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【本ガイドライン作成に至る経緯】

進行性核上性麻痺 progressive supranuclear palsy（PSP）の認知機能障害については，日本神経学会により作成され

た認知症疾患の診療ガイドラインで記載されてきた．2002年に作成された「痴呆疾患治療ガイドライン2002」において

は，「その他の痴呆」の中の「皮質下性痴呆」の項の中に「進行性核上性麻痺（PSP）」として記載されている．「認知症

疾患治療ガイドライン2010」では，「第9章：進行性核上性麻痺」の中で「1. 進行性核上麻痺（PSP）の認知症症状とそ

の検査方法はどのようなものか」，「2．進行性核上麻痺（PSP）では認知症症状で発症する例はあるか？」，「3．進行性核

上麻痺（PSP）の認知症症状に対する治療法にはどのようなものがあるか？」の3CQとして記載されている．さらに，

「認知症疾患診療ガイドライン2017」においては，「CQ9–1進行性核上性麻痺progressive supranuclear palsy（PSP）の

認知症状の特徴は何か」，「CQ9–2進行性核上性麻痺progressive supranuclear palsy（PSP）の認知機能障害に有用な治

療法はあるか」の2CQで記載されている．

PSPはその臨床的な多様性，臨床診断と病理診断の乖離などの話題と共にそれまで想定されていたよりも有病率が高い

可能性も指摘され，臨床的な重要性が一層高まってきている．このような状況から，認知機能障害に限定されたものでは

なく，PSP全体としての診療ガイドラインの作成が求められるようになってきた．

我が国では特定疾患から指定難病の制度になり，研究体制も変わってきた．2014年度に「厚生労働科学研究費補助金

（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業））」による「政策研究」として「神経変性疾患領域における基盤

的調査研究」班（以下，神経変性班）が発足し，2014年にPSPの診療ガイドライン作成を決定した．

【本ガイドライン作成に関する基本方針】

第1回進行性核上性麻痺（PSP）診療ガイドライン作成会議（2014年12月20日開催）において，本ガイドライン作成

の基本方針を議論し，認知機能障害のみならず，運動症状なども含めたPSP全体の診療ガイドラインを作ることを確認し

た．日本神経学会ガイドライン統括委員会や，日本神経治療学会治療指針作成委員会（現：ガイドライン作成委員会）な

どと協議し，日本神経治療学会と連携して作成することになった．作成会議を，神経変性班班会議日程に合わせて開催

し，また，本ガイドラインの作成状況を神経変性班会議で報告して班員からの意見を収集し，適宜，メールでの審議も行

いながら作成作業を進めることとした．

本ガイドラインの作成は基本的にMindsの方針に従って作成することとし，①CQ形式を用い，②資金源としては神経

変性班からの支援を受け，③日本神経治療学会と連携し，④作成委員のCOIをマネージメントし，⑤文献検索を統一し

た方法で行い，⑥SCOPEを作成し，⑦エビデンスレベルや推奨の強さを，Minds2014の推奨するGRADE（Grading of

Recommendations Assessment, Development and Evaluation)システムに基づいて議論して決定し，⑧推奨度の決定が

困難なCQについては「推奨グレード」を記載しない「回答文」を作成することとし，⑨作成された原稿は日本神経治療

学会ガイドライン作成委員会により査読を受けて修正を行って最終化する予定で進めることになった．

【資金源及び利益相反（conflict of interest：COI）】

文献検索，会議費，旅費など，本ガイドライン作成に必要な資金は，厚生労働科学研究費により対応した．原稿作成や

会議参加などに関する委員・研究協力者への報酬は支給しなかった．日本神経治療学会と連携して作成委員のCOIのマ

ネージメントを行うこととした．発行は日本神経治療学会の学会誌に掲載することになり，ガイドライン発行経費につい

ては日本神経治療学会で負担して頂いた．
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【対象読者について】

本ガイドラインの読者対象は，原則として一般の医師を想定して作成した．ただし，医師以外の方々にも読まれること

も念頭において作成作業を行った．

なお，神経変性班では患者・家族や介護者に向けたケアマニュアル・療養の手引きを，2016年度にParkinson病，前

頭側頭葉変性症，紀伊ALS・PDC，Huntington病，大脳基底核変性症などに関して作成した（http://plaza.umin.ac.jp /

~neuro2/index.html）．PSPについても「PSP進行性核上性麻痺ケアマニュアル第4版」を作成し，2017年3月に神経変

性班ホームページにて公開した（http://plaza.umin.ac.jp /~neuro2/pdffiles /PSPv4.pdf）．2016年度はこちらの作成作業に

追われ，結果的に本ガイドライン作成作業が遅れてしまった．

【本ガイドラインの改訂作業経過，エビデンスレベル，推奨グレード】

本ガイドラインは医師がベストの診療方法を決定するうえでの参考資料となるように配慮し，PICO（P：patients,

problem, population，I：interventions，C：comparisons, controls, comparators, O：outcomes）を参考にCQを作成し

た．同時期に若干先行して作成作業が進められていた「認知症疾患診療ガイドライン2017」作成における議論において，

CQを重要臨床課題に限定することなく総論的事項についてもCQに準拠して項目立てをした方針にならい，原則として

全項目を総てCQとして作成することになった．

CQについてkey words（KW）を作成し，2015年12月から2016年3月にかけて，2015年までの文献について日本医

学図書館協会（東京慈恵会医科大学学術情報センター 阿部信一先生）に依頼して文献検索を実施して頂いた．その後，

前述のケアマニュアル作成などにより本ガイドライン作成作業が遅れたこともあり，その間にも診断基準などの新たな重

要な報告もあって，ハンドサーチによる追加も委員会で認めた文献について可とした．

得られた文献リストから，神経変性班研究分担者や研究協力者，班員から推薦された協力者による評価シート作成，各

アウトカムについてのエビデンス総体のエビデンスレベル評価を検討した．GRADEシステムに基づいた評価を目指し，

個々の文献についてではなく，アウトカムごとにランダム化比較試験・観察研究などの研究デザインごとに，バイアスリ

スク，非直接性，非一貫性，不精確，出版バイアス等を考慮してエビデンス総体に対する評価を検討した．作成作業を開

始した2014年においてはいまだシステマテイックレビューを行う体制が整っておらず，ガイドライン作成グループから

独立したシステマテイックレビューチームの設立は困難と考えられた．同時期に作成作業を開始し，PSPの認知機能障害

に関するCQも設けてある「認知症疾患診療ガイドライン2017」では，定量的なシステマテイックレビューの実施は努力

目標として各担当委員の判断で検討することとし，これまでのガイドラインと同様に定性的なシステマテイックレ

ビューを主体に作業を進めていたが，本ガイドライン作成作業においてもその方針に準じて対応することにした．

表 1 エビデンス総体としての強さ

A（強）：効果の推定値に強く確信がある

B（中）：効果の推定値に中程度の確信がある

C（弱）：効果の推定値に対する確信は限定的である

D（とても弱い）：効果の推定値がほとんど確信できない

表 2 推奨グレード

1（強い）：「実施する」，または，「実施しない」ことを推奨する

2（弱い）：「実施する」，または，「実施しない」ことを提案する

PSPにおいては有効な治療薬などもほとんどなく，また，希少性疾患でもあるところからエビデンスレベルの高い報告や

介入研究が少ない．このため，「推奨グレード」を示しにくいCQが多く，結果的に，全CQにおいて「推薦文」ではなく

「回答文」として記載することになった．

【PSP診療における本診療ガイドラインの使用にあたって】

本ガイドラインは，PSP診療の向上を目的として診療支援としての参考資料を提供するものであり，現場の診療を制約

するものではない．今後の診療や研究の発展，患者や家族を取り巻く環境も多様で，刻々と変化している．実際の治療に

当たっては一人一人の患者に合った個別的な対応の工夫も重要と考えられる．また，本ガイドラインの記載内容は医療訴

訟などの根拠となるものでもない．
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【日本神経治療学会ガイドライン作成委員会による原稿査読】

日本神経治療学会による査読を依頼した．他疾患ガイドラインなどの査読の都合もあり，2019年夏に査読が実施され，

査読意見に従って修正を行った．
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CQ1–1

我が国における有病率はどの程度か？

回答

　我が国におけるPSPの有病率は，古典的な臨床像を呈する

Richardson症候群（RS）に限ると 5.82～18人/10万人，PSP–

parkinsonism （PSP–P） や PSP–pure akinesia with gait

freezing（PSP–PAGF）などの臨床亜型を含むと17.90/10万人と

する報告がある．

解説・エビデンス

PSPは，1964年にSteeleらによって報告された中年期以降に発症

し，病初期から易転倒性を伴う姿勢保持障害を特徴としており1），垂

直性核上性眼球運動障害，体軸性筋強剛，認知障害などを示す神経

変性疾患である．2005年以降にはPSP–P，PSP–PAGF，PSP with

cerebellar ataxia（PSP–C）など多彩な臨床像を呈する臨床亜型が

報告されるようになり，Steeleらによって報告された典型的な臨床

像を呈する症例をRSと呼ぶようになった．

本邦における PSP疫学調査の報告は少なく，3編のみである

（表1）．1999～2002年にかけてKawashimaらが鳥取県米子市にて

行った疫学調査では，有病率 5.82人/10万人であり 2），2007年に

Osakiらが高知県高幡地方にて行った疫学調査では，有病率18人/10

万人であったが，いずれもRSを対象としていた 3）．一方，2009～

2014年にかけてTakigawaらが鳥取県米子市にて行った疫学調査で

は，RSに限ると有病率14.32人/10万人であったが，PSP–PやPSP–

PAGFを含むと有病率17.90人/10万人であった 4）．PSP–PやPSP–

PAGFに関する臨床診断基準が明確には定められていないことを考

慮すると有病率はより多いことが予想される．

表1

報告者（年） 調査地域
粗有病率

（/10万人）
訂正有病率

（/10万人）
基準人口

Kawashima
et al（2003）2）

鳥取県

米子市
5.82 5.03 2000年/全国

Osaki et al
（2011）3）

高知県

高幡地方
18 10

2007年10月
1日/全国

Takigawa
et al（2016）4）

鳥取県

米子市
17.90 17.26

2010年10月
1日/全国

（RSのみ） 14.32 13.80

文献

1) Steele JC, Richardson JC, Olszewski J : Progressive supranu-

clear palsy. A heterogenenous degeneration involving the

brain stem, basal ganglia and cerebellum with vertical gaze

and pseudobulbar palsy, nuchal dystonia and dementia. Arch

Neurol 10 : 333–359, 1964

2) Kawashima M, Miyake M, Kusumi M et al : Prevalence of

progressive supranuclear palsy in Yonago, Japan. Mov Dis-

ord 19 : 1239–1240, 2004

3) Osaki Y, Morita Y, Kuwahara T et al : Prevalence of Parkin-

son's disease and atypical parkinsonian syndromes in a rural

Japanese district. Acta Neurol Scand 124 : 182–187, 2011

4) Takigawa H, Kitayama M, Wada–Isoe K et al : Prevalence of

Progressive Supranuclear Palsy in Yonago : Change through-

out a Decade. Brain Bhav 6 : e00557, doi : 10.1002/brb3.557,

2016

検索式

検索日：2016年2月16日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/epidemiology"[Mesh]

#02 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] AND

"Prevalence"[Mesh]

#03 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB]

OR Parkinson's disease*[TIAB] OR Parkinson

disease*[TIAB]) AND (prevalence*[TIAB] OR

epidemiology[TIAB])

#04 #1 OR #2 OR #3

#05 #4 AND 2009:2015[DP]

#06 #5 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#07 #6 AND ("Japan"[Mesh] OR Japan*[TIAB])

#08 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta-Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR meta–

analysis[TIAB] OR guideline*[TI] OR "systematic

review"[TIAB]

#09 #6 AND #8 NOT #7

#10 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB]

OR Parkinson's disease*[TIAB] OR Parkinson

disease*[TIAB]) AND (prevalence*[TI] OR

epidemiology[TI])

#11 #6 AND (#1 OR #2 OR #10) NOT (#7 OR #9)

#12 #11 AND (Review[PT] OR review[TI] OR overview[TI])

CQ1–2

我が国において増加しているのか？

回答

　本邦における PSPの有病率は，古典的な臨床像を呈する

Richardson症候群に限ると増加していることが示唆される．

解説・エビデンス

PSP有病率を経年的に調査した報告はない．同一地域で2回以上

の調査がされた鳥取県米子市からの報告では，Richardson症候群に

限定すると粗有病率は5.82人/10万人（2000年）から14.32人/10万

人（2010年）に増加しており，それぞれの報告時の全国人口を基準

とした訂正有病率においても5.03人/10万人から13.80人/10万人に増

加していた1, 2）．

2010年における鳥取県米子市の PSP有病率より算出された

Kawashimaらの報告時を基準とした訂正有病率は，RSに限ると有

病率 10.23人/10万人，PSP–parkinsonismや PSP–pure akinesia

gait freezingを含むと有病率11.92人/10万人であった2）．PSP有病

率の増加には，人口の高齢化や臨床亜型の存在が明らかとなったこ

とだけではなく，2003年に本邦における特定疾患治療研究事業の対

象疾患に指定されたこと，介護保険などによる社会福祉による療養

環境の整備などが要因にあると推測される．
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文献

1) Kawashima M, Miyake M, Kusumi M et al : Prevalence of

progressive supranuclear palsy in Yonago, Japan. Mov Dis-

ord 19 : 1239–1240, 2004

2) Takigawa H, Kitayama M, Wada–Isoe K et al : Prevalence

of Progressive Supranuclear Palsy in Yonago : Change

throughout a Decade. Brain Bhav 6 : e00557, 2016

検索式

検索日：2016年2月16日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/epidemiology"[Mesh]

#02 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] AND

"Prevalence"[Mesh]

#03 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB]

OR Parkinson's disease*[TIAB] OR Parkinson

disease*[TIAB]) AND (prevalence*[TIAB] OR

epidemiology[TIAB])

#04 #1 OR #2 OR #3

#05 #4 AND 2009:2015[DP]

#06 #5 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#07 #6 AND ("Japan"[Mesh] OR Japan*[TIAB])

#08 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta-Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR meta–

analysis[TIAB] OR guideline*[TI] OR "systematic

review"[TIAB]

#09 #6 AND #8 NOT #7

#10 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB]

OR Parkinson's disease*[TIAB] OR Parkinson

disease*[TIAB]) AND (prevalence*[TI] OR

epidemiology[TI])

