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１．タウ病と認知症 

 

 第１３章で述べたごとく、繊維化したタウが脳に沈着して神経原線維変化（NFT）が出

現する疾患がタウ病である。表１３－２１に示すごとく、認知症を呈するタウ病には様々

なものがある。アルツハイマー病もタウ病である。ここでは比較的発症率が高い前頭側頭

型認知症、進行性核上性球麻痺、皮質基底変性症、嗜銀性グレイン型認知症について述べ

る。  

 

２．前頭側頭型認知症 

 

２．１ 概念、疫学、診断基準  

２．１．１ 前頭側頭型認知症および関連諸概念  

 前頭側頭型認知症（FTD）は 1988 年英国マンチェスターのスノードンらの研究グルー

プによって提唱された概念である。前頭葉、側頭葉領野の局所性変性に起因する認知症で

あって、性格の変化、社会行動の異常および前頭葉症状を主症状とする。このような前頭

葉、側頭葉領野の変性に伴う行動異常の も初期の記載はピックによってなされた。彼

は 1892 年から 1906 年にかけて前頭葉および側頭葉の限局性脳萎縮と特異な精神神経症

状を呈した一連の症例を報告した。アルツハイマーはピックの症例の脳の病理学的検索

を行い、球形の嗜銀性の細胞内封入体（ピック小体）を見出した。1926 年にオナリとス

パッツはこの限局性大脳皮質萎縮の病態をピック病と命名した。ピック病の症状形成に

おける前頭葉の重要性は 1920 年代から指摘されていた。しかし、ピック小体の有無の扱

いをはじめ、臨床・病理学的な議論が続き、ATD のように広くコンセンサスが得られた

診断基準の確立には至らなかった。1980 年代には画像診断技術の進歩により、著明な脳

萎縮を示さないが、機能画像解析では脳の前方領野の機能低下を示し、ピック病と同様
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の臨床症状を呈する一群の症例が知られるようになった。特にマンチェスターのグルー

プとスウェーデンのランド大のグループが一連の臨床研究報告を行い、前者が「前頭葉

性認知症（DFT）」の概念を、後者が「非アルツハイマー型前頭葉変性症（FLD）」の

概念を提唱した。これらの症例の病理学的所見は様々であり、やや概念が曖昧であった

こともあって広く受け入れられることにはならなかった。  

さて、これに先立つ 1980 年代初頭、メスラムらは側頭葉領野の限局性萎縮に伴い進行

性の失語症状を示す症例を報告した。その後類似の症例が多数報告され、マンチェスタ

ー・グループおよびホッジス、パターソンらを中心とするケンブリッジのグループがそ

ろって「意味認知症（SD）」の概念を提唱した。SD は側頭葉の限局性萎縮に伴って意

味概念の進行性喪失を生じ、語理解障害、人物認識障害、事物の視覚的ならびに聴覚的

認識障害を呈する｡SD については 1992 年ケンブリッジ・グループによって、その失語症

状の特徴がより詳細に報告され、SD の概念は広く受け入れられるところとなった。さら

に 1990 年代には進行性の非流暢失語症状や進行性失認症状を呈し、形態画像解析におい

て前頭葉や側頭葉に萎縮を示す症例が相次いで報告された。  

 このような状況に鑑み、1994 年マンチェスター、ケンブリッジの両グループは共同で

DFT（FLD）、SD 両者を含む上位概念として FTD の概念を提唱し、その臨床的ならび

に病理学的な診断基準を示した。  

しかし、当時提唱されていた診断基準はあくまでピック病のような前頭葉優位型認知

症のそれであり、SD や進行性失語を呈する側頭葉優位型認知症の症状は考慮されていな

かった。FTD（前頭側頭型認知症）という言葉を字義通りに理解するなら、失語症状を

示す側頭葉優位型認知症の症状も当然 FTD の診断基準に含まれなければならない。さら

に前頭葉の限局性萎縮以外はピック小体など特異的病理学所見のない認知症の症例がラ

ンドらによって報告された、彼らはこれを「非アルツハイマー型前頭葉変性症」と呼ん

だ。1994 年の FTD 病理学診断基準ではこの症例を適切に分類することは出来ない。  

このように、FTD 概念は臨床的にも病理学的にも多くの問題点を有する。1996 年マン

チェスター・グループとランド大・グループは共同で、前頭および／あるいは側頭葉に

原発性の病変を有する脳変性疾患を総括する概念として「前頭側頭葉変性症、FTLD」と

いう用語を新たに提唱した。そして、これを臨床症状から FTD、SD、そしてシルビウス

溝領野周辺に病変を持ち、非流暢性の失語症状を呈する進行性非流暢性失語 (PA)の 3 型

に分ける新しい分類を提唱した（図１６－１A）。  
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 一方、ケンブリッジ・グループは「非アルツハイマー型前頭葉変性症」を「前頭側頭型

認知症前頭葉変異型（FvFTD）」と呼び、FTD を図１６―１B に示すごとく分類してい

る。  

  

 

図１６－１ 前頭側頭型認知症および関連概念  

 

この他、FvFTD とほぼ同じ意味で「前頭側頭型認知症行動変異型（bvFTD）」、「前

方型認知症」などの用語が用いられることがあり、失語症状、意味認識障害などを主症

状とする FTD に対しては「前頭側頭型認知症側頭葉変異型（TvFTD」の用語が用いられ

ることもある。  

近年、FTLD についての病理学的並びに分子生物学的観点からの新たな知見が相次い

で報告された。その結果、FTLD はタウ陽性封入体を伴うか否かによりタウ病群と非タ

ウ病群に分かれ、それぞれの群の中に更に種々の異なる病理学所見が認められることが

明らかにされた。この知見を踏まえ、マッケンジーらは表１６－１に示す分類を提案し

ている。  

１６-3 
 



第１６章 

表１６－１ マッケンジーらによる前頭側頭葉変性症の分類  

 

前頭側頭葉変性症（分類II,、用語）

 

     

以上のごとく、FTD あるいは FTLD を巡る諸概念は非常に錯綜している。ただし用語

の問題を捨象すれば、FTLD には、①前頭葉に主たる病変があり、行動面での症状を特

徴とする類型、②前頭葉あるいは／及び側頭葉に主たる病変があり、言語、意味認識面

での症状を特徴とする類型、の２類型があるという点では諸家の見解は一致している。

病理学的所見においても、①の類型はタウ病所見を主とするが、②の類型はタウ病所見

以外の所見を主とする。すなわちこの二つの類型は明かに異なる病態と考えられる。本

書では①の類型を FTD として本章で検討する。②の類型は「意味認知症」として第１８

章で検討する。  
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２．１．２ 疫学  

 患者の半数で認知症発症の家族歴が認められる。発症率の男女差は認められない。男

性でより発症率が高いという報告もある。FTD はどの年齢段階でも発症する。21 歳の発

症例も報告されている。45 歳～65 歳の中高年齢層で も発症率が高い。オランダの研究

では人口 10 万人あたり年間発症率は 50 歳～59 歳では 3.6、60～69 歳では 9.4 と増加す

るが、70～79 歳では 3.8 と低下する。英国の研究では 45 歳～65 歳で人口 10 万人あた

り年間発症率は 15 でかなり高い。  

65 歳以下で発症する認知症の四分の一は FTD と推定されており、AD、レビー小体型

認知症（DLB）に次いで三番目に多い変性性認知症性疾患である。ラットナラビらは初

老期認知症の地域住民における疫学的調査を行い、108 人の対象患者のうち AD が 25％、

FTLD は 15.7％にみられたと報告している。  

全経過は８～11 年が も多いが、症例差も大きく 短で 2 年 長で 20 年に及ぶ経過例

が報告されている。  

ジョンソンらは３施設計 353 例の FTLD を対象にその人口学的特性について詳細な解

析を実施した。マンチェスター・グループの分類（図１６－１A）に従うと、FDT は 200

例（56.7%）、PA は 87 例（24.6%）、SD は 67 例（18.7%）であった。平均発症年齢は

FDT が 57.5 歳で も若く、SD59.3 歳、PA63.0 歳の順となる。性別では、男性の割合

は SD66.7%、FTD63.5%、PA39.1%であった。死後 33 例について剖検がなされた。病

理学的診断は、①運動ニューロン疾患を伴う FTLD16 例、②明瞭な組織学的所見を欠く

認知症 6 例、③ピック病 5 例、④進行性核上麻痺 4 例（うち 2 例は AD 所見共存）など

であった。  

日本ではイケダらが 1997 年に行った調査結果が報告されている。認知症と診断された

65 歳以上の対象者のうち、AD 患者が 36％に対して FTLD 患者は 3％にすぎなかった。

またイケダらによる 1996 年 1 月から 2002 年 12 月まで外来における連続症例では、330

名の認知症患者のうち、臨床的に FTLD と診断された患者は 42 名（12.7％）、このうち

FTD は 22 名（6％）であった。AD 患者は 215 名（65.1％）、DLB 患者は 22 名（6.7％）

であった。日本でも FTD は希な疾患とは言えず、若年発症の認知症ではその頻度はより

高いと推定される。  
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２．１．３ 診断基準  

1998 年マンチェスター・グループとランド大・グループは協同で FTD の臨床診断基準

を提案し、FTLD についてはその特徴的臨床症状を示した。内容は表１６－２に示すごと

くである。  

 

表１６－２ 前頭側頭型認知症の臨床診断基準  

  性格の変化と社会的行動の障害が発症から疾患の経過を通して優位な特徴  

である。知覚、視空間認識、行為、記憶といった道具的高次脳機能は損なわれ  

ないか、比較的良好に保たれる。  

 

Ⅰ．主要診断特徴  

 A．潜在的発症と緩徐な進行  

    B．社会的対人行動の早期からの障害  

     C．自己行動の統制の早期からの障害  

     D．早期からの情意（感情）鈍麻  

   E．早期からの病識欠如  

ⅠⅠ．支持的診断特徴  

   A．行動障害  

    1．自己の衛生や身なりの障害  

    2．精神の硬直化と柔軟性のなさ  

    3．気の散りやすさと根気のなさ  

    4．口唇傾向と食物嗜好の変化  

    5．保続的行動と常同行動  

    6．利用行動  
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    表１６－２ 前頭側頭型認知症の臨床診断基準（続き）  

B．発話・言語  

 1．発語量の変化  

     a．自発発話の低下と節約的発話  

 b．促迫発話  

    2．常同言語  

    3．反響言語  

    4．保統  

5．絨黙症  

   C．身体的徴候  

    1．原始反射  

    2．失禁  

    3．寡動、固縮、振戦  

    4．血圧の低下と不安定さ  

  D．検査  

    1．神経心理学：前頭葉課題で有意な障害を示すが、顕著な記憶障害、  

失語、視空間認識障害は伴わない  

    2．脳波：臨床的に明らかな痴呆があるにもかかわらず通常の脳波は  

正常  

    3．（形態的あるいは機能的、ないしその両方の）画像所見：前頭葉  

あるいは側頭葉前方部、ないしその両者に他の領野より顕著な異常  
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表１６－２ 前頭側頭葉変性症の特徴的臨床症状（続き）  

Ⅲ．支持的特徴  

 A．65 歳以前の発症：一親等の親族に同症の家族歴  

 B．仮性球麻痺、筋力低下と筋萎縮、筋線維束れん縮（少数の患者で運動  

ニューロン疾患が随伴する）  

Ⅳ．除外診断的特徴  

 A．病歴と特徴  

 1．発作性のエピソードを伴う突然発症  

  2．発症と関連する頭部外傷  

  3．早期からの重篤な健忘  

  4．空間的見当識の障害  

  5．思考の脈絡を欠く語間代性促進性発話  

  6．ミオクローヌス  

  7．皮質脊髄性の脱力  

  8．小脳性失調  

  9．舞踏病アテトーシス  

 B．検査  

  1．画像：中心領野より後方優位の形態的ないし機能的障害、CT または  

MRI での多巣性脳病巣  

  2．脳の代謝障害や炎症性疾患（多発性硬化症、梅毒、AIDS、ヘルペス脳炎  

など）を示す所見  

Ⅴ．相対的な除外診断的特徴  

 A．典型的な慢性アルコール中毒の病歴  

 B．持続性の高血圧  

 C．血管性疾患（狭心症、跛行）の病歴  
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２．２ 病理学所見  

２．２．１ 概要  

２．２．１．１ 肉眼所見  

FTD 患者の脳重量は 1000～1250g 程度に減少し、1000g 以下になる症例も少なくない。

この脳重量減少は主として前頭葉、前頭頂葉、帯状回、島回、側頭葉などの萎縮に由来す

る（図１６－２）。萎縮が著しいと脳の前方部分がナイフで切り取られたように見えるの

で「ナイフの刃状萎縮」と呼ばれる。通例は前頭葉、側頭葉が同程度に萎縮するが、FTDP-17

（後述）では側頭葉の萎縮がより著しい。左右両大脳半球が同程度に萎縮する場合が多い

が、SD などでは左大脳半球の萎縮がより重度である。この皮質萎縮に対応して側脳室が

拡大する。重症例でも、感覚・運動野、大脳皮質後方領野は侵されない。上側頭回が保た

れている症例もある。海馬および扁桃体もしばしば萎縮する。尾状核、被殻、視床の損傷

はより軽度である。脳梁は前方が萎縮する。黒質、淡蒼球、は多少淡明化する。以上を図

式的に示すと図１６－３のごとくである。  

 

 

 

図１６－２ 前頭側頭型認知症の脳  

前頭葉および側頭葉限局性の重度の萎縮  
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図１６－３ 前頭側頭型認知症における脳萎縮の模式図  

 

２．２．１．２ 光顕所見  

 FTD は認知症を主症状とする症候群であって単一の疾患ではない。従って光顕レベルで

の所見、すなわち組織病理学所見は多様である。その病理学的診断基準、分類も研究者に

より異なる。タニグチらは FTD の組織病理学所見を、  

１）タウ突然変異型  

２）ピック型  

３）微小空胞変性型  

４）ユビキチン型  

の４型に分類する。ムノーらは FTD の病理所見を表１６－３のごとく分類する。池田の

分類は表１６－４のごとくである。ランド大・グループは図１６－１に示すごとく、FTD

を３型に分類し、これに対応して FTD の病理学的所見も３型に分類している（表１６―

５）。ここでは研究者間で見解が比較的一致している所見を取り上げる。  
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表１６－３ ムノーらによる前頭側頭型認知症（FTD）の病理学的分類  

  １．タウ封入体を伴う FTD 

    ピック病  

    皮質基底核変性症  

    進行性核上性麻痺  

    タウ遺伝子異常を伴う家族性 FTD  

  ２．明確な組織学的所見を欠く FTD 

  ３．ユビキチン陽性運動ニューロン疾患に伴う FTD 

  ４．神経細線維陽性封入体を伴う FTD 

 

 

 

表１６－４  池田による前頭側頭型認知症（FTD）の病理学的分類  
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表１６－５ 前頭側頭型認知症の病理学所見（ランド大・グループ）  

Ⅰ．前頭葉変性症型  

１）肉眼所見  

   前頭葉と側頭葉前方部の軽度で対称的な脳回萎縮を示すが、境界明瞭なものでもな

く「ナイフの刃状」でもない。少数の例では萎縮は高度である。脳室は前方で拡大

している。線条体、扁桃体、海馬には通常は粗大な萎縮はないが、これらの部位が

高度に萎縮している例もある。  

  ２）光顕所見の分布  

   前頭葉円蓋部皮質、ときに前頭葉眼窩面皮質、さらに側頭葉前三分の一の皮質にし

ばしば変化がみられる。帯状回前部にも変化がみられるが、後部では稀である。上

前頭回は保たれるのが特徴である。  

   頭頂葉皮質は少数例では軽度に障害され、進行例では稀に強く障害される。  

   高度の常同行動を呈した患者の一部では、新皮質の障害は軽度で、線条体、扁桃体、

海馬で変化が強い。これらの症例は一つの亜型である可能性もある。  

  ３）灰白質の光顕所見  

   海綿状態と軽～中等度の繊維性グリオシスが主に皮質Ⅰ～Ⅲ層にみられる。時に一

方が他方より目立つことがある。  

   Ⅱ、Ⅲ層で神経細胞の萎縮／脱落がみられる一方で、Ⅴ層の神経細胞は軽度の障害

がみられるだけで脱落よりも萎縮が主体である。時に少数の変性した神経突起がみ

られる。  

   ピック小体、腫大神経細胞、あるいはレビー小体はみられない。タウやユビキチン

の免疫組織化学的検索では明らかな所見は得られない。  

   一部の患者で、黒質の軽～中等度の色素神経細胞の脱落がみられる。  

  ４）白質の光顕所見  

    軽～中等度の白質の繊維性グリオシスが皮質下の U 線維にみられる。より深部の白

質の繊維性グリオシスはごく軽度で、時に髄鞘の淡明化と消失がみられる。病変分

布は灰白質の変化と関連している。  

   虚血性の白質淡明化も時に併存している。  
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表１６－５ 前頭側頭型認知症の病理学所見（ランド大グループ）  

