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2020 年 8 月号

第 19 回

市民講演会

「パーキンソン症状をきたす疾患の治療法開発と
ブレインバンクの役割」
2019 年 9 月 28 日、国立精神・神経医療研究センター

とがわかっています。こちらは思考や心を司っている部分

ユニバーサルホールにて市民講演会を開催いたしまし

です。よって、ドパミンの不足は心の動きにも関係してく

た。当日は大変多くの方にご参加いただきました。講演

るといえます。
ドパミンは幸せの元、幸福感をもたらす元であるとわ

内容と総合討論の要約をご紹介いたします。

かっています。ドパミン不足によって、落ち着きを感じにく
くなり、不安や落ち込み、うつといった症状がでてきます。

開会挨拶：国立精神・神経医療研究センター
理事長

水澤英洋

でなく、このような心の症状も出てきます。

閉会挨拶：東京都健康長寿医療センター
名誉理事長

パーキンソン病の方はしばしば身体の動きが鈍くなるだけ

井藤英喜

1. パーキンソン病ってどんな病気
国立病院機構 仙台西多賀病院
院長 武田 篤
パーキンソン病とは
パーキンソン病は、脳内のドパミンが不足することが疾
患の中心的な背景であろうと考えられています。ドパミン
が不足するために運動症状が出現し、身体の動きが悪く
なるのです。

パーキンソン病の治療

脳内の黒質から線条体へ伸びている経路は運動の開始

脳の中には 100 憶個の神経細胞（ニューロン）がある

や進行を制御する場所です。ここのドパミンが不足すると、

といわれていますが、この神経細胞同士はシナプスでつ

動かそうと思っても身体をスムーズに動かすことが難しく

ながっています。シナプスからは神経伝達物質（ドパミン）

なる状況が生じます。これがパーキンソン病の運動症状

が出て、これが受容体と結合することによって神経と神経

の中心となるところです。また、パーキンソン病の方は、

がつながっているのです。パーキンソン病は、ドパミンが

前頭葉へ伸びる経路のドパミンもある程度低下しているこ

不足して、神経と神経のつながりが悪くなった状態と言え
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ます。ドパミンはレボドパといわれるアミノ酸からつくられ