#11 #6 AND (#1 OR #2 OR #10) NOT (#7 OR #9)

#12 #11 AND (Review[PT] OR review[TI] OR overview[TI])

CQ1–3

男女差，人種差，好発年齢は？

回答

　PSPの有病率については，人種間による大きな差は示されてい

ない．男女差については，一定の見解は得られておらず，発症年齢

は以前に比して高齢化しており，平均年齢は70歳代前半である．

解説・エビデンス

PSPにおける男女差は報告によって異なり，定まっていない．

Williamsらによる剖検103例による検討では，65例（63%）が男性

例であった1）．Santacruzらの報告では，存命者を対象とした調査で

は男女差はないが，剖検例を対象とした調査では男性が多い

（61.8%）と報告しており，男性例の方が発症後，診断までの期間が

女性例よりも長く，罹病期間が短いことを考察している2）．一方，診

断までの期間，罹病期間，生存期間に男女差はないとする報告もあ

る3）．鳥取県米子市における検討では，高齢化に伴う女性人口の増加

が男女比に影響していることが考察されている4）．

欧米諸国におけるPSP疫学調査の報告では，有病率は1.0～6.5人/

10万人であり5～9），Kawashimaらが鳥取県米子市にて行った疫学調

査での有病率5.82人/10万人とほぼ一致している10）．しかしながら，

2007年にOsakiらが高知県高幡地方にて行った疫学調査では，有病

率18人/10万人11），2009～2014年にかけてTakigawaらが鳥取県米

子市にて行った疫学調査では，RSに限ると有病率14.32人/10万人，

PSP–PやPSP–PAGFを含むと有病率17.90人/10万人であり4），本邦

の異なる2地域における疫学調査の結果は概ね一致している．2001

年以降は報告がないため欧米との比較は困難である．

発症年齢に関しては，2001年までの報告では60歳代後半が多い

が，最近の報告では発症年齢の平均は，70歳代であり，高齢化を反

映しているものと推測される．

資料

報告者 報告年 調査地域 調査年代
粗有病率

（/10万人）
性別

（男 : 女）
平均発症年齢

（歳）

Golbe et al5） 1988 New Jersey, USA 全年代 1.39 5 : 6 63.5
Wermuth et al6） 1997 Faroe, Islands 全年代 4.6 nd nd
Chio et al7） 1998 Northwesr, Italy 全年代 3.2 nd nd
Schrag et al8） 1999 London & Kent, UK 発症年齢50歳以上 4.9 1 : 1 68.5
Nath et al9） 2001 UK 全年代 1.0 1 : 1 66*

North of England 全年代 3.1 3 : 5 69*
Newcastle–upon–Tyne 40歳以上 6.5 8 : 9 67*

Kawashima et al10） 2003 Yonago, Japan 全年代 5.82 3 : 1 71.4
Osaki et al11） 2011 Kochi, Japan 全年代 18 2 : 1 76
Takigawa et al4） 2016 Yonago, Japan 全年代 17.90 12 : 13 72.5

（Richardson症候群） 14.32 7 : 13 77.5

nd : not described

* : median age

文献

1) Williams DR, de Silva R, Paviour DC et al : Characteristics of

two distinct clinical phenotypes in pathologically proven pro-

gressive supranuclear palsy : Richardson's syndrome and
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PSP–parkinsonism. Brain 128 : 1247–1258, 2005

2) Santacruz P, Uttl B, Litvan I et al : Progressive supranuclear

palsy : a survey of the disease course. Neurology 50 : 1637–

1647, 1998

3) dell'Aquila C, Zoccolella S, Cardinali V et al : Predictors of

survival in a series of clinically diagnosed progressive supra-

nuclear palsy patients. Parkinsonism Relat Disord 19 : 980–

985, 2013

4) Takigawa H, Kitayama M, Wada–Isoe K et al : Prevalence of

Progressive Supranuclear Palsy in Yonago : Change through-

out a Decade. Brain Bhav 6 : e00557, 2016

5) Golbe LI, Davis PH, Schoenberg BS et al : Prevalence and

natural history of progressive supranuclear palsy. Neurology

38 : 1031–1034, 1988

6) Wermuth L, Joensen P, Bunger N et al : High prevalence of

Parkinson's disease in the Faroe Islands. Neurology 49 : 426–

432, 1997

7) Chio A, Magnani C, Schiffer D : Prevalence of Parkinson's

disease in Northwestern Italy : comparison of tracer method-

ology and clinical ascertainment of cases. Mov Disord 13 :

400–405, 1998

8) Schrag A, Ben–Shlomo Y, Quinn NP : Prevalence of progres-

sive supranuclear palsy and multiple system atrophy : a

cross–sectional study. Lancet 354(9192) : 1771–1775, 1999

9) Nath U, Ben–Shlomo Y, Thomson RG et al : The prevalence

of progressive supranuclear palsy (Steele–Richardson–Ols-

zewski syndrome) in the UK. Brain 124 : 1438–1449, 2001

10) Kawashima M, Miyake M, Kusumi M et al : Prevalence of

progressive supranuclear palsy in Yonago, Japan. Mov Dis-

ord 19 : 1239–1240, 2004

11) Osaki Y, Morita Y, Kuwahara T et al : Prevalence of Parkin-

son's disease and atypical parkinsonian syndromes in a rural

Japanese district. Acta Neurol Scand 124 : 182–187, 2011

検索式

検索日：2016年2月15日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh]

#02 "progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB] OR

Parkinson's disease*[TIAB] OR Parkinson disease*[TIAB]

#03 #1 OR #2

#04 #3 AND 2009:2015[DP]

#05 #4 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#06 #5 AND ("Sex Factors"[Mesh] OR sex factor*[TIAB])

#07 #5 AND ("Age Factors"[Mesh] OR age factor*[TIAB])

#08 #5 AND "Supranuclear Palsy, Progressive/

ethnology"[Mesh]

#09 #5 AND (population group*[TIAB] OR ethnolog*[TIAB] OR

ethnic*[TIAB] OR racial[TIAB] OR race[TIAB])

#10 #6 OR #7 OR #8 OR #9

#11 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta-Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR meta–

analysis[TIAB] OR guideline*[TI] OR "systematic

review"[TIAB]

#12 #10 AND #11

#13 "Supranuclear Palsy, Progressive/epidemiology"[Mesh]

#14 ("progressive supranuclear palsy"[TI] OR PSP[TI] OR

Parkinson's disease*[TI] OR Parkinson disease*[TI]) AND

(epidemiolog*[TI] OR differen*[TI])

#15 #5 AND ("Sex Factors"[Mesh] OR sex factor*[TI])

#16 #5 AND ("Age Factors"[Mesh] OR age factor*[TI])

#17 #5 AND (population*[TI] OR ethnolog*[TI] OR ethnic*[TI]

OR racial[TI] OR race[TI])

#18 (#13 OR #14) AND (#8 OR #15 OR #16 OR #17)

#22 #18 NOT #12
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CQ2–1

病態機序はどのようなものがあるか？

回答

　リン酸化された4リピートタウの神経細胞及びグリア細胞への

蓄積がPSPを特徴づける病理所見であり，タウに関連した病態が

想定されている．タウが介在するPSPの病態にappoptosinが関与

することが報告されているが，その機序は十分に解明されていな

い．PSPの病変進展機序として異常タウの細胞間伝播仮説が提唱

されている．

解説・エビデンス

PSP患者脳では神経細胞に加え，アストロサイトやオリゴデンド

ロサイトなどのグリア細胞にリン酸化タウが蓄積することから，タ

ウとの関連が病態機序として想定されている．タウには6つのアイソ

フォームがあり（図1），PSP脳では4R0N，4R1Nにより構成される

4リピートタウが蓄積する1）．MAPTの3リピート/4リピートを規定

するエクソン10のスプライスの有無に着目し，3/4リピートの発現

比率を剖検脳由来のmRNAを用いた解析では，PSP脳の前頭葉皮質

において4リピート由来のmRNA発現比率が上昇していた2）．

不溶化したリン酸化タウ蓄積が病理学的な特徴となる一方で，非

線維構造を有するオリゴマー化したタウと神経変性の関連が検討さ

れている3）．Gersonらは，PSP患者脳でオリゴマー・タウが増加し

ていることを報告している4）．PSPで生じるタウの神経毒性を調節す

る因子として appoptosinが報告されている 5）．Appoptosinはカス

パーゼ3を活性化させ，カスパーゼ依存性のタウ断片の産生を亢進さ

せる．PSP患者脳ではappoptosinが増加している5）．

PSPを含むタウオパチーの病変進展機序として異常タウの細胞間

伝播仮説が提唱されている6）．Clavagueraらは，PSPを含むタウオ

パチー患者脳由来の抽出物をヒト野生型タウを発現するモデルマウ

ス脳内に注入することで，マウス脳内に疾患を特徴づける嗜銀性タ

ウ封入体が形成されることを報告した7）．疾患依存性のタウ・異常コ

ンフォメーションが各疾患の脳内病理を規定し，コンフォメーショ

ンを保ちながら細胞間伝播により病変を拡大している可能性が指摘

されている．

文献

1) Arai T, Ikeda K, Akiyama H et al : Distinct isoforms of tau

aggregated in neurons and glial cells in brains of patients

with Pick's disease, corticobasal degeneration and progressive

supranuclear palsy. Acta Neuropathol 101 : 167–173, 2001

2) Ingelsson M, Ramasamy K, Russ C et al : Increase in the rela-

tive expression of tau with four microtubule binding repeat re-

gions in frontotemporal lobar degeneration and progressive su-

pranuclear palsy brains. Acta Neuropathol 114 : 471–479, 2007

3) Lasagna–Reeves CA, Castillo–Carranza DL, Sengupta U et

al : Tau oligomers impair memory and induce synaptic and

mitochondrial dysfunction in wild–type mice. Mol Neurodege-

ner 6 : 39, 2011

4) Gerson JE, Sengupta U, Lasagna–Reeves CA et al : Charac-

terization of tau oligomeric seeds in progressive supranu-

clear palsy. Acta Neuropathol Commun 2 : 73, 2014

5) Zhao Y, Tseng IC, Heyser CJ et al : Appoptosin–Mediated

Caspase Cleavage of Tau Contributes to Progressive Supra-

nuclear Palsy Pathogenesis. Neuron 87 : 963–975, 2015

6) Goedert M, Masuda–Suzukake M, Falcon B : Like prions : the

propagation of aggregated tau and α–synuclein in neurode-

generation. Brain 140 : 266–278, 2017

7) Clavaguera F, Akatsu H, Fraser G et al : Brain homogenates

from human tauopathies induce tau inclusions in mouse

brain. PNAS USA 110 : 9535–9540, 2013

検索式

検索日：2016年2月16日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/etiology"[Majr] OR

"Supranuclear Palsy, Progressive/physiopathology"[Majr]

#02 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Majr] AND

(pathogenesis[TI] OR pathophysiology[TI] OR etiology[TI])

#03 ("progressive supranuclear palsy"[TI] OR PSP[TI] OR

Parkinson's disease*[TI] OR Parkinson disease*[TI]) AND

(pathogenesis[TI] OR pathophysiology[TI] OR etiology[TI])

図1 タウアイソフォーム
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#04 #1 OR #2 OR #3

#05 #4 AND 2009:2015[DP]

#06 #5 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#07 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR meta–

analysis[TIAB] OR guideline*[TI] OR "systematic

review"[TIAB]

#08 #6 AND #7

#09 Review[PT] OR review[TI] OR overview[TI]

#10 #6 AND #9 NOT #8

#11 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#12 #6 AND #11 NOT (#8 OR #10)

#13 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics" [PT]

OR case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR comparative*[TIAB]

#14 #6 AND #13 NOT (#8 OR #10 OR #12)

CQ2–2

患者脳に蓄積するタンパクはどのようなものか？

回答

　PSP患者脳には異常リン酸化タウが蓄積する．蓄積するタウ

は，CBDと同様に4リピート型である．PSP，CBDとも全長タウ

から切断されてC末端断片が生じるが，その断片のサイズが異な

る．PSP脳では33kDaのC末端断片が蓄積する．不溶性タウをト

リプシン処理するとPSPに特徴的なトリプシン耐性タウ断片が検

出される．

解説・エビデンス

PSP患者脳には異常リン酸化タウが蓄積する．PSP患者剖検脳を

生化学的に解析すると，サルコシル不溶性分画に4リピートタウが検

出される．タウには6つのアイソフォームがあり，PSP脳では4R0N

と4R1Nアイソフォームが蓄積する．この特徴はCBDと同じであ

り，PSPとCBDは4リピートタウオパチーに分類される．

PSPとCBDを区別する点としては，全長タウから切断され生じる

C末端断片のサイズの違いがある1）．PSP脳では33kDaのC末端断片

が検出される．一方，CBD脳では約37kDaのC末端断片が検出され

る．4リピートタウオパチーに分類されるGGT（globular glial

tauopathy）では37kDaと33kDaの両方のC末端断片が検出される

ことがある2, 3）．これらのタウのC末端断片の違いが何に由来するか

については明らかにされていない．

サルコシル不溶性分画のタウをトリプシン処理すると7–18kDaの

トリプシン耐性タウ断片が検出される4）．PSP脳では，3本のC末端

断片：16kDa（アミノ酸 260–395），15kDa（268–395），15kDa

（243–369）が検出される．PSPに特徴的なトリプシン耐性タウ断

片は凝集体のコアを形成していると思われ，PSPの病態に関与して

いる可能性が指摘されている．

文献

1) Arai T, Ikeda K, Akiyama H et al : Identification of amino–

terminally cleaved tau fragments that distinguish progres-

sive supranuclear palsy from corticobasal degeneration. Ann

Neurol 55 : 72–79, 2004

2) Taniguchi–Watanabe S, Arai T, Kametani F et al : Biochemi-

cal classification of tauopathies by immunoblot, protein se-

quence and mass spectrometric analyses of sarkosyl–insolu-

ble and trypsin–resistant tau. Acta Neuropathol 131 : 267–

280, 2016

3) Fu YJ, Nishihira Y, Kuroda S et al : Sporadic four–repeat tau-

opathy with frontotemporal lobar degeneration, Parkinson-

ism, and motor neuron disease : a distinct clinicopathological

and biochemical disease entity. Acta Neuropathol 120 : 21–

32, 2010

4) Ahmed Z, Bigio EH, Budka H et al : Globular glial tauopa-

thies (GGT) : consensus recommendations. Acta Neuropathol

126 : 537–544, 2013

検索式

検索日：2016年2月16日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/genetics"[Majr]

