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１． アルファ・シヌクレイン病の概念 

 

αシヌクレイン病は神経細胞内にαシヌクレインが沈着する疾患である。αシヌクレイ

ンは 140 アミノ酸からなる可溶性蛋白で、シビレエイおよびラットのシナプスに局在する

蛋白として同定された（図１５－１）。シナプス前終末と核に存在するという意味でこの

ように命名された 1。その生理的機能は解明されていない。1997 年イタリアの家族性パー

キンソン病においてαシヌクレインが原因遺伝子として同定された。そしてこの家系の患

者脳から検出されたレビー小体がαシヌクレイン抗体で強陽性に染色されることが確認さ

れた。次いで多系統変性症、レビー小体認知症、ハローボーデン・スパッツ病などでもα

シヌクレインの異常沈着が確認された。かくして繊維化したαシヌクレインが凝集・沈着

して神経細胞が傷害される疾患として「αシヌクレイン病」の概念が成立した。パーキン

ソン病、レビー小体認知症、多発系統変性症（MSA） 2などが知られている。  

 

図１５－１ αシヌクレインの構造  

                                                  
1synaps+nucleus=synuclein。  
2シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ・橋・小脳萎縮症、線条体黒質変性症、の３疾患の

総称。その病理学的な特徴が、小脳、錐体外路、錐体路、脊髄前角などの多系統の変性で

あるためこの名がある。臨床的には、シャイ・ドレーガー症候群は自律神経症状、オリー

ブ・橋・小脳萎縮症は小脳症状、線条体黒質変性症ではパーキンソン症状が主体をなす。

病態の進行に伴い自律神経症状、小脳症状、パーキンソン症状の全てが見られ、 終的に

は３疾患間の鑑別が困難となり、病理学的にも多系統萎縮症と呼ぶしかない像を呈する。  
１５-1 

 



第１５章 

２．パーキンソン病 

 

２．１ 概念、疫学、診断基準  

パーキンソン病（PD）は 1817 年英国の医師J・パーキンソンにより「振戦麻痺」とし

て 初に記載された 3。中年以降に発病する錐体外路系の変性疾患である。有病率は 10 万

人あたり欧米では 120～160 人、日本では 35～75 人と推定されている。有病率は年齢と

共に増大する。臨床的には以下の症状を特徴とする（パーキンソン病の４徴候）。  

１）筋強剛～被動的な筋伸展に際して生じる抵抗として観察される。例えば手関節を背

側に伸展する時始めから終わりまでほぼ一様な抵抗を感じ、また掌側に屈曲させる時にも

同様の抵抗を感じる。PD ではこの抵抗が断続的に生じ歯車を回転させる時の感じに似て

いるので「歯車様強剛」とよばれる。PD の 90%以上に認められ、PD 診断上重要な症状で

ある。  

２）振戦～日常生活の中で気づかれやすい初発症状である。90％強の症例に認められ、

多くは静止時・安静時の比較的粗い 4～6Hz のかなり規則的な交代性（相反性）振戦であ

る。手指、前腕、足関節などの四肢遠位部に多いが、下顎、唇、頭部など全身に及ぶこと

もある。特に母指と他指との間に生ずる振戦はあたかも丸薬をまるめるごとき様相を呈し、

PD における振戦の特徴とされる。通常この種の振戦は精神的活動、例えば暗算をさせる

などにより増悪し、逆に随意運動により軽減ないし消失する。一方、PD では振戦は静止

時に出現するのみならず、随意運動時にも出現し増悪する。「活動時振戦」あるいは「姿

勢時振戦」と呼ばれる。特に進行した振戟を主症状とする症例によく認められる。  

３）運動減少もしくは無動～家族の目からみてもわかりやすい症状であり、床からの起

き上がり、寝返り、歩行、方向変換などに際して動きが遅いなど、動作の緩慢として比較

的早期から気づかれることが多い。90％弱の症例に認められる。無動と関連する症状とし

て、顔の表情が乏しいこと（仮面様顔貌）、書字が小さいこと（小字症）は PD の特徴と

されてきた。なお、無動のために平地では緩慢な歩行しか出来ないにもかかわらず階段は

比較的スムーズに昇降出来たり、地面に障害物を置くとそれをスムーズに乗り越えたりす

                                                  
3 この点については種々議論がある。例えばパーキンソン以前にパーキンソン病の症状を

記載した文献が存在する（紀元 220 年頃の中国の医書にパーキンソン病と思われる症状が

記載されているという）。パーキンソン病には麻痺症状は認められないが、パーキンソン

はパーキンソン病の不随意運動を「振戦麻痺」と表現している。パーキンソン病に対する

パーキンソンの認識の正しさについては疑問が残る。  
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る（矛盾運動）など奇妙な現象が知られている。  

４）姿勢反射障害～立位・歩行に際して様々な形で認められる。立位に際して頭部をや

や前に出し、膝をやや屈曲し、上体をやや前屈したいわゆる前傾姿勢が特徴的である。①

前・後・側方から押されるとその方向へ突進していき倒れてしまう「突進現象」、②歩き

始めの第一歩を出しにくい、足が床にへばりついて前方に進めなくなる「すくみ現象」、

③「小刻み歩行」、④歩き始めるとしだいに早足になり急には止まれなくなる「加速歩行」、

などの現象が知られている。  

その他、PD では自律神経障害、高次脳機能障害、精神症状などが出現する。  

 なお、上記４徴候は PD 以外でも出現する。これをパーキンソン症候群あるいはパーキ

ンソニズムという。パーキンソニズムを呈する主な疾患は表１５－１に示すごとくである。 

 

表１５－１ パーキンソニズムを呈する主な疾患  

                 Ⅰ．特発性パーキンソニズム  

          パーキンソン病  

          若年性パーキンソン病  

         Ⅱ．症候性パーキンソニズム  

                   １．脳血管性パーキンソニズム  

          ２．薬剤性パーキンソニズム  

          ３．脳炎後パーキンソニズム  

          ４．中毒性パーキンソニズム  

          ５．脳腫瘍  

          ６．頭部外傷後遺症  

          ７．その他  

        Ⅲ．パーキンソン病以外の変性疾患における  

          パーキンソニズム（連合性パーキンソニズム）          

         １．線条体黒質変性症  

                  ２．オリーブ・橋・小脳変性症  

         ３．シャイ・ドレイガー病  

         ４．パーキンソニズム・認知症・コンプレックス  

         ５．その他  
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２．１ 病理学所見  

 １）パーキンソン病の病理学所見の概要～PD の も特徴的な病理学所見は中脳黒質の

主として緻密部（図１５－２）に認められる神経細胞脱落、グリオシスおよび封入体の一

種であるレビー小体の出現である。この所見は黒質のみに限定されない。脳幹や間脳でも

同様の所見が認められる。すなわち、神経細胞脱落は青斑核、迷走神経背側核、マイネル

トの基底核などで認められる。レビー小体は青斑核、迷走神経背側核、マイネルトの基底

核などで必発である他、扁桃体、大脳皮質でもその出現が確認されている。大脳皮質全体

では PD の 66%にレビー小体が認められるという。  

 

  

図１５－２ 黒質：中脳（Midbrain、図３－４参照）前額断  

Substantia nigra：黒質、Zona compacta：緻密部、Zana reticularis：網様部  

 

２）神経細胞脱落とグリオシス～皮質下諸核における神経細胞脱落は PD 病理学の第一

の特徴である。黒質における神経細胞脱落は 60～90%と報告されている。特に黒質尾側で

顕著である。黒質における神経細胞脱落が 50～60%を越えるとパーキンソニズムが出現す

ると言われている。神経細胞脱落はマイネルトの基底核や脳脚橋核にも認められる。マイ

ネルトの基底核の神経細胞脱落は認知症を伴う PD でのみ認められると報告されている。

脳脚橋核の神経細胞脱落は AD より高度であるとされる。  

３）レビー小体～レビー小体はヘマトキシン・エオジン染色で細胞体内または神経網内

に認められる大きさ 15～30μm の球形の構造体である（図１５－３）。中央に好酸性の

コア（芯）があり、周囲に明瞭なハローがある。1912 年レビーにより PD の脳で始めて発

見された。レビー小体の構造は部位により異なる。黒質や青斑核に存在する「脳幹型レビ

ー小体」は同心円状である。視床下部、マイネルトの基底核などではレビー小体が神経細

胞突起内に伸展し紐状になる。これは「レビー神経突起」と呼ばれている。大脳皮質に存

在する「皮質型レビー小体」は形態が不定でハローもそれほど明瞭でない。これらの事実
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は各部位に存在するレビー小体は同じ過程を経て生成された構造ではなく、PD の発症に

関わる、異なる過程の反映である可能性を示唆する。  

 

 

 

図１５－３ レビー小体  

Ａ：脳幹型（黒質）、Ｂ：皮質型（側頭葉）、Ｃ：レビー神経突起、Ｄ：脳幹型（黒質）  

 

 

 

図１５－４ レビー小体の電顕像  
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レビー小体は、電顕では、神経細線維の集積を主体とする構造である（図１５－４）。

この神経細線維は 7～20nｍの直径を有し、脳幹型レビー小体のハローに相当する部分で

は放射状に、コアの部分では不規則でより密な配列をなし、顆粒物質や円形状構造体が混

在している。皮質型レビー小体では脳幹型と比べ神経細線維は不規則かつ粗に存在し、内

部に少量のミトコンドリアや細胞小胞が混在する。  

レビー小体には、免疫組織化学的に数十種の物質の存在が確認されている。その中で特

に注目されている物質がαシヌクレインである（図１５－１）。  

ATDの項でタウ病の概念について述べた。ADはタウ病であると同時にαシヌクレイン

病でもある。αシヌクレインが脚光を浴びる以前から、ADの青斑核や扁桃体ではレビー小

体と神経原線維変化（NFT）が、同一の神経細胞内に共存することが知られていた。これ

らの部位はレビー小体およびNFTの好発部位であるので、両者がたまたま同一神経細胞に

同時に出現したと考えられた。アリマらによる二重免疫染色ならびに二重免疫電顕を用い

た検討では、脳幹型レビー小体のハローの部分では、リン酸化タウとαシヌクレインが同

じ部位に存在していた。電顕的には、レビー小体を構成している異常神経細線維に両タン

パクが共存している可能性を示唆する所見が得られた。その他、AD、進行性核上性麻痺、

大脳基底核変性症に出現するNFT、ピック病に認められるピック嗜銀球 4などのタウ陽性

構造物がαシヌクレインと共存し、タウとαシヌクレインは互いに繊維化を促進しあうこ

とが報告された。ADはPDを合併しやすく、その逆も真なりという現象が分子レベルでも

認められている。  

レビー小体は PD だけに認められる所見ではない。上述のように AD で認められ、認知

症症状のない高年齢者でもレビー小体は認められる。また小阪らはレビー小体が脳幹のみ

ならず大脳皮質や扁桃体にも出現し PD の臨床症状に加えて認知症を呈する症例を見出し、

これを「びまん性レビー小体病」と呼んだ。その後欧米でもレビー小体を主たる病理学所

見とする疾患の報告が相次いだ。そして、様々の名称が提唱され、種々の混乱が生じた。

1995 年混乱を解消するための国際会議が開かれ、統一的名称として「レビー小体病」が採

用された。以上を整理するとＰＤの病理学的位置づけは表１５－２のごとくである。  

４）パーキンソン病における脳病変の進展～ブレークらは PD の進行に伴う脳病変の変

化を図１５－５の６段階に分けて記載している。  

 
                                                  
4 第１６章参照。  
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表１５－２ αシヌクレイン病の分類  

       Ⅰ．一次αシヌクレイン病  

        レビー小体病  

パーキンソン病  

         レビー小体認知症  

        多系統変性症  

                脳内鉄沈着を伴う神経変性症Ⅰ型  

       ２．タウ病に伴うαシヌクレイン蓄積（二次αシヌクレイン病）  

        アルツハイマー病   

        アルツハイマー病理学を伴うダウン症  

         ガム島パーキンソニズム・コンプレクス   

         石灰化を伴うびまん性神経原線維変化  

         神経原線維変化を伴う神経軸索変性  

         筋強剛性ジストロフィー  

         その他  

 

