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2)Machado-Joseph病 病理学的問題点
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Machado-Josephdisease(MJD)isanautosomaldominanthereditaⅣ ataxiarep()rted

inthePortuguesedescendaJltS. Duringthepast10years,increasingcasereportsofMJD

inJapanesefamilieshaveindicatedthatthisparticulal･neur()degenerativedis()rderisnot

uncommoninJapanaspreviouslysupposed.andthataffectedsitesarewidelydistributed

intheCNSregionsincludingthesubthalam()-pallidalsystem,substantianigra.pontine

nuclei,tegmentum ofthebrainstem,accessorycuneatenucleus,dentatenucleus,cranial

nenrenuclei,anteriorhnrnnfthespinalc()rd,Clarke'scolumn.spinocerebellartracts,

intemedi()lateralnucleiandOnuJ'snucleus.′Ⅰ､heinvol＼･･ement()∫subthalam(叩auidalsystem

maybecharacteristicipJapanesepatients.

Keywords:Machad(十Josephdisease,pathology,spinocerebellardegeneration

Machado-Joseph病,病鳳 脊髄小髄変性症

Machado-Joseph病は 1970年代から主としてポ′レト

ガ′し糸白人に報告されてきた常染色体優性遺伝を示す神

経変性疾患であるlト~3).本邦では 1983年,Sakai ら一11が

Joseph病として 1家系 1剖検例を報告 し,本邦におけ

る MJD の存在が示唆 された.一方当地新潟において

も類似症例の臨床 ･病理学的検討が為され 1986年我々
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は湯浅 ちとともかこ本邦第 2例日の MJD 症例を報告 し

た5161.その後.本邦での MJD 症例の報告が相次いだ

が, これらの症例がポル トガル系 MJD と同一疾患と
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分子遺伝病の臨床 と病理

1. ポルトガル系白人の MJDの

病理組織学的特徴
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ず Lも詳細な報告が為 されていない例 もみ られるが,概

ね共通す る中枢神経系病変 と して異質,橋核,脳神経諾

核,歯状核,脊髄前角, クラー ク柱,脊髄小脳路等の変

1970年代か ら80年代初頭にかけて報告 された, ポ′し 性を指摘可能であ り-かな り多系統 におよぶ病変が特徴

トガ′し糸白人の MJD 剖検例の所見を表 1に示す.JFJ､ である.

表 l Machad(卜Josephdisease:P()rluguesecases

Cases Woods& Woods& Nielsenさ十1977 Rosen-毎rgeta19十1979 RornanuIRomanulRomanu1SachdevSachdevCoutinho
SChaum-Schaum - etd仰 etallO) etalll) etal12) etal1台)etd131

burg乏)1972 buTg7)1975 1977 1977 1978 1982 1982 1982

Sex,ageatonset(yr) M17 M44 F21 F42 M33 M29 F49 F47 M14 M8

Durationofillness(yr) 13 lO 15 30 28 23 23 24 31 7

CerebralC0{eX - + - 肘 十十十十十十 -

Thalamus - 鵬 - -

Neostriatum +++ - +++十十十 十十+十十十++ -

Pallidum,ned.se早.l誌t.scg.Subthalamicnucleus ++++++ ++++ 十十 ++

Substantianigra +++ 十十十 ++ 十十十十 +++

RednucleusLocusceruleus 十十十 +十十 十++Pontinenuclei 十十+ +++ - 十十

InferioroliVeAecessorycuneatenuC.GracileandぐuneatenuC.CranialN.andnucleiⅢ,Ⅳ,Ⅵ 十十十 +++++ 十十+++ 十十++ +十十十十

Ⅶ,Ⅷ 十+ +++ +++ 十十十

α, Ⅹ ++ + + +++

盟 十十 十 + 十十十

Cerekllarcortex - - - - - -

Dentatenucleus 十十十 十十十 十十十 - - ++

Anteriorhorn 十十+ +++ +++. +++ 十十 十十 十十 十十十

clark'scolumn +++ 十十十 + ++ +十十十+ 十十 十十十十十十十+ +++ +++

Spinoceretxllartrac.ts ++ +++ 十十 十十 十十 十十

Posteriorcolumn … - - 十十 + ++

CorticospinaltractsAnteriorrootPosteriorrootDorsalroot卵ngliaPeripheralnerveMuscte +++十十 十 ++十十 十十十+++十十十十十十+

+++ :severeneuronaltossorbdegeneration,++ :moderate.+:mild.I :normal



16Ll 新潟医学会雑誌 第 109巻 第4号 平碇7年4月

2. 本邦の MJD症例の病理組織学的特徴

1980年代 に報告 され MJD と考え られ る症 例の中で

詳細 な神経病理 所見 の記載 のみ られ る ものを泰 豊 をこ示

す. その中 には, 松原 11-や Mizutanietal.151の症 例

の よ うiこ, 当初 MJD と して診断 されず に報 告 され た

もの を含む.Sakaiらの報告 した本邦第 1例日の症例･11

は, その病変分布 を見 ると明 らかな よ うに, ポル トガル

系白 人の MJD に極 めて よ く類似 していた.