#02 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Majr] AND ("Genetic

Predisposition to Disease"[Mesh] OR "Mutation"[Mesh])

#03 ("progressive supranuclear palsy"[TI] OR PSP[TI] OR

Parkinson's disease*[TI] OR Parkinson disease*[TI]) AND

(susceptibility gene*[TI] OR genetic*[TI] OR mutation*[TI]

OR MAPT[TI])

#04 #1 OR #2 OR #3

#05 #4 AND 2009:2015[DP]

#06 #5 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#07 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI]

OR "systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR

overview[TI]

#08 #6 AND #7

#09 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#10 #6 AND #9 NOT #8

#11 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics" [PT]

OR case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR

comparative*[TIAB]

#12 #6 AND #11 NOT (#8 OR #10)

#13 #12 AND ("Risk Factors"[Mesh] OR risk*[TIAB])

進行性核上性麻痺（PSP）診療ガイドライン2020

神経治療　Vol. 37　No. 3（2020）

446



CQ2–3

遺伝的危険因子にはどのようなものがあるか？

回答

　欧米人の孤発性PSPにおいては，MAPTのH1ハプロタイプが

PSPのリスクとなる．日本人ではH2ハプロタイプは存在せず，

すべてH1ハプロタイプを示す．ゲノムワイド関連解析により，

MAPTに加え，STX6，EIF2A3K，MOBPがPSPの感受性遺伝子

として報告されている．PSPの大多数は孤発性であるが，家族性

PSPの存在が報告されている．家族性PSPの原因としてMAPT変

異が同定されている．一方，MAPT変異陰性の家族性PSPの報告

もある．

解説・エビデンス

孤発性PSPのリスク遺伝子として，PSP脳に蓄積するタウをコー

ドするMAPTが知られている．0.9Mbの逆位領域を含むH1/H2ハプ

ロタイプ多型によりMAPTは分類され，H1ハプロタイプがPSPの

リスクとなる1）．H1ハプロタイプを有するPSP患者では，MAPTの

4リピートのmRNA発現が上昇している2）．日本人ではH2ハプロタ

イプは存在せず，すべてH1ハプロタイプを示す3）．

孤発性PSP患者（n=2,165）と対照者（n=6,807）を対象としたゲ

ノムワイド関連解析（GWAS：genome–wide association study）が

行われた4）．MAPTに加えてSTX6，EIF2A3K，MOBPが感受性遺

伝子として同定された．一方，剖検例（n=501）と対照者（n=735）

を用いたGWAS解析においてもMAPTを含む第17染色体領域の

SNPが有意な相関を示した5）．最も高い有意水準を示したSNPは第

11番染色体のrs901746であり，このSNPはDNA damage–binding

protein 2（DDB2）のイントロン9に存在する．日本人PSPを対象

としたGWASは未だ行われていない．

PSPの大多数は孤発例であるが，家族性PSPの存在が報告されて

いる．剖検診断されたPSP 375名の家族歴を調査した結果によると，

58名（15%）にPSP，パーキンソニズム，認知症のいずれかを有す

る家族内類症者がおり，11名（3%）にPSPと診断された家族内類

症者を認めた6）．病理学的に診断された家族性PSPが報告されてお

り，MAPT p.R5L, p.S285R, p.G303V, IVS10+3, IVS+14変異が原因

として報告されている7, 8）．一方，病理学的に家族性PSPと診断され

ている症例でMAPT変異が陰性の症例も存在する7）．

文献

1) Baker M, Litvan I, Houlden H et al : Association of an extend-

ed haplotype in the tau gene with progressive supranuclear

palsy. Hum Mol Genet 8 : 711–715, 1999

2) Caffrey TM, Joachim C, Paracchini S et al : Haplotype–specif-

ic expression of exon 10 at the human MAPT locus. Hum Mol

Genet 15 : 3529–3537, 2006

3) Evans W, Fung HC, Steele J et al : The tau H2 haplotype is

almost exclusively Caucasian in origin. Neurosci Lett 369 :

183–185, 2004

4) Hoglinger GU, Melhem NM, Dickson DW et al : Identification

of common variants influencing risk of the tauopathy pro-

gressive supranuclear palsy. Nature Genet 43 : 699–705, 2011

5) Melquist S, Craig DW, Huentelman MJ et al : Identification

of a novel risk locus for progressive supranuclear palsy by a

pooled genomewide scan of 500,288 single–nucleotide poly-

morphisms. Am J Hum Genet 80 : 769–778, 2007

6) Fujioka S, Van Gerpen JA, Uitti RJ et al : Familial progres-

sive supranuclear palsy : a literature review. Neurodener Dis

13 : 180–182, 2014

7) Fujioka S, Algom AA, Murray ME et al : Similarities between

familial and sporadic autopsy–proven progressive supranu-

clear palsy. Neurology 80 : 2076–2078, 2013

8) Omoto M, Suzuki S, Ikeuchi T et al : Autosomal dominant

tauopathy with parkinsonism and central hypoventilation.

Neurology 78 : 762–764, 2012

検索式

検索日：2016年2月16日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/genetics"[Majr]

#02 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Majr] AND ("Genetic

Predisposition to Disease"[Mesh] OR "Mutation"[Mesh])

#03 ("progressive supranuclear palsy"[TI] OR PSP[TI] OR

Parkinson's disease*[TI] OR Parkinson disease*[TI]) AND

(susceptibility gene*[TI] OR genetic*[TI] OR mutation*[TI]

OR MAPT[TI])

#04 #1 OR #2 OR #3

#05 #4 AND 2009:2015[DP]

#06 #5 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#07 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI]

OR "systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR

overview[TI]

#08 #6 AND #7

#09 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#10 #6 AND #9 NOT #8

#11 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics" [PT]

OR case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR

comparative*[TIAB]

#12 #6 AND #11 NOT (#8 OR #10)

#13 #12 AND ("Risk Factors"[Mesh] OR risk*[TIAB])

CQ2–4

発症リスクにはどのようなものがあるか？

回答

　遺伝的因子と環境要因を含む後天的因子がPSPの発症に関与す

る．環境要因とPSPの発症リスクとの関連は不明な点が多い．短

い教育年数，長期の井戸水の摂取，食物に含まれるイソキノリン

やメタルへの暴露歴との関連性が報告されている．
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解説・エビデンス

PSPは遺伝的因子と環境要因を含む後天的因子が発症リスクとな

る1）．環境要因とPSPの発症リスクの関連は不明な点が多いが，次の

ような報告がある．短い教育年数，低所得がPSPのリスクとして報

告されている 2～4）．食物との関係では，熱帯性果実（pawpaw）や

ハーブ茶（bolde）の摂取との関係が報告されている5）．これらの食

物には tetrahydroisoquinolones（TIQs）が含まれており，PSPと

の関連が疑われている．PSPの症例–対照研究であるENGENE研究

では，長期の井戸水の摂取がPSPに対する有意なリスク因子として

報告された4）．Kellyらはストレスに関するアンケート調査を実施し，

PSP患者群では高度のストレス経験を有する頻度が対照群と比較し

て有意に高いことを報告している6）．

フランスのWattrelos地方にPSPが多発していることが報告され

た7）．4万人程度の人口を有するWattrelos地方において，2007年以

降，92例のPSP患者が同定された．13例で病理診断を受けており，

PSPの病理診断基準を満たす典型像が示されている．この地域に

PSPが多発する理由は明らかでないが，鉄鉱石の採掘が以前に行わ

れていた地域であり，また織物染色や革加工産業が盛んであったこ

とから，これらの原材料に含まれる種々にメタルによる土壌汚染と

の関連が推察されている．

文献

1) Litvan I : Update on epidemiological aspects of progressive

supranuclear palsy. Mov Disord 18 Suppl 6 : S43–50, 2003

2) Globe LI, Rubin RS, Cody RP et al : Follow‐up study of risk

factors in progressive supranuclear palsy. Neurology 47 :

148–154, 1996

3) Vidal JS, Vidailhet M, Derkinderen P et al : Risk factors for

progressive supranuclear palsy : a case–control study in

France. JNNP 80 : 1271–1274, 2009

4) Litvan I, Lees PS, Cunningham CR et al : Environmental and

occupational risk factors for progressive supranuclear palsy :

Case–control study. Mov Disord 31 : 644–652, 2016

5) Caparros–Lefebvre D, Elbaz A : Possible relation of atypical

parkinsonism in the French West Indies with consumption

of tropical plants : a case–control study. Caribbean Parkin-

sonism Study Group. Lancet 354 : 281–286, 1999

6) Kelly KD, Peavy G, Edland S et al : The role of stress as a

risk factore for progressive supranuclear palsy J Parkinsons

Dis 7 : 377–383, 2017

7) Caparros–Lefebvre D, Golbe LI, Deramecourt V et al : A geo-

graphical cluster of progressive supranuclear palsy in north-

ern France. Neurology 85 : 1293–1300, 2015

検索式

検索日：2016年2月16日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/etiology"[Majr]

#02 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] AND

"Causality"[Mesh]

#03 ("progressive supranuclear palsy"[TI] OR PSP[TI] OR

Parkinson's disease*[TI] OR Parkinson disease*[TI]) AND

(cause[TI] OR risk factor*[TI] OR causalit*[TI])

#04 #1 OR #2 OR #3

#05 #4 AND 2009:2015[DP]

#06 #5 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#07 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR overview[TI]

#08 #6 AND #7

#09 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#10 #6 AND #9 NOT #8

#11 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics" [PT]

OR case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR

comparative*[TIAB]

#12 #6 AND #11 NOT (#8 OR #10)

#13 #12 AND ("Risk Factors"[Mesh] OR risk*[TIAB])
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CQ3–1

神経病理学的特徴は何か？

回答

　肉眼的特徴は黒質の脱色素，淡蒼球の萎縮と褐色調変化，視床

下核，上小脳脚，小脳歯状核の萎縮である．組織学的特徴は基底

核と脳幹諸核における神経細胞脱落と，Gallyas–Braak鍍銀染色

陽性，4リピート（4R）タウ陽性の神経原線維変化（neuro-

fibrillary tangle； NFT）， pretangle， coiled body， thread，

tufted astrocyteの出現である．

解説・エビデンス

PSPでは，肉眼的には大脳皮質の萎縮は軽度で，中心前回や前頭

葉後方部分が萎縮する．臨床的に進行性非流暢性失語（PNFA）を

呈する例では前頭葉のシルビウス裂に面する部位が萎縮する．大脳

皮質基底核症候群（CBS）を呈する例では大脳皮質の萎縮に左右差

がある1）．淡蒼球は褐色調の変化を示しうる．視床下核は萎縮する．

黒質の脱色素と上小脳脚の萎縮を認める．Richardson症候群（RS）

を呈する例では脳幹被蓋部の萎縮を呈しやすい．小脳歯状核は萎縮

しうる．組織学的には，被殻，尾状核，淡蒼球，視床下核，動眼神

経核，黒質，脳幹被蓋部，橋核，下オリーブ核，小脳歯状核に，4R

タウが選択的に蓄積した神経細胞内封入体及びグリア病変が出現す

る1～3）．神経細胞脱落は視床下核と黒質に認められ，淡蒼球にも認め

る事がある1）．尾状核，被殻の大型神経細胞は減少する．多くの例で

は大脳皮質の神経細胞脱落はごく軽度である．1994年に発表され現

在も用いられている病理診断基準では皮質下諸核におけるNFTと

neuropil threadの量と分布に基づいてPSPが定義され3, 4），タウ陽性

アストロサイト病変である tufted astrocytesは診断を支持する所見

と位置づけられている．しかし現在では tufted astrocytesはPSPの

診断的病変との考え方が一般的である．PSPには様々な臨床型があ

るが，これは個々の症例ごとの病変の解剖学的分布の偏りに関連し

ている1, 5）．このため病変分布を臨床病理相関の視点から評価する事

も診断においては重要である（CQ3–3参照）．最近は蓄積するタウ

蛋白の生化学的特性も診断上重要となっている（CQ2–2参照）.

文献

1) Dickson DW, Hauw JJ, Agid Y et al : Progressive supranu-

clear palsy and corticobasal degeneration. In Neurodegenera-

tion : the molecular pathology of dementia and movement

disorders. 2nd ed by Dickson DW, Weller RO, Wiley–Black-

well Press, UK, 2011, 135–155

2) Steele JC, Richardson JC, Olszewski J : Progressive supranu-

clear palsy. a heterogeneous degeneration involving the brain

stem, basal ganglia and cerebellum with vertical gaze and

pseudobulbar palsy, nuchal dystonia and dementia. Arch

Neurol 10 : 333–359, 1964

3) Hauw JJ, Daniel SE, Dickson D et al : Preliminary NINDS

neuropathologic criteria for Steele–Richardson–Olszewski

syndrome (progressive supranuclear palsy). Neurology 44 :

2015–2019, 1994

4) Litvan I, Hauw JJ, Bartko JJ et al : Validity and reliability of

the preliminary NINDS neuropathologic criteria for progres-

sive supranuclear palsy and related disorders. J Neuropathol

Exp Neurol 55 : 97–105, 1996

5) Dickson DW, Ahmed Z, Algom AA et al : Neuropathology of

variants of progressive supranuclear palsy. Curr Opin Neurol

23 : 394–400, 2010

検索式

検索日：2016年2月1日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh]

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND (diagnos*[TIAB] OR patholog*[TIAB] OR

classifi*[TIAB])

#03 #1 OR #2

#04 #3 AND 2009:2015[DP]

#05 #4 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#06 pathological diagnos*[TIAB] OR neuropathological

diagnos*[TIAB]

#07 #5 AND #6

#08 pathological criteria*[TIAB] OR neuropathological

criteria*[TIAB]

#09 #5 AND #8

#10 #7 OR #9

#11 "Supranuclear Palsy, Progressive/pathology"[Majr]

#12 ("progressive supranuclear palsy"[TI] OR PSP[TI]) AND

(patholog*[TI])

#13 (#11 OR #12) NOT #10

#14 #13 AND 2009:2015[DP]

#15 #14 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#16 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI]

OR "systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR

overview[TI]

#17 #15 AND #16

#18 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#19 #15 AND #18

#20 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics" [PT]

OR case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR

comparative*[TIAB]