（続き）  

Ⅱ．ピック型  

１）肉眼所見  

  病変分布は前頭葉変性症型と同じだが、概してより高度で、多くの場合より  

境界鮮明である。左右非対称や線条体の萎縮もよくみられる。  

 ２）光顕所見の分布  

  前頭葉変性症型と同様であり、肉眼所見の分布と一致している。  

 ３）灰白質と白質の光顕所見  

  主な特徴は前頭葉変性症型と同じだが、皮質全層が高度に障害される。嗜銀性の腫大

細胞やピック小体、タウやユビキチンの免疫反応が存在する。白質の変化もより強い。

高度の線維性グリオシスはあるが腫大神経細胞または封入体、ないしその両方がない

症例は、差し当たりこのカテゴリーに含めてさしつかえない。  

Ⅲ．運動ニューロン疾患型  

１）肉眼所見  

  病変分布は前頭葉変性症型と同じだが、多くの場合より軽度である。  

 ２）光顕所見の分布、灰白質と白質の光顕所見  

  前頭葉変性症型と同様である。脊髄の運動ニューロン変性は腰仙髄より頸胸髄レベル

で強い。外側より内側の細胞柱でより強い脱落がある。運動ニューロン、前頭側頭葉

のⅡ層の神経細胞、ならびに海馬歯状回神経細胞には、ユビキチン陽性だが銀染色や

タウ染色には反応しない封入体がみられる。多くの患者で黒質の細胞脱落は著しい。

舌下神経細胞の変性がみられる患者もある。  

除外診断基準  

 老人斑、びまん性のアミロイド沈着、βタンパク抗体で証明されるアミロイドアンギオ

パシー、神経原線維変化、タウやユビキチンの抗体で証明される神経網タングル線維が

年齢に比して多量であること。プリオン抗体で証明されるプリオンがあること。  
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２．２．２  ピック病  

 1892 年、ピックは進行性の精神荒廃と非常に重度の失語を呈し、剖検で左側頭葉の高度

の萎縮が認められた 71 歳の男性患者を報告した。ピックは（梗塞や外傷のような脳組織

の破壊ではなくて）限局性の脳萎縮が特定の高次脳機能障害（この症例では失語）を引き

起こした事実を強調した。その後彼は同様の左側頭葉もしくは左前頭葉萎縮を呈した症例

を４例報告した。スパットはピックの論文を精査し、次のように述べている。  

 １）ピックの関心は言語症状、特に失語の臨床解剖学にあった 1。  

 ２）彼はこれを新しい疾患とは考えず、大脳半球の萎縮が非対称である点が新しい知見

であると考えていた。  

 ３）患者の脳の病理学的特徴については特に記述していない。  

 ４）彼は現在 FTD の主要な臨床像と考えられている症状（前頭葉症状、意味認知症）

を明確に記載している。  

これが現在ピック病と呼ばれる疾患の 初の記載である。ピック病患者脳の病理学的特

異性を 初に記載したのは 1911 年のアルツハイマーの論文である。彼は脳葉萎縮と共に

嗜銀性の細胞内封入体（ピック小体）と腫脹してニッスル小体が不明瞭となった細胞（ピ

ック細胞）を記載した。前述のごとく、ピック病の名称はオナリとスパッツによって 1922

年に用いられた。その後、1927 年著名な精神医学者であるシュナイダーはピック病には、

①前頭葉の萎縮が顕著であり無感動を主症状とする類型、②側頭葉の萎縮が顕著であり言

語障害を主症状とする類型、の二型があることを示した。彼は特にその前頭葉症状に注目

した。その後、ドイツ語圏ではピック病は認知症の代表的疾患と考えられるようになり、

ピックの 大関心事であった言語との関連はさほど注目されなかった。元来英語圏ではピ

ック病への関心は乏しかったが、ATD への関心の高まりと共に認知症全般が大きな研究課

題となった。現在ピック病は FTD という新たな枠組の中で理解されている。  

病理学的にピック病は前頭葉と側頭葉の限局性葉性萎縮を特徴とする。かつてはピック

小体の出現も重要な所見と考えられていたが、ピック小体を伴わない症例も多数存在する。

このような症例をどのように考えるかについては種々の議論があった。さらに 1990 年代

                                                  
1 元来ピックは言語と脳との関連、言語と思考との関連に深い関心を有していた。これら

のテーマに関する興味深い論文を残している。彼がピック病の言語症状に注目した理由の

一つであろう。   
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以降の研究で、ピック小体を伴わない症例の大部分にユビキチン封入体（UI、後述）が出

現することが明らかとなった。これらの事実はピック病が単一の疾患単位ではないことを

示している。現在、ピック小体を伴う症例とピック小体のない症例とは異なる疾患とし、

ピック小体を伴う症例のみをピック病（ピック小体病）と呼ぶ考え方が主流である。池田

はピック小体が見出される症例を「ピック小体病」と呼び、それ以外の「UI を伴う葉性萎

縮」とを合わせて「ピック病」と考えている。ここではこの池田の考えに従い、以下彼の

ピック病の病理学に関する総説を紹介する。  

１）脳葉萎縮～萎縮部位、程度は症例により異なる。小阪らの日本人症例の検討では、

左右差なし 53％、左側優位 31％、右側優位 16％であり、左側優位萎縮が右側優位萎縮の

約２倍であった。欧米の報告でも左側優位萎縮例が多い。池田の検討では、ピック小体病

では左側優位萎縮と右側優位萎縮が同数であるのに対して、  UI を伴う葉性萎縮では左側

優位萎縮が圧倒的に多いという。萎縮は前頭葉と側頭葉に局在する。どちらかの脳葉にも

萎縮が全く認められない症例はごく初期の場合を除いては存在しない。萎縮脳葉を①側頭

葉優位、②前頭葉優位、③側頭葉＝前頭葉（同程度）に分けると、マンスベルトによる欧

米文献例の検討では、前頭葉優位型 25.0％、側頭葉優位型 16.9％である。小阪らの日本人

例 72 例の検討では、前頭葉優位型 9.9％、側頭葉優位型 30.6％であった。日本人例では側

頭葉優位型が多い。池田の検討では、ピック小体病、UI を伴う葉性萎縮のいずれも前頭優

位萎縮例は少なく、側頭優位萎縮あるいは萎縮の脳葉差なしが多い。UI を伴う葉性萎縮で

は、 ピック小体病よりも側頭優位萎縮例が多い傾向がある。さらに側頭葉萎縮の程度が前

頭葉よりもはるかに強い、いわゆる側頭型ピック病も稀ではない。  

２）光顕所見～封入体の相違を除けば、ピック小体病と UI を伴う葉性萎縮の光顕所見

は全く同じである。高度の大脳皮質萎縮がある領野では、皮質全層にわたって神経細胞脱

落とアストロサイトの増殖があり、これに伴って組織が海綿状態を示す。海綿状態は高度

の変性部位では皮質全層に及んでいる。細胞体と突起が目立つ反応性のアストロサイトが

神経細胞に置き替わっている。変性のやや軽い領野では神経細胞脱落、 グリア増殖、海綿

状態は皮質上層に強く、Ⅳ層以下の皮質下層は比較的に保たれる。  

 ３）皮質下病変～ピック病では皮質下神経核も侵される。 も侵されやすいのは尾状核

と扁桃体である。尾状核はしばしば強い萎縮のためにハンチントン病 2 の尾状核のように

扁平化している。同じ線条体でも被殻は尾状核よりも侵され方が軽い。そして淡蒼球はさ

                                                  
2 第１７章参照。  
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らに軽い。これらの神経核以外では、黒質は侵されやすい神経核であり、しばしば肉眼的

に（染色の）着色が悪い所見が認められる。視床も特殊核にしばしば変性がみられる。  

４）ピック小体～平野によればピック小体は次のような構造体である（図１６－４参照）。

銀染色では黒く染まり、だいたいにおいて球状をなす。その大きさはほぼ核の大きさに相

当しているために、一見して細胞に核が二つあるようにみえる。一つの細胞につき 1 個み

られ、通常、核からは少し離れて軸索の方に位置している。例外として青斑核には数個の

ピック小体が認められる。前述のごとく、ピック病全てにピック小体が認められる訳では

ない。側頭葉萎縮例で好発し、その内側、海馬に認められる。免疫組織学的に、ピック小

体はユビキチン、タウ、ねじれ細管、神経細線維に陽性である。この点で神経原線維変化

（NFT）と共通点を有する。しかし、NFT と異なり、ピック小体は細胞外に存在すること

はない。  

 

 
図１６－４ ピック小体  

 

５）ピック細胞～腫脹し淡明化し核が細胞体の片側に変位している細胞がピック細胞で

ある（図１６－５）。ニッスル小体は細胞質の片側に変位している。通常皮質錐体細胞に

出現するが大脳基底核や脳幹にも認められる。脳葉萎縮例の約半数で認められる。ピック

細胞の病理学的意義は明らかではない。  
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図１６－５ ピック細胞  

細胞体が風船状に腫脹し、核が細胞の片隅に存在している。  

 

６）ユビキチン封入体～この封入体は HE 染色などの古典的な染色法では検出されず、

各種の鍍銀染色でも嗜銀性を示さないので長くその存在に気付かれなかった。池田によれ

ば次のような特徴を持つ構造体である。抗ユビキチン抗体に陽性を示すことを特徴とする。

しかし、 近、シグナル伝達に関係するユビキチン結合タンパクである p62 に陽性を示す

ことが明らかとなった。UI は円形～楕円形あるいは勾玉状を示し、神経細胞体の大部分を

占めるが（図１６－６A）、小さな顆粒状のものも認められる。細胞内に UI が出現する同

じ大脳皮質領野の神経突起にはコンマ状、梶棒状、繊維状の構造がしばしば観察される（図

１６－６B）。電顕でこの構造は UI と同じ性質のものであることが明らかにされている。

UI を伴う葉性萎縮では UI は海馬歯状回に必発である。UI に加えて神経網にも同じ性質

の構造であるユビキチン陽性神経細胞突起が出現する。これらのユビキチン陽性の構造は

海馬傍回や前部有鈎質が好発部位である。さらに扁桃核や側頭葉にも広がる。側頭葉より

も少ないが前頭葉にも分布している。  
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図１６－６ ユビキチン封入体（ＵＩ）  

 

２．２．３ １７番染色体に連鎖するパーキンソニズムを伴う前頭側頭型認知症  

       上述のごとく、ピック病の中にはピック小体が認められない類型がある。1994 年ウィル

ヘルムソンらは、この類型のうち認知症、パーキンソニズムおよび筋萎縮を示す症例の家

系の遺伝学的解析から１７番染色体に連鎖することを明らかにした。その後、認知症を主

症状とする神経変性疾患が１７番染色体に連鎖するという報告が相次ぎ、「１７番染色体

に連鎖するパーキンソニズムを伴う前頭側頭型認知症（FTDP-17）」と命名された。

FTDP-17 ではタウの遺伝子変異が証明されておりタウ病と考えられている。  

 FTDP-17 はタウ遺伝子（図１３－３１）の種々の部位の突然変異で出現する。エクソン

10 の突然変異例では、大脳皮質Ⅲ層およびⅣ層の錐体細胞および深部白質、淡蒼球、内包

のグリアに神経原線維変化 (NFT)に類似した構造が存在する。この構造はタウ陽性である

（図１６－７）。線条体、内側視床、マイネルトの基底核、腹側縫線核、橋、歯状核、黒

質にも同様の NFT 類似の変性が認められる。その変性程度は大脳皮質より軽度であり、

同様にタウ陽性である。エクソン 9、11、12、13 の突然変異では細胞体の腫脹と細胞封入

体が認められる。タウ沈着は円形構造をなし一見ピック小体のように見える。この構造は

大脳皮質全層の錐体細胞に認められる。ピック小体も出現する。部位は海馬である。タウ

遺伝子の他の部位の突然変異でも NFT 類似のタウ陽性構造が認められる。  
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図１６－７ １７番染色体に連鎖する前頭側頭型認知症パーキンソニズム  

          のタウ陽性構造。大脳皮質神経細胞（右）、グリア（左）が  

タウ抗体に反応して黒く染め出されている。  

 

２．２．４ 微小空胞変性前頭側頭型認知症  

 微小空胞変性前頭側頭型認知症（MVFTD）は FTLD の も一般的な所見とされる。FTD

の一部、FTDP-17 のようなタウ病、SD、PA を含む FTLD の 75%はこの類型と考えられ

ている。皮質表層、特にⅡ層やⅢ層に出現する微小空胞変性（もしくは海綿状態、図１６

－８）によって特徴づけられる。  

臨床的にFTDの症状を示すにもかかわらず、その脳に老人斑やピック小体などの封入体

が認められない症例が存在することは上述した。ノップらは 460 例の認知症例中 14 例

（6%）がこの類型に当てはまるとして「特異的組織像を欠く認知症（DLDH）」と呼んだ。

DLDHの病理学所見は、脳葉萎縮、神経細胞脱落、グリオシス、海綿状態、腫脹細胞、グ

リア異常などであり、タウ陽性構造物や細胞封入体は存在しない 3 。ランド大グループが

前頭葉変性症と呼ぶ類型もほぼこれに該当する。出現率は 157 例中 16 例（10.2％）の高

率にのぼり、約半数に家族歴がある。その病理所見は表１６－５に示すごとくである。大

脳皮質萎縮の程度は軽く、ある程度進行したピック病に認められるような強い限局性萎縮

はない。病変の分布は、上前頭回を除く前頭葉蒼穹面が中心であり、側頭葉では前方三分

の一にしばしば変化がみられるが側頭葉優位の例はない。非特異的な変性所見（神経細胞

                                                  
3 マッケンジーらによれば、従来 DHDL と診断された症例であってもより精密な免疫組織

化学の手法を用いるとユビキチン陽性の反応が得られたという。彼らは DHDL の多くは免

疫反応の感度が低いためにその様に診断されただけで、真の DHDL はごく希であると述べ

ている。  
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脱落、海綿状態とグリオシス）は皮質の上層にとどまる。白質の繊維性グリオシスは皮質

下のU繊維以外はごく軽度である。抗タウ、ユビキチン抗体で検出される異常な構造は存

在しない。すなわちDLDHや前頭葉変性症の病理学所見が微小空胞変性型病変である。  

組織学的病変の程度は脳葉萎縮の程度と相関する。グリア反応はより軽度であり、軟膜

下もしくは皮質と白質の境界部分に限定される。海馬は通常は損傷されないが時に CA1

で重度の細胞脱落が認められる。嗅内皮質で NFT が認められることがある。基底核や扁

桃体は重度の萎縮を示すが目立った組織学的変化はない。症例によっては黒質の細胞脱落

がある。時にユビキチン陽性の封入体が海馬歯状回で散見される。  

 

 
図１６－８ 前頭側頭型認知症患者前頭葉の微小空胞変性病変  

大脳皮質表層の海綿状態（Ａ矢印）、グリオシス（Ｂ矢印）  

黒質の神経細胞脱落（Ｃ矢印）、ユビキチン反応（Ｄ矢印）  
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２．２．５ 運動ニューロン疾患に伴う前頭側頭型認知症  

 かつては筋萎縮性脊索硬化症（ALS）などの運動ニューロン疾患（NMD）では高次脳機

能に障害はないと考えられていた。しかし 1979 年日本の光山らによって NMD における

認知症の出現率は対応年齢段階の健常者より高いことが報告され、他の研究者によっても

確認された。NMD の 10%以上が認知症を示すと報告されている。逆に FTD の約 15%は

denifite ALS、約 30%は possible ALS であるという報告もある。そこで「認知症を合併す

る運動ニューロン疾患（NMDID）の概念が提唱され、現在広く受け入れられている。そ

の認知症症状は失語および前頭葉症状が主であり、画像解析では前頭葉及び側頭葉に萎縮

が認められる。以上の点から NMDID は FTD の一類型とする考えが一般的である。  

 MNDID の病理学的所見は①微小空胞変性、②アストロサイト、③ユビキチン陽性、タ

ウ陰性の細胞内封入体 (UI)である。この所見は前頭葉、側頭葉のⅡ層錐体細胞で顕著であ

り、Ⅲ層およびⅣ層でも認められる。同様の UI は海馬歯状回の顆粒細胞にも認められる。

扁桃体にも UI が存在するがより軽度である。黒質にも損傷が認められるが細胞脱落のみ

で UI は存在しない。脊髄前角、脳幹脳神経核にも UI が認められる。  

  池田は認知症を伴う ALS の病理学所見を次のように記載している。ピック病のように高

度ではないが、前頭側頭葉に萎縮・変性がある。前頭側頭葉病変は皮質では上層（Ⅱ、Ⅲ

層）に軽い神経細胞の脱落と海綿状態、白質にはグリオシスが認められるのが一般的であ

る。脳萎縮も含めて殆ど変化がない症例もある一方で、変性がかなり高度に及ぶ症例もあ

る。肉眼的に脳萎縮がみられない症例でも、側頭葉内側部と海馬支脚移行部には恒常的に

変性所見が認められる。UI はこの疾患を特徴づける病理学所見の一つである。UI は海馬

歯状回顆粒細胞に恒常的に出現し、UI を伴う顆粒細胞の頻度は 1～14％である。UI の分

布は、嗅内皮質が も顕著であり、次いで、側頭葉、島回の上層の小型神経細胞や扁桃体

に出現し、これより少ないが前頭葉の小型細胞にも出現する。脳葉萎縮がない頭頂葉、後

頭葉、基底核、小脳、脳幹には UI も出現しない。このような UI の分布は FTD としての

変性病変分布とほぼ一致するが、必ずしも組織の海綿状態の程度とは相関していない。  

 

２．３．臨床像  

２．３．１ 欲求  

 １）食行動～FTDでは飲食の好み、習慣が変化する。多量の飲食物を食べる、それまで

嫌いだった食物を食べる、他人の食物を盗んで食べる、全く食べなくなる、などの行動を
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示す。また特定の食物だけを長期間食べ続ける。このような食行動は極端な環境依存傾向

