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ltisdifficultt.i)diLl､erentiateMachado-Josephdisease(_MJD)from hereditaryden-

taもoFubTOP汲旦旦iぬIuysianatrophy(HDRPLA)汰atpTedominan軸 pTeSenもsceTebellaTataXia

intheadulthoodwithoutovertdementiaandepilepticseizure. Inthepresent･paper

weperformedacomparativestudyontheclinicalfindingsoft＼＼′Ocasesofm'IJl)and

twocasesofHDRPLA whohaddevelopedcerebellarata.xiaafterthethirddecade.

Onclinicalsigns,itwasthoughttobeimportanttonot-ethemanifestationssuch

asImentalchan ge,ophthall110plegia,muscleat･rophy,spast･icit･yandinvoltlntary nlOVe一

･-I-≡1< ∴.I:､l･･i:測 ､･ ;T'I:!t､日中 トー.･1-1てい.こ111:.･L･.日.･･rhLW･ii･t･ト " i;川･二1､∴＼ ､･--六 .1▲､:

upwa rdgazelimit･ation.facialatrophyandspasticit･yinMJD caseswereremarkable.

Electrophysiologically,FJEGwerealmormalinlIDRPI｣Acaseswit･hfront･alslow waves,

butwithoutepilepticdischarges. SEPontibialnervestimulationdemonstratednoelic-

itationofP39inMJDcasesandtheslightprolongationofP39latency in HDRPLA

cases. Itwasconceivablethatt･helesionorp()Steriorcolumnnlightberesponsiblefor
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the severe abnormality of P39 in MJr)cases. CranialCT scanandMRIshowed

brainstem andcerebellaratrophyinallcases.

FurthernlOre,there were cerebralatrophy and cerebralwhit.e mat･t･erlesionsin

ru)RPIJA cases.whichmaybeassociatedwithmentalchangesormentaldet･eriorat･ion

infJl)RPLA. ThelevelofrIVA inCSFwasdecreasedinMJD cases,whilethatof5-

日IAA wasdecresed in oneoffir)RPl.A cases. Thus.itwasc()nceivablet.hat:t.he

abovementionedstudiesmay revealtheextensionofthelesionspectlIiar t･o eachdisease

andbeavailablef()rm akingdistinctionbetweenthetw()diseases

lくeywor(ls:h/Ttlehado-Joseph(lisease,hereditarydcntator･ubrop壬llli(ioluysian atrophy

(HnRPIJA l,somat･osensoryevokedpotential(Sup),ml.1gneticresonance

illは ging (M ItH

九､.Ⅰ～lぐhEl(i(1-t.Josel)h病.過信性歯状枝･赤枝･淡蒼球･,JLLイ体萎縮症.困 牛蓮見誘発

電位,磁･1i照駆Ii像

は じ め に

Jos叩h病 し九:TJl)lいと内藤.小鞘i■)(･')捉昭.した過信性

石目打染色体健性遺伝型式を上る多系統変性疾患である.

両疾患は.病PP.'邦勺に病変Lr)分佃こおいて明i､)かに区別

され Tt一日紬木的にも典型例では鑑別はさほど脚難では

i/日､こい.しかし MJl)やHT)RPLALT)臨床表現型は阜

晋十亡:51I).特に成人発症Lr)r-ll)ttl-'LAi,')病fJJ期では痴

れ症状がLl;!守二･J∴ て/Lかん発作l)なく､運動失調と十二

似 して鑑別が困難在場合が:F'j.:,.

こし･')土Fk)-ic場 合. --~~-;こ;右洋細h:I:了家系調査が鑑別iこ亜

要であるが,臨床症状や梗塞所見などではどのような意

が雨疾患の鑑別意になるかをか旋盤詞を主症状とした日

輪L/.')A:1Jl)及こドドI･tlうltl)i.JA 祈ヤ1家系2症例の計4症

例に--IL､て検討 したL17)で報告lLる.