#21 #15 AND #20

#22 #17 OR #19 OR #21
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CQ3–2

Progressive Supranuclear Palsy（PSP）とCortico-

basal Degeneration（CBD）の病理での類似点と相違点

は？

回答

　PSPとCBDは皮質下諸核の神経細胞とグリア細胞に4リピート

（4R）タウが選択的に蓄積する点が類似する．一方，特徴的病変

がPSPではtufted astrocyteであり，CBDではastrocytic plaque，

多量のthread，大脳穹隆面皮質に出現するballooned neuronであ

る点が異なっている．

解説・エビデンス

PSPとCBDは尾状核，被殻，淡蒼球，視床下核，動眼神経核，黒

質，橋核，小脳歯状核の神経細胞とグリア細胞に4リピート（4R）タ

ウが選択的に異常蓄積する4Rタウオパチーという点で類似している．

これらのタウ病理の解剖学的分布もPSPとCBDとで類似している1）．

淡蒼球の肉眼的な褐色調変化も両疾患で認められうる1）．一方，視床

下核はPSPでは通常萎縮するが，CBDでは保たれる．大脳皮質の神

経細胞へのタウ蓄積はCBDの方が多く，脳幹ではPSPの方が多い傾

向がある1）．神経細胞及びオリゴデンドログリア由来のthreadはCBD

の方がPSPより多く，coiled bodyはPSPの方がCBDより多い 1）．

PSPの tufted astrocyteとCBDのastrocytic plaqueは共に前頭頭頂

葉皮質と線条体に好発するが1），tufted astrocyteでは4Rタウが細胞

の近位部に蓄積し，astrocytic plaqueでは細胞の遠位部に蓄積してい

る1, 2）．大脳穹隆面の皮質に多発するballooned neuronはCBDの存在

を示唆する1, 2）．一方，PSPではballooned neuronは殆ど認められず，

辺縁系に限局して少数認める場合があるが，多くは嗜銀顆粒病等の他

病理の合併に関連したもので診断的価値は乏しい．Tau immunoblot

では両疾患で4Rタウを代表する68，64kDaバンドを認めるが，これ

に加えてPSPでは33kDa，CBDでは37kDa付近に低分子量タウフラ

グメントを認める点が異なっている．

文献

1) Dickson DW, Hauw JJ, Agid Y et al : Progressive supranu-

clear palsy and corticobasal degeneration. In Neurodegenera-

tion : the molecular pathology of dementia and movement

disorders. 2nd ed by Dickson DW, Weller RO, Wiley–Black-

well Press, UK, 2011, 135–155

2) Dickson DW, Bergeron C, Chin SS et al : Office of Rare Dis-

eases neuropathologic criteria for corticobasal degeneration.

J Neuropathol Exp Neurol 61 : 935–946, 2002

検索式

検索日：2016年2月1日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/pathology"[Mesh]

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND patholog*[TIAB]

#03 "Cerebral Cortex"[Mesh] AND ("Basal Ganglia"[Mesh] OR

"Basal Ganglia Diseases"[Mesh]) AND ("Nerve

Degeneration"[Mesh] OR "Neurodegenerative

Diseases"[Mesh]) AND patholog*[TIAB]

#04 corticobasal degeneration*[TIAB] AND patholog*[TIAB]

#05 (#1 OR #2) AND (#3 OR #4)

#06 #5 AND 2009:2015[DP]

#07 #6 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#08 "Diagnosis, Differential"[Mesh] OR "Diagnostic

Errors"[Mesh] OR differential diagnos*[TIAB] OR

diagnostic error*[TIAB]

#09 #7 AND #8

#10 #7 AND similar*[TIAB]

#11 #7 AND differen*[TIAB]

#12 #9 OR #10 OR #11

#13 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR overview[TI]

#14 #12 AND #13

#15 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#16 #12 AND #15

#17 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics" [PT]

OR case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR

comparative*[TIAB]

#18 #12 AND #17

#19 #14 OR #18

#01 核上性麻痺–進行性/TH and (SH=病理学)

#02 (進行性核上性麻痺/AL or "Progressive Supranuclear Palsy"/

AL or (PSP/TI not JPSPC/TI)) and 病理/AL

#03 大脳皮質基底核変性症/TH and (SH=病理学)

#04 (大脳皮質基底核変性/AL or 皮質基底核変性/AL) and 病理/

AL

#05 (#1 or #2) and (#3 or #4)

#06 #5 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#08 鑑別診断/TH or 鑑別診断/AL or 類似/AL or 相違/AL

#09 #7 AND #8

CQ3–3

臨床型による病理像の違いは？

回答

　いかなる臨床型を呈するかはタウ病理の分布に影響される．

PSP–RSでは淡蒼球，視床下核，黒質，中脳・橋被蓋部，小脳歯

状核に病変が強く，PSP–Pでは脳幹に病変が限局する傾向があ

る．PSP–PAGFでは黒質，視床下核，淡蒼球の病変が強く，他の

部位では軽い傾向がある．他の臨床型と病理の関連についても検

討がなされている．

解説・エビデンス

PSPの臨床型にはRichardson syndrome（RS），PSP–parkinson-
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ism（PSP–P），PSP–corticobasal syndrome（PSP–CBS），PSP–

pure akinesia and gait freezing（PSP–PAGF），progressive non-

fluent aphasia （PSP–PNFA）， PSP–frontotemporal dementia

（PSP–FTD），PSP–progressive cerebellar ataxia（PSP–C）があ

る．これらは臨床像に基づく分類だが，病変分布の特徴に基づいて

cortical predominant atypical PSP （PSP–CBS， PSP–PNFA，

PSP–FTD） や brainstem predominant atypical PSP （PSP–P，

PSP–PAGF）にまとめる意見や， typical PSP type，pallido–ni-

gro–luysian type，CBD typeにまとめる意見がある 1, 2）．なお，

MDSによる新しい臨床診断基準による各臨床病型は臨床型の名称

が一部で異なっており注意を要する（CQ6–2参照）．各臨床型で指

摘されている病理学的特徴は以下の通りである．それぞれの臨床的

特徴については別記CQを参照されたい．

1) PSP–Richardson syndrome（PSP–RS）

黒質，視床下核，淡蒼球，橋被蓋部，小脳歯状核の変性が比較的強

いとされる2, 3）．

2) PSP–parkinsonism（PSP–P）

病理学的にはタウ病変の分布はPSP–RSと類似するが，黒質と視床

下核に病変が強く，それ以外の病変が比較的軽いという特徴が指摘

されている3, 4）．

3) PSP–pure akinesia with gait freezing（PSP–PAGF）

変性が淡蒼球，視床下核，黒質に限局し，PSP–RSと比較して頭頂

葉皮質，小脳，橋核のタウ蛋白の蓄積が軽度である3, 5）．

4) PSP–corticobasal syndrome（PSP–CBS）

PSP–CBSはPSP–RSと比較して上前頭回，中心前回，頭頂葉皮質の

タウの蓄積が高度であると報告されている1, 6）．

5) PSP–progressive nonfluent aphasia（PSP–PNFA）

下前頭回を含む前頭葉のタウ病変が高度であると報告されている7）．

6) PSP–frontotemporal dementia（PSP–FTD）

前頭葉の病変が高度であると報告されている8）．

7) PSP–cerebellar ataxia（PSP–C）

小脳病変が高度であり，一部にはプルキンエ細胞内にタウ陽性構造

を認めると報告されている9）．

8) PSP–primary lateral sclerosis（PSP–PLS）

PSPでは錐体路変性が目立つ事があるが10），病変が中心前回と錐体

路に比較的限局し臨床的にPLSを呈する例もある11）．

文献

1) Yoshida M : Astrocytic inclusions in progressive supranu-

clear palsy and corticobasal degeneration. Neuropathology

34 : 555–570, 2014

2) Williams DR, Lees AJ.Progressive supranuclear palsy : clini-

copathological concepts and diagnostic challenges. Lancet

Neurol 8 : 270–279, 2009

3) Williams DR, Holton JL, Strand C et al : Pathological tau

burden and distribution distinguishes progressive supranu-

clear palsy–parkinsonism from Richardson's syndrome. Brain

130 : 1566–1576, 2007

4) Williams DR, de Silva R, Paviour DC et al : Characteristics of

two distinct clinical phenotypes in pathologically proven pro-

gressive supranuclear palsy : Richardson's syndrome and

PSP–parkinsonism. Brain 128 : 1247–1258, 2005

5) Ahmed Z, Josephs KA, Gonzalez J et al : Clinical and neuro-

pathologic features of progressive supranuclear palsy with

severe pallido–nigro–luysial degeneration and axonal dystro-

phy. Brain 131(Pt 2) : 460–472, 2008

6) Tsuboi Y, Josephs KA, Boeve BF et al : Increased tau burden

in the cortices of progressive supranuclear palsy presenting

with corticobasal syndrome. Mov Disord 20 : 982–988, 2005

7) Santos–Santos MA, Mandelli ML, Binney RJ et al : Features

of Patients With Nonfluent/Agrammatic Primary Progres-

sive Aphasia With Underlying Progressive Supranuclear Pal-

sy Pathology or Corticobasal Degeneration. JAMA Neurol

73 : 733–742, 2016

8) Josephs KA, Petersen RC, Knopman DS et al : Clinicopatho-

logic analysis of frontotemporal and corticobasal degenera-

tions and PSP. Neurology 66 : 41–48, 2006

9) Kanazawa M, Shimohata T, Toyoshima Y et al : Cerebellar

involvement in progressive supranuclear palsy : A clinicopa-

thological study. Mov Disord 24 : 1312–1318, 2009

10) Josephs KA, Katsuse O, Beccano–Kelly DA et al : Atypical

progressive supranuclear palsy with corticospinal tract de-

generation. J Neuropathol Exp Neurol 65 : 396–405, 2006

11) Nagao S, Yokota O, Nanba R et al : Progressive supranuclear

palsy presenting as primary lateral sclerosis but lacking par-

kinsonism, gaze palsy, aphasia, or dementia. J Neurol Sci

323 : 147–153, 2012

検索式

検索日：2016年2月1日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/pathology"[Mesh]

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND patholog*[TIAB]

#03 clinical type*[TIAB] OR clinical form*[TIAB] OR

subtype*[TIAB] OR sub type*[TIAB]

#04 (#1 OR #2) AND #3

#05 #4 AND 2009:2015[DP]

#06 #5 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#07 "Diagnosis, Differential"[Mesh] OR "Diagnostic

Errors"[Mesh] OR differential diagnos*[TIAB] OR

diagnostic error*[TIAB]

#08 #6 AND #7

#09 #6 AND similar*[TIAB]

#10 #6 AND differen*[TIAB]

#11 "Pathological Conditions, Signs and Symptoms"[Mesh]

#12 #6 AND #11
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CQ4–1

臨床病型にはどのようなものがあるか？

回答

　PSPでは2005年以降，さまざまな臨床病型を呈することが報

告され，姿勢保持障害と転倒，垂直性核上性注視麻痺，認知症を

主徴とする典型的な臨床病型はRichardson症候群と呼ばれるよう

になった．

解説・エビデンス

欧米および本邦でPSPの非典型例を分類する試みがなされた1）．

2005年，病理学的にPSPと診断された英国人103例を階層的クラス

ター解析により検討した研究2）の報告以降，以下のさまざまな臨床

病型の報告がなされている（表1）．

1) Richardson症候群（RS）

姿勢保持障害と後方への転倒，垂直性核上性注視麻痺，認知症を主

徴とする最も典型的で頻度が高い病型である．PSPは病理診断名と

して使用されることから，混乱を避けるために臨床診断名としては

RSと呼ぶことが望ましい．英国人の検討では全体の54%を占め，発

症年齢は平均66.1歳，罹病期間は5.9年，死亡時年齢は72.1歳で，男

性に多い2）．頭部MRIでは第三脳室の拡大，中脳被蓋や上小脳脚の

萎縮，ハミングバードサイン（萎縮した中脳正中吻側部がハチドリ

の嘴に見える）を認め，脳血流SPECTでは前頭葉の血流低下が認め

られる．

2) PSP–parkinsonism（PSP–P）

症状の非対称性，振戦，無動，固縮，レボドパ反応性を特徴とする．

英国での検討では全体の32%を占め，性差はなく，発症年齢は平均

66.4歳，罹病期間は9.1年，死亡時年齢は75.5歳であった2）．レボド

パ製剤により無動や固縮は軽減するが著効するほどではなく，通常，

2～3年で効果が減弱する．RSより転倒や認知症の出現は遅く生存期

間も長いが，進行期になるとRSと区別がつかなくなる．

3) PSP–pure akinesia and gait freezing（PSP–PAGF）

無動（歩行障害，小字症，発声障害）にて発症し，さらにすくみ足

を呈する3）．発症から5年以内には振戦，固縮，認知症，眼球運動障

害は認めない．罹病期間は平均13年と長く予後は良好である．本邦

でpure akinesiaとして報告された疾患に相当する4）．レボドパ反応

性は乏しい．画像検査にてラクナ梗塞や虚血性白質病変を除外する

必要がある．

4) PSP–corticobasal syndrome（PSP–CBS）

近年，大脳皮質基底核変性症（corticobasal degeneration；CBD）

という名称は病理診断名として使用し，代わって corticobasal

syndrome（CBS）という名称を臨床診断名として使用するように

なった．本病型は病理学的にはPSPであるものの，臨床症候として

はCBSの特徴である左右非対称，大脳皮質症状，および錐体外路徴

候を呈する6）．

5) PSP–progressive nonfluent aphasia（PSP–PNFA）

進行性非流暢性失語（progressive nonfluent aphasia；PNFA）の

特徴である非流暢な自発語を呈し，失文法，音韻性錯語，失名辞を

伴う5）．

6) PSP with frontotemporal dementia（PSP–FTD）

人格変化，行動異常，アパシー，脱抑制など，前頭側頭型認知症

（FTD）の臨床像を呈する臨床病型7）．

7) PSP with cerebellar ataxia（PSP–C）

「著明な病初期からの小脳症状」は診断の除外項目になっているもの

の，本邦では小脳性運動失調を主徴とするPSPの存在が知られてい

た．Kanazawaらは病理学的に診断が確定したPSP 22例の臨床像を

検討し，10例はRS（45%），8例（36%）はPSP–Pに分類されたが，

残り4例は分類不能で，うち3例（14%）は小脳性運動失調にて発症

ないし主徴とする症例であった．このような脊髄小脳変性症との鑑

別が問題になる一群をPSP–Cと名付けた8）．欧米ではまれな病型で

ある．

8) PSP–primary lateral sclerosis（PSP–PLS）

臨床的にPLSを呈する例もある9）．

表1 各臨床病型の特徴

RS PSP–P PSP–CBS PSP–PAGF PSP–PNFA PSP–C

筋強剛 体軸性 四肢≧体軸 あり 体軸性 ときどき あり

無動 軽度 中等度 あり 中等度 軽度 あり

振戦 なし あり/なし なし なし なし なし

早期からの転倒 あり なし ときどき なし ときどき しばしば

早期からの姿勢保持障害 あり なし 不明 あり 不明 ときどき

早期からの認知症機能低下 しばしば なし なし なし あり ときどき

早期からの眼球運動障害 あり なし なし なし ときどき ときどき

早期からの運動失調 なし なし なし なし なし あり

レボドパへの反応性 なし あり なし なし なし なし

文献

1) 下畑享良，饗場郁子，西澤正豊：【内科疾患の診断基準・病型

分類・重症度】（第7章）神経・筋 多系統萎縮症，進行性核上性

麻痺，大脳皮質基底核変性症．内科 115 : 1203–1209, 2015

2) Williams DR, de Silva R, Paviour DC et al : Characteristics of

two distinct clinical phenotypes in pathologically proven pro-
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gressive supranuclear palsy : Richardson's syndrome and

PSP–parkinsonism. Brain 128 : 1247–1258, 2005

3) Williams DR, Holton JL, Strand K et al : Pure akinesia with

gait freezing : a third clinical phenotype of progressive supra-

nuclear palsy. Mov Disord 22 : 2235–2241, 2007

4) Imai H, Narabayashi H, Sakata E : "Pure akinesia" and the

later added supranuclear ophthalmoplegia. Adv Neurol 45 :

207–212, 1987

5) Neary D, Snowden JS, Gustafson L et al : Frontotemporal lo-

bar degeneration : a consensus on clinical diagnostic criteria.