4 の現れとする説もある。この食行動の異常は時に栄養障害の原因となる。あらゆる物品

を口に入れる「口傾向」（クリューバー・ビューシー症候群 5）も認められる。  

                                                 

 ２）性行動～多くは性欲低下を示す。少数例では公の場所での性器露出や自慰、未知の

異性に性交を要求するなどの行動を示す。これらの行動は性欲亢進ではなく社会的道徳心

の低下と考えられている。ただし、極く少数の患者は明らかな性欲亢進を示し、配偶者に

過剰な性交を要求する。  

 ３）嗜好性の変化～食物の好みが変化することは前述した。音楽や絵画などの嗜好性も

変化することがある。ある画家が FTD となった後、それまでとは全く趣の異なる芸術作

品を制作したという報告がある。支持政党が変化したという報告もある。  

 

２．３．２ 行動、性格  

 鉾石は以下の症状を記載している。  

１）病識の欠如～FTD では病初期より病識が欠如し、他者からみると病感すら全く失

われていると判断されることも多い。自己の能力低下に無関心であるように見える。病

識は ATD でも欠如するが質的に異なる。FTD では、取り繕いがみられたり、自己の能

力で遂行困難な事柄に直面すると、混乱し、不安、焦燥感が出現したりすることが多い。 

２）感情・情動変化～多幸的に変化していることが多いが、焦燥感が強く不機嫌を呈

していることもあり、情意鈍麻や無表情もみられる。多幸的、児戯的な性格変化は、前

頭葉眼窩面損傷との関連が指摘されている。異常な従順さ、柔和さがみられることもあ

る。異常な従順さは一般的には前頭葉損傷あるいはクリューバー・ビューシー症候群の

ような側頭葉損傷でみられる。側頭葉優位の萎縮を示す SD においてもしばしばみられ、

臨床解剖学的には扁桃体との関連が推測されている。  

 ３）脱抑制・反社会的行動～欲求のおもむくままの我が道を行く行動がみられる。こ

 
4 第１９章参照。  
5 1938 年クリューバーとビューシーはサルの両側頭葉並びにその内側にある扁桃体、鈎、

海馬回を切除した際、①視覚失認、②口傾向（すべてのものを口に入れる）、③視覚刺激

に対する強迫様反応（全て視覚刺激に視線を向け手で触れようとする）、④情動反応変化

（おとなしくなりヒトになれやすくなる）、⑤性行動の亢進、⑥食行動の変化（いままで

食べなかったものを食べるようになる）、などの行動を観察した。その後、これと類似の

症状はヒトでも認められることが報告され、クリューバー・ビューシー症候群と呼ばれる

ようになった。もっともヒトでは上記の諸症状が全て認められる症例はごく希と言われて

いる。  
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れは、前頭葉から大脳辺縁系への抑制が失われた結果と理解できる。時に暴力行為がみ

られることはあるが、始終みられるわけではなく、常同行動（後述）が妨げられた時や

無理に集団作業療法などに参加させようとした時などに出現しやすい。盗食や窃盗はし

ばしば認められるが、悪気はなく、指摘されてもあっけらかんとしている。脱抑制は前

頭葉眼窩面損傷で出現すると言われているが、側頭葉との関連も指摘されている。  

４）自発性の低下～FTD では、短期間ではあるが後述の常同行動が出現し、その後自

発性の低下が進行することが多い。若年発症例では自発性が急速に低下し、数年で無為

無動となることもある。自発性の低下は血管性認知症でもみられる症状であるが、FTD

では病初期には常同行動や落ち着きのなさと共存してみられることが多い。昼寝をして

いるかと思うと常同的に周遊に出かけるといったように、瞬時に行動が切り換わる。声

をかけないと 1 日中同じ場所でじっとしている。血管性認知症の自発性の低下とはかな

り様相が異なる。また、一部自発性の低下と関連があると考えられる症状に「考え不精」

がある。検査場面で少し複雑な課題になると、自ら考えようとはせず、検者にやらせよ

うとしたり、よく考えずに即座に答えたりすることがしばしばみられる。  

５）無関心～比較的初期からみられる。病棟でも他の患者に話しかけることは殆ど観

察されない。考え不精や後述する立ち去り行動も無関心の関与が考えられる。通常、集

団での活動やリハビリテーションにはなじまず、一人だけ寝そべったり、立ち去ったり

することもみられる。  

 ６）常同行動～病棟や施設ではデイルームの決まった椅子に座るという常同行動が形

成されやすいが、日常生活では周遊（常同的周遊）や常同的食行動異常が目立つことが

多い。常同行動はしばしばみられるが、自発性の低下が目立ち始めると速やかに消失す

るため、見過ごされる可能性もある。神経基盤としては、側頭葉から前頭葉底面の病変

および尾状核頭部との関連が重視される。これらは ATD と鑑別の上で重要な症候である

といわれている。  

７）被影響性の亢進～FTDでみられる被影響性の亢進ないし環境依存症候群 6は、前頭

葉が損傷されて大脳後方領野への抑制が失われ、大脳後方領野が本来有している環境依

存性が解放された結果、すなわち外的刺激あるいは内的要求に対する被影響閥値が低下

し、それに対する反応が短絡的、反射的、無反省となったものと説明される。日常生活

場面では、介護者が首を傾げるのを見て同じように首を傾げる反響ないし模倣行為、何

                                                  
6詳細は第１９章参照。  

１６-23 
 



第１６章 

かの文句につられて即座に歌を歌い出す、他の患者への質問に先んじて応じる、視覚に

入った看板などの文字をいちいち読み上げるといった行為で現れる。検査場面では物品

や検者の動作が提示されたときに、反応しないように指示しても模倣する、強迫的に言

葉で応じてしまう強迫的言語応答などがみられる。例えば、物品の場合は呼称し、検者

がチョキの形の手を見せたときは「チョキ」、「二」などと言語化する。  

 ８）転導性の亢進、維持困難～ある行為を持続して続けることが出来ない。注意障害

あるいは運動維持困難 7との関連が考えられる。必ずしも外界の刺激に対して過剰に反応

するだけではなく、外界の刺激がなくても落ち着きがなくなる。診察中突然立ち上がっ

て部屋を出てしまう「立ち去り行動」は診察・検査場面でしばしば観察される。  

 ９）精神症状～FTD の中でも前頭葉変異型（FvFTD）はしばしば精神科医によって統

合失調症、強迫障害などの精神疾患と診断される。行動、性格面での障害に比して記憶な

どの高次脳機能の障害は比較的軽度である（後述）ためである。しかし、FTD における幻

覚、妄想など精神症状の頻度は 20%程度であり、ATD などの他認知症に比べて高いとは

いえない。  

 

２．３．３ 社会行動、対人関係  

FTD にみられる上記行動・性格の変化は予測困難な行動の出現、社会的関係・対人関係

の障害をもたらし、容易に家族、近隣社会との摩擦を引き起こす。この「精神疾患まがい

の行動」の原因について納得のいく説明がなされない場合は重大なトラブルを引き起こす。

家族への大きな負担は経済的、法的問題となり、ついには離婚や自殺に至ることもある。

視空間認識、地誌的見当識が保たれているため、患者は自動車の運転を続けることがあり、

しばしば家族や医師を悩ませる。脱抑制の症状は衝動買い、極端な倹約、万引き、などの

形を取り、深刻な社会・経済的問題を引き起こす。  

  

２．３．４ 神経心理学的検査所見  

１）前頭葉機能障害～FTDは抽象的思考、行動計画立案、遂行機能などのいわゆる前頭

葉機能に関連した課題で障害を示すことが予想される。しかし、ウィスコンシン・カード

分類検査、ロンドン塔検査、作業記憶検査などの前頭葉背外側部に関連が深いとされる検

                                                  
7 第８章参照。  
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査 8 の成績はFTD、特に軽症のFTDでは明瞭な低下は認められない。一方、ギャンブル課

題などの前頭葉眼窩部に関連が深いとされる課題では軽症のFTDでも障害が認められる。

患者は自分に不利な結果となる確率と有利な結果となる確率の何れが高いかを正しく判断

することは出来るが、不利な結果となる反応を選択しやすい。これは彼らの意思決定に障

害があることを意味する。  

自閉症で注目されるようになった「心の理論」は、「他者の立場に立って状況を理解

し、それに対応する行動を選択する能力」と定義される 9。FTDでは心の理論に障害が認

められる。スノードンらは、FTD13 例とハンチントン病（HD） 10 13 例、健常統制群 18

例に対して、漫画理解（漫画のキャラクターの誤信念やごまかしに関連したユーモアを理

解する課題）と物語理解（誤信念、欺き行動、裏を読む、裏の裏を読むことを含んだ物語

を理解する課題）、視線利用課題（視線に基づいて好みを判断する）を実施した。FTDで

は全ての課題で重篤な成績低下を認めた。一方、HDでは漫画理解と物語理解で中等度の

成績低下を認めた。ローらはFTD18 例と健常統制群 13 例を対象、として心の理論課題、

道徳的推論課題、表情認識課題、遂行機能課題などの良好な対人関係の維持には必須の「社

会的認識」に関連した課題を実施した。また、他者への気遣いに関して介護者に病前と発

病後の変化を尋ね評価した。FTD群では、漫画理解を中心に心の理論課題の成績低下を認

めた。  

心の理論の障害に関連して、FTDでは表情理解に障害があるとする報告がある。すなわ

ち、FTD患者は表情から相手の感情を認識することが障害される。特に不快な感情の認識

障害が認められるが、喜びなどの快感情の認識も健常者に比して低下している。前述のロ

ーらの研究では、FTDは表情のある顔と無表情の顔とを弁別することは可能であった。し

かし、怒り、悲しみ、不快などの感情を弁別する課題ではFTDの成績はATDより低下して

いた。表情理解の障害は前頭葉眼窩部損傷と関連すると考えられている。この他、FTDで

は声から感情を認識することも障害されている 11。  

その他、種々の認識課題遂行時、保続が顕著に認められる。これは同じ反応を繰り返す

傾向で、言語課題、運動課題いずれにおいても認められる。これも前頭葉眼窩部損傷によ

ると考えられている。  

                                                  
8 この項で述べられる前頭葉機能検査についての詳細は第２２章参照。  
9 「心の理論」およびその評価方法の詳細は第２０章参照。  
10 第１７章参照。  
11 第９章で述べた聴覚性情緒失認に類似する症状である。  
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 ２）言語～言語表出は全般的に低下する。自発語は少なく質問に対して必要 小限の返

事をする。言語表現は紋切り型となり、発話の保続や相手の言葉を繰り返す「反響言語」

が出現する。構音自体は流暢かつ容易であり、構音障害は認められない。認知症が進行す

るにつれて次第に小声症やアプロソデァとなり 後は無言症となる。  

 このようないわゆる談話の障害に比べて、十分学習された言語表現は比較的保たれる。

患者は教育勅語、祈りの言葉などのかなり長い文章を唱えることが可能である。  

 物品呼称は保たれている。時に前の反応を繰り返す保続が認められる。特定の語頭音で

始まる語や特定範疇の語の列挙課題は物品呼称に比して成績が不良である。この語流暢性

の低下は前頭葉機能障害の現れである。  

言語理解障害は語レベルでは認められない。しかし複雑な文法構造を持つ文章の理解は

困難である。抽象的思考の障害のため、比喩やことわざの理解が困難となる。  

音読は比較的保たれている。自発発話が非常に僅かになった段階でも道路標識や道路端

の広告文などを音読することが可能である。検査場面でも無言状態の患者がテキストを正

確に音読することがある。音読の誤りも言語的な要因ではなく、注意障害などに起因する

ものが多い。読解は口頭言語の理解と同じ特徴を示す。すなわち単純な文章の理解は容易

であるが、複雑な文章や寓意を含む文章の理解は不良である。  

自発書字は減少する。語や簡単な文章を書くのみで、複雑な文章は書けない。綴りは非

常に正確である。この場合の注意障害に起因する誤りが認められる。書字の保続も FTD

患者の特徴的な誤りである。  

ピック病患者では特徴的な言語障害が認められる。初期には語健忘、迂遠言語、物品呼

称障害などが出現し、語音と意味構造との離断による意味理解障害が特徴的である。症状

の進行と共に理解障害が著しくなり、純粋語聾 12あるいは聴覚失認 13様の症状が加わって

くる。さらに症状が重度となれば反響言語や保続が出現し、 後は無言となる。ピック病

の特異的症状として知られる「停滞言語」はどんな質問に対しても同一の反応を繰り返す

症状であり、発病の中期より出現しはじめる。前述のごとく、ピック病の損傷部位は前頭

葉優位のものと側頭葉優位のものがある。白木によれば、停滞言語は側頭葉損傷に対応す

る症状であって、この部位に損傷がある場合にのみ出現する。停滞言語が側頭葉損傷と関

係することは松原と榎戸によっても認められている。  

                                                  
12 第６章参照。  
13 第９章参照。  
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３）視覚・聴覚認識～FTD 患者は一般に物品の視覚的認識には障害を示さない。また視

空間認識についても障害は認められない。事物の定位や操作、衣服の着脱、日常的な移動

などに困難を感じることはない。無言状態でも事物を的確に定位し、操作することが可能

である。しかし患者は検査場面ではしばしば失敗する。これは、①課題解決の戦略を設定

出来ない、②結果を見直さない、③正確に課題を遂行しようとしない、④結果に対する無

関心、⑤考え無精、などに起因する。  

４）記憶～FTD では日常生活における記憶障害は ATD ほど目立たないが、神経心理学

的検査結果では種々の記憶障害が認められる。FTD 患者は記憶検査課題では再生、再認い

ずれも成績不良である。しかしこれは健忘の存在を意味するものではない。 近の自伝的

記憶にも障害はない。古い自伝的記憶については、その意味記憶の側面（何時、どこへ旅

行したか、など）は比較的保たれていが、エピソード記憶の側面（夕食で何を食べたか、

どんな味がしたか、など）の障害が認められることがある。記憶課題の成績は自由回答法

ではなく多肢選択法とすることによって向上する。すなわち、記憶自体は保持しているが、

それを適切に想起、操作することに障害がある。さらに記銘の段階でも重要な情報を記憶

することが出来ない。いずれも前頭葉損傷患者の記憶障害の特徴である。  

５）動作～FTDでは動作の巧緻性は保たれ、剃刀などの日常的道具の使用も初期の段階

では可能である。一部の患者では利用行動 14が認められる。一般的な保続の存在に対応し

て運動面も保続や運動維持困難 15が認められる。症状が進行すると、自発運動は減少し、

遂には無動となる。しかし、動作の模倣は可能であり、命令されないのに検者の動作を模

倣する「反響動作」が出現する。  

敬礼、さようならの合図などの非言語的コミュニケーション能力は当初は保たれている。

病状の進行と共にこのような能力も失われて行く。 終的にはいかなる動作も遂行しえな

くなる。  

 

２．３．５ 身体症状  

 把握反射、吸入反射、口とがらし反射などの原始反射の出現、足底反射亢進、血圧変動、

失禁などが認められる。無動、強剛、振戦などの錐体外路症状は認知症の進行と共に明ら

かになってくる。  

                                                  
14 第１９章参照。  
15 第８章参照。  
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 筋萎縮性側索硬化症（ALS）は進行性の運動ニューロン系統的変性疾患である。その中

にかなりの割合で FTD 症状を示す症例がいることは前述のごとくである。ALS の主要な

症状は以下のごとくである。  

１） 球症状～舌の麻痺・萎縮、筋線維束性収縮、構音障害、嚥下障害  

２） 上位運動ニューロン徴候（錐体路徴候）～痙縮、腱反射亢進、病的反射出現  

３） 下位運動ニューロン徴候（前角徴候）～筋線維束性収縮、筋萎縮、筋力低下  

 

２．３．６ 臨床像と損傷部位、病理学所見との対応  

本章第 1 節でも述べたように、FTD は単一の疾患ではない。病変部位、病理学所見は様々

である。その臨床像も多岐にわたる。そこで両者の対応関係が問題になる。ネアリーは FTD

を次の３類型に分類し、病変部位との対応関係を論じている。  

１）脱抑制型～患者は「軽躁状態」を呈する。活動過剰、落ち着きがない、不注意、転

動性亢進、動作から動作への無目的な変化、集中と持続の欠如、などを示す。彼らの行動

は独りよがりで、場違いな冗談を言い、社会的に不適切な行動を平気でする。初期の段階

では彼らの神経心理学的検査の成績は良好である。前頭葉眼窩部の損傷による。  

 ２）無感情型～無感情、無欲求、仮面鬱病の状態を呈する。その行動は意欲のなさと惰

性によって特徴づけられる。他人に干渉されなければ、一日中ベッドに寝て過ごし、ある

いは所在なげに日を送る。動作は単純な 小限の努力で遂行可能なものに限られる。質問

への応答は時間がかかる。しかし動作そのものは普通の速度で遂行される。病状の進行に

伴い患者はますます無反応となり、いかなる動作や言語反応もなされなくなる。動作、言

語の保続は顕著である。遂行機能検査の成績は低下している。前頭葉背外側部の損傷によ

る。  

 ３）ステレオタイプ型～決まり切った一定の行動を繰り返す。患者の日常生活の行動は

固定化しており、それを変えようとすると怒る。独自の儀式を持っており、それを遂行し

ないと不安を感じ、儀式的行為を強迫的に実行する。発病初期から錐体外路症状が出現す

る。線状体の重度損傷による。  

 グロスマンらは剖検所見に基づき、61 例の FTD を、①タウ陽性 FTD（22 例）、②タ

ウ陰性 FTD（25 例）、③アルツハイマー病前頭葉変異型（14 例）に分類し、その臨床像

を種々の神経心理学的検査を用いて比較した。その結果、3 群間に以下の違いが認められ

た。  
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１）タウ陰性 FTD～行動面、社会生活での変化顕著。この障害は発病当初から認められ