 

図１５－５ ブレークによるパーキンソン病の病理学的進行区分  
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２．３ パーキンソン病における高次脳機能障害  

２．３．１ 遂行機能  

PD における遂行機能障害としては、①状況に応じて行動を変える「構え（セット）の

柔軟さ」の障害、②行動計画の立案や実行の障害、③時間情報処理の障害、がよく知られ

ている。これらの障害は一般知能の低下とは独立に出現し、前頭葉損傷例で認められる遂

行機能障害に類似する。  

構えの柔軟さの障害はウィスコンシン・カード分類検査（WCST) 5で典型的に認められ

る。PDでは生成される概念数が低下し、誤反応数や保続の誤りがいずれも増大する。これ

は一旦ある基準に基づいてカードを分類することを学習すると、もはやその基準が有効で

はないにも拘わらず、破棄することが出来ないことを意味する。すなわち構えの柔軟性の

障害である。PDでは、この他、①概念形成課題で生成される概念数の減少、②語流暢性課

題では生成される語数低下、③トレイル・メイキング検査における成績低下、④ストルー

プ検査における成績低下、⑤二つの相反する動作（右手は上げ左手は下げる）を同時に遂

行する課題の障害、などが認められる。これらの障害は一旦形成された行動傾向すなわち

「構え（セット）」を変更することの困難さの現れと理解されている。  

行動計画の立案は「幾つかの行動を時間的、空間的に適切に組織化すること」と定義さ

れる。この能力は過去に体験したことのない状況で特定の目標を達成しなければならない

場合特に重要となる。ロンドン塔検査は計画立案の検査としてよく用いられる。PDのロン

ドン塔検査の成績は必ずしも低下しないが、課題の遂行時間は遅延する。これは行動計画

立案能力が障害されていることを意味する。ロンドン塔検査の困難度を上げると障害はよ

り顕著になり、移動の回数が健常者より増大する。また同じ移動を繰り返す傾向が認めら

れる。動作課題でもPDは行動計画立案の障害を示す。すなわち一連の動作を一定順序で遂

行することが出来ない。例えば９個のボタンをランダムに一回ずつ押す課題の遂行が障害

される。刺激の動きに追従して動作をする「追跡課題」では、刺激の動きを予め予測して

動作をすることが出来ない。現在の刺激だけに反応してしまう。これは「環境依存性」と

呼ばれ、前頭葉損傷者に認められる障害である 6。  

前頭葉損傷者では時間情報の処理が障害される。PD でも同様の障害が認められる。例

えば「遅延刺激検出課題」と呼ばれる検査がある。これは幾何学図形、語などが連続的に

                                                  
5 本稿で述べる遂行機能評価法の詳細は第２２章参照。  
6 詳細は第１９章参照。  
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提示され、被験者は直前の提示にはなかった刺激を検出する課題である。前頭葉損傷者で

障害されることが知られているが、PD でも障害が認められる。  

以上のごとく、PD では様々の遂行機能が障害される。PD における遂行機能障害は外的

刺激に依存せず「内的手掛かり」に基づいて行動する状況で も顕著となる。その臨床像

は前頭葉損傷者に類似する。PD における遂行機能障害に前頭葉がどのように関与してい

るかについては種々議論がある。  

 

２．３．２ 記憶  

 １）短期記憶～直接記憶課題である数字の順唱は PD では障害されない。3 個の子音を

提示し、一定時間後再生させるブラウン・パターソン課題を用いた研究では、PD で短期

記憶の障害が認められる。スタンバークの短期記憶課題、すなわち 初に数個の数字や文

字を提示し全刺激提示後特定の文字や数字の有無を判断させる課題では、PD の正答率は

健常者と差がないが反応時間は遅くなる。PD における情報処理速度の遅延を示している。

ATD では情報を保持する時間が長いと成績が低下するが、PD では逆に情報保持時間が短

い程障害が大であることも情報処理速度の遅延の存在を示している。  

２）作業記憶～数個の数字をランダムに提示し、小さい順に再生する言語作業記憶課題は

PDで障害される。空間作業記憶も障害される。町を歩いている様子を撮影した動画を見せ

て、曲がる方向を答えさせる課題はPDで障害される。言語作業記憶より空間作業記憶で障

害は大である。バッドレィのモデル7では視空間情報は視空間記述メモに保持される。PDで

は視空間情報を再生する課題は障害されるが再認課題は障害されない。視空間記述メモ自体

には障害はなく、情報の操作に障害があると考えられる。 

バッドレィのモデルで中央遂行系に障害がある場合、二重課題（二つの課題を同時に遂行

する）や乱数発生課題が障害されると考えられている。PD ではこれらの課題遂行に障害が

あると報告されている。  

３）エピソード記憶～PD ではエピソード記憶に関与する側頭葉／海馬系の機能は保たれ

ていると考えられている。この考えは、①PD ではエピソード記憶の再生課題は障害されな

い、②PD の学習効率は健常者と差がない、③種々の援助により PD の記憶障害は改善可能

である、④PD では顕在記憶よりむしろ潜在記憶が障害されている（後述）などの事実から

支持される。すなわち記銘された情報をそのまま想起する課題は PD では障害されない。し

                                                  
7 第２１章参照。  
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かし、情報を作業記憶内に保持し、走査、加工、組織化、などの情報処理を行う課題は PD

で障害される。例えば二つのカテゴリーに属する十数個の項目がランダムに提示され、カテ

ゴー毎に再生する課題では PD の成績は低下する。意味的に関連のある項目が複数のカテゴ

リーに含まれている場合、成績は特に不良となる。また、カテゴリーを分類する基準が予め

与えられている条件に比べ、自分で基準を発見する必要がある条件でも成績低下は大であ

る。  

  PD では視空間情報に関する記憶でも障害が認められている。①視空間情報の想起、②

視空間情報の学習、などの課題で健常者より成績が低下する。  

 PD の遠隔記憶の想起には時間的傾斜が認められる。 近の出来事の想起ほど障害が大

である。  

 ４）意味記憶～認知症を伴わない PD では意味記憶は一般に保たれている。  

５）潜在記憶～第１１章で述べたように、鏡像文字の読みのような手続き記憶の獲得に

は線条体が関与している。PD の主病変は線条体にある。PD では手続き記憶のような潜在

記憶に障害があることが予想された。実際、PD における手続き記憶の障害は多くの研究

で認められている。連続反応実験では幾つかの刺激が繰り返し提示される。健常者では次

第に反応時間が短縮されるが、PD の反応時間は短縮しない。しかし刺激提示順序が同じ

であることを教示されると反応時間は短縮する。明らかに PD では顕在記憶は保たれ潜在

記憶が障害されている。  

なお、PD で全ての潜在記憶が障害されている訳ではない。語幹完成課題などを用いた

研究では、PD でも健常者と同様のプライミング効果が認められている。  

６）前頭葉関連記憶課題の障害～第１１章で述べたごとく、前頭葉損傷者には狭義の記

憶障害は認められないが、種々の記憶課題が障害される。PD でも、①刺激の新近性の判

断（どの刺激が 近提示されたか判断する）、②刺激の提示順序の判断、③エピソードの

日時の判断、④刺激リストの再生（多数の語などを同時に再生する）、⑤情報発生源の記

憶（情報を何処でどのように入手したかの記憶）の想起、⑥条件学習（複数の刺激のそれ

ぞれに特定の反応を連合させる）、などで障害が認められる。これらの障害は自ら情報処

理戦略を生成して、それに基づいて行動する課題の障害である。その障害程度は遂行機能

障害の程度と相関することが知られている。  
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２．３．３ 視覚および視空間認識  

  １）視覚～PD における視覚障害としては、①輝度コントラスト感度低下、②色覚障害、

などが認められている。PD のコントラスト感度低下は中～高空間周波数帯域で顕著であ

り、低空間周波数領域の感度は比較的保たれている。PD の色覚障害はまず青緑、青、紫

などの弁別が困難となり、特に青で障害が重度である。進行すれば全ての色彩の弁別が障

害される。  

２）視空間認識～PD では、①複雑な迷路の探索、②複雑な動作の遂行、③複雑な図形

の模写、などの視空間認識・運動課題で障害が認められる。運動要素を含まない純粋な視

空間認識課題でも障害がある。障害の程度は課題によって異なり、複雑な課題ほど障害が

重度である。障害は一般知能障害や認知症とは独立に出現する。PD における視空間認識

障害の機序としては、①視空間表象の障害、②空間軸の障害（主観的な空間軸が客観的空

間軸と一致しない）、③作業記憶システム中の中央遂行システムの障害、④高次の情報処

理（反応の精緻化、情報処理戦略の構築）の障害、などの説が提出されている。  

 

２．３．４ 発話、言語  

１）発話～PD の発見者であるパーキンソンは既に PD では発話障害が出現することを

報告している。PD 軽症例では、音量減少、アクセントやイントネーションの減少が認め

られる。構音は不正確となり、中断を伴う突発的な発話となる。この「筋緊張低下性構音

障害」には他の発話障害、すなわち発話頻拍（発話が速くなる）、同語反復（同じ語を繰

り返す）などが合併する。PD 進行例では発話量が大幅に減少し発声不能（失声）、構音

不能（失構音）となり、言語的コミュニケーションが極めて困難となる。  

 この発話障害は顔面、口唇、喉頭など筋の制御障害に起因する。複雑な構音運動を制御

する運動プログラム生成の障害である。  

 ２）言語～PD の言語機能は障害されないと考えられている。他方、①視覚刺激の呼称

障害、②文章構成障害、③文法理解障害、などを認めたとする報告もある。認知症を伴わ

ない PD では、自発発話の情報量低下、複雑な文章の理解など難易度の高い課題では成績

が低下するが、呼称、語理解、復唱など容易な課題では障害はない。認知症を伴う PD で

は、難易度に拘わらず多くの課題で障害が認められる。  
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２．３．５ 社会的認識  

 PD では表情の認識障害が認められる。ヒトの表情は、幸福・悲しみ・怒り・恐怖・驚

き・嫌悪、の６種に分類されるが、PD では恐怖と嫌悪に限定して表情認識の障害が認め

られる。河村らは 14 名の PD を対象とし、顔の同定、性別判断、表情判断について検討

した。顔の同定、性別判断では PD と健常統制群との間に有意差は認められなかった。表

情判断の結果は図１５－６のごとくであった。PD では嫌悪に限定して弁別感度の低下が

認められた。PD で何故嫌悪の表情認識だけが障害されるか。河村らは、①嫌悪の認識は

扁桃体が関係している、②ＰＤでは扁桃核に損傷がある、の二つの機序によってこれを説

明している。  

 

 
図１５－６ パーキンソン病における表情認識障害  

Sensitivity Score：感度、Patients：パーキンソン病患者、Controls：健常統制群  

HA：幸福、FE：恐怖、AN：怒り、DI：嫌悪、SA：悲しみ  

 

２．３．６ 精神症状  

PD では鬱が出現する。その頻度は 40%前後と推定されている。PD における鬱は、悲観、

絶望、欲求低下、心気症傾向（自分が重い病気ではないかと心配する）、たのしみの喪失、

身体的不調感などによって特徴づけられる。罪悪感、自己否定、無価値感などの負の感情

の増大は少ないとされ、この点で内因性の鬱病と区別される。鬱を有する PD は鬱のない

PD に比して高次脳機能障害、運動障害も重度である。  
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 感情面での鬱に比して、興味・関心の喪失や集中力の低下が相対的に重度である場合「ア

パシー」と呼ばれる。PD ではアパシーのみあるいはアパシーと鬱を同時に認める例が多

く、純粋に鬱のみを呈する症例は少ないという報告がある。  

PD では幻覚が出現する。 も多いのは幻視である。人物、動物、などの明確な形態を

有する幻視が多い。幻聴、幻味を訴える例もあるが希である。幻覚から妄想が発展する場

合もある。  

 