Neurology 51 : 1546–1554, 1998

6) Tsuboi Y, Josephs KA, Boeve BF et al : Increased tau burden

in the cortices of progressive supranuclear palsy presenting

with corticobasal syndrome. Mov Disord 20 : 982–988, 2005

7) Josephs KA, Petersen RC, Knopman DS et al : Clinicopatho-

logic analysis of frontotemporal and corticobasal degenera-

tions and PSP. Neurology 66 : 41–48, 2006

8) Kanazawa M, Shimohata T, Toyoshima Y et al : Cerebellar

involvement in progressive supranuclear palsy : A clinicopa-

thological study. Mov Disord 24 : 1312–1318, 2009

9) Nagao S, Yokota O, Nanba R et al : Progressive supranuclear

palsy presenting as primary lateral sclerosis but lacking par-

kinsonism, gaze palsy, aphasia, or dementia. J Neurol Sci

323 : 147–153, 2012

検索式

検索日：2016年2月3日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] OR "Progressive

Supranuclear Palsy"[TI] OR "PSP"[TI]

#02 subtype*[TI] OR varient*[TI] OR phenotype*[TI]

#03 "Phenotype"[Mesh]

#04 #1 AND (#2 OR #3)

#05 #4 AND (2009:2015[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#06 "Supranuclear Palsy, Progressive/classification"[Majr] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TIAB] OR

"PSP"[TIAB]) AND classif*[TI])

#07 #6 AND (2009:2015[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#08 #7 NOT #5

#09 subtype*[TIAB] OR varient*[TIAB] OR phenotype*[TIAB]

#10 #1 AND #9

#11 "Supranuclear Palsy, Progressive/pathology"[Mesh]

#12 #10 AND #11

#13 #12 AND (2009:2015[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#14 #13 NOT (#5 OR #8)

CQ4–2

運動症状にはどのようなものがあるか？

回答

　典型的な運動症状として，早期からの姿勢保持障害と後方への

転倒，体軸性固縮，構音障害，嚥下障害，眼球運動障害などを呈

するが，Parkinson病と鑑別を要するParkinson症状，純粋無動

症，大脳皮質基底核症候群，小脳性運動失調を呈する症例も存在

する．

解説・エビデンス

運動症状は臨床病型ごとに異なる．Richardson症候群（RS）の場

合，発症早期から出現する後方への転倒を伴う姿勢保持障害が特徴

的で，顔面や頭部に外傷を負いやすい1）．固縮は四肢より頸部・体幹

に強く現れる（体軸性固縮）．無動のため動作緩慢に見えるが，突然

立ち上がって後方に倒れることがある（ロケットサイン）．振戦を伴

うことは少ない．眼球運動としては，垂直性核上性注視麻痺を呈す

る．病初期の眼球運動障害として垂直方向性の衝動性眼球運動の緩

徐化のみ認めることがある．発語は緩慢である．不随意閉眼や開眼

失行が認められる．前頭筋群の筋緊張亢進とそれに伴う上眼瞼の後

退による「びっくり眼」も認められる．また構音障害，嚥下障害を

呈する．

Parkinson病と鑑別を要するParkinson症状，すなわち，症状の

非対称性，衝動的な姿勢時振戦および4～6Hzの安静時振戦，無動，

レボドパ反応性を特徴とする臨床病型も存在する（PSP–parkinson-

ism；PSP–P）1）．固縮は四肢に目立つ．レボドパ製剤により無動や

固縮は軽減するが著効するほどではなく，通常，2～3年で効果が減

弱する．進行期になるとRSと区別がつかなくなる．

純粋無動症，すなわち歩行障害，小字症，発声障害等にて発症し，

さらにすくみ足を呈する臨床病型も存在する（PSP–pure akinesia

and gait freezing；PSP–PAGF）2）．発症から5年以内には振戦，固

縮，認知症，眼球運動障害は認めない．レボドパ反応性は乏しい．

大脳皮質基底核症候群（corticobasal syndrome；CBS）の特徴で

ある左右非対称，大脳皮質症状（失行，皮質性感覚障害，alien limb

sign，ミオクローヌスなど），錐体外路徴候（レボドパ不応性の固

縮，無動，ジストニア）を呈する臨床病型も存在する（PSP–corti-

cobasal syndrome；PSP–CBS）3）．

さらに，発症2年以内から小脳性運動失調が目立ち，さらに不明

瞭言語や筋トーヌス低下がみられ，脊髄小脳変性症と診断される臨

床病型も存在する（PSP with cerebellar ataxia；PSP–C）4）．本病型

は臨床診断上にて鑑別が必要となる小脳性運動失調を主徴とする多

系統萎縮症（MSA–C）と比べ，高齢で，小脳性運動失調にて発症

し，易転倒性を認め，しばしば核上性垂直性注視麻痺を伴うが，自

律神経障害を合併しない疾患と考えられる5）．
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検索式

検索日：2016年2月3日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI])

AND (diagnos*[TIAB] OR classif*[TIAB]) NOT

medline[SB])

#02 #1 AND motor*[TIAB] NOT (non–motor*[TIAB] OR

nonmotor*[TIAB])

#03 #1 AND "Movement Disorders"[Mesh]

#04 #1 AND "Psychomotor Disorders"[Mesh]

#05 #1 AND "Dyskinesias"[Mesh]

#06 #2 OR #3 OR #4 OR #5

#07 #6 AND (2009:2015[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#08 #7 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Meta–

Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Review"[PT] OR "Guidelines as

Topic"[MH] OR meta–analysis[TI] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TI] OR review[TI] OR overview[TI])

#09 #7 AND ("Epidemiologic Study Characteristics as

Topic"[MH] OR "Research Design"[MH] OR "Study

Characteristics" [PT] OR case control*[TIAB] OR

cohort*[TIAB] OR follow up*[TIAB] OR

longitudinal*[TIAB] OR comparative*[TIAB])

#10 #9 AND ("Diagnosis, Differential"[Mesh] OR "Diagnostic

Errors"[Mesh] OR "Sensitivity and Specificity"[Mesh])

#11 #9 AND ("differential diagnosis"[TI] OR sensitivity[TI] OR

specificity[TI] OR diagnostic error*[TI])

#12 (#10 OR #11) NOT #8

CQ4–3

非運動症状にはどのようなものがあるか？

回答

　健忘，思考の緩慢，アパシーやうつを含む皮質下性認知症，前

頭葉徴候，進行性非流暢性失語，大脳皮質症状，自律神経障害

（軽度の起立性低血圧，過活動膀胱，睡眠障害）を呈する．

解説・エビデンス

認知症は，通常，運動症状の出現以降にみられるようになるが，

認知症で発症する場合もある．AlbertらはPSPにおける認知症の特

徴として，①健忘（十分時間をかければ思い出す），②思考の緩

慢，③人格・気分の変化（アパシー，うつや易刺激性），④獲得した

知識を操作する能力の障害（計算や抽象化能力の低下）を挙げ，そ

の責任病変を皮質下の基底核に求め，皮質下性認知症と命名した1）．

一般に見当識障害や記銘力障害は軽度で，エピソード記憶も保たれ

るが，聴覚的言語性記憶や言語性意味記憶の障害が目立つ．

また前頭葉徴候として，把握反射，模倣行動，使用行動（指示な

く目の前の道具を使う），視覚性探索反応（目の前にあるものに手を

伸ばしつかむため，車椅子やベッドからの転落の原因となる）が出

現する．拍手徴候（applause sign）は動作の保続を見る徴候で，で

きるだけ早く3回拍手するように指示して検者が手本を示し，4回以

上叩けば陽性とする．PSPに特異的な所見として報告されたが，大

脳皮質基底核変性症や多系統萎縮症でも陽性になる．

進行性非流暢性失語（progressive nonfluent aphasia；PNFA）

の特徴である非流暢な自発語を呈し，失文法，音韻性錯語，失名辞

を伴う臨床病型も存在する（PSP–PNFA）2）．言語表出面の障害が潜

行性に発症し緩徐に進行するが，他の認知機能は障害されないか，

障害されても軽度にとどまる．

大脳皮質基底核症候群（corticobasal syndrome；CBS）を呈し，

大脳皮質症状として，失行，皮質性感覚障害，alien limb sign，ミ

オクローヌスなどを認める臨床病型も存在する（PSP–CBS）3）．

National Institute of Neurological Disorders ans stroke and So-

ciety for PSP（NINDS–SPSP）の診断基準4）では，著明な早期の低

血圧および排尿障害は除外項目の一つであり，病初期に自律神経障

害を認めないことが他疾患との鑑別上重要とされているが4），実際に

は，心血管系では軽度の起立性低血圧，排尿障害では高頻度に過活

動膀胱，またほとんどの症例で睡眠障害を認めることも知られてい

る5）．一方，通常PSPの臨床経過の中で初期から自律神経障害が顕在

化することは稀であり，高度の自律神経障害やMIBG心筋シンチグ

ラフィーにおけるH/M比の低下を認めた場合は，Lewy小体病の合

併も考慮すべきである．
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検索式

検索日：2016年2月3日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI])

AND (diagnos*[TIAB] OR classif*[TIAB]) NOT

medline[SB])

#02 #1 AND (non–motor*[TIAB] OR nonmotor*[TIAB])

#03 #1 AND ("Dementia"[Mesh] OR dementia[TI] OR

cogniti*[TI])

#04 #1 AND ("Sleep Wake Disorders"[Mesh] OR sleep[TI])

#05 #1 AND ("Autonomic Nervous System Diseases"[Mesh] OR

autonomic[TI])

#06 #2 OR #3 OR #4 OR #5

#07 #6 AND (2009:2015[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#08 #7 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Meta–

Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Review"[PT] OR "Guidelines as

Topic"[MH] OR meta–analysis[TI] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TI] OR review[TI] OR overview[TI])

#09 #7 AND ("Epidemiologic Study Characteristics as

Topic"[MH] OR "Research Design"[MH] OR "Study

Characteristics" [PT] OR case control*[TIAB] OR

cohort*[TIAB] OR follow up*[TIAB] OR

longitudinal*[TIAB] OR comparative*[TIAB])

#10 #9 AND ("Diagnosis, Differential"[Mesh] OR "Diagnostic

Errors"[Mesh] OR "Sensitivity and Specificity"[Mesh])

#11 #9 AND ("differential diagnosis"[TI] OR sensitivity[TI] OR

specificity[TI] OR diagnostic error*[TI])

#12 (#10 OR #11) NOT #8

CQ5–1

診断に必要な脳形態画像検査は何か？

回答

　PSPの頭部MRIにおける特徴的所見として，中脳被蓋部の萎

縮，上小脳脚の萎縮，第三脳室の拡大，前頭–側頭–頭頂葉の萎縮

がみられる．T1強調画像正中矢状断において中脳/橋前後径比，

中脳/橋面積比，MR parkinsonism indexを測定すると，PSPと健

常者，Parkinson病（PD），多系統萎縮症との鑑別に有用である．

　MRIの voxel based morphometryを行うと PSPでは中脳，視

床，島皮質などに萎縮がみられ，診断の補助となる．

解説・エビデンス

頭部MRIではPSPに特有な萎縮分布をみることができる 1～3）．

PSPに特徴的な萎縮所見としては，中脳被蓋部の萎縮，上小脳脚の

萎縮，前頭–側頭–頭頂葉の萎縮，第三脳室の拡大が挙げられる．

“Humming bird sign”とは，T1強調画像正中矢状断において，第3

脳室底が凹み，中脳吻側，中脳被蓋，橋底部，小脳がそれぞれハチ

鳥の嘴，頭頂，体，翼に見える徴候である．“Penguin sign”とはこ

の形態をペンギンに見立てた名称である．“Morning glory sign”と

は，PSPの中脳の軸横断像において中脳被蓋の外側縁が凹むことに

よって朝顔のように見えるという徴候である．

Masseyら 1）は，病理で確定診断されたPSP22例（MRI撮像時

69±6歳，罹病期間 4.8±3.6年），多系統萎縮症（MSA）13例，

Parkinson病（PD）7例，大脳皮質基底核変性症（CBD）6例，健

常対照 9例の生前の頭部MRIを神経放射線科医2名で評価し，その

有用性を検討した．PSP症例では，中脳萎縮（軸横断像）が86%，

四丘体の萎縮が77%，第3脳室の拡大が77%，humming bird/pen-

guin signが 68%，morning glory signが 50%，上小脳脚の萎縮が

57%，大脳皮質の萎縮が71%に見られた．このうち，中脳萎縮（軸

横断像）は健常者でも33%，CBDでは67%でみられるなどPSPへの

特異性が低かった．Humming bird/penguin signは健常者および他

疾患では全くみられず，PSPへの特異性が高かった．MRIの総合所

見からのPSP診断の感度は73%，特異度は94%，正診率は86%で

あった．これに対して臨床診断の感度は91%，特異度は83%，正診

率は86%であった．すなわち，PSP診断の感度は臨床の方が高く，

特異性はMRIの方が高かった．PSPの病早期では，この傾向がさら

に強まると考えられる．

T1強調画像正中矢状断において，中脳（中脳蓋を除く）と橋底部

の前後径を測定し，中脳/橋前後径比を求めると，PSPを健常者，

PD，MSAから高い感度と特異度で鑑別できる4, 5）．中脳（中脳蓋を

除く）と橋底部の長軸に沿って，それぞれ十字の入った楕円を当て

はめ，この短軸径を前後径とする．

中脳萎縮については，中脳と橋の面積を測定して指標とする方法

も用いられている6～9）．T1強調画像正中矢状断において，中脳と橋

の境は橋上切痕から四丘体（中脳蓋）下縁を結んだ線とし，橋と延

髄の境は橋下切痕から中脳–橋の境界線と平行に引いた線とする．そ

して中脳/橋面積比をとると，PSPではこの比が小さく，健常者，

PD，MSAから高い感度と特異度で診断できる．CBDについては中

脳萎縮がPSP–RSと同程度にみられ，中脳萎縮から鑑別することは

できない8）．中脳/橋面積比の上下をひっくり返し，橋/中脳面積比を

指標とすることもある10）．
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PSPとParkinson variant of MSA（MSA–P）との臨床的鑑別は