を安定して小腸から流すことで薬が切れるのを防ぎます。

ます。アミノ酸を直接補給してドパミンを増やすのがレボド

徐放錠（開発中） 経口薬で長時間効くようにできない

パ治療です。もうひとつ、パーキンソン病の治療薬で代表

かということで、リタリーというアメリカで開発されている薬

的なものは、ドパミン受容体刺激剤（ドパミンがくっつく先

があります。これは、持続時間の違う４種類の薬（早く溶け

のアンテナ（受容体）を直接刺激する方法）です。他にも、

るもの、ゆっくりと溶けるもの）を混ぜてひとつのカプセル

ドパミンの分解を抑制する薬やレボドパの分解を抑制して

にすることによって、長時間レボドパの効果が持続すること

効果を高めるような薬剤もありますが、パーキンソン病治

をねらったものです。レボドパの血中濃度は約 6 時間です。

療の中心は、ドパミンとドパミン受容体の機能を高めてド

おそらく数年以内に日本に入ってくると思っております。
持続皮下注射法（開発中） もうひとつは、レボドパの

パミンを増やそうというものです。

注射薬を皮膚から持続的に入れるというものです。日本

薬物治療の弱点と課題
現在の薬物治療の弱点は、ドパミンそのものを増やす

でも治験が始まってきています。おそらく 2 年後くらいに

薬はレボドパしかないということです。他の薬剤はレボド

は使用可能になるのではないかと思っています。いずれに

パの補助薬であり、レボドパ以上に強力な効果のある薬

しても、レボドパの効果をいかに長くするかという開発が

剤は他にはありません。それ以外の薬剤で最も強いもの

盛んにおこなわれております。

でも、大相撲の番付で例えるならば、平幕クラスです。

ガーナとイタリアの比較研究

これが現在の薬物治療の現状です。レボドパの課題とし

薬害が怖いので薬は嫌だとおっしゃる患者さんがい

ては、レボドパの効果時間が短いことです。血中半減期

らっしゃいます。何年も薬を飲まずに我慢される方がい

は２時間程度、最初のころは、脳の中に貯めこんでいくこ

らっしゃいます。もちろんそれはご本人のお考えではあり

とが出来るので、6 時間から 8 時間ほど効きます。しかし、

ます。こちらが無理をして処方しても服用して下さいませ

病気が進行し、脳の中の神経細胞が少なくなってくると貯

ん。ですから私は無理矢理処方をすることはせずに、ご

めこむ力が少なくなるので、最悪 2 時間しか効かなくなり

納得いただけるまで説明をするようにしています。

ます。よって、オン（薬が効いている時）とオフ（薬が効

イタリアは日本と同様、先進国の仲間です。従って、日

いていない時）という状態が出現します。先ほど申し上げ

本で使用できる薬はほとんど使用できますし、医学の水

た通り、ドパミンは精神にも影響するため、オンの時に

準もほぼ同じです。一方ガーナは発展途上国で、残念な

は気持ちはハッピーで身体もよく動きますが、オフになる

がら医療が十分進んでいません。ガーナ 33 人とイタリア

と身体が動かないだけでなく、不幸のどん底、なんとも

54 人のパーキンソン病の方々について経過を比較した研

言えない不安な状態に陥ります。これが一日に何度も繰

究が発表されています。
イタリアの方はレボドパを 1 年ちょっとで始めていて、4、

り返されるわけです。それだけではなく、アンテナの方の
過敏状態も生じることがわかっています。一日に何度も変

5 年合併症のない良い期間が続きますが、ガーナの方は

化すべきではないアンテナが、薬のオン・オフによってア

治療の開始が 4、5 年遅れた結果、良い期間が 1、2 ヶ

ンテナの過敏状態が生じ、レボドパが効いている時は効

月しかありません。つまり、レボドパの恩恵（身体が自由

きすぎて、自分で身体の動きを止めることが出来なくなる

になって、心も安定する）を得られる期間が短くなってい

状態（ジスキネジア）が起こります。効いている時はジス

るわけです。そして運動合併症が出現する時期は、イタ

キネジアが起こり、効いていないと、身体が動かないだ

リアと比べても半年くらいの差しかありません。
この研究からわかることは、運動合併症の出現は、レ

けではなく、気持ちも不幸のどん底になってしまう。これ
を繰り返す状態を運動合併症といいます。

ボドパの投与期間とは関係しない、早く開始したから、早

長く効くレボドパ

く出現するということでは必ずしもないということです。

小腸持続注入療法（2017 年～） 薬剤治療（レボドパ）

しかしながら病気が進行していくと、薬の投与の有無に

の根本的問題点は、長期間の使用により、効果時間が短

関わらず、運動合併症が出やすい可能性がある。それか

くなってしまう点です。効果が長く続くレボドパをなんとか

ら、１日の使用量はだいたい 3 錠から 4 錠（300mg ～

作れないかということで、いくつかの試みが始まっていま

400mg）ですが、これを超えると、どうも出やすい傾向

す。ひとつは、小腸持続注入療法で、胃に穴をあけチュー

があるということがわかっています。

ブを入れ、それを小腸まで直接つなげ、ゲル状のレボドパ

現在の薬物治療の基本的な考え方

-

2-

身体を動かす方法はいろいろあります。全身運動がどう

早期の脳の中のドパミンが少ないが残っている状態の
時期にはドパミンの効果増強薬を主に使います。少ないド

も良さそうですし、喉のリハビリも最近注目されています。

パミンの効果を高める事を治療の中心とし、レボドパを

例えば、太極拳、タンゴのダンス、国立精神・神経医療

節約することで運動合併症を予防するということが基本

センターでは日本で最初に取り入れられましたが、LSVT

的な考え方です。進行期になり、脳の中のドパミンが絶

というパーキンソン病に特化したリハビリ、身体を大きく

対的に不足した状態に入った時は、治療の主役をレボド

動かすリハビリも開発されています。普通の老化でも体力

パにします。他にドパミンの効果増強薬やレボドパの分解

が落ちてくるわけですが、パーキンソン病になると、もっ

を抑制する薬を追加することで、レボドパの使用量を節

と早く運動能力が落ちますが、早い時期から運動すると

約して、運動合併症の出現時期を遅らせようとするのが、

病気の発症を遅らせることができるのではないか、パーキ

現在の治療法の基本的な考え方です。パーキンソン病の

ンソン病を発症してからも運動をした方が経過がよいので

方で数年経った方ですと、2、3 種類、4、5 種類と主治

はないか、というような研究結果が次々と報告されており

医からお薬を出される場合がありますが、それらは全て、

ます。ドパミンの補充と同時に運動がとても重要です。

その方の状態に合わせて、レボドパを節約しつつ脳の状

これからのパーキンソン病の治療

再生医学の発展

iPS 細胞が非常に注目されています。人間の細胞由来の

態を良くし、心を安定させて、身体の動きを良くすること

ドパミン神経が作れるようになるということです。京都大

を達成するために行っているのです。
パーキンソン病の薬にはそれぞれ長所と短所があり、そ

学で始まりました。自家移植と他家移植がありますが、京

れらを上手く組み合わせて、出来るだけ副作用が少なく、

大ではまず他家移植という方法で始めました。これは、ド

出来るだけその患者さんの状態を良くするために組み合わ

ナーの方からの細胞を元にドパミン神経を作っていくとい

せています。主治医の指示なしに多く服用したり、勝手に

う方法です。メリットは品質が安定するという点です。ド

やめるというようなことはしないで頂きたいと思います。ど

パミンを作る能力の高い細胞を安定して移植が出来ます。

うしても飲みたくない薬がある場合は、主治医によく話して

昨年第 1 例が開始されました。今、2 例目が進んでいる状

下さい。ちゃんと飲めていることを前提として薬の調整をし

況です。効果のほどは未だわかりません。かなり安全性は

ていきますので、よく相談をしていただきたいと思います。

高くなってきたと聞いていますが、一番気になるのは腫瘍

現在のパーキンソン病治療のまとめ

ができないかという事ですが、
確率的にはかなり少なくなっ

パーキンソン病治療の薬物治療は錆びた自転車に注す

てきているということです。ただ、どれくらい効果がある

油のようなものです。病気そのものがなくなるわけではな

のかはまだわかりません。なぜわからないかというと、外

く、自転車が古くなってきて錆びてきたという状態はかわ

から入れたドパミン神経は孤立無援なかたちで入っていき

りません。しかし油を注すことで、またスムーズに動かす

ます。脳の中のドパミン神経は普通は他の神経とネットワー

ことができる。ドパミンは脳内の潤滑油の働きをしていま

クをつくっているわけです。ネットワークの一部として機能

す。自転車が錆びたときに油を注して、これで大丈夫だと、

しているわけですが、外から入ってきた iPS 細胞由来のド

いつかまた乗ればよいと物置に置いたままにすると、自転

パミン神経が上手くネットワークを作っていけるかどうか。

車は渋いままです。油を注したら動かしてやらなくてはな

ドパミンを作って外に出すことはできるが、出したりやめた

りません。このように、薬物治療と運動はパーキンソン病

りという制御を受けることが出来るかがわからないのです。

治療の車の両輪といえます。処方されたお薬を飲んで終

ですから、どれくらい効果があるのかというのは、今後の

わりではありません。必ず運動を習慣として身体をよく動

状況をみないと何とも言えないというのが現状です。

かしていただきたい。そして、自己判断や思い込みは禁物、

遺伝子治療の可能性
ドパミンを作る遺伝子を直接入れようと自治医大で

必ず主治医の先生に何でも聞相談することが大切です。
ただ、病院へ行くと先生はとても忙しそうですよね。効

2007 年に始まりました。しかしその後、ベクター（遺伝

率的にコミュニケーションをとる方法として、困っているこ

子を核の中に導入する道具）に発がん性があることがわ

とや相談したいことを紙に書いていただくと良いと思いま

かり中断され、ベクターを変えて 2016 年に再開されまし

す。そのまま見せてもよいですし、読み上げてもよいです

たが、これもまだ効果はわかりません。ドパミンは出る

し、効率的に伝えていただければと思います。

量が足りなければ効果がないですけれども、過剰になれ

パーキンソン病のリハビリ

ばジスキネジアが出たり、もっとひどくなると精神症状が
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例えば、アルツハイマー病ですと、老人斑あるいは神

