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パーキンソン病？ 2

（古典的）４大徴候



パーキンソン病？ 3

患者さんの主訴

鉛筆や箸はふるえない
何もしてない時に「あんたふるえてるよ」と言われる
緊張するとひどくなる

歩くのが遅くなって、友人や奥さんについて行けない
すっと立てない・歩き出せない
包丁で「トントントン…」と切れなくなった
よくつまずく、ぼそぼそしゃべる

動作が小さくなる、もあり

まずは
運動症状



パーキンソン病の全体像 4

運動症状

認知障害 自律神経
症状

ウラの顔（非運動症状）

オモテの顔



パーキンソン病の診断基準
Movement Disorder Society 2015
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臨床的に
確実な PD

相対的除外基準0
支持的基準２つ

臨床的にほぼ
確実な PD

相対的除外基準１つ
支持的基準１つ

相対的除外基準２つ
支持的基準２つ

２つ以上の
相対的除外基準

臨床的に PD ではない

臨床的に PD ではない
No

臨床的に PD ではない

or

PD前駆状態を考慮
（prodromal PD）

No

STEP 1

絶対的除外基準（９つ）がない

STEP 2 Yes

相対的除外基準もしくは２つ以上の
支持的基準があるか？

STEP 3 Yes

10種類の相対的除外基準

支持的基準
• ドパミン補充療法が有効
• レボドパ誘発性ジスキネジア
• 静止時振戦
• MIBG集積低下、重度嗅覚低下

パーキンソニズムがある
運動緩慢＋筋強剛 or 振戦



運動症状の重みづけ
MDS-UPDRS
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パーキンソニズムがある
運動緩慢＋筋強剛 or 振戦

運動緩慢の評価項目

• 指・爪先のタッピング

• 離握手、手の回内回外運動

• 椅子からの起立

• 歩行

• 言語

• 表情

遅い、止まる
動作の幅が小さくなる

１回でできない、手すりを要する

遅い、小刻み・すり足、加速・突進

小声、単調、不明瞭

まばたき減少、ポーカーフェイス、流涎



運動症状の重みづけ
MDS-UPDRS
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パーキンソニズムがある
運動緩慢＋筋強剛 or 振戦

筋強剛の評価

上肢は手関節と肘関節を同時
下肢は股関節と膝関節を同時に評価

誘発法の要否
可動域全体を動かせるか

振戦の評価

静止時振戦（4-6Hz, 動作開始時に抑制）

re-emergent tremor（両上肢水平挙上→5-8秒で生じる）

動作時・姿勢時振戦のみの場合は診断に組み入れない

＜他の特性＞ 歩行時に誘発、計算負荷などで増強、回旋性成分伴う



9つの絶対的除外基準 8

⚫小脳性運動失調
⚫垂直性核上性眼球運動障害
⚫失語症・異常行動
⚫3年以上症状が下肢のみ
⚫薬剤性パーキンソニズム
⚫高用量のレボドパが無効
⚫DATスキャンが正常
⚫皮質性感覚障害
⚫専門医が違うと判断



症状が下肢のみ、の場合 9

⚫特発性正常圧水頭症
⚫脳血管性パーキンソニズム

歩行姿勢が
異なる

典型的なパーキンソン病の姿勢 姿勢の特徴

◼ 前傾姿勢

◼ 膝・肘が曲がる

◼ 頭を突き出す

◼ 手・指の変形

◼ 体の軸が傾く

◼ 足は平行

（爪先が開かない）

倒れやすさ

◼ 突進現象

◼ 方向転換困難



特発性正常圧水頭症（iNPH） 10
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3大症候：歩行障害・認知機能低下・尿失禁



脳血管性パーキンソニズム 11

歩行障害＋認知機能低下 高血圧症など脳梗塞危険因子

線
条
体
の
多
発
ラ
ク
ナ

被
殻
の
陳
旧
性
梗
塞

＜症例2＞＜症例1＞



薬剤性パーキンソニズム

向精神薬でパーキンソニズムは悪化

2つの代表的パターン

Lewy小体型認知症(DLB)のパーキンソニズム出現

非Lewy小体病患者の薬剤性パーキンソニズム発症

特にセレネース、ドグマチール（スルピリド）

最近はいきなり幻視・幻聴・妄想から発症したDLB
に対し、シクレスト、エビリファイ、レキサルティ
等の非定型向精神薬多剤併用例がある

必ずCPKと腎機能チェック！：悪性症候群鑑別

高齢者にセレネースはなるべく避ける
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パーキンソン病の画像診断 13