難しい．PSPでは中脳と上小脳脚の萎縮が著しく，MSA–Pでは橋と

中小脳脚の萎縮がある．そこで橋（P）と中脳（M）の面積比に中小

脳脚（MCP）幅と上小脳脚（SCP）幅の比を掛け合わせ，これを

MR parkinsonism index（MRPI）としてPSPの鑑別の指標として

利用されている10, 11）．なお，上小脳脚幅は冠状断で測定し，中小脳

脚幅は矢状断で測定する．Morrelliら11）は，規定の診断基準を満た

さないParkinson症状を呈する45例を対象として，MRPIを求めた．

MRPIが13.55以上であった15例中11例がその後の24ヶ月から60ヶ

月のうちにprobableまたはpossible PSPの臨床診断基準を満たし

た．これに対してMPRIが13.55以下であった30例ではPSPの診断

基準を満たす症例は1例もなかった．以上から，MRPIは予後予測の

正診率が93%と高いことが示された．

PSPにおいてMRIのvoxel based morphometry（VBM）を行い

健常対照と比較すると，中脳，視床，尾状核，島皮質，前頭皮質な

どにおいて灰白質の容量低下がみられる 12～16）．白質の容量低下は

中脳（赤核，黒質），視床下核，内側淡蒼球近傍，視床などにみられ

る13～15, 17～19）．特に中脳白質の萎縮が顕著である．VBM解析は個々

のPSP症例の診断にも有用である．Fockeら18）はPSP 10例（67±4

歳，罹病期間2.4±2.3年），PD 21例，MSA–P 11例，健常者22例を

対象として，MRI T1強調画像のVBMを行い，PSPでは灰白質より

も，白質容積の低下の方が診断に有用であることを示した．

上記に挙げた臨床報告はPSP–Richardson's syndrome（PSP–RS）

の所見である．PSP–parkinsonism（PSP–P）については，中脳萎

縮の程度はPSP–RSとPDの中間程度であり，上小脳脚の萎縮は認め

ず，MRPIを用いた鑑別能もPSP–RSよりは低かったことが報告さ

れている10）．中脳萎縮は臨床症状に対応してみられるのであり，病

理診断としてのPSPを示すものではない20）．進行性非流暢性失語を

呈し，次いで眼球運動障害，姿勢反射障害などRSの症状を呈するよ

うになった例（PSP–PNFA）では中脳萎縮はPSP–RSに比べて軽度

であり，左前頭前野の皮質が薄くなっていた21）．大脳基底核症候群

（CBS）を呈したPSP（PSP–CBS）では，CBD–CBSと同様に症状

優位側の反対側の前運動野，前頭前野後部，補足運動野に萎縮がみ

られた22）．

拡散強調画像や拡散テンソル画像では，PSPにおける広範な白質

の障害が描出される14, 23）．今後の研究の発展が期待される．
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検索式

検索日：2016年2月12日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh]

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND (diagnos*[TIAB] OR patholog*[TIAB] OR

classifi*[TIAB])

#03 #1 OR #2

#04 #3 AND 2009:2015[DP]

#05 #4 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#06 computed tomograph*[TIAB] OR CT[TIAB] OR magnetic

resonance imaging*[TIAB] OR MRI[TIAB]

#07 #5 AND #6

#08 "Tomography"[Mesh]

#09 #5 AND #8

#10 #7 OR #9

#11 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR overview[TI]

#12 #10 AND #11

#13 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#14 #10 AND #13

#15 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics" [PT]

OR case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR

comparative*[TIAB]

#16 #10 AND #15

#17 "Diagnosis, Differential"[Mesh] OR "differential

diagnosis"[TIAB]

#18 "Diagnostic Errors"[Mesh] OR diagnostic error*[TIAB] OR

misdiagnosis[TIAB]

#19 "Sensitivity and Specificity"[Mesh] OR sensitivit*[TIAB]

OR specificit*[TIAB]

#20 #16 AND (#17 OR #18 OR #19) NOT (#12 OR #14)

CQ5–2

診断に必要な機能画像検査（MIBG心筋シンチ，ドパミン

トランスポーターシンチグラフィを含め）は何か？

回答

　PSPでは，健常者と比較して中脳，視床，前頭前野，帯状回に

おいて血流や代謝が低下している． [18F]FDG PETと脳血流

SPECTは視覚的評価に統計画像解析を加えると低下部位がさら

に明瞭になり，PSPの診断に有用である．ドパミントランスポー

ターシンチグラフィを行うとPSPでは線条体での集積が低下して

いるが，この所見はParkinson病（PD）および他のParkinson症

候群でもみられるので，これらの疾患との鑑別には有用ではな

い．[123I]MIBG心筋シンチグラフィーではPSPの心臓/縦隔比は

原則として正常であり，低下するPDとの鑑別に，この所見は有

用である．しかし，PDでも初期には心臓/縦隔比は正常であるこ

とが多いことに留意する必要がある．また他のParkinson症候群

では心臓/縦隔比は正常である．

解説・エビデンス

[18F]FDG PETを用いたPSPの診断研究は複数の施設から報告さ

れている．そのほとんどは統計画像解析を用いており，Richardson

症候群（RS）では健常人と比べて，中脳や視床，前頭前野，帯状回

において糖代謝が低下するとの所見が得られている1～8）．この代謝の

低下の空間的共分散パターンを健常者と比較すると高い感度と特異

度で診断できた3, 6）．PD特有の代謝変化パターン（淡蒼球/被殻，視

床，橋，小脳の糖代謝が高く，前頭頭頂連合野の糖代謝が低い），多

系統萎縮症（MSA）特有の代謝変化パターン（被殻と小脳の糖代謝

が低い）が確立されており，[18F]FDG PETはこれらの疾患とPSP

との鑑別にも有用である．なお，本邦では神経変性疾患の診断に

[18F]FDG PETの保険適応はない．

こうした疾患特有の空間的共分散パターン（主成分分析）による

診断は限られた施設においてしか行われていないが，SPM，3D–

SSPなどの汎用性のあるソフトで各症例の低下部位を描出し，これ

を視覚的に評価してパターンを認識するだけでも比較的高い感度・

特異度で診断することができる5, 8）．脳血流SPECTにおいて，PSP

では前頭前野，帯状回，視床における血流の低下がみられる9, 10）．

ドパミントランスポーターシンチグラフィでは，PSPにおいて線

条体集積が低下している11, 12）．PDでは左右差があり，尾状核に比べ

て被殻における低下が著しいという特徴があるが，PSPでは左右は目

立たず，尾状核においても被殻と同じように低下する傾向がある11）．

しかし，ドパミントランスポーター シンチグラフィでPSP，PD，

MSAの個々の症例を鑑別することはできない13, 14）．

[123I]MIBG心筋シンチグラフィでは，PSPにおける心筋取り込み

（心臓/縦隔比）は正常である14～16）．一方，PDでは初期を除いては
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[123I]MIBGの早期像および後期像の心臓/縦隔比はほとんどの症例で

低下している14～16）．5報告のメタ解析では，[123I]MIBG心筋シンチ

グラフィにより，PDをPSPから感度91.4%，特異度78%で鑑別する

ことができた 15）．しかし，MSAおよび大脳皮質基底核変性症では

[123I]MIBGの心臓/縦隔比正常であり，PSPとこれらの疾患を

[123I]MIBG心筋シンチグラフィで鑑別することはできない14～16）．

PSPの亜型とされる PSP–parkinsonism，PSP–pure akinesia

with gait freezingの機能画像については少数例の報告があるのみで

ある1, 11）．

これまでは臨床診断されたPSP症例の画像研究がほとんどであっ

たが，今後は病理学的に診断が確定された多数のPSP症例における

機能画像の検討を行い，より高いエビデンスを創出することが望ま

れる．
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検索式

検索日：2016年2月12日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh]

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND (diagnos*[TIAB] OR patholog*[TIAB] OR

classifi*[TIAB])

#03 #1 OR #2

#04 #3 AND 2009:2015[DP]

#05 #4 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#06 scintigraph*[TIAB] OR 3–Iodobenzylguanidine*[TIAB] OR

meta Iodobenzylguanidine*[TIAB] OR

metaiodobenzylguanidine*[TIAB] OR MIBG[TIAB] OR

dopamine transporter*[TIAB] OR dopamine plasma

membrane transport protein*[TIAB] OR DAT scan*[TIAB]

#07 #5 AND #6

#08 "Radionuclide Imaging"[Mesh]

#09 #5 AND #8

#10 "3–Iodobenzylguanidine"[Mesh]

#11 #5 AND #10

#12 "Dopamine Plasma Membrane Transport Proteins"[Mesh]

#13 #5 AND #12

#14 #7 OR #9 OR #11 OR #13

#15 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR overview[TI]

#16 #14 AND #15

#17 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#18 #14 AND #17 NOT #16
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#19 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics" [PT]

OR case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR comparative*[TIAB]

#20 #14 AND #19

#21 #20 NOT (#16 OR #18)

CQ5–3

PSPに平衡機能検査は有用か？

回答

　主徴候の一つである眼球運動障害の検出および記録に平衡機能

検査［電気眼振検査electric nystagmography（ENG），もしくは

眼電図検査electro–oculography（EOG）］は有用である．

解説・エビデンス

眼球運動の記録にはENGやEOGが一般に用いられている．PSP

では病初期に垂直方向の眼球運動障害が生じるが，これは垂直方向

衝動性眼球運動の潜時の延長や眼球運動速度の低下として検出でき

る．次いで，水平方向衝動性眼球運動障害が生じ，衝動性眼球運動

の速度低下，hypometriaが記録できる．固視時にも衝動性眼球運動

の介入があり，これらは square wave jerks（swj）およびmicro-

saccadic oscillationと呼ばれる．進行するとsaccadic trainと表現さ

れるような持続性のsaccadesもしくはswjの持続が観察される．な

お，衝動性眼球運動検査で垂直方向への眼球運動が障害されていて

も，頭位変換眼球反射（oculocephalic reflex）を行うと自発眼球運

動に比較して眼球の上転，下転が保たれていることも記録できる．

衝動性眼球運動の急速相の障害により，眼振解発が不可能となるた

め，視運動性眼振（optokinetic nystagmus：OKN）の解発が障害

される．病像の増悪と共に，滑動性眼球運動も障害され，swjの重層

がみられる．衝動性眼球運動障害，滑動性眼球運動障害が増悪する

と眼位が固定することもあるが，回旋性眼球運動は末期まで検出す

ることができる事が多い．輻輳も障害され，核間性眼筋麻痺（inter-

nuclear ophthalmoplegia：INO）が検出できる．

なお，ENGやEOG検査の際に，眼瞼の障害，開眼失行や lid lag，

眼瞼攣縮を認めることも少なくない．
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検索式

検索日：2016年6月26日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh]

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND (diagnos*[TIAB] OR classifi*[TIAB])

#03 (corticobasal degeneration*[TIAB] OR CBD[TIAB] OR

CBS[TIAB]) AND (diagnos*[TIAB] OR classifi*[TIAB])

#04 #1 OR #2 OR #3

#05 equilibrium function test*[TIAB] OR equitest*[TIAB] OR

galvanic body sway test*[TIAB] OR sensory organization

test*[TIAB]

#06 #4 AND #5

#07 "Vestibular Function Tests"[Mesh] OR vestibular function

test*[TIAB]

#08 #4 AND #7

#09 "Postural Balance"[Mesh] OR postural balance*[TIAB] OR

postural imbalance*[TIAB]

#10 #4 AND #9

#11 #6 OR #8 OR #10

#12 #11 AND 2009:2015[DP]

#13 #12 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

CQ5–4

診断に役立つ血液・脳脊髄液検査にはどのようなものがあ

るか？

回答

　PSPの脳脊髄液バイオマーカーとしては，α–シヌクレインが

PSPとParkinson病（PD）および多系統萎縮症（MSA）の間で

有意差があること（PD, MSAで低値），およびNeurofilament

light chain（NFL）がPSPとPDの間で有意差があること（PSP

で高値）が，いずれもメタアナリシスで確認されている（C）．た

だ，これらはいずれも群間の比較であって，個々の患者の診断に

これらのバイオマーカーが有効なのか否か，および国際的なCut–

off値などについては明らかではない．他にも，脳脊髄液中のタウ

蛋白およびその断片ペプチド，関連蛋白（リン酸化タウなど）の

報告があるが，殆どが単独の研究グループからの報告であり，今

後の検討が必要である．また，臨床診断されたPSPを対象にした

研究で同定されたバイオマーカーは，病理学的に確定診断された

コホートで検証されることが求められる．

解説・エビデンス

これまでに報告されたPSPの血液あるいは脳脊髄液（CSF）バイ

オマーカー候補はほとんどすべてが臨床診断されたPSP患者で検討

されている．臨床診断された症例を対象にした研究で同定されたバ

イオマーカーは，病理学的に確定診断されたコホートで検証される

ことが求められる．

PSPが4–repeat（4R）タウオパチーであることから，CSF中の総

タウ蛋白（t–tau）およびリン酸化タウ蛋白（p–tau）レベルが検討

されているが，PSPの診断には有用ではないとする報告が多い2～4）．

臨床診断されたPSP群とCBS群のCSF t–tauおよびp–tauを比較し

た症例対照研究では，両者ともにPSP群よりもCBS群では有意に高

値であった5）（表1）．

個々のタウオパチーに特異的なタウ蛋白断片をCSF中に同定しよ

うという試みも行われている．Borroniらは，抗タウ抗体で免疫沈降
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したCSF中のタウ蛋白とその断片ペプチドをウェスタンブロッティ

