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がいて,それが伝播 して日本に多くなったのではないか

という説 もあり,調べてみましたが,連鎖不平衡はあり

ませんで した.ですから,APPの変異が日本に多いと

いいましてもそれぞれ独立的に変異が生 L<たようで,創

始者効果のせいではないようです.MJD につきまして

も,何代か先に共通の祖先の万がいどうしてその方から伝

わったということがいえるかもしIlませんし.それとは

別に全 く独立に multifocal に変異が生 した可能性もあ

ると思います.MJD について連鎖不平衡を調べていま

すが,連鎖不平衡がどうやらありそうです.従いまして ,

lmultifo･calに起 きたのではなく少ない共通の祖先から

起きたという可能性が強いように思われます.現在日本

とポ′しトガ′L.のデータをつき合わせて.検討を始めてい

ます.

司会 ありがとうございました.

湯浅 小柳先生に 1つ情報を提供いたしますが.ポJL

トガルの家族性7ミロ(ドポ.)ニ:l一ロバ千一,すなわ

ち FAPはポル トガルの国民病といいますか, このま

まいけば国が滅ぶのではないかと危倶されている疾患な

のです.優性遺伝の病気で して,最初は,ポル トガルの

北部のある地域から患者が出たのです. 1'ンクの染んが

広がるようにその地図上に年代ごとにだんだん南部へと

患者の分布が広がっている. 1つの遺伝子が何百年もか

けて1つの国を侵しているとなると,必ずしも multif∝al

でなくてもある時間を経れば,このようなことは起こり

得るのではないかと思います.

司会 まだ予備的なのですが新潟で Machad(ナJoseph

病の家系の多型マ-磨-の組合せの-プロタイプという

ものでみていきますと,大多数は同じ-プロタイプを持っ

ている様に見えます.ですから家系調査ではつながりは

ない様なのですが,遺伝的をこみるとある程度の共通性が

あることを示唆するところがあります.どうもありがと

うございました.それでは今度は後半の万に移らせてい

ただきたいと思いますが,後半はもう1つの歯状核変性

症であります.Dentatorubraトpallidoluysianatrophy

(DRPLA)について議論 したいと思いますが,特に今

日お越 しになられた内藤先生が臨床的あるいは臨床病理

学的にたいへん精力的にやってきておiT)れて,その疾患

単位が確立されてきた記念すべき疾患であると思います.

まず内藤先生から臨床的な内容を論 じていただきたいと

思います.宜 しくお願い致 します.
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TheageofonsetraJ鳩eSfrom6to69yearsofage,themeanaget児ing31yeam.There

isapaniculaI･correlationbetweentheageofonsetandtheclinicalsymptoms:Progressive

myoelonusepilepsysyndromeisusualfeaturesofDRPLApatientswithjuvenileonset.under

20yearsofage(juvenilefonT1㌦ whereasthosewithonsetinlateadultlifeover4Oyears

()iage(lateadultfoml)havecerebellarataxiaandchoreoathetosisoRenwithoutmyoclonus

orepilepsyoreither. TherearevarioustransitionalformsbetweenthejuvenileforTnand

thelateadultfor･m.

Thisdisease,althoughhavingthecharacteristicfeaturesofthedominantheredity,

dementiaandchoreoathetosis,canbedifferentiallydiagnosedfrom Huntingtonchoreaby

themarkedcerebellarataxia.byCTfindingssuggestingatrophyofthebI-aiロstem and

thecerebellum,andbytheneuropathologicfindings.i.e.thedentatorubral-pallidoluysian

atrophyandlackofprominentatrophyofthestriatum.

Keywords:DRPLA,clinica一features

歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症,臨床像

歯状核赤核溌膏球 ′レイ体萎縮症 (Dentatorubral-

pallidoluysianatrophy:DRPLA)は小脳歯状核赤核

路と淡蒼球ルイ体格の系統変性を主病変とする遺伝性疾

患である.遺伝形式は常染色体優性である.DRPLA

は小児期から老年期のいずれの年令でも発病する.DRPLA

の主症状はミオタロ-ヌス,てんかん,小脳失調,舞踏

病アテ トーゼ,痴呆である.ここでは DRPLAの診断

基準,発病年令と臨床転塾との関連について述べる.

