
順天堂大学脳神経内科先任准教授
下　　泰　司

（聞き手　山内俊一）

　パーキンソン病治療における最新の知見、および予防についてご教示くださ
い。

＜東京都勤務医＞

パーキンソン病

　山内　パーキンソン病はやはり増え
ていると見てよいのでしょうか。
　下　この病気の発症には年齢がかな
り影響するといわれています。有病率
は10万人当たり100～150人といわれて
いますが、65歳以上の人口で調べてみ
ると、その７～８倍だろうといわれて
います。
　山内　やはり高齢化とリンクした疾
患と見てよいのですね。
　下　そう考えていただいてけっこう
です。
　山内　症状としては振戦、小股歩行
など、有名なものはありますが、実際
に一般の医師にとって、こういった典
型的な症状の前に察知することはでき
るのでしょうか。
　下　患者さんは、外来の際、すでに手
が動かしづらい、足が前に出ない、手

が震えるという運動症状を最初の自覚
症状としていらっしゃるので、それよ
り前に察知するのはけっこう難しいで
す。外来にいらしたときによくよく聞
いてみると、例えばもう何年も前から
夜中に怖い夢を見て大声を上げたり、
手足を暴れさせて、ひどい場合には隣
の人を殴ってしまう症状、これはレム
睡眠期行動異常症という病気の症状で
すが、そういった症状は震えやakinesia
という運動症状が出る前からお持ちで
あったりします。ほかにも、においが
だいぶ前からよくわからなくなってい
たり、便秘、こういったものは非運動
症状と呼ばれますが、そういった症状
を手足の症状が出る前から持っている
方が多いです。
　山内　なかなか特徴的な症状で、悪
い夢を見るということ自体は普通にあ

りうるのですが、そのとき暴れること
が特徴ですね。
　下　そうですね。
　山内　便秘などは高齢者で出てきま
すが、においがわからなくなるのは、
かなり特徴的ですね。
　下　においの低下も、最近は認知の
機能に影響しているといわれていて、
試験をし、重度の嗅覚低下があるパー
キンソン病患者さんは認知症を合併し
やすいのではないかということが最近
はいわれてきており、認知症発症のバ
イオマーカーになるといわれています。
　山内　認知症のお話がありましたが、
パーキンソン病とアルツハイマー病、
合併するとレビー小体という図式があ
りますが、このあたりはいかがでしょ
う。
　下　基本的には運動症状が出てから
１年以上遅れて認知症が出てくるもの
を認知症を伴ったパーキンソン病と診
断します。パーキンソン病の運動症状
が出てから１年以内に認知機能の低下
が起きた場合はレビー小体型認知症と
診断します。パーキンソン病とアルツ
ハイマー病は別のカテゴリーの病気と
考えられていたのですが、患者さんの
中には、亡くなった後に剖検させてい
ただいて脳の病理を見てみると、パー
キンソン病の病理にアルツハイマー病
の病理を合併している方もけっこうい
らっしゃることが最近わかってきてい
ます。

　山内　まだ若干オーバーラップした
り、あいまいなところもあるのですね。
　下　そうです。
　山内　原因に関してもいろいろとあ
ると思いますが、最近の知見としては
いかがでしょう。
　下　厳密にはその原因はよくわかっ
ていません。ただ、先ほどお話しした
便秘や嗅覚の低下という症状が、手足
の症状が出る前から存在することがわ
かってきており、パーキンソン病では、
アルファシヌクレインという異常な蛋
白質が脳内に蓄積するのですが、この
蛋白質が腸管の粘膜や嗅球に見られ、
便秘や嗅覚の低下にも関与しているの
ではないかと考えられています。
　さらにその異常蛋白が、腸管の場合、
副交感神経を経て脳の延髄の神経に伝
わり、そこから中脳に広がってパーキ
ンソン病の症状を出すのではという仮
説が立てられています。これはプリオ
ン伝播仮説といわれています。プリオ
ン蛋白が神経細胞間を伝播していくよ
うにパーキンソン病でみられる異常蛋
白が、神経細胞間を伝播しドパミン神
経細胞に到達するとパーキンソン病の
症状を出すのではないかという仮説で
す。
　山内　遺伝子レベルとしてはどうな
のでしょう。
　下　パーキンソン病と診断された人
の９割は孤発性で、１割ぐらいは何ら
かの家族歴があったりして、遺伝性パ
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　パーキンソン病治療における最新の知見、および予防についてご教示くださ
い。