出てきます。細胞治療にしても遺伝子治療にしても制御さ
れない状態でドパミンが作られる可能性がありますから、

経原線維変化という封入体が見えてきます、本日お話す

ちょうど良い量をちょうど上手くコントロールできるかがま

る、進行性核上性麻痺や大脳皮質基底核変性症、大脳

だわからないのです。ドパミンが足りないから補充すれば

皮質基底核症候群では、タウという蛋白が脳の中に封入

良いという簡単な話ではないのです。

体を形成することが分かっています。パーキンソン病やレ

進行抑制療法（疾患修飾療法）の開発

ビー小体型認知症、多系統萎縮症では、レビー小体やグ

今までご紹介してきた治療薬は、レボドパを使用したり、

リア細胞内の封入体が形成されるということが分かってい

その他の薬で症状を良くするということですが、進行その

ます。それ以外に、筋萎縮性側索硬化症では、TDP-43

ものは止められません。それに対して、進行の悪くなる速

という蛋白が蓄積されます。プリオン病では、プリオン蛋

度を遅らせたり、あるいは止めたりということが究極の治

白が蓄積します。このような封入体が神経細胞の中、グ

療法になります。この究極の治療法を研究開発している

リア細胞の中にあるかどうかということと、一番重要なこ

のですが、まだ実現はされていません。しかし、パーキ

とは封入体がどのような蛋白から構成されているかという

ンソン病の場合、脳の中に、ある種のたんぱく質が溜ま

点が病気の判別には重要です。

るということがわかってきました。レビー小体というもの

タウとはなにか

なのですが、これはαシヌクレインというたんぱく質が主

今日お話しする進行性核上性麻痺と大脳皮質基底核変

成分だということがわかってきました。パーキンソン病の

性症は、この中のタウという蛋白、これも大きく分けて、

場合、αシヌクレインが過剰になって、レビー小体という

3 リピートタウと４リピートタウという 2 種類ありますが、

形で脳幹あるいは脳の方にたまってくるということが判明

この中の４リピートタウが溜まってくる病気です。
神経細胞は多角形で非常に長い突起を持った細胞で、

しております。たんぱくが溜まってレビー小体の増加を止
められれば、病気が悪くならなくなるということで、疾患

タウという蛋白には、細胞の形を維持したり、細胞の突

修飾療法の開発が進められております。

起の中に物質を運んだりする仕事が課せられています。

進行そのものを止めていけないか、脳内のドパミンの不

家の中で言うと、柱のようなものである微小管を安定化さ

足はレビー小体の蓄積によるのではないかという前提で、

せる蛋白がタウです。電子鏡で見ると、柱を繋ぐ蝶番の

これを進行抑制療法として開発が進んでいるというのが今

ような形をしています。タウが様々は修飾を受けて徐々に

の状況です。脳の中になぜレビー小体がたまるのか、な

溶けにくくなり、固くなり封入体を形成すると、細胞やそ

ぜレビー小体が神経細胞の働きを悪くしているのかは、わ

の周囲の環境が上手くいかずに、神経細胞の機能障害を

かっていません。これを研究して治療薬を開発していくた

起こして病気が始まると考えられています。タウが不溶化、

めには、脳そのものを調べていくことが必要であります。

凝集する疾患をタウオパチーと総称します。

そのためにもブレインバンクの存在がとても重要なのです。

進行性核上性麻痺（PSP）について
神経細胞とグリア細胞に 4 リピートタウが蓄積し神経

2. 進行性核上性麻痺
（PSP）
、大脳皮質基底核
変性症（CBS）
の臨床病理像

細胞の機能障害を起こすということがわかっていますが、
本当の原因はわかっていません。1964 年にスティール、

愛知医科大学 加齢医学総合研究所
教授 吉田眞理

リチャードソン、オルゼフスキーという 3 人の医師がこの

パーキンソン症状をきたす疾患

ドソン症候群と言われています。頻度は 10 万人あたり 5

病気のことを詳しく記載し、この病気の認識を高めたの
ですが、現在ではリチャードソンの名前をとって、リチャー

パーキンソン病以外にパーキンソン症状をきたす疾患
は、レビー小体型認知症、多系統萎縮症、進行性核上

～ 20 人程度。ほとんどの人は 50 歳以降に発症します。
臨床症状

性麻痺、大脳皮質基底核症候群、血管性パーキンソニズ

臨床症状はかなり特徴的です。ひとつは目の動きが悪

ム、薬剤性パーキンソニズム、正常圧水頭症など、かな

くなり、特に下の方が見にくくなります（垂直性核上性注

り多く、鑑別は必ずしも簡単ではありません。最終的に

視麻痺

はその方の脳の中にどういう変化が起きているかを正確

し易さが早期から出現します。また、動作緩慢、無動、

にみることによって、どんな病気かを判別します。

筋強剛等のパーキンソン症状、場合によっては認知症が

-
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下方注視麻痺）
。そして、姿勢保持障害や転倒

出現して前頭葉が障害されたような症状、状況判断や危

ダードな治療薬はまだありません。実際には、パーキン

険に対する注意力や判断力の低下が現れ、言葉が不明瞭

ソン病に使用される薬がいくつか使われています。レボド

になり、小声、早口、同語反復などの言語障害も出てき

パ、抗コリン剤、アマンタジン、それ以外に抗うつ剤とし

ます。病気がかなり進行すると、首が自然と後ろに向いて

て使用されている、イミプラミンやアミトリプチリンなど

しまう頸部後屈という症状も特徴の一つです。視線はや

が使われることもあります。そして、身体の動きが悪くな

や上の方を向いた状態になります。これは首の姿勢の問

る病気ですので、理学療法、作業療法、言語療法といっ

題と下を向きにくくなるためです。また、じっと見つめるよ

たことがとても重要です。この病気の特徴は早期から転

うな凝視を示す傾向が見られます。

びやすいことが特徴ですので、転倒予防のリハビリ、注意、

現在、診断に使用されている頭部 MRI では、脳幹部の

家庭内の環境整備が大切です。薬剤の開発については、

中脳被蓋の萎縮がみられます。リチャードソン症候群では