MRI

Parkinson関連
神経変性疾患

DAT scan

RI検査

dot状

集積低下

正常圧
水頭症

脳血管性Parkinson症候群

MIBG心筋シンチ 左室集積低下

Parkinson病

進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症
多系統萎縮症（MSA-P）

下記疾患に特異的な所見



パーキンソン病の画像診断 14



パーキンソン病関連疾患
（パーキンソン病“もどき”）
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⚫多系統萎縮症（MSA-P）
⚫進行性核上性麻痺（PSP）
⚫大脳皮質基底核変性症（CBD）

いずれも神経変性疾患＝進行性
蓄積するタンパクが各々異なる
MRIなど画像診断における特徴がある
（PDは特定のMRI異常を来さない）
抗パーキンソン薬に抵抗性

鑑別診断はしばしば難しい→専門医の役割です



パーキンソン病関連疾患

PSPとCBD
16

◼ 進行性核上性麻痺（PSP:progressive supranuclear palsy）

頸部後屈、極端な易転倒性、垂直性眼球運動障害が特徴

固縮は項部・体幹優位で四肢は軽度、安静時振戦は稀

認知症は前頭葉型で、思考緩慢、性格変化が目立つ

◼ 大脳皮質基底核変性症（CBD:corticobasal degeneration）

前頭葉型認知症、自発性低下、左右差が著明な四肢の失行
などが特徴

いずれも 4 repeat tauが蓄積

臨床的には相互の鑑別、あるいは他のパーキンソニズムを呈する
疾患との鑑別が困難で、臨床的にPSPあるいはCBDとされた症例
が病理学的検討で他疾患と確定診断されることがしばしばある。
そのため臨床上の概念としてCBS（corticobasal syndrome）が
用いられ、CBDは病理学的に確定したものを示すことになった。



パーキンソン病関連疾患

進行性核上性麻痺（PSP）
17

中脳被蓋が萎縮

hummingbird sign

（ハチドリの頭に似る）



パーキンソン関連疾患

大脳皮質基底核変性症（CBD）
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左右非対称性
頭頂部にかけての
前頭葉萎縮

初期像

進行期像



OPCA SND

SDS

MSA

Graham & Oppenheimer (1969)

Pappらによるglial cytoplasmic inclusion (GCI) の確認 (1989) :病理学的な裏付け

線条体黒質変性症
パーキンソニズムが先行

＝MSA-P

オリーブ橋小脳萎縮症
小脳失調が先行

＝MSA-C

Shy-Drager症候群
自律神経症状が主体 GCI(a-synuclein染色)

パーキンソン関連疾患

多系統萎縮症（MSA）
19



MSAの臨床経過

パーキンソニズム、小声症

MSA-P
運動失調、失調性構音障害

MSA-C

起立性低血圧
排尿障害
消化管障害

SDS

車椅子→寝たきり
嚥下障害→胃瘻造設

Gerhardt症候群→気管切開

死因：肺炎（50%）、窒息（20%）、原因不明の突然死（20%）
睡眠時無呼吸症候群、低血圧性ショック etc.

四肢・体幹の
固縮

姿勢の障害
失調（軽度）

全経過
5～10年

（平均約7年）

注）Gerhardt症候群：MSAに特異的にみられる声帯開大麻痺

20



パーキンソン関連疾患

多系統萎縮症（MSA）
21

1, 小脳・脳幹（橋）萎縮：最も診断価値が高い

PD

(正常)

