レビー小体型認知症
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disease dementia以下ＰＤＤ︶と呼ばれている︒
約 年の経過で ％のＰＤが認知症にいたると

とが知られ︑
パーキンソン病認知症︵ Parkinson’s

らず︑緩徐に進行する認知機能障害を呈するこ

一方で︑多くのＰＤ症例では運動症状のみな

アセチルコリンとドパミンの
バランス説について

﹁バランス説﹂および﹁レビー小体病﹂の概念
パーキンソン病︵ Parkinson’s disease以下
ＰＤ︶では︑黒質緻密部から投射するドパミン
︵ dopamine以下ＤＡ︶作動性ニューロン終末
が進行性に減少するために︑背側線条体︵尾状
核・ 被 殻 ︶ 内 で 相 対 的 に ア セ チ ル コ リ ン

の報告もある︒レビー小体型認知症︵ Dementia

Ａと ACh
のバランスが崩れているとする概念
が表題の﹁バランス説﹂である︒実際︑抗コリ

ＤＤとＤＬＢが区別されてきた︒しかし両疾患

ーキンソニズムと認知症が出現する順序からＰ

with Lewy body以下ＤＬＢ︶もパーキンソニ
ズムと認知症の両者がみられる疾患であり︑パ

ン薬は︑レボドパが開発される前の１９６０年

む運動症状に有効であることが証明されている︒ 的にも両者を明確に区別するのは不可能である

の病理像は全く区別がつかないこと︑また症候

︶ が 優 位 に な り︑Ｄ
ACh
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代から抗ＰＤ薬として広く用いられ︑振戦を含

︵ acetylcholine以 下

20

112

CLINICIAN Ê14 NO. 634

(1226)
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1)

中枢神経系のアセチルコリン作動性ニューロンの主な３系統

ことから︑ＰＤも含んだ﹁レビー小体病﹂とい

⑴３系統の

系神経には大きく３系統が
ACh

作動性ニューロンと
ACh
それらの機能低下

複雑な制御によって行動学習の強化に関わって

ＤＡ作動性ニューロン終末と互いに密に連絡し︑

ある︵図︶
︒線条体内には ACh
作動性のインタ
ーニューロンが存在する︒近年の研究によって︑

中枢神経の

ＰＤ・ＰＤＤ・ＤＬＢに関する近年の報告

う概念が提唱されてきた︒

3)

作動性イン
ACh

しており︑ＤＡ系と直接関係しているわけでは

しかしながら ACh
作動性ニューロンの他の
２系統は︑中枢神経全体に極めて広範囲に投射

正しいと言える︒

ターニューロンからの ACh
放出が増加している︒
つまり線条体内では﹁バランス説﹂がある程度

いものの︑ＰＤの線条体では

いることが明らかになった︒未だ不明な点は多
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①マイネルト基底核を含む前脳基底部から大脳新皮質全体、海馬などへの広範な投射
②脚橋被蓋核を含む橋被蓋背外側部から視床・基底核・脊髄などへの投射
（筆者作成）
③線条体内のインターニューロン

核・視床下部・延髄網様体・脊髄などに投射す

核を含む橋被蓋背外側部から︑視床・大脳基底

どの辺縁系に投射する系︑もう一つは脚橋被蓋

部から︑大脳新皮質全体および扁桃体・海馬な

ない︒一つはマイネルト基底核を含む前脳基底

相次いでいる︒

行スピードの低下と相関する︑といった報告が

障害や転倒に関連し︑その機能低下の程度が歩

連すること︑また脚橋被蓋核 視床の系が歩行

部 大脳皮質の投射の障害が認知機能低下と関

る系である︵図︶
︒

神経系の賦活
ACh

ＰＥＴを用いた in vivo
での検討などから︑Ｐ
ＤＤ・ＤＬＢでも︑さらに認知症を合併してい

薬が治療に広く用いられてきた︒一方︑近年の

下ＡＤ︶では前脳基底部の ACh
作動性ニュー
ロンが脱落しており︑コリンエステラーゼ阻害

でドネペジルのＤＬＢへの適応拡大が承認され

能︑行動異常が有意に改善したことが示されて

ＬＢに対して 週間投与した無作為化対照試験

る︒ドネペジルを用いた臨床研究報告では︑Ｄ

神経系
このため︑ＤＬＢ においても︑ ACh
の賦活が治療のターゲットとして注目されてい

⑵新たな治療法│

13)

ないＰＤですら︑広範に中枢神経系の ACh
神
経の機能が低下していることが確認され︑むし

アルツハイマー病︵ Alzheimer’s disease以

−

15)

13)
14)

−

で︑５および ㎎ ／日を投与された群で認知機

10 12

いる︒これらの知見から︑２０１４年９月本邦

16)

ＡＤでは︑脚橋被蓋核 視床の系は比較的保た

することがあるとされ︑最近では避けられてき

一方︑ＰＤ患者に対する抗コリン薬の長期に
17)

わたる投与は︑記憶障害・実行機能障害を惹起

れるが︑
ＰＤ・ＰＤＤ・ＤＬＢでは ACh
神経の
すべての系で︑早期から機能が低下しているこ

ている︒

ろＡＤよりもその程度が大きいことが示された︒ た︒
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とが明らかになりつつある︒なかでも前脳基底

−
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最初に述べた﹁バランス説﹂からはコリンエ

そこで現在︑重度の嗅覚障害を示すＰＤ症例

投与することによって︑認知症の発症を抑制で

に対して早期からコリンエステラーゼ阻害薬を

化が懸念され︑実際ドネペジルはＤＬＢのパー

きるかを検証する臨床試験︵ Donepezil Applica-

ステラーゼ阻害薬によるパーキンソニズムの悪
キンソニズムの増悪や易怒性といった症状を誘

tion for Severe Hyposmic-Parkinson Disease

⑶ＰＤ症例における嗅覚障害と認知症の発症

近年の研究によって︑ＰＤにおける中枢神経

おわりに

︶が全国で施行中である︒
(DASH-PD) Study

ドパミン補充療法の発展により︑ＰＤの予後

系の変化は︑黒質線条体ＤＡ作動性ニューロン

害を合併したＰＤ症例は︑数年以内に認知症を

期から合併の頻度が高く︑さらに重度の嗅覚障

く影響する認知症の問題に対して︑抗ＰＤ薬と

念となったように思われる︒ＰＤの予後に大き

とＤ Ａのバランス説は︑ＰＤ・ＰＤＤ・
ACh
ＤＬＢの脳全体の変化には合致せず︑過去の概

ている︒

コリンエステラーゼ阻害薬の組み合わせによる

発症する可能性が高いことがわかってきた︒そ

新たな治療戦略の展開に多くの期待が寄せられ

︶が低下する︒近年注目を集めて
of Daily Living
いるＰＤの非運動症状の中でも︑嗅覚障害は早

認知症を併発し︑その後急速にＡＤＬ︵
の減少だけにとどまらないことが明らかになっ
Activity
た︒従来の︑あたかも天秤の釣り合いのような︑

は大幅に改善されたが︑多くの例では最終的に

有意な運動症状の悪化は示されていない︒

17)
19)

これまでのドネペジルを投与した臨床研究では

発しやすい︑とする意見もある︒しかしながら︑
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の原因として︑大脳辺縁系における ACh
神経
系の機能低下が︑嗅覚低下と有意に相関するこ
とが示されている︒
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