告があります。コエンザイム QlOには、酸化型と還元型があり、体内に吸収

されると、ほとんどは還元型 CoQlOに変換され、還元型は抗酸化作用を有し、抗

酸化物質として作用するとされていますので、還元型を大量投与することが効果

を発揮するのではとの意見もありますが、まだ結論は出ていません。

活性酸素を減らすことが期待出来る治療として、水素水の治験も現在行われてい

ます。平山正昭先生方が先駆的な動物実験研究をされていますが、臨床的には順

天堂大学が予備的な研究によって効果が期待出来る結果を示しています。現在、

多施設共同研究中であり、今後の結果が待たれます。

現在、内服している薬剤の中で、 トレリーフは、動物実験や細胞実験レベルで、

ヒトにおいて証明はされていないのですが、抗酸化作用を示す結果が出ています。

また尿酸には抗酸化作用のあることが知られています。一般に尿酸が上がると痛

風が悪化する可能性があるため、悪玉に取られがちですが、尿酸が高いとパーキ

ンソン病の発症率が低かったり、ウェアリングオフ現象の現象との関連が指摘さ

れていたりと、むしろ良い方向性に働く可能性が報告されています。煮干し、鰹

節、鯖、鯛、豚肉などに多く含まれているイノシンと呼ばれる物質が尿酸を上げ

る作用があるため、現在海外ではイノシンの治療効果を確かめる臨床研究が行わ

れています。



5. まとめ
今回は、講演の内容の続きを記載いたしました。実際の講演では時間の関係で御

説明出来なかった αシヌクレインやミトコンドリアとパーキンソン病との関連

についても簡単ではありますが説明を加えました。繰り返しになりますが、お示

しした内容は いずれもヒトのパーキンソン病において治療効果が確認されてい

るものではありません。この点については十二分に御理解を下さい。ただ、現状

に甘んじること無く より良い治療方法の開発へ向けて、日本も世界も動いてい

ることをお伝えし、将来に向けて少しでも希望を持って、毎日の生活を頑張って

頂くことに繋がればと思い御紹介しました。この冊子が出る頃は寒さも厳しいと

思います。お身体をご自愛下さい。
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第48回生活の工夫で良くなるパーキンソン病の

あんな症状、こんな症状

1 .はじめに
新年を迎えましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？今回の年末年始は、例年よりも

短かったですし、仕事が溜まりに溜まっていて、結局毎日職場へ行っていたので、特に

正月の3日間は、普通の金、土、日という感じで過ごしました。

もっとも、最近は毎年恒例で12月30日に30kmのジョギングをして一年を終えるのです

が、今年は走っている聞に低体温症になってしまい、その後遺症で何となく調子のおか

しな正月の3日間ではありました。まさに医者の不養生で反省しております。

それでも、仕事は沢山残っていて、今週は4本の原稿締め切りがあるにもかかわらず（2

本は既に通常の締め切りは過ぎていて、最後通告です）、まだ手っかずで、非常に焦っ

ている次第です。そのような中で、この原稿は高松から名古屋へ移動する新幹線の車内

で記載しています。推蔽が出来ておりませんが、どうぞご容赦下さい。

今回は、丁度本日、講演でお話をした生活の工夫で良くなるパーキンソン病のあんな症

状、こんな症状について記載してみます。これまで、この連載を読んで、いらっしゃった

方なら、 2度目、 3度目のこともあるかもしれませんが、最近読み始めた方もみえると思

いますし、忘れていることもあると思うので、特に、日中の眠気、睡眠の問題、自律神

経の問題について触れてみたいと思います。

2.生活の工夫で良くなる眠気、睡眠
パーキンソン病の患者さんは、日中は眠い、夜は眠れないという相反する問題に悩んで

いる方が少なくありません。また、夜中に夢の内容を同じ動きをしてしまい、ベッドパ

ートナーに怪我をさせる、大声を出して驚かれるなどの問題が出る場合もあります。

まず、日中はどうして眠いのでしょうか？パーキンソン病でドパミンが減っていること

は良くご存知かと思いますが、実は、目を覚ました状態、を維持しておくために重要なセ

ロトニン、ノルアドレナリン、アセチルコリン、オレキシンといった神経伝達物質も加

齢も相まって低下してしまうことが知られています。即ち、パーキンソン病の方は概し

て眠気が出やすいと言っても良し、かもしれません。

それ以外に、日中の眠気が増悪しやすい危険因子としては、高齢、男性、夜間の睡眠障

害（良眠出来ない）、夜間頻尿、幻覚、重症例、長期例、進行速度が速い例、加療のド

パミンアゴ、ニスト、腎機能低下などが知られています。

日中の過度の眠気に対して、患者さんやご家族が出来ることとして、 15分×2回程度の

昼寝、朝起きたら太陽にあたる（日中に太陽にあたる時間を増やす）、早寝早起き、朝

と昼にコーヒーもしくは緑茶などカフェインの入った飲み物を飲むなどが挙げられます。

15分×2回程度の昼寝であれば、一般に夜間の睡眠に悪影響を及ぼす可能性は高くあり

ません。この場合、注意が必要なのは、誰かに起こしてもらうようにお願いしておくこ
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とです。目覚ましに気づかずに 2時間寝てしまったというお話も良く伺います。また布

団とベッドで寝てしまうとグッスリ眠ってしまう可能性があります。風邪をひかないよ

うに室温や環境に留意してウトウトするだけでも十分スッキリする場合もあります。

朝起きたら太陽に当たることは、概日リズムを保つために大切です。概日リズムについ

ては、数号前に御説明をしました。ヒトは朝起きて、太陽などの光を浴びると、それが

きっかけになって、夜眠るときにメラトニンと呼ばれる物質が出て、寝る準備が整って

いると身体が認識し、自然な眠りへと導くとしづ流れがあります。

ノミーキンソン病の患者さんでは、メラトニンの分泌が少し減っているという報告があり、

生活のリズムが不規則になるとさらにメラトニンの分泌障害が顕在化する可能性もあり

ます。そうなると夜間の睡眠障害が出て、日中の眠気も増悪するという悪循環が出現し

えますので、早寝、早起き、朝起きたら太陽の光を浴びるという習慣を身に付けて頂く

事を推奨いたします。

カフェインについても、数号前に記載したと思うのですが、カフェインを 1日の量にし

て 300mg程度飲むと、日中の眠気が改善し、身体の動きも多少良くなる可能性が報告さ

れています。もっとも取り過ぎにはくれぐれも留意して下さい。また、夕方に摂取する

と、睡眠障害や夜間頻尿の原因にもなりますので併せて気をつけて下さい。

ノミーキンソン病患者さんの夜間の睡眠障害の原因は、大きく分けて 3つあります。 1つ

は、パーキンソン病に伴う運動症状のために眠れないというものです。具体的には動作

緩慢があり寝返りを打てない、明け方に足の指が反っくり返って痛みのために目が醒め

る（ジストニア）、ふるえて眠れないなどです。2つめは、パーキンソン病に伴う非運動

症状のため眠れないというものです。これには、幻覚、痛み、筋クランプ、睡眠時無呼

吸、夜間頻尿、などが挙げられます。 3つめは、睡眠特有の問題で眠れないというもの

です。睡眠の質の低下、睡眠の持続困難、起床時の眠気などが挙げられます。

一口に眠ることが出来ないと言っても、このように、その原因は多彩です。睡眠薬の投

与が適切な場合もありますが、夜間のパーキンソン病症状の改善、幻覚、痛み、睡眠時

無呼吸、夜間頻尿などは睡眠薬では良くなりません。睡眠薬を飲んでも効かないと、か

えって焦って眠れなくなってしまったり、中途半端に薬の効果が残って、眠れていない

のに、朝になっても眠いという状態になってしまうことも想定されます。良くご自身の

状況を主治医に説明して頂くと良し、かと思います。

その他、夜間の幻視のために眠れないということがあれば、幻視の出ている時には部屋

を明るくする、幻視をジッと見る、触ってみるなどの対応が良い場合があります。夜中

に夢の中味と同じような行動をしてしまう、大声を出してしまうといった症状のために

眠りの質が悪くなる場合には、レム睡眠行動障害の可能性がありますから、主治医と良

く相談して下さい。これは日常生活の工夫では改善しませんが、良い薬があります。

3.生活の工夫で良くなる自律神経不全
まず便秘への対応ですが、運動、リハビリテーションなどで身体を動かす、食物繊維を

摂る、水分を多く摂る、オリゴ、糖の入った食材（ゴボウ、タマネギ、きな粉など）を摂

ると良い場合があります。
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こうした工夫で良くならない場合には、薬を使うのですが、その場合にも自分の便が硬

いのかどうか、排便のしやすさはどうか、ウサギの糞のようにコロコロした性状になっ

ていなし、かを確認して主治医に相談してださい。

次に起立性低血圧がある場合には、まず脱水、発熱、降圧剤内服などが無し、かどうかを

確認して下さい。次に生活上の工夫として、急に立ち上がらない、高温の場所を避ける、

過量な炭水化物の摂取を控えるなどが挙げられます。

塩分を毎食0.5g-l. Ogほど摂取する、睡眠中に 10cmほど頭を挙上する、水分を 1日500-

1500mlを目処に余分に摂取する、座っている時に足を組む、スクワットをするなどが良

い場合もあります。

排尿障害については、パーキンソン病の場合には尿の回数が増えると言うことが特徴で

す。このため、夕食後には水分を控える、 トイレの回数を減らすように訓練してみる、

着脱が簡単な衣服を着るようにする、適宜リハビリパンツを用いる、寝室とトイレの距

離を工夫するなどが日中や夜間の頻尿対策として良い場合があります。

4. まとめ
今回は、香川県で、行った、市民公開講座の講演の内容の一部を記載いたしました。当日

は、他にも嚇下障害、流涯、発声発話障害、リハビリテーションなどについて話をいた

しましたが、紙面の都合上、ここまでとさせて頂きます。

友の会に入って、 ATMを実践していただ、いている皆様には不要なことかもしれませんが、

日常生活の工夫は、余分な薬剤を増やさなくても良いことにつながりますし、また薬の

効果を引き出すことにつながることも期待されます。ただ、日常生活の工夫を実際に行

うためにはやる気がとても大切になることは言うまでもありません。

今回御紹介した内容の中で、実践出来る部分は是非ご自宅で試して頂くと良し1かと思い

ます。まだまだ寒い日が続きますが、どうぞご自愛下さい。
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第49回ジスキネジアはどうして起きるのでしょうか？

1 .はじめに
この冊子が届く頃は、桜が咲いて、春；欄漫かと思います。皆様いかがお過ごしでしょう
か？この原稿は、 3月16日、名古屋から静岡へ移動中に作成しています（締め切りの15

日を守ることが出来ず申し訳ありません） 。

先週は、東京で講演した翌朝にアジア・オセアニア地区パーキンソン病・運動障害学会
参加のため気温33°Cのマニラに飛び、翌日気温10℃の名古屋に戻ったのですが、その際
の気温差は結構応えました。まだ何となくおかしな体調が続いています。

初めてのマニラでは、習慣の違いに最初は戸惑いましたし、ホテルと会場しかいなかっ
たにもかかわらず、色々な意味で新鮮な体験が出来ました。詳しい内容は、同じ会に参
加された平山先生が御紹介されるかなと思っています。また現地の先生から伺った

「7000の島々からなるフィリピンで、パーキンソン病医療をする難しさ」が大変印象に残

りました。

本連載は根拠に基づいた医療” EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して
きています。ここしばらく、ずっと運動症状以外の話が続いていました。今回と次回
は、運動症状の中でも最も問題となる症状の 1つで、あるジスキネジアについて説明いた
します。まずは、どうしてジスキネジアが起こるかについて、最近の知見を主体に御紹

介していきます。小難しい話と思いますが、出来る限り噛み砕いて説明していきますの
で、よろしければ最後までお付き合い下さい。

2. ジスキネジアとは
ジスキネジアは、ジス＝不自然な、キネジアニ運動という意味であり、元々は自分の意
思と異なる運動（不随意運動）全般を指す言葉です。一般には薬剤と関連すると考えら
れる不随意運動をジスキネジアと呼びます。パーキンソン病でレボドパに関連した不随

意運動はレボドパ誘発性ジスキネジアと呼ばれます。

レボドパ誘発性ジスキネジアは、その動きや薬剤の血中濃度どの関連から
1）レボドパの血中濃度が高い時（ピークの時）に出現する peakdoseジスキネジア

2）レボドパの血中濃度が上昇する時と下降する時に出現する diphasicジスキネジア
3) レボドパの血中濃度が治療レベルを下回った起床時に出現する earlymorning ジス
キネジア

の3種類に分類されます。

血中濃度が高い時に生ずるジスキネジアでは、身体をクネクネさせる（ひねり、ねじ
れ）、踊っているようにもみえる不随意運動が中心となります。症状が軽く、日常生活
に影響が無い、もしくは少ない場合には、無理に治療をせず、そのまま経過をみること
が多いのですが、食事や仕事をはじめとする日常生活に影響が大きい場合、ご本人が大
変気にされる場合には治療が必要となります。
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一方、血中濃度が上昇する時と下降する時に出現する場合や、早朝に出現する場合は、
下肢を中心としたジストニア（異常姿勢）を来し、痛みや不快感を伴うことも多いこと
が特徴で、治療にも難渋する場合がしばしばあります。特に早朝に起こる場合はジスト
ニアがほとんどであるため、 earlymorningジストニアと呼ばれます。

3. ジスキネジアの起こる原因：レボドパと関係する病態
次にジスキネジアが起こる原因について考えてみます。 ドパミンは、そのままの形で体
内に投与されても、血液から脳の中へと移行しません。このため、レボドパという形で
投与されます。レボドパは、脳へと移行し、 ドパミン神経に取り込まれ、 AADCと呼ばれ
る酵素によってドパミンへと代謝され、 ドパミン神経終末から放出され、運動が円滑に
行われるようになります。