MSA-P

MSA-C

end 

stage



パーキンソン関連疾患

多系統萎縮症（MSA）
22

2, hot cross bun signとslit sign

MSA-PMSA-C

slit sign

hot cross 
bun sign

橋横走線維の
萎縮を反映

被殻の萎縮を
反映



パーキンソン病の治療 23



早期パーキンソン病治療アルゴリズム 24

診断

症状あり・治療希望あり 定期的診察・教育・リハビリ

精神症状発現リスク大
当面の症状改善を優先すべき事情あり

運動合併症のリスク大

L-dopaで治療開始 ドパミンアゴニスト or MAO-Bi

症状改善は十分か？ 症状改善は十分か？

症状進行に注意
しつつ経過観察

症状進行に注意
しつつ経過観察

L-dopa増量 or

ドパミンアゴニスト
MAO-Biなどの追加

他剤への変更
or 併用考慮

65歳未満の発症など

認知症合併など

H-Y stage 3以上、転倒リスク大など

Yes

Yes

Yes

Yes Yes

No

No

No

No No



L-dopa（レボドパ）

 治療の基本薬剤

 即効かつ明らかな効果

 長期連用で効果減弱

wearing-off （有効時間の短縮）

on-off（突然薬が効かなくなる）

delayed on（効き目が遅くなる）← 便秘

 効き過ぎると不随意運動（ジスキネジア）

 時に幻覚・妄想を来す

 中枢神経系に入る前に、末梢血管でdopamineに
変換されるのを防ぐため、ドパ脱炭酸酵素阻害薬
（DCI）との配合剤（メネシット、マドパー）が主
に用いられる

25



L-dopaの効果が短縮し薬が切れる時間を生じる

至適治療域

効きすぎ

1錠

wearing-off現象とその対策~1

至適治療域

＜対策１＞ 1回投与量を減らして服用回数を増やす

0.5錠

26



L-dopaの効果が短縮し薬が切れる時間を生じる

至適治療域

効きすぎ

1錠

wearing-off現象とその対策~2
27

至適治療域

＜対策２＞ MAO-B阻害薬、COMT阻害薬併用

効きすぎ

1錠

L-dopaの分解を
遅らせる

至適治療域



COMT阻害薬（コムタン、オンジェンティス）

MAO-B阻害薬（エフピー、アジレクト、エクフィナ）

：L-dopa分解を妨げ、作用時間を延長

ゾニサミド（トレリーフ）：L-dopa合成促進、MAO-B阻害

⇒ wearing off改善、L-dopa減量

薬物療法その他

◼ 抗コリン薬：ドパミン低下とのバランスを取る

◼ 特に振戦に有効

◼ 副作用：幻覚・妄想、口渇、便秘、排尿障害

◼ アマンタジン：神経終末のドパミン放出促進

◼ ジスキネジアが強い場合の補助薬剤

◼ ドロキシドーパ：ノルアドレナリン低下を補う

◼ すくみ足、起立性低血圧（立ちくらみ）に有効

28



ドパミン代謝経路と抗パーキンソン薬

L-チロシン

L-ドパ

ドパミン

チロシン水酸化酵素

ドパ脱炭酸酵素 (DCI)

モノアミン酸化酵素 (MAO)カテコール-O-メチル
トランスフェラーゼ (COMT)

アルデヒド酸化酵素

3-メトキシチラミン

3,4-ジヒドロキシフェニル酢酸

ホモバニリン酸

MAO

COMT

アルデヒド酸化酵素

阻害薬が作用する
酵素

（末梢のみ）

Blood Brain 
Barrier

29



ドパミン受容体刺激薬（アゴニスト）

かつてL-dopaと並ぶ基本薬剤とされた
若年・非認知症者によい適応

麦角系と非麦角系があるが、現在はほとんど後者
長時間安定した効果（徐放剤・経皮吸収剤）
即効性には乏しい
副作用が多い～生じたら原則中止
突発性睡眠：運転禁止、入浴時など注意
幻覚・妄想：高齢者に生じやすい
病的賭博・浪費：気づかれにくい
性欲亢進：介護困難の重大な要因
心臓弁膜症（麦角系）
吐き気、食思不振（投与初期に多いが遷延あり）
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L-dopa効き過ぎ状態～ジスキネジア 31

◼ 不規則かつしばしば体幹を含む粗大な不随意運動
◼ 患者はしばしば振戦と混同し、さらにL-dopaを過剰内服し悪化させる

（慣れない医師が問診のみで対処すると生じやすい～L-dopa依存を誘発）
◼ 一方で、ADLを低下させない軽度のジスキネジアは許容する



パーキンソン病の全体像 32

運動症状

認知障害 自律神経
症状

ウラの顔（非運動症状）



パーキンソン病の認知障害

反復する幻視

注意・覚醒度の動揺

REM睡眠行動障害

注意・実行機能・視空間認知障害

抗パーキンソン薬で悪化
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Lewy小体型認知症と基本的に共通