諸外国でさまざまな治験が行われています。今のところ、

特に分かりやすくみられる場合があります。また、ドパミン

有効性は見受けられていません。また、脳の中のタウの

トランスポーターという、脳の中のドパミンが被殻に十分に

蓄積を予防できないかということでタウを標的とした治療

行き渡っているかをみる検査では、健常対照者と比べると

薬の治験も行われています。また、抗コリン薬は少量の

PSP の方は集積がかなり低くなっていますが、他の病気で

摂取で効果があるのではないかということで、岐阜大学

も低下する場合があるので、黒質が悪そうだということがこ

で治験が行われています。

の検査ではわかります。顕微鏡でみると、健常対照者の方

大脳皮質基底核症候群（CBS）
この病気も PSP に非常に似ており、神経細胞とグリア

と比べると、脳幹の被蓋が小さく萎縮しているのがわかり
ます。また、
黒質の神経細胞が変性して少なくなっています。

細胞に４リピートタウが蓄積する病気です。PSP 以上に臨

さらに詳しくみると、黒質の神経細胞の中に神経原線維変

床診断と病理診断が食い違ってしまう病気なので、臨床

化とよばれるタウの蓄積物が出来てきます。また、グリア

診断は、大脳皮質基底核症候群（CBS）
、病理学的に確

細胞の中のアストロサイトの核から放射線状に広がるよう

定診断ができたら、大脳皮質基底核変性症（CBD）と呼

にタウの封入体が出てくることがこの病気の特徴です。

びましょうというのが、国際的な意見です。

一方、このような脳の病変を示す方の臨床症状をみてみ

臨床症状

ると、リチャードソン症候群以外にも色々な症状があるこ

臨床症状の一番の特徴は、四肢に左右差のある症状

とがわかってきました。パーキンソン症と似たような症状

が出てくることです。転倒し易くなる、四肢のジストニア、

を示す方がいます。すくみ足が目立つ方、前頭葉の症状

動きが硬くなる、ミオクローヌス、それとともに、大脳皮

が強い方、眼球運動障害、言語障害が強い方、大脳皮質

質徴候という、四肢の失行
（頭ではその動きをやろうと思っ

基底核症候群のような方など、さまざまな臨床的特徴があ

ても上手にできない、脳のプログラムが上手くいかないた

ります。PSP の病理像は臨床像が多様であるのと同様にさ

めに起こってくる徴候）です。他人の手徴候（自分の手が

まざまな病型があるのです。ただ幾つかの型に分けられま

あたかも人の手のように勝手に動いてしまう）
、それ以外

す。リチャードソン症候群を呈している方は、黒質、脳幹

には、全般的な認知機能の障害、行動変化、眼球運動

の被蓋、小脳等に病変が見られますが、病変の場所がか

障害などがあります。
頻度は、PSP と比べると少なく、人口 10 万人あたり、

なり限られている場合もあります。このような方は、パーキ
ンソンの方と似たような症状を呈してきたりします。大脳皮

2 ～ 8 人です。大脳の皮質に、1、2 ヶ所、非常に強い萎

質基底核変性症の臨床症状を呈する方は、大脳の皮質に

縮が見られ、脳血流スペクトルという検査や MRI 画像か

病変が非常に強く出ます。一つの病気にも色々なパターン

らは、脳の萎縮の左右差がはっきりみられます。中脳の

があり、
臨床診断を難しくしているのです。我々の病院では、

黒質に関しても、健常対照者の方とくらべると非常に強い

PSP の７割の方が典型的な症例の方、2 割弱の方はパーキ

脱落が見られ、4 リピートタウの蓄積が有ることが分かり

ンソンのような症状を呈していて、1 割の方が大脳皮質基

ます。アストロサイトにはアストロサイテック・プラークと

底核変性症の症状を呈しています。最終的な病理診断が、

いう封入体が見られます。大脳皮質基底核変性症の臨床

良い治療薬を生み出すためには非常に重要です。

像は多様であり、中でも、PSP の症状と非常に似ている

治療法について

人がいるということが診断を難しくさせています。似てい

パーキンソン病と比べると、この病気にゴールドスタン

-

る方の何割かは、大脳皮質の病変が軽い方です。
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のリソース蓄積はありましたが、施設内で完結していたの

治療法
治療法としては、パーキンソン症状にはレボドパ製剤、

で疾患も数も少なく、より良い結果が出ないことが多くあ

ジストニアやミオクローヌスに対しては、ジアゼパムやク

りました。以前は基盤研究として公的研究費が受けにく

ロナゼパム。これは必ずしも十分に効果を表すとは考え

かったことが背景にあります。

られていませんし、抗認知症薬も認知機能障害にも用い

日本のブレインバンクは、神経病理学会が 1997 年に諸

られますが、効果は未証明です。精神症状には抗うつ薬

外国のブレインバンクを視察したのが始まりです。当時は

の投与に効果があったという報告もあります。また、理学

欧米のブレインバンクに研究の試料提供を依頼していまし

療法、作業療法、言語療法などのリハビリテーションが

た。しかし、人種差は無視できず、知的財産の問題もあ

非常に大切です。

り、日本のブレインバンク設立の気運が高まってきたのが、

PSP と CBS は、臨床診断と病理診断の逆転が起こりや

2000 年前後です。日本の病理検索のきめ細やかさは国

すい病気です。治療効果の評価には、正確な病理診断に

際的にも有名で、高水準のブレインバンク構築が可能です。

基づいたデータの蓄積が重要です。そのためにも、ブレ

また、欧米では脊髄は摘出しませんが、日本では、脊髄

インバンクは必要不可欠な存在となっています。

や一般臓器も保存されているという優位性もあります。
ブレインバンクの柱

3. ブレインバンクをご存知ですか？
国立精神・神経医療研究センター病院臨床検査部
医長 齊藤祐子

ブレインバンクの柱は、お一人お一人の病気の症状や変
化、MRI,SPECT,PET などの画像所見と病理との比較をし、
解析することです。臨床や病理の診断は難しいことが少な
くなく、これらの解析結果が、現在外来にかかっておられ
る方々に直接役に立ちます。二つ目の柱は大学等での研