＜東京都勤務医＞

パーキンソン病

　山内　パーキンソン病はやはり増え
ていると見てよいのでしょうか。
　下　この病気の発症には年齢がかな
り影響するといわれています。有病率
は10万人当たり100～150人といわれて
いますが、65歳以上の人口で調べてみ
ると、その７～８倍だろうといわれて
います。
　山内　やはり高齢化とリンクした疾
患と見てよいのですね。
　下　そう考えていただいてけっこう
です。
　山内　症状としては振戦、小股歩行
など、有名なものはありますが、実際
に一般の医師にとって、こういった典
型的な症状の前に察知することはでき
るのでしょうか。
　下　患者さんは、外来の際、すでに手
が動かしづらい、足が前に出ない、手

が震えるという運動症状を最初の自覚
症状としていらっしゃるので、それよ
り前に察知するのはけっこう難しいで
す。外来にいらしたときによくよく聞
いてみると、例えばもう何年も前から
夜中に怖い夢を見て大声を上げたり、
手足を暴れさせて、ひどい場合には隣
の人を殴ってしまう症状、これはレム
睡眠期行動異常症という病気の症状で
すが、そういった症状は震えやakinesia
という運動症状が出る前からお持ちで
あったりします。ほかにも、においが
だいぶ前からよくわからなくなってい
たり、便秘、こういったものは非運動
症状と呼ばれますが、そういった症状
を手足の症状が出る前から持っている
方が多いです。
　山内　なかなか特徴的な症状で、悪
い夢を見るということ自体は普通にあ

りうるのですが、そのとき暴れること
が特徴ですね。
　下　そうですね。
　山内　便秘などは高齢者で出てきま
すが、においがわからなくなるのは、
かなり特徴的ですね。
　下　においの低下も、最近は認知の
機能に影響しているといわれていて、
試験をし、重度の嗅覚低下があるパー
キンソン病患者さんは認知症を合併し
やすいのではないかということが最近
はいわれてきており、認知症発症のバ
イオマーカーになるといわれています。
　山内　認知症のお話がありましたが、
パーキンソン病とアルツハイマー病、
合併するとレビー小体という図式があ
りますが、このあたりはいかがでしょ
う。
　下　基本的には運動症状が出てから
１年以上遅れて認知症が出てくるもの
を認知症を伴ったパーキンソン病と診
断します。パーキンソン病の運動症状
が出てから１年以内に認知機能の低下
が起きた場合はレビー小体型認知症と
診断します。パーキンソン病とアルツ
ハイマー病は別のカテゴリーの病気と
考えられていたのですが、患者さんの
中には、亡くなった後に剖検させてい
ただいて脳の病理を見てみると、パー
キンソン病の病理にアルツハイマー病
の病理を合併している方もけっこうい
らっしゃることが最近わかってきてい
ます。