では、 ドパミン神経がとても少なくなってしまった時にはレボドパはどうやってドパミ
ンへと代謝されているのでしょうか？その時に重要な役割を果たすのがセロトニン神経
です。セロトニン神経は読んで字のごとく、セロトニンと呼ばれる神経伝達物質を放出

しているのですが、セロトニン神経も先ほど出てきてた AADCを持っています。このた
め、 ドパミン神経が減ってしまった後、レボドパはセロトニン神経に取り込まれ、そこ
でドパミンに変換されてセロトニン神経終末から放出されるようになります。

一見、これで問題は無いように思うのですが、実はそうではありません。 ドパミン神経
には、レボドノミから作ったドパミンをユックリと放出する機能や、一旦放出したドパミ
ンを再度取り込む機能、さらに過剰に放出しないように監視する機能があります。こう
した機能が上手く働くことによって、一定のレベルで、持続的にドパミンを放出する仕組

みになっています。しかし、セロトニン神経にはこのような機能がありません。このた

め、投与されたレボドパは短時間に放出されてしまいます。

このレボドパの非生理的な間欠的刺激がドパミン受容体に加わると神経回路を構成して
いる様々な場所（専門用語では被殻、淡蒼球、視床、大脳皮質）において分子レベルの

多種多様な変化が生じ、結果として運動に関する神経回路が上手く回らなくなってしま

い、ジスキネジアが生ずると考えられています。

上手く回らないというのは具体的にはどういうことかと疑問に思われる方もみえると思
います。血中濃度が高い時に生ずるジスキネジアにおいて 1つ考えられている現象とし
て脳の中で起きている No-Goシグナルと Goシグナルのバランスの悪化が上げられます。
かけっこで例えれば No-Goシグナルは「ヨーイム Goシグナルは「ドン」と言えます。
この「ヨーイ」という運動開始の準備と「ドン」という運動開始のタイミングやバラン

スが保たれているのでヒトは上手く動けるわけです。

ジスキネジアの見られる方では、この「ドン」の信号が強くなっていて、それが薬の血
中濃度が高い時に繰り返して出現する身体をクネクネさせる（ひねり、ねじれ）、踊っ

ているようにもみえる過剰な動き（不随意運動）に繋がっていると考えられているので

す。

ジスキネジアは体重辺りのレボドパ投与量が多くなると、また、若い方で出やすいこと

が知られています。この事実が、レボドパは、社会生活レベルを考慮しながら過剰投与



にならないようにするとしづ治療戦略の背景に、さらに若い患者さんには、持続的な治

療効果が期待出来るドパミンアゴニストが治療薬の第一選択肢として上がる背景になっ

ています。

4. ジスキネジアの起こる原因：ではレボドパが全て悪いのか？
ジスキネジアの原因は全てレボドパなのでしょうか？実はそうではないことが最近の研

究で、分かつてきています。アフリカにガーナという国がありますが、ここでは先進国に

比べてパーキンソン病の診断と治療開始が大変遅くなり、発症から診断までに 4.9年、

レボドパ投与開始までに 5.9年かかることが最近の調査で、分かつてきました。言い換え

れば、レボドパによる治療開始を遅らせているわけですから、ジスキネジアの発現も遅

くなると思われます。ところが、驚くべきことに、投与開始わずか 1年でジスキネジア

を認めるようになるのです。

どうしてこのようなことが起こるのか、その機序は良く分かつていなかったのですが、

昨年、動物実験でドパミンを枯渇させただけでも、 ドパミンの過剰投与時と同様に、運

動に関連する大脳皮質において皮質樹状突起内のスパイン回転率が増強することが示さ

れました。難しい言葉で恐縮ですが、スパインとは、 神経細胞の樹状に分岐している短

い突起部分からさらに突き出ている小さな構造物で、脳のほとんどの興奮性シナプスの

入力を受けており、神経活動に伴って、その数や形状の変化を生じ、 機能的な変化を引

き起こします。すなわち、ジスキネジアの起こる神経回路の異常基盤は 非生理的なド

パミンの刺激でも欠乏でも起こることを意味します。

MRIや PETなどを用いた神経回路を可視化する研究においても、レボドパの補充により

パーキンソン病の患者さんで生じている運動に関連する回路の異常は、投与前に比べて

適正化されることが知られています。

5.最後に
今回は紙面の限りでジスキネジアの起こる機序を説明しました。繰り返しとなりますが、

ジスキネジアは非生理的なドパミンの刺激や欠乏が誘因となります。まだ生理的な刺激

を実現する薬剤が無いため、ジスキネジアの発現を完全に予防することは出来ません。

しかし、様々な薬剤の開発が進んでいますし、その出現を減らす、もしくは軽減する工

夫も出てきています。次号では、ジスキネジアの対応方法について整理したいと思いま

す。

第50回 ジスキネジアへの対応

1 .はじめに
5月というのに既に夏を思わせる陽気になっていますが、皆様し、かがお過ごしでしょう

か？ 2007年11月、当時の友の会会長でいらっしゃった丹羽様から依頼をいただいて開

始したこの書き物も連載50固となりました。 「連載20回で本にしましょう。 j と声をか

けられた時の丹羽様の笑顔が忘れられません。

毎回、期日を守ることが出来ないながらも、ここまで続けることが出来たのも、丹羽さ

んとの約束はもちろんですが、歴代の会長様、当方の執筆を温かく見守り、また促して

くださった歴代の編集窓口担当者皆様のお陰であり、あらためて御礼を申し上げる次第

です。

先週は、第57回日本神経学会学術大会に参加していました。神戸で開催されたこの学会

は、神経内科医にとって最大規模の学会で、期間中には約7,000名の参加者があり世界

で3番目の規模になっています。今回は会場にいるのが勿体ないほどの晴天が毎日続

き、気持ちの良し、5月の気候の中で、全国の知り合いの神経内科医と色々な情報交換や

友情を温める時間をいただくことが出来ました。

当方は、パーキンソン病に関しては、自治医大ステーション・ブレインクリニックの藤

本健一先生と一緒に「DBS治療を選択肢とするための知識と知恵Jというセッションで

30分の時間をいただいて、知識のパートを担当し、当施設の経験なども踏まえてお話を

させて頂きました。本連載を開始した2007年と比べますと、 DBSも随分とEBMもオーダー

メード治療も変わってきていることを実感します。

本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

きています。今回は、前回に続いて運動症状の中でも最も問題となる症状の 1つで、ある

ジスキネジアについて説明いたします。前号では、どうしてジスキネジアが起こるかに

ついて、最近の知見を主体に御紹介いたしました。今回は、対応方法について、御説明

しますので、よろしければ最後までお付き合い下さい。

2. 前号の復習
ノミーキンソン病でレボドパに関連した不随意運動を、レボドパ誘発性ジスキネジアと呼

び、その動きや薬剤jの血中濃度との関連から以下の 3種類に分類されます。

1）レボドパの血中濃度が高い時（ピークの時）に出現する peakdose （ピークドーズ、

血中濃度最高時）ジスキネジア

2）レボドパの血中濃度が上昇する時と下降する時に出現する diphasic （ダイフェイジ

ック、二相性）ジスキネジア

3) レボドパの血中濃度が治療レベルを下回った起床時に出現する earlymorning （ア

ーリーモーニング、早朝）ジスキネジア

ジスキネジアは、パーキンソン病の経過が長くなるに伴って、脳内において不安定で、パ

ルス状のドパミン刺激がドパミン受容体に生ずる結果、運動にかかわる神経回路の状態



が変化し、薬剤の影響も異なってくる結果生じます。例えば、上記のけでは薬が一番

効いている時には、動きやすいのですが、それにクネクネとした動きが加わります。

3. ジスキネジアの治療、特に血中濃度最高時ジスキネジアの

治療について
ジスキネジア中で最も良くある血中濃度最高時ジスキネジアは、日常生活に問題が無く、

ご本人も気にしていなのであれば特に治療を追加・変更しなくとも良い場合が少なくあ

りません。血中濃度最高時ジスキネジアの治療の基本は薬剤の減量ですので、ジスキネ

ジアを軽くしようとすることで身体の動きが悪くなってしまう可能性が高し、からです。

治療が必要なジスキネジアの場合 可能であれば MAO-B限害剤（商品名エフピー）や

COMT阻害剤（商品名コムタン）の減量や中止を考慮、します。レボドパとCOMT阻害剤の

合剤（商品名スタレボ）を内服されている場合、レボドパ （商品名ネオドパストン、イ

ーシー・ドパール、メネシットなど）への変更を考慮します。また、アデノシン A2A受

容体阻害剤（商品名ノウリアスト）やゾニサミド（商品名トレリーフ）もジスキネジア

を増悪させることがあり、その場合には、減量や中止も考慮します。ただ、明確なエビ

デンスは無いのですが、ゾニサミドにはジスキネジアの改善効果を期待出来るデータも

出ています。どの薬剤にしても、中止や減量時には、その後の変化について注意して観

察し、その効果の有無について主治医と相談していくことが大切です。

これらの変更や中止で改善を認めない場合には、レボドパの 1回投与量を減らして頻回

投与することを試みることがあります。また、空腹時にレボドパを内服している場合に

は、食後 30分に飲んで、頂くこともあります。レボドパを空腹時に飲むと、 一気に吸収

されて血液中のドパミンの濃度が急に上がってしまうのですが、食後 30分で内服する

と上がり方が緩やかとなり、血中濃度最高時ジスキネジアが軽減する場合があるためで

す。

一般にレボドパの内服は、食事や消化管の動きにかなり影響を受けますので、内服時間

や消化管の動きを良くするよう、運動、水分摂取、食物繊維摂取などを心がけていただ

くことも大切です。一方で、レボドパの吸収や代謝はかなり個人差があり、日内変動も

あるため、内服量や回数の調整だけではジスキネジアのコントロールは難しいことも多

く、日によって調子の波があることも少なくないことに留意する必要があります。

次にレボドパを減量し、不足分をドパミンアゴ、ニスト（商品名ミラペックス LA、レキッ

プCR、ニュープロパッチ、カバサール、ミラペックス、パーロデ、ル等）で補うことを考

えます。レボドパを減量しながらドパミンアゴ、ニストを追加しないと、かえってジスキ

ネジアが悪化してしまうことがあり要注意です。また、ドパミンアゴ、ニストに比べてレ

ボドパは治療効果が強く、即効性もあることから、医師の目から見ると治療効果が変わ

らなくとも効果が減弱したと患者さんが感じられ、変更が上手く行かない場合もありま

す。

さらに、 ドパミンアゴ、ニストの追加により、日中の眠気、足のむくみ、幻視などが出現

する場合もあります。ただ、だからといってすぐにアゴ、ニストを減量・中止するのでは

なく、これらの症状の程度と、ジスキネジアの改善度や運動症状の維持の程度等とのバ

ランスによって ドパミンアゴ、ニストを減量するか否かを決めていく必要があります。
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実際、血中濃度最高時ジスキネジアを有する患者さんは、ウェアリングオフ現象やオン

オフ現象を伴っている場合が多いので、 ドパミンアゴ、ニストの減量により、オフ症状が

悪化してしまう可能性があるので注意が必要です。

これらの変更で上手くし、かない時にはアマンタジン（商品名シンメトレル）を追加しま

す。シンメトレルの追加や増量により、パーキンソニズムを悪化することなくジスキネ

ジアを押さえる効果が期待されます。注意しなくてはいけないのは、投与初期には、奏

功しでも時聞が経っとその効果が薄れる点です。またシンメトレルは足の浮腫み、皮疹、

幻視などに注意が必要です。他の薬剤と同様に治療効果と副作用のバランスを良く考え

ながら投与継続の是非を決めていきます。

内服治療でコントロールがつかず、日常生活に強い制限があり、明らかな認知症が無く、

比較的若く、レボドパの治療効果を明瞭に認める場合には、脳深部刺激療法を考慮しま

す。一般には内服治療開始後の長期例の方に対して脳深部刺激療法を行いますが、失職

の危険性がある場合など、状況によっては、より早期の手術を考慮する場合もあります。

手術適応については主治医に御相談頂ければと思います。

血中濃度最高時ジスキネジアに対する脳深部刺激手術としては、視床下核をターゲット

とする手術と淡蒼球内節をターゲットとする手術があります。視床下核の場合には、手

術の後に薬剤を減らすことが可能な場合が多く、それがジスキネジアの改善につながり

ます。一方淡蒼球の場合には、手術の後に薬剤を減らす効果は視床下核ほどでは無いの

ですが、視床下核をターゲットとした場合と違い、直接的にジスキネジアを改善する効

果があります。薬は減らしたいと思われるかもしれませんが、レボドパは、運動だけで

はなく、認知機能や気分に対して良い影響を与えていることもあり、減量によってこれ

らが悪くなる可能性も秘めています。このため、どちらをターゲットとして選ぶかは患

者さんの状態、経過、諸検査を見て総合的に判断されます。

4.最後に
今回は紙面の限り血中濃度最高時ジスキネジアの治療を説明しました。主治医からジス

キネジアに対する治療を受けられる際の理解の一助になれば幸いです。もっともここに

記載しであることは、あくまでも原則的な位置づけで、それぞれの主治医は患者さんの

状態に合わせて、今回の流れとは異なる様々なオーダーメード治療をされると思います。

分からない点があればご自身の主治医にどうぞ御質問いただけたらと思います。
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第51回 パーキンソン病における感覚障害