る。語頭音による語流暢性検査不良。物品名呼称不良  

２）タウ陽性 FTD～錐体外路症状。図形模写不良。範疇による語流暢性検査不良。  

  ３）アルツハイマー病前頭葉変異型～言語遅延再生検査不良。  

グロスマンらは以上の違いは群間の病変部位の違いを反映していると考察している。  

 フらも行動変異型 FTD を対象にタウ陽性 FTD とタウ陰性 FTD の臨床像を比較してい

る。タウ陽性 FTD でより出現率が高かった症状は計画立案・判断の障害、タウ陰性 FTD

で出現率が高かった症状は行動制御および身体清潔の障害であった。  

   

表１６－６ アルツハイマー型認知症と前頭側頭型認知症の比較  

           アルツハイマー型認知症   前頭側頭型認知症  

人口学的           典型的には晩期発症    典型的には早期発症  

初発症状           記憶障害         性格変化  

                 空間的失見当       社会生活の破綻  

                失語           食習慣の変化  

感情             過敏、不安        鈍感、無感動  

神経症状           無動、強剛、               初期より原始反射  

ミオクローヌス  

言語             失語           非力動的言語、無言  

視空間認識                     障害           保持  

記憶             辺縁系型記憶障害     前頭葉型記憶障害  

脳波             異常、徐波        正常  

SPECT            大脳後方障害       大脳前方障害  

 

２．３．８  アルツハイマー型認知症との比較  

  ATD と FTD の症状を比較すると、①発症年齢（75 歳以上で発症する FTD は希とされ

る）、②ATD では視空間認識に顕著な障害があるが FTD ではない、③ATD の特徴的症状

ある記憶障害は FTD ではないか軽度である、④行動や性格面での変化は FTD でより顕著

である、⑤遂行機能障害は FTD で顕著である、⑥FTD は病識が欠如していることが多い

が、ATD は自己の障害を認識しておりそれを隠そうとする、⑦家庭生活や社会生活への影
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響は FTD が大である、などの違いが認められる（表１６－６）。しかし、両者の鑑別診

断は必ずしも容易ではない。1994 年に提案された FTD 診断基準の FTD 特異性は 23%し

かなく、ATD の 80%は FTD の診断基準を満たす。そこで新たな認知症患者の診断には

ATD の診断基準と FTD の診断基準を同時に用いることが推奨されている。この場合、ATD

の 97%、FTD の 93%が正しく診断されたと報告されている。  

 

 

図１６－９  前頭側頭型認知症（ピック病）の MRI 所見  

ａ．前頭葉優位型、ｂ．側頭葉優位型  
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２．３ 画像解析所見  

２．３．１ 形態画像解析所見  

２．３．１．１ 一般所見  

FTD の形態画像解析所見は前頭葉および側頭葉前方の萎縮像で特徴づけられる（図１６

－９）。ATD では萎縮は頭頂葉領野に顕著であるので、この所見は FTD と ATD の鑑別

に有用である。前頭葉の萎縮は背外側部、眼窩部、腹内側部などいずれにおいても認めら

れる。側頭葉前方の萎縮は SD の所見であるが、FTD でも認められる。萎縮は大脳皮質だ

けでなく、前帯状回、前島回、腹側線状体、扁桃体、中脳水道周囲白質などの吻側辺縁系

にも認められる（図１６－１０）。  

FTD では大脳皮質萎縮が注目されるが、チャオらによれば白質にも萎縮が認められる。

彼女らは 12 例の FTD、13 例の SD と健常統制群とを比較している。FTD では左前頭葉白

質容積が優位に低下し、SD では側頭葉白質容積が有意で低下していた。  

 

 
図１６－１０  前頭側頭型認知症の MRI 像に認められる吻側辺縁系の萎縮  

     健常統制群に比して FTD で容積が小さい部位が黄色で示されている。  
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２．３．１．２ 病理学所見との対応  

グロスマンらは FTD を３型に分類し（上述）、MRI 所見を比較した。３群間に以下の

違いが認められた。  

１）タウ陰性 FTD～両側前頭葉および側頭葉萎縮。  

２）タウ陽性 FTD～両側前頭葉および頭頂葉萎縮。特に右大脳半球で顕著。  

  ３）アルツハイマー病前頭葉変異型～海馬を含む側頭葉および頭頂葉の両側性萎縮。前

頭葉の一部にも萎縮像。  

キムらは前頭側頭葉変性症（FTLD）を対象として病理学所見と MRI 所見との対応関係

を検討している。タウ陽性 FTLD では右下前頭回、左尾状核頭／被殻、右被殻に萎縮が認

められ、脳梁膝および体でも萎縮があった。ユビキチン陽性 FTLD では左下前頭回、左海

馬、左尾状核、左淡蒼球に萎縮が認められた。タウ陽性 FTLD はユビキチン陽性 FTLD よ

り左側頭葉および線状体の萎縮が顕著であった。FTD で皮質のみならず白質にも萎縮が認

められることは既に述べた。キムらの結果ではこの所見はタウ陽性の患者において顕著で

あった。  

 

２．３．１．３ 臨床像との対応  

 FTD における大脳皮質の萎縮は一般に非対称である。言語障害が主症状である場合は左

大脳半球の萎縮が顕著である。行動・性格面での症状が顕著な症例では右大脳半球の萎縮

が顕著である。  

 ローゼンらは FTD39 例、SD23 例、PNFA13 例、皮質基底核変性症 12 例、進行性核上

麻痺 9 例、ATD52 例を対象として行動、性格面での異常と MRI 所見との対応を検討して

いる。無感情は FTD や SD で他の認知症より有意に多かった。上前頭回腹内側部の萎縮と

関連が認められた。模倣行動などの異常行動は右帯状回腹側部の萎縮と関連していた。こ

の萎縮は補足運動野にまで及んでいた。FTD および SD で認められる脱抑制は帯状回上部

の萎縮と関連していた。  

ランキンらによれば、MRI で右眼窩部の容積減少が認められる患者では他者との協調性

の低下が認められた。逆に左眼窩部の容積減少が認められる患者では他者との協調性は向

上していた。  
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２．３．２ 機能画像解析所見  

２．３．２．１ SPECT 

ピック病などの FTD では大脳皮質前方領野に脳血流量低下が認められる。この所見は

前頭葉において顕著であるが、帯状回にまで及んでいる。MRI などで萎縮が明らかでない

あるいは軽度の萎縮のみを示す症例でも SPECT で顕著な脳血流量低下が認められる場合

がある。石川らは認知症を呈した ALS の SPECT 所見を報告している。認知症を伴う ALS

では、健常統制群に比して、両側前頭前野に明らかな脳血流量低下が認められた。脳血流

量低下の程度は右大脳半球でより顕著であった。前頭葉眼窩部、前頭葉内側部にも脳血流

量低下が認められた。認知症を伴わない ALS と比較しても認知症群では前頭前野の脳血流

量低下が認められた。  

SPECT 所見と臨床像との間には対応関係が認められる。脱抑制を主症状とする症例で

は眼窩部を含む前頭葉腹側部の脳血流量低下、無感情を主症状とする患者では前頭葉背外

側部の脳血流量低下が報告されている。ネアリーは FTD を３類型に分類した。SPECT の

結果では、  

１）脱抑制型～前頭葉眼窩部、前側頭葉機能低下。  

２）無感情型～前頭葉背外側部を含む両大脳半球の前方領野の機能低下。  

３）ステレオタイプ型～前頭葉、側頭葉の広汎な領野の機能低下。  

が認められると報告している。  

ルベールらは行動変異型 FTD68 例を対象として SPECT 所見と臨床像との対応関係を検

討した。患者の発症時の主症状は 25%が無気力、18%が脱抑制、他はその混合であった。

SPECT 所見では、無気力を示す患者では前頭葉内側および帯状回の脳血流量低下が顕著

であった。脱抑制を示す患者では前頭葉腹内側および側頭葉で脳血流量低下が認められた。 

 ブーンらによれば、SPECT により主として右前頭葉に血流量低下が認められた症例で

は視空間認識／視覚構成行為および非言語的遂行機能の障害が顕著であり、左前頭葉に脳

血流量低下が認められた症例では言語機能および言語的遂行機能の障害が顕著であった。  

 

２．３．２．２  PET 

FTD の PET 所見では前頭葉、側頭葉領野を中心に糖代謝低下が認められることが多い。

この点で頭頂葉領野の糖代謝低下が著しい ATD と異なるとされている。一方、FTD にお

ける糖代謝低下はかなり広汎であるとする報告もある。イシイらは FTD21 例を対象とし
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て PET による糖代謝機能の評価を行った。ATD と比較して、FTD では海馬、眼窩回、前

側頭葉、前帯状回、基底核、上前頭回、中前頭回に糖代謝低下が認められた（図１６－１

１）。FTD に広汎な機能低下が存在することは他の研究者によっても確認されている。  

 臨床像との関連では、フリーランドは病理学的に確定診断されたピック病患者の PET

所見を報告している。患者は 4 年にわたる経過中に、言語障害、興奮、幻視を呈した。PET

では、右前頭葉の糖代謝は健常者より低下し、右側頭葉では亢進していた。著者らは右側

頭葉の糖代謝亢進は幻視の出現と関連すると考察している。  

 

図１６－１１ 前頭側頭型認知症の糖代謝 PET 所見  

 

２．４ 発症機序  

２．４．１ 臨床病理学  

 これまでにもしばしば述べてきたごとく、FTD は臨床的にも病理学的にも非常に多様で

ある。臨床的には、前頭葉領野変性に伴う認知症と言う意味では FTD は核上性球麻痺

（PSP）、皮質基底核変性症（CBD、詳細は後述）などと重複する。また病理学には、タ

ウ陽性封入体の有無によって二つの類型が区別され、さらにユビキチン封入体の有無によ

って二つの類型が区別される。そこでこれら相互の関連が問題となる。  

ケルテスらは認知症の診断基準を満たし死後剖検により確定診断された 60 例について

その臨床症状経過を詳細に追跡した。60 例中初診時行動変異型 FTD(FTD-bv)と診断され
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た症例は 32 例、その臨床経過は図１６－１２に示すごとくであった。FTD-bv で発症した

患者はその後進行性失語（PA）へと変化する場合が も多い。皮質基底核変性症（CBDS）

や運動ニューロン疾患（NMD）に変化する症例は少数である。6 例は FTD-bv のまま経過

した。 終的な病理学所見は、図１６－１３に示すごとくであり、ユビキチン陽性、シヌ

クレイン陰性の封入体型運動ニューロン疾患（MNDI）と特異的組織像を欠く認知症

（DLDH）が過半数を占めていた。  

 

 

図１６－１２ 前頭側頭型認知症の臨床像の変化と病理所見  

2nd-SYNDROME：第 2 症状、3rdSYNDROME：第３症状、PATHOLOGY：病理学  

FTD-bv：前頭側頭型認知症行動変異型、SD：意味認知症、PA：進行性失語症、  

CBDS：皮質基底核変性症（臨床）、MND：運動ニューロン疾患、DLDH：特異的組織像

を欠く認知症、NMDI：封入体型運動ニューロン疾患、AD:アルツハイマー病、LB:レビー

小体病、VaD：血管性認知症、Normal：健常、Pick’s：ピック病、CBD：皮質基底核変性

症、GSS：ゲルストマン・シュトロイスラー・シャインカー症候群  
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図１６－１３ 前頭側頭葉変性症の初発症状と病理学初見」との対応関係  

Pick’s：ピック病、PSP：進行性核上麻痺、CBD：皮質基底核変性症、NMDI：封入体型

運動ニューロン疾患、DLDH：特異的組織像を欠く認知症、AD:アルツハイマー病、Other：

その他  

 

ジョセフらは 127 例の認知症患者を対象に臨床診断と病理学所見との対応関係を検討し

た。結果は表１６－７に示すごとくであった。表側は臨床診断、表頭は病理学所見である。

FTD の病理学所見として も多いのはユビキチン陽性封入体のみを伴う前頭側頭葉変性

症（FTLD-U）であり、ほぼ半数が該当する。次で多いのはピック病である。FTD の 42%

はタウ陽性、48%はタウ陰性であった。FTD の 38 例中 32 例は FTLD の病理学的診断基

準を満たした。運動ニューロン疾患を伴う前頭側頭葉変性症（FTD-MND）、原発性進行

性失語（PNFA）は全例 FTLD の病理学的診断基準を満たした。FTLD の病理学的診断基

準を満たす FTD の病理学所見は様々である。16 例が FLTD-U、９例がピック病、５例が

運動ニューロン疾患を伴う前頭側頭葉変性症、であった。PNFA の病理所見は進行性核上

麻痺（PSP）５例、皮質基底核変性症（CBD）4 例が多かった。PSP の診断基準を満たす

33 例の病理学所見は PSP24 例、CBD2 例であった。CBD の診断基準を満たす 21 例の病

理所見は CBD5 例、PSP8 例であった。  
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表１６－７ 前頭側頭型認知症および関連疾患における臨床像と病理学所見  

            FTLD           PSP CBD  計  

      PiD  FTLD-U FTLD-MND  Others   

臨床像      

FTD         9        16         5          4       2     2      38 

FTD-MND   0         0         13          0       0     0      13 

PNFA       1         3          0          0       5     4      13 

CBD 様       1         0          0          0      10    10      21  

PSP 様       1         0          0          0      30     3     33 

診断不可     1         2         0          2       2     2        9 

計         12        21         18         6      49    21     137 

FTLD：前頭側頭葉変性症、PSP：進行性核上麻痺、CBD:皮質基底核変性症、PiD：

ピック病、 FTLD-U：ユビキチン陽性封入体のみを伴う前頭側頭葉変性症、

FTLD-MND：運動ニューロン疾患を伴う前頭側頭葉変性症、Others：その他、FTD：

前頭側頭型認知症前頭葉変異型、FTD-MND：運動ニューロン疾患を伴う前頭側頭

葉変性症、PNFA：原発性進行性失語  

 

ケルテスらの研究及びジョセフらの研究から FTD の多様性が改めて浮き彫りになった。

臨床的側面に関しては、FTD の臨床像はその経過中にかなり変化することが示された。こ

のことは認知症発症後どの時点で診断するかによって診断名が異なる可能性があることを

意味する。特に興味深い点は、認知症で発症しやがて運動ニューロン疾患（MND）に移行

する例が少なからず存在することである。前述のごとく MND では認知症の合併がしばし

ば認められる。このことは、純粋な認知症を一方の極とし、純粋な MND を他方の極とす

る（未知）の疾患が存在し、個々の FTD や MND の症例はその連続スペクトラム上のいず

れかの場所に位置づけられることを示唆する。CBD から PA に変化する症例、逆に PA か

ら CBD に変化する症例が共に存在する点も注目される。臨床像の変化は単なる認知症の

重症化ではない。FTD と CBD は結局同一疾患であり、その臨床像が異なるだけである可

能性が高い。  
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FTDの病理学所見としてはユビキチン陽性封入体が も多い点では二つの研究結果は

一致している。他方、ジョセフらの結果では約半数の症例でタウ陽性であった。FTDは一

方においてタウ病であり、他方においてユビキチン病である。臨床像との関連ではタウ陽

性の症例は認知症を主症状とする例が多く、ユビキチン陽性例では運動ニューロン障害を

主症状とする例が多い。そこで一方の極にユビキチン陽性疾患他の極に純粋なタウ病を想

定し、個々のFTLDや運動ニューロン疾患はこの連続体上のいずれかの場所に位置すると

いう考え方も可能である。この考えの問題点としてはDLDHの存在がある。上記ケルテツ

らの研究でもFTDで も多い病理学所見はDLDHである。当初の定義ではタウ、ユビキチ

ンいずれも陰性の場合にDLDHと診断される。DLDHを病理学的基礎とするFTDは上記の

仮説では説明出来ない。 近の研究ではDLDHとされてきた脳を詳細に検討するとユビキ

チン陽性反応が得られるとする結果も報告されている 16。DLDHの本態の研究はFTDの発

症機序解明の鍵となるであろう。  

 

 
 

図１６－１４ ピック複合体（Pick Complex）  

Clinical：臨床、Pathological：病理、Tau-positive：タウ陽性、Tau-negative：タウ陰性  

CBD：皮質基底核変性症、PSP：進行性核上性麻痺、FTD：前頭側頭型認知症、PNFA：原発性非流暢

性失語、SD：意味認知症、MND：運動ニューロン疾患、PiD：ピック病、FTDP-17：17 番染色体に連

鎖するパーキンソニズムを伴う前頭側頭型認知症、MST：多系統タウ病、FTLD：前頭側頭葉変性症、

Ｕ：ユビキチン、NIBD：神経線維封入体疾患、DLDH: 特異的組織像を欠く認知症  

                                                  
16 ケルテスらの研究では皮質表層に空胞変性が認められた場合に DLDH と診断している。 
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以上の状況に鑑み、マックレーンらは FTD 及び FTD 関連疾患の臨床像、病理学所見を