DRPLA の診断基準

DRPLA と診断するには次の診断基準を満たす必要

がある.① 中枢神経系における病変分布が DRPLA

をこ特徴的な所見である.② ミオクローヌス,てんかん

発作,小脇失調,舞踏病アテ ト-ゼ,痴呆を基本症状と

し,これらの症状が組み合わさった多彩な臨床異型が同

一家系内に存在する.③ 遺伝形式が常染色体優性遺伝

である.④ ミトコソドリア脳筋症の所見 (乳酸,ピル

ピソ酸値の上昇,Ta屠ged-redfil光r)がない15).の4項

目である.DRPLA報告例には発病者が累代発現 して

いる家系が多く1)2)削 9)ll)12)17)27),DRPLAが常染色体

優性遺伝疾患であること16)は確嚢である.

発病年令と臨床像

若年発症の DRPLA に進行性 ミオクローヌスてんか

ん (Progressivemyoclonusepilepsy)が多いという

臨床的知見は動かしがたい事実である2110-12117126､.DR-

PLAの臨床像には発病年令の違いによって特徴的な差

異がある16)20).発病年令を軸にして発病者の臨床像を

分解した場合,一方の榛には若年期をこ発病する患者がお

り (若年型),これら若年期発症の患者は進行性 ミオタ

ロ-ヌスてんかん症候群を示す20).発病年令軸の他方

の極には中年以降に発症する患者がいるが (遅発成人型),

これらの患者は舞踏病アテ ト-ゼと小脳衆調を主症状と

する臨床像を示し てんかん発作を欠き進行性ミオクロー

ヌスてんかん症候群を示さない.これが DRPLA の基

本的な臨昧煩型である.そして両方の榛の中間に20歳代,

30歳代の発病者がおり (早期成人型).ここには進行性

ミオタロ-ヌスてんかん症候群から小脳失調や舞踏病ア

テ トーゼを主症状とする臨床像へと連続するさまざまな

移行型が存在する.

次に各臨床類型について記述するが,各類型の特徴.

要点については表 1を参照していただきたい.

表 1 発病年令と臨床像

若年型 遅発成人塑 早期成人型

てんかん 十 十 十 ∴ [=二重コ

ミオクローヌス + ++ ±

小脳失調 十 ≡舞踏病アテ 卜-ゼ ---+
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表 2 T)RPLAの臨床症状のtlti現率
若年型 DRPLA と進行性 ミオクローヌス

てんかん症候群

20歳以下で発病する若年型が示す臨床像は進行性 ミオ

クローーてスてんかんである.若年型に小脳失調や舞踏病

7テ トーゼ横連動が認められないわけではないが,若年

型の臨床像の前景をなす症状は ミナウロー7{スとてんか

ん発作で,臨床経過は急速かつ進行性である.発病者の

およそ 1/3が若年型である,

遅発成人型 DRPLA と小脳失 調 ･

舞踏病アテトーゼ

40歳以降に発症する遅発成人型は進行性 ミすクロー:i

スてんかんを示さない.遅発成人型の主症状は小脳失調

と,舞踏病または舞跨病アテ トーゼである.遅発成人型

では発病初期にまず′ト脳失調が現れるが.やがて舞踏病

7.チ トーゼが発現し,進行するにつれて ｢顔をしかめる｣

｢首を横に振る,｣｢肩をす くめる.I｢手を振 る｣｢手指をく

ねらす｣などの舞跨病アテ トーゼが臨床像の前景iこ出て

くるようになり′ト脳失調が mask されて しまう.その

ため Huntington舞踏病 と誤って診断 されることがあ

る.

早 期 成 人 型

20歳代,30歳代の早期成 人期に発症する患者 (early

adulttype)の多くは小脳失調で発症する.臨床経過全

体を通 してふた場合.遅発成人型と同 しようiこ.小脇失

調と舞踏病アテ ト-ゼが主症状であるが,てんかん発作

や ミオタロ-ヌ弟が認められる者がかなり多い事典塾的

な進行性 ミオタロ-ヌスてんかんを望す若年型とミオタ

ロ-マスとてんかん発作を伴 ')早期成 人型との間に鮮明

な境界線を引 くことは難 しい.早期成 人型の中に全経過

を通 して 1-2回 しか,けいれん発作が出現 しない症例

がある.このような患者は稀発性けいれん発作があるこ

とを除けば,遅発成人型患者とほとんど違いがない.

DRPLAの基本病型は 上述のよF')に.若年型 と遅発

成人型の 2型であ り.両型の問に移行型である早期成 人

型があると考えるのか分かり易い.さまざまな臨床像を

示す早期成人型を ｢移行塾｣という形で分類するのは不

合理のようをこ思われるかもしれないが,若年型と遅発成

人型という基本的な病型を対比的に浮彫 りにするiこは,

両者の車間に位置する成 人早期型を移行型として括めた

方が分校上,簡明である.