1 .はじめに
7月の声を聞いた途端、急、に猛烈な暑さがやってきました。私のいる建物も、部屋から

一歩出ると、うだるような気温になっています。一昨日は、北海道への出張から夕方に

帰宅してランニングを始めたのですが、北海道と名古屋の気温差（湿度差）も相まって

軽い熱中症症状を感じ、予定の距離の半分で取りやめました。皆様も熱中症、悪性症候

群には十二分にご留意下さい。

さて今号は、締め切りの10日も前に書き始めています。いつも締め切りを守れない自分

としては画期的で＼昨日、大津様からリマインドメールを頂いて、すくやにパソコンをた

たき出した次第です。本来の締め切りである7月15日頃は仕事がかなり立て込んで、おり

まして、とても書かせて頂くことが出来る状況では無いと思うので、メールを受け取っ

ていなければ15日頃は途方に暮れていたと思います。大変感謝している次第です。

本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

きています。今回は、パーキンソン病における感覚障害について触れてみます。

ノミーキンソン病では、運動症状に目を向けられがちですが、自律神経症状や精神症状を

はじめとした非運動症状の大切さも、平山先生をはじめ、色々な勉強会で聞かれている

ことと思いますが、感覚障害については言われでもピンと来ないかもしれません。

実は、ガイドラインにも感覚障害・痛みという項目があり、第37回で簡単に説明をして

います。今回は、前回の話からもう少し掘り下げて、その病態や対応方法について説明

をしたいと思います。

2.パーキンソン病で認める感覚障害・痛みの種類
パーキンソン病で認める感覚障害の種類は実はとても多彩です。純粋な感覚障害に限っ

ても、痛み、自発的なジンジン感、触られただけでビリビリとなるようなしびれ感、感

覚の低下などを認めうることが報告されています。

また固縮、無動、すくみなど、パーキンソニズム由来の症状を“しびれ感”として訴え

る場合もあります。例えば、指先の細かな動きの悪さを“しびれている”、すくみ足の

ため足が上手く前に出ない状態を“しびれている”と訴える患者さんもみえます。

このため、まずは、どのような内容の感覚障害で困っていらっしゃるのかを明らかにし、

しびれを引き起こしている病態を見極める必要があります。もし、パーキンソニズムに

伴うしびれ感で、あれば適切な抗ノミーキンソン病薬の投与が大切となりますが、感覚障害

には別途対応が必要となる場合が少なくありません。

3.感覚障害・痛みの病態について
ノミーキンソン病の方は痛みを感じやすく（痛みの関値が低し、）、特に熱い刺激に対して、

その傾向が強いことが複数の研究で示されています。痛みの関値の低下は、レボドパや
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脳深部刺激療法で改善することが知られています。それ以外にもノルアドレナリンの欠

乏、他の痛みに関与する神経ペプチドと呼ばれている物質の脳内における変化、痛みの

経路における皮膚や脊髄病変などが原因として考えられています。

また、一般的な診察では気づかないで、すし、患者さん自身の自覚症状として問題になる

ことは少ないのですが、触れた時の感じ方、二点を同時に刺激した時の距離感、モノを

手で、触ったときの感じ方、自分の身体の傾き方などは、詳しい検査を行うと低下してい

ることが検出される場合があります。こうした感覚障害についても皮膚から脳で感覚を

処理する経路における種々の病変の関与が推定されています。

4.感覚障害・痛みの原因
次に、どのように診察し、原因を考えて、その対応法を練っていくかについて痛みを中

心に説明します。まずノミーキンソン病に関連する症状か否かを、痛みとパーキンソンニ

ズムとの関係、局所解剖学との関係、痛みの持続期間や出現時期、頻度、増悪因子、空

間的・局所解剖学的関係、前回お話したジスキネジアをはじめとする運動合併症との関

係や抗ノミーキンソン病薬の影響などの情報を基に判断していきます。

パーキンソン病に関連する痛みの場合には、適切な抗パーキンソン病薬の使用や脳深部

刺激療法などで改善することも期待されます。一方、パーキンソン病以外の様々な原因

で痛みは生じますし、その場合は対応法が異なりますので、可能な範囲での鑑別が必要

となります。ただ、実際には痛みの原因がパーキンソン病に関連するのか否かの判断は

難しい場合も少なくありません。

次に、痛みが筋肉、関節、骨、皮膚などに炎症や圧迫などの刺激が加わって起きている

痛みか、末梢神経や中枢神経に直接的な病変が生じて起きている痛みであるのかを鑑別

します。専門用語では、前者は侵害受容性疹痛と呼び、後者は神経障害性疹痛と呼びま

す。

皆様は、例えば誤って針を刺してしまった時、沸騰する入れ物を触ってしまった時に強

い痛みを皮膚に感じたり、膝関節の変形で歩くときに強し、膝の痛みを感じたりすること

があると思います。こうした痛みは、身体の各部位にある侵害受容器が刺激を感知し、

その痛みが脳に伝わることで生じますが、これを侵害受容性疹痛と呼びます。

侵害受容性疹痛には、 1) 関節痛（膝、肘など関節の痛みです）、肩関節周囲炎（五十肩

などとも呼ばれます）、回縮・無動・姿勢異常に伴う痛み、校合神経症（歯ぎしり）、 2)

ジストニア（持続的または不随意的に筋肉が収縮したり固くなったりする現象）と関連

した痛み、 3) ジストニアに無関係で運動合併症に関連した痛み、 4）背部痛、 5）起立

性低血圧に関連した後頚部痛、便秘に伴う痛み、月工門括約筋の不随意なジストニア様収

縮に伴う痛み、皮膚の圧迫痛などがあります。

起立性低血圧は 30弘ほどのパーキンソン病の方で認めるとされています。無症状の方

も見えますが、元の血圧も低い場合には立ち上がったときに立ちくらみ、ひどい時には

意識消失を起こすことがあります。一方、立ち上がった際に、首の後ろから肩にかけて、

丁度衣紋掛け（ハンガー）の形に似た部位に痛みを認めうることが知られています。



神経障害性疹痛は、末梢神経や中枢神経の直接的損傷の結果おこる痛みを指します。末

梢性疹痛では、頚椎症や腰椎症といった脊椎の骨の変形によって、その付近を通ってい

る神経を圧迫することで起こる場合があります。また、薬剤に伴う末梢神経障害が原因

となります。薬剤性の場合には、レボドパ内服に伴うホモシステイン上昇・ビタミン

B6・B12・葉酸低下に伴う末梢神経障害に注意する必要があります。さらに、コレステ

ロールを下げる治療薬、一部の胃薬などが原因となる場合もありますので、主治医に御

相談下さい。頚椎症、腰椎症、末梢神経障害は、痛み以外にも、しびれ感、感覚低下な

どの原因になる可能性もあります。

中枢性疹痛は 4-10協の患者さんに認めるとの報告があります。一定の時間をおいて定期

的に起こったり止んだりする痛みの場合も持続的に生ずる場合もあります。痛みの性質

としては、びまん性の痛み、灼熱感、筋クランプを特徴とすることが知られています。

また、パーキンソニズムが目立つ側に強い、両側の下肢主体の痛み、運動症状と無関係

な痛み、時に性器痛や口内灼熱感を呈することもあります。治療にしばしば難渋します。

5.感覚障害・痛みの治療
治療は、それぞれの病態に応じて行し、ます。例えば、侵害受容性疹痛の場合には、関節

痛や肩関節周囲炎であれば、湿布、痛み止め、リハビリテーション、固縮・無動・姿勢

異常に伴う痛みで、あれば抗ノミーキンソン病薬を調整します。吹合神経症であれば歯科口

腔外科と相談します。ジストニアと関連した痛みやジストニアに無関係で運動合併症に

関連した痛みであれば、早朝を含めたオフ時聞が減るように薬剤を調整します。起立性

低血圧に関連した後頚部痛であれば日常生活指導を含めた起立神経対策を行し、ますし、

便秘に伴う痛みであれば整腸剤や緩下剤、月工円括約筋の不随意なジストニア様収縮に伴

う痛みであればレボドパ製剤、皮膚の圧迫痛であれば、その原因除去に努めます。この

ように、感覚障害や痛みの原因に目を向けることで、治療を効率的に出来る場合があり

ます。

6. おわりに
紙面が無くなってしまいました。パーキンソン病では、様々な感覚障害や痛みの生じう

ること、その原因も多様であり原因が分からない場合も少なくないこと、それで、も、原

因に応じた治療が奏効する場合もあることなど御理解頂けたらと思います。
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第52回 WorldParkinson Congressに出席しています

1 .はじめに
今年は台風がとても多く、不安定な気候が続いていますが、いかがお過ごしでしょう

か？現在、 WorldParkinson Congressが開かれているアメリカオレゴン州のポートラン

ドに来ています。今回は、 30分ほど講演の機会を頂いていて、明後日が発表なのです

が、今月は非常にバタバタしていて、まだスライドが出来上がっておりません。そんな

焦りの中、発表よりも先に本原稿の締切日が来てしまったため、現地時間の午前3時30

分に本原稿を書き始めました（日本は午後7時30分） 。

本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

きていますが、今回は上記のような状況のため、内容を考える時聞が無く、参加してい

るWorldParkinson Congressについて簡単に御紹介させて頂くことで、お許しをいただ

ければと思います。尚、詳細は、一緒に参加されている平山先生が書かれると思います

ので、私は主に前夜祭と初日の感想、を書かせて頂きます。

2. World Parkinson Congressとは
この会は非常にユニークで、パーキンソン病にかかわる医師、メデ、イカルスタッフ、患

者さんが一堂に会します。今回は昨日の時点で、全世界 67カ国、延べ 4400人以上が参

加しているとのアナウンスがありました。実際、会場には、世界のどこから来たのかを

ピンで着けるのですが、非常に幅広い国からの参加があることを確認しました。

日本からも、多くの医師と友の会の患者さんや事務局の方々が参加されており、石川県

支部の事務局の方や患者さん、東京支部事務局長の方をはじめ、色々な関係者と知り合

いになることが出来ています。

ちなみに、 WorldParkinson Congressの日本版が JapanParkinson Congress JPC）にあ

たると理解しています。日本における友の会が中心となって第 1回が昨年の 6月に水戸

で開催されたので、参加された方も数多くいらっしゃると思います。当方は別件の出張

が以前から決まっていてどうしても参加出来なかったのですが、来年 4月 15日、 16日

に東京で開催される第 2回の JPCには是非参加したいと，思っています。

この WorldParkinson Congressは、 3年に 1回の会ですが、何と次は日本（京都）で開

催されます！今回、前日の夜に順天堂大学の服部先生、大山先生、岩手医科大学の前田

先生と一緒に、事務局の責任者の方と次に向けた色々な話をさせて頂く機会があったの

ですが、事務局の方は、とても熱意があり、この会議を通じて患者さん同士の問題共有、

病気の理解や QOLの向上を目指す場を作り出すことはもちろんですが、世界の各地で開

催することで、運営に係わる医療関係者はもちろん、それ以外の方々（ボランティア、

政治関係者、報道関係者、警察、交通局など）に幅広くパーキンソン病と言う病気を正

しく知ってもらうための大切な機会になって欲しい、世界中のパーキンソン病と戦って

いる患者さんの希望を提供する場になって欲しいとの思いが、言葉の端々に伝わってき

ました。尚、共通言語は英語であるものの、次の日本開催では、日本語でも上手く参加

出来るよう、工夫を重ねていくとのことでした。



会場の中では、次の日本の大会をアピールするコーナーもありました。そこで、配ってい

たピンバッジを私や、一緒に参加している平山先生、前田先生、斎木先生、市川先生、

織茂先生などと一緒に付けて、少し宣伝活動も手伝っています。丁度、東京オリンピッ

クの前年で、ラグビーワールドカップもある年で、日本の国際化が進んで、いると思いま

すので~，.. World Parkinson Congressも是非盛り上がると良いな、そのために微力ながら

頑張ってお手伝いしないといけないなと思っている次第です。

3. World Parkinson Congressの会場や会場の中について

開催されているポートランドは、流石、アメリカ人が住みたい町の 1位と言うだけあっ

て、歴史を感じさせながら安全で、清潔感があり、食事も美味しく、街行く人達も概し

て親切で、日本の稚内と同じ緯度でありながら、気候も温暖で、湿度はとても低いため、

とても快適に過ごすことが出来ています。

会場のオレゴンコンペンションセンターは、市内を流れるウィラメット川のほとりに位

置し、ダウンタウンから歩いて 25分ほどで、また市内を縦横に走る路面電車に乗れば

10分ほどで到着します。会場に着いて驚いたのはボランティアの方々の多さです。皆さ

ん、揃いの赤の Tシャツを着て、精力的に、でも楽しそうに動き回っておられます。最

初の受付もボランティアの方で、とても和やかに、友好ムードタップリで歓迎して下さ

いました。

会場の中は、とても広く、講演以外にもヨガ、ボクササイズ、発声などのリハビリテー

ションの実演が至るところで行われていますし、患者さんも非常に積極的に参加してい

るのがとても印象的で、した。また、机に座ってパソコンを叩いていると 「そのパソコ

ンは私も好きだj、「そのパソコンの色が良いねJ（ちなみに当方が持参したパソコンは

Macbookのローズゴールドです）などと気軽に声もかけてみえます。

また、会場には所狭しと、患者さんの作られたキルトが飾つであります。 1つ 1つに，思

いやメッセージが込められていて、とても感銘を受けました。またそれ以外にも、患者

さんやご家族の作られた作品などが飾られており、会の雰囲気を盛り上げるとともに、

我々を楽しませてもくれています。

各種医療講演には、もちろん患者さんも参加されています。とても専門的かっ高度な内

容な医療講演でも積極的に加わっておられ、中には、とても高度な質問をされている患

者さんもおられ、その知識の豊富さに舌を巻いています。プログラムには、その講演の

内容レベルやタイプが一目で分かるように印がされており、この辺りの事務局の工夫も

素晴らしいなと思っています。

4. オープニングセレモニーについて
今回、最も感銘を受けたのがこのオープニングセレモニーかもしれません。パーキンソ

ン病の患者さん方による美しい合唱がまずは素晴らしく、そのオリジナルな歌詞も、パ

ーキンソン病に負けない、パーキンソン病の無い世界の構築を目指すというメッセージ

に溢れていて印象に残りました。

また、パーキンソン病の患者さんが自分達を題材に作るビデオがあり、その中の Nolが

紹介されました。非常に未来志向的で、パーキンソン病を受け入れながら、しっかりと

。。
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前向きに生きていらっしゃる姿に胸を打たれました。YouTubeで、 World Parkinson 