ブレインバンクの歩み
2006 年からパーキンソン病のブレインバンクが始まり

究機関における基礎研究で、病気が発生するメカニズム

ました。創立時の主任研究者は久野貞子先生です。また、

の解明や新たな薬の開発に役立っています。もう一つの柱

金澤一郎先生はかなり以前からブレインバンクの必要性を

は、大学や病院の学生や医師、医療スタッフへの教育です。

唱えておられ、ブレインバンク設立の後押しをして下さい

次の世代を育てなければ、これまでブレインバンク登録さ

ました。お亡くなりになりましたが、御自身もブレインバン

れてきた方々の篤志の行き場が無くなってしまいます。教

クに登録されています。2010 年に、対象疾患をパーキン

育は重要な柱だと考えています。

ソン病から神経疾患全般に広げました。更に、2017 年か

診断の難しさと大切さ

らは精神疾患の方も登録できるように活動を行っています。

臨床診断と病理診断との乖離がまだまだありますが、こ
れは誤診ということではなく、
医療機器と技術の進歩によっ

なぜブレインバンクが必要か
ヒト脳疾患の最終診断には脳組織診断が不可欠です。

て、診断がより複雑化しているということです。正確な判

精神疾患や発達障害の病態解明は始まったばかりです。

断のためには、データをより整理して解析する必要がある

ヒト脳に起こっていることは、ヒト脳を調べなければ、病

と考えます。例えば、進行性核上性麻痺（PSP）は、病理

態を明らかにし、ましてや創薬は出来ません。海外では

解剖された方々のデータを見ると、初期症状から診断まで

日本に先立ってブレインバンクの創設と活用が始まってい

（地域によって神経内科医の数に差がありますが）約 4 年

ます。大学研究室等で蓄積していた方法から施設同士で

かかります。症状が進行するだけでもつらいのに、なかな

の共同研究が主流です。

か診断がつかず、あちらこちらの病院にかからざるを得な

欧米の特徴は、生前ドナー登録が盛んで、宗教的な背

いことによる苦悩は大きいです。早期の正確な診断が大切

景も関係しているのかもしれませんが、
「Gift of Hope 運

だと考えます。ご遺族の方からも、病理診断がついたこと

動」と名付けられ、後世において、脳の病気に苦しむ患

で、これまで悩まされてきた病気が明らかになったと、感

者さんに希望という素晴らしい贈り物をするという「祈り」

謝のお言葉を頂くことがございます。ある患者さんの例で

が込められた活動です。米国や英国では、国家が研究費

すが、臨床上は明らかにパーキンソン病と診断されていた

用を支出するという国家事業となっています。

のですが、病理解剖の結果、パーキンソン病の病理は全

日本のブレインバンク

く無く、PSP であることが分かった方がいらっしゃいます。

日本では、大学病院等での病理解剖や承諾を得た方々

-

このように、脳の病理解剖によって、どこが PSP らしいの
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かを解明し、明確な臨床診断が出来るようになります。ブ