総合的に理解する枠組みとして「ピック複合体」という概念を提唱し、図１６－１４のよ

うに図式化している。  

 

２．４．２ 分子病理学  

２．４．２．１ 遺伝子変異 17 

 １）タウ遺伝子変異～FTD の約半数には家族内発症が認められる。このことから FTD

の背景には遺伝的要因が関与していることが推定された。そこで、発症に関与する遺伝子

の追求が精力的に行われ、17 番染色体に連鎖する FTD として FTDP-17 が発見された。

FTDP-17 はパーキンソン症状を伴う前頭側頭型認知症であり、性格変化に基づく行動異常

や脱抑制が先行し、言語障害や口唇傾向などが比較的多く、記銘力障害を中核とする記憶

障害や空間認識障害は後から加わるのが臨床的な特徴である。基底核や黒質損傷に基づく

パーキンソン症状を初期から伴う。常染色体優性遺伝を示し、40～60 歳代で発病する。病

理学的には前頭・側頭葉を中心とする大脳の萎縮と神経細胞脱落、リン酸化タウを含む細

胞内封入体や神経原線維変化の出現があり、Aβの沈着や老人斑の形成がないのが特徴で

ある。FTDP-17 では、その名の通り、１７番染色体上の微小管関連タウ（MAPT）遺伝子

に変異がみられる。  

FTDP-17 にみられる MAPT 遺伝子変異には二つの種類がある。第一は正常なタウの合

成に必要なアミノ酸の種類を指定している遺伝子の変異により正常なアミノ酸ひいてはタ

ウが合成されなくなる変異である。G272V、P301L、P301S などの変異はタウと微小管結

合部位の変異である。タウの微小管結合が障害されるために微小管が不安定となることに

よって一次的な機能障害が生じる。同時に、微小管に結合出来ないために細胞内に遊離し

たタウが過剰なリン酸化を受けて神経原線維変化や線維性グリア・タウとなって神経細胞

やグリアに沈着する。そのために二次的な機能障害を引き起こす。実際これらの変異を有

するタウの微小管重合能は低下していることが示されている。△80K でも微小管重合能の

著しい低下が示されている。  

第二の変異はタウ遺伝子のスプライシングの変異である。タウ遺伝子には 15 のエクソ

ンから構成されている（図１３－３１）。このうち第 10 エクソンのスプライシングの変

                                                  
17 FTD および FTLD 関連遺伝子に関する 新の研究動向についてはウェブ・ページ  
（http://www.golgen.ua.ac.be/）参照。  
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異によって合成されるタウのアイソフォームが変化する。４リピートタウが過剰に産生さ

れ、３リピートタウとのバランスがくずれる。その結果４リピートタウが遊離し、過剰な

リン酸化を受け、神経細胞内に神経原線維変化あるいは線維性グリア・タウとなって沈着

し、細胞の機能異常を生じると推測される。実際、この変異の場合、４リピートタウが３

リピートタウよりも過剰に作られており、過剰にリン酸化されているのは４リピートタウ

のみであることが示されている。  

２）プログラニュリン（PGRN）遺伝子変異～現在までに 100 以上のFTDP-17 の家系が

報告されている。うち７家系においては１７番染色体（17q21）に連鎖しているが、タウ

遺伝子に変異が認められない。その臨床像はタウ変異のある患者のそれと区別出来ない。

この家系の症例の剖検例ではタウ陽性の構造物は認められないが、ユビキチン陽性の封入

体が大脳皮質Ⅱ層、海馬歯状回に見いだされている。このタウ陰性、ユビキチン陽性のFTD

家系の遺伝子解析により、FTDP-17 とは異なる１７番染色体上（17q21.31）に位置する

PGRN遺伝子の変異が明らかにされた。プログラニュリンは腫瘍発生に密接に関連してい

る他、発達、外傷修復、炎症反応などにも関連している。クロイツフェルト・ヤコブ病 18、

ALSなどの運動ニューロン疾患、さらにADなどで認められる反応性グリアではPGRN活性

が亢進していることも明らかにされた。  

３）TAR-DNA結合タンパク 43～ユビキチン陽性の封入体は遺伝性のFTLDだけに見ら

れる所見ではない。前述のごとく、孤発性のFTLDの脳でもユビキチン陽性封入体が見出

される。その主要な構成タンパクとしてTAR-DNA結合タンパク 43（TDP-43） 19が 2006

年アメリカのリー、日本の新井・長谷川らによって同定された。TDP-43 は不均一核内リ

ボ核酸タンパク（hmRNP）の一種であり、核に局在し、RNAや他のhmRNPと結合し、

RNAの安定化や選択的スプライシング、転写調節などのプロセスに関与するタンパクであ

る。リー、新井らはFTLDやALSの病変部位に出現するユビキチン陽性封入体がTDP-43

抗体に陽性に反応することを明らかにした（図１６－１５）。この病変部位で見られる

TDP-43 は異常リン酸化およびユビキチン化されていた。TDP-43 は家族性および孤発性

のユビキチン陽性FTLD、ALSの脊髄においても認められる。以上の結果から、FTLDと

ALSに出現するユビキチン陽性封入体の本態は異常リン酸化TDP-43 であることが示唆さ

                                                  
18 第１７章参照。  
19 ヒトのエイズウィルス遺伝子末端反復配列内にある RNA 調節配列要素

（transactivation responsive region、TAR）に結合する因子として 初に同定されたの

でこの名がある。ただし TAR への結合はその後の研究で否定されている。  
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れた。リン酸化TDP-43 が細胞内に沈着することにより、その生理機能を失うか、あるい

は沈着TDP-43 が異常機能を獲得することにより、神経細胞の変性が生じる可能性が考え

られる。この点においてもFTDと運動ニューロン疾患が単一のスペクトラム上に存在する

ことが示唆される。TDP-43 のような異常なタンパクが蓄積する疾患をプロテイノパチー

（タンパク病）という。  

 

 

図１６－１５  ユビキチン陽性前頭側頭型認知症の側頭葉嗅内皮質で見られた    

TDP-43 陽性封入体  

 

４）CHMP2B遺伝子変異～認知症を伴うALS家系の遺伝子解析から３番染色体（3p11.2）

に連鎖することが明らかにされ、DNA解析からCHMP2B charged multivesicular body 

protein 2B）遺伝子の変異であることが示された。CHMPは細胞内の物質輸送に関与する

タンパクである。 第５章で述べたように、細胞内の有害・無用な物質はリソソームで分解・

処理される。タンパクがリソソームで分解・処理されるためにはユビキチンと結合してい

なければならない（ユビキチン化）。タンパクがユビキチンされているかどうかを認識・

判別するタンパクとしてHrs／STAM、ESCRT I、-II、-IIIがある。ESCRT-IIIを構成する

タンパクは約 200 個のアミノ酸からなり、より合わせコイル

（

                                                 

20領域を有し、電荷が偏って

分布している。このタンパクの遺伝子が分布する領域はSnf7 領域と呼ばれている。ヒトで

Snf７領域に存在するタンパクはCHMPと呼ばれ、６グループ 10 種が同定されている。そ

の一つがCHMP2Bである。  
 

20 タンパクを構成する 2 本のサブユニットが違いに絡み合った構造。  
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 CHM2B 遺伝子変異による FTD は体染色体優性の遺伝性疾患である。形態画像解析で前

頭葉および／あるいは側頭葉萎縮像を示す。病理学的には、前頭葉および側頭葉萎縮、神

経細胞脱落、グリオシスが認められ、前頭葉、側頭葉、海馬歯状回にユビチキン陽性、

TDP-43 陰性の封入体が認められる。  

５）VCP遺伝子変異～骨の癌であるパジェット病と認知症を合併する封入体ミオパチー

（IBMPFD）は体染色体優性遺伝性疾患である。2004 年この疾患が９番染色体（9p21.1

～p12）に連鎖することが明らかにされた。遺伝子解析の結果、VCP(vasolin-containing 

protein)遺伝子変異が確認された。VCPはATP合成酵素AAAファミリーATPase 21の一種で

あり、細胞分裂、膜融合、タンパク分解、など様々な細胞活動に関与する。ギュラン・マ

ーシャルらの報告したIBMPFD家系では第１世代の浸透率 100%（親が患者であればその

子供は必ず発症する）であった。患者は進行性の行動異常、遂行機能障害などの高次脳機

能障害を示す。病理学的には、大脳皮質表層の空胞変性、細胞脱落、グリオシスが認めら

れる。VCP抗体に対する免疫反応は大脳皮質各層で認められた。NFT、タウ陽性封入体、

ユビキチン陽性細胞内封入体はいずれも認められなかった。一方、カーンら、ニューマン

らの報告例ではユビキチン陽性封入体が認められた。  

 ６）鞭毛内輸送タンパク遺伝子変異～FTD と運動ニューロン疾患を合併する家族発症例

で９番染色体（9p13.2～21.3）に連鎖する遺伝子変異が報告されている。遺伝子解析の結

果、鞭毛内移動タンパク 74（IFT74）の終止コドンの変異であることが明らかにされた。

IFT74 は約 600 のアミノ酸からなる、より合わせ領域を有するタンパクで、細胞内の小胞

体に局在している。細胞内で合成された物質を軸索や樹状突起へ輸送する鞭毛内輸送系を

構成すると考えられている。病理学的には、ユビキチン陽性封入体が神経細胞内に認めら

れる。TDP-43 抗体に対する反応は認められていない。  

 

２．４．２．２ 遺伝子変異と病理学所見  

 カーンらは、アメリカ、カナダ、デンマーク、ドイツ、英国の多施設共同研究において、

189 例の FTD を対象として、種々の遺伝子変異と病理学所見との対応関係を検討した。そ

の結果を次のように要約している。  

                                                  
21 AAA ファミリーATPase(APTases associated with diverse cellular activity) 
はタンパク立体構造変換、ストレス反応、アポトーシス、ユビキチン・プロテアーゼ相互

作用などその多様な細胞機能に因んでこのように命名された。  
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 １）神経細胞にユビキチン陽性封入体が見られる症例では TDP-43 反応も陽性である。

TDP-43 陽性のグリア細胞ではユビキチン反応は様々である。TDP-43 陽性のグリア細胞

の存在は疾患の初期の姿である可能性がある。  

 ２）９番染色体に連鎖する FTD では、運動ニューロン疾患合併の有無に関係なく、

TDP-43 陽性の封入体が認められる。運動ニューロン疾患を合併する FTD の TDP-43 陽性

封入体はユビキチン陽性であるが、FTD のみを示す症例ではユビキチン陰性である。  

 ３）９番染色体に連鎖する FTD で検出される TDP-43 の分子構造はその遺伝子変異の

違い（PGRN か VCP か）に関係なく同一である。  

 ４）３番染色体に連鎖する家族性 FTD のユビキチン陽性封入体では、TDP-43 に対する

免疫反応は陰性である。すなわち CHMP2B 遺伝子変異による FTD は TDP-43 の異常によ

る疾患ではない。  

 ５）TDP-43 は ATD、レビー小体認知症、パーキンソン病、などの他の認知症疾患、健

常な高年齢者には認められない。  

 以上より、著者らは FTD の臨床像、病理学所見、遺伝子変異は様々であるが、その共

通する病因は TDP-43 であろうと結論している。  

 

２．４．２．３ 遺伝子変異と臨床像  

 ピッキング・ブラウンらは 237 例の FTD 患者を対象に遺伝子変異と臨床像との関連に

ついて検討している。PGRN 変異例では 14 例中 8 例が典型的な FTD の症状を示した。ま

た 5 例は進行性非流暢失語症状、1 例は失行症状を示した。MAPT 変異例 17 例は全例が

FTD の症状を示したが、うち 13 例は同時に意味認知症の症状を呈した。MAPT 変異を伴

わないタウ病例は 7 例全例が純粋な FTD であった。  

 ベックらは 212 例のタウ病症例を対象に遺伝子変異と臨床像との関連を検討している。

MAPT 変異例や遺伝子変異のない症例と比較して、PGRN 変異例の も特徴的臨床像は行

動変異型 FTD であった。同時に言語表出面での障害を示した。神経心理学的検査結果で

は PGRN 変異例で頭頂葉障害を示す所見（計算障害、失行、視空間障害）が認められた。

この所見は他の FTD 症例と PGRN 変異例を鑑別する所見である。MRI 所見では、PGRN

変異では左右非対称の萎縮像が認められた。5 例では左大脳萎縮が重度、3 例では右大脳

萎縮が重度であった。この非対称の萎縮は前頭葉、側頭葉、頭頂葉いずれにも認められた。

この所見も他の FTD 症例には認められない所見であった。  
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表１６－８ FTDP-17 における MAPT 遺伝子変異と PGRN 遺伝子変異の比較  

                                                  遺伝子変異  

  特徴                MAPT       PGRN 

  FTD 中の頻度（％）         6                 5 

    遺伝様式                             優勢        優勢  

  浸透率               ＞95％       90％  

  男女比               男＝女       男＝女  

  発症年齢（歳）           25～65             45～85 

   臨床経過（年）            3～10              1～15 

    臨床像  

   人格変容             ++++       ++++ 

   遂行機能障害           ++++       ++++ 

   言語障害             ++++       ++++ 

   記憶障害             ++        ++ 

   視空間認識障害          +         ++ 

   四肢失行             +         ++ 

      パーキンソニズム         ++        +++ 

   運動ニューロン疾患        +         0 

    臨床症候群  

   パーキンソニズムを伴う      ++++      ++++ 

   もしくは伴わない FTD 

      進行性非流暢失語         ++       +++ 

   意味認知症            +        + 

      健忘性軽度認識障害        +        + 

      ほぼ確実な AD           +               ++ 

      皮質基底核変性症         +        +++ 

      大脳後方萎縮           0        0 

      パーキンソン病          0        + 

      認知症を伴うパーキンソン病    0               + 

      レビー小体認知症         0               + 
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   表１６－８ FTDP-17 における MAPT 遺伝子変異と PGRN 遺伝子変異の比較  

（続き）  

                                                  遺伝子変異  

  特徴                MAPT     PGRN 

  臨床症候群   

    筋萎縮性脊索硬化症        ++        0 

    MRI 所見  

   前頭葉萎縮            ++++      ++++ 

   側頭葉萎縮            +++      +++ 

   頭頂葉萎縮            +        ++ 

      後頭葉萎縮            0       0 

   白質所見             +       ++ 

  病理学所見  

   タウ陽性封入体          ++++           + 

      ユビキチン陽性封入体       +              ++++ 

  発症機序              タウ変性    プログラニュリン  

                           喪失  

 FTD：前頭側頭認知症、AD：アルツハイマー病             

 ０：報告例無し、＋：極まれ、＋＋：まれな報告、＋＋＋：高頻度、＋＋＋＋：極めて高頻度  

 

ビーブとハットンは MAPT 遺伝子変異に伴う FTDP-17 と PGRN 遺伝子変異に伴う

FTDP-17 の特徴の違いを表１６－８のごとくまとめている。  

 以上のごとく、FTD では遺伝子変異の違いによって臨床像にも違いが認められる。何故

違いが生じるのか。現時点では不明である。  

 

２．４．３ 神経伝達物質  

 １）セロトニン作動系～FTD 一般あるいはピック病ではセロトニン作動系の障害が認め

られる。この障害は前シナプスより後シナプスで顕著である。PET による検討でも FTD

では前頭葉眼窩部、前頭葉内側部、帯状回でセロトニン取り込み能の低下が報告されてい

る。このことは FTD の臨床像と対応する。脳幹縫線核からは前頭葉にセロトニン投射が
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ある。セロトニン水準の低下は前頭葉機能の低下をもたらし、FTD の種々の症状を生じさ

せると考えられる。  

２）ドーパミン作動系～FTD ではパーキンソニズムのような大脳基底核の機能障害が認

められる。大脳基底核の神経伝達物質はドーパミンである。FTD にはドーパミン作動系の

障害が存在することが予想される。PET による検討では、FTD の被殻や尾状核でドーパ

ミン線維の減少やドーパミン受容体の減少が認められる。FTD では統合失調症類似の症状

あるいは注意障害が認められる。これらの症状はドーパミン作動系の障害として理解可能

である。  

３）コリン作動系～FTD ではコリン作動系の障害は認められないとする報告が多い。多

くの研究ではアセリルコリン合成酵素、アセチルコリン分解酵素、後シナプスムスカリン

受容体の水準はいずれも正常範囲内であり、マイネルトの基底核の細胞も保たれていると

報告されている。しかし、FTD におけるコリン作動系の障害を示唆するデータも報告され

ている。  

４）その他の神経伝達物質～ノルアドレナリン作動系については障害ありとする結果、

障害なしとする結果がいずれも報告されている。グルタミン酸に関しては、ピック病の前

頭葉および側頭葉で AMPA、NMDA などのグルタミン酸受容体が減少している、FTLD

の前頭葉で AMPA 受容体が減少している、などの報告がある。FTD や認知症を伴う運動

ニューロン疾患で GABA 作動系の神経細胞脱落を認めたとする報告があるが、GABA 作動

系は保たれているという結果も報告されている。  

 

３．進行性核上性麻痺 

 