Congress 2016等と入れると、応募ビデオのいくつかが見られるようです。

ゲストとしてブライアン・グラントが登壇され、会場は大変大きな盛り上がりを見せま

した。ブライアン・グラントは、アメリカの有名なバスケットボール選手で、地元のポ

ートランド・トレイルフ、レイザーズにも所属したことがあり、 The generalの称号を得

た名選手とのことです。身長は 206cmありアメリカバスケットボールのセンターの選手

としては小柄とのことですが、まさに見上げるような立派な体型の選手でした。

慈善家としても有名な選手で、 2008年にご自身がパーキンソン病であることを公表され

ており、当方もその関係で、名前は存じ上げていましたが、お話を聞くのは初めてでし

た。とてもウイ ットに富み、ご自身の診断の状況から今日の状況までを笑いを取りなが

ら、力強く、そして堂々と語っていた姿が本当に印象的で＼ずっと記憶に残るスピーチ

で、あったと思います。

彼は、講演の中で、 commit、connect、conquerという言葉を使っていたと思います。ハ

ッとさせられた大切な言葉であり、全力を傾ける、つながる、打ち勝つ、すなわち、毎

日を全力で生きる、色々な人とつながりを持つ、そして病気に打ち勝つとしづ意味と理

解しましたが、その人柄を感じずにはいられませんでした。

オープニングセレモニーでは、モハメドアリ選手のお嬢様もブライアン・グラントと並

んで、素敵な話をして下さいましたが、御紹介する紙面が尽きてしまいました。

5. おわりに
途中、睡魔に負けてうたた寝してしまい、現在は午前 9時です。そろそろ会場で移動し

ないといけません。推蔽も出来ていない、いつものように医学情報を入れていない内容

で恐縮ですが、締切ですので、このまま投稿させて頂きます。自分の受けている感銘を

少しでもお伝え出来ていれば幸いです。JPC、2019年の WorldParkinson Congressで、

皆様にお目にかかるのを楽しみにしています。
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第53回生活の工夫で良くなるあんな症状こんな症状

1 .はじめに
本号がお手元に届く頃は2016年も終わりを迎えている頃でしょうか。皆様にとって2016
年はどのような一年でしたか？世界も日本も色々なことがありました。私もここには書
けないような個人的に大きめの事件が公私ともにありました。

順調に年齢を重ねたことも間違い無く、年末年始にはランニング中に低体温になってし
まい数日間に渡って不調で、あったり、 9月には無理がたたったのか、起床時に原因不明
の強い腰痛が出て 中々ベッドから動けない日があったりと、しっかり仕事をしていく
上で、体調管理の重要性を再認識した一年でもありました。

ノミーキンソン病に目を向けますと、今年も新しい治療薬（方法）が出ました。これは胃
痩を介して直接腸管へレボドパ・カルビドパ水和物製剤のゲ、ル状混濁液を投与する方法
で、運動合併症が強い方々に対する治療法として海外では豊富な実績があります。

来年以降も、新しい薬剤の発売が予想されており、欧米では多くの薬剤の臨床治験が進
んでいます。病態抑止治療の治験も複数始まっていますし、近い将来、治療のパラダイ
ムシフトが起きることを期待させる一年でもありました。

本連載は根拠に基づいた医療” EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ
せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して
きています。今回は11月23日に名古屋で開催された市民公開講座でお話した内容を少し
まとめて御紹介します。

今年の初めに高松でお話した内容と重なっている部分も一部ありますし、当日お越し頂
いた方々には繰り返しになってしまいますが、少し表現を変えて記載しておりますし、
復習になればと思いますので、最後までお付き合いいただけましたら幸いです。

2.生活の工夫で良くなる運動症状
有用性の報告されている運動面のリハビリテーションとしては、有酸素運動（1回最大
心拍数の 60-70弘で 45分間、週に 3回）、 トレッドミル（1回50分～90分、週に 3回）、
太極拳（1回 120分、週に 2回）、水中リハビリテーション（1回 60分、週に 5回）、ダ
ンス（タンゴや仮想現実で、 1回に 12分～90分、週に 2～5回）などがあります。

太極拳は、有用性を示す複数のエビデンスがあり、特にバランス機能、立位ノミランス能
力、転倒予防などに効果を発揮することが期待されています。また LSVT-BIC⑧は、身体
を大きく動かすことが特徴のリハビリテーションで、これも多くの有用性の報告があり
ます。いずれもインストラクターに付いて適切な方法で学ぶ必要があります。

このような比較的高度の負荷を必要とするリハビリテーションが絶対必要かというと、
そうでもありません。例えば、①運動をしない患者さん、② 1週間に 1分～150分運
動をする患者さん、③ 1週間に 151分以上運動する患者さんを比べた時、③の 151分以
上運動する患者さんは、そうではない①や②の方達に比べて、 1年後の生活の質、運動
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機能、身体機能は良く、進行速度は遅く、介護者への負担は少なく、認知機能低下も遅
いという特徴があったとする報告があります。

この研究で大切な点は、運動の内容は問うていなくて、散歩なども運動として含めてい
ると言う点です。1週間に 151分ですと、 1日22分でクリア出来るノルマで、すO 短時間
でも習慣を付けて運動することの大切さを示しています。

当方は、カミサンが使わなくなった AppleWatchを身につけて 1年と少し、最低 12時間
スタンド、 30分のエクササイズ（歩けば OK）という緩めのノルマを毎日課しています。
腰を痛めた日や、飛行機の長時間フライトの日など物理的に無理な日もありますが、怠
けていると腕でブルッとして達成を促してくれるので、助かっています。これが無かった
ら、正直、もっと体調不良だ、ったかもしれません。

最近は、携帯電話はもちろんですが、 Apple Watchより、もっと値打ちのウェアラブノレ
端末をはじめ、習慣づけに良い道具もあります。ご家族も、患者さんと一緒に歩くこと
でご自身の健康にも繋がると期待出来ます。1日15分もしくは 1週間 90分の中等度の
運動（早く歩く）で病気（癌、心疾患、糖尿病）の危険性が 14%減少し、 3年間寿命が
延びるといったデータもあります。是非、頑張って頂けたらと思います。

3. リハビリテーションの工夫について
すくみ足などで中々歩けない方もいらっしゃると思います。そんな時には、椅子に座り
ながらでもリハビリは出来ます。例えば、右脚を大きく右側へ伸ばし、右手から右腕は
左斜め上へ大きく伸ばすとしづ姿勢を取ってみて下さい。腕や脚の伸びる感じが大切で
す。次は左脚を大きく左側へ伸ばし、左手から左腕は右斜め上へ大きく伸ばします。

また、前に誰かにいてもらいながら、両手を大きく上へ伸ばして、身体を前へ倒し、そ
の後、元に戻すようなリハビリテーションも座ったままで可能です。ベッドや布団の上
で、大きく横に、右に左に寝返りを打つ訓練も体幹を鍛える上で大切です。これらの運
動は体幹を捻りますので、便秘に対しでも効果を発揮することがあります。

患者さんによっては、歩くことは難しくとも、自転車であれば上手に乗ることが出来る
と言う報告が Bloem先生達からなされています。これはバイシクルサインと呼ばれ、他
のパーキンソニズムを来す疾患とパーキンソン病を鑑別する上でも有用です。

それ以外にも、キャッチボールをしたり、ラグビーのように歩きながらのパスを組み入
れることで、手に振戦があったり、突進現象があったりしても、リハビリテーションを
高いレベルで、行うことが可能になりうることが示されています。歩行が中々難しい方々

も、一度工夫をされてみてはと思います。

4.生活の工夫で良くなる自律神経の障害
便秘の場合、先に述べた運動、特に歩行や身体の捻りを入れた運動が有用です。水分摂
取や食物繊維の摂取は欠かせません。食物繊維の含まれている野菜としては、オリゴ糖
が豊富なゴボウやタマネギなどがお勧めです。きな粉にもオリゴ糖が含まれています。



オリゴ糖は胃や小腸で、は消化や吸収がされにくいとしづ特徴があり、大腸まで届いて腸

内細菌のバランスを整え、便秘を改善することが期待されています。ヨーグルトや牛乳
も良いのですが、薬剤の吸収を妨げることがあるので、少なくとも薬は一緒に飲まない、
出来れば 30分ほど間隔を空けて薬を飲むようにして下さい。

立ち上がった時に血圧が下がるために立ちくらみのある方は、食後、急に立ち上がらな
い、過量な炭水化物は控える、アルコールは控えるなどに留意して下さい。毎食 0.5-
1. Ogの塩分摂取、 500～ 1,000mlの水分摂取、心臓へ戻る血液量を増やすための弾性ス
トッキングも有用です。お腹にまでかかるストッキングが良いのですが、しめつけ感が
強くなったり、 トイレの時に不便で、あったりで、必ずしも現実的で、は無い場合もありま

す。

立ちくらみのある方は、寝るときに姿勢を少し工夫すると良い場合があります。具体的

には、ベッドの角度を変えて頭を 15～30度程度上げます。これが、寝ている時の血圧
の上昇（立った時に血圧が下がる方は、寝た時に血圧が上がってしまう場合が少なくあ
りません）や、夜間の尿の回数の減少につながることがあります。

排尿回数の多い場合には、骨盤底筋訓練をお勧めします。月工門を思いきり締める（10秒。
50秒リラックス）、少し抑えて締める（10秒。50秒リラックス）、瞬間的に思いきり締
める（50秒リラックス）をそれぞれ 5回、まずは朝晩、次は朝、昼、晩と実施します。
効果の発現には数ヶ月から半年かかるとされています。

着脱容易な衣服にすることは、細かな手の動きが難しかったり、震えが強かったりする
場合に有用です。ボタンやファスナーをマジックテープに変えるだけで、随分楽になる
こともあります。夜間の排尿回数が多い場合にはリハビリパンツの着用や、寝室をトイ

レに近い部屋に変えるなどの工夫で良好な睡眠や夜間の転倒予防につながることもあり
ます。

礁下障害は時に気づきづらいのですが、口の中に食べ物が残る、食べ物や飲み物を口に

保持することが難しい、飲み物が鼻に逆流する、食べ物が喉に詰まったと感ずる、 30秒
間で 3回空嚇下が出来ないなどがある場合には、礁下障害が出てきている可能性があり
ます。

普段から舌や口の動きの訓練をする、大きな声を出す発声訓練をする、姿勢異常を改善
する、水オブラートやゼリーで薬を飲む、ストローを併用する、専門家の指導を仰ぐこ
となどが有用な場合があります。

5. おわりに
あっという聞に紙面が尽きてしまいました。少しでも参考にして頂けましたら幸いです。
ここ数年、春や秋はそれぞれ 2ヶ月程度しか無くなったような気がします。今年も 11
月なのに急に真冬のような寒さになってきました。皆様、どうぞお身体をご自愛下さい。
そして、良い 2017年をお迎え下さい。

。。

第54回脳の画像検査について川RIって何ですか？
MRIで、何が分かりますか？

1 .はじめに
今年は比較的穏やかな新年の気候で、年始は初日の出に併せてジョギングを開始し、堀
川に水鏡としてうつる朝焼けや熱田神宮横の歩道橋から上がる初日の出を楽しむことが
出来ました。年末年始は様々な仕事のため、無休で、職場に行っておりましたが、お陰様

で昨年よりは体調良く新年を迎えられております。皆様は、いかがお過ごしでしょう
カ瓦？

本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して
きています。これまでは、主に内科的治療、外科的治療、リハビリテーション、 iPS細

胞など治療に関連する話題をお話してきました。

今回は、 MRIについて少しお話をさせて頂きます。時々、患者さんやご家族から、 「ど
のような仕組みを使ってMRIは頭の中を見えるようにしているのですか？ J、 「何も異
常が無いと言われたけど、どうして何も異常が無いのにパーキンソン病なんです
か？ J、 「パーキンソン病の診断を受けてからずっとMRIを撮っていませんが、撮らな

くとも良いですか？」などの質問を受けることがあります。

お話を聞いていると、 MRIをはじめとする画像に関する情報を集める機会が中々少ない
ようですし、ご自身で本やインターネットの情報を読んで、も理解が難しいとのことで

す。実際、頭の中を調べる検査は、 MRI、CT、PET、SPECTをはじめ沢山ありますし、そ
れぞれ難しい技術や仕組みを使っているので、混乱してしまうのはその通りと思いま
す。私自身、全てを理解出来ているわけで、は勿論ありません。さらに最近の画像検査の
技術の進歩は目覚ましく、私の研究テーマの 1つでもある画像なのですが、恥ずかしな

がら、知らないことも数知れずです。

本項では限られた紙面を使い、 MRIとは何か、何故MRIの検査が必要であるのかなどを最
初に御説明し、最後にスペースの許す範囲で我々の研究についても少しだけ御紹介出来

ればと思います。よろしければ最後までお付き合い下さい。

2. MRIって何ですか？どのような仕組みで頭の中が見えるのですか？
MRIはMagneticResonance Imaging磁気共鳴画像の略です。簡単に言えば、強い磁石の
力を使って、ヒトの身体の構造を見る機械（検査）です。磁場の強さはテスラ (T) で
表します。臨床で使われている MRIの磁場の強さは 1.5T～3. OTです。医者が診察室な
どで「サンテスラの MRIJ等と発している 3Tとは、この意味です。ちなみに地球の磁場
は0.00003T、磁気紳創膏は 0.1Tの大きさがあります（電気粋創膏大きいですね）。

では、なぜ磁石でヒトの体を見ることが出来るのでしょうか？ヒトの体の 70協は水分で
出来ていますが、実は水分子は、陽子の回りを電子がクルクル回り小さな磁石の働きを
しています。ただ、体の中で水は、ランダムな方向を向いて動いているので、全体とし
て体が磁石のように鉄を引き寄せたりすることはありません。ヒトの体には小さな磁石
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が沢山あるのですが、お互いが相殺しあって全体として磁力はゼロと言っても良し 1かと