２．３．７ レム睡眠行動障害  

1960 年代、ジョベらは、ネコで両側橋被蓋の破壊によってレム睡眠期 8に攻撃的な異常

行動が出現することを報告した。1980 年代になってヒト高年齢者でレム睡眠期に暴力的な

異常行動が出現ずることが明かにされ、「レム睡眠行動障害（RBD）」と命名された。1990

年代このRBDがPDなどのαシヌクレイン病で高率に出現することが明かにされた。  

RBD における異常行動の内容は、寝言（一般に不機嫌な内容が多く、罵声を上げる、叫

ぶなどが多い）、臥床したままで手足をバタバタさせる（殴る、蹴るようなこともある）、

エスカレー卜するとベッド上で起き上がって手足を振り回す、さらには立ち上がって歩行

する（不安定で転倒しがちである）などである。この間は閉眼したままで、覚醒すること

は少なく、症状が終結すると安定した睡眠に戻る。これらの異常行動は、レム睡眠分布量

の多い夜間後半に集中しやすいが、重症例ではレム睡眠発現周期に合わせて一夜に複数回

発現する。終夜睡眠記録ではレム睡眠期に頤筋活動の過度亢進（筋無緊張を伴わないレム

睡眠）が認められる。  

PDとの関連では、PDの症状が顕在化する前に RBDが発現することが注目されている。

PD に先行する RBD について 初に報告したシェンクらによると、RBD と診断した 29 名

                                                  

8睡眠段階の一つ。身体が眠っているのに、脳が活動している状態であり、夢と関連を有す

るとされる。身体的には骨格筋が弛緩状態にあり、急速眼球運動（レム）が多数出現する

が、他の身体運動は著しく低下する。脳波は 4～7Hz のシータ波が優勢で覚醒時と同様の

振幅を示す。外見的には寝ているのに、脳は覚醒状態にあるため「逆説睡眠」とも呼ばれ

る。レム睡眠に対して、急速眼球運動を伴わない睡眠のことをノンレム睡眠または徐波睡

眠という。 
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のうち 11 名（38％）が、RBD 発現後平均 12.7 年の間に PD へ移行し、さらにその 7 年

後の追跡調査では、過半数を超える症例が PD に移行した。PD の病態に関して、脳幹か

ら変性が上行するとするブレークらの仮説（図１５―５）に従えば、RBD は PD の前駆期

（stagel の迷走神経背側核に局在する時期を超えて stage2 に至り青斑核に病変が及んだ

時期）に相当する時期に発現していると考えられる。  

 

２．４ 認知症を伴うパーキンソン病  

２．４．１ パーキンソン病における認知症の頻度  

  PD における認知症の頻度は 30～40%と推定されている。ライドらは未治療の PD を 70

歳未満発症の早発型と 70 歳以上発症の晩発型に分けて認知症の有病率を比較している。

調査開始時点では、認知症有病率は早発群 8%、晩発群 32%であった。３年後の追跡調査

の結果では、認知症有病率は早発群 18%、後発群 83%であった。認知症発症の危険因子と

しては、①発症年齢が遅い患者は認知症になりやすい、②運動障害が重度である患者は認

知症になりやすい、③歩行障害のある患者は認知症になりやすい、④言語流暢性が低下し

ている患者は認知症になりやすい。⑤罹病期間、服薬の有無、ApoE 遺伝子多型は認知症

発症と関係しない、などの報告がある。  

 

２．４．２ 認知症症状  

 PD 性認知症の症状は、①重度の遂行機能障害と記憶障害が存在する、②失語、失認、

失行などは存在しない、の２点によって特徴付けられる。行動の柔軟さの低下、計画立案

障害などの遂行機能障害は皮質下性認知症全般に見られる症状であり、PD 性認知症でも

顕著である。PD 性認知症では単純な想起課題は障害されず、想起した情報に何らかの処

理を行う課題が障害される。すなわち記憶自体は保たれている。この点で記憶その自体が

障害される ATD と区別される。狭義の失語、失認、失行症状は認められないが、PD 性認

知症では多少の言語、認識、行為の障害がある。言語面では、語健忘、自発発話の内容の

乏しさ、複雑な文章理解の障害、単位時間内語生成量の減少などが認められる。認識面で

は視空間認識障害、行為面では道具使用の障害などが認められる。  

PD 性認知症ではしばしば鬱が認められる。PD 性認知症の鬱には、①認知症症状の一つ

である、②PD 一般に見られる鬱である、③運動緩慢化、表情の乏しさなどのパーキンソ

ン症状のために現象的に鬱があるように見えるだけで実際には鬱はない、の三つの可能性
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がある。PD 性認知症患者の鬱がこのいずれであるかを診断することは困難である。  

 認知症を伴う PD では認知症のない PD に比して幻覚、妄想などの出現頻度は高くなる。

高次脳機能障害に加え、鬱、不安、幻覚、妄想などの精神症状を有する PD 性認知症では

対人関係、社会生活に重大な障害が生じる。日常生活も著しく阻害され、その介護は非常

に困難となる。  

 

２．５ 画像解析所見  

 １）形態画像解析所見～PD の MRI 所見は、①T2 強調画像における線条体の輝度低下、

②線条体、小脳、脳幹の萎縮、③全般的脳萎縮、などの所見が報告されている。PD 性認

知症では、①海馬容積の減少、②海馬、側頭葉、前頭葉の萎縮などの所見が報告されてい

る。パーキンソニズムのみであれば所見は線条体領域に限定されるが、認知症がある症例

では大脳皮質領野にも所見が認められる。  

 ２）機能画像解析所見～認知症を伴う PD では、SPECT で頭頂葉、側頭葉、後頭葉に血

流量低下がある。すなわち大脳後方領野の血量低下が特徴的である。線条体におけるドー

パミン取り込み能の低下も報告されている。  

PD の PET 所見では線条体におけるドーパミン取り込み能の低下が特徴的である（図１

５－７）。この所見は認知症の有無に関係なく認められる。黒質から投射を受ける線条体

後外側部で特に顕著である。この他、PD の PET 所見として、①セロトニン取り込み能低

下、ノルアドレナリン取り込み能低下、②ミクログリアのミトコンドリアのベンゾジアゼ

ピン結合量を指標として検討した研究における黒質、淡蒼球、線条体、脳幹の炎症反応、

などの所見も報告されている。酸素消費量、グルコース消費量は、認知症を伴わない PD

では後頭頂葉、後側頭葉で低下し、認知症を伴う場合にはこれに前頭および側頭連合野の

低下が加わると報告されている。  

磁気共鳴スペクトスコピー（MRS）を用いると種々の物質の代謝過程を直接画像化する

ことが可能となる。PD ではこの手法により NAA（N-アセチルアスパルテート）代謝の低

下が頭頂・側頭葉領域に認められている。この NAA 代謝低下の程度は運動機能低下、高

次脳機能低下の程度と相関する。またリン酸 31P 代謝を指標とした MRS 解析では、認知

症を伴う PD において ATP（アデノシン３リン酸）の代謝低下が側頭・頭頂葉領域に認め

られている。その低下の程度は一般知能低下の程度と相関していた。NAA は神経細胞にの

み存在する物質であり、その代謝低下は神経細胞の脱落を意味する。ATP はエネルギー代
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謝に関与しており、その低下は高エネルギー代謝の障害を意味する。  

 

 

図１５－７ パーキンソン病の PET 所見  

ドーパミン取り込み能（18F-DOPA）は健常者に比しパーキンソン病患者で低下している。  

ドーパミン受容体感受性（11C-raclopride）は逆にパーキンソン病患者で亢進している。  

 

２．６ パーキンソン病性認知症の発症機序  

２．６．１ 遺伝子変異  

 PD は大部分孤発の発症であるが、5～10%は家族性に発症する。1998 年常染色体優性

遺伝性 PD の家系の解析からαシヌクレイン遺伝子 UCH-L1 の変異が発見され、次で常染

色体劣性遺伝性若年性 PD の原因遺伝子としてパーキンが発見された。現在までに表１５

－３に示す家族性 PD 原因遺伝子が発見されている。このような遺伝子異常によって PD

がどのように発症するかはなお不明であるが、以下の仮説が提唱されている（図１５－８

参照）。  
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 表１５－４ 家族性パーキンソン病の原因遺伝子  

 

 

 

図１５－８ 分子遺伝学的知見に基づくパーキンソン病の発症仮説  
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αシヌクレイン遺伝子の変異により、αシヌクレイン・タンパクが重合しやすくなり、

レビー小体として組織に沈着する。これが軸索輸送など神経細胞の機能を障害して変性が

進行する可能性が推測される。αシヌクレインの過剰な沈着はそのリン酸化が関係してい

る。LARK2 はタンパクのリン酸化に関与する酵素をコードしている。その異常はαシヌ

クレインのリン酸化を促進することになり、PD を発症させる。PIN1 はミトコンドリア移

行シグナルとセリン／スレオニンプロテアーゼ領域を持つことが知られている。PINK１

の異常はミトコンドリアに何らかの影響を与え、黒質ドーパミン細胞の死がもたらされる

と予想される。通常異常なあるいは有害なタンパクはプロテアーゼにより分解される。こ

の時分解の対象となるタンパクはユビキチンと結合することが必要である。ユビキチン系

に障害があると、リン酸化されたαシヌクレインがユビキチンと結合出来ず、プロテアー

ゼにより分解されなくなる。これもαシヌクレイン沈着の原因となる。これらの要因が複

合して PD が発症すると考えられる。 

弧発型パーキンソン病の発症機序は、遺伝的素因と黒質神経毒の相互作用で、黒質内に

酸化ストレスとミトコンドリア呼吸障害が惹起され、アポトーシスにより神経細胞死が起

きると推定されている。 

  

２．６．２ 神経伝達物質  

PD における主な神経伝達物質の変化は表１５－４に示すごとくである。その 大の特

徴はドーパミン作動系の著しい機能低下である。ノルアドレナリン、アドレナリンなど他

のカテコラミン作動系も低下する。一方コリン作動系は大脳皮質では低下するが線条体で

はそれ程ではないと考えられている。神経伝達物質と高次脳機能障害との関連は以下のご

とくである。  

１）コリン作動系～PD では大脳皮質においてコリン作動系低下が認められる。ただし

ATD 程重度ではない。認知症を伴う PD ではコリン作動系低下はより重度である。このよ

うに PD ではアセチルコリン作動系低下があるため、PD へのアセチルコリン阻害剤の投

与は短期記憶障害、構えの柔軟性の障害などの高次脳機能障害を生じさせると予想される。

実際、PD 患者を対象とした研究において、アセチルコリン阻害剤の投与は構えの柔軟性

を含む遂行機能や短期記憶の障害を生じさせることが確認された。この現象は健常者では

認められない。  
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表１５－４ パーキンソン病における神経伝達物質の変化  

      コリン作動系            ドーパミン作動系（DA) 

アセチルコリン            DA 濃度       60%↓尾状核頭側   

 大脳皮質           ↓  黒質細胞数      86%↓被殻尾側          

 海馬             ↓  DA トランスポーター 60%↓尾状核頭側  

 線条体            →  DA 代謝       10 倍増     

 視床             →  DA 受容体  

アセチルコリンエステラーゼ       D2 線条体吻側   71%↑  

 大脳皮質           ↓   D2 線条体尾側   16%↑  

ブチルコリンエステラーゼ        D3 線条体     20%↓頭腹側  

 大脳皮質           ↓   D1 線条体     30%↑  

小胞膜アセチルコリン            

・トランスポーター            セロトニン作動系  

 大脳皮質               5-HT 濃度      ↓  

ムスカリン受容体            5-HIAA        ↓  

M１ 大脳皮質        ↑   

  線条体         →        ノルアドリン作動系  

 M２ 大脳皮質            NA 濃度        ↓  

ニコチン受容体             ＮA 合成酵素     ↓   

 α-ブンガロロキシン結合能        

大脳皮質                  

  視床               

 α4／β２結合能                      

  大脳             ↓   

  線条体          ↓↓             

  視床           →    

↓：低下、↑：上昇、→：不変、→／↓：不変もしくは低下  

記載のない項は研究報告がないことを示す。  

略称は第５章参照。  
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２）ドーパミン作動系～PD の線条体および黒質ではドーパミン作動系が顕著に障害さ