経難病の克服を目的に、東京都健康長寿医療センターの

レインバンクの活動は、次世代への希望をつなぐ医学研

事業として行っています。我々の使命は、最後まで患者さ

究に役立つだけではなく、今現在様々な疾患と向き合って

んに寄り添いご本人や介護される方々を支え、診断という

おられる患者様の臨床に、直接役立てることができるの

最終貢献をし、患者さんを失わせる結果になった原因を

です。そして今後は、診断をつけるのみではなく、治療へ

解明することです。日本と外国では剖検の定義は異なりま

の足掛かりをつけることを目標に努力をしております。

す。日本は明治の解体新書の時代から、剖検は診断のみ

日本ブレインバンクネット（JBBN）

ならず、教育、研究に使うという同意がついています。東

我々は都立健康長寿医療センター高齢者ブレインバン

京都は病理解剖を大事にしてきました。例えば、松沢病

クや福島県立医大精神疾患ブレインバンクなど、全国の

院は大正時代から精神疾患の剖検を行っています。高齢

8 施設のブレインバンク（日本ブレインバンクネット）で

者ブレインバンクでも設立当初から剖検に力を入れてきた

協同して生前登録の方の病理解剖を行っております。同じ

こともあり、ブレインバンクを設立することに致しました。
我々の立場は、剖検同意をいただくときに、ブレイン

ような方法論を用いて、リソースの質が同じになるように

バンク登録の承諾を頂くという形をとっています。ブレイ

協力しております。
NCNP ブレインバンクの生前登録の資料問い合わせは

ンバンクは疾患克服のための患者・医療関係者・研究者

ホームページからできます。NCNP ブレインバンクの登録

による市民運動であるというのが欧米の定義です。キリス

者数は316 名
（334 名 11/25 現在）
と年々増加しています。

ト者医科連盟に入っておられた今堀先生は、長らくブレイ

疾患別の割合としては、パーキンソン病の方とボランティ

ンバンクを支えて下さり、ブレインバンクにも登録されて

アの方（神経、精神系に病気を持たない）が多いのが特

います。また、創始者でもあり東大の名誉教授でいらし

徴です。メディアによる反響が大きいようで、今回も新聞

た豊倉先生は、
「患者の病気を治せないなら、医学の進

に載せて頂き、講演会のお申込みも多数いただきました。

歩に貢献したいという患者の希望をかなえるのも、臨床

登録者数について少ないという声もあます。医師をはじ

医の役割である」という遺言を残され、
ドナー１例目となっ

めパラメディカルのミッションは病気と伴走することです。

て下さいました。

ブレインバンクはその事業の性質上、ご本人へのフィード

日本神経科学会ブレインバックネットワークは、生前同

バックをすぐに期待できませんし、一緒に頑張っていく

意を基礎として始まりましたが、なかなか広がりませんで

担当医師からはブレインバンクについての説明はありませ

した。私は全国どこへでも足を運び、生前同意のサポー

ん。コーディネーターが説明させていただくとはいうもの

トをしています。日本にはブレインバンクを作るにあたっ

の、デリケートな内容である等々、大きく宣伝することは

てのベースはありますが、横断的なシステムが出来ていな

出来ないのです。しかしながら、10 年にわたる地道な活

い事が課題でした。
日本では神経病理に力を入れていますが、それは、亡

動が少しずつ実を結び、成果は出てきております。また、
バイオバンクとの連携で最終診断が得られるブレインバ

くなった方への畏敬の念が込められているからだと思い

ンクの価値も高まってきていると思っています。

ます。この点が日本と欧米との違いです。欧米では、亡く

亡くなった方は 53 名おられますが、ご本人の意思が非

なられた方の魂は天国に行ってしまっているので、遺体で

常に強く、病理解剖率は高くなっています。生前登録者

はなく遺残であると考えます。ですので、研究者が人の脳

数も増加しており、
解剖数もそれに比例しています。 また。

を自由に使うことができる環境にあります。日本では、人

院外からの移送も増えています。草の根運動ではありま

の脳によって研究を行うという点においては積極性に差が

すが、皆様の篤志を出来るだけ生かすことが出来るよう、

あるのが今後の課題です。

努力して参りたいと思います。

高齢者ブレインバンクプロジェクト
高齢者ブレインバンクデータは電子カルテに保存し、

４. 高齢の方の 1/3 はレビー小体をお持ちです
東京都健康長寿医療センター高齢者ブレインバンク
部長 村山繁雄

高度のセキュリティ下に運用されています。患者さんをサ
ポートし、得られる情報は全てバイオバンク化し、亡くな
られた後は、それをブレインバンク化し、全てを総合的に
研究に使うということに総力を挙げて取り組んでいます。

高齢者ブレインバンクプロジェクトは、老化認知症と神

-

パーキンソン病、レビー小体型認知症についての私た
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ちの立場は、疾患そのものは共通していますが、年齢や

場合には、その他に脆弱性（もろくて弱い性質、特に黒

背景によって病状が違うという認識で取り組んでいます。

質がそうであると言われています）という要素が絡み合っ

その方が治療法の開発という点においては非常に一般性

て起きてくると考えます。私たちは高齢の方を対象として

があるからです。また、高齢で発症すると、これら２つの

いるので、このような背景を考えながら診ていく必要があ

病気の違いはつきにくくなります。日本パーキンソン病運

ると思います。

動障害疾患学会の立場は、これらは別の病気であるとい
う考えです。パーキンソン病は運動障害クリニック、レビー

国際パーキンソン病・運動障害会議での最新知見

小体型認知症は物忘れ外来なのです。疾患のベースも背

研究面

景も違うのです。欧米とは異なり、日本ではこの差は持

・パーキンソン病の原因であるアルファシヌクレイ

つ必要があると考えています。その意味では欧米よりも日

ン蛋白は、病的変化を起こすとアミロイド（体内

本の方がはるかに進んでいると思っています。

に拡がっていくたんぱく質）としての性格をもつ
（大阪大学脳神経内科の望月教授グループ）。

オールジャパン稀少疾患デポジトリー

・腸管から迷走神経を通じて脳に行くプロセスがネ

高齢者ブレインバンクのもう一つの柱であるオールジャ

ズミで証明された。

パン稀少疾患デポジトリー（保存庫）は、ドナー登録の有
無にかかわらず、ご遺族の文書同意、剖検診断医の承認、

・脳の中の炎症をつかさどるミクログリア細胞が、

臨床主治医のご依頼があれば、高齢者ブレインバンク登

発症と進行に関係している。炎症をマーカーにし

録を受けています。私は全国を回って診断を援助し、
リソー

て画像化する試みが行われている。

スの構築をしています。剖検の数は減っていますので、行

臨床面

く場所を増やしていく努力が必要です。日本神経病理学会

・アルファシヌクレインに対する抗体を用いた受動
免疫治験が進行中。

ブレインバンクは、生前同意の方々の受け皿を目的として

・非薬剤療法、特に運動療法が注目されている。

創立されましたが、現在は、診断の品質管理や倫理の問
題など、さまざまな事を支えることを目的としています。

高齢者ブレインバンクの特徴

神経病理学会認定医制度
また、ブレインバンクを維持する神経病理専門医師の

日本のブレインバンクは診断や管理おいては非常に優

育成を重要な目的とした、神経病理学会認定医制度を吉

れていますが、研究者の数が少ないことが課題です。欧

田眞理先生が中心となって創設しました。まだ 1 年目です

米では、医者ではない医学研究者が脳を使ってどんどん

が、29 人の若い方々がこの制度に申請下さっており、２年

研究をしています。日本の場合、心理的抵抗やご遺体と

間教育を受けられます。ドナー登録者の方は、やはりアル

いう意識、死の尊厳の意識がありますので、このあたり

ツハイマー病の方が最も多いのですが、パーキンソン病の

が難しい点です。

方もそれなりの数がいらっしゃいます。心筋シンチグラフィ

高齢者ブレインバンクでは、緩和ケアの方々が最後に

は、パーキンソン病の方ですと受けておられる方も多いか

貢献できないかと言って下さったり、在宅で高齢者の介

もしれませんが、亡くなられた方の心臓がどうなっている

護をされている方が、ご自分が介護されている方の正確

か、
私たち以外のところでは、
ほとんど検索されていません。

な診断名を知りたいとおっしゃって登録して下さいます。

つまり、最後まで診るということをやっていないのです。

このあたりが、神経疾患を中心に扱っておられる病院で

最後にメッセージ

のドナー申請の方々との違いです。

2003 年から 2018 年の 16 年間に病理解剖をした症
例（1057 例）の 1/3 には全身のどこかにレビー小体病理
があることがわかっています。しかし、剖検平均年齢は
83.5 歳ですので、蛋白分解酵素制御酵素機構（本来ある