一 方,我 々が 1986年に本邦 第 2例 日と して報告 した

症 例 6､(発症時 18歳,女性,全経過 16年) な らびに,別

の家系に属す る症例 (発症時14歳,女性,全経過 18年 )は

表 2 Machado-Joseph disease:Japanese e ases

Cases Sakaleta1 小 松 原抑 粒質l速さ 松原14i Mizutanietalt51 若 林 ら 16) 陸ら17) 山田ら6) present
1983 1983 1983 1983 1983 1983 1987 1986 Case

Sex,ageatonset(yr) M25 F43 M14 M18 F35 F17 F29 F18 Fl4

Durationofillness(yT-) 13 ll 9 13 16 18 6 16 18

Cerebralcortex - - - - -

Thalamus - - - - -

Neostriatum + + 十 - - -

Pallidum,med.seg. - 十十 十十+ 十十十 + +++ 十十 +++ 十十十

tat.se早. ++十十 + 十十 ++ 十 ++ - 十十 ++

Subthalamienucleus - - 十 十十十 +十十 十十十 +++ 十十十

Substantianigra ++ 十十+ ++ 十十十 +++ ++ 十十 ++

Rednucleus - 十十 - 十 + ++ 十

Locusceruleus - 十 ++ + ++

PontinenuClei 十十十十 ++ - +++ 十十十 ++ 十十

Inferior(ーliVe - - + + 十十十 十十++++十十 - -

Accessorycuneatenuc. 十十 十十 +++ 十十十 十十十 +++

Graeileandeuneatenuc.CranialN.andnuclei皿, Ⅳ, Ⅵ ++ ++ 十十十 +++ + 十十十

+++ ++ 十十十 ++++十十 ++ 十十十

Ⅶ,Ⅶ1 十十 + ++十 ++++ +++ 十十十

rX, I + - - 十十 +++

認 ++ 十十 十十 +++ + 十十十

Cbret治llarcortex - 十 + +++ + - -

rkntatenucleus 十十+ ++ 十十 十十十 ++ +十十 +++ 十十

AnteriorhOrn 十十十 十十 + 十十 十十 +++ 十十十 ++ ++

Clark'sCOlumn +++ +++ 十十十 +++ 十十十 十十十 +十十 十十十

Spinocerebellartraets 十十 十十十 十十十 十十十 十十十 十十+ 十十十 +++

PosteriorぐOlumn ++++ + - - 十十 十十 十 +

Corticospinaltracts + + - -

Anteriorroot 十十 ++ 十十 ++

PosteriorrootDorsalrootgangliaPeripheralnerVe ++十十十十十 十十十 ++十十 ++++

+++ :severeneuronallossordegeneration.+十 :moderate,+ :mild,-1lnormal
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互いによく類似 した病変分布を昼 しておりヲ次のように

まとめられる.神経系は変性性病変を示 し,その病変分

布は,視床下核-淡蒼球内節系 (図 1),黒質,橋核,

脳幹被蓋,後索核,副糎状束核,脳神経諸核,歯状核…

赤核系,脊髄前角,タラ-ク柱,前 ･後脊髄小脳路 (図

2),胸髄および柚髄中間質外側核,Onuf核,末梢神経

系と多系統にわたる18),淡蒼球は外節より内節の変性

が強 く,さらに高度の変性が視床下核にみられる.小脳

歯状榛にはグルモ-ス変性がみられる.一方,太脳皮質,

線条体,視床,小脳皮質は保たれる傾向にある.