ングによって解析し，タウ蛋白由来の33kDaと55kDaのバンドの比

（tau ratio : 33kDa/55kDa ratio）を検討している．この症例対照研

究では，tau ratioは，対照群・Alzheimer病（AD）群・前頭側頭型

認知症（FTD）群・CBS群・Parkinson病PD群およびLewy小体型

認知症（DLB）の全てと比較して，PSP群で有意に低値であった4）

（表1）．また，この報告では，PSP・CBS・FTD患者23例で脳MRI

を施行し， tau ratio低値群と tau ratio正常群とを比較すると，

voxel–based morphometry（VBM）で定量した脳幹の灰白質容積

が，低値群では有意に減少していた（P<0.005），すなわちtau ratio

は脳幹萎縮の程度と相関していた．この報告は，個々のタウオパ

チーに特異的なタウ蛋白のprocessingが存在することを示す結果で

興味深い．ただ，tau ratioに関しては，Kuiperijらは，Borroniら

と同じ方法で検討を行ったがCSF中には33kDaと55kDaのタウ由来

バンドは確認できず，Borroniらが認めたバンドはIgGの軽鎖と重鎖

ではないかと指摘しており7），今後のvalidationが必要である．

PDとの鑑別診断に有用な体液バイオマーカーが検討されている．

CSF中のα–シヌクレイン（α–Syn）について，複数の症例対照研究8, 9）

に加えて2つのメタ解析（Meta–analysis）が行われている10, 11）．3研

究のメタ解析では，CSF α–Synは，PSP群と比較してPD群で減少し

ていたが，その差は“marginally significant”であった10）（表1）．

また，CSF α–Synレベルは，PSPとコントロールでは 3 研究

（n=344）のメタ解析で有意差はなく，PDと PSPでは 3 研究

（n=640）のメタ解析でPSPよりもPDで有意に低値であり，また多

系統萎縮症（MSA）とPSPでも3研究（n=188）のメタ解析でPSP

よりもMSAで有意に低値であった 11）（表1）．このメタ解析では，

CSF α–Synレベルは，PSPとPDの鑑別よりも，PSPとMSAの鑑別

により有用であることが示唆された．以上のように，CSF α–Synが

パーキンソニズム患者の鑑別診断に有用であるエビデンスは集積され

つつあるが，国際的に共通なアッセイ方法やCut–off値が設定される

段階には至っていない．また，α–Synの神経細胞障害の原因分子であ

ると考えられているα–SynオリゴマーをヒトCSFで定量した症例対照

研究が近年報告されているが，PSPについて検討した報告はわずか

で，PD群ではCSF α–Synオリゴマーが対照群およびPSP群よりも高

値（ともにP<0.05）であったとする報告が一つある12）（表1）．さら

に，リン酸化α–Syn（p–α–Syn）をCSFで定量した症例対照研究も複

数存在するが，CSF p–α–Synレベルに関しては相反する報告がなされ

ている（表1）．

神経細胞の障害でその濃度が上昇するCSF中のNeurofilament

light chain（NFL）の検討が多く15～19），またNeurofilament heavy

chain（NFH）についても少数の報告がある20, 21）（表1）．CSF NFL

に関してはメタ解析が行われており15），3研究のメタ解析では，CSF

中のNFLレベルは，PD群と比較して，PSP群では有意に増加して

いた．CSF中NFHに関しては，臨床診断例を対象にした症例対照研

究で，PD群・対照群およびCBS群と比較して，PSP群では有意に

増加していた21）．ただし，CSF NFLおよびNFHに関しては，MSA

患者でもPD群と比較して有意に高値であったので15, 21），PSPに特異

的なバイオマーカーではなく，t–tauと同様に神経細胞障害のマー

カーである．1つの症例対照研究でCSF Orexinレベルが，PD群と

比較して，PSP群およびCBS群では有意に低値であったことが報告

されている22）（表1）．その他にも，Reelin, Secretogranin1, Ubiqui-

tin C–terminal hydrolase L1（UCH–L1）などのCSFバイオマー

カーが報告されているが，いずれも再現性は確認されていない20, 23）．

また，上記の脳脊髄液中α–Syn，t–tau，p–tau，NFLなどの複数の

バイオマーカーを組み合わせることにより，パーキンソニズムの原

因疾患の鑑別が可能になるとする症例対照研究（臨床診断例を対象）

が報告されている16～18）．

以上のCSFバイオマーカーの報告と比較すると，血液バイオマー

カーの報告は非常に少ない．Santiagoらは，real–time PCRで定量

した全血中の protein tyrosine phosphatase, nonreceptor type 1

（PTPN1）の発現が，PD群と比較して，PSP群では有意にdown-

regulateされていることを報告している26）（表1）．また，Rojasら

は，血漿中のNFLを新規の technologyである超高感度digital im-

munoassay–based technologyにより定量し，PSP群では正常対照

群と比較して，血漿NFLレベルが有意に上昇していること（表1），

また147名のPSP患者から構成されるvalidationコホートで，Base-

lineでの血漿NFL値が高かったPSP患者は1年後の神経症状・神経

心理学的検査・ADL障害を示す検査バッテリーの悪化がより大きい

ことを報告している27）．
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表1 CSFおよび血液バイオマーカーの報告（注記がない場合は臨床診断例を対象にした研究）

対象 CSFバイオマーカー 結果 文献

PSP：n=20
C：n=275

t–tau, p–tau 両群に有意差なし 1）

PSP–RS：n=14
PSP–P：n=9

t–tau, p–tau 両群に有意差なし 3）

PSP：n=21
CBS：n=12

t–tau, p–tau PSP<CBS：t–tau（P<0.001），p–tau（P<0.05）
感度・特異度・AUC値は，t–tauでは80.0%・63.6%・0.77（95%CI：0.61–
0.95），p–tauでは63.2%・75.0%・0.76（95%CI：0.59–0.93）

5）

PSP：n=46
AD：n=11
C：n=34

3R–tau, 4R–tau
（immuno–PCR法）

4R–tau：C>PSP（P<0.01），C>AD（P<0.001）
3R–tau：各群間で有意差なし

6）

PSP：n=21
AD：n=29；
FTD：n=44；
CBS：n=20；
PD：n=10；
DLB：n=15；
C：n=27

タウ蛋白由来の33kDaと
55kDaのバンドの比

（tau ratio：33kDa/55kDa ratio）

PSP<C（P=0.001, AUC=0.901）；
PSP<AD（P<0.001, AUC=0.932）；
PSP<FTD（P=0.005, AUC=0.863）；
PSP<CBS群（P=0.002, AUC=0.867）；
PSP<PD/DLB（P<0.001, AUC=0.937）

4）

PSP：n=92
PD：n=517

（メタ解析）

α–シヌクレイン PD<PSP（SMD：−0.57, 95% CI：[−1.14, −0.00], Z=1.97, P=0.05） 10）

PSP：n=98
PD：n=843；
MSA：n=130；
C：n=537

（メタ解析）

α–シヌクレイン PSP=C（SMD：−0.28, 95% CI：[–0.64, 0.08], P=0.13）；
PSP>PD（SMD：−0.38, 95% CI：[−0.61, −0.15], P=0.001）；
PSP>MSA（SMD：−0.66, 95% CI：[−0.96, −0.36], P<0.0001）

11）

PSP：n=18
PD：n=25
C：n=43

α–シヌクレイン　オリゴマー PD>PSP（P<0.05）；PD>C（P<0.05） 12）

PSP：n=33
PD：n=93
C：n=78

リン酸化α–シヌクレイン PSP<PD（P<0.001，感度：72%，特異度：63%）；
PSP<C（P<0.05，感度：67%，特異度：55%）

13）

PSP：n=12；
PD：n=39；
MSA：n=8；
C：n=18

（剖検確認例）

リン酸化α–シヌクレイン
（脳室内脳脊髄液）

PSP群と対照群，PD群，MSA群との間に有意差はなかった 14）

PSP：n=73
PD：n=135

（メタ解析）

Neurofilament light chain（NFL） PSP>PD（SMD：2.04, 95% CI：[1.69, 2.40], P<0.0001） 15）

PSP：n=21；
PD：n=22；
CBS：n=6；
C：n=45

Neurofilament heavy chain（NFH） PSP>PD（P<0.05）；PSP>CBS（P<0.05）；
PSP>C（P<0.05）；
PSP群とPD群/対照群/CBS群との鑑別は，感度76.5%，特異度93.8%

21）

PSP：n=16
PD：n=62
CBS：n=7

オレキシン PSP<PD（P<0.001）；CBS<PD（P<0.05） 22）

対象 血液バイオマーカー 結果 文
献

PSP：n=26
PD：n=51

全血中protein tyrosine phosphatase,
nonreceptor type 1（ptpn1）

Real–time PCRで定量した全血中の発現が，PD>PSP：（P=0.01，感度
84%，特異度73%，AUC 0.86）

26）

PSP：n=15
C：n=12

血漿中NFL PSP>C（P<0.05） 27）

進行性核上性麻痺（PSP）診療ガイドライン2020

神経治療　Vol. 37　No. 3（2020）

461



tial Diagnosis Utility of Cerebrospinal Fluid α–Synuclein

Levels in Parkinson's Disease : A Meta–Analysis. Parkinsons

Dis 2015 : 567386, 2015

11) Sako W, Murakami N, Izumi Y et al : Reduced alpha–synu-

clein in cerebrospinal fluid in synucleinopathies : evidence

from a meta–analysis. Mov Disord 29 : 1599–1605, 2014

12) Tokuda T, Qureshi MM, Ardah MT et al : Detection of elevat-

ed levels of α–synuclein oligomers in CSF from patients with

Parkinson disease. Neurology 75 : 1766–1772, 2010

13) Wang Y, Shi M, Chung KA et al : Phosphorylated α–synuclein

in Parkinson's disease. Sci Transl Med 4 : 121ra20, 2012

14) Foulds PG, Yokota O, Thurston A et al : Post mortem cerebro-

spinal fluid α–synuclein levels are raised in multiple system

atrophy and distinguish this from the other α–synucleinopa-

thies, Parkinson's disease and Dementia with Lewy bodies.

Neurobiol Dis 45 : 188–195, 2012

15) Sako W, Murakami N, Izumi Y et al : Neurofilament light

chain level in cerebrospinal fluid can differentiate Parkin-

son's disease from atypical parkinsonism : Evidence from a

meta–analysis. J Neurol Sci 352 : 84–87, 2015

16) Bäckström DC, Eriksson Domellöf M, Linder J et al : Cere-

brospinal Fluid Patterns and the Risk of Future Dementia in

Early, Incident Parkinson Disease. JAMA Neurol 72 : 1175–

1182, 2015

17) Magdalinou NK, Paterson RW, Schott JM et al : A panel of

nine cerebrospinal fluid biomarkers may identify patients

with atypical parkinsonian syndromes. J Neurol Neurosurg

Psychiatry 86 : 1240–1247, 2015

18) Hall S, Öhrfelt A, Constantinescu R et al : Accuracy of a pan-

el of 5 cerebrospinal fluid biomarkers in the differential diag-

nosis of patients with dementia and/or parkinsonian disor-

ders. Arch Neurol 69 : 1445–1452, 2012

19) Constantinescu R, Rosengren L, Johnels B et al : Consecutive

analyses of cerebrospinal fluid axonal and glial markers in

Parkinson's disease and atypical Parkinsonian disorders.

Parkinsonism Relat Disord 16 : 142–145, 2010

20) Oeckl P, Steinacker P, Feneberg E et al : Cerebrospinal fluid

proteomics and protein biomarkers in frontotemporal lobar

degeneration : Current status and future perspectives. Bio-

chim Biophys Acta 1854 : 757–768, 2015

21) Brettschneider J, Petzold A, Süssmuth SD et al : Neurofila-

ment heavy–chain NfH(SMI35) in cerebrospinal fluid sup-

ports the differential diagnosis of Parkinsonian syndromes.