対象 4症例 の臨床健

一1例('･T)う1.L)症例 1と2は MJl),症例二Ll-_/1は 川)1ミ-

r)lJA LIT)症例で:hる.

症例 1(MJD):35歳,TI仕.

家族歴 :̂ 宜 し図1-Alは,h･･UL)(I_)家系で先粘 土栃

木県足利右(T)出身.常染色休優性n遺伝型式で 5世代小

才名の発病者がある.症例 2ぼ本例の姉であるゆ

現病歴 :27歳頃歩行のふらつきと構音障害が出現.31

歳で残尿感を自覚.32歳には両下肢の療鮪が現れ,階段

り眼を指摘されて当科-入院した.

入院時神経所見:知能はif:.常.眼球運動は衝動性で軽

度L7)t｣用!.視麻時 (Bell現象陽性)と__I-."jj視.側方視

で注視性眼振を認めた.び--_､くE)眼を呈し.顔Lf17-(:Jlj筋萎

縮Ll･二筋力低仁 左El角に筋線維束撃縮かLIZtiL,わた.断綴

性おLLL',V爆発性Lr)構音障害を認めた.舌L:')萎縮なし.VLl

肢iJ)筋力は正常で筋萎縮もない.筋 ト ー｢く-Lは. 卜肢は

四肢でくJ汀ヒ軽的軽か-)た_歩行は極性かつ失調性を示 し

た.前祝郡上両足iこジ■八トニー~′'を認めた.深部反射は全

休に尤進 し､Ⅰミ;lt)illSki徴候は陽性.感/迂は正常で,軽

度の神経困後藤既を認めた.

症例 2(MJT)):ニi7歳,女刊:..

家族肝 :症例 lLり姉.

現 し徐々に進行 した∴ミ2歳頃J二両fJj卜肢L')痩縮が現れ.

36歳時には顔面LT)筋萎縮を指摘 され 37歳時に当村に入

院 した.

入院時神経所見 :症例 1上りも程度は強いが.全休に

症1.~杜は酷似していた.即ち,知能iT:.常で.淑球運動は衝

動性で軽度の上方注視麻坤 (fkll現象陽性)(L_側 方脱

で注視性眼振を認めた.びっくE)眼(用剛眼失行様L')運動

がみられた.顔面や舌の筋萎縮と廓線維束轡綿があり,

断轟髄の構晋障害 も認めた.四肢粛はやや萎縮性であっ

たが,筋力トロI:.･'F77',I.筋 卜-マスは _L肢が低 卜, 卜肢は軽

柿を示した.小脳失調は四肢では軽度,体幹に著明で,

起立や歩行は介助を必要とした.前額部と雨足をこジス ト

ニIrを認入T)た.深部反射は先進 し,Babinski徴候は陽
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性 感′妄封土正常.軽度の神経困性餅肌を認めた.

症例 :i(HDRPLA):31歳,男性.

家族歴:O家 (図1-Blは.HT)RPLALT)家系で先祖
は新潟県白眼市の出身.本家糸は.既に内藤r,･.卜によ

･r')報告されているが,その後本刑上その村税が発病して

おり,発病者は合計4世代12名で渡世な常染色体優性遺
伝を示す.
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現病歴 :30歳頃歩行のふド〕--,きが.L:tJ.現.31歳時には階

段昇降が附難となり当科-入院した.てんかん発作の既

往はない.

入院時神経所見 :知能は lQ78(WAIS)と境界領域

で,多幸的であった.眼球運動は衝動性で制限なく,辛

方視と側方祝で注視性眼振を認め, また.__上二眼腺が relr-

筋萎縮はなし.断績性('')構首障害を認めた.四肢の筋力

は正常で筋萎縮 もTLCく,筋 卜 :1八は全体に低下 してい

た.歩行は集調性て､運動失調は体幹に著明でP羽立では

テ ト11='.左足や顔面L.r)舞踏様運動,手指振戦などの不

随意運動が.7,J,Itた.深部反射はややjLi;進 し,fiabinski

徴帳は陰性 感電心1二'_,I?,I.軽度CT)神経閃性謄靴を認めた.