症 状 出現率 (%)

A. てんかん発作 650b

ら. ミオクローヌス 56%

Cp. 小脳失調 川o≠

D, 舞踏病丁チ トーゼ 74%∵

基 本 症 状

I)RPLAの基本症状は 1.てんかん発作.2.ミナ ウ

p-ヌ弟,3.小脳失調,4.舞踏病アテ ト-ゼ,5.痴

呆である.

てんかん発作

る (表 2).DRPLAのてんかん発作は全般発作のふて

部分発作は認められない.若年型 DRPLAでは全例に

てんかん発作がみ られ,発作の頻度 も高 く難治である.

20代,30歳代発症の DRPLA患者で も大多数に発作が

認められるが若年型よりも発作頻度は低い.遅発成人型

I)RPLAでは稀に しか発作が生 じない,てんかん発作

としては強直発作 (tonicseiztlre上 強直間代発作 (tonie-

clollicseizure),間代強直発作 (clonictonicseizure上

間代 ･強直 ･間代発作 (clonic-tonicIClonjcseizure),

ミオ クロニー発作 (nly(1Clotlicseizure)が争い.けい

れん発作以外の全般発作として非定型欠神発作や脱力発

作があげられる.

若年型 DRPLAでは全例に棟徐波複合.多棟徐波複

合などのてんかん性波形および寒発性徐波が認められる畠)

7､.早期成人型で もてんかん性波形が認められることが

多い.閃光刺激をこよる煉汲,錬徐波複合の誘発,すなわ

ち光過敏性は若年型の約半数に認められる.遅発成 人型

でてんかん性波形や光過敏性がみられることは殆どない.

ミオクローヌス

自発性 ミオクローヌスは進行性 ミオ クローヌスてんか

んを呈す若年型 DRPLAの主症状である.顔面,頚部,

四肢.躯幹,峨下前など.ほぼ全身に出現する.不規則

で非律動的なことが多い.光や音刺激によって誘発 され

るミオクローヌス,すなわち刺激過敏性 ミオタロ-ヌス

(stimulus-sensitivemyoclonus)も若年型iこ認め られL

ることが多い.
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動作 ミオタロ-ヌスは,若年型でも認められるが,ど

ちらかといえば成人型に顕著な症状である.

小 脳 失 調

小脇東詞は殆どすべての DRPLA 患者に認められる

症状である (衷 及).しかし若年型では激 しいミオタロ-

ヌスのためをこ小崩失調があるかどうか判定できないこと

がある.また舞踏病アテ トーゼが前景に立つ患者では小

脳失調がめだたなくなる傾向がある.

若年型 DRPLA で小脳失調をはっきりと認めること

ができるのは発病初期である.症状が進行するとミオタ

ロ-ヌスが激 しくなり小脳失調があるかないかの判定が

難 しい.

成人期発症の DRPLA では ミオタロ-ヌスよりも小

脳失調が目立ち,小脳症状が舞踏病運動に発行 して出現

することが多い.

DRPLA では CT 所見上小脳,脳幹の萎縮が威著で,

Huntin釦om 舞 踏 病 をこ 特 徴 的 な 尾状核頭部の萎縮は認め

られない28)

舞踏病 アテ トーゼ

若年型 DRPLA 患者の約 1/3に舞踏病アテ ト-ゼが

認められる. ミオタロ-ヌスと舞踏病アテ ト-ゼを合併

する場合,若年型の発病初期では ミオクローヌスの方が

目立つが,末期段階になると舞踏病アテ トーゼの方が目

立つようになる.

痴 呆

DRPLA の多 くに痴呆が認められが 3)l即.痴呆がそ

れほど顕著でない症例 もあるが進行 した段階では発病者

の大多数は知能低下,意欲や活動性の低下,感情鈍麻な

どの全般的な椅神機能の荒廃に至 り無言無動状態で死亡

する.

若年型 DRPLA では痴呆の程度 も重 く賄押荒廃の進

行は速やかである.遅発成人塾では痴呆の進行は遅 く程

度も軽い.若年型ではしば しば精神発達遅滞を伴 う.こ

のような症例では,何歳頃から痴呆が発現 したか判断す

るのが難 しい.D沢PLA の痴巣症状は皮質下性痴呆

Lsubcortiealdementia)の特徴を有 している13'1-1､

ま と め

r)RPLA LT)臨床病型は基本的には若年型と遅発成 人

型の2塾に分輝される.雨塾の間に移行型 (早期成人塾)

が存在する.
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若年型 r)RPIĴ は進行性 ミナ ウr-:{ててんかんを

示 し遅発成人塾は進行性 ミオタロ-ヌスてんかん症陰群

を宴きず主症状は小脳兜調と舞踏病アテ ト-ゼである,
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司会 あ りがとうございました.ただ今のご発表のご

討議をお願い します.

