
価を打った後に13価を打つ期間も同様
に決められました。ただ、23価の後、
13価を打ったならば、その後に23価を
打つことが推奨されています。いわゆ
るブースター効果を期待するのです。
安全性と免疫原性をみたところ、この
期間が一番よかったことから、ご指摘
のような期間が推奨されているのです。
　山内　あとはコストですか。これは
けっこう値段が高いですね。
　永井　高いですね。
　山内　さて、65歳からということで、
私もこの対象になってしまうのですが、

ちょっと肺炎はまだ、70歳からでもい
いような気もするのですが、このあた
りはいかがでしょう。
　永井　今の65歳以上の方は皆さんお
元気ですから、そうおっしゃる方が多
いのですが、肺炎で亡くなる人の数を
年齢別グラフで見ますと、65歳から一
気に増えているのです。65歳からの死
亡者が多いものですから、お元気でし
ょうが、とりあえず打ったほうがいい
と考えています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

国立精神・神経医療研究センター病院脳神経内科医長
岡　本　智　子

（聞き手　山内俊一）

　71歳の女性患者さんです。2019年５月頃に大腸癌の術後（69歳時、腹腔鏡
にて手術）、イレウスで入院されました。その退院後より、次第に歩行が困難
となり、パーキンソン症候群の疑いのあと、岡山大学神経内科にて「多系統萎
縮症 線条体黒質変性症」と診断されました。この患者さんは、トイレに行くこ
とや家内歩行ができていますが、これからの経過と対応、疾病についてご教示
ください。
 ＜岡山県開業医＞

線条体黒質変性症

　山内　岡本先生、多系統萎縮症 線
条体黒質変性症とはどういった病気で
しょうかという質問です。まずこの病
名ですが、症が２つくっついている。
これもなかなか特徴的な名称です。こ
のあたりも何かいわれがあるのでしょ
うか。
　岡本　多系統萎縮症（Multiple sys-
tem atrophy：MSA）というのは、脊
髄小脳変性症の一つといわれています。
また、パーキンソン症候群の一つでも
あります。大きく分けて３つの病型に
分類されます。その一つがこちらに書
かれている線条体黒質変性症です。も
う一つがオリーブ橋小脳萎縮症、そし

てもう一つがシャイ・ドレーガー症候
群です。多系統萎縮症の中には大きく
この３病型があります。
　現在のMSAの診断基準では、MSAは
自律神経症状が伴うことが基盤になっ
ているため、小脳性運動失調が優位と
なる病型をMSA-C（MSA with pre-
dominant cerebellar ataxia）、パーキン
ソン症状から発症するものをMSA-P
（MSA with predominant parkinsonian 
features）に分類されます。
　多系統萎縮症というのは、その３病
型がいずれも進行していくと、病理的
にも同様の状態になりますし、最初の
初期症状は３つのいずれかが優位でも、
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tremorという何か物を丸めるようなふ
るえを呈することがパーキンソン病で
は特徴的とされます。一方、線条体黒
質変性症の場合はそういった安静時振
戦というよりも、姿勢時振戦だったり、
あるいは何か動作をしようとしたとき
にふるえたりすることが多いです。
　また、パーキンソン病の場合は片側
から始まることが多いのですが、もち
ろん皆さんが皆さんというわけではな
いですが、線条体黒質変性症の方は両
方、同程度に症状が出る方もけっこう
いらっしゃるという違いもあります。
　山内　そのあたりは専門医でないと
鑑別が難しいという気もいたしますね。
ただ、非専門医にとって、「ああ、パ
ーキンソンですね」というときに、そ
れで終わってしまって、先ほど自律神
経が主症状のシャイ・ドレーガー型み
たいなかたちで出てきますと、高齢の
方が多いですから、「まあ年だから」
と言いそうな気がするのですが、いか
がでしょう。
　岡本　高齢になりますと、立ちくら
みがしたり、便秘があったり、あるい
は排尿障害があったりと、自律神経症
状が出ますし、あるいは手のふるえが
出たり、動作も少し鈍くなります。パ
ーキンソン症状と自律神経症状は多少
なりとも出てきやすいので、それが病
的なものなのか、加齢によるものなの
かの判断が最初のうちはなかなか難し
いところがあるかもしれません。