症例 4(HDRPLA):56歳,男性.

家妹歴 :症例:iの母方LT)叔父.f一供3人も発病している.

不随意運動が出現 し,その後歩行時のふらつきが冷凍に

進行し,56歳時iこ当村･外来-受診 した.てんかん発作の

既往はない.

外来時神経所見 :知能は IQ79(WATS)と境界領域

で多幸気分を認めた.眼球運動は衝動性で制限はないが,

顔曙 祝で注視性眼振がみられた.びっくり眼はなく予断

綴性の構音障害を認めた,筋力は正常で,筋萎縮はなかっ

た,体幹の運動失調が著明で四肢では軽 く予歩行は朱調

性で'1.㌔､-･.〕た.頓面や凹肢,体幹に呼称様運動､･t二ミサウrト･

議長を認めた.深部反射は正常で,病的反射は陰性8感

検 査 成 績

なお,全例において -鍛生化学.血中~~''ミノ酪 乳酪

およびど′しビン酸には熊′鼠を認汐)tLEか一･_,た. 脳波は,

M Jl) (1)2例 は If:.常で卦--,たが,llr)Rl'L.A の2例では

と も に 高 振 幅 LJll)波 が 前頭部僅位に散発性または群発性

に 出 現 し 町 fd;;を 示 した . しかし,轍徐波結合や光過敏性

は 認 め 在 か 一､た , 姉 電図は,MJT)の2例とHDRPL̂

の l例 (症 例 31 で施行 したが.3例とも軽度の神経原

性 変 化 を 認 AI)た .末梢神経伝導速度も同し､3例で施行 し

た が , い す Ilも正常であ-･,､た.聴性脳幹反応 (ABR)

は ･1例 中 3例では止常で,HIつRPLA 0)1例 (症例･11

でく,よ Ⅰ波 cT)満時は正.常であったがII波以降の成分が導出

豚骨神経刺激LT)体性感I迂誘発電位 (Srl:I-') は.MJl)
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Table1 L(,lboratoryd'ltI10ffourcases.

Casel Case2 Cases Case4
(MJT)) (MJD) (HⅠ)RPLA) (HDRPLA)

EEC normal normI1ー abnomal abnormal

EMG neur(). nCurO. neurO. ノ【ゝ､nd

NCV ∩(汀mal normat normat -

ArlR ∩(一m al ∩(一m al normal abnormal

SⅠ二Ptibial P39N.E. P39N.E. P39 ! P39 ↑

IINGCatoric hypo. hypo. hyp(). ～

()K.N hyp(). hypo. hypo. ′叫ゝ㌦

espHVA.(ng/mt.I(28.I-38.封5-日lAA(ng;ml)(13.5.＼20.9)MHPG(ng十ml)(8.0-43.0) 一3.5 6.1 21.6 ～′JAヽ､へ叫ノ

15.7 6.1 7.3

neuro.:neuropathic,-:n()texa111ined,N.[工.:notevoked,
hypo.:hyporLISPOTISe.

Fig.2 Somatosensoryevokedpotentialsintwo casesorMachado-Joseph
diseaseLh･･IJD10ntibialnervestimulation. P39 potentialsare not
elicitableinbothc･ases, ThelaLeneiesofN20arewithin normヱll
linlitsinboth.