思います。

ところが、一定方向の強い磁場の中にはいると、水分子は一定方向を向くようになりま

す。校庭の中を走り回っていた子供（水分子）が、朝礼台の上に立った先生（強し、磁場）

に「集合！大きく前にならえ！ ! Jと言われた状態と考えて下さい。

次に評価したい部位を選択して、そこに傾斜磁場と呼ばれる磁場をかけますと、当該部

位において水分子の向いている方向が周囲と変わります。これにより位置情報を取得し

（傾斜磁場は、「前から 3列目まで右向け右！ Jと子供（水分子）に号令をかけるよう

なものです）することが出来ます。

その後、傾斜磁場をかけることを止め、それによって水分子が元の状態に戻る動きの違

いを利用して（右を向いた状態から「ならえ！！」と言われた時に、すぐに戻る子供達

（ほとんど動くことが出来ない骨など硬いものに含まれた水）、少しユックリ戻る子供

達（ある程度動くことが出来る比較的隙聞のある組織に含まれた水）、中々戻らない子

供達（脳室など大きく動くスペースが周りにある水）に着目して、画像を作り出します。

例えば、すぐに戻る子供は白色の帽子、少しユックリ戻る子供は灰色の帽子、中々戻ら

ない子供達は黒色の帽子をかぶせ、それを上からみれば、一つの模様となって捉えるこ

とが出来ます。この原理で、ヒトの MRI Tl強調画像としづ撮像法ですと、脂肪は白、

水は黒、脳組織は灰色に写ってきます。

言い換えれば、戻り具合の情報と、位置情報が分かれば、どこに脂肪があり、脳組織が

あり、水がありと具体的に分かり、それらを再構成することで、皆様が一度はご覧にな

ったことがある MRI画像を作り出すことが出来るのです。

ところで、 MRIは中に入ると、必ず耳栓をしますし、耳栓をしていてもうるさいですよ

ね。どうしてでしょうか？実は、先ほど触れた傾斜磁場が音の原因になっています。傾

斜磁場は電流を流してかけるのですが、その際、磁場の中を電流が流れることで生じる

力（昔、物理で左手の法則を習ったことを覚えている方もみえると思います。中指が電

流、人差し指が磁力、親指が力でしたね）が傾斜磁場コイル自身を振動させ、さらに周

囲にも影響を及ぼし、大きな音が発生しているのです。

MRIでは、良い画像を得るために、何度も傾斜磁場をかけて撮像しますので、断続的に

大きな音が響くという訳です。最近は、小さな音の機種も増えてきていますが、一般に

は 1.5Tの機械より 3.0Tの機械の方が大きな音がします。

3.パーキンソン病の診断で、どうして MRIが必要なのでしょうか？何が

分かるのですか？
実は、一般的な MRIの撮像では、パーキンソン病の方々の脳を撮像しでも、何の異常も

とらえることは出来ません。では、何故必要なのでしょうか？それは、パーキンソン病

と良く似た病気である多系統萎縮症、進行性核上性麻痩、大脳皮質基底核変性症、血管

性パーキンソニズム、正常圧水頭症などを除外するためなのです。
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これらの病気では比較的高頻度に MRIで疾患に特徴的な異常所見が出現しますので、特

に初めての診断をする際に重要な役割を果たします。また、当初、 MRIで異常が無くパ

ーキンソン病と診断していた方で、数年の聞に Lードパの効果がなくなってしまい、あら

ためて MRIを取り直すと違う病気であることが判明する（先に述べた病気は初回時には

MRIで異常が無くとも、数年後に異常が出てくる場合がしばしばあります）際に有用な

情報をもたらしてくれます。

正しい診断がより良い治療につながることは言うまでもありません。実際、似た病気で

あっても治療に対する反応性、経過、注意すべき症状などが大きく異なります。そのた

め、診断が異なっていますと、「インターネットや本で、調べたパーキンソン病の経過と

私の経過は全く異なるから治療が悪しリと不満や不信感を抱かれるのは当然ですし、患

者さん－医師関係の悪化に直結してしまいます。またご自身の疾患について正確な情報

を得ることも困難となり、良いことはありません。

一方、かなり専門的となりますが、磁化率強調画像や神経メラニン画像など新しい撮像

方法を用いると、パーキンソン病の方では黒質の神経細胞脱落を反映した所見を見出す

ことが可能となっています。実際、私も必要に応じて名大病院において本撮像法を用い

て診療していますし、今後、超早期診断に活用出来るのでは無し、かとの期待も持たれて

います。

4.新しい MRIの撮像法について
何と、もう紙面が尽きてしまいました。少しだけ、私達の研究に触れさせて頂きます。

近年の技術の発達や計算論の進歩により、 MRIを使って、ヒトの神経細胞同士のつなが

り（ネットワーク）を見ることが出来るようになりました。

まだ研究の途中ですが、ヒトの脳は加齢によっても、これまで考えられていた以上にダ

イナミックにネットワークを変えて頑張っていることが分かつてきています。言い換え

れば、脳細胞は確実に毎日減っているのに、どうして元気でいられるのか、との謎を解

く鍵の lつをネットワークが持っていると言っても良し、かもしれません。

ノミーキンソン病でも、脳内のネットワークはダイナミックに動いていることを、一緒に

研究して頂いている原先生、米山先生、川畑先生、桝田先生、今井先生、小倉先生、バ

ガリナオ先生方が示してくれています。特に神経変性に対抗するかのように、また代償

を果たしているかのように動いているネットワークもありそうで、ここをターゲットに

してリハビリテーションをすることにより、様々な機能維持や回復につながらなし、かと

知恵を出し合っているところです。幸い、この分野の先駆者である柴田先生がアメリカ

から名古屋大学心理学講座に着任され、画像計算論に長けたバガリナオ先生もみえます。

色々な方々の教えを頂きながら、もしも、そのような研究を進めることが決まりました

ら、少し御紹介させて頂くこともあると思いますが、その際にはどうぞ宜しくお願いい

たします。

5.終わりに
今回は、いつもと趣向を変えて MRIについてお話をさせて頂きました。 MRIで頭の中を

見ることが出来る仕組み、少しでも御理解いただけたでしょうか？特に初診時には一般

撮像では何も異常が無いのがパーキンソン病の MRIの特徴であることや、－ii診断を受
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ければ主治医から必要との判断が無ければ MRIを必ずしも何度も撮る必要がないことな

ど、御理解いただけたでしょうか？

今回記載して、実際に文章で分かりやすく説明することは難しいことがむしろ良く理解

出来ました。すみません。ご不明な点がありましたら、主治医と良く御相談下さい。本

文章が少しでもお役に立てていれば幸いです。

第55回パーキンソン病の病態抑止治療

1 .はじめに
この原稿は、 3月16日に日が変わった深夜から書き始めました。まだまだ空気は冷たい

のですが、凄とした冬の感触が週単位で和らいできている印象で 三寒四温とはまさに

この季節を言い得て妙だな、昔の方々のセンスは凄いなとあらためて感じております。

年度末は通常業務に加えてセンタ一関連やグラント関連の事務仕事が膨大で、悪戦苦闘

しておりますが、何とかこの原稿に手をかける時間を確保出来ました。もう少し要領よ

くやらないといけないなと反省しております。

さて、本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人

に合わせたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹

介してきています。EBMの代表的な内容はガイドラインや、ガイドラインに近い治療指

針になります。

しかし、ガイドラインには限りがありますし、新しいパーキンソン病ガイドラインは、

現在改定作業をほぼ終えて、外部委員の皆様から指摘をいただいている最中ですので、

まだまだ御紹介出来る段階にはありません。一方で、本連載で知りたい情報として患者

さんやご家族の皆様からお聞きする要望はエピデンスを超えて多岐に渡ります。そこで

前回は画像について御紹介をしました。今回は、先日御依頼をいただ、いた病態抑止治療

について、紙面の許す範囲で少し御紹介したいと思います。

パーキンソン病において成功したと言い切れる病態抑止治療はまだありませんので、残

念ながらエビデンスとして御紹介することは出来ないのですが、エビデンスを作るため

現在精力的に研究が展開されています。病態抑止治療とは何か、病態抑止治療のために

超早期診断は何故必要か、現在行われている病態抑止治療は何かなどについて、少し御

紹介出来ればと思います。よろしければ最後までお付き合い下さい。

2.病態抑止治療って何ですか？
ノミーキンソン病は αシヌクレインというタンパク質が変性して脳の中に蓄積し、神経

細胞や神経回路を破綻することで症状が出現する病気と理解されています。結果として

黒質線条体神経細胞の脱落と脳内ドパミン濃度の低下を来たし、動作がゆっくりとなる、

関節が固くなるなどの症状が出現します。

現在、用いられているレボドパ、レボドパ補助剤、ド、パミンアゴ、ニストなどは基本的に

ドパミンを補充する治療となりますし、非ドパミン系薬剤は間接的にドパミンの働きを

良い方向へ向ける（プラス α）治療となります。脳深部刺激療法も、黒質線条体神経細

胞の脱落が引き起こした脳内神経回路のアンバランスを是正する治療と言っても良し、か

と思います。実際、これらはとても有効な治療です。

しかし、これらを我々が用いることが出来る治療選択肢は、基本的には、不足している

ドパミンを補う“補充療法”や、“回路のバランスを整える治療”です。もちろん、間

接的には病気の進行改善につながることが期待出来るし、また薬剤によっては、病気の

ウ
t

Q
U
 



発生や進行に関わる病態に働く作用を有することが実験レベルで、は示唆されている場合

もあります。

しかし、直接的に病気の原因である異常なαシヌクレインの蓄積などを改善することで

進行（病態）を抑制することが証明された “病態抑止治療” はまだ開発されていませ

ん。近年、この病態抑止治療の研究が精力的に進められています。病態抑止治療により

進行を抑制することが出来れば、多くの皆様への福音となることは間違いありません。

3.病態抑止治療開発のために超早期診断が必要
先にも触れたように、パーキンソン病は、 αシヌクレインという正常に働いていたタン

パク質が病的に蓄積することが原因となります。病態抑止治療のターゲットの 1つが、

この病的αシヌクレインの蓄積を止めることにありますので、早期の方が、蓄積を止め

る効果はより期待出来ますし、神経回路が良く保たれている段階で蓄積を止めることで＼

回路の保護を通じたより良い治療効果も期待出来るためです。

そのために最も重要なことの一つは、出来る限り早期に診断することとなり、 2015年に

は Berg先生らが中心となり、研究のための超早期（前駆期）診断基準が提唱されまし

た。この診断基準は、パーキンソニズムが出現する前に、一定以上の確からしさで診断

出来ることを目的に作られています。

具体的には、 REM睡眠行動異常、軽微な黒質線条体神経細胞脱落とそれに伴う症状、嘆

覚消失、自律神経不全、うつ・不安などの有無など年齢などの組み合わせにより、診断

の確からしさが決まっていきます。昨年から今年に出された報告を読むと、この基準を

用いることで、比較的高い精度を持って超早期診断出来ることが期待されています。

また、最近では、皮膚生検により、高率に異常な αシヌクレインの沈着を確認出来ると

の報告が蓄積されてきています。生検技術や遺伝子技術の進歩により癌の早期診断、早

期治療が可能になったように、パーキンソン病でもより確実な超早期診断が出来、それ

に基づいて病態抑止治療の開発が進む時代が近づいているのかと思います。

4.病態抑止治療の開発状況について： αシヌクレインを中心に
現在、様々な観点から病態抑止治療の開発が進んでいます。平山先生が中心のお一人と

して進められている腸内細菌研究も、病態抑止治療へつなげる方略として非常に興味深

い領域です。特に、病気になりづらくするという”予防”は、最も速い先制治療ですか

ら、その発展が大いに待たれるところです。

一方、大きな研究の流れとしては、異常な αシヌクレインに対する治療、細胞内品質管

理機構の治療、ノーベル賞で、有名になったオートファジーやミトコンドリア機能異常に

対する治療などが大きく進んでいると思います。

この中で、今回はαシヌクレインの研究の状況について、私の知っている範囲、限られ

た紙面で簡単に御紹介したいと思います。今回何度も出てきている αシヌクレインです

が、その異常が起きることで、細胞内小器官においては、核、ミトコンドリア、オート

ファジー／ライソゾーム、小胞体／ゴ、ルジ体、シナプスなどにおいて様々な不具合が出て

きます。軸索輸送や小胞体とミトコンドリアの関係などにも異常が認められます。

。。

また αシヌクレイン遺伝子は、一部の家族性パーキンソン病の原因遺伝子ですし、また

孤発性パーキンソン病の危険因子でもあります。このため、 αシヌクレインをターゲッ

トとした治療法開発が成功すれば、パーキンソン病治療が飛躍的に進むと想定されます。

現在、開発が進められているものとして、 1）低分子二本鎖則A (siRNA）やアンチセンス

オリゴヌクレオチド（ASO）を用いて αシヌクレインの合成量を減らす治療、 2）ライソ

ゾーム、オートファジ一、グルコセレブロシダーゼの機能改善よる αシヌクレインの分

解を促進する治療、 3）毒性を発揮する αシヌクレインの凝集を減らす治療、 4）細胞か

ら細胞へ移動する αシヌクレインに対する受動免疫による抗体治療、 5）能動免疫によ

る抗体治療研究などが挙げられます。

海外におけるいくつかの臨床治験は、既にヒトの段階に入っており、髄液中の αシヌク

レインの改善が得られるなどの効果も報告されつつあります。ただ、まだ病気の進行を

抑制するか否かは明らかになっていません。

5.終わりに
あっという間に紙面が無くなってきてしまいました。今回は触れなかったのですが、疾

患の経過を客観的かっ正確に再現性を持って評価出来る様々な指標（バイオマーカー）

の開発も極めて重要で、、 54号で触れた MRI以外に、 αシヌクレインを可視化する PETの

開発、血液や髄液の指標の開発なども精力的に進められています。

超早期診断、病態解明、バイオマーカーの開発に続いて大切なのは、適切な臨床治験の

デザインを組むことです。実はこれが最も大変なのかもしれません。と申しますのも、

お一人お一人で、その臨床像がとても違うからです。ふるえが主体の方と動きがゆっく

りである方、比較的進行の速い方と遅い方、非運動機能異常を多く持っている方と少な

い方、等々をどのように比較すれば良いのかは難しい問題です。さらには何時まで、何

を指標に観察すれば良いのかなどを明らかにすることは、今後の重要な課題であると思

います。まだ課題は山積ですが、皆様が待たれている病態抑止治療研究も進んで、いるこ

とを、若干かと思いますが御理解頂けましたら幸いです。
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第56回起立性低血圧（立ちくらみ）