れている。前頭葉などの大脳皮質でもドーパミン作動系障害が認められる。鬱や認知症の

発症にはドーパミンの枯渇が関係すると考えられている。サルの前頭葉ドーパミン感受性

細胞を選択的に破壊すると作業記憶課題の成績が低下することが報告されている。ドーパ

ミン枯渇は構えの柔軟さなどの遂行機能の障害も生じさせる。  

 ３）セロトニン作動系～鬱病ではセロトニン作動系の低下が認められ、セロトニン再取

り込み阻害剤(SSRI)は有力な鬱病治療薬である。鬱を伴う PD と伴わない PD の比較では、

前者の青斑核、視床内側部、前帯状回、扁桃体でセロトニン活性が低下しているとの報告

がある。  

４）ノルアドレナリン作動系～動物実験の結果によれば、ノルアドレリン作動系低下は

作業記憶などの前頭葉機能の障害をもたらす。PD における前頭葉機能の低下はノルアド

レナリン作動系低下も関係していると予想される。この仮説は、①ノルアドレナリン・ア

ゴニストの PD への投与は注意、構えの柔軟性などの検査成績を向上させる、②PET によ

る研究において PD ではアドレナリン活性の低下が認められる、などの事実によって確認

された。  

 

２．６．３ パーキンソン病における高次脳機能障害の責任病巣  

 PD の高次脳機能障害を線条体→前頭葉→線条体の回路の機能障害として説明する仮説

が提出されている。この仮説によれば、①前頭葉背外側―皮質下回路は遂行機能障害に関

係する、②前頭葉眼窩部―皮質下回路は脱抑制、強迫症状に関係する、③前頭葉内側―皮

質下回路はアパシーに関係する、と説明される。この仮説を支持する以下の知見がある。  

PD 初期では遂行機能課題の成績低下は認められず、PET による解析では線状体の活動

は低下しているが、前頭葉は正常に機能している。この時海馬の活動性は亢進している。

低下しつつある作業記憶を補っていると考えられる。  

 中期の PD では、行動計画立案課題遂行時の淡蒼球内節の活動性が異常に低下する（健

常者では活動性が増大する）。この基底核の機能障害は前頭葉―基底核間の情報伝達の遮

断に起因する。PET を用い認知症を伴う PD と伴わない PD を健常者と比較した結果が報

告されている。前者では被殻のドーパミン取り込み能が両側性に低下し、より軽度ではあ

るが尾状核と脳幹のドーパミン取り込み能も低下している。後者では線条体および脳幹の

ドーパミン取り込みが低下していた。加えて、認知症を伴う PD では認知症を伴わない PD
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に比して前帯状回の取り込み能が低下していた。認知症を伴わない PD ではこの領域の取

り込み能はむしろ増大していた。  

 PD における高次脳機能障害、さらに認知症の発症には腹側辺縁系と尾側ドーパンミン

作動系の障害が関与している。ドーパミンを伝達物質とするこれらの部位と前頭葉間の回

路の離断がその具体的機序と予想される。 近 PD の運動障害についても、従来指摘され

てきた黒質線条体系ではなく、腹側被蓋野―辺縁系―大脳皮質ドーパミン系の機能障害が

重要であるとの考えが提出されている。  

また、記憶障害を示す PD では側頭葉内側の血流量低下、視空間認識障害を有する PD

では後頭葉の血流量低下があると報告されている。  

  

３．レビー小体認知症 

 

３．１ 概念、疫学、診断基準  

３．１．１ 概念  

 レビー小体認知症(DLB)は、進行性の知的機能障害および特有の精神症状とパーキンソ

ニズムを示す変性疾患性認知症である。病理学的には大脳と脳幹の神経細胞脱落とレビー

小体の出現を特徴とする。本章第２節パーキンソン病の項で述べたように、DLB はレビー

小体病の一種である。DLB の主唱者である小阪によれば、DLB の概念は以下の経緯で成

立した。  

1912 年 AD の発見者アルツハイマーのもとで神経病理学を学んでいた F・H・レビーは

パーキンソン病（PD）患者脳の迷走神経背側核で未知の構造を発見した。この構造は PD

に特徴的な病理学所見であることが明らかになり「レビー小体」と命名された。1970 年代

後半小阪は認知症症状と共にパーキソニズムを示す症例の脳で黒質や迷走神経だけでなく

大脳皮質にもレビー小体を見出した。その後類似の所見を他の症例でも見出し、1980 年小

阪は「レビー小体病（LBD）」の概念を提唱した。  

小阪によれば、LBD は次のように定義される。「慢性進行性の神経精神疾患で、臨床的

には初老期または老年期より若年に発症するパーキンソニズムにより特徴づけられるが、

認知症を伴うことも多い。症例によっては進行性認知症が主体で後にパーキンソニズムが

出現することもある。神経病理学的には中枢神経系や自律神経系に広範に出現するレビー

小体とその好発部位における神経細胞脱落を主とする変性によって特徴づけられる」。  
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小阪は LBD の病理学所見を①びまん型、②脳幹型、③移行型の３型に分類する。びま

ん型はレビー小体が脳幹、間脳のみならず大脳皮質にも広範に出現する類型、脳幹型はレ

ビー小体が脳幹、間脳の諸核に出現するが大脳皮質にはほとんど出現しない類型である。

その間に移行型があり、そこでは脳幹、間脳には多くのレビー小体が出現し大脳皮質にも

散見されるもののびまん型ほど多くはない類型とした。  

小阪の研究は国際的にも広く支持され、海外の研究者からも「レビー小体型老人性認知

症」「アルツハイマー病レビー小体変異型」などの名称で類似の症例の報告がなされた。

そこでこれら諸概念の統一を図るべく 1996 年イギリスで国際ワークショップが開催され

統一的名称として「レビー小体認知症（DLB）」が採用され、その臨床診断基準が作成さ

れた。この診断基準は 2003 年改訂された（後述）。  

前述のごとく、レビー小体は PD にも認められる。病理学的には PD は LBD に含まれる。

整理すると以下のごとくである。  

 

         パーキンソン病（PD）  

レビー小体病（LBD）  

             レビー小体認知症（DLB）＞ びまん型レビー小体病（DLBD） 

 

 以下に詳しく述べるように、DLB 脳には神経病理学的に PD の所見とアルツハイマー病

の所見が認められる。DLB は臨床症状から診断される症候群であって、病理学的な意味で

の単一疾患ではない。  

 

３．１．２ 疫学  

DLB は 60 歳～80 歳代の発症例が多いが、40 歳代など中年期にも稀ながらみられる。

性差は少ないが、男性にやや多いとされる。多くは孤発性で家族歴を持つものは稀である。

疫学的研究では、DLB の年間発症率は全人口の 0.1%程度で認知症全体の発症数の 3.2%程

を占めると推定されている。臨床診断による頻度は、認知症のうち 10～30％と報告より差

がある。病理学診断による頻度は、認知症の 15～25％程度と報告されている。老年期の変

性疾患性認知症では ATD に次いで頻度が高い。  
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表１５－５ レビー小体認知症の診断基準  

１．中心的特徴（診断に必須）   

 認知症（正常な社会的・職業的機能に支障を来すほどの進行性知的機能低下）  

 早い時期には著明な、または持続性の記憶障害は必ずしも起こらなくてもよいが、通常

は進行とともに明らかになる。  

 注意や遂行機能や視空間認識能力のテストでの障害が特に目立つこともある。  

2．コア特徴（probable DLB の診断には二つ、possible DLB の診断には一つ）  

 注意や明晰性の著明な変化を伴う認識の変動  

 典型的には構築された具体的な繰り返される幻視  

 特発性のパーキンソニズム  

3．示唆的特徴（一つ以上のコア特徴があり、一つ以上の以下の特徴があれば、probable DLB

の診断が可能。コア特徴がなくても、一つ以上の示唆的特徴があれば possible DLB の

診断には十分。probable DLB は示唆的特徴だけでは診断するべきではない） 

 レム睡眠行動障害 

 重篤な抗精神病薬への過敏性 

 SPECT または PET で示される基底核でのドーパミントランスポーターの取り込み低下 

4．支持的特徴（普通はあるが、診断的特異性は証明されていない）  

 繰り返す転倒や失神  

 一過性の説明困難な意識消失  

 重篤な自律神経障害：たとえば、起立性低血圧、尿失禁  

 他の幻覚  

 系統的な妄想  

 抑鬱  

 CT／MRI での内側側頭葉の相対的保持 

 SPECT／PET での後頭葉低活性を伴う全般的低活性 

 MIBG 心筋シンチでの取り込み低下 

 脳波での側頭葉の一過性鋭波を伴う目立った徐波化 

 

 

 

１５-23 
 



第１５章 

表１５－５ レビー小体認知症の診断基準（続き）  

5．DLB 診断の可能性が乏しい  

 局所性神経徴候や画像解析でみられる脳血管障害の存在時。  

 部分的あるいは全般的に臨床像を説明し得る他の身体疾患または脳疾患の存在時。  

 重篤な認知症の時期に初めてパーキンソニズムが出現した場合。  

6．症状の時間的連続性 

 DLB は認知症がパーキンソニズムの前か同時に起こった時に診断されるべきである。パ

ーキンソン病認知症（PDD）は，明らかなパ－キンソン病の経過中に起こった認知症を

記載するのに使用されるべきである。実際の場では、その臨床状況に最も適した用語が

使用されるべきで，レビー小体病といった総称がしばしば役立つ。DLB と PDD の区別が

必要な研究では現存する１年規則が推奨されるが、臨床神経病理学的研究や臨床治験な

どの場合には，両者はレビー小体病とかαシヌクレイン病といったカテゴリーにまとめ

られてもよい。 

注：太字は 2003 年の改訂で追加された項目  

 

３．１．３ 診断基準  

DLB の 初の臨床診断基準は 1995 年に提唱された（表１５－５）。この基準の病理学

診断と対応関係について表１５－６のような研究結果が報告された。診断の特異度はかな

り高いが感度は低い。そこで 2003 年の第 3 回国際ワークショップで新たな診断基準が提

唱された（表１５－５）。必須症状に加え、中核症状が一つあれば possible DLB、二つあ

れば probable DLB と診断される。また、possible DLB に加えて、従来の支持症状より

DLB に特有のものとして新たに追加された示唆症状のいずれかが一つ以上あれば

probable DLB と診断される。この表の「１年規則」とはパーキンソニズム出現後１年以

降に認知症が出現した場合は「認知症を伴うパーキンソン病」と診断するという基準であ

る。  

 

３．１．４ 診断基準の妥当性  

表１５―５の診断基準の妥当性については表１５－６のような結果が報告されている。

全般に特異性は高いが感度が低い。すなわち、この基準に基づいて DLB と診断された症

例は確実に DLB であると言えるが、DLB ではないと診断された患者が実際には DLB で
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ある可能性は少なくない。多くの DLB 患者が見逃されていることになる。  

 

表１５－６ レビー小体認知症臨床診断基準の妥当性  

著者          対象者の病理学診断  臨床診断（probable   感度  特異性  

                                           /possible）  

Nega et al.1996    4DLB/24AD            probable            75      79 

Litvan et al.1998  14DLB/105 PD,PSP                       18      99                     

MSA.CBD,AD 

Holmes et al.1999  9DLB/80AD,VaD      probable             22     100                     

Luis et al.1999     35DLB/56AD          probable             57      90  

Verghese et al.     18DLB/94AD          probable             61      84 

1999                                   possible             89      28 

Lopez et al.1999   8DLB/40AD                                  0     100  

Hohl et al.2000    5DLB/10AD            probable            100       8 

                                         possible             100       0 

McKeith et al.     29DLB/50AD,VaD     probable              83      95 

2000                                                          

Lopez et al.       13DLB/26AD           probable              23     100  

 2000   

AD：アルツハイマー病、CBD：皮質基底核変性症、DLB：レビー小体認知症  

MSA：多系統萎縮症、PD：パーキンソン病、PSP：進行性核上性麻痺   

 