･･､.I:･h.:":I.･!-:tl:ミ!十 言 ､二･･ ‥ ∴ ●∴ ●~ ■ ･ 1-､∴ - .iH

の2例 (図 21~-C:.は第12胸椎練′突起 し′1､h12)上の N20

(T)潜時 (正常 17.9ニト23.85nlSee)は各々23･弘 21･18

nlSPe 上正常抱囲にあったか. 頭皮 t･_の足L')感覚龍野

Lc3"iLp,)P39(if:,常 33.84---41.04msec)は2例と4､濁

tLl什こ能であ--,た.HDRPLA Cl12倒 し図 3トでは,N20

〔T,)潜時昭 &･:例3が 22.44msecとil_:.常で,症例tlは噂出

できなかった. P39の潜時は各々42.32, 42.74msee

と.延長 していた.膝満都U)'i:引立し二7一潜時は仝例1日打て.i_lJ.

太電位は認めなかった. 電気眼振図 (ENG)は, 要鴎関

ハ二I.'例と Hl二)RPI._A 1例の3例で施行 したか､ 二i倒しt:,_

も温度性眼振と視運動性眼振は低反応を示 した.

髄液は MJD の2例,HDRPLA の 1例で調べた.

どれも蛋由, 糖, 細胞数などに異常はなかった.HVA

盈 (正常28.1-38,3mg/mDは,棚 )の2例は各々13.5,

6.1mg/mlと著明に低下 し,HDRPLAの症例3は21.6

mg/mlと軽度低下 していた.5-H貰AA盈 HE常 13･5-

20.9mg/ml)は,MjD では症例 1は正常であったが,

症例2は 6,1mg/mまと低下を示 した.王寸DRPLA の症

例3は 7.3m琵/m且と低下 していた.M‡減 量 (正常 8.0

-43.0mg/mD は,いずれも正常下限-経度の低下を示

Lた .

頭部 CT スキャンは竣例で施行 した.いずれも中脳,

橋などの脳幹部と小脳の萎縮を認め, また IiDRPLA

の2例では大脳の脱落と側脳室の軽度の拡大がみられ,

人脳白質に広範在低吸収域を認めた し図 ;I)).頭部 MlくI

は MJl)の 2例上症例3で施行 し,MJr)例では小脳と

躯幹の萎縮がみられた 酌 症例3ではそれらをこ加えて T2

強調画像で人脳臼田に阜発性に点状()1高f詔三･域手:認N)た

(図 6). 了打 ∴ M∬)例 も Ill)RPIJA 例も淡蒼球には

異常を指摘できず,また線状体や視床にも異常を認めな

か･一一た.

考 察

今回の報告の目的は,成人発症で小脳失調を主症状と

する M3D と HD沢PLA の臨床的な鑑別点 の検討であ

車で負験各々2例ずつ計 4例の臨床症状と検査所見につ

いて調べたが,その主要な点を泰 2に示す.4例とむ

体幹優位の小脳失調が神経症状の主体をな していて,注

視性限鮫や小脳性の構音障害などを認めた.また,HDR-

PLA の2例では,てんかん発作 もな く,痴呆症状 も目

立たなかった.MjD では症例2の方が症例 まよりも,

また HDRPLA では症例壇の方が症例3よりも碍病期

間が長 く症状あやや重症であったが,榔 例およびHDR-

PLA 例の神経症状や検査所見ではそれぞれに特徴が存

在 していた.

神経症状では,精神症状や眼球運動麻痔,筋萎縮 (特

Fig■.3 Somatosensoryevokedpotentialsintwocasesorhereditarydenta-

torubropalIidoluysianatrophy(TiDRPLA)ontibialnervestimulation.
ThelateneiesorP39are prolorlged in both ease3(the left) and
case4(theright),42.32mseeand42.74msec,respectively.Thelatency
ofN20incase3iswithinnormalrange,whilethatofcase4isnot
elicited.
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Il'ig.▲I(lt･mlial(lllseamsorcとIStt1(九,tJI):tlleuPPt)rlElm(.Icase3(HD土語.Pl.A:
t･ht-i(和げl_ l~うotllShow hrllinstpIlll1n(iLl(､l･(-､b(～ll(rll･aLll･ot)h_v in
ぐ0111111On. tnZlddit･ion,eerel)I,とIlatroph.v inぐludillg Slightdilatation
ofcert,brillslllciandlatPIlalvent.riぐIeisnot･pdinezISP3Llowerright･1.
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Fig.5 C･ranialCTscanofcase4. Notediffuse hypodensity of cerebral
whitelnatrter. ThereisalsotheEltrOPhyofmidbrain andCerebellum.