　山内　まだ若干オーバーラップした
り、あいまいなところもあるのですね。
　下　そうです。
　山内　原因に関してもいろいろとあ
ると思いますが、最近の知見としては
いかがでしょう。
　下　厳密にはその原因はよくわかっ
ていません。ただ、先ほどお話しした
便秘や嗅覚の低下という症状が、手足
の症状が出る前から存在することがわ
かってきており、パーキンソン病では、
アルファシヌクレインという異常な蛋
白質が脳内に蓄積するのですが、この
蛋白質が腸管の粘膜や嗅球に見られ、
便秘や嗅覚の低下にも関与しているの
ではないかと考えられています。
　さらにその異常蛋白が、腸管の場合、
副交感神経を経て脳の延髄の神経に伝
わり、そこから中脳に広がってパーキ
ンソン病の症状を出すのではという仮
説が立てられています。これはプリオ
ン伝播仮説といわれています。プリオ
ン蛋白が神経細胞間を伝播していくよ
うにパーキンソン病でみられる異常蛋
白が、神経細胞間を伝播しドパミン神
経細胞に到達するとパーキンソン病の
症状を出すのではないかという仮説で
す。
　山内　遺伝子レベルとしてはどうな
のでしょう。
　下　パーキンソン病と診断された人
の９割は孤発性で、１割ぐらいは何ら
かの家族歴があったりして、遺伝性パ
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ーキンソン病が疑われる方がいます。
これまでにパーキンソン病の遺伝子で
突き止められているのが22種類あるの
ですが、その22種類の遺伝子に合致し
ない、いくら探してもわからないタイ
プの患者さんも非常に多くいます。
　山内　まだ未確定と見てよいのです
ね。
　下　そうですね。
　山内　治療の話に移りたいのですが、
まず最近の治療の動向、方針はどのよ
うなものなのでしょうか。
　下　パーキンソン病を長く治療して
くると、様々な問題が生じます。例え
ば薬を朝のんで昼まで効果がもたない、
昼のんでも夜まで効果がもたない運動
合併症という症状があります。薬の効
果が早く切れてしまうために、１日の
うちで動けなくなってしまう時間が増
えてしまい、ADLが低下してしまう症
状にお困りの患者さんがいらっしゃい
ます。
　そういう患者さんにどういった治療
を行うかというと、例えば持続作用型
の薬を使うとか、パーキンソン病は脳
の中のドパミンが減る病気なので、レ
ボドパという薬を内服することが中心
なのですが、そのレボドパの効果を長
引かせる薬を使用する場合があります。
　そのような薬でもうまくコントロー
ルできない場合は、脳の手術という手
段が取られる場合があります。
　山内　それは新しいものですか。

　下　日本でも2000年から保険適用と
なっている治療方法です。実施施設数
は多くはないのですが、適切に症例を
選択すれば運動合併症に対しては、か
なり劇的な効果が認められます。
　山内　ざっくり言えば、どういった
手術なのでしょう。
　下　この手術は、頭の両側にバーホ
ールをあけて、脳の中の大脳基底核と
いう部分、そこに電極を埋め込みます。
次に胸部の皮下にバッテリーを埋め込
んで、そのバッテリーと電極を結んで
脳の奥深くに電流を流し続けます。そ
うすることによって症状の変動を抑え
る治療方法です。
　山内　適応はある程度限られてくる
のでしょうね。
　下　高齢の方にはこの手術は難しい
です。あと認知症や精神的な症状が強
い方は、かえって手術をすると悪くな
ることが多いので、そういった方は適
応になりづらいです。
　山内　だいたい70歳あたりまでの方
でしょうか。
　下　70歳未満の方のほうが安全にで
きます。
　山内　まず薬なのですね。
　下　そうですね。薬でのコントロー
ルが難しい場合、今言ったような手術
や、もう一つは2016年から日本でも保
険適用となった治療方法ですが、胃瘻
を造設して、そこから管を通して、そ
の管の先端を空腸に留置し、胃瘻から

体外に出ているチューブにはポンプを
つなぎます。そのポンプにジェル状の
レボドパ製剤が入ったカセットを装填
して、レボドパ製剤を持続的に注入し
ます。こういった治療によって運動合
併症を改善させる治療法も最近出てき
ました。
　山内　胃瘻といいますと、なかなか
たいへんそうですが。
　下　胃瘻をつくった後の管理やポン
プの操作、そういったことが非常に重
要になってきますので、これも適応を
慎重に選ばなければいけない治療方法
だと思います。
　山内　いずれにしても、薬は非常に
種類が多いので、最終的に細かいとこ
ろは専門医が微調節しながら、という
ことになるのでしょうね。
　下　そうですね。
　山内　安定期には一つの薬剤だけで、
ある程度の期間やっていける。すなわ
ち、非専門医にしばらく見ていただく
ことも可能なのでしょうか。
　下　十分可能だと思います。それで
何か困るような症状が出てくるようで
あれば、専門医に紹介いただくことで
大丈夫だと思います。
　山内　最後に予防についてですが、
本来の予防は今のところまだ難しいで
しょうね。
　下　科学的に証明された病気の進行
を遅らせる、もしくは止めるような治
療、もしくはならないようにする治療

