●疾患概念
Up date

ＰＤＤとＤＬＢ

服 部 信 孝

皮質にレビー小体が存在することで認知症を示

認知症︵ＤＬＢ︶がある︒ＤＬＢに関しては︑

ー病に次いで頻度の高い疾患に︑レビー小体型

近年︑認知症を来す疾患の中でアルツハイマ

も早期診断︑早期治療介入が大事であるとされ

の概念が唱えられるようになったのは︑いずれ

されている︒ Prodromal PD
や軽度認知機能障
害を伴うパーキンソン病︵ＰＤ ＭＣＩ︶など

おける認知症合併のポイント有病率は︑ ％と

年の経過で ％の有病率の報告がある︒ＰＤに

すことが分かっており︑パーキンソン病︵Ｐ

1)

−

30

おり︑現在ではアルツハイマー病に次いで頻度

マー病とは異なる疾患として注目を浴びてきて

ＤＬＢに関しては１９９６年よりアルツハイ

概念とその病態

ているからである︒

はじめに
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Ｄ︶
︑パーキンソン病に伴う認知症︵ＰＤＤ︶
も含めて︑レビー小体病としての概念が現在は
ＰＤにおける認知症併発が問題となっており︑

主体となっている︒

15
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その頻度に関しては詳細に検討した２論文があ
り︑８年の経過で ％の有病率という報告と
78

景には︑レビー小体病のレビー小体の構成成分

体病の考え方に繋がっていると言える︒その背

まん性レビー小体病の概念が︑今日のレビー小

的には１９８０年に小阪らにより提唱されたび

の高い疾患として位置づけられている︒病理学

服用していることが多い︑⑷運動症状の非対称

対する副作用が出現しやすく︑ＰＤＤでは抗パ

頻度的により多く認められる︑⑶抗精神病薬に

エラーが多い︑⑵幻覚や精神症状は︑質的より

は︑ＤＬＢ患者のほうが︑⑴概念エラーや注意

その中でも臨床的に鑑別上重要な症状として

α

性は早期においてよりＰＤＤで多く︑ＤＬＢで

ーキンソン剤による精神症状を呈する薬物量を

の発見があると言える︒
-synuclein
小阪によればレビー小体病の考え方が適切で

である
がＰＤ︑そして認知症を
あり︑ Brainstem type

の臨床型や
Postural Instability Gait Disorder

鑑別上︑最も有効なツールとしてバイオマ

Rapid

来すタイプとして
︑
︑ は振戦の頻度は少なく運動症状が軽いことが多
Transitional
type
Diffuse
type
い等である︒図①に示すように︑ＰＤＤとＤＬ
ほとんどパーキンソニズムがない
cerebral
type
Ｂを明確に分けることは難しいが︑ＰＤＤには
に分類可能としている︒少なくともＰＤ︑ＰＤ
Ｄ︑ＤＬＢはレビー小体病として︑シヌクレイ
ノパチーという概念の下︑同じスペクトラムと
最も重要なポイントは︑認知症症状の出現時

Oligomeric

に 関 し て は 検 証 で き て い な い︒
-synuclein

β

のみでは難しいと考える︒
one year rule

α

別は単に

はＰＤＤもＤＬＢも共通点があるため︑その鑑

ーカーがあげられるが︑
やタウは
-amyloid
髄液の測定マーカーとして利用できるが︑凝集

が頻度的に
eye movement sleep behavior disorder
高いことがあげられる︒

4)
5)
6)

期であり︑今なお one year rule
が︑ＰＤＤとＤＬ
Ｂの鑑別上大事とされている︒さらに臨床的に

して捉えるのが妥当とされている︒

3)

α

が︑将 来 的 な マ ー カ ー
-synuclein

(419)
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2)

① PDD と DLB の臨床症状の違いと共有している部分

（文献４、５、６より）

PIGD:Postural Instability Gait Disorder, REM:Rapid Eye Movement

として可能性が示されている︒またイメージン

グでは︑ DAT scan
でＤＬＢはより広範に低下

するのに対し︑ＰＤＤでは DAT scan
の取り込
みがドット状となるのが特徴とされている︒

は︑ 細 胞 外 の amyloid
を決定
amyloid imaging
す る の に 対 し︑
は細胞内のため
-synuclein

したがって︑認知症出現時期に関する情報は︑

期のみで決める選択肢しかないのかもしれない︒

に症状のみでは鑑別が難しく︑認知症の出現時

ペクトラムに属すると考えられており︑結果的

病理学的にはＰＤ︑ＰＤＤ︑ＤＬＢは同じス

り︑ DAT scan
との組み合わせによる複合的診
断の必要性がある︒

の場合は︑取り込み低下が目立たない場合もあ

ツールとして発展したものであるが︑早期ＰＤ

︵ＭＩＢＧ︶心筋シン
metaiodobenzylguanidine
チグラフィーは︑わが国で鑑別のために有用な

自体が難しいと言える︒それをターゲ
imaging
ットとした実用化には︑時間を要すると考える︒

α

More frequent:
• PIGD phenotype
• REM sleep behavior
disorder
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Multiple patterns of
symptom presentation
Clinical and
neuropathological
symptoms,
including visual
and auditory
hallucinations
(PDD 45-65%;
DLB 60-80%)
Movement disorders appear
first;
cognitive symptoms
begin >1 year after