Fig･6 CranialT?-weighted 九ILIRT or casel(the一eft)andcase3(theright-).
Notehighintensityspottedareasinthe cerebral white matler or
case3,WI-ilenoabnorn.-alsignalsineasel.
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Table2 Summこ1ryOfmilinL､1iniealfindingsoffourcases.

ease 一 Case2 Case3 Case4
(MJ n ) (MJDう LHDRPLA) (HDRPLA)

Age/sex 35∴ M 37/ド 31;M 56/M

Ageofonset 27y. 0 . 2(汁.O. 30y.0. 45y.0.

MentalchMlge ( - ラ (-) (±う (+)

Hulか目早e叩 (+) (+) (チ) (-)

Ophthiーln10PlL心技 (+) (+) (-) (-)

ドaぐhldtr (+) (+) (-) (-)

AtLIXia (+) (+) (+) (+)

SL)aStiぐity (+) (+) ド-) (-)

Hyp(､rr(州で＼id (+) (+) t±) トリ

H仙 mk古 両 日 (+) (+) (-) 蛋-ラ

IHyoluntHrゝ. 巾.ゝtoni dystonia ehor(､ Chくけ(.汁

Ht0Vぐm(?ntゝ atheto{ISdyst(川iafingertrem(ーr fintIL.rtけmOrmyoL.1onut;

llrIG nOrⅢu1 nOrmal ahnormal abnormat

AB詑 Hormtll =OrⅢul normこll abhor

SEr>tihjal r)二王やN.I.i. P39N,tI, P39T P二相 で

CTscamamdMR王cerebra王atro油y (-) (-) (+) (+)

Cer亡巾rtllwhitL､matter.且esion (-) (-) +(+) (+)

ぐSFHVA dec｢eaゝぐd d(ー(TtⅥ服 d tm ldly壷 ereased -叫1ゝJ

十二l)†･()1(mL,ド(1.N.I/..:rlO=さ＼･()kt､(1. -- :llOlt､XmllitlH･1.

に触Fi江 痩縮左し･LJLI')有無,-1く随意運動し'珊献 立(L･_-'にお

いで相遠を認めた,櫓神機能は MjD 例では従来の鞄

例上もに知能低 卜はlh丹二十.多幸的気/JI左LL:し')感情面

の障害を認め-it二.こし')点は.森mil,7佃正人発症cT)王････IL)R-

PLA の精神症状LJ)特徴として,･恵山最低 卜L')進行は遅(.

経適中をこ多事的気分や不機嫌などの感情障害を星するこ

とが阜いと指摘 していること十 ･･･致する.こ〔7)LLう左感

情障害は病初期からも出現するので詳細な心理学的検査

が重要と思われる.

M3D の2例では顔面や苦に筋萎縮と筋線維束轡綿を

認めたが,fまDRPLA の2例では筋萎縮はみられなかっ

た.筋萎縮はMJDの特教的症状の一つであり,Bar振au

ら6日ま138例車89例 (64.5%),Limaら5)は8例中速

例 (50%),滝山ら8)は12例中5例 摘3%)をこ認めてお

･'),rTLT畦遠位部棲付し･7)∴しこか多く.L変-jF二酵病期間.r=lt倒

して出現するという即.その点で,我碑の語例では比較

的早期よを'9顔面や雷をこ筋萎縮がみられ溌こことは注目され

ら.顔面や雷ではかなり早期から巌線維束轡綿が現れる

といわれており6㌔ 顔面神経陵や雷下神経様な捌ま病初

期よ叫噂書きI‖い】J佳作かあ:::'. ･Jj,川)11l'lĴ てヰ)

稀をこ筋萎縮の報告がある削, Lかし,その場合四肢筋の

遠位部優位をこそれも末期に出現 しており M∬)とは明

il'かに異なる.