　しかしながら、シャイ・ドレーガー
症候群、つまり多系統萎縮症の自律神
経障害が強いタイプになると、臥位か
ら立ち上がったときに急に最高血圧が
30～50㎜Hg低下し、失神を起こす症
例があります。立ちくらみがひどいと
か、あるいは便秘も非常に頑固で、週
に１回出るか出ないかとか、そうした
非常に高度な便秘を起こす人がいます。
これは高齢にしてもあまりにもおかし
い。生活上支障をきたす場合には、専
門の神経内科医のところに行っていた
だければ、より診断が早くつくと思い
ます。
　山内　自律神経障害にしても、通常
見られるものよりはかなり高度、重症
と見てよいのですね。
　岡本　そうですね。シャイ・ドレー
ガー症候群の場合はそういうことにな
ります。
　山内　それが発見のきっかけの一つ
になるのですね。
　岡本　この病型の場合はそうですね。
　山内　元に戻りますが、線条体黒質
変性症ですが、診断はやはり画像診断
になるのでしょうか。
　岡本　そうですね。多系統萎縮症の
場合、線条体黒質変性症の場合は、脳
のMRIで線条体というところがあるの
ですが、そこが萎縮し、T２強調画像
で被殻外側部に高信号が出るという特
徴があります。線条体が萎縮して小さ
くなっていくのが見てとれる場合が多

最終的に経過が長くなれば、それぞれ
の症状が合併してくる、そういう特徴
があるので、一つの疾患として多系統
萎縮症と呼ばれるようになりました。
　山内　最後は３つとも出てくること
がありうるということですね。
　岡本　そうです。多少強弱はありな
がらも、最終的には同様の病態、病状
になっていくというところがあります。
　山内　ということで、こういうやや
こしい病名になっているのですね。病
理的にはどういったものが特徴なので
しょうか。
　岡本　病理学的な特徴としては、α
シヌクレインという物質が蓄積する。
特にオルゴデンドログリアというグリ
ア細胞に蓄積することが特徴的といわ
れています。また、神経細胞の脱落、
変性、グリオーシスが認められます。
例えば線条体黒質変性症は線条体、被
殻、黒質の変性が強いです。オリーブ
橋小脳萎縮症は、その名のとおり、オ
リーブ核というところや橋というとこ
ろ、あるいは小脳のところの部位に変
性が強い。シャイ・ドレーガー症候群
というのは自律神経諸核が主にやられ
るタイプで、自律神経系の変性が強い
ということもあります。それぞれの病
理学的な病変部位の差はありますが、
そういったことがいわれています。
　山内　そういった変性の強い場所、
それから萎縮の度合いで症状に違いが
出てくるのですね。

　岡本　そうですね。
　山内　さて、質問は線条体黒質変性
症ということで、今のお話ですと、パ
ーキンソン病との鑑別になるようです
が、難しそうですね。
　岡本　かなり難しいです。パーキン
ソン病というのは黒質が障害されてド
パミン神経細胞が減少する病気で、ド
パ製剤などのパーキンソン病の薬が非
常によく効くタイプの病気で、発症機
序が違うのです。線条体黒質変性症と
パーキンソン病の違いは大きく３つあ
ります。一つは線条体黒質変性症のほ
うが進行が早い。あと、線条体黒質変
性症はパーキンソン病の薬が効きにく
い。それと、先ほど申しましたように
最終的には小脳症状、自律神経症状を
併せ持ってくる。そのような進行の仕
方をして、最終的に多系統萎縮症と診
断されることがあります。しかしなが
ら、ごく初期の場合に、歩行障害、あ
るいは動作が鈍くなったり、手がふる
える、そういう症状、つまりパーキン
ソン症状は、パーキンソン病も多系統
萎縮症も両者に出るので、なかなか鑑
別しづらいところです。
　山内　その中でも少し違うといった
ところはあるのでしょうか。
　岡本　パーキンソン病の方はふるえ
で発症する方が多いのですが、典型的
なふるえはパーキンソン病の場合は安
静時振戦、要するに何もしていないと
きに手が細かくふるえる。pill-rolling 
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tremorという何か物を丸めるようなふ
るえを呈することがパーキンソン病で
は特徴的とされます。一方、線条体黒
質変性症の場合はそういった安静時振
戦というよりも、姿勢時振戦だったり、
あるいは何か動作をしようとしたとき
にふるえたりすることが多いです。
　また、パーキンソン病の場合は片側
から始まることが多いのですが、もち
ろん皆さんが皆さんというわけではな
いですが、線条体黒質変性症の方は両
方、同程度に症状が出る方もけっこう
いらっしゃるという違いもあります。
　山内　そのあたりは専門医でないと
鑑別が難しいという気もいたしますね。
ただ、非専門医にとって、「ああ、パ
ーキンソンですね」というときに、そ
れで終わってしまって、先ほど自律神
経が主症状のシャイ・ドレーガー型み
たいなかたちで出てきますと、高齢の
方が多いですから、「まあ年だから」
と言いそうな気がするのですが、いか
がでしょう。
　岡本　高齢になりますと、立ちくら
みがしたり、便秘があったり、あるい
は排尿障害があったりと、自律神経症
状が出ますし、あるいは手のふるえが
出たり、動作も少し鈍くなります。パ
ーキンソン症状と自律神経症状は多少
なりとも出てきやすいので、それが病
的なものなのか、加齢によるものなの
かの判断が最初のうちはなかなか難し
いところがあるかもしれません。