は、現段階ではまだ見つかっていませ
ん。
　山内　ある程度進んだ方について、
どちらかというと、予後を改善すると
いうより、QOLを高めると見てよいの
ですね。
　下　そうですね。
　山内　予後に関してですが、かなり
よくなっているのでしょうか。
　下　薬の種類が増え、生命予後はだ
いぶ延びてきており、今は平均寿命と
ほとんど変わりないといわれています。
　山内　そうしますと、QOLが問題に
なるかということで、具体的にどうい
ったことをしたらよいのでしょうか。
　下　患者さんによく私がお話しする
のは、今まで楽しいことや趣味があっ
たのなら、それをぜひ続けてください
ということです。外国旅行が趣味だっ
たら、そういうところにどんどん行っ
てもらっていいですし、あとは散歩に
出たりとか、なるべく日常生活で自分
でできることをしていただく。進行期
になるとリハビリテーションも重要に
なってきますので、そのときにはすか
さずリハビリテーションの方々に介入
していただくのがよいかと思います。
　山内　趣味といってもなかなか難し
い感じで、何となく全体的に閉じこも
りになるような印象があるのですが。
　下　患者さんには一日中、家で閉じ
こもってテレビを見ているというよう
な状況は、避けるように伝えています。
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ーキンソン病が疑われる方がいます。
これまでにパーキンソン病の遺伝子で
突き止められているのが22種類あるの
ですが、その22種類の遺伝子に合致し
ない、いくら探してもわからないタイ
プの患者さんも非常に多くいます。
　山内　まだ未確定と見てよいのです
ね。
　下　そうですね。
　山内　治療の話に移りたいのですが、
まず最近の治療の動向、方針はどのよ
うなものなのでしょうか。
　下　パーキンソン病を長く治療して
くると、様々な問題が生じます。例え
ば薬を朝のんで昼まで効果がもたない、
昼のんでも夜まで効果がもたない運動
合併症という症状があります。薬の効
果が早く切れてしまうために、１日の
うちで動けなくなってしまう時間が増
えてしまい、ADLが低下してしまう症
状にお困りの患者さんがいらっしゃい
ます。
　そういう患者さんにどういった治療
を行うかというと、例えば持続作用型
の薬を使うとか、パーキンソン病は脳
の中のドパミンが減る病気なので、レ
ボドパという薬を内服することが中心
なのですが、そのレボドパの効果を長
引かせる薬を使用する場合があります。
　そのような薬でもうまくコントロー
ルできない場合は、脳の手術という手
段が取られる場合があります。
　山内　それは新しいものですか。

　下　日本でも2000年から保険適用と
なっている治療方法です。実施施設数
は多くはないのですが、適切に症例を
選択すれば運動合併症に対しては、か
なり劇的な効果が認められます。
　山内　ざっくり言えば、どういった
手術なのでしょう。
　下　この手術は、頭の両側にバーホ
ールをあけて、脳の中の大脳基底核と
いう部分、そこに電極を埋め込みます。
次に胸部の皮下にバッテリーを埋め込
んで、そのバッテリーと電極を結んで
脳の奥深くに電流を流し続けます。そ
うすることによって症状の変動を抑え
る治療方法です。
　山内　適応はある程度限られてくる
のでしょうね。
　下　高齢の方にはこの手術は難しい
です。あと認知症や精神的な症状が強
い方は、かえって手術をすると悪くな
ることが多いので、そういった方は適
応になりづらいです。
　山内　だいたい70歳あたりまでの方
でしょうか。
　下　70歳未満の方のほうが安全にで
きます。
　山内　まず薬なのですね。
　下　そうですね。薬でのコントロー
ルが難しい場合、今言ったような手術
や、もう一つは2016年から日本でも保
険適用となった治療方法ですが、胃瘻
を造設して、そこから管を通して、そ
の管の先端を空腸に留置し、胃瘻から