眼球運動林峰は MJl)tJ'.)二t二要症1~粧)--~,千:'t･,･'),早

期より高頻度にみられ経過率にほぼ必発する愚)那.これ

は,M3D では限運動神経核のニュ--ロンが脱落するこ

とで説明されているが,最初は上方注視麻樺で始まるこ

とが多い5)6).我々の MJD の2例でもやはり上方注視

麻輝を認めており,Bell現象が陽性であったことから
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按上性の麻輝と考えられた,この所見は限運動神経榛の

障害では説明できず,中脳被蓋部;･こある重商性眼球運動

中枢もMJl)ではかなり早期より障害 さかることを示

唆 していると,思わItる.rostralinterstitialnucleusof

弧 Fを初めとする垂直性眼球運動閑適諸榛の病変につ

いての検討が必要上考えt･､凍 る.また更に,我 ハ々hlU1)

2例では smootllPursuitLr.')陣宵 注視性眼振.OKN

や温度性眼振の反応低下などの多彩な眼球運動障害を認

めたが,これは既に清水ら相),Dawsom らま1)が指摘 し

でも上方注視麻碑を除き同様の多彩な眼球運動異常を認

めた.これは,病理学的に 指DRPLAでは内側縦束,

脳幹網様体亨小脳深部榛や前庭神経核などに異常を認め

ることで説明可能と思われる. 岩淵ら9日ま HDRPLA

例で上下方注視困難 (Be呈l現象陽性)を示 した2症例

を報告 しているが,今回の0家系の他の症例増きゃ内藤

らの他の家系2)では末期においても限運動麻痔は認め

ていない.HDRPL.Aでは脳幹網様体,内側縦丸 中脳

水道周囲灰白質などの脳幹被蓋部に病変が存在すること

から眼球運動麻痔を望しても不思議ではないが,その頻

度は極めて低 くM3D の如く特徴的静観とは言えない,

また,眼運動神経核が保たれることからヲ末期でもM罰)

の様な著明な全外眼筋麻痔を妥することがないものと思

われる. 平山ら12)や Gotoら13)の報告 した DRPLA

症例では上方注視性麻庫を認めているが,平山らの症例

では遺伝性が必ずしもはっきりせず,病理学的には脊髄

をこ病変を轟 く認める点で,また Gotoらの症例では淡

蒼球病変が内節をこ強 く,下身 リ-プ按は正常で,また脊

髄をこも病変を認める点で,これらの症例は内藤,小柳ら

の HDRPLAと閣-の疾患とするをこぼ問題があり,疾

患の原因が明らかではない現時点では一応区別して考え

ておくことが妥当なようをこ思われる.

痩縮 も今回検討 した MJl)L'例上もかなり早期かl･■-

認め,HDRPLA 2例ではみられず,両者の鑑別には着

用と考えられた.痩綿はやはり 腿3D の特数的症状の

上L15-は8例中7例 (880b立 滝山L''8､.は12例中8例 (75

06)i･こ認めておtl,発症年齢が甲-いほと:痩.綿を呈するこ

をこなると療縄を皇することもあるが,通常は筋 卜-ヌス

は低下を示す.

検査所見では,脳波とSl王Pにおいて MJD例上Hl)R

PLA例問に相違を認れ また ABR は Mn-)の2例で

は正常,Hl)RPLAでは1例がit三筒pで,もうl例 (症例

5()5

4)亡･よ異常-TL:.;iト,た.脳波では,HI~)I-1PL.AI;T)'3例で前

頭部僅f)'i_に散発性のfJ波や ()burstがILil.現 し-ていたが.