　しかしながら、シャイ・ドレーガー
症候群、つまり多系統萎縮症の自律神
経障害が強いタイプになると、臥位か
ら立ち上がったときに急に最高血圧が
30～50㎜Hg低下し、失神を起こす症
例があります。立ちくらみがひどいと
か、あるいは便秘も非常に頑固で、週
に１回出るか出ないかとか、そうした
非常に高度な便秘を起こす人がいます。
これは高齢にしてもあまりにもおかし
い。生活上支障をきたす場合には、専
門の神経内科医のところに行っていた
だければ、より診断が早くつくと思い
ます。
　山内　自律神経障害にしても、通常
見られるものよりはかなり高度、重症
と見てよいのですね。
　岡本　そうですね。シャイ・ドレー
ガー症候群の場合はそういうことにな
ります。
　山内　それが発見のきっかけの一つ
になるのですね。
　岡本　この病型の場合はそうですね。
　山内　元に戻りますが、線条体黒質
変性症ですが、診断はやはり画像診断
になるのでしょうか。
　岡本　そうですね。多系統萎縮症の
場合、線条体黒質変性症の場合は、脳
のMRIで線条体というところがあるの
ですが、そこが萎縮し、T２強調画像
で被殻外側部に高信号が出るという特
徴があります。線条体が萎縮して小さ
くなっていくのが見てとれる場合が多

最終的に経過が長くなれば、それぞれ
の症状が合併してくる、そういう特徴
があるので、一つの疾患として多系統
萎縮症と呼ばれるようになりました。
　山内　最後は３つとも出てくること
がありうるということですね。
　岡本　そうです。多少強弱はありな
がらも、最終的には同様の病態、病状
になっていくというところがあります。
　山内　ということで、こういうやや
こしい病名になっているのですね。病
理的にはどういったものが特徴なので
しょうか。
　岡本　病理学的な特徴としては、α
シヌクレインという物質が蓄積する。
特にオルゴデンドログリアというグリ
ア細胞に蓄積することが特徴的といわ
れています。また、神経細胞の脱落、
変性、グリオーシスが認められます。
例えば線条体黒質変性症は線条体、被
殻、黒質の変性が強いです。オリーブ
橋小脳萎縮症は、その名のとおり、オ
リーブ核というところや橋というとこ
ろ、あるいは小脳のところの部位に変
性が強い。シャイ・ドレーガー症候群
というのは自律神経諸核が主にやられ
るタイプで、自律神経系の変性が強い
ということもあります。それぞれの病
理学的な病変部位の差はありますが、
そういったことがいわれています。
　山内　そういった変性の強い場所、
それから萎縮の度合いで症状に違いが
出てくるのですね。

　岡本　そうですね。
　山内　さて、質問は線条体黒質変性
症ということで、今のお話ですと、パ
ーキンソン病との鑑別になるようです
が、難しそうですね。
　岡本　かなり難しいです。パーキン
ソン病というのは黒質が障害されてド
パミン神経細胞が減少する病気で、ド
パ製剤などのパーキンソン病の薬が非
常によく効くタイプの病気で、発症機
序が違うのです。線条体黒質変性症と
パーキンソン病の違いは大きく３つあ
ります。一つは線条体黒質変性症のほ
うが進行が早い。あと、線条体黒質変
性症はパーキンソン病の薬が効きにく
い。それと、先ほど申しましたように
最終的には小脳症状、自律神経症状を
併せ持ってくる。そのような進行の仕
方をして、最終的に多系統萎縮症と診
断されることがあります。しかしなが
ら、ごく初期の場合に、歩行障害、あ
るいは動作が鈍くなったり、手がふる
える、そういう症状、つまりパーキン
ソン症状は、パーキンソン病も多系統
萎縮症も両者に出るので、なかなか鑑
別しづらいところです。
　山内　その中でも少し違うといった
ところはあるのでしょうか。
　岡本　パーキンソン病の方はふるえ
で発症する方が多いのですが、典型的
なふるえはパーキンソン病の場合は安
静時振戦、要するに何もしていないと
きに手が細かくふるえる。pill-rolling 
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方がいらっしゃいます。
　山内　遺伝は知られていないのです
か。
　岡本　多系統萎縮症は遺伝性の疾患
ではないと考えられています。ごくま
れに家族内発症の報告がありますが、
孤発例がほとんどです。ですので、ど
なたが発症するかは現在も全くわかっ
ていません。
　山内　あと、この質問の症例は大腸
がんの手術を行った後、イレウスがあ
ったということですが、誘因になって
いることはありうるのでしょうか。