田中 最後に先二日よ可能性として精神分裂病の話をな

さいま したが. 二･'1した,DRPLA で見LT)かる精神分

裂病 との間で臨床病理的に何か違いというものはあるの

で しょうか.

内藤 無いと思います,ただ し先はどの分裂病を含む

2例の家系につきますと,どちらも分裂病と診断 されて

おりましたが,軽い知能障害を合併 しておりまLて. 二

才日工分裂病全般と関連 してどうかとし､いますと何ともい

えないと思います.分裂病を昼す る遺伝病はおそらく何

十何百とあると思います.ただ表現型と して分裂病症状

を呈 してきているだけで.い′うんな面からのアプローチ

があるのではないかと思われます.その 1つに中枢神経

系の変性を伴 う疾患がある.分裂病家系内をこ変性神経疾

患があった場合には, きちんと遺伝子解析をやっていっ

た方がよいような繋が します.

司会 日本 人だけが特異的に DRPLA になるのかと

いうことがいつも話題になるとは思 うのですが, 3年ほ

ど前に ArchivesofNeurol｡酌,という雑誌に米国の ノー

スカロライナかlT･)Haw RiverSyndromeとい う名で

報告 された病気があ りまして議論 されています.その後

LettertotheEditorのところで.実は DRPLA では
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ないかと議論されています.優性遺伝の大きな家系で臨

床的にもとても似ていると思っております.僕はおそら

くDRPLAではないかなと思ってノ-スカロライナの

人命と沸同研究を始めたのですけども,たぷん海外では

認識が不十分ではないかと思うのですが先生いかがです

か.

内藤 ノ-スカロライナの棒ばねからないのですが,

文献を調べていきますとフランスだと思うのですが,De

r3arsyという万が報告 Lている家系.これは優性遺伝

だとは思うのですが,それは聞達いなくDRPLAだと

思います.報告したご本人もおそらく気がついていない

のではないかと思うのですが,4年前をこマルセイユで国

際ワークショップがあった時に,この問題が出たのです

那,結局ヨ-ロッパやアメリカでは DRPLAを見たこ

とがないから,議論が深まらない.今後見つかってくる

とは思うのですが.

湯浅 火炎土器というのはあれは宗教などが起こる前

の話ですが,拝火教とかと関係があるのでしょうか.

内藤 火炎土務を出したのは何もそういう様なことで

はなくて.新潟県では DRPLAは信濃川上流の河岸段

丘沿いに多いということと,それからマッピソグをやっ

たら北日本に割合多いということとサ昔は人口密度は北

日本の方が高かったので縄文遺跡の数は西日本より多く,

弥生時代に入ってひっくり返っているのでそういった問

題とか,山形県の遊佐町は縄文遺跡の巣ですから,日本

で縄文土器が大和朝廷時代に初めて発見された場所が遊

佐町であるとか,そういうことで DRPLAの遺伝子が

日本に生じたのは,縄文時代よりも先だったのではない

かということも1つの作業仮説であると思うのです,ア
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ジ丁とかいろいろなところで DRPLAなどの疾患が有

りや無 しやということとか.日本になぜ DRPLAが多

いかということを説明するために古代遺跡分布が役をこ立

つかもしれないと. 1つの話題提供です.

湯浅 シルタロ- ドを思い出してしまったのですが,

1年前に MJD のシンポジウムで行った時に,Friedreich

病やその他諸々の疾患を見せられたのですが,あっちこっ

ちから北京だけではなくて,かなり遠 くから来られた患

者さんもおt-〕わたのですが,その中に.DRPLAの大

家糸がありまして,それは病耳もあって間違いなくDRPLA

だと思いました.

内藤 北京ですか.

湯浅 はい.

内藤 たい-んうれしい情報でありがとうございまし

た.

司会 おそらく,日本のこうした臨床病理学的な研究

というものが海外で,十分をこ紹介されていないのではな

いかなということを強 く感 じていまして,機会がある度

に,諸外国にも,もう少しわかっていただけるような形

で広 く宣伝 していただければいいのではないかなと思う

のですが.Hardillgと議論する榛会があったのですが,

どうも認識が十分ではないと思います.Ⅶ D もそうな

のですが,ポル トガルをこみられる一部の人の病気という

風をこみられる場合が多いのですね.どうも認識が不十分

だというのが実感です.話はちょっと脱線 しましたが,

どうもありがとうございました.では次に病理学的見地

からということで襲験神経病理の高橋先生お願い致 しま

す.