３．１．５ レビー小体認知症診断の難しさ  

 １）病理学的に確定診断された DLB 患者の半数は NINCS-ADRDA の ATD の診断基準

を満たす。これは DLB 診断の感度の低い 大の理由である。多くの DLB 患者は ATD と

診断されてしまう。逆に病理学的に確定診断された AD の 20%前後は DLB の臨床診断基

準を満たす。また DLB の 30%近くの症例は VaD の診断基準を満たす。この場合病理学的

にも血管病変が認められる場合もある。  

 ２）PDと診断された患者で幻視や高次脳機能検査成績の動揺が出現した場合、投与薬物

の副作用である可能性がある。PD治療薬L－ドーパの無効、知的機能障害、姿勢不安定な
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どを示す非定型的パーキンソニズムは、CBD（皮質基底核変性症）、MSA（多系統萎縮症）、

PSP（進行性核上性麻痺） 9である可能性を示唆する。DLB症状の急激な進展とミオクロ

ーヌスの出現はクロイツフェルト・ヤコブ病 10を示唆する。頻発する幻視と意識障害はて

んかんを示唆する。当初PD症状を呈し次第に運動障害が悪化した後にDLB症状を呈する

患者の診断は種々の問題を含む。PD治療薬が幻視や意識障害の原因である可能性もあり、

新たなDLBの発症である可能性もある。DLB診断基準ではPD発症１年以降にDLBの診断

基準を満たす症例はPD+DLBの診断を推奨している。  

 ３）間歇的意識障害を示す患者については、感染症、代謝異常、などの可能性があり、

必要な臨床検査を実施する必要がある。高年齢者では投与薬物の副作用を考慮すべきであ

る。なおこのような要因を特定しえたとしても、高年齢者では同時に DLB が発症してい

る可能性は存在する。  

 ４）鬱病患者で投与薬物の副作用としてパーキンソニズム、幻覚、意識障害が出現する

場合もある。  

 

３．２ 病理学所見  

３．２．１ 概要  

 DLB に認められる病理学的所見を表１５－７に示す。大脳皮質におけるレビー小体

（LB）の存在はレビー小体病の診断に必須である。DLB の病理学的診断基準は研究者に

より異なる。表１５－８のような基準が提唱されている。  

 

３．２．２ 神経細胞脱落  

 １）黒質～後述するようにDLBの特徴的症状はパーキンソニズムであり、これに対応し

て黒質の神経細胞が傷害される。肉眼では核の脱色素として認められる。軽度の例では光

顕で始めて細胞脱落が確認される。光顕レベルでのDLBの黒質細胞の病理学はPDと同じ

であり、LBの出現、脱色、神経突起の変性などが認められる。その程度は軽度であり、細

胞脱落の程度はPDと健常者との中間程度である。この細胞変性は壊死ではなくアポトーシ

ス 11であろうと考えられているが、詳細な機序は不明である。DLB症例中には経過中に完

                                                  
9 CBD、PSP については第１６章参照。  
10 第１７章参照。  
11多細胞生物を構成する細胞で生じる、個体をより良い状態に保つために積極的に引き起

こされる管理・調節された細胞死。これに対し、血行不良、外傷などによる細胞内外の環
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全なPDとなるものがある。この場合黒質細胞脱落は 70%以上となり、PDの細胞脱落の程

度を上回る。  

 

表１５－７ レビー小体認知症の病理学所見  

＊DLB 診断に必須の所見  

レビー小体  

＊DLB 脳に認められるが診断に必須でない所見  

レビー神経突起  

アルツハイマー病型病変（老人斑、神経原線維変化）  

神経細胞脱落、特に黒質、縫線核、マイネルトの基底核  

空胞変性  

シナプス脱落  

 

２）大脳～海馬、頭頂葉、前頭葉などにおいて認められる。海馬細胞脱落は AD の特徴

的病変である。DLB の海馬細胞脱落は AD より軽度である。一般には側頭・頭頂葉領域に

おける細胞脱落も AD で顕著であり、DLB ではより軽度であるが、DLB 患者中に AD に

匹敵する側頭・頭頂葉領野細胞脱落を示す症例が存在する。  

３）コリン作動系神経細胞～DLBの病理学所見の特徴の一つである。無名質で典型的に

認められる。無名質はマイネルト基底核を含むが、この核はコリン作動系の主要領域であ

る。DLBではこの核に明瞭な細胞脱落が認められる。コリン作動系の機能障害はDLB、AD

に共通する障害であり（詳細は後述）、ADでも無名質およびマイネルト基底核の細胞脱落

が認められる 12。DLBでは他の領域でもコリン作動系の細胞脱落が認められる。中脳背側、

特に脳脚橋被蓋核、視床下部などでは明らかな細胞脱落が生じる。中脳背側ではPD、DLB、

ADいずれにおいても健常者に比して 70%程度の細胞脱落がある。AD型病変を有するDLB

では、この部位にLBと神経原線維変化（NFT）の両者が認められる。  

４）ノルアドレナリン作動系神経細胞～DLB では他の神経伝達物質作動系でも細胞脱落

が認められる。特にノルアドレナリン作動系を構成する縫線核で細胞脱落が顕著に認めら

れる。縫線核の細胞脱落の程度は黒質より重度であり、肉眼でも核の脱色素が確認出来る。

                                                                                                                                                                
境の悪化によって起こる細胞死を壊死という。  
12 第１３章参照。  
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残っている細胞には LB が認められる。  

 

表１５－８ レビー小体認知症の病理学的診断基準  

Lennox,et al.,1989   前帯状回において HE 染色で LB5 個以上  

             もしくはユビキチン免疫染色で LB12 個以上     

 

Crystal et al.,1990   ユビキチン免疫染色 10 倍光顕で皮質領野あたり  

LB２個以上  

 

Hansen et al.,1990    HE 染色で三つ以上の皮質領野における LＢの存在  

          もしくはユビキチン免疫染色で上側頭葉における  

LB の存在  

 

Kosaka,1990    LB 好発領域において 100 倍光顕で LB５個以上   

 

Perry et al.,1990  帯状回において HE 染色で LB２個以上かつユビキチン  

免疫染色で 20LB／cm２以下  

     

Hugh et al.,1993  前帯状回もしくは傍海馬回における LB の明瞭な存在  

 

Zweig et al.,1993  前帯状回においてユビキチン免疫染色 0.1LB／cm２以上  

     

McShane et al.,1995 HE 染色で二つ以上の辺縁系領域において LB が存在  

  HE：ヘマトキシン・エオジン染色  

 

３．２．３ レビー小体  

 前述のごとく、DLB では皮質および皮質下いずれにおいても LB が認められる。PD の  

皮質下で典型的に認められる古典的な LB はヘモトキシン・エオジン染色（HE 染色）で

は中央に好酸性のコア（芯）があり、周囲に明瞭なハローがあるのに対し（図１５－３）、

大脳皮質の LB は顆粒状で明瞭なハローがない（図１５－９）。通常はユビキチン免疫染
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色でより明瞭に認められる。しかし LB の検出において HE 染色とユビキチン免疫染色の

いずれが優れているかについては種々議論があり、結論は得られていない。大脳皮質のレ

ビー小体は HE 染色（図１５－９、ａ矢印）ではその形態はあまり明瞭でない。ユビキチ

ン免疫染色（図１５－９、ｂ）でより明瞭な形態が認められる。  

DLB における LB の分布は以下のごと

くである。DLB の黒質における LB の数

は PD と AD の中間の値を示す。PD で

は大脳脚橋被蓋部のコリン作動性神経細

胞が傷害されるが、この部位は DLB で

も傷害される。縫線核も DLB、PD いず

れでも傷害される。皮質における LB の

存在は DLB の特徴的所見とされている。

LBは辺縁系で も頻度が高い。帯状回、

特にブロードマンの２３野、扁桃体、島、

嗅内皮質、経嗅内皮質が高頻度部位であ

る。新皮質では側頭葉が も強く傷害さ

れ、側頭葉＞頭頂葉＞前頭葉＝後頭葉の

順となる。  

 

LB は皮質深部のⅣ、Ⅴ、Ⅵ層に多く、中程度から小型の神経細胞に認められる。LB の

数は認知症の程度と相関する。しかし大脳皮質 LB が認知症の直接の原因であるかどうか

は明らかではない。何故なら、 も重度の DLB でもその大脳皮質 LB の数は AD における

NFT 数の千分の一程度であるからである（上記診断基準参照）。DLB における認知症発

症には LB 以外の要因も関与していると考えられる。  

なお、PD の 75～95％の症例でも大脳皮質に LB が認められる。この所見は認知症があ

るかどうかには関係ない。またその分布は DLB と同じく辺縁系で顕著である。すなわち、

DLB における LB の分布と PD における LB の分布の違いは量的なものであり質的な違い

はない。  
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３．２．４ レビー神経突起  

PD の視床下部、マイネルトの基底核などでは神経細胞突起内に伸展し紐状になったレ

ビー小体が認められる。これは「レビー神経突起」と呼ばれている。このレビー神経突起

は DLB でも認められる。好発部位は大脳基底核、黒質、大脳脚橋被蓋部、青斑核、背側

迷走神経核、大脳皮質である。レビー神経突起の分布は LB の分布より広範囲に及びかつ

重度である。レビー神経突起はαシヌクレイン、ユビキチン、タウに免疫反応陽性である。

レビー神経突起とドーパミン合成酵素であるチロシン水酸化酵素は同一細胞には共存しな

い。このことから、黒質からのドーパミン投射系とレビー神経突起との間には特に関連が

ないと推定される。  

 

３．２．５ アルツハイマー病型病理学所見  

 NFT、老人斑などの AD 病変は DLB でしばしば認められる。このことからかつては DLB

を ATD の一亜型あるいは変異型とする見方もなされた。しかし病理学的に DLB と AD は

異なる疾患であることは以下の事実によって裏付けられる。  

１）AD 型病変のない純粋な DLB が存在する。  

２）DLB と AD の病変には量的ならびに質的な違いが存在する。DLB ではαシヌクレ

イン病変がタウ病変より優位であるが、AD ではこの関係が逆になる。  

３）DLB ではタウ免疫反応陽性のレビー神経突起は乏しい。この事実は DLB では AD

関連のタウは存在しないことを意味する。  

４）DLB のレビー神経突起は神経細胞の枝分かれ伝達に関連する酵素（GAP-43）の免

疫反応が増強している。AD ではこの酵素活性は低下している。  

５）DLB における大脳皮質 NFT 量は個人差が大きいが、多くの症例では少数で側頭葉

内側に限局している。広汎な NFT 沈着が認められる AD とは対照的である。DLB はタウ

病ではなくαシヌクレイン病に起因することを示唆している。  

６）AD における記憶障害は海馬および嗅内皮質におけるアミロイド沈着に関係してい

る。DLB でも同様の所見が得られるが、アミロイド沈着のない「純粋例」も存在する。海

馬への皮質からの投射線維である貫通枝の損傷は AD 同様に DLB でも認められるが、損

傷はより軽度である。DLB に認められる記憶障害は海馬／嗅内皮質損傷以外の要因に求め

られる。  

しかし、両者の関連についてはなお未解決の問題が残っており、現時点では DLB を独
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立した疾患と断定することは出来ない。すなわち、①年齢対応統制群に比して DLB では

AD 型病変の頻度が高い、②家族性 AD 脳で LB がしばしば認められる、③同じ年齢段階

の AD と DLB の老人斑の量はほぼ同じである、④画像解析におけるβアミロイドの免疫

反応強度は AD と DLB で同程度である、などの知見が報告されている。これらの事実は

DLB と AD が病理学的には連続していることを示唆する。DLB と AD の違いは量的なも

のであり、DLB と PD の違いに類似する。  

 DLB と AD の異同は今後の研究課題である。  

 