殊波惚異常や光過敏性は認めなかった.馬場糊 も望2例

t7)H~l)Rt)LAの脳波を検討 した結果.成人発症~~L:.て/i

かん発作のないものでは,練液性異常や蒐過敏性を認め

ることは稀であり,前頭部優位に徐波群発が出現するこ

とが多いとしており注目される,

M_P や Ill)lくPLAtJT)SEr'に-､いて検討 した粗告

は今までをこなく今回が最初である中症例数が未だ少ない

L')ではあるが,陛骨神経 SIIJl-)が MJr)(rl2例では l)39

が導出不能で,fiDRPLAの語例では P39は軽度の延

長を示 し,MJD の例で異常がより顕著で注目された.

N20の潜時が正常であることから,この異常は脊髄後

顔,後索核あるいは内側毛帯などの固有感覚銘の障害に

対応するものと考えられた,神経病理学的には内側毛帯

と後索核は M粛),HDRPLAのいずれにおいても侵さ

れ,脊髄嬢索はHnRPLAでは殆ど侵されないが,瓦射眼

では強 く侵されることが知られているほ).今回の M∬)

2例とも深部感覚は正常であったが,SEPは潜在性病

変の検出に有用であることを示したものと考えられた.

頭部 CTスキャソや MRIなどの画像所見ではチ小

脳および橋や中脳などの脳幹の萎縮はMJD例とHDR-

pLA例に共通 していたが,HDRPLAの2例では更に

太脳萎縮と大脳白質の病変を認めた.症例3は発病後約

1年の病初期の 托DRPLA例で,CT 呆キャソでは検

出できなかったが,MRIの T2強調画像で大脳白質に

多発性の高信号域を認軌 また症例月日盈発病後11年で,

CT スキャソで大脳良質をこ広範な低級取成を認めた.痩

像 LHl)Rf'LAlil,付釦Ll質病変は既に指摘さ.ナlてし､肴

が9)16)17)胤 ,奪回病初期で他をこ合併症のない症例3で

も同様の異常を認めた点は注目され,この所見が HDR-

pLAと深 く関連 していることを示唆 している.この所

見の意義は不明であるが,H道民PLA では病理学的をこ大

脳白質にダリオ-シスや髄鞠の淡明化などがしばしば認

められることから9)16),この様な病変が画像での大嵐白

質の所見と関係 LているのかもしIrl左い.大脳白質病変

は今まであまり注目されていないが,HnRPLAの痴呆

や締神症状との関連で興味がもたれる.

髄液所見ではアミン代謝産物に異常がみられ M∬)

2例では HIJAが低下し,rinRPLA例では 51t-壬IAA

LJ')より著明な低 Fを認めた.MJD の髄液では､lくosel1 -

鹿丁宮 ら桝,滝山ら8),北村ら20)も HVAの低下を認

めてお･'). 聖賢病変とLT)関連が考えLL)かる.Hl)ltI'LA

(T)髄液-)'ミン代謝産物CT)変化については殆ど報吾がたい
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が.我々は0家の若年発症で ミすJJl~-一丁く-くて/tかんを

呈する1例でも 5-IllAA9ng/I:ml, HVA 3111g.･nllと

5--1HlAA の低 卜を認めている.ト11)RPLA では病坪学

的に縫線核に病変が認めよ､-)れ小.この部位J.(')-t･_F.】トニ ン

か71能性があるが,詳細は不明で今後さ吊こ症例数を重

ねて検討する必費がある上思わわた.

本論文C')要旨く･ま,第29回日本神経学会総会 (東京)

iこ於いて発表した.
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茂: 中枢性 non-REM 期睡眠時無呼吸を認めた. (平成元年12月22日受付)

Joscph病の 1家系-及びその核磁気卿 島僚-.臨