パーキンソン病の進展～Braak仮説 34

嗅覚障害・自律神経障害
（特に便秘・頻尿）

運動症状（パーキンソニズム）
睡眠障害（レム睡眠行動異常）

認知障害（幻視・妄想）
感情障害（抑うつ・衝動性）



パーキンソン病の認知障害～幻視 35

誰かがこっち向いて
俺を笑ってる！

110番！あなたどこの子？ 119番！

ありありと具体的な事物が見える。悪化に伴い荒唐無稽に。対応を行動に移す。



パーキンソン病の認知障害～

注意・覚醒度の動揺

いきなりⅢ-300、しかしバイタルびくとも
しない！が数時間持続することがある。

36



パーキンソン病の認知障害～REM睡眠行動障害 37

◼ 隣の配偶者につかみかかったり、物を壁に投げつけて壊したりすることもある。
◼ 本人も内容を覚えていることがある（泥棒がいた、熊に襲われた etc.）
◼ 治療はクロナゼパム（リボトリール）就寝前投与



パーキンソン病の認知障害

抗パーキンソン薬で悪化
特に抗コリン薬（アーテン）、ドパミンアゴニスト、
MAO-B阻害薬

夜間の治療薬を減量、L-dopa単独に移行

時にアリセプトが有効（保険収載あり）

無効なら抑肝散、セロクエル、リスパダールで対処
（通常用量より少量で！）

セレネースは基本的に使わない！（しばしば却って
悪化する）
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Lewy小体型認知症と基本的に共通



パーキンソン病の全体像 39

運動症状

認知障害 自律神経
症状

ウラの顔（非運動症状）



パーキンソン病の自律神経障害

きわめて頑固な便秘

頻尿>>尿閉

極端な血圧変動→低血圧傾向

発汗障害によるうつ熱

抗パーキンソン薬で悪化すること
がある

40



パーキンソン病の自律神経障害～便秘

最初期からの症状であることが多い

まず食物繊維・水分摂取、運動療法

抗コリン薬、Ca拮抗薬、三環系抗うつ薬中止

次いでドパミンアゴニスト減量・中止

刺激性下剤の連用は避ける

センノシド頓用は最小限に：大腸黒皮症を誘発

マグミット、アミティーザ、グーフィス、モサプ
リドなどで便性状改善と緩やかな腸蠕動促進

→ delayed onの改善にもつながる

41



パーキンソン病の自律神経障害～頻尿

尿閉にはなりにくい（MSAとの違い）

膀胱選択性の高い抗コリン薬（ベシケア、ステー

ブラなど）を用いる

（それでも便秘や幻視の治療とは拮抗する！）

夜間頻尿における転倒予防のため、有効時間
の長いドパミンアゴニスト貼付薬を用いる

排尿困難にはエブランチル、ハルナール投与

42

他の合併症治療としばしば拮抗、効果も得にくい！



パーキンソン病の自律神経障害～

血圧異常

初期には変動幅が拡大（低下が危険）

最初は食事中･後の傾眠や、入浴中･後の倦怠感などを訴える

失神は来しにくい（MSAとの違い）

まず環境･行動調節（急な姿勢変化･温度変化回避、長時間の
椅子座避け、足を上げる･動かす、水分･塩分摂取 etc.）

次いで薬物療法（ドプス、メトリジン、フロリネフ）

抗パーキンソン薬は一般に血圧低下を助長

弾性ストッキングやコルセット装着（臥位では外す）、臥位
高血圧回避のため夜間30度ヘッドアップなどの理学療法併用

43

おとといは血圧が180超えとるで風呂入れんといわれた。
昨日は100切っとるで入れんといわれた。
いってゃあどうなっとるだ！説明してちょう！



手術（骨折・消化管疾患）の対応

大原則：抗パーキンソン薬の中断は禁忌！
L-dopa中断は悪性症候群を招く

ほとんどの抗パ薬は内服薬だが、L-dopaは注射薬
（ドパストン注）、ドパミンアゴニストは貼付薬
（ニュープロパッチ、ハルロピ）がある

L-dopa の保険用量上限は50mg/dayだが、進行期
には全く不足であり、L-dopa/DCI配合剤100mg
＝注射剤50～100mg/回で、1回1～2時間で点滴静
注する（安価なので切られること覚悟でガイドライ
ンが作成されている）。

よほどの認知症がない限りDA貼付薬併用
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PD患者の絶飲食時は迷わず連絡を！



take-home message

運動緩慢が最も重要な症状

起立･歩行障害のみなら他疾患も考慮

薬剤性パーキンソニズムを作らない、見落
とさない

L-dopaがやっぱり治療の柱

ｗearing-off、dyskinesiaは治療見直し
の契機

精神症状, 自律神経症状もPDの症状のうち
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～迷ったらすぐご紹介下さい～