1 .はじめに
今年のゴールデンウィークは、とても天候に恵まれていましたが、皆様はどのようにお

過ごしだ、ったでしょうか？私は最終日に大阪で北野病院の斎木英資先生とパーキンソン

病の市民公開講座を担当させて頂き、リハビリテーションや日常生活の工夫など、この

友の会の原稿でも紹介させて頂いている内容をお話してきました。大阪での市民公開講

座は初めてでしたが、皆様とても熱心で積極的な印象を持ちました。

この原稿は、 5月13日、四国へ向けての移動中の車内で書き始めております。本日は未

明から雨降りで、気温も低く、スーツを着ていても肌寒さを感じます。明日は東京なの

ですが、天気予報を見ると夏日になりそうで、梅雨入りが間近なことも相まって、体調

管理に悩ましい時期になってきたようです。皆様もどうぞご自愛ください。

本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

きています。 EBMの代表的な内容はガイドラインや、ガイドラインに近い治療指針にな

ります。今年には、新しい我が国のパーキンソン病診療ガイドラインも発行される予定

です。またここでも紹介しようと思います。

今回は、 4月に東京で開催されたJPCにおいてお話しした病態抑止治療について前号に続

いて記載しようと，思ったのですが、平山先生が、当方の話の一部を御紹介頂けるとのこ

とでしたので、今朝、医師用に書いたパーキンソン病で認める起立性低血圧（立ちくら

み）について、少し噛み砕いて御紹介することといたしました。 JPCの当日は時間も短

く十分に説明できなかったですし、平山先生の御紹介の方が分かりやすいと思いますの

で、ご一読頂けたらと思います。私のこの原稿も、よろしければ最後までお付き合い下
さし、。

2.パーキンソン病における起立性低血圧（立ちくらみ）
起立性低血圧とは、寝ている状態から立ち上がった際、 3分以内に収縮期血圧で 20mmHg

以上もしくは拡張期血圧で lOmmHg以上低下する現象を指します。それぞれ 30mn出g以上、

15mmHg以上下がる場合は高度な起立性低血圧とも呼ばれます。起立性低血圧のある方で

は、血圧低下にともない脳血量が減ることで、立ちくらみ、めまい、意識消失などの症

状を認めることがあります。これらの症状は一過性で、横になると消失します。

一般に、立ち上がる時には、血圧を調節する自律神経の働きにより、血圧は過度に下が

らないように、脳への血流が低下しないように維持・調節されるのですが、この系統に

病変が出てくると起立性低血圧が出やすくなります。特に、脱水で血管内の水分量が減

る状態、気温の上昇で末梢血管が開きやすい状態、血圧の下がりやすい内服をしている

状態などで血圧は下がりやすくなります。また、基の血圧が低い場合に症状が出やすく

なります。言い換えれば、起立性低血圧があっても、立ちくらみや、めまいなどが出る

時と出ない時がありますし、起立性低血圧自体が改善することもしばしばあります。

ノくーキンソン病では、約 30%の方に起立性低血圧を認めるとされていて、特に立った時

にフラフラする、目の前が暗くなる、意識が一過性に無くなるなどの症状が出てきて、
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転倒や骨折の原因にもなりますので、必要に応じて適切な管理が必要です。意識消失発

作を伴う場合、てんかんと診断されてしまうことがあります。また、疲れやすさ、息、苦

しさ、後頚部から肩にかけての痛みとして症状が出ることがあります。

起立性低血圧は、一般には、権病期間の長い方、重い症状の方で認めやすいと言われて

います。また、一部の患者さんでは、高度の起立性低血圧を病初期から認め、特に運動

機能が良く、立って移動される機会が多いために立ちくらみの症状に悩まされる頻度が

増えることがあります。さらに多系統萎縮症という病気との鑑別も併せて大切になって

きます。

3.食事性低血圧
起立性低血圧のある方では、食後に血圧が下がってしまう食事性低血圧を認める場合が

あります。一般に食事をすると、食物を消化・吸収するために胃や腸などの血流が増加

します。そのままでは心臓の血液が減ってしまうので、血管を収縮させる、心拍を速め

る、心臓の収縮力を上げるなど、血圧を保つ自律神経機能が働きます。

ところが、この自律神経系がうまく働かないと、食後に血圧が下がってしまいます。こ

の現象を食事性低血圧と呼びます。食事性低血圧は、食事の内容、特に、炭水化物を多

く摂取したとき、糖質を多く摂取した時、さらには早食いで、も誘発されます。食事性低

血圧は、パーキンソン病以外にも、高血圧で降圧薬内服中、糖尿病、加齢でも起こしゃ

くなります。

食後にボーッとしやすい、疲れやすい、すぐに横になりたがるなどの症状がある時には、

ご自宅で、食事の前と、そのような症状が出たときの血圧を測定してみてください。も

し、過度に血圧の低下がある時には、食事性低血圧が原因となっていることがあります

ので、その結果を持って主治医に相談して頂くと良いかと思います。

4. 臥位高血圧について
起立性低血圧のある方で、出やすいもう一つの症状に臥位高血圧があります。立ち上が

った時に血圧が下がるのが起立性低血圧ですが、臥位高血圧では、夜間、寝ている時に

血圧が上昇する現象を指します。脱水や食事の影響が無い時に出やすいとされています。

起立性低血圧があると、それに抗して血圧を上げるためにホルモンが出たり、血圧を上

げるために内服をしたりすることが誘因になっていると考えられています。特に著しい

臥位高血圧は、動脈硬化や脳出血などの原因になりうると言われており、血圧を上げる

薬剤を内服する時には注意が必要です。

臥位高血圧の確認は、 24時間測定する血圧計の装着が必要となります。起立性低血圧や

食事性低血圧と合併することが多いので、これらがある時には、 一度確認する必要も出

てきます。

5.起立性低血圧、食事性低血圧、臥位高血圧の治療について
起立性低血圧のある場合には、脱水、発熱、降圧剤、起立性低血圧を起こしやすい抗ノミ

ーキンソン病薬の内服などの有無を確認します。これらがある時には、適宜補正するこ



とで、症状の改善が得られることがあります。さらに、急に立ち上がらない、高温の場

所を避ける、過量な炭水化物やアルコール摂取を控えるなどの生活の工夫が有用です。

これらで対応が難しい時には、毎食 0.5-1. Ogの塩分の追加摂取を薦めます。特に立つ

前の血圧が低い時には有用です。毎朝、または血圧の下がりやすい時間帯があれば水分

をコップ 2杯ほど、可能であれば 500ml～1500mlを目処に意識して水分を摂るようにす

ることも有用です。

下肢の筋力強化も大切で＼適切な運動療法は、運動機能向上のみならず起立性低血圧予

防にも有用です。また、座っている時に足を組む、つま先を上げる、頭を下げながら立

つなどで起立性低血圧症状を予防出来る場合があります。

食事性低血圧のある場合には、炭水化物や糖の摂取を朝は控える、 1日3食ではなく、 4

食、 5食に分けて摂取する、不足する炭水化物や糖質は夕食時に摂取する、アルコール

は控える、食事の前後でコーヒーや玉露などのカフェインを摂取するなどの工夫で症状

の改善が得られることがあります。

起立性低血圧および、臥位高血圧のある場合には、就寝時に、頭部を 20度ほど挙上す

ることが薦められます。これにより、夜間の血圧上昇予防、夜間頻尿予防、起立性低血

圧予防などが期待出来ます。

弾性ストッキングの有用性も指摘されていますが、脚までの長さのストッキングでは有

効性が期待出来ないことがしばしばです。効果を期待するためには、お腹の血管を心臓

へ戻すことが出来るようなストッキングが必要ですが、これは履きづらく、また脱ぎづ

らいので、 トイレの利用などを含め実用性に欠けるという欠点があります。

6.終わりに
今回は、起立性低血圧、食事性低血圧、臥位高血圧について説明をさせて頂きました。

紙面の都合上、内服薬については記載いたしませんでしたが、これらの症状は、薬以外

の対応方法が基本となります。御紹介した内容は、いずれも施行可能なものが多し、かと

思います。もし該当する症状があれば、主治医に御相談の上、試して頂けたらと思いま

す。
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第57回パーキンソン病の療養の手引きをご存知ですか？

1 .はじめに
本日7月15日は、朝から歩くだけで滝のような汗が出る名古屋らしい猛暑日です

が、わずか3目前、 7月12日の鶴舞駅周囲は、 2000年の東海豪雨を思い出すよう

な状態で、膝まで水に浸かりながら自宅まで帰りました。しばらくは、リュック

の中に折りたたみ傘と簡単な着替えを持ち歩いた方が良さそうな予感がしており

ます。皆様は、いかがお過ごしでしょうか？

因みに先月はとても涼しいバンクーバーへ6月3日から 7日まで滞在し、当地で

開催された、 MovementDisorders Society (MOS）の学術大会に参加してきまし

た。 MOSは、パーキンソン病関連では世界で最も大きな学会です。この学会に参

加することで、最新の研究や診療情報を得ることが出来ますし、世界中の研究者

や臨床医達と交流することで、色々な知識や知恵を身につけることが可能です。

当方は、職場の仕事の事情のために2年ほど参加出来ず、今回は久しぶりの出席

となりました。学会の内容はもちろんですが、日本からも、平山先生はもちろ

ん、パーキンソン病関連をテーマに活躍しておられる先生が多数参加されてお

り、その方達との交流をはじめ、昼夜を問わず、とても有意義な時間を過ごすこ

とが出来ました。また、折りに触れて、この紙面でも学会情報を提供させて頂き

たいと思っております。

また、 6月 11日は那覇の市民公開講座に呼んで頂きました。当日は、沖縄の友

の会を中心的にグイグイと引っ張っていらっしゃる又吉ご夫妻から、この会報の

当方の記事を読んで、いますとお声掛け頂き、非常に恐縮するとともに、大変嬉し

く思いました。残念ながら日帰りでしたので、約 1時間の医療相談と 1時間 30

分ほどの講演で、ご来場いただいた多くの皆様に、どこまでお役に立つことが出

来たのか分かりませんが、私自身は、沖縄の皆様の熱い思いを感じ取ることは出

来ました。

さて、少し前置きが長くなってしまいましたが、本連載は根拠に基づいた医療”

Evidence Based Medicine EBM”の現状、個々人に合わせたEBM実践の現状、 EBM

は無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介してきています。 EBM

の代表的な内容はガイドラインや、ガイドラインに近い治療指針になります。今

年には、新しい我が国のパーキンソン病診療ガイドラインも発行される予定で

す。また折りに触れて、御紹介していきたいと思います。

今回は、昨年の 12月に京都大学神経内科教授の高橋良輔先生が中心になってま

とめられた「パーキンソン病の療養の手引きjから、当方が担当した自律神経症状

の症状や治療について、流涯、消化器症状、排尿障害など一部御紹介いたしま

す。
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この手引きは、パーキンソン病全般について、多くの情報を無料で得ることが出

来ます。 http://plaza.umin.ac.jp／～neuro2/parkinson.pdfからダウンロードし

て、皆様、どうぞご活用いただけたらと思います。

2. 流誕とは何ですか？治療にはどのようなものがありますか？
口から唾液がこぼれてしまう現象を流誕（りゅうぜん）と呼びます。唾液には、

殺菌、抗菌作用、う蝕予防、口腔粘膜の保護と洗浄など大切な役割があります。

このため食事時はもちろん、食事時以外でも唾液腺という口の周りにある組織か

ら唾液は分泌されており、その量は一日にしてペットボトル l本に相当する 1リ

ットルから 1.5リットル程度にもおよびます。

これほどの量ですから、放っておけば唾液は口からこぼれてしまいますが、口を

閉じたり、食事と一緒に飲み込んだり、無意識に飲み込んだりすることで口から

こぼれることを予防しています。流誕は、軽症を含めた場合にはパーキンソン病

患者さんの約 80切に認めるとする報告もあります。

まず夜間にきづかれることが多く、その後、会話中に口から唾液が垂れて困る、

ボーッとしていると口から唾液がこぼれていたというお話を伺うことが多くなり

ます。パーキンソン病の流誕の原因としては、嚇下機能の低下、姿勢異常（首下

がり）、口が十分に閉じない事などが考えられています。

流誕の治療としては、抗ノ〈ーキンソン病薬の調整が基本になります。一般に四肢

の動きに比べて礁下機能は抗ノミーキンソン病薬で改善しにくいのですが、良くな

ることもありますし、随伴する首下がりが良くなることで流誕も改善する場合が

あります。抗コリン薬は唾液の産生を押さえることで流涯に対して用いられるこ

とがあります。薬物治療以外では、ガムを噛む、堅い飴をなめることも有用で

す。マスクをはめることや、普段から意識して唾液を飲み込むよう意識する、姿

勢に注意を促す、口を閉じておくように気を遣うことも大切です。

3. 消化器症状とその治療にはどのようなものがありますか？
ノミーキンソン病で認める消化器症状としては、便秘、排便開始困難、胃食道逆流

現象、胃不全麻庫、嚇下障害などが知られています。こうした症状はパーキンソ

ン病の病変が消化管を動かす自律神経に出現していることと関連があります。身

体の動きと同様に、消化器症状も消化管の動きが悪くなることで出てくる症状が

多いと言えます。一般にどの症状も経過が長くなるほど頻度や重症度は高くなる

傾向がありますが、便秘は、発症後の出現頻度が多いのみならず、パーキンソン

病を発症する前から認められる患者さんが多いことが最近の研究で、分かつていま

す。

便秘に対しては、まず食物繊維と水分の摂取を心がけて下さい。運動も有用です。

薬物療法としては、腸管内に水分を吸収することで便を柔らかくする酸化マグネ

シウム、腸の動きを刺激するセンナ・センノシド、 5-HT4受容体を選択的に刺激
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することで腸の動きを改善するモサプリドクエン酸が 2011年のガイドラインで