　岡本　がんと神経疾患との関係はす
べて証明できるわけではないので、一
概に関連性があるかはなかなか言いづ
らい面があります。しかしながら、こ
の方の場合、大腸がんの術後、イレウ
スで入院されましたと書かれています。
イレウスになるということは、その当
時から多系統萎縮症にある自律神経障
害による腸管の運動機能低下があって、
術後にさらに腸管運動低下に拍車をか
けたということが想像されます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

いです。そのほか、オリーブ橋小脳萎
縮症の場合は、小脳が萎縮することで
わかる場合がありますし、橋というと
ころが脳の中にあるのですが、著明に
萎縮し、橋のところに十字サインとい
う、T２強調画像で十字に高信号が見
られることがあります（図）。そうい
ったことがこの疾患を強く疑う画像所
見といわれています。
　山内　最後に経過ないし予後ですが、
先ほどのお話からすると特効薬はない
感じですね。進行も早いとなると、パ
ーキンソン病よりもかなり悪そうです
が。
　岡本　パーキンソン病の場合は、昨
今、多くの種類の薬が出ています。で
すので、うまくコントロールすれば寿
命を全うできる方も少なくありません。

しかしながら、線条体黒質変性症の場
合はそういったパーキンソン病の症状
がありながら、パーキンソン病の薬が
効きにくい、効かなくなってくる。最
終的には効かない。そういうことがあ
りますので、症状の進行はパーキンソ
ン病に比べて早いと言わざるをえませ
ん。
　山内　５～10年ぐらいで臥床状態に
なる。
　岡本　だいたい初期から歩行障害が
目立ってきて、薬が効かないので、ど
んどん歩けなくなってくる。３～５年
で車いす、５～９年ぐらいでbedridden
といいますか、臥床生活。９年ぐらい
になりますと、誤嚥性肺炎だとか窒息
だとか、臥床生活が長く続きますと、
そういった合併症を起こして亡くなる

図　多系統萎縮症頭部MRI  T２強調画像

Hot cross bun sign
（HCBS）

Hyperintense putaminal rim
（HPR）
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方がいらっしゃいます。
　山内　遺伝は知られていないのです
か。
　岡本　多系統萎縮症は遺伝性の疾患
ではないと考えられています。ごくま
れに家族内発症の報告がありますが、
孤発例がほとんどです。ですので、ど
なたが発症するかは現在も全くわかっ
ていません。
　山内　あと、この質問の症例は大腸
がんの手術を行った後、イレウスがあ
ったということですが、誘因になって
いることはありうるのでしょうか。

　岡本　がんと神経疾患との関係はす
べて証明できるわけではないので、一
概に関連性があるかはなかなか言いづ
らい面があります。しかしながら、こ
の方の場合、大腸がんの術後、イレウ
スで入院されましたと書かれています。
イレウスになるということは、その当
時から多系統萎縮症にある自律神経障
害による腸管の運動機能低下があって、
術後にさらに腸管運動低下に拍車をか
けたということが想像されます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

いです。そのほか、オリーブ橋小脳萎
縮症の場合は、小脳が萎縮することで
わかる場合がありますし、橋というと
ころが脳の中にあるのですが、著明に
萎縮し、橋のところに十字サインとい
う、T２強調画像で十字に高信号が見
られることがあります（図）。そうい
ったことがこの疾患を強く疑う画像所
見といわれています。
　山内　最後に経過ないし予後ですが、
先ほどのお話からすると特効薬はない
感じですね。進行も早いとなると、パ
ーキンソン病よりもかなり悪そうです
が。
　岡本　パーキンソン病の場合は、昨
今、多くの種類の薬が出ています。で
すので、うまくコントロールすれば寿
命を全うできる方も少なくありません。

しかしながら、線条体黒質変性症の場
合はそういったパーキンソン病の症状
がありながら、パーキンソン病の薬が
効きにくい、効かなくなってくる。最
終的には効かない。そういうことがあ
りますので、症状の進行はパーキンソ
ン病に比べて早いと言わざるをえませ
ん。
　山内　５～10年ぐらいで臥床状態に
なる。
　岡本　だいたい初期から歩行障害が
目立ってきて、薬が効かないので、ど
んどん歩けなくなってくる。３～５年
で車いす、５～９年ぐらいでbedridden
といいますか、臥床生活。９年ぐらい
になりますと、誤嚥性肺炎だとか窒息
だとか、臥床生活が長く続きますと、
そういった合併症を起こして亡くなる

図　多系統萎縮症頭部MRI  T２強調画像

Hot cross bun sign
（HCBS）

Hyperintense putaminal rim
（HPR）
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