当時,我々がこれら2症例の病理診断を行 うにあたっ

て,その特徴的な多系統に及ぶ病変分布のパターソから,

既存の変性疾患との鑑別はそれほど困難なものではなかっ

た6). しか しながら,MJD を考察する上で大きな障害

となったのは,ポル トガル系 M3D の詳細な病理組織

図 1 淡蒼球内節,外節外側部および視床下核に変

性がみられる.Holzer染色.
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像が確立されていなかった点にある.最大の問題点は,

視床下核,淡蒼球の病変と考えられた.すでに記 したよ

うに,ポル トガル系 M3D ではこれらの領域の変性は

一般化 し難 く,Sakaiらの症例でもこの部が保たれてい

たからである.結将,ポル トガル系 MJD の中で少数

ながらこの部に変性を示す例8)12)相)のあることに注 目

し,それを本質的病変の-つと考え,自駿例を MjD と

診断 した.我々の報告の後,当然のことながら視床下核

一淡蒼球糸病変の解釈について,さらには Mm とい

う診断名に関 して学会,論文等で様々な議論が展開され

たが,その後本邦で MJD あるいは MJD 塾として病

理診断された症例は大部軌 自験例と極めて額似 した病

変分布を皇 していた.また,我々の報告以前に遺伝性変

性疾患として報告されていた症例の中をこも再検討ののち

MJD に属するとされるものもみられた1速)15)

図 2 脊髄前角の高度萎縮と前後脊髄小脳路の変性

が明瞭.Kltiヽでr-Barrem 染色.
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3. MJDを巡る問題点と今後の課題

今臥 本邦で MJD と病理診断 され る症例のほとん

どは, 白験例のようをこ極めて多糸杭に変性を示すよF)で

ある.ボ′L･トガ′し系 MJl) と比べて.視床 TI核-淡 蒼

球内節系の蛮性が高頻度にふ r-)か る点が本邦 MJD LT)

特徴の-･つと思わIplる.近年の遺伝子解析の結果は,ポ

題に解決の方向を示 したといえよう. しか しながら,両

者の病変分布の異同が何に起因 しているのか. さ吊 こ,

本邦例の中で も橋核や祝床 下核のよ･')に部位によって蛮

性程度にかなりの差がみられる理由は何か,症例の事績

を待ちつつ,遺伝子 レベ′Lと個体 レベ′Lの有棟的な解析

が今後意要な課題 と考えられる.
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司会 どうもありがとうございま した.それでは活発
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なご討議お隣い致 します.湯浅先生どうぞ.

湯浅 先程の antieipationがあるL'T)ではないかとい

うご質問を受けたのですけども,発症年齢をこついて,先

生の症例の率をこは高齢の方が含まれておりましたが,発

症年齢の若も､方と高齢の方で病理的をこ,何か違いはあり

ますでしょうか.

山門 架は前から党をこなっておりまして,学会報告例

なども注意 してみていたのですけども,亡くなられた段

階での病変分布というのは,差が出てこないというのが

襲感です,

湯浅 ジス トニアの病変がどのような病理学的所見に

基づくかという点をこついてはいかがでしょうか.

山田 そ･'7ですれ 先程こ樟侶こいただいた,先生の

チ-タですとジス トニアが日本の症例をこどうも多いよう

なことがあるようですけれども,それをこの病理的な所

見から比較 しますとやはり淡蒼球あるいは視床下核を巻

き込んだ部分が影響 しているのではないかと思います.

湯浅 どうもありがとうございました.

司会 言責の問題あるいは分類学の問題を議論するこ

とは余り実りが無いような気もしますが,遺伝性 OPCA
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という言葉の中には OPC病変を中心とするという認

識があるも(T)と思いますが.最近の SCA-1という使

い方は,そういう意味からなんとなくそ ぐわないといい

ますか,ぴったりと頭に入ってこないところがあると思

います. しかしながら, Iギ111の AnitaHardingは

OPCA という言饗iこ関 してでも､もっと広範な多系統

変性が見られるわけで,OPCA という言葉自体適切で

はないという意見もありますが,いずれをこしても,もう

少し実体を示すような名前で統一 していった方がいいよ

うな気もするのですが,その辺はいかがですか.

山田 そ･-)ですれ 通常我々が OPCA と診断されて,

解剖するケー--スでは橋,下すり--1核,小脳の変性が主

体だと思います.それから多くは黒質と線条体の病変を

伴っています.それから先程の SCA-2,Menzel型の

場合はーいわゆる OPCA 病賓に黒質,脊髄の前角の万

をこも変性が見られるということがあって,OPCA の車

にもバリェーシコンがあるかと思います.

司会 ありがとうございました.それでは今度は分子

遺伝学的な立場から神経内科の田中先生お願い致します.

3) Machado弓oseph 病の 分 子 遺 伝 学 的 解 析
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Machado-JosephdiseaseLMJD)isan autosomaldominant,multisystem neur(Xlegenerative

disorderinvolvingpredominantlycerebellar.pyramidal.extrapyramidal.motorneuronand

oculom()torsystems. AlthoughitwasfirstreportedinfamiliesofPortuguese-Azorean

descent.MJD hasalsobeendescribedinnon-IAzoreanfamiliesfrom variouscountries,
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