Mov Disord 21 : 2224–2227, 2006

22) Yasui K, Inoue Y, Kanbayashi T et al : CSF orexin levels of

Parkinson's disease, dementia with Lewy bodies, progressive

supranuclear palsy and corticobasal degeneration. J Neurol

Sci 250 : 120–123, 2006

23) Mollenhauer B, Trenkwalder C : Neurochemical biomarkers

in the differential diagnosis of movement disorders. Mov Dis-

ord 24 : 1411–1426, 2009

24) Josephs KA : Key emerging issues in progressive supranu-

clear palsy and corticobasal degeneration. J Neurol 262 :

783–788, 2015

25) Wagshal D, Sankaranarayanan S, Guss V et al : Divergent

CSF τ alterations in two common tauopathies : Alzheimer's

disease and progressive supranuclear palsy. J Neurol Neuro-

surg Psychiatry 86 : 244–250, 2015

26) Santiago JA, Potashkin JA : A network approach to diagnos-

tic biomarkers in progressive supranuclear palsy. Mov Disord

29 : 550–555, 2014

27) Rojas JC, Karydas A, Bang J et al : Plasma neurofilament

light chain predicts progression in progressive supranuclear

palsy. Ann Clin Transl Neurol 3 : 216–225, 2016

検索式

検索日：2016年2月12日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh]

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND (diagnos*[TIAB] OR patholog*[TIAB] OR

classifi*[TIAB])

#03 #1 OR #2

#04 #3 AND 2009:2015[DP]

#05 #4 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#06 biological marker*[TIAB] OR biomarker*[TIAB]

#07 #5 AND #6

#08 "Biomarkers"[Mesh]
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#10 "Hematologic Tests"[Mesh] OR hematologic test*[TIAB] OR

blood test*[TIAB]
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#12 "Cerebrospinal Fluid"[Mesh] OR "Cerebrospinal Fluid"[SH]

OR cerebrospinal fluid*[TIAB]

#13 #5 AND #12

#14 #7 OR #9 OR #11 OR #13

#15 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI] OR
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#17 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR
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#19 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR
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CQ5–5

重症度判定あるいは予後判定に有用な検査は存在するか？

回答

　PSPなどのタウオパチーの重症度判定（staging）および予後

（prognosis）判定において最も期待されているバイオマーカー

（Surrogate biomarker）は疾患特異的な tau imagingであるが，

未だPSPを対象にした大規模な検討は報告されていない．MRIな

どの画像診断マーカーおよび脳脊髄液・血液バイオマーカでは，い

くつかの報告はあるが，いずれも病理確定症例でのvalidationが求

められる．比較的大規模な症例数での検討として，血漿

neurofilament light chain（NLF）レベルによって，1年後の臨床

症状および中脳萎縮の予後判定ができるとする報告が存在する．

解説・エビデンス

PSPやAlzheimer病（AD）などのタウオパチーの重症度判定およ

び予後判定において最も期待されているバイオマーカーは疾患特異

的なtau imagingである1～3）．2011年の18F–THK523，2013年の11C–

PBB3および18F–AV1451（T807）報告など，最近になって特異的な

Tau imaging radiotracerが開発されており，ADにおいては in vivo

でのradiotracerの分布と認知症の重症度との関連などが報告されて

きているが，PSPをはじめとするnon–AD tauopathyにおける系統

的な tau imagingの報告は未だなされていない．今後の研究の進展

が期待される．

MRIに関しては，臨床診断された16例のPSP患者と16名の健常

対照者で，経時的に脳MRIを施行した症例対照研究で，PSP群では

対照群と比較して，6ヶ月および12ヶ月後の全脳・視床・中脳の容

積減少の程度が有意に大きく，またPSP–rating scale（PSP–RS）

が有意に増悪していた4）．線条体には有意な容積減少は認められな

かった．6ヶ月間での治療効果を検出するために必要な被験者数を計

算すると，中脳萎縮をoutcome measure（治療効果の評価項目）に

設定した場合に，必要な被験者数が最小であった．したがって，

MRIで定量した中脳萎縮の進行程度は治療薬のoutcome measureと

して利用できる可能性がある．

PSPのSurrogate biomarkerとしての体液バイオマーカーも，少

数ではあるが，検討されている（表1）．しかし，いずれも剖検確定

症例ではなく，臨床診断例での検討である5～9）．
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表1 CSFおよび血液バイオマーカーの報告（すべて臨床診断例を対象にした研究）

対象 CSFバイオマーカー 結果 文献

PSP：n=22；
bvFTD：n=45；
CBS：n=17；
C：n=47

Neurofilament light chain
（NFL）

bvFTD群では認知機能障害の重症度（Clinical Dementia Rating scale sum of
boxes）と相関したが，PSP群では相関は認めなかった

5）

PSP：n=21
AD：n=29；
FTD：n=44；
CBS：n=20；
PD：n=10；
DLB：n=15；
C：n=27

抗タウ抗体で免疫沈降した
CSF中のタウ蛋白由来ペプチ
ドのウェスタンブロッティン
グにおける33kDaと55kDa
のバンドの比（tau ratio：
33kDa/55kDa）

Tau ratioが低値なほどUPDRS–partIIIの錐体外路症状重症度が有意に高い（逆相

関：（r=−461, P=0.036）．
tau ratio低値群（n=12：6 PSP, 3 CBS, 3 FTD）とtau ratio正常群（n=31：1
PSP, 10 CBS, 320FTD）を比較すると，voxel–based morphometryで定量した脳

幹の灰白質容積がtau ratio低値群では有意に減少（P<0.005）．

6）

PSP：n=16 オレキシン orexinレベルはPSP患者の重症度スケール（MMSE, UPDRS–partIII）とは相関が
なかったが，罹病期間と有意に逆相関していた（r=−0.559, P<0.05）

7）

対象 血液バイオマーカー 結果 文献

PSP：n=147 血漿中Neurofilament light
chain（NFL）

Baselineでの血漿NFL値が高かったPSP患者は，高くない患者と比較して，1年
後の神経症状・神経心理学的検査・ADL障害を示す検査バッテリーのスコアがよ
り悪化し（すべてP<0.05），かつ1年後の中脳容積の減少が大きかった（P<0.05）

8）

n=16；
PD：n=79；
MSA：n=25；
C：n=52

血清中 insulin–like growth
factor–1（IGF–1）

PD群とPSP群では血清IGF–1レベルはUPDRS–partIIIスコアと逆相関していた
（PD：r=−0.36, P<0.01，PSP：r=−0.65, P<0.01）．
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"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR overview[TI]

#17 #15 AND #16

#18 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#19 #15 AND #18 NOT #17

#20 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics" [PT]

OR case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR

comparative*[TIAB]

#21 #15 AND #20 NOT (#17 OR #19)

CQ6–1

臨床診断はどのように行うか？

回答

　垂直性核上性注視麻痺と初期からの転倒を伴う姿勢保持障害，

レボドパ製剤の効果の乏しいParkinson症状，純粋無動症，進行

性非流暢性失語，大脳皮質基底核症候群，画像検査上，小脳萎縮

を認めない小脳性運動失調などの臨床症候からPSPを疑い，画像

検査，神経心理学的検査を適宜行い，臨床診断基準に則って診断

を行う．

解説・エビデンス

垂直性核上性注視麻痺と初期からの転倒を伴う姿勢保持障害，体

軸性固縮，認知症を認める典型的な症例ではRichardson症候群

（RS）を疑う 1）．症状の非対称性，振戦，無動，固縮を認め，Par-

kinson病を疑うものの，レボドパ製剤の効果が著効するほどではな

く，2～3年で効果が減弱する症例では，PSP–parkinsonism（PSP–

P）を疑う1）．無動（歩行障害，小字症，発声障害）にて発症し，さ

らにすくみ足を呈し，レボドパ反応性が乏しい症例では，PSP–pure

akinesia and gait freezing（PSP–PAGF）を疑う 2）．進行性非流暢

性失語（progressive nonfluent aphasia；PNFA）の特徴である非

流暢な自発語を呈し，失文法，音韻性錯語，失名辞を伴う症例では，

PSP–progressive nonfluent aphasia（PSP–PNFA）を疑う3）．左右

非対称，大脳皮質症状，および錐体外路徴候を呈する症例では，大

脳皮質基底核症候群（corticobasal syndrome；CBS）の診断基準4）

や，大脳皮質基底核変性症（corticobasal degeneration；CBD）の

診断基準のprobable CBSないしpossible CBSの診断基準5）を満た

すかを確認し，PSP–corticobasal syndrome（PSP–CBS）を鑑別診

断の一つに挙げる6）．体幹，四肢の小脳性運動失調を主徴とし，転倒

を伴う姿勢保持障害を認め，画像検査にて小脳萎縮を認めない症例

では，PSP with cerebellar ataxia（PSP–C）を疑う7）．エビデンス

とコンセンサスに基づく新しい臨床診断基準MDS clinical diagnos-

tic criteria for PSP（MDS–PSP criteria）が2017年に報告された8）．

CQ6–5の検査所見（画像所見や神経心理学的検査）も参考にして臨

床診断を行う．

文献

1) Williams DR, de Silva R, Paviour DC et al : Characteristics of

two distinct clinical phenotypes in pathologically proven pro-

gressive supranuclear palsy : Richardson's syndrome and

PSP–parkinsonism. Brain. 128 : 1247–1258, 2005

2) Williams DR, Holton JL, Strand K et al : Pure akinesia with

gait freezing : a third clinical phenotype of progressive supra-

nuclear palsy. Mov Disord. 22 : 2235–2241, 2007

3) Neary D, Snowden JS, Gustafson L et al : Frontotemporal lo-

bar degeneration : a consensus on clinical diagnostic criteria.

Neurology 51 : 1546–1554, 1998

4) Mathew R, Bak TH, Hodges JR : Diagnostic criteria for corti-

cobasal syndromre : a comparative study. J Neurol Neuro-

surg Psychiatry 83 : 405–410, 2012

5) Armstrong MJ, Litvan I, Lang AE et al : Criteria for the diag-

nosis of corticobasal syndromre : a comparative study. Neu-
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rology 80 : 496–503, 2013

6) Tsuboi Y, Josephs KA, Boeve BF et al : Increased tau burden

in the cortices of progressive supranuclear palsy presenting

with corticobasal syndrome. Mov Disord 20 : 982–988, 2005

7) Kanazawa M, Shimohata T, Toyoshima Y et al : Cerebellar

involvement in progressive supranuclear palsy : A clinicopa-

thological study. Mov Disord 24 : 1312–1318, 2009

8) Höglinger GU, Respondek G, Stamelou M et al : Clinical diag-

nosis of progressive supranuclear palsy : The movement dis-

order society criteria. Mov Disord 32 : 853–864, 2017

検索式

検索日：2016年2月20日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh] OR

"Supranuclear Palsy, Progressive/classification"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TI] OR "PSP"[TI]) AND

(diagnos*[TI] OR classi*[TI] OR patholog*[TI]))

#02 #1 AND (2009:2015[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#03 #2 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Meta–

Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Review"[PT] OR "Guidelines as

Topic"[MH] OR meta–analysis[TI] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TI] OR review[TI] OR overview[TI])

#04 #2 AND clinical diagnos*[TIAB]

#05 #2 AND criteria[TIAB]

#06 (#4 OR #5) NOT #3

#07 #2 AND ("Diagnosis, Differential"[Mesh] OR "Diagnostic

Errors"[Mesh] OR "Sensitivity and Specificity"[Mesh])

#08 #2 AND (differential diagnos*[TIAB] OR sensitivity[TIAB]

OR specificity[TIAB] OR diagnostic error*[TIAB])

#09 (#7 OR #8) NOT (#3 OR #6)

CQ6–2

診断基準にはどのようなものがあるか？

回答

　National Institute for Neurological Disorders and Stroke and

the Society for PSP（NINDS–SPSP）の診断基準が提唱されて

いる．特異度は高いものの，Richardson症候群（RS）以外の臨

床病型には当てはまらないため，感度が低いという欠点がある．

2017年，Movement Disorde Society（MDS）による新しい診断

基準が提唱され，RS以外の臨床病型についても，一部を除き，

統一された診断基準が作成された．

解説・エビデンス

典型的な症例（Richardson症候群：RS）に対しては，Litvanら

により作成されたNational Institute of Neurological Disorders and

Stroke and the Society for PSP（NINDS–SPSP）の診断基準を使

用し，probableないしpossible PSPに該当するか確認する（表1：

http://plaza.umin.ac.jp /~neuro2/pdffiles /CQ6–2table1.pdf）1）．垂直

性核上性眼筋麻痺と発症1年以内の姿勢保持障害・易転倒性が重視

されている．垂直性核上性注視麻痺は，上方視（追従性and/or自発

性注視）の際，正常の50%以下に制限されているときに異常と判断

する．垂直性衝動性眼球運動の緩徐化は，下方注視制限が出現する

前に現れ，PSPの初期徴候である．真上，あるいは真下に位置する

標的を自発的に注視させると最もよく誘発される．姿勢保持障害は，

開眼で下肢をわずかに離して立ってもらい，そのまま転倒するかど

うかをテストした後，後方へ引いて倒れるかどうかをみる．後方突

進があっても介助なしに立ち直ることができる，あるいは検者に

よって支えられず転倒する場合は，姿勢の安定性は異常と考える．

Probable PSPは，特異度は100%と高いものの，RS以外の臨床病

型が存在するため感度が50%と低いという欠点がある．陽性的中率

は 100%と高いので，臨床試験や研究目的に使用される．一方，

possible PSPは感度83%，特異度93%，陽性的中率83%とされる．

いずれも病初期には感度が低いこと，除外項目に早期の著明な小脳

症状が含まれていること（PSP–Cが除外されてしまう）などの問題

がある2）．

PSP–parkinsonism （PSP–P）， PSP–pure akinesia and gait

freezing （PSP–PAGF）， PSP–progressive nonfluent aphasia

（PSP–PNFA），PSP–corticobasal syndrome（PSP–CBS）につい

ての統一された診断基準がない状態が続いていた．2017年，Move-

ment Disorder Society（MDS）は，1996年以降，剖検もしくは信

頼性の高い臨床診断基準を用いて診断された研究，ならびに剖検に

て診断が確定したPSP患者の臨床データを後方視的に集積し，これ

らのデータをもとに臨床診断基準を検討した3）．臨床，画像，検査，

遺伝子検査を基本的特徴と定義し，さらに絶対的除外項目と状況に

応じた除外項目を定めた（表 2：http://plaza.umin.ac.jp /~neuro2/

pdffiles /CQ6–2table2.pdf）．この結果，4つの機能的ドメインとし

て，眼球運動障害，姿勢保持障害，無動，認知機能障害を同定した．

これらのドメインのそれぞれに，診断の確からしさにおいて異なる3

つの臨床的特徴を提案した．これらを組み合わせて診断基準を作成

し，種々の臨床病型に分類した．さらに診断の確からしさにより，

probable，possible，suggestive of PSPの3つに分類した．新たな

病型の名称として，PSP with Richardson's syndrome（PSP–RS），

PSP with progressive gait freezing（PSP–PGF），PSP with pre-

dominant parkinsonism（PSP–P），PSP with predominant fron-

tal presentation（PSP–F），PSP with predominant ocular motor

dysfunction （PSP–OM）， PSP with predominant speech/lan-

guage disorder（PSP–SL），PSP with predominant CBS（PSP–

CBS），PSP with predominant postural instability（PSP–PI）が

ある．以上のように病理学的にPSPであるものの，RS以外の表現型

を呈する異型PSP症候群は，本診断基準では7種類存在する．本診

断基準を日本語訳し，原著者にback translationしたものを確認，

了解 頂いた日 本 語 版を表 2 （http://plaza.umin.ac.jp /~neuro2/

pdffiles /CQ6–2table2.pdf）に示す．

また PSP with primary lateral sclerosis（PSP–PLS）と PSP

with cerebellar ataxia（PSP–C）4～6）について，MDSの検討グルー

プはその存在を認識していたものの，診断基準を提供することは差

し控えた．この理由として，両者が稀であること，ならびに論文報

告された臨床病理学的エビデンスが少ないため，生前に臨床診断を

行うのに十分な特異的な所見を明らかにすることができていないこ

とを挙げている．PSP–Cについては，病理診断された多系統萎縮症
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との臨床像の比較をもとに表3の診断基準が提唱され，米国における

評価でもその妥当性が確認されている．

資料

表3 PSP–Cの臨床診断基準

必須項目 A.　緩徐進行性

B