体外に出ているチューブにはポンプを
つなぎます。そのポンプにジェル状の
レボドパ製剤が入ったカセットを装填
して、レボドパ製剤を持続的に注入し
ます。こういった治療によって運動合
併症を改善させる治療法も最近出てき
ました。
　山内　胃瘻といいますと、なかなか
たいへんそうですが。
　下　胃瘻をつくった後の管理やポン
プの操作、そういったことが非常に重
要になってきますので、これも適応を
慎重に選ばなければいけない治療方法
だと思います。
　山内　いずれにしても、薬は非常に
種類が多いので、最終的に細かいとこ
ろは専門医が微調節しながら、という
ことになるのでしょうね。
　下　そうですね。
　山内　安定期には一つの薬剤だけで、
ある程度の期間やっていける。すなわ
ち、非専門医にしばらく見ていただく
ことも可能なのでしょうか。
　下　十分可能だと思います。それで
何か困るような症状が出てくるようで
あれば、専門医に紹介いただくことで
大丈夫だと思います。
　山内　最後に予防についてですが、
本来の予防は今のところまだ難しいで
しょうね。
　下　科学的に証明された病気の進行
を遅らせる、もしくは止めるような治
療、もしくはならないようにする治療

は、現段階ではまだ見つかっていませ
ん。
　山内　ある程度進んだ方について、
どちらかというと、予後を改善すると
いうより、QOLを高めると見てよいの
ですね。
　下　そうですね。
　山内　予後に関してですが、かなり
よくなっているのでしょうか。
　下　薬の種類が増え、生命予後はだ
いぶ延びてきており、今は平均寿命と
ほとんど変わりないといわれています。
　山内　そうしますと、QOLが問題に
なるかということで、具体的にどうい
ったことをしたらよいのでしょうか。
　下　患者さんによく私がお話しする
のは、今まで楽しいことや趣味があっ
たのなら、それをぜひ続けてください
ということです。外国旅行が趣味だっ
たら、そういうところにどんどん行っ
てもらっていいですし、あとは散歩に
出たりとか、なるべく日常生活で自分
でできることをしていただく。進行期
になるとリハビリテーションも重要に
なってきますので、そのときにはすか
さずリハビリテーションの方々に介入
していただくのがよいかと思います。
　山内　趣味といってもなかなか難し
い感じで、何となく全体的に閉じこも
りになるような印象があるのですが。
　下　患者さんには一日中、家で閉じ
こもってテレビを見ているというよう
な状況は、避けるように伝えています。
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この病気は何かをしてはいけないとい
うのはありません。何でも好きなこと
をしてくださいと言うようにしていま
す。
　山内　歩くのが非常に困難で歩けな
いケースもあるのでしょうね。
　下　あります。進行期になりますと

転倒の問題がどうしても出てきてしま
うので、介助の方についていていただ
く。どうしてもそういうのが難しけれ
ば、歩行器や車いすを利用せざるを得
ないことが多いです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター
水　島　大　輔

（聞き手　池田志斈）

　HIV感染予防投薬「PrEP」についてご教示ください。
　近年、欧米を中心に予防的に薬を飲む「PrEP（プレップ）（Pre-exposure pro-
phylaxis：曝露前予防投与）という新しい予防法が広がりつつあると聞きまし
た。日本ではまだほとんど議論になっていないこの予防法の現状と課題につい
てご教示ください。

＜東京都勤務医＞

HIV感染予防投薬PrEP

　池田　水島先生、HIV感染の予防策
PrEP、これは「プレップ」と読むの
でしょうか。
　水島　はい。
　池田　どうして行われるようになっ
てきたのでしょうか。その背景はどの
ようなものなのでしょうか。
　水島　もともとHIVはうつりやすい
病気ではなく、昔はコンドームの使用
や、不特定多数の方と性行為をしない
というような、行動変容を介する予防
を行ってきました。ただ、残念ながら
今までのところ、それではHIVの新規
感染者数が減らないという現状があっ
て、やはりコンドームを使うなどの行
動変容だけでは不十分であるというこ

とがわかっています。それで近年では
HIVを薬を使って予防するやり方が広
まっている現状があります。
　池田　そういう背景なのですね。日
本は毎年何人ぐらいの方が新規感染と
して報告されているのでしょうか。
　水島　ここ最近ですと、コンスタン
トに毎年1,500人弱の方が報告されて、
高止まりを続けている状況になってい
ます。
　池田　減らないのですね。
　水島　そうですね。残念ながら減っ
ていない状況です。
　池田　リスクのある方に１日１回、
薬を投与するのですが、具体的にリス
クのある方とはどういう方を想定され
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