３．１ 概念、疫学、診断基準  

 1963 年スチール・リチャードソン・オルゾスキイの３人は核上性眼球運動麻痺、仮性球

麻痺 22、頸部ジストニア、認知症を合併した症例８例を「異質性系統変性症」として報告

された。次いで 1964 年このグループによって臨床病理学的な疾患単位として「進行性核

上性麻痺 (PSP) 23」の概念が確立された。このような経過から、PSPは「スチール・リチャ

                                                  
22 嚥下困難、構音障害、咀嚼障害が同時に出現した臨床像を球麻痺症候群という。通常延

髄の損傷で生じるが他の脳部位の損傷で生じる場合がある。これを仮性球麻痺という。   
23 一次運動神経核より上位の損傷によって生じる運動神経症状を「核上性麻痺」と呼ぶ。 
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ードソン・オルゾスキイ症候群」とも呼ばれる。PSPはまれな疾患であり、英国および米

国での疫学調査によれば 1 年間での発症率は人口 10 万人あたり 1.1～1.4 人、人口 10 万

人あたりの有病率は 1.3~6.4 人である。平均発症年齢は 67.3±8.0 歳である。男性に多い

とされていたが、性差なしという研究結果も報告されている。躍病期間は 6～7 年である。

ほとんどが孤発性であるが、まれに家族性PSPの報告もみられる。  

PSP 発症危険因子して、テトラヒドロイソキノリン（TIQ、パーキンソン症状誘発作用

を有する）を含む食品の長期摂取、高血圧、ミトコンドリア異常、酸化ストレス、炎症、

などが指摘されている。  

 

 表１６－９ 進行性核上性麻痺の診断基準  

 

 

PSP の診断基準として、1996 年米国国立神経疾患・脳卒中研究所が主宰した PSP に関

するワークショップの診断基準がある（表１６－９）。この診断基準では、必須項目とし

て 40 歳以降の発症、緩徐進行性の経過、垂直性核上性眼球運動障害、顕著な姿勢不安定

性、除外項目として脳炎の病歴や大脳皮質性感覚障害、大脳皮質性認知症の存在があげら

れている。この診断基準と病理学的診断との一致率は 70%程度と報告されている。PSP は

運動障害の面ではパーキンソン病（PD）と重複する部分があり、神経心理学的には前頭側
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頭型認知症（FTD）や皮質基底核変性症と重複する。さらに病理学的にはアルツハイマー

型認知症（ATD）と重複する。従ってその臨床診断は容易ではない。  

 

３．２ 病理学所見  

 １）肉眼所見～PSP 剖検脳の肉眼所見では、大脳基底核、脳幹、小脳にかけての病変が

認められ、大脳の外観はほとんどの場合正常である（図１６－１６）。脳幹では、黒質に

脱色素がみられ PD と比べると神経細胞脱落がより高度である。また、脳幹被蓋の萎縮も

認められることがある。小脳の萎縮に伴う第四脳室の拡大と小脳歯状核白質の脱色が認め

られる。淡蒼球や視床下核などにも萎縮がみられる。大脳では軽度の萎縮が認められるの

みである。  

 

図１６－１６ 進行性核上麻痺の病変部位（黒く表示）  

 

２）光顕所見～PSP 脳における光顕所見は神経細胞脱落、神経原線維変化 (NFT)および

グリオシスである。この所見は淡蒼球内節、視床下核、黒質緻密部、赤核、上丘、橋被蓋、

歯状核などで認められる。小脳歯状核、脳幹前庭核では神経細胞脱落とグリオシスは認め

られるが NFT は存在しない。より軽度の病変は被殻、マイネルトの基底核、縫線核、橋

核、青斑核、および脳幹大脳神経起始核で認められる。特に動眼（Ⅲ）神経、滑車（Ⅳ）
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神経、迷走（Ⅹ）神経、舌下（ⅩⅡ）神経で顕著である。まれに視床、扁桃体、尾状核、

小脳下オリーブ核でも病変が認められる場合がある。大脳皮質でも NFT が認められる症

例がある。しかし AD のように広範囲の大脳皮質に NFT が認められることはない（表１

６－１０）。部位としては嗅内皮質、前頭葉、側頭葉、第一次運動野で出現頻度が高く、

頭頂葉、後頭葉では頻度が低い。  

 

表１６－１０ 進行性核上性麻痺 (SPS)における神経原線維変化の分布  

脳部位               典型 SPS  非典型 SPS   アルツハイマー病  

淡蒼球、視床下核                 +++         +/++               -/+  

黒質                             +++         +/++               -/+ 

 橋被蓋             ++/+++      +                  -/+              

動眼神経核                       +/++        +                  -  

 線条体                           +/++        +                  -/+ 

 橋核                             +/++        +                  -  

 延髄、歯状核                     +/++        +                  -  

 海馬、嗅内皮質                   -/+         -/++                +++ 

 前頭葉、運動前野                 +          +/++                -/++ 

 他の大脳皮質                     -/+         -/+                 ++/+++ 

  -：存在しないか、まれ、+：低頻度、++：高頻度、+++：極めて高頻度  

 

PSP 脳の大脳基底核、脳幹、小脳における NFT の出現は、スチールらの 初の報告か

ら既に記載されていた。その出現部位は神経細胞脱落を認める部位にほぼ一致する（表１

６－１０）。SPS の典型例では NFT は皮質下諸核に出現するが、非典型例では大脳皮質

にも NFT が認められる。その分布は AD に類似する。すなわち SPS の非典型例は SPS 典

型例と病理学所見と AD の病理学所見を同時に示す。  

PSPのNFTは円球型 24と呼ばれるタイプであり、ADで認められる炎型と区別される。未

成熟な神経原線推変化と考えられる前タングルも認められ、出現頻度は症例により様々で

ある。このNFTの電顕像は径 15nm前後の直細管から構成されているが、80nmの周期性を

有するねじれ管（PHF）も報告されている。免疫染色では、抗ユビキチン抗体は陰性であ

                                                  
24 第１３章参照。  
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る。  

PSP では神経細胞だけでなくアストロサイトやオリゴデンドログリアなどにも封入体

（グリア線維変化）が多数みられ、特に「房型グリア」と呼ばれるタウ陽性のアストロサ

イトが特徴的である。房型グリアは中心前回や線状体を中心に分布する。これは神経細胞

脱落への反応性の変化ではなく、－次的なアストロサイトの変性である。  

 

３．３ 臨床像  

３．３．１   神経症状  

PSPでみられる神経症状は、後方への易転倒性、姿勢反射障害、進行性核上性眼球運動

障害、項部や体幹部の筋固縮などである。眼球運動障害では垂直方向の眼球運動が障害さ

れる。特に随意性下方注視麻痺は上方注視麻痺より早く出現する。この所見は診断的に有

意義であるが、経過とともに進行し 終的には水平性の眼球運動も障害されるに至る。い

わゆる「人形の眼徴候」 25は保たれ眼球運動障害は核上性と考えられる。複視などの視覚

障害や眼瞼けいれん、開眼失行などがみられることもある。固縮による頸部の後屈と反り

返った姿勢が特徴的であるが、これらは前傾姿勢を特徴とするPDとの鑑別に有用である。

仮性球麻痺によって構音障害や嚥下障害などがみられることも多い。一方、安静時振戦や

不随意運動はまれである。  

 

３．３．２ 高次脳機能障害  

３．３．２．１ 高次脳機能障害の頻度  

当初 PSP では高次脳機能は保たれると考えられてきた。しかしその後の研究によれば

PSP における高次脳機能障害の頻度は決して低くない。チュウらによる文献的検討では、

1964 年から 1993 年までに報告された PSP316 例のうち 217 例（68.7％）に何らかの高次

脳機能障害が認められた。また、ジョセフによる病理学的に確定診断された PSP の高次脳

機能に関する検討では、PSP117 例のうち 38 例（32％）に高次脳機能障害が認められた。

発症のかなり早い時期に PSP の約 15％の症例に高次脳機能障害が認められている。  

 

                                                  
25 上方への眼球運動制限がある患者に実施する。患者に検者の指を見つめさせる。次に患

者の頭を被動的に前屈させて眼球の動きを見る。頭が前屈すると両眼が上を向いて指を凝

視すれば「人形の眼徴候」陽性である。ちょうど人形の眼と同じ動きである。  
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３．３．２．２ 失行  

一般にPSPでは失語、失行、失認などの狭義の神経心理学的症状は生じにくいとされる

が、失行もしくは失行類似の高次運動機能障害が認められたとの報告もある。ピロンらに

よればPSPでは種々の動作課題、姿勢課題の成績が低下する。ピロンらはこの障害は要素

的運動麻痺には還元出来ず運動プログラミングの障害であるとしている。彼らはPSPでは

動作の模倣障害や道具使用などの狭義の失行は認められないとしているが、ソリィヴェリ

らは 25 例のPSPを対象とした研究において狭義の失行症状が認められたとしている。デ

レンチらによって開発された 24 種の動作から構成される観念運動失行検査を実施した結

果、４例のPSPで両手の失行、９例で課題によって両手もしくは片手の失行が認められた。

詳細は不明であるがモリスらもPSPの失行例を報告し、レビタンらは他人の手症候 26が認

められたPSP例を報告している。  

 

３．３．２．３ 神経心理学的検査所見  

１）PSP の WAIS の成績を健常者と比較すると、①総合 IQ、②言語 IQ、③視覚記憶、

④物語記憶、⑤対連合学習、のいずれにおいても健常者より有意に成績が低い。他の認知

症と比較すると、総合成績では ATD より優るが視覚記憶では ATD より劣る。PD との間

にはいずれの指標においても有意差は認められない。  

 ２）WAIS 記憶検査では、PSP の総合成績は健常統制群より低下している。PSP の記憶

に関する実験的研究の結果からは、①語リスト学習成績は健常統制群より劣るが、ATD よ

りは良好である、②記銘から想起までの時間（遅延時間）を変化させると、遅延時間が延

長すると ATD では成績が顕著に低下するが PSP では遅延時間の影響は余り認められない、

などの知見が得られている（図１６－１７）。すなわち、PSP の記憶障害は ATD などに

みられる記憶保持の障害ではなく、記銘の障害あるいは獲得された情報にアクセスするこ

との障害と考えられる。記銘時に記憶すべき項目を十分理解するよう教示すると PSP の再

生成績は向上する。臨床場面でも質問に対する回答に時間がかかるが、患者を励まし、根

気強く待てば、正しい解答が得られる場合がある。しかし病像が進行した PSP では短期記

憶に比べて長期記憶の障害が顕著であり、特に記憶の保持が困難との報告もある。また、

PSP と PD の知的機能障害の進行に関する比較研究によれば、PSP の知的機能障害の頻度

は PD より高く、その進行程度も速い。  
                                                  
26 第８章参照。  
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図１６－１７ 進行性核上性麻痺のカリフォルニア学習検査成績  

             遅延時間が長くなっても成績は低下しない点が特徴。  

SPS：進行性核上麻痺、SDAT：アルツハイマー型認知症、  

HD：ハンチントン病、PD：パーキンソン病  

A1：検査課題第一試行成績、A5：検査課題第五試行成績、B：妨害課題成績  

SDCR：短時間遅延自由再生成績、SDCR：短時間遅延手がかり再生成績  

LDCR：長時間遅延自由再生成績、LDCR：長時間遅延手がかり再生成績  

 

３）心的操作および視覚的記憶保持の成績は健常統制群より低下しているだけでなく、

PD や ATD などの他の認知症患者と比べても低下している。  

 ４）PSP ではウィスコンシン・カード分類検査、レーブン・プログレッシブ・マトリッ

クスなどの前頭葉機能検査成績は低下する。利用行動、模倣行動などもしばしば認められ

る。すなわち PSP には遂行機能障害や前頭葉機能障害が認められる。他の認知症との比較

では、ATD、PD いずれと比較しても PSP の成績は有意に低下している。  

５）PSP では呼称、書き取りなどの言語課題、計算、視空間認識検査成績も健常統制群

より低下している。ATD やパーキンソン病との間には有意差は認められない。  
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３．３．３ 精神症状  

PSP を 初告したスチールらの症例中には、軽度の鬱状態を示す症例やパラノイアを呈

した症例が含まれていた。他にも PSP の経過中に幻覚妄想を呈して統合失調症と診断され

た症例の報告がある。  

 気分障害についてのメンツらの PSP19 例の検討では、8 例（42％）で鬱病や不安神経症

などの精神医学的な診断がなされたが、このうちの 2 例は重症の大鬱病と診断された。他

にも PSP 経過中や神経症状の出現以前に鬱病が認められたと報告がある。前述のように、

PSP では高次脳機能障害があって思考速度が低下している。さらに病状の進行とともに仮

面様顔貌となるために感情表出が乏しくなり、鬱的に見えている可能性もある。  

 PSP では睡眠障害をしばしば認めるが、多くは不眠である。アルドリッチらによる

PSP10 例の検討では、全例で睡眠時間の減少を認め、夜間覚醒時間の平均は 4 時間であっ

た。入眠潜時の短さや中途覚醒の回数は運動障害の程度と関係していた。総睡眠時間は認

知症の悪化に伴い減少傾向を示した。  

 

３．４ 画像解析所見  

 １）形態画像解析所見～CT や MRI では、中脳・橋被蓋の萎縮、第 3 脳室の関大、前頭

側頭葉の萎縮が特徴的である（図１６－１８）。PSP21 例を対象とした大場らの MRI 画

像の計量的検討の結果は以下のごとくである。矢状断 MRI 画像における中脳面積の平均

値は PSP：56.0mm2、パーキンソン病（PD）：103.0mm2、健常統制群（N）：117mm２

で、PSP は N のみならず PD と比較しても半分程度の値であり統計的にも有意であった。

同じく矢状断 MRI 画像における橋面積の平均値は PSP：448.6mm2、PD：497.0mm2、N：

502.4mm２であった。PSP と N 間、PSP と PD 間いずれにも有意差が認められた。  

２）機能画像解析所見～SPECT による脳血流量の測定では両側前頭葉の脳血流量低下

が認められる。PET を用いた糖代謝測定の結果では、前頭葉で著しい代謝の低下があり（健

常者の 75～78%、図１６－１９）、尾状核、被殻、視床、橋ではより軽度の代謝低下が認

められる。同じく PET による酸素消費量、脳血流量の測定でも前頭葉の代謝低下が認め

られる。この前頭葉代謝低下の程度は言語流暢性課題や WAIS の絵画配列検査の成績と相

関する。線条体ではドーパミン取り込み能の低下が認められる。ドーパミン濃度は被殻で

健常者の 37%、尾状核で健常者の 48%にまで低下しているとの報告がある。  
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          PSP              健常者  

図１６－１８ 進行性核上麻痺 (PSP)の MRI 

健常者（右）に比べ PSP（左）では中脳被蓋の萎縮と中脳水道拡大（矢印）  

が認められる。  

 

 
図１６－１９ 進行性核上麻痺 (PSP)の脳糖代謝  

健常者（a）に比べ、PSP(b)では前頭葉の外側、内側および視床・線条体で糖代謝が

低下している。  
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３．５ 発症機序  

３．５．１ 進行性核上性麻痺の病因  

PSP の病因は不明である。大多数は孤発例であるが、まれに体染色優性遺伝の家系が報

告されている。遺伝的因子と環境因子が関与していると考えられている。微小管関連タウ

遺伝子（MAPT）はアルツハイマー病、前頭側頭型認知症などのタウ病の関連遺伝子であ

る。PSP もタウ病であり、MAPT との関連が種々検討示されている。白人の PSP でタウ

遺伝子 Hl ハプロタイプとの関連が指摘されたことがあるが、 近の研究では、この関連

を否定する研究も報告されている。  

 

３．５．２ 高次脳機能障害および精神症状の責任病巣  

 １）大脳皮質病変～PSP の高次脳機能障害の病態は十分には解明されていないが、多く

の研究によって前頭葉の関与が指摘されている。PET を用いた研究では、上述のごとく、

大脳基底核、上位中脳、前頭葉の代謝機能低下がみられる。特に感情鈍麻や脱抑制には前

頭葉眼窩部と前頭内側皮質の機能障害が関連し、注意障害には前頭前野の機能障害が関連

する。この前頭葉機能障害には、線条体一前頭葉の連絡経路障害の関与が推測されている。

前述のように、PSP は淡蒼球、マイネルト基底核、視床下核、異質、赤核、青斑核、歯状

核といった皮質下諸核の病理学を主体とする。中脳被蓋のコリン作動性ニューロンからは

視床内側核への投射があり、視床内側核からは前頭前野、前頭葉眼窩野へ投射がある。淡

蒼球内節からは視床外側腹側核を介して運動前野への投射がある。そこで中脳や大脳基底

核の病変が前頭前野の活動低下を引き起こし、精神症状を惹起することが考えられる。  

 ビギオらの病理学的研究によれば、高次脳機能障害を伴う症例と伴わない症例で皮質下

諸核のタウ病理学に違いはなかったが、前頭葉皮質のタウ病理学が前者のグループで強か

った。著者らはこの前頭葉病変が高次脳機能障害の原因と考えている。小阪と井関は、認

知症が前頭葉を中心に広範に分布するグリア・タングル 27と関係することを強調し、PSP

を「グリアタングル型認知症」として位置づけている。  

２）皮質下病変～橋被蓋の萎縮やグリオシスの存在から高次脳機能障害と脳幹網様体の

病変との関係を重視する考え、進行期にみられる亜昏迷状態や無言無動状態には視床病変

が関与するとの考え、さらには、精神症状と側座核の病変との関係を重視する考え、など

がある。  
                                                  
27 タウがグリア細胞に沈着している病理学所見。  
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 PSP のマイネルト基底核や青斑核には少ないながらも神経細胞脱落がみられ、アセチル