３．２．６ 空胞変性  

 DLBの病理学に関する初期の研究報告では、側頭葉における空砲変性（図１５－１０）

が注目された。この空砲変性と分布と皮質のLBの分布との間に関連はない。空砲変性を示

す部位にはユビキチン免疫反応陽性の顆粒空胞変性 13である「ユビキチン陽性顆粒変性」

が共存している。第１３章で述べたごとく、AD脳でも空胞変性は認められるが、ADでは

「ユビキチン陽性顆粒変性」の頻度は低い。図１５－１０は弱倍率光顕で側頭葉Ⅲ層に認

められる空胞変性である（左、矢印）。同じ部位の光顕強倍率では老人斑も認められる（右、

矢印）。  

 

 

図１５－１０ レビー小体認知症の側頭葉における空胞変性  

 

 

 
                                                  
13 第１３章参照。  
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３．２．７ シナプス脱落  

 AD では 50%近いシナプス脱落が認められ、これが認知症発症機序の一端を担っている

と考えられる。DLB でも大脳皮質や嗅内皮質においてシナプス脱落が認められる。この所

見のある患者では同時に他の AD 型病変も認められる。従って、シナプス脱落は LB 病変

ではなく AD 型病変を意味すると考えられる。AD 型病変を伴う DLB と「純粋」な DLB

を比較すると、シナプス脱落の程度は前者で 20%、後者で 10%と報告されている。  

 

３．２．８ レビー小体認知症の亜型  

 以上のごとく、DLB の病理学は一方において PD と連続性を有し、他方において AD と

連続性を有する。この事実を踏まえ、DLB をいくつかの亜型に分ける試みがなされている。 

前述のごとく、小阪は LB の出現部位を基準にして LBD を、①びまん型、②移行型、③

脳幹型に分けた。井関らは DLB には LB 病変（LB、レビー神経突起）だけでなく AD 型

病変（NFT、神経細胞脱落）も存在することから両者を考慮した亜型分類が必要と考え、

DLB を LB 病変により辺縁型と新皮質型に、AD 型病変により純粋型、通常型、AD 型に

分類した。辺縁型は LB 病変が大脳辺緑系に限られるものであり、新皮質型は大脳新皮質

に広範にみられるものである。脳幹の LB 病変の程度は問わない。純粋型は大脳皮質に AD

型病変が殆どみられないもの、通常型は年齢相応以上にみられるもの、AD 型は AD に相

応する程度にみられるものをいう。  

 

３．３ 臨床像  

 DLB の臨床像については、マケイス、サルモンとハミルトン、および井関の詳細な総説

がある。以下これらの総説に従って述べる。  

 

３．３．１ 神経症状、身体症状（表１５－９参照）  

 パーキンソニズムは DLB の 25～50%に認められる。しかし病理学的に確定された DLB

中にパーキンソニズムを全く認めない症例も報告されており、パーキンソニズムは DLB

の中核症状の一つではあるが必発の症状ではない。典型的 DLB 症例のパーキンソニズム

では、寡動・筋固縮・振戦がみられ、小刻み歩行・前傾姿勢・姿勢反射障害・構音障害・

仮面様顔貌など通常の PD でみられるものと差異はない。その重症度も PD より軽度であ

ることはない。ただし失調症状、すなわち姿勢不安定、顔面無表情、振戦などが目立つ。
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このことは「非ドーパミン系」の運動障害であることを示唆する。DLB のパーキンソニズ

ムは初発症状が知的機能障害かパーキンソニズムのどちらであるかにより異なり、パーキ

ンソニズムが先行する辺縁型では、典型的なパーキンソニズムを呈することが多く、初期

から安静時振戦も認められる。一方、知的機能障害が先行する新皮質型では、初期には下

肢脱力と易転倒性がみられる程度で、進行しても寡動と筋固縮のみで振戦は末期まで目立

たないことも多い。振戦がみられても安静時振戦は少なく、末期になって四肢・体幹の筋

固縮が急速に進行する場合がしばしばみられる。  

 

表１５－９ レビー小体認知症における神経症状の頻度  

                 初診時   初診時以降出現   経過中  

               DLB  ATD    DLB  ATD    DLB    ATD 

  予期せぬ転倒        38.1    5.4     4.8     5.4      43.0    10.8 

 意識障害                     4.8      0    38.1     5.4      43.0     5.4   

 パーキンソニズム             9.5    8.1    62.0    21.6      71.0    29.7        

  固縮                        0     5.4    52.4    24.3      52.4    29.7      

  振戦                       4.8    5.4    28.6    10.8      33.3  16.2   

  運動減少                   9.5    5.4    52.4    13.5      62.0    18.9      

流涎過剰                     4.8     0      4.8      0        9.5      0     

薬物性パーキンソニズム        0      0     57.1    16.2      57.1   16.2 

錐体路症状                   4.8     2.7   14.3     18.9     19.0    21.6 

          DLB：レビー小体認知症、ATD：アルツハイマー型認知症  

 

DLB では頻繁な転倒が生じる。姿勢異常、歩行障害、平衡障害などに起因すると考えら

れる。パーキソニズムを合併する DLB で生じやすい。初診時 DLB の 10～38%、平均 28%

に認められ、全経過中には 22～50%、平均 37%に認められる。  

 PD では多くの症例で自律神経症状が認められる。DLB でもパーキンソニズムに伴って

自律神経症状がしばしばみられる。尿失禁や便秘は高い頻度でみられ、起立性低血圧など

自律神経不全を示すことも少なくない。  

DLBでは抗精神病薬に対する感受性亢進が認められる場合がある。幻視や妄想に対して

抗精神病薬を少量投与しただけで嚥下障害やパーキンソニズムの急激な増悪、時に悪性症
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候群 14が出現する。マケイスらの 初の報告では、抗精神病薬を投与されたDLBの 57%に

感受性亢進が認められた。その内７例では平均生存期間が 7.4 ヶ月に短縮した。感受性亢

進のない患者の平均生存期間は 28.5 ヶ月であった。次の研究では感受性亢進を示す患者の

死亡率は感受性亢進のない患者の 2.4 倍に達した。DLBへの抗精神病薬の投与には慎重さ

が要求される。  

 DLB では、必須症状や中核症状に年単位で先行して、夜間睡眠時に悪夢を伴う大声や体

動を示すレム睡眠行動障害（RBD、本章第２節参照）がかなりの頻度でみられる。この事

実に鑑み、2003 年の DLB 診断基準の改訂ではレム睡眠行動障害の項が追加された（表１

５－５参照）。生前 DLB の臨床症状を有さず特発性 RBD と診断された症例において、剖

検時レビー小体が発見されたとする報告もある。  

 

３．３．２ 認知症症状（表１５－１０）  

３．３．２．１ 高次脳機能障害  

 DLB 診断基準のガイドラインにある臨床症状のうち、必須症状は進行性の高次脳機能障

害である。他の神経症状が認められない時期に高次脳機能障害が次第に明らかになってく

る。それは記憶障害で始まることが多い。ATD に類似した経過であるのでしばしば ATD

と誤診されるが、ATD と異なり、初期には記銘や記憶の保持に比べて想起障害が目立つと

言われている。記憶障害の自覚は初期からみられ、他覚的には目立たなくとも、やがて明

らかな記憶害が生じる。進行すると ATD と区別し難い記憶障害や失見当、健忘失語を呈

する。また、DLB では、ATD に比べて注意障害、構成障害、視空間障害など前頭葉・頭

頂葉機能障害に由来する症状が強いのも特徴で、他の高次脳機能と比べて不釣合いな遂行

機能や問題解決能力の低下となって現れる。このため、初期には通常の認知症尺度などの

簡便な検査では比較的正常に近い値を示すが、職場や家庭では様々な困難を示すことが多

い。前頭葉症状としての性格変化については、ATD では比較的初期から自らの変化につい

ての深刻味を失い、多幸的と呼ばれる性格変化を示すが、DLB ではある程度進行しても多

幸的とならず、自らの変化に不安が強く、抑鬱的となりやすい傾向がある。  

DLB では、①カーテンの影、吊されている洋服を人と錯覚する錯視、②物や人物の形や

大きさが見ているうちに変化する変形視、③明らかな幻視ではないが事物の存在を気配と

                                                  
14 高熱、発汗、振戦、頻脈等の症状を特徴とする。抗精神薬を使用する際には常に考慮す

べき重大な副作用。  
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して感じる視覚的実体意識体験、が稀ならずみられる。また、誤認もしばしばみられ、妻

の顔を他人と見聞違える人物誤認や、自宅にいても自宅ではないと主張する場所誤認がみ

られる。これらの幻視や誤認から、死んだ夫が生きていると主張する「ニューチャリング

症候群」、家の中に他人が住んでいるという幻の同居人妄想、妻が偽物と入れ替わってし

まったというカプグラ症状、同じ自宅が複数あるという重複記憶錯誤など、妄想性誤認症

候群に発展することがある。  

DLB では視空間認識障害も認められる。その症状は PD が示す視空間認識障害に対応し

ている。  

 

表１５－１０ レビー小体認知症における認知症症状の頻度  

                 初診時   初診時以降出現    経過中  

              DLB  ATD   DLB  ATD     DLB    ATD 

  高次脳機能の動揺     81.0   10.8     4.8     8.1      86.0     18.9       

 意識混濁         38.1  8.1    43.0    8.1      81.0     13.5 

 幻視           33.3  8.1    14.0     8.1      47.6     16.2          

 幻聴           14.3    2.7     4.8      0       19.0      2.7        

 妄想           47.6    8.1     9.5     2.7      57.1     10.8      

 抑鬱（全体）         38.1   16.2      0      5.4      38.1     21.6            

 抑鬱（重度）       14.3     0       0      5.4     14 .3      5.4          

 抑鬱（軽度）       23.8   16.2      0        0    23.8      16.2 

            DLB：レビー小体認知症、ATD：アルツハイマー型認知症  

 

３．３．２．２ 精神症状  

 精神症状は視覚認識障害に基づくものが多い。特に反復性に現れる幻視は頻度が高く、

DLB の特徴的症状とされている。初診時 DLB の 11～65%、平均 33%に認められる。全経

過中には 13～80%、平均 46%に認められる。井関によれば、幻視の臨床像は以下のごとく

である。  

 典型的な幻視は人物や小動物が家の中に入ってくるというもので、「白い服を着た女の

人や子どもが部屋の中に座って、じっとこちらをみている」などと表現される。人物は一

人のことも複数のこともあり、知人であることも未知の人であることもある。知人は生き
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ている人の場合も既に死んだ人である場合もある。子どもが多いというが、大人であるこ

とも多い。動物は虫や蛇などの小動物が床を這っている、壁から出てくるなどと表現され

る。これらは明瞭で生々しいものから人影のようにあいまいなもの、動きのあるものから

静止したものなど様々であり、色彩に満ちたものより色彩のないものが多い。幻視は少し

目を離すと消えてしまい、多くの場合不安感や恐怖感を伴うが、楽しい、無関心という場

合もある。患者は体験した幻視の実在を確信して家族に訴えるが、幻視であることをある

程度自覚していることもある。繰り返し現れ、せん妄下の幻視と異なり明らかな意識障害

を伴わず、後になってこの体験を家族や医師に詳細に語ることが出来る。ただし、夕方や

薄暗い時に多いなど、高次脳機能の動揺と連動している部分もある。高次脳機能障害が進

行するに従い、幻視は目立たなくなる。  

幻聴の報告もあるが、頻度は幻視よりはるかに少ない。初診時は 13～30%、平均 19%

に認められ、全経過中には 13～45%、平均 19%に認められる。幻触、幻嗅などを訴える患

者もあり、しばしば精神疾患と誤診される。  

幻覚以外の精神症状としては、抑鬱状態が初期にしばしば認められる。その頻度は 35

～50%で、ATD より有意に高い。初診時でも 38％に認められる（ATD では 19%）。  

妄想は被害妄想や嫉妬妄想がしばしばみられるが、ATD の物盗られ妄想と異なり、幻視

や誤認から生ずる二次性妄想であることが多く、体系化することは少ない。妄想は初診時

56%、全経過中には 65%に認められる。  

 