DLB
PDD

ため︑日常の診療の中で注意しながらフォロー

ＰＤ︑ＤＬＢを診断する上で欠かせない情報の
Ｄも全例で

が︑最近の

ではＤＬＢもＰＤ
amyloid imaging
の沈着があるわけではな
-amyloid

することが大事と考える︒

いことから︑
だけでは認知症の発現
-amyloid
を説明できないことになる︒実際に病理学的に

β

また︑認知症が Quality of Life
︵生活の質︶
に影響を与える因子である以上︑ＰＤＤやＤＬ

β

α

になっており︑さらなる分子生物学的アプロー

純粋に
のみの沈着で︑臨床的にＤ
-synuclein
ＬＢないしＰＤＤの表現型を来すことが明らか

おいて︑

遺伝子のコピー数が多い
-synuclein
の遺伝性ＰＤのケース
triplication

を使った治験戦略が開発
siRNA

の発現レベルを制御することが近
-synuclein
未来的治療のターゲットとなり得ることを示し

では︑コピー数が多い triplication
ケースで認知
症の併発が多いことから︑ＰＤＤあるいはＤＬ

や
duplication

α

Ｂ の病態に
の発現レベルが高いこ
-synuclein
とが症状発現に不可欠な条件と言える︵図④︶
︒

α

β

病理が加わ
-amyloid
ることにより︑高次脳機能障害に至っていると

ＬＢ病理に脳血管障害や

β

考えられている︒しかしながら︑
病
-amyloid
理の関与は︑ＤＬＢでより大きいとされている

チが必要と考える︵図③︶
︒病態を考える点に

くすることや発症を遅らせることは重要な課題
ＭＣＩの概念は予測因子を同定するという意
味 で prodromal PDD
と し て の 位 置 づ け で あ り︑
どのＰＤ ＭＣＩがＰＤＤに移行するのかを検
証することはさらに認知症の前段階を決め︑早
表②に診断基準を示す︒

期治療介入を実現させる意味で重要と言える︒

−

さらに病理学的検討では︑ＰＤＤもＤＬＢも

7)

(421)
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と考えられており︑そのような背景の下︑ＰＤ

Ｂの認知症発現パターンから認知症の進展を遅

8)

45

遺伝子の発現レベルの dose dependent
に臨床型
の重症度が決まっていると言える︒このことは

9)
10)
11)

−

α

ており︑実際

② PD‑MCI の診断基準

（文献７より）

(422)
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③アミロイドイメージで PDD/DLB と臨床診断してもその蓄積の有無
がある

されようとしている︒
治療

唯一︑コリンエステラーゼ阻害剤がＰＤＤ︑

ＤＬＢの治療に用いられている︒わが国では

昨年アリセプト︵ドネペジル︶が︑ＤＬＢに

得ることを考慮して使用することが大事と

運動症状に加えて高次脳機能の悪化もあり

ると思われるが︑使用の際に副作用の出現や

を避けられないことを臨床医は認識してい

ては︑ある程度のケースにはやむを得ず使用

少ないと考えられている︒抗精神病薬に関し

ムの悪化も懸念材料であるが︑症状の悪化は

増悪するケースが存在する︒パーキンソニズ

ドネペジルでも正確な頻度は不明であるが︑

器症状が頻度的に高い︒また振戦に関しては︑

副作用として嘔気や食欲不振などの消化

ネペジルで有効性が確認されている︒

12)

対して承認された︒海馬の容積減少効果もド

®

(423)
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x＝−8
y＝−12
z＝20

（文献８より）

Pittsburgh compound B
PIB：
〔11C〕

④ PDD と DLB のイメージの共通点と相違点
PDD

Aȕ ligand binding may be
increased in PDD, not PD

Brain amyloid deposition
contributes to cognitive
impairment
Cortical Aȕ ligand binding
generally normal or increased
Aȕ may interact
synergistically with other
pathological processes

DLB
Brain amyloid
deposition more marked
versus PDD

Aȕ ligand binding greater
than PDD

（文献９、10、11より）

α

β
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言える︒

先に触れた
の発現を抑える戦略
-synuclein
は新規治療薬としてのターゲットとなり得る︒

またＰＤＤ︑ＤＬＢともに︑
やタウ
-amyloid
も新規治療のターゲットとして考慮すべきであ

る︒

まとめ

ＰＤとＰＤＤ︑そしてＤＬＢはシヌクレイノ

パチーの概念の下︑同じスペクトラムに属する

と考えられている︒しかしながら︑レビー小体

病と捉えた場合︑実に多様性の高い疾患群とも

言え︑治療戦略を考える際には︑病理学的相違

点から詳細な鑑別が不可欠である︒今後の発展

が待たれる︒

老人性疾患病態・治療研究センター 教授︶

︵順天堂大学医学部 脳神経内科︑

(424)
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