コリンやノルアドレナリンの欠乏が高次脳機能障害や精神症状の形成に影響を及ぼしてい

る可能性もある。睡眠調節には縫線核や青斑核を中心とするノルアドレナリンやセロトニ

ン系の関与が考えられている。PSP ではこれらの部位の病変もしばしぼ認められ睡眠障害

の原因となっている可能性もある。  

 ３）病変部位と臨床像との関連～カートらは 152 例の PSP を対象として詳細な神経学

的ならびに神経心理学的検査を実施した。クラスター分析の結果、PSP の症状は、①認識・

行動面の障害、②パーキンソニズム症状、の二つのクラスターに分かれた。PSP 患者も二

つの群に分けられることが明らかになった。第１群は対象者の 20%が含まれ、行動・認識

面での障害を主とする群である。第２群は典型的な PSP の症状を示す対象者である。第１

群は対象者全体に比して前頭葉障害の頻度が高く発症年齢が若年であった。以上の結果は

PSP の中に前頭葉症状を主症状とする一群が存在することを示唆する。前述のごとく、病

理学でも PSP には典型例と非典型例が存在する。カートらの知見を考え合わせると、PSP

には、①前頭葉損傷に伴う認識・行動面での障害を主症状とする群、②中脳・橋病変に伴

う認識・行動面での障害と運動障害を共に示す群、の２類型が存在する可能性がある。  

 

３．５．３ 神経伝達物質  

PSP では黒質および線条体のドーパミン活性が 90%以上低下している。線条体ではコリ

ン・アセチル・トランスファーゼやグルタミン酸脱炭酸酵素の活性も低下している。大脳

皮質ではドーパンミン、ノルアドレナリン、セロトニンの活性水準は正常である。  

 

４．皮質基底核変性症 

 

４．１ 概念、疫学、診断基準  

 皮質基底核変性症（CBD）は、大脳皮質と基底核以下の神経核に病変を持つ神経変性疾

患であり、進行性核上性麻痺（PSP）と同様にパーキンソン関連疾患に分類される。CBD

は、1967 年ロベらが 3 剖検例を検討し、「ニューロン壊死を伴う皮質歯状回黒質変性症」

という新しい神経変性疾患として報告したのが 初である。その後、1989 年ギッブらが自

験例を加えて再検討し、CBD と呼ぶことを提唱した。著名な作曲家 M・ラベルが CBD で

あったことが明かにされている。  
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 CBD 発症率は人口 10 万人あたり 4.9～7.3 という報告があり、まれな疾患であると考え

られている。しかし、 近内門らが行った調査では 4,630 人の認知症診断外来利用者のう

ち 8 人（0.17％）が CBD と臨床診断された。認知症患者にはある一定数の CBD 患者が含

まれることが示された。  

 

表１６－１１ 皮質基底核変性症の診断基準  

中核症状 

潜行性発症と進行性経過  

特定できる原因のないこと（例：腫瘍、梗塞）  

大脳皮質症状のうち以下の一つ以上  

・局所性あるいは非対称性の観念運動失行  

・他人の手徴候  

・皮質性感覚障害  

・視覚性、体性感覚性半側空間無視  

・構成失行  

・局所性または非対称性ミオクローヌス  

・発話失行または非流暢性失語  

錐体外路障害のうち以下の一つ以上  

・局所性または非対称性の筋強剛で L-ドーパ効果のないもの  

・局所性または非対称性の肢ジストニア  

支持的検査所見 

さまざまな程度の局所性または一側性高次脳機能障害を示すが、  

神経心理学的検査では学習・記憶が保持されている  

CT あるいは MRI 検査における局所性または非対称性の萎縮、  

典型的には前頭頭頂葉皮質に強い  

SPECT・PET における局所性または非対称性の血流低下、  

典型的には前頭頭頂葉皮質＋／一、基底核＋／一、視床で も高度  
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現在 CBD の統一的な臨床診断基準はない。ベーブらの診断基準は表１３－１１に示す

ごとくである。①一つ以上の大脳皮質症状、②一つ以上の錐体外路障害、が存在すること

が必要である。また、支持項目の一つである CT や MRI の形態画像所見では、典型的には

前頭頭頂葉に強い局所的または左右差のある大脳皮質の萎縮があげられている。  

CBD の診断基準の妥当性に関してはリトヴァンらの報告がある。病理学所見を基準とし

た時、診断基準の感受性は初診時 35%と低いが、特異性は 99.6%で非常に高い。初診から

34 ヶ月後の 終診断時、感受性は 48.3%にまで上昇する。誤診は CBD を進行性核上麻痺

(PSP)と診断する例が も多い。CBD の診断に も有用であった症状は四肢のジストニー、

観念運動失行、ミオクローヌス、歩行障害や平衡障害を伴う非対称性の無動・強剛であっ

た。ジョセフらの研究では当初 CBD と診断された 20 例の病理学的診断は 10 例が CBD、

10 例が PSP であった（表１６－７参照）。  

 

４．２ 病理学所見  

CBD 脳の肉眼的所見は、前頭葉および頭頂葉領野の限局性萎縮、特に中心前回の萎縮と

脱色素である。臨床症状に対応して大脳皮質損傷に左右差が認められる点も特徴的である。

淡蒼球外節や視床にも変性がみられる。しかし、視床下核、赤核、歯状核の神経細胞脱落

は PSP に比べて軽度である。  

光顕では、大脳皮質Ⅲ層およびⅤ、Ⅵ層の残存する神経細胞の一部が「バルーンニュー

ロン（BN）、図１６－２０」となる。特に帯状回、扁桃体や島回などに多い。これはニッ

スル小体が崩壊し、細胞体が腫大したものであり、核は細胞質の周辺に偏在する。これに

より神経細胞が風船状に変化して見えるのでこの名がある。  

電顕では、BNは神経細線維および顆粒が付着したやや太い神経細管からなり、少量の細

胞内小器官を混じている。免疫組織学的には、リン酸化神経細線維抗体、α -B-クリスタリ

ンおよび熱ショック・タンパク、ユビキチンに弱陽性である。一部の細胞ではタウ・タン

パク陽性を示す。BNはCBDに特異的所見ではなく、アルツハイマー病、クロイツフェル

ト・ヤコブ病 28、嗜銀性グレイン型認知症（次項参照）などでも認められる。  

第１３章で述べたごとく、CBDはタウ病であり、脳にはタウが沈着する。大脳皮質の神

経細胞、青斑核や黒質に分布する前（プレ）タングルが主体であり、NFTは少ない（図１

６－２０）。ギッブらは、CBDで主に中脳黒質のメラニン含有細胞に出現する嗜銀性封入

                                                  
28 第１７章参照。  
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体を見出し、これを「皮質基底核封入体」と呼んだ。現在では、この構造物は円形型NFT

と考えられている。その出現数はPSPに比して少ない。前タングルは大脳皮質の神経細胞

に広汎に認められ、Alz-50（タウのカルポキシル側を認識する）に強陽性を示し、ユビキ

チンに対しては陰性である。電顕では、細胞体の一部に 15nmの直細管 29に加え、約 20nm

の 大幅を持ち周期の長い（120～150nmや 160～230nmと報告により異なる）ねじれを

有する神経線維が観察される。また、免染電顕では、ねじれ細管（PHF） 30のような線維

はほとんどみられず、ミトコンドリア以外の細胞小器官、とくにリボゾームと考えられる

顆粒が多数認められる。  

 

 
 

図１６－２０ 皮質基底核変性症に認められるバルーンニューロン（右）と  

前タングル（左）  

 

４．３ 臨床像  

４．３．１ 高次脳機能障害  

CBD では、認知症症状は初期から出現することは少なく、後期から出現することが多い

と考えられていた。CBD の 初の報告は 3 剖検例を検討したものであったが、いずれも末

期に軽度の認知症が出現したのみであった。ギッブらの３報告例中２例に近時記憶障害の

記載があるが、これも高次脳機能障害を強調したものではなかった。リンエらは、約三分

の一の症例で経過中に高次脳機能障害が認められたとするものの、CBD では高次脳機能は

比較的保持されると述べている。  

                                                  
29 第１３章参照。  
30 第１３章参照。  
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しかし、1990 年代に入ると、記憶障害、進行性失語、失行、前頭葉型の行動変化などの

高次脳機能障害で発症する症例が報告されるようになり、認知症の観点から CBD に注目

が集まるようになった。その症状は注意・記憶障害、失語、仮性球麻痺などで始まり、や

がて四肢運動障害が加わる。1994 年リンネらは CBD64 例を対象とした研究において諸症

状の出現頻度を表１６－１２のごとく報告している。 も頻度が高い症状は上肢の運動障

害で全例に認められる。これには無動、強剛、ジストニーなどの神経症状と失行などの高

次脳機能障害の２面がある。CBD に見られる運動障害は両者の合併症状と考えられる。運

動障害は半側上下肢のみが障害されることが多く、罹患上肢には体性感覚障害が認められ

る場合がある。  

 

表１６－１２ 皮質基底核変性症の臨床症状の頻度  

                    頻度       ％（N=64）  

運動障害   無動・強剛        ６４         １００  

       平衡障害         ４７          ７３  

       姿勢―動作振戦      ３１          ４８  

       ジストニア        ４３          ６７  

             反射性ミオクローヌス   ４３          ６７  

大脳皮質症状 体性感覚障害       ２９          ４５  

       失行           ５４          ８４  

       他人の手症状       ３０          ４７  

       前頭葉症状        ３１          ４８  

       認知症          ２０          ３１  

       失語           １０          １６  

その他    反射亢進         ４５          ７０  

       ババンスキイー徴候    ４５          ７０  

       核上性注視麻痺      ３１          ４８  

       伸展反射抑制       １３          ２０  

       構音障害         ３４          ５３  

       その他の神経症状     １８          ２８  
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リンネらの結果では CBD における認知症の頻度は約 30%である。1999 年グリムズらは

CBD における認知症の頻度は当時考えられていたより高いことを報告した。彼らは 1981

年～1996 年のトロント病院入院患者から病理学的に CBD と診断された 13 例の症状を検

討した。進行期において 85％に皮質性認知症、92％に注意障害、85％に時間失見当、92％

に近時記憶障害、100％に構成失行などがみられた。高次脳機能障害が先行する場合には、

前頭側頭葉変性症（FTLD）との鑑別が困難な場合が多かった。  

CBD の も特徴的な症状は失行、特に観念運動失行とされる。観念運動失行の特徴は、

自動的な動作では問題ないが指示されて行う動作が出来ないことである。構成失行ととも

にみられることが多く、CBD の病変部位である頭頂葉領野の損傷を反映した症状である。

ソリベリらの 24 例の CBD を対象とした研究によれば、デ・レンチらの観念運動失行検査

の成績を基準とした場合、6 例が観念運動失行と診断された。特に上肢の動作で障害が顕

著であった。手指の屈伸動作、把握動作でも障害が認められた。誤りの種類は巧緻性の低

下、空間的誤りが多かった。  

その他の高次脳機能障害として、注意障害、遂行機能障害、皮質性感覚障害、視空間認

識障害、失算、前頭葉症状、などが認められる。  

CBDの高次脳機能障害は思考過程の緩徐化や意欲低下などの特徴を示す。そこで、ハン

チントン病、パーキンソン病あるいはPSPなどとともに皮質下性認知症として理解されて

きた。しかし、進行期には失語、失行、失認などの高次脳機能障害を示すことから、現在

は皮質性認知症と考えられている。進行性感覚性失語や進行性非流暢性失語などの進行性

失語 31で発症したCBDも報告されている。  

 

４．３．２ 神経心理学的検査所見  

 ピロンらは種々の神経心理学的検査所見を CBD と他の認知症疾患間で比較した。CBD

では全般的な知的機能が健常統制群に比べて有意に低下していた。CBD の成績は進行性核

上麻痺（PSP）の成績によく類似していた。遂行機能はアルツハイマー型認知症（SDAT）

より低下していた。顕在記憶検査の成績は図１６－２１に示すごとくであった。CBD の各

下位検査成績は Controls より低下していたが、CBD の分散が大であるため有意とはなら

なかった。CBD の成績は PSP に類似し、SDAT よりは良好であった。視空間認識機能検

査では 4 課題中空間的作業記憶課題でのみ CBD の成績は Controls より有意に低下してい

                                                  
31 第１８章参照。  
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た。  

 

 

図１６－２１ カリフォルニア学習検査の群間比較  

Controls：健常統制群、CBD：皮質基底核変性症、PSP：進行性核上麻痺、  

SDAT：アルツハイマー型認知症、  

A1：検査課題第一試行成績、A5：検査課題第五試行成績、B：妨害課題成績  

SDCR：短時間遅延自由再生成績、SDCR：短時間遅延手がかり再生成績  

LDCR：長時間遅延自由再生成績、LDCR：長時間遅延手がかり再生成績  

 

マスマンらは CBD21 例と錐体外路症状のない ATD15 例を種々の神経心理学的検査によ

って比較している。言語的材料の直接記憶、遅延記憶いずれの課題でも CBD の成績は ATD

より良好であった。逆に ATD の成績が CBD より良好であった課題は動作遂行、タッピン

グ速度、運動プログラミングなどであった。両群とも注意持続、行動制御、言語流暢性な

どの成績が低下し、物品呼称成績にも軽度の障害が認められた。  

 

４．３．３ 精神症状  

レビタンらは、臨床的に definite CBD と診断された 15 例を対象に精神症状の評価を行

った。鬱は 73％と高頻度に認められ、しばしば重症であった。無関心は 40％、かんしゃ

く、易刺激性はそれぞれ 20％に認められた。その他、不安、脱抑制、妄想などの頻度は低

かった。自殺観念にとらわれ自殺企図をするような重症の鬱病を伴った症例も報告されて
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いる。この症例では鬱病治療薬である選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）の投与

によって症状が改善している。一般に、CBD にみられる鬱は、PSP など他の神経変性疾

患に比較してより重症であると考えられている。  

 CBD では鬱病や意欲低下が高頻度に認められるが、幻覚妄想などの精神病症状が認めら

れることは少ない。石川と下村は CBD と臨床診断された 2 症例で、発症後 1～3 年を経過

した時期に具体的で鮮明な幻視とそれに関連する誤認妄想が反復して出現したと報告して

いる。その他にも CBD に幻視がみられたとの報告が散見される。これらの症例の大多数

では臨床診断が CBD であり、病理学的な確定診断はついていない。片山らが報告した CBD

の剖検例では、幻視を認めたが CBD に特徴的な神経症状を認めなかった。この症例は以

上の症状から死亡前には DLB と診断されていた。ゲダらは、病理学的に CBD と診断され

た症例中に幻視を示す症例がなかったことから、今後の検討が必要であるとしながらも、

幻視を伴う場合は別の疾患の可能性があると指摘している。  

 その他、CBDの精神症状は多岐にわたる。レム睡眠行動障害 32や強迫性障害や常同行為

を伴うCBDの報告がある。  

 

４．４ 画像解析所見  

４．４．１ 形態画像解析所見  

CBD の MRI 所見では、両側性のただし非対称な萎縮像が前頭葉および頭頂葉領野に認

められる。一側性の運動障害がある症例では対側運動野に顕著な萎縮像が認められる。ウ

ィンケルマンらの報告例は左手のみに軽度の運動障害が認められ、MRI では右大脳半球第

一次運動野の左手対応領野の萎縮が認められた。萎縮は補足運動野にまで及んでいた。タ

キらは MRI 三次元解析法を用いて、CBD と PSP を比較している。多くの大脳皮質領野で

CBD の萎縮は PSP より顕著である。頭頂葉、中心前野、中前頭回前方、下前頭回後方で

萎縮が認められる（図１７－２２）。頭蓋容積と大脳半球容積の比は CBD71.4%、PSP74.5%

で前者が有意に小さい。他方脳幹部の萎縮は PSP でより顕著に萎縮していた。  

  ボローニらによる拡散強調画像 MRI による解析では CBD には白質損傷が存在する。左

大脳半球の下前頭葉、運動前野、頭頂葉弁蓋部、上側頭回、海馬などの皮質病変に加え、

前頭葉・頭頂葉皮質連絡路、内側頭頂葉連合路、脳梁の粗鬆化が認められた。著者らはこ

の白質損傷が CBD に多く認められる失行の原因であろうと考察している。  
                                                  
32 第１５章参照。  
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図１３－２２ 皮質基底核変性症の MRI 三次元画像  
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４．４．２ 機能画像解析所見  

SPECT、PET による解析では、CBD では頭頂葉、中心前回、前頭葉、基底核および視

床などに非対称の機能低下が認められる。SPECT による解析では、肢節運動失行、構成

失行を呈した CBD 患者 2 例で罹患肢対側頭頂葉脳血流量低下が報告されている。CBD と

SPS を比較すると、大脳皮質、大脳基底核血流量の非対称性の低下は CBD で顕著である。

この非対称性は前頭葉、頭頂葉で特に顕著であり、次いで側頭葉、後頭葉、大脳基底核の

順となる。視床、小脳では非対称性は認められない。  

PET による解析では、①頭頂葉および視床の糖代謝の非対称性の低下、②罹患肢対側の

側頭葉、感覚運動野で糖代謝の低下、③頭頂葉糖代謝の低下、④大脳基底核におけるドー

パミン取り込み能の低下、などの報告がある。  

以上より、大脳皮質の非対称性の機能低下が CBD の特徴的所見である（図１６－２３）。  

  

 