３．３．２．３ 高次脳機能の動揺  

 DLB の中核症状の一つである。初期に日立つことが多く、比較的急速に起こり、数分か

ら数時間、時に数週から数か月に及ぶことがある。マケイスの総説によれば、初診時には

8～85%、平均で 58%に認められる。経過全体を通じては 45～90%、平均 75%に認められ

る。この状態は注意・覚醒レベルの変動と関連していると考えられ、周囲からの刺激でこ

れらのレベルが上がると高次脳機能が改善することがあるが、長続きしない。認知症尺度

などもその時々で値が変化する。茫呼とした状態、日中の傾眠や覚醒時の混乱がしばしば

みられるが、DLB では経過中にせん妄を来すことも多く、その区別が難しいことがある。

昼間覚醒時における一過性の混乱を伴う過剰な傾眠状態はよく認められる。このようなエ

ピソードは数秒から時には数時間続き、てんかん発作と誤診されることもある。  
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３．３．３ アルツハイマー型認知症とレビー小体認知症  

 前述にごとく、病理学的に DLB と ATD は連続体を構成する。DLB は発症初期には ATD

に類似した症状を呈し、しばしば ATD と診断される。この状況に鑑み、DLB と ATD の

臨床像の異同については種々の神経心理学的検査を用いた検討がなされている。研究は二

つに大別される。第一は剖検により確定診断された症例を対象とした研究、第二は臨床的

に認知症と診断された症例を対象と研究である。以下それぞれについて検討する。  

 

３．３．３．１ 剖検例を対象とした研究  

ハンセンらは DLB９例、ATD９例を対象に種々の神経心理学的検査を実施し以下の結果

を得た。エピソード記憶、物品呼称、WAIS の算数問題、特定範疇の語産出課題、などで

は DLB と ATD 間に有意差は認められない。しかし注意課題（WAIS の数唱問題）、視空

間課題や構成課題（WAIS の積木問題、図形模写課題）、特定の語頭音の語産出課題、な

どでは DLB の成績は ATD より有意に低くかった。  

ハミルトンらは DLB24 例と ATD24 例を比較し、DLB は種々の視空間課題では ATD よ

り劣るが物品呼称では ATD に優ることを確認している。この違いは認知症の程度、言語

機能、などの違いによっては説明出来ない。  

サルモンらの報告によれば、DLB では記憶に比して視空間認識や遂行機能が障害される。

この現象は認知症症状が軽度の DLB 症例でも認められる。AD 病変を伴う DLB で特によ

り明瞭に認められる。一方、ATD では逆に視空間認識や遂行機能に比して記憶がより障害

される。  

DLBとATDの記憶障害の違いについてはハミルトンらによる詳しい検討がなされてい

る。両疾患患者とも健常者に比べて、新しい言語材料の記憶で障害を示した。しかし再生、

再認ともDLBの成績はATDより良好であった。両者の認知症の程度には差がなかった。す

なわち、両疾患患者ともエピソード記憶の障害があるが、DLBとATDでは障害されている

記憶過程が異なることが推定される。ATDでは記銘過程に障害があり重度の学習障害を示

す。記銘から想起までの遅延時間が延長すると想起成績が大きく低下し、忘却が異常に速

い。結果として重度の想起障害となる 15。DLBでは遅延時間が延長しても想起成績はそれ

程低下せず、常にATDを上回る。この事実はDLBでは想起過程に問題があることを示唆す

る。DLBの記憶痕跡保持は（全く正常ではないとしても）大きな障害はないと推定される。

                                                  
15詳細は第１３章参照。  
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この仮説は病理学的知見からも支持される。記憶には側頭葉内側の海馬、嗅内皮質、傍海

馬回が関与することは再三述べた。ATDの主たる病変部位がこれに重なることも既に述べ

たごとくである。これに対し、DLBの主たる病変部位は皮質下諸核である。この部位は記

銘、保持よりも想起に関係すると考えられている。DLBの記憶障害は、①軽度の側頭葉内

側損傷、②前頭葉―基底核回路の損傷 16、の二つの要因に起因すると考えられる。  

 

３．３．３．２ 臨床例を対象とした研究  

 シノムラらは probable DLB26 例と probable ATD52 例を対象に種々の神経心理学的検

査を実施した。レーブン・プログレッシブ・マトリックス、WAIS の絵画配列、積木問題、

組み合わせ問題、符号問題の成績は DLB が ATD より劣っていた。言語再生、見当識では

DLB が ATD を上回っていた。言語再生と積木問題を用いると両群を明瞭に鑑別すること

が可能であった。  

７例の probable DLB と 10 例の probable ATD を対象としたキャロウェイらの研究では、 

１）記憶の再認課題の正答数では両群間に差はないが、基準に到達するまでの試行数は

DLB が多い。  

２）見本と刺激の照合課題では、同時照合、遅延照合いずれの課題でも両群とも障害さ

れる。  

３）セット変換を要求される複雑な課題では、同一次元内の変換（線分の種類）、次元

間の変換（線分と色彩）いずれの課題でも両群の成績は不良である。しかし視覚刺激に注

意を集中する課題では DLB のみが障害を示した。  

４）コンピュータ画面上の箱の中に隠された刺激（トークン）を同じ箱は１回しか探索

出来ない条件で見つけだす作業記憶課題では、課題解決までの試行数に差はなかったが、

同じ箱を複数回探索する誤り、前の試行でトークンを見つけた箱を探索する誤り（連続す

る試行でトークンが同じ箱に続けて隠されていることはない）はいずれも DLB で多い、  

などの知見を得た。剖検例の研究と同じく DLB では視空間認識や空間的作業記憶に障害

があることが明らかにされた。  

他の研究でも DLB における視空間認識障害と ATD における記憶障害という一種の「二

重解離」が明らかにされている。①DLB は ATD に比較して、不完全な文字の弁別、実物

と非実物の弁別で障害を示すが意味記憶課題は ATD より良好、②DLB は視覚刺激の形態、

                                                  
16この点について詳細は第１１章および第１７章参照。  
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大きさの弁別や図地の弁別において ATD より不良、③DLB は時計描画で ATD より不良、

などの知見が得られている。幻視を有する DLB で視空間認識の障害が顕著であるという

報告もある。  

 ATD の中でパーキンソニズムすなわち DLB の症状を有する症例では、積木問題や描画

などの視空間認識検査、ウィスコンシン・カード分類検査、語流暢性などの遂行機能検査

の成績がパーキンソニズムを有しない ATD より低下すると報告されている。またこれら

の機能障害の悪化もパーキンソニズムを有する症例で速いと報告されている。この知見は

DLB が示す認知症症状に対応している。  

 

３．３．４ 病理学と臨床像  

 DLB の主要な病理学所見は NFT と LB である。サムエルらは 14 例の DLB と 12 例の

ATD を対象に病理学的所見と臨床像との関連を検討した。NFT の数は ATD では認知症の

重症度と相関していたが、DLB では関連は認められなかった。このことは DLB の発症に

は NFT ではなく LB が関与している可能性を示唆している。実際、DLB の臨床像は LB

の頻度および分布と対応している。ハロチュニアンらの研究によれば、LB の数と認知症

尺度(CDR)との相関は r=0.34 であった。大脳新皮質の LB 数と CDR との相関は更に高く

r=0.52 であった。  

 井関によれば、彼の提唱する DLB 亜型と高次脳機能障害程度には関連が認められる。

新皮質型の高次脳機能障害は辺縁型より重度であることが多く、特に通常型や AD 型では

高度となる。幻視は辺縁型でも新皮質型でもみられるがその発現時期が異なる。辺縁型で

はパーキンソニズムが先行し、後に高次脳機能障害が出現するのと相前後して幻視の存在

が気づかれる。新皮質型では高次脳機能障害が先行し、パーキンソニズムは明らかでない

時期に幻視の存在が気づかれることが多い。  

 

３．４ 画像解析所見  

DLBは一方においてADと連続し、他方においてパーキンソニズムと認知症を来す他の

疾患、すなわち進行性核上性麻痺、皮質基底核変性症 17、多発性脳梗塞などと連続する。

臨床症状面からDLBとそれらの疾患を鑑別診断することは決して容易ではない。そこで

MRI、SPECT、PETなどの画像解析を鑑別診断に役立てようとする試みがなされている。

                                                  
17進行性核上性麻痺、皮質基底核変性症については第１６章参照。  
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以下主として吉田・山田の総説に従って検討する。  

 

３．４．１ 形態画像解析所見  

 ハシモトらは probable DLB27 例、probable ATD27 例、健常統制群 27 例の MRI 所見

を比較した。DLB の海馬容積は健常統制群よりは萎縮していたが、ATD よりは有意に大

であった。脳全体の容積および扁桃体の容積は両群間に有意差はなかったが、両群とも健

常統制群よりは有意に萎縮していた。  

バートンらは容量計測法 18 によりDLB、PD、認知症を伴うPD（PDD）、ATDの脳の

MRI像の比較研究を行った。健常統制群に比べ、PDDでは海馬、海馬傍回を含む両側側頭

葉、両側後頭葉、右前頭葉、左頭頂葉および皮質下諸核の有意な萎縮が認められた。認知

症のないPDでは健常者と比べて、前頭葉の萎縮が認められた。PDDと比較して、ATDで

は側頭葉内側の萎縮はより顕著であった。DLBとPDDの間には有意差は認められなかった。

すなわち、MRI画像においてDLBはPDDと類似した所見を示すがATDとは多少異なってい

た。拡散テンソルMRIは、通常のMRI画像で一見正常に見える脳組織の微細構造の異常を

検出し得る比較的新しい手法である 19。この手法により、DLBにおいて前頭葉、頭頂葉や

後頭葉を含む広い範囲の障害が認められたが、ATDでは側頭葉が比較的保たれていた。著

者らは、この知見はADとDLBの鑑別に役立つ可能性があると考察している。  

コリン作動系ニューロンの変性を MRI 上の無名質萎縮の程度で評価すると、DLB では

健

                                                 

常統制群、脳血管性認知症（VaD）、ATD よりも有意に強い萎縮が認められる。ウィッ

トウェルらは健常統制群、DLB、ATD 各 72 例を対象として MRI 画像の詳細な検討を行

った。DLB では大脳皮質には大きな萎縮は認められなかったが、中脳、無名質、視床下部

の萎縮が認められた（図１５－１１）。これらの部位の萎縮は ATD でも認められるが、

DLB では萎縮程度が他の部位よりも明らかに大であるのに対し、ATD では他の部位（側

頭葉内側、頭頂葉）にも同程度の萎縮が認められた。無名質の萎縮の程度は、塩酸ドネペ

ジルによる認知症改善度と相関が認められたという報告がある。一方で、ATD の方が DLB

よりも無名質の萎縮が強い傾向があったとの報告もある。  

 

 
18 第２章参照。  
19 第２章参照。  
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図１５－１１ レビー小体認知症の MRI 所見  

AD：アルツハイマー型認知症、DLB：レビー小体認知症、controls：健常統制群  

 

３．４．２ 機能画像解析所見  

 病理学的に確定診断された症例の検討も含め、脳血流、脳代謝の測定が DLB と ATD の

鑑別に有用であるとする報告が多い。DLB では頭頂葉、側頭葉、後頭葉皮質の脳血流・代

謝が低下している。特に後頭葉の脳血流・代謝は DLB では低下するが AD では保たれて

おり、両者の鑑別に有用とされている。  

 