は推奨されています。漢方薬でも有用な薬剤があります。水分もそうですが、飲

み込みづらさがある場合には粉薬は上手に飲めないことがあるので注意が必要で

す。礁下障害に対しては、冊子をダウンロードして、リハビリテーションの項

(P. 62）を参考にして下さい。

4.排尿障害とその治療にはどのようなものがありますか？
ノミーキンソン病で認める排尿障害は、夜間の尿の回数が多い（夜間多尿）、日中

の尿の回数が多い（頻尿）、一度尿に行ってもすぐに行きたくなる（尿意切迫）

など「排尿回数が増える訴え」の頻度が高く、排尿後も尿が残っている感じがあ

る（残尿感）、尿が漏れる（尿失禁）等の頻度は低く、特に病初期では認めづら

いことが知られています。

この中でも、夜間頻多尿頻度が最多で、全体では 50目以上の方に認めます。排尿

障害の原因としては、排尿をコントロールしている神経系にパーキンソン病の病

変が出現する場合、加齢に伴う変化（前立腺肥大、腹圧性尿失禁、他の疾患によ

る過活動勝脱など）を伴っている場合、尿路感染症を併発している場合などが知

られています。

まずは、排尿障害の原因として加齢に伴う様々な病態が関与している可能性を考

慮し、必要に応じて泌尿器科や産婦人科などとも相談をする必要があります。た

だ、パーキンソン病があって他の疾患を合併している場合には、どちらが原因で

あるのか分かりづらい場合も少なくありません。

ガイドライン 2011では、過活動勝脱に対しては、ソリフェナシン、 トルテロジ

ン、イミダフェナシン、他の抗コリン薬として、オキシブチニン、プロピペリン、

プロパンテリン フラボキサートなどが推奨されています。これらは跨脱の過度

の収縮を押さえる薬剤で、最近は脳へ移行しづらく勝脱へ選択的に働くことで副

作用を軽減する薬剤が主体となっています。

抗コリン薬の有効性が確認できない場合や副作用のため服用できない場合には、

抗うつ薬であるパロキセチンやミノレナシプランを用いることも指摘されています。

またLードパやドパミンアゴ、ニストの内服で症状が改善する場合がありますし、夜

間、不眠やオフによる痛みのために目が醒めてしまった時にトイレへ行くようで

あれば、夜間の運動症状の改善によって頻尿が改善する場合もあります。

5. 終わりに
いかがでしたでしょうか？是非、ダウンロードして、他の様々な項目についても

ご一読頂けたらと思います。治療薬については、本文中の表記は商品名ではない

ため、少し分かりづらいと思いますが、手引きの付録に記載がありますので、適

宜、確認をいただけましたら幸いです。この夏も暑さに負けず、元気に乗り切り

ましょう。
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第58回パーキンソン病の療養の手引きをご存知ですか？

1 .はじめに
本日は2017年9月16日。京都でWorldcongress of Neurologyが始まっています。午前中

に開催された総会後、午後に開催されるセッションを横目に原稿書きを開始し、たしまし

た。本当の開会式は明日ですが、台風18号が迫ってきており、何か波澗万丈の開始とな

っております。でも考え方を変えれば台風一過の秋晴れと言います。きっと盛会裡に終

わり、関係の皆様の苦労が報われると確信している次第です。

本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

きています。 EBMの代表的な内容はガイドラインや、ガイドラインに近い治療指針にな

ります。

因みに昨日、 9月15日は、ようやく新しいパーキンソン病ガイドラインのパブリックコ

メント募集が開始されました。 2014年7月27日から始まったガイドライン作成も、 3年

の月日を経て、完成に近づいています。今回は私も委員の末席に加えていただき、とて

も勉強になりました。皆様のコメントが反映されて、より良い内容になると、これも確

信しております。

今回は、 9月24日に北九州の市民公開講座で講演予定の精神症状の中から、うつ、不

安、アパシー、疲労について、病態と、現在推奨されている主な内科的な治療について

簡単に御紹介させて頂きます。

2. うつについて
うつは、パーキンソン病で、平均で 40%程度に認めるとされ、最も頻度の高い気持ちの

問題の 1つです。具体的には、気分が落ち込んだり、悲しくなったり、絶望的になった

り、なにをしても楽しくなかったりすることが上げられます。

ただ、精神科で治療を必要とする“大うつ病”とは異なり、主たる症状は、意欲が低下

した状態（専門用語で、アパシーと呼びます）、喜びや楽しみを感ずることが難しい状態

（アンヘドニア）、神経質になったり、わけもなく心配したりという不安感などが主体

で、緊張したりし自ら命を断ってしまうという気持ちが生ずることは稀です。

うつは、運動症状と同じようにドパミンの不足が原因となっていることもありますが、

パーキンソン病の診断や、自分の将来に対する悲観、職場や家庭における喪失感などが

原因となって反応性のうつ症状を来すことも少なくありません。

問 0の調査によれば、パーキンソン病において、うつ気分は、生活の質を悪化させる主

因とされ、適切な治療が必要です。反応性のうつ気分をはじめ、まずはパーキンソン病

の運動症状に対する十分な治療を行うことで、症状の改善する場合も少なくありませ

ん。

特に、薬剤の効果が減弱時（オフ時）に認めるような“うつ”に対しては、まずウェア

リングオフ現象やオンオフ現象に対する治療を十分に行うことが大切となります。ま

た、 ドパミン系の薬剤の中でもフ。ラミペキソールには、運動症状改善以外に、“うつ”

を改善するというデータがあり、適切に適応を見極めながら用いられます。

ドパミン系薬剤の投与でも、“うつ”の改善を認めない場合には、三環系抗うつ薬で、あ

るノルトリプチリンや 選択的セロトニン再取り込み阻害薬であるパロキセチン、セロ

トニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬であるベンラファキシンなどを試みます。

三環系抗うつ薬は、安価で、はあるのですが、副作用の頻度も高いので注意が必要です。

認知行動療法は、私たちの認知（認知症の認知とは異なり、この場合は、ものごとに対

するとらえ方）を適切な指導によって変えていくことで、気分や行動を変化させようと

いう治療法です。欧米から、パーキンソン病における本治療法に対する有用性が報告さ

れています。我が国で、は十分な環境が整っているとは言えません。

3.不安
不安も良く認める症状です。具体的には、神経質になる、わけもなく心配になる等が挙

げられます。症状が強くなると、日常の活動や社会とのかかわりに障害が出てくること

があります。

不安の原因は多彩で、あり、まずは、何が不安の原因となっているかを主治医と一緒に考

えて頂く必要があります。不安はうっ気分と同様に、オフの時に増悪することが知られ

ているため、そのような場合には、まずウェアリングオフ現象やオンオフ現象に対する

治療を十分に行います。また、不安とうつは共に認めることもしばしばで、治療や対処

方法もうつ気分に準じることが多いことも特徴です。

不安に対しては、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬が経験的に用いられることもあります

が パーキンソン病に特化したエビデンスはありません。また、こうした薬剤の内服中

は、転倒や日中の眠気などに注意する必要があります。

4. アパシー
アパシーは、意欲、興味、関心の欠如した状態（何かしようとする気持ちがなくなる、

人と一緒にいることに関心がなくなる）を指します。“うつ”の項目でも出てきたよう

に、アパシーは、“うつ”の部分症状としても出現しますが、パーキンソン病ではうっ

気分や悲哀を伴わずアパシーのみ単独で、出現する場合があります。

一言でアパシーと言っても、その病態は複数あり、 1）現在の自分の状況を認識して、

行動を遂行する上で必要な順序だ、ったやり方を認知できなくなる結果、やる気が起きな

くなってしまうアパシー、 2）行動に付随する“喜びぺ“興味”、“期待”、“感動”など

の感情が鈍麻するためにやる気が起こりにくくなるアパシー、 3）指示があれば目的と

する行動を遂行することができるものの、自発的な行動を遂行することはできないアパ

シーなどがあります。

“うつ”を合併している場合には、“うつ”の治療に準じます。“うつ”を合併せず、上

で述べた 1）のような症状を認める場合にはコリンエステラーゼ阻害薬、 2）やめのよう

な症状を認める場合には、 ドパミンアゴニストが治療薬として用いられますが、その治

療効果は限定的なことが少なくありません。
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5.疲労

ノミーキンソン病の方では、疲労を 32～56犯に認めます。“うつ”の部分症状として疲労を

認めることがあります。一方、うつは伴わず、疲労のみを認めることもしばしばです。

また、運動症状に関連した身体疲労と、うつに合併して発症する精神疲労と分けて考え
ると良い場合があります。

その他にも、自律神経不全の部分症状として疲れやすさの出ている場合、睡眠不足が疲

労として出ている場合などもあり、その病態は多様です。疲労により、日常生活レベル

や社会的な交流レベルが大きく阻害されている場合があり、適切な治療が必要となりま
す。

疲労の治療としては、身体疲労の場合にはドパミン補充療法を、“うつ”に伴う精神疲

労の場合には、“うつ”に準じた治療を試みます。また、睡眠不足が原因となっている

場合には、その改善を図るようにします。

6. まとめ

いかがでしたでしょうか？精神症状は、今回の記載した、 うつ、不安、アパシー、疲労

以外にも沢山あります。もちろん、 全ての皆様に出現するわけではありませんし、この

内容を読んだことがきっかけで、精神症状が強くなってしまっては本末転倒です。

適切な対応によって改善を認め うる症状ですので＼ 自分が該当するなと思った時には、

主治医とも良く御相談ください。他の症状も含め、ガイドラインが正式に出ましたら、

また適宜御紹介していくことが出来ればと思っております。

では、そろそろ学会に戻りたいと思います。急、に涼しくなってきました。皆様、お風邪

などめされないよう、どうぞお身体をご自愛ください。

。。QU 

第59回衝動制御障害について

1 .はじめに
本日は2017年11月12日。外は、絶好の秋晴れになっています。前回は、 2ヶ月前の9月16

日、台風18号が迫って土砂降りの京都で書いていました。丁度、京都でWorldCongress 

of Neurologyが始まった日で、「何か波j関万丈の開始となっております。」と記載してい

ましたが、まさに台風一過の秋晴れで、大変な盛会裡に終わり、関係の皆様の苦労が報

われる素晴らしい学会で、あったと思います。

本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

きています。EBMの代表的な内容はガイドラインや、ガイドラインに近い治療指針にな

ります。

新しいパーキンソン病診療ガイドラインは、 11月初旬に印刷作業が開始されました。ガ

イドライン作成作業は、 2014年7月27日から始まりましたが、委員長の服部信孝先生を

はじめ、順天堂大学の諸先生、さらにはガイドライン委員の皆様の御尽力で、 3年と少

しの月日を経て、ようやく完成となりました。

本日は、まだ印刷中ということで、内容をここに記載することは出来ませんが、とても

充実した内容となっており、これからのパーキンソン病診療の向上につながると期待し

ています。また次回以降、ここでもご紹介出来ればと，思っております。

さて、今回は衝動制御障害の病態理解の進歩と対応方法の現状についてご紹介したいと

思っております。衝動制御障害は第21回でも記載しています。あれから38回、約6年立

ちますが、どの程度内容が変化したのか、自分でも確認しながら進めていきたいと思い

ます。少し難しい内容ですが、お付き合いをいただけましたら幸いです。

2.衝動制御障害とは
衝動制御障害とは、個人や他者に対して不利益となるような衝動、欲望、誘惑などに対

して自分の気持ちを制御することが出来ず、行動してしまう現象を指します。

衝動制御障害には、 1）病的賭博、 2）病的性欲充進、 3）買い漁り、 4）むちゃ食い

があり、衝動制御障害に関連する問題のある行動として、 5）反復常同行動、 6）趣味

への病的な没頭、 7）病的な放浪、 8）間欠性爆発性障害（急に抑制出来ずに怒りだして

しまう）、 9）インターネット中毒、 10) ドパミン調整異常症候群（問題となるようなジ

スキネジアが出ているにもかかわらず、必要以上の内服を求めてしまう）、 11）ため込

み症候群などが報告されています。

衝動制御障害の評価は、問診やアンケートで行います。代表的なアンケート方法として

は、鳥取大学の和田先生や田中先生が翻訳され、その妥当性を検証された、日本語版の

]-QUIP ((Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorders in Parkinson’s 