5. 総合討論
司会：国立精神・神経医療研究センター 病院
脳神経内科 診療部長 髙橋祐二

べきではない物質が溜まったらそれを壊すという人の身体
が持っている能力）が年齢とともに弱くなり、
その結果色々

休憩時間にご記入いただいた質問にお答えする形式で

なものが溜まってくるということが起きてくるという完全に

行いました。時間内にお答えできるように質問の内容をま

年齢依存性の変化と言えます。一方、パーキンソン病の

とめさせていただき、お答えいたしました。

-
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① . パーキンソン病、進行性核上性麻痺（PSP）
、大脳皮

武田：パーキンソン病の場合、8 割から 9 割は生前に

質基底核変性症候群（CBS）など、最初の診察時の症状

正しく診断できます。しかし、10% は外してしまうという

はどのようなものがありますか？

ことです。これは日本に限らず世界的にそうです。どうし

武田：パーキンソン病の方の 6 割に震えが出てきます。

ても症状だけで診断することはできません。他の臓器で

4 割の方には震えは出ませんので、歩くのが遅くなった、

は、生検が出来ますが、脳の場合、脳腫瘍など極めて限

手足がこわばる等の症状で整形外来に行かれたりして、

られた場合以外はできません。よって画像診断が非常に

神経内科に来られるまでに時間がかかるようです。進行

大切です。

性核上性麻痺は、転びやすくなるのが一番の特徴です。

DAT スキャン：ドパミンそのものの検査ではありません

リチャードソン症候群では、目の動きが悪くなります。焦

が、ドパミンを処理するドパミントランスポーターの量は、

点が上手く合わなくなります。大脳皮質基底核変性症は

おおむねドパミンの量と比例しているため、ドパミントラ

本当につかみどころの無い疾患で、剖検の結果、生前に

ンスポーターを調べることでドパミンの量が推定ができま

初期から正しく診断されていた方は 1/3 ほどです。

す。

吉田：パーキンソン病の方の震えは非常に特徴的な症

MIBG 心筋シンチ：心臓の自律神経機能を調べる検査。

状ですが、進行性核上性麻痺の方も片方の手が震えると

パーキンソン病の方の場合、数値が 8、9 割低下します。

訴えていらっしゃることがあります。初期に震えを主訴に

よって、パーキンソン病なのか、それとも、それ以外のパー

来られるので、補助検査を行いながら診ていくことになり

キンソン病症候群なのかを区別する上で非常に大事な検

ます。進行性核上性麻痺では、転びやすいのが特徴的な

査です。

症状です。よくお聞きしますと、かなり以前から転びやす

脳血流スペクト：大脳皮質基底核変性症の特徴は、脳

かったとおっしゃいます。おそらく、ちょっと転んだだけ

機能の左右差が大きいことです。脳の機能の左右差は血

で病院へ来られることは少なく、ある程度頻回になってケ

流の左右差として現れます。よって、血流の左右差を調べ

ガが多くなってくると病院にいらっしゃるのだと思います。

ることは有用です。

リチャードソン症候群の方の易転倒性は、５割くらいの

MRI：全てのパーキンソン症状を示す疾患の背景とな

方にみられる初期症状です。進行性核上性麻痺の患者さ

る病気をスクリーニングするという意味で、基本検査と

んでは眼球運動障害が特徴的です。患者さんご自身の自

なっています。

覚は少なく、診察すると目の動きが悪いことが分かるとい

以上、一般的な病院で行われている検査で非常に大事

うケースが多いです。また、中には言葉が話しにくい、声

な検査です。診察室の診察だけでは限界があり、検査を

が出にくい等の言語障害を初期症状として訴えらえる方が

必要に応じて受けていただくことが大切です。

います。初期の診断は難しく、いろいろな症状を合わせ

④ . パーキンソン病になりやすい体質や生活習慣、食事

診て、脳の MRI やスペクト、
MIBG 心筋シンチ , DAT スキャ

等はあるのでしょうか？
武田：特別なものは言われていません。海外で、肉食

ンなども使って診断をしていきます。
② . 生前に明確で正しい病名の診断は難しいのでしょうか？

の人と魚野菜中心とした食事の人とでは、後方視的（現

吉田：難しいのですが、臨床の先生の診断は非常に重

在から過去にさかのぼって調査すること）に見ると魚野菜

要です。ただし、PSP の場合、臨床診断と病理診断が合

中心の食事の人の方がパーキンソン病になった人が少な

致しているのは加齢医科学研究所の例では 6 割ぐらい、

いという報告が出ています。また、地中海食を食べる人

大脳皮質基底核変性症では、3、4 割です。臨床診断と

に認知症やパーキンソン病が少ないという論文も出てい

病理診断の両方を突き合わせてみるということと、診断が

ますが、そんなことはないという論文も出ているので、食

合っているかどうかというよりも、どうしてそういうふうに

べ物で一貫してはっきりと証明されている物は今のところ

なったのか、病変分布の違い、画像の違い、あるいはバ

ないというのが結論です。

イオマーカーの違いなど、色々な検査データを見比べな

⑤ . パーキンソン病は子どもに遺伝する可能性があるの

がら情報を蓄積し、将来どのように治療薬の開発等に役

でしょうか？
武田：単一遺伝子（あるひとつの遺伝子）の突然変異

立つのかを考えながら診ていくことが重要だと考えます。
③ . ドパミンの量を測ることはできるのでしょうか？パー

によって生じるパーキンソン病は 5 パーセント未満と非常

キンソン病の画像検査の重要性について教えてください。

に少ないです。ただ、 多数因子としての遺伝性（ひとつ

-
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ひとつの遺伝子の変化が直接病気を起こすわけではない

より脳に炎症が起こる副作用が懸念されており、ヒトで安

が、起こしやすくする遺伝子が複数重なることで病気にな

全に行える治験レベルには到達していません。核酸医薬

り易くなる、危険因子としての遺伝要素）は、パーキンソ

は動物レベルでは行われています。多系統萎縮症につい

ン病ではいくつか報告されています。しかし、たまたま起

ては、シヌクレイン核酸薬の治験が来年始まるのではな