図１６－２３ 皮質基底核変性症の PET 画像における非対称性の糖代謝低下  
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４．５ 発症機序  

４．５．１ 病因  

 現時点では CBD の病因は不明である。ごく希に家族発症例が報告されている。同一家

系内で PSP と CBD が発症した事実から、両者に共通する遺伝学的背景が存在する可能性

がある。前述のごとく、PSP ではタウ遺伝子 Hl ハプロタイプとの関連が指摘された。CBD

も H1 と関連しているとの考えが提出されているが確認されていない。  

 

４．５．２ 認識障害・精神症状の責任病巣  

 池田は、過去の文献の中で病理学所見の記載がはっきりしている症例のみを抽出し、大

脳病変の局在と症状の特徴に従って、CBD を①前頭葉：人格変化型、②言語野：失語型、

③中核型、の３型に分類した。彼は、類型によって精神症状の程度や頻度が異なることを

予想し、各類型を次のように特徴づけた。  

１）前頭葉：人格変化型～異常行動、嗜好の変化、自己と周囲への無関心、パターン化

した行動様式、易怒性、興奮、無欲、抑鬱、そっけない態度、性的脱抑制などのピック病

に類似する症状。  

２）言語野：失語型～失語症状で始まり、次第に人格・行動面の変化をみるがその程度

はピック病に比し軽度である。  

３）中核型～精神症状を伴うことは少ない。  

 ゲダは病理学的に CBD と診断された 36 例の後方視的検討から、8 例（22％）に抑鬱、

強迫性障害、前頭葉型の行動変化がみられたと報告し、この 8 例を臨床的特徴から次の 3

類型に分けた。  

１）原発性進行性失語／前頭側頭型認知症（3 例）～進行性失語で始まった後、FTD の

病像を呈するものであり、強迫性障害、食行動異常、脱抑制行動がみられる。それに伴い

診断名も原発性進行性失語から FTD に変化した。  

２）FTD 型（3 例）～攻撃性などの人格変化が初期から始まり、当初から FTD と診断

される。  

３）皮質基底核症候群型（2 例）～典型的な CBD と考えられ、抑鬱や強迫症状なども見

られる。  
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５．嗜銀性グレイン型認知症 

 

５．１ 概念、疫学  

 嗜銀性グレイン（AG）は、大脳辺縁系灰白質の神経網に出現する嗜銀性顆粒状の構造物

である。1987 年ブレークにより、非アルツハイマー型認知症の脳に出現することが 初に

記載された。彼らは、AG は海馬 CAl から嗅内皮質に出現すること、側頭葉の白質にはオ

リゴデンドログリアに由来するコイル状構造物である「コイルドボディ (coiled body)」が

出現することを報告して、新しい疾患単位であることを示唆した。AG の出現を伴う認知

症例の存在は他の研究者によっても確認され、「嗜銀性グレイン（顆粒）性認知症（AGD）」

と命名された。AGD の疾患単位としての独立性に関しては、当初は種々の議論があった。

その理由はしばしば大脳辺緑系に NFT が出現することから、AGD は AD の一亜型である

可能性が指摘された。しかし、①老人斑の頻度が AD に比して軽い、②NFT の出現は大脳

辺縁系に限局し大脳皮質に乏しい、③大脳皮質には NFT が認められずタウ陽性の神経細

胞が大脳辺縁系を越えて広範囲に出現する、④AG が出現する大脳皮質に隣接する白質の

オリゴデンドログリアにはコイルドボディが出現する、などから AD とは異なる疾患であ

ることが認識されるようになった。現在、AGD は病理学的に神経細胞とグリア細胞にタ

ウ・タンパクの異常沈着を伴う疾患であり、タウ病の一種として位置づけられている。タ

ウのアイソフォームの解析結果では、AGD では PSP や CBD などと同じく 4 リピート（4R）

タウの沈着が優位である。  

AGD の発症率その他の疫学について詳しい報告はない。トーゴーらによれば、認知症の

剖検例 304 例中 4.9%が AGD であった（後述）。  

 

５．２ 病理学所見  

５．２．１ 病理学所見の概要  

１）嗜銀性グレイン～AG は、ヘマトキシン・エオジン染色などは確認できないが、ガ

リアス・ブレークの嗜銀染色（GB 染色）では極めて容易に観察できる。AG は、長径 1.2

～15μｍ、桿状、紡錘状、円形、勾玉状、楕円形などの多様な形態を示す頼粒状構造物で、

高倍率で観察すると表面に棘状、瘤状、梶棒状の突起をしばしば伴っている（図１６－２

４）。この突起はゴルジ染色で観察される樹状突起に似ている。小さい AG が数珠状に連

なっている所見や、神経突起に沿って AG が形成されている所見がしばしば観察される（図
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１６―２４）。  

AG は主として大脳辺緑系の神経網に分布し、吻側の側頭葉内側面の CAl～海馬支脚、

嗅内皮質～経嗅内皮質、扁桃体に多く、側頭葉皮質、島葉、帯状回、視床下部外側隆起核、

側坐核、中隔核にも認められる。通常は前頭葉、頭頂葉、後頭葉などの新皮質に出現する

ことは稀である。このように、AG の分布および進展様式には特徴がある。皮質下核では、

AG は扁桃体の基底核、外側核に多数出現し、視床下部の乳頭体外側隆起核にもみられる

が、被殻、尾状核、淡蒼球、視床下核、視床には殆どみられない。脳幹部では、中脳被蓋、

中脳水道周囲灰白質、縫線核、青斑核に少数みられる。  

AG は、リン酸化タウ抗体に極めて高感度に陽性に染色される（図１６－２４D）。ユビ

キチンにも陽性に染色されるが、頻度はリン酸化タウや GB 染色より低く、一部がユビキ

チン化された異常なリン酸化タウである。この所見は NFT に類似する。  

 
図１６－２４ 嗜銀性グレイン認知症に見られる嗜銀性グレイン（AG）  

A：海馬 CA1 の AG、B：AG の強拡大（500 倍）、C：数珠状につながった AG 

D：リン酸化タウ陽性の前タングルと AG、E：扁桃体のバルーンニューロン、タウ陽性、

F：タウ陽性の神経突起に AG が連続的に見られる。  
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２）前タングル～AGD の病理学所見の特徴の一つは、NFT の形成に関与しないタウの

沈着である前タングルの出現である。これは AD との大きな相違点である。リン酸化タウ

の免疫染色では、神経細胞体と神経突起がびまん性、細顆粒状に染色される。前タングル

は AG の出現領域を越えて、側頭葉、島葉、帯状回、扁桃核、海馬歯状回顆粒細胞などの

大脳辺緑系、さらに前頭葉などの新皮質の領野にまで広範囲に出現する（図１６－２４D）。

前タングルを示す神経細胞は、通常の HE 染色では形態学的に正常にみえるが、GB 染色

では陰性、あるいは一部はわずかに微細顆粒状ないし網状に染色される。前タングルと呼

ばれてはいるが、これらが 終的に NFT を形成する訳ではない。前タングルの広汎な出

現は AGD がタウの過剰なリン酸化過程が細胞体と樹状突起に存在する病態であることを

意味する。  

 ３）コイルドボディ～コイルドボディはオリゴデンドロダリアの核周囲を取り巻くよう

な形を示す。AG の好発する側頭葉内側や海馬支脚皮質直下の白質および皮質内にかけて

出現し、GB 染色やリン酸化タウの免疫染色に陽性を示す。コイルドボディは、PSP、CBD、

AD、などのタウ病に広くみられ、AGD に疾患特異的な所見ではないが、AG が多数出現

する領野の白質や皮質深層に常にみられることから診断上重要な所見である。  

 ４）アストロサイトの変化～AGD ではタウ陽性、ユビキチン陰性のアストロサイトの出

現が扁桃体や嗅内皮質にみられる。タウ沈着が神経細胞のみならずグリア細胞にも存在す

ることを意味する重要な所見である。  

 

５．２．２ 病変の分布と進展  

フェラーは AG 病変の出現部位の拡大を以下の４段階に分けて記載している。  

段階Ⅰ～経嗅内皮質、皮質、扁桃体基底外側核の軽度病変、視床下部外側隆起核の軽度

病変。  

段階Ⅱ～経嗅内皮質、海馬 CA１前部、皮質、扁桃体基底外側核、前海馬支脚、視床下

部外側隆起核、歯状核。  

段階Ⅲ～前嗅内皮質、海馬 CA１前部、前海馬支脚、視床下部外側隆起核、海馬 CA2、

CA３の軽度病変、他の視床下部諸核（乳頭体など）の軽度病変、前側頭葉、島

回、前帯状回、前頭葉眼窩部、側座核、中隔核の軽度病変、中脳の希なグレイ

ン出現。  

段階Ⅳ～他の大脳皮質、脳幹部の病変。  
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５．２．３ 嗜銀性グレインと認知症  

ブレークらの報告では、認知症 2661 例の剖検例中 125 例（5％）に AG を認めている。

同じ対象者中に AD が 146 例（6％）みられることより、AG の出現は稀ではないとしてい

る。年齢別の出現頻度では、26 歳から 50 歳までは観察されず、51～60 歳は 1.2％、61～

70 歳は 3.4％、71～80 歳は 7.4％、81～90 歳は 9％、91～96 歳は 11％であった。加齢と

ともに頻度が増加する傾向がみられる。逆に AG が確認された症例の 32％に臨床的な認知

症が確認された。  

サイトウらは老人病院での連続剖検例 190 例（平均年齢 79.77 歳）の 43.2％に AG を認

めた。その中で認知症を認めたものは 20％であった。AG の出現率は 60～69 歳では 21％、

70～79 歳は 35.6％、80～89 歳は 51.4％、90～99 歳は 50％で、やはり加齢とともに増加

し、80 歳以降には半数にみられるとしている。  

トーゴーらのブレインバンクの 304 例の解析では、15 例 4.9％（平均年齢 81 歳）に AGD

を認めており、このうち 11 例は AD やレビー小体型認知症など、他の神経変性疾患との

合併がみられている。知的機能障害のないことが経時的に確認されている高齢者 39 例（74

～95 歳）の病理学的検討では、12 例（31％）に AG が認められた。   

以上から、AG は加齢とともに出現頻度が増加し、特に高年齢者の脳に観察される頻度

は低くないと考えられる。また、AG の出現と認知症の頻度には解離がみられ、AG の出現

自体が直接すぐに認知症症状には結びつかない。大脳皮質の変性を伴う段階になって認知

症が顕在化する可能性が示唆される。サイトウらの報告では、認知症を伴う症例は側頭葉

内側面迂回回、扁桃体などに神経細胞の脱落とグリオシス、海綿状変化などの皮質の変性

所見を認めている。  

AGはAD、ピック病、PSP、CBD、PD、DLB、多系統変性症（MSA）、クロイツフェ

ルト・ヤコビ病（CJD） 33などの他の神経変性疾患にも出現する。吉田らの文献検索の結

果では、AGの頻度はPSP21 例中 8 例（38.1％）、CBD13 例中 13 例（100％）、MSA24

例中 7 例（29.2％）、PDとDLB20 例中 4 例（20％）、CJD20 例中 1 例（5％）であった。

CBD、PSP、MSA、PDでは明らかに健常高年齢者より出現頻度が高い。特にタウ・タン

パクの異常を伴うCBD、PSPでは極めて高頻度にみられる。これらの疾患でもAGの形態

や出現部位、分布のパターンはAGDと同一である。  

 当初、AGDは大脳辺縁系に限局した病変を示すタウ病として理解されてきた。 近の症

                                                  
33 第１７章参照。  
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例報告の蓄積からは、より広いスペクトラムを持つ疾患である可能性が示唆されている。

臨床的にはピック病類似の高度な認知症を示す初老期成人や高年齢者で脳にAGが出現し

ている症例が報告されている。これらの症例ではAGは大脳辺緑系を越えて前頭葉、側頭葉

などの新皮質、大脳基底核、一次運動野や感覚野にも及んでいることが報告された。タウ

の生化学的解析では、大脳辺縁系に限局した病変を示すAGDに見出されるタウと同じアイ

ソフォームが確認され、広範な病変を呈するびまん性AGDの存在が明らかになってきてい

る。従来ピック球のないピック病あるいは病理学的に特異的所見のない前頭側頭型認知症

34とされていた症例の中に、びまん性AGDが含まれている可能性も指摘されている。  

 

５．３ 臨床像  

AGD については病理学的研究が先行し、その臨床像の研究は遅れている。前述のごとく、

AG は加齢に伴って認知症のない高年齢者にも出現し（約 4%）、生理的老化とも関連があ

る。AGD の症例は少なくないと考えられており、AD をはじめとする他のタウ病との鑑別

診断も重要である。  

フェラーらの総説によれば AGD の症状は以下のごとくである。一般的に認められる症

状は、①行動異常、②性格変容、③情動・気分障害、④エピソード記憶障害、などである。

頻度は低いが、進行性超皮質性感覚失語や興奮などの前頭側頭型認知症症状を示す症例も

ある。  

イタガキらの報告した 68 歳女性例は、6～7 年の経過の認知症で、ATD様症状と前頭葉

徴候、脱抑制的行動などのピック病様症状が観察された。イケダらの検討では、AGDでは

記憶障害、攻撃性、易怒性の亢進などの情動障害や性格障害がみられ、知的機能障害は比

較的軽度である。クリューバー・ビューシー症候群 35がみられないのは、大脳辺緑系の損

傷が比較的軽度であることによるとしている。サイトウらは相貌失認を初発症状とし、進

行性の認知症を呈した全経過 10 年のAGDの症例で、側頭葉迂回回に神経細胞の脱落を伴

う高度な変性を認めたことを報告し、迂回回を含む側頭葉内側面の病変が認知症の責任病

巣として重要であると強調している（前述）。  

以上の症状の責任病巣としては、嗅内皮質、海馬、側頭葉などが指摘されている。多く

の症例でアルツハイマー病型病変が見出されることから、アルツハイー病型病変＋AG が

                                                  
34 第１５章参照。  
35 第１５章参照。  
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AGD における認知症出現の機序とする考えもある。  

 

５．４ 画像解析所見  

 AGD の MRI 所見としては、①前頭葉、側頭葉前方の萎縮像、②非特異的大脳皮質萎縮

像、などの報告がある。側頭葉内側脳萎縮の程度はアルツハイマー病より軽度である。  

 

５．５ 発症機序  

５．５．１ 病因  

 AGDの病因は不明である。MAPT遺伝子変異を示したAGD症例が報告されている。アポ

リポ蛋白E（ApoE）多型 36のうちε4 の頻度は健常統制群と同じであるが、ε２の頻度は

健常統制群やATDより高いとする報告がある。低密度リポプロテイン（LHD）の遺伝子多

型がAGDに関係するとの報告もある。  

 

５．５．２ 分子生物学  

 １）タウリン酸化～前述のごとく、AGD のタウはリン酸化されている。リン酸化部位は

422 番目のアミノ酸セリン（Ser422）であり、AD と同じである。図１３－３１に示した

ごとくタウ構成線維のアイソフォームは４種類ある。AGD では４レピートタウが存在する。

AGD のタウリン酸化に関与するキナーゼとしては、①分裂促進因子活性化プロテインキナ

ーゼ（MAPK/ERK1、MAPK/ERK2）、②ストレス活性化プロテインキナーゼ（SAPK-JNK）、

③キナーゼ p38、④グリコーゲン合成キナーゼ３β（GAK－３β）、⑤カルシウム／カル

モジュリンキナーゼ（CaMKII）などが候補として指摘されている。  

２）タンパク凝集反応～p62 はタンパク凝集反応とユビキチン化されたタンパクを分解

するためプロテアゾームに移送することに関与する。AG やコイルドボディ、前タングル

には p62 の免疫反応が認められる。AGD の神経細胞への NFT の沈着には p62 が関与して

いる可能性が指摘されている。  

 ３）ユビキチン～これまで述べてきたごとく、種々の認知症の発症にはユビキチン・プ

ロテアゾーム系が重要な役割を果たしている。前述のごとく、AG やコイルドボディはユ

ビキチン免疫反応の陽性率は高く 50%に達する。ユビキチン mRNA 内の欠失によって異

常なユビチチン UBB＋１が生成されると、異常なタンパクが合成されてもユビキチン化さ

                                                  
36 第１３章参照  
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れず、従ってプロテアゾームで分解されず細胞内に沈着することになる。AD やダウン症

の NFT には UBB＋１の沈着が認められる。同様に AGD の神経細胞にも UBB＋１の沈着が

認められる。この UBB＋１沈着によってプロテアゾームによる NFT の分解能が低下してい

る可能性がある。  

４）酸化ストレス～活性酸素は神経細胞を傷害し、種々の神経疾患を引きおこす。活性

酸素を分解する機能を有するスーパーオキシダント・ジスムターゼ（SOD）の活性は AD

脳で亢進している。同様の所見は AGD 脳でも認められている。AGD の嗅内皮質、海馬で

認められる病変は酸化ストレス亢進に起因するという考えも成立する。  

 

５．５．３ 神経伝達物質とその受容体  

  AGD の線条体ではアセチルコリン合成酵素活性が低下している（大脳皮質では正常）と

の報告がある。アデノシン受容体は神経系の情報伝達に関与している。A1、A2a、A2b、

及び A3 の４種が知られているが、AGD の海馬では A1 の感受性が亢進しているとの報告

がある。海馬におけるグルタミン神経伝達能低下に対する補償作用と解釈されている。  
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