Disease-Rating Scale）があります。これは、賭博、性行動、買い物、食行動、その他

の行動、薬の使用の 6項目からなるアンケートとなります。

Q
U
 

Q
U
 



また、 MDS-UPDRSと呼ばれる国際的に標準化された診察評価スケールにも組み込まれて

いる問診もあります。具体的には、「この 1週間を通して、がまんできないほど異常に

強い欲求を感じたことがありますか？何かをすることに駆り立てられたり、考え続けた

りするように感じたことがありますか？またそれをやめることが非常に難しいという自

覚がありますか？（ギャンブルや掃除、コンヒ。ューターの使用、余分な薬の服用、過

食、過剰な性行為などが含まれます）Jの 1つのみです。

この質問に対して、もしあるならば、それが自身、家族、介護者にとって問題となって

いるのか、問題となっているならば、どの程度問題になっているのかを答えて頂く内容

となっています。さらに、最近、もう少し詳しいアンケートが欧米で開発されました

が、まだ日本語に翻訳されていません。

3.衝動制御障害の頻度
概ね、 12～ 15協が平均ですが、低い報告では 3.側、高い報告では 42.8協に上ります。こ

の差異は、衝動制御障害の評価のために用いたスケールの違い、定義の違い、患者さん

の背景の違いなどが原因と考えられています。

項目別では病的賭博と病的性欲充進の頻度が高いと言う特徴があります。また擢病期間

とともに頻度が増え、 6ヶ月以内では 0.6弘であった頻度が 78ヶ月では 9.0切であったと

する報告も認めます。ただ、どんどん増えていくということではなく、ある程度のレベ

ルで、頭打ちとなることも指摘されています。

4.危険因子と病態
衝動制御障害の危険因子としては、男性、若年発症、 ドパミンアゴ、ニスト治療年数、飲

酒歴、喫煙歴、病的賭博の家族歴などが知られています。また、衝動制御障害を示す患

者さんは、うつ、睡眠障害、気分障害などの非運動症状の頻度が高いことも言われてい

ます。

ドパミンアゴ、ニストについては、当初、その関与が強く指摘されましたが、 L－ドパで、も、

脳深部刺激療法でも衝動制御障害は起こり得ます。また、速放錠に比べて徐放錠や貼付

剤では同じドパミンアゴニストであっても頻度が低くなる可能性も指摘されており、単

に薬剤の問題では無く、その作用機序にも着目することが大切です。

最近の画像解析研究は、元々、その患者さんが持っている特性が衝動制御障害の発症に

重要である可能性を指摘しています。即ち、衝動制御障害のある患者さんでは、ギャン

ブル中に基底核と呼ばれる領域において、多くのド、パミンが放出される一方で＼衝動性

を抑える働きをする前頭葉の一部におけるドパミンの放出が低下していることが明らか

になっています。また、意思決定に関わる神経団路基盤に違いのあることも示されてい

ます。

元々、こうした衝動制御障害は、パーキンソン病という病気や治療と無関係に認め得ま

す。もちろん、薬剤やパーキンソン病に基づく神経回路の変化が発症に関与しうること

は、間違いないのですが、そうならば、全員が発症してしまいます。しかし、発症する

比率は前述のように限られます。
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このため、最近は、衝動制御障害を起こしやすい脳内基盤を有している、もしくは病前

性格や危険因子のある患者さんにおいて、長期に渡ってドパミン系薬剤の治療を受ける

場合に発症するとの仮説が提唱されています。運動面で、長期に治療を行った場合に出て

くるジスキネジアと同じような病態が、情動の面で出てきているのが衝動制御障害であ

るとの意見もあります。

5. 治療
まず、 ドパミン系薬剤の調整、減量ですが、ドパミンアゴ、ニストを急激に中止すると、

むしろアパシーや抑うつ状態が起こることがあり注意が必要です。前述したように、ド

パミンアゴ、ニストの徐放製剤は、衝動制御障害の頻度が低い可能性を指摘する報告もあ

り、速放錠内服中の場合、徐放製剤に変更すると良い場合も想定されます。

一方、脳深部刺激療法や、腸管を介したドパミンの持続投与など、ドパミンレベルの安

定化を図る治療は、衝動制御障害を改善する可能性が指摘されています。さらに、ジス

キネジアに対して有効で、あるアマンタジンも衝動制御障害を改善する可能性が報告され

ています。

いずれにしても、まだ確立した治療はなく、適切な予防と早期介入が大切で、ご家族の

サポートや理解も重要になります。薬剤jの調製も時間がかかることがしばしばで、長い

目で対応する必要があります。

6. まとめ
いかがでしたでしょうか？衝動制御障害の理解は、この 6年間で随分進んだなと思いま

す。当初はドパミンアゴ、ニストの関与が重視されすぎていた感がありますが、それだけ

では無いことが明らかになりました。 ドパミンアゴニストは、パーキンソン病治療にお

いて大切な薬剤の lつで、恩恵を受けて頂ける患者さんも沢山みえますので、より適切

に使用できる方策が見つかると良いと期待しています。

一方、患者さんやご家族も、このような症状が起こりうることを知って頂き、症状が出

てきたら、早期に主治医に相談して頂きたいと思います。衝動制御障害は、いまだに難

しい病態で、運動症状のように外来で目に見えませんし、予測する方法も未確立ですの

で、ご本人やご家族からお申し出いただくことが大切です。症状が軽い間に対応するこ

とで、問題点を短期間に解決出来る可能性もあります。また、より良い治療効果も期待

出来ます。

今回は難しい話しで、十分理解出来ない点もあったかと思いますが、本記事が皆様に少

しでもお役に立つことになれば幸いです。



第60回早期パーキンソン病の治療について

1 .はじめに
本日は2018年1月14日。今年に入って初めての投稿となります。皆様、年末年始はし、か
がお過ごしだ、ったでしょうか？私は、毎日、仕事はしていましたが、長めの距離を走っ
たり、気がおけない方々や家族と時間を持つことが出来たりと、普段とは違う時聞を過
ごすことが出来ました。

そんな年末の12月28日、愛知県パーキンソン病友の会会長の木村順一様から、ピックリ
するメールを頂戴いたしました。メールには、 “この4月に100号記念号発刊を予定と
しています。 4月は、定期の内容の99号と 100号を同時発刊します。100号記念号は先生
の会報に書かれた記事60回分を集めた内容です。その100号の巻頭言をぜひ先生に書い
ていただきたいと思います。”（以下略）とありました。

本当に光栄な申し出をいただ、き、未だに恐縮しています。10年におよぶ拙文の集合体で
すし、 10年前の内容がどこまで皆様のお役に立つことになるか否か、甚だ心配でもあり
ます。それでも、この連載が、故丹羽浩介友の会会長から2007年9月17日にメールで
“1回分400字詰め原稿用紙換算16枚程度、出来上がり会報で4頁。まずは連載15～20

回程度、全体で240～320枚の本にしたいと思います”との依頼から始まっており、その
やり取りを覚えて下さっていた木村会長のご厚意に感銘を受けるとともに、故丹羽会長
との約束を果たす事が出来るとの思し、から、ありがたくお受けすることといたしまし
た。この場をお借りして、木村会長ならびに関係の皆様に、あらためて心から御礼と感
謝を申し上げる次第です。

さて、「本連載は根拠に基づいた医療“EvidenceBased Medicine, EBM”の現状、個々
人に合わせたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご
紹介してきています。 EBMの代表的な内容はガイドラインや、ガイドラインに近い治療
指針になります。」と毎号記載してまいりました。今回からは、ようやく新しい診療ガ
イドラインをご紹介出来るかと思いましたが、本日現在、まだ出版は間に合っておりま
せん。

このため、 2017年10月にパブリックコメントのために出された現時点における最新版の
内容から、パーキンソン病の診断と早期治療について解説をしてみたいと思います。お
付き合いをいただけましたら幸いです。

2.パーキンソン病の診断基準

ノミーキンソン病の適切な治療を行うためには、正しい診断が必須となります。現在、最

も新しい診断基準は、国際ノミーキンソン病・運動障害疾患学会が 2015年に提唱したも

ので、一般に 3つのステップをたどりながら診断をしていきます。

この診断基準では、運動緩慢（動作がゆっくり）の存在に加え、静止時振戦（ふるえ）

もしくは鉛管様筋強剛（他動的に動かした場合に感ずる関節の抵抗）のいずれか 1つを

伴うことが必須となります（ステップ 1）。
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次に、絶対的除外な基準がなし、かを確認します。絶対的な除外基準には、専門用語で恐

縮ですが、多系統萎縮症を支持する小脳性運動失調、進行性核上性麻症を支持する眼球

運動障害、大脳皮質基底核変性症を支持する四肢の失行や皮質性感覚障害、十分な量の

L－ドパに対する反応欠如、正常なドパミントランスポータ一所見などが挙げられます

（ステップ 2）。

ここまで除外基準が無い場合には、支持的基準と相対的な除外基準とのバランスで診断

を決めます（ステップ 3）。支持的基準には、 Lードパに対する明瞭名治療反応性、ジス

キネジア、静止時振戦、嘆覚消失もしくは心筋MIBGシンチの異常の 4項目がありま

す。

一方、相対的な除外基準は、パーキンソン病では頻度は低いが一定の割合で見られる症

状で、発症 5年以内の車椅子、重度発話障害・礁下障害、重度自律神経不全、発症3年

以内の繰り返す転倒、発症 10年以内の首下がりや手足の拘縮など 10項目があります。

この中で、相対的除外基準が 3項目あれば、パーキンソン病の診断は否定的となり、相

対的除外基準と 1つの支持基準もしくは 2つの相対的除外基準と 2つの支持的基準で、あ

れば臨床的にほぼ確実なパーキンソン病、相対的除外項目が無く、支持的基準が 2つ以

上あれば臨床的に確定したパーキンソン病となります。

3.パーキンソン病の早期治療

診断が定まったならば、次は治療法の選択となります。新しい診療ガイドラインでは、

患者さんが軽症で、治療の希望がない場合には、定期的な診察をしつつ、病気の理解を

深めて頂き、さらにリハビリテーションについても説明し、経過をフォローすることが

推奨される予定です。

一方、治療すべき症状がある、もしくは治療の希望がある場合には、投薬を開始します。

投薬の選択としては、高齢発症や物忘れの検査で認知機能低下があるなど、精神症状発

現のリスクが高い、もしくは当面の症状改善を優先する特別な事情がある場合、運動合

併症のリスクが高くない場合にはLードパで、治療を開始し、運動合併症のリスクが高い場

合にはドパミンアゴ、ニストもしくは MAOB阻害剤で治療を開始します。

L－ドパで、治療を開始して、症状の改善が不十分であれば、 L－ドパ増量、もしくはドパミ

ンアゴ、ニストか MAOB阻害剤などの追加、ドパミンアゴ、ニストもしくは MAOB阻害剤で治
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療を開始して十分量であるにもかかわらず症状の改善が十分で、無い場合には、他の薬剤

への変更あるいは併用を考慮します。

治療を開始するにあたっての留意点としては、 1）できる限り早期に治療を開始するこ

とを強く推奨するエビデンスが得られていないこと、 2) 10ヶ月以上の長期における副

作用に関する研究が十分になされていないこと、 3）治療開始するにあたって薬剤のコ

ストが問題となることなどが挙げられます。

このため、治療開始するか否かは、利益と不利益のバランスを患者さんやご家族とは話

し合って選択すること、薬物療法は開始しなくとも運動療法は指導すること、定期的に

通院してコミュニケーションを維持することが望ましいとされています。

以前はL一、ドバはドパミン神経の変性を促進する可能性が基礎的な研究で示唆されていま

したが、臨床的用量・用法のL－ドパ投与で、 ドパミン系を含む神経細胞の変性が生体内

で促進されることを示すエビデンスはないことが明らかになっています。ただし、投与

量は十分な効果を得られる最小量にすべきとされています。

運動合併症のリスクとしては、若年発症、 Lードパ高用量、低体重、女性、重症度が高い

などが挙げられます。このような患者さん、特に若年、低体重の女性の場合には、 ドパ

ミンアゴ、ニストや MAOB阻害剤を考慮、します。 ドパミンアゴ、ニストと MAOB阻害剤の治療

効果は同等との報告もあります。

以上のことから、早期ノ〈ーキンソン病の治療はLードバで、開始するmことを原則としますが、

概ね 65歳以下発症など運動動合併症のリスクが高いと推定される場合は、 Lードパ以外

の薬物療法（ドパミンアゴ、ニスト及び MAOB阻害薬）を考慮、します。抗コリン薬やアマン

タジンも選択肢となり得るが十分な根拠がありません。

4. まとめ

いかがでしたでしょうか？今回は、パーキンソン病の診断と早期治療について、新しい

診療ガイドラインに沿いながら説明を加えさせて頂きました。診断については、がん細

胞を生検で、取ってきて確定診断が出来るがんとは異なり、パーキンソン病では生前に確

定診断が出来ません。このため、正診率を向上させる様々な工夫が新しい診断基準には

込められています。ただ、早期診断という点では、むしろ劣るという側面も合わせて持

ち合わせています。
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早期治療については、前固までの診療ガイドラインとの違いは、 L－ドパの重要性が再認、

識された点と MAOB阻害剤の有用性が上がった点にあります。一方、 L－ドパ高用量投与

では運動合併症のリスクが高まりますので、投与量については十分な注意が必要となり

ます。またドパミンアゴ、ニストも これまでに蓄積されたエビデンスを活かした適切な投

与により有益な効果を得られると期待されます。次号以降も、新しいガイドラインにつ

いてご紹介出来ればと思います。
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渡辺宏久先生の紹介

1993 三重大学医学部卒業

2003 名古屋大学大学院 医学系研究科

神経内科学 博士課程修了

脳とこころの研究センター研究開発部門 特任教授

-206-

編集後記

春嫡漫の美しい季節となりました。皆さまお身体の調子はいかがでしょうか？

100号は渡辺先生の記念誌特集号となりました。先生には超多忙な日々の中、毎回ご寄稿

をいただいております。患者・家族が知りたいことが一目瞭然で分ります。

心より感謝と御礼を申し上げます。

編集にあたりまして、益田利彦前会長の資料を元に原田良賞事務局長の絶大なご尽力と、

木村会長はじめ役員の皆さんのご協力により出来上がりました。感謝し、たします。

患者として毎日の症状で、困った時ほんとうに助かると思います。嬉しい気持ちでいっぱい

です。自己管理をしながら新しい薬の開発に希望を持って、仲間とともに充実した日々を

過ごしていきたいと思います。（大津）

編集人： 愛知県パーキンソン病友の会大津慶明・木村順一

・発行人： 特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会

干157-0072 東京都世田谷区祖師谷 3-1-17-102

TEL : 03-6277-9611 

FAX : 03-6277-9555 

加入者： 一般社団法人全国パーキンソン病友の会愛知県支部原田 良質

〒458-0821 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山 43-6

アーバンラフレ鳴海 3-407

TEL/FAX 052-623-7554 

Eメール： jpda.aichi@gmail.com 

UR L : http:/ /www. jpda-ai chi. jp/ 
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