３．４．２．１ SPECT 

SPECT による脳血流量の評価は DLB と ATD の比較研究でしばしば用いられている。

イシイらによれば、健常者、probable DLB、probable ATD の比較研究では、DLB 群は

ATD 群より有意に後頭葉の血流が低下していた。DLB の診断における脳血流 SPECT の

有用性については、ロボテシスらの報告がある。ATD50 例（definite2、probable21、

possible27）、DLB23 例（definite4、probable17、possible2）を対象とした結果では、

後頭葉の血流低下を DLB の診断の指標とした場合、特異度は 86％であったが、感度は 64％

と低かった。ウェルマらも同様の検討を行い、特異度 76％、感度 64％と報告している。  

 SPECT によるドーパミンの線条体蓄積の評価も行われており、ATD と DLB の鑑別に

１５-41 
 



第１５章 

有用との報告がある。オブライエンらは、健常者 33 例、probable ATD34 例、probable 

DLB23 例、PD38 例、PDD36 例を対象にした研究において、線条体でのドーパミン・ト

ランスポーターの減少を検討した。その結果、感度は 78％、特異度は 94％、鑑別診断率

は 90％で、ATD から DLB を鑑別可能であったが、PD、PDD と DLB の鑑別は困難であ

ったと報告している。  

 オブライエンらは、ムスカリン性アセチルコリン受容体（mAChR）の画像解析製剤の

一つである 123 QNB（トキヌクリジニルベンジレート）を用いて、ATD、DLB、PDD、健

常者を対象として mAChR の評価を行った。AD では、前頭葉、後頭葉、側頭後頭葉で 123QNB

の集積低下を認めた。一方 DLB と PDD では、後頭葉で集積の上昇を認め、ATD と DLB

の鑑別に有用であると結論している。  

 

３．４．２．２ PET 

 PET による糖代謝の測定結果では DLB と ATD が異なった大脳皮質糖代謝を示すことが

明らかにされている。イシイらは臨床診断された ATD、DLB、健常者各 12 例を対象に PET

を用いて局所脳糖代謝の比（CMRglc）を検討した。頭頂側頭連合野の CMRglc の低下は

ATD、DLB いずれにおいても認められたが、低下の程度は DLB でより大きかった（図１

５－１２）。さらに、後頭葉の糖代謝の低下が DLB でしばしばみられ、probableDLB と

probableAD の比較では、感度、特異度とも 92％と診断に有用であった。ヒグチらは PET

で第一次視覚野の代謝低下に注目すると、感度 86％、特異度 91％で probableAD から

probableDLB を鑑別可能であったと報告している。ミノシタらは PET を用いて病理学的

に確定診断された DLB11 例と AD10 例の糖代謝を検討し、後頭葉、特に第一次視覚野の

糖代謝の低下を指標とした場合、90％の感度と 80％の特異度をもって DLB と AD を鑑別

できたと報告している。  

本章第２節で述べたごとく、ドーパミン代謝機能の測定は PD の診断や経過観察におい

て中心的な役割を果たしてきた。フらは、DLB7 例、probableATD10 例、健常者 10 例を

対象としてドーパミン代謝を比較検討した。被殻のドーパミン取り込み率低下を指標とし

た場合、100％の特異度と、85％の感度で DLB を ATD から鑑別可能であった。他のドー

パミン代謝画像としては、シナプス小胞のモノアミン・トランスポーターのマーカーであ

る 11C-ジヒドロテトラベナジン（DTBZ）による PET を用いたギルマンら報告がある。彼

らは、当初 ATD と診断され線条体で DTBZ 集積が低下していた症例において、死後 DLB
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の病理学所見が明らかになった症例を紹介し、この PET による DTBZ 評価が DLB と ATD

との鑑別に有用としている。  

 

 

図１５－１２ レビー小体認知症(DLB)およびアルツハイマー型認知症（AD)における  

糖代謝の PET 像  

 

 PET によるアセチルコリンエステラーゼ（AChE）活性の評価も行われている。シマダ

らによれば、DLB では大脳皮質の AChE 活性が健常統制群に比して平均 27%低下してい

た。第１３章で述べたごとく ATD ではアセリルコリン系の機能低下が顕著である。シノ

トーらは、ATD で AChE 活性が、大脳新皮質、海馬、扁桃体で低下していることを報告

している。AChE 活性低下が DLB と ATD のいずれで顕著であるかについては一致した見

解は得られていない。  

 

３．４．２．３ MRS 

モニナらは、プロトン核磁気共鳴スペクトロスコピー（MRS）により、半卵円中心の白

質の N-アセチルアスパラート（NAA）、クレアチン＋クレアチン燐酸塩(Cr)、コリン含有

物質(Cho)、グルタメート／グルタミン（Glx）を測定した。DLB では健常統制群に比して、

NAA／Cr、Glx／Cr、Cho／Cr の比が有意に低い（脳代謝低下）ことを報告し、DLB の

生前診断に役立つとしている。  
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３．５ 発症機序  

３．５．１ 分子病理学  

  １）遺伝子変異～DLB の遺伝学的背景についての知見は乏しい。ATD の危険因子であ

るアポリポ蛋白 E（ApoE）は DLB の危険因子でもあるという報告もある。ボガーツらは

三世代に渡って DLB 発症が認められたベルギーの一家系で２番染色体 q35-q36 領域と

DLB 発症が有意な連関を有していたと報告している。この領域は PD の原因遺伝子と考え

られている PARK11 の存在領域に一致する。  

２）αシヌクレイン～LB の主要構成物質がαシヌクレインであることは PD の項で述

べた。DLB 脳から単離された LB もαシヌクレイン抗体を認識することが明らかにされた。

DLB は分子病理学的にはαシヌクレイン病に分類される（表１５－２参照）。DLB には

遺伝性のものと孤発性のものがある。フジワラらは孤発性 DLB 脳に沈着したαシヌクレ

インの 80%以上でαシヌクレイン（図１５－１）の 129 番目のセリンがリン酸化を受けて

いることを明らかにした。そしてイン・ヴィートロ研究において、リン酸化を受けたαシ

ヌクレインはリン酸化されていないαシヌクレインよりも繊維化し凝集しやすいことを明

らかにした。以上からαシヌクレインがリン酸化されて神経細胞内に LB として沈着する

ことにより DLB が発症すると考えられる。  

３）神経細線維～LB には中間径の神経細線維が存在する。これは電顕によって確認さ

れている。神経細線維が LB として何故沈着するかは不明であるが、その形成、輸送、分

解に関与する何らかの細胞内過程に障害があると考えられる。この障害の原因がαシヌク

レインであることは十分考えられる。αシヌクレイン沈着が引き金となって、神経細線維

のリン酸化と繊維化が生じるのであろう。神経細線維のリン酸化に関与する酵素としてサ

イクリン依存性キナーゼ５があり、LB にはこの酵素に対する免疫組織学的反応が陽性で

あることが確認されている。  

  ４）ユビキチン～DLB から単離された LB は免疫組織学的に単量体ユビキチンよりも多

量体ユビキチンに対して強く反応する。タンパクがプロテアーゼによって分解されるため

には単量体ユビキチンと結合すること必要である。LB の形成にはプロテアーゼ分解系に

障害があることが予想される。第１３章で述べたごとく、NFT の沈着に関してもプロテア

ーゼ分解系の障害が関与しているが、LB 分解に関与する分解系とは異なることが明らか

にされている。  
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３．５．２ 神経伝達物質  

DLB における神経伝達物質の変化は、①線条体におけるドーパミン作動系の機能低下、

②大脳皮質コリン作動系の機能低下、を特徴とする。前者は PD に類似する所見であり、

後者は ATD に類似する所見である。神経伝達物質の面からも、DLB は ATD と PD の特徴

を併せ持つ疾患である。  

 

３．５．２．１ ドーパミン作動系  

DLB における黒質の神経細胞脱落とパーキンソニズムの存在は線条体へのドーパミン

入力の低下を意味する。実際、DLB 脳ではドーパミンやその代謝物であるホモバリン酸の

活性が低下している。前述のごとく、DLB では PET によって評価されたドーパミン取り

込み能は線条体で低下している。一方、線条体に比して大脳皮質におけるドーパミン低下

はさほど明らかではない。剖検例ではドーパミン受容体の減少は見られなかったとする報

告もある。  

 ドーパミン受容体については、D1、D2、D3 受容体とも変化はないと報告されている。

PD では D2 受容体の活性亢進が認められるが、DLB では認められない。これは両疾患に

おける大脳基底核病変が異なることを意味する。臨床的にもこの仮説を支持するデータが

報告されている。振戦や PD の治療薬である L・ドーパ投与の効果は PD でより顕著であ

り、筋肉の攣縮であるミオクローヌスは DLB で顕著であるが、これは D2 アゴニストによ

く反応して症状が軽減する。  

  

３．５．２．２ コリン作動系  

DLB では、アセチルコリンの合成酵素であるコリンアセチルトランスフェラーゼ

（chAT）活性が大脳皮質で低下している。その程度は PD と同程度、ATD より重度であ

る。この chAT の低下は高次脳機能障害よりも精神症状、特に幻視に関係していると考え

られている。すなわち chAT が低下しセロトニン作動系が保たれている患者で幻視は多く

認められる。脳幹網様体は基底前脳束および脳幹大脳脚橋にあるコリン作動性ニューロン

から投射を受けている。コリン作動系の活性低下は網様体の機能低下をもたらし、感覚情

報処理や注意機能を低下させて幻視を生じさせるのであろう。  

DLB ではアセチルコリンのムスカリン受容体が大脳皮質で増加している。これはコリン

作動系の活性低下を補うために生じた後シナプス受容体の機能亢進の反映である。対照的
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に、ATD ではアセチルコリン受容体の活性亢進は少なくても重症例では認められない。こ

の違いは、ATD の NFT による大脳皮質損傷は DLB の LB による大脳皮質損傷より重度で

あることを物語る。DLB では線条体でもコリン受容体活性が低下している。その程度はド

ーパミン受容体活性低下と同程度である。  

アセチルコリンのもう一つの受容体、ニコチン酸受容体の大脳皮質活性は、PDやATD

に比較してDLBでは低下している。黒質の緻密部にはドーパミン・ニューロンが存在する

が同時にニコチン酸受容体も豊富に存在する。DLBではこの部位のニコチン酸受容体活性

が重度の神経細胞脱落があるPDと同程度にまで低下している。これは活性低下が神経細胞

脱落に先行することを示唆する。DLBではニコチン酸受容体のサブユニット 20は保たれ、

DLBではサブユニットの結合段階に障害があることを意味する。サブユニットの一つであ

るα7 の大脳皮質活性はATD、DLBいずれにおいても保たれている。視床網様核はこの受

容体の密度が高い部位であるが、ATD、DLBともこの部位のα7 は減少している。この変

化が臨床像とどのように対応するのかは明らかではない。  

 

３．５．３ 症状の責任病巣  

 １）神経症状～DLB に認められるパーキンソニズムは黒質の神経細胞脱落に起因する。

生化学的にはシナプス前ニューロンのドーパミン輸送能の低下である。頻発する転倒は迷

走神経背側核、延髄網葉体などの中枢神経系および自律神経系のαシヌクレイン病変に起

因する。REM 睡眠行動障害は中脳および橋に存在する縫線核などの睡眠関連中枢のαシ

ヌクレイン病変に起因する。  

２）意識水準の変化～詳細は不明であるが、視床網様核が候補としてあげられている。  

３）幻視～前述のごとく、幻視はコリン作動系が低下しセロトニン作動系が保たれてい

る患者で多く認められる。後頭葉では LB 数は少ないとされているが、機能画像解析研究

では後頭葉の代謝低下が報告されている。幻視を有する症例では AD 型病変は軽度である

という。内側側頭葉（海馬、海馬傍回）の LB 数の多い症例で幻視が出現するとの報告も

ある。さらには網膜のαシヌクレイン病変が幻視に関係するとの説もある。  

４）高次脳機能障害～DLB で認められる高次脳機能障害には種々の神経伝達物質の変化

が関係しているが、DLB の AD 型病変もまたこれに寄与していると考えられている。この

ことはαシヌクレイン病変（LB）と同時に AD 型病変を有する症例（井関の分類では AD
                                                  
20 第５章参照。  
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型）で高次脳機能障害が重度であることから明らかである。一般的にαシヌクレイン病変

は大脳辺縁系損傷、AD 型病変は大脳皮質損傷と対応すると考えられている。一方脳幹限

局性の病変（井関の純粋型）でも高次脳機能障害は出現する。また、大脳皮質の LB 数が

増加すると高次脳機能障害も重症化する。DLB における高次脳機能障害の責任病巣の詳細

は将来の検討課題である。  
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