こしやすくする変化は人口の 3 割や 6 割はもっているよう

いかという噂を聞いておりますが、まだわかりません。抗

な遺伝子で、その方に多く集中するかどうかですので、常

がん剤や喘息、糖尿病など、他の疾患の飲み薬や注射薬

識的な意味で、パーキンソン病は遺伝しないと言えると

で治療が出来ないかという試みも始まりつつありますが、

思います。

まだ結論は出ていません。10 年前、これだけ色々な疾

⑥ . レビー小体が身体のどこに発生しても、レビー小体型

患修飾薬がパーキンソン病分野に入ってくるとは思っても

認知症やパーキンソン病の原因になりうるのでしょうか？

みませんでした。今後の治療法や薬の開発に期待ができ

村山：我々は亡くなった段階で全身をスクリーニングし

ると思っています。

て見ています。実際はそれらの多数の方々の結果を網羅

⑧ . パーキンソン病、進行性核上性麻痺の運動療法、具

的にみて、どこから最初に病変が出てくるかを判断するし

体的にどのような運動が有効ですか？

かありません。頭部以外では交感神経節が一番多く、頭

武田：この運動なら良いという明確な結論が出ている

の中では嗅球が一番多いので、その辺から始まるのかも

わけではないのですが、単なるストレッチやランニングと

しれません。実際は一人の方で系列的に見ないとわから

いうのではなく、大げさな動作、全身のバランスをとりつ

ないのですが、それに代わるために全部見て、頻度がど

つ、手も足も同時に大きく動かすものが良いようです。
吉田：パーキンソン病ですと、音楽療法というものがあ

こで高いのかを見ているだけなので、あくまで推察になり

ります。リズムにのって動かすことが有効なのではないか

ます。
これらの発生したものが広がっていくというならば原因

と言われています。エビデンス（証拠）があるわけではな

になります。65 歳以上の方では 100％の方で、量は少な

いのですが、私の患者さんで、長い間社交ダンスをされ

くてもアルツハイマー病で見られる
「タウタンパク」
がたまっ

ていた方がいました。その方がお亡くなりになって病理解

ています。アルツハイマー病になる方は 80 歳を超えてい

剖をしましたら、黒質に強い細胞脱落がありました。本来

る方が圧倒的に多く、全般的に見るならば 10％くらいで

であれば強い運動障害があってもおかしくないはずなの

す。パーキンソン病の場合はアルツハイマー病よりはるか

ですが、それが目立たなかったのは、社交ダンスをされ

に頻度は少ないです。

ていたからではないか？と思うのです。あくまでも私の臨

発症進行予防において、より重要なのは薬物療法では

床経験からのお話ですが、ご自身が楽しみながら出来て、

なくて、非薬物でいかに進展を遅らせることが出来るか

多要素的な動きのものが良いかもしれません。

です。アルツハイマー病では有酸素運動がよい、パーキ

⑨ . ブレインバンクでの病理診断、遺族への報告はある

ンソン病の場合も運動がよい。ほかに何か出てくると良い

のでしょうか？ＮＣＮＰブレインバンクと高齢者ブレイン

と思っています。

バンクでの検査内容は異なるのでしょうか？
齊藤：病理診断の結果は病理解剖の同意書を頂く時に

⑦ . αシヌクレインのタンパク合成を防ぐ薬、抗体療法、
核酸医薬などの開発研究が進められていますが、詳しく

結果報告をどのように行うかのご希望を確認するようにし

解説してほしい。また、これらの治療も進行を抑制する

ています。結果的にまずは文書でご報告致しております。

だけで回復はできないのでしょうか？

文書でわからないことがあり、希望される場合や、最初

武田：αシヌクレインに対する抗体を月に 1 回、点滴で
注射をするという治験が２社行われています。まだ結果は

から直接の説明を御希望される方々には医師から説明を
行っております。

出ていません。進行性核上性麻痺についても、タウに対

村山：NCNP ブレインバンクと高齢者ブレインバンクは

する抗体の注射の治験が始まりました。1 社は去年始ま

定期的にインターネットカンファランスを行い、病理診断

り、日本からも 9 施設 20 例ほどの参加がありましたが、

の質を一致させています。方法論に関しても一部特色は

有効性が確認できず 7 月に中止となりました。もう1 社

ありますが揃えています。これは複数のブレインバンクか

が別の抗体を使って治験を始めます。ワクチン療法は動

ら検体の提供を受けた研究者の研究にブレが出ないよう

物レベルでは行われています。しかし、ワクチンの接種に

にするためです。
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令和元年度

NCNP ブレインバンク年次報告

NCNP ブレインバンクの活動に、いつもご協力いただきまして、ありがとうございます。
2020 年 4 月より、髙尾昌樹（国立精神・神経医療研究センター病院

臨床検査部

部長）が NCNP ブレイン

バンクの責任者に着任いたしました。皆様のお気持ちに寄り添いながら、ブレインバンクの活動をさらに発展で
きるように努力したいと思っております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
市民講演会について
毎年秋に開催しております市民講演会は新型コロナ感染の拡大を受けて、2021 年への延期を予定しておりま
す。詳細が決まり次第、NCNP ブレインバンクホームページ、院内の掲示などでお知らせいたします。
研究成果
2019 年度はブレインバンクで得られた研究成果として、英文論文 14 報、国内学会 7 件を報告いたしました。
また、以下の講演会で講演を行いました。
・全国進行性核上性麻痺の患者・家族会

医療講演会、横浜、2019.9.1

・第 9 回 パーキンソン症候群・認知症の臨床・病理フォーラム、中野サンプラザ、2019.11.20
病理解剖例
2019 年度は 4 名の登録者様の病理解剖がご遺族の同意のもと行われました。
献脳生前同意登録
令和 2 年 5 月現在

330 人

都、道、2 府、38 県にお住いの方が登録されています。
〈登録者実績の推移〉

〈登録者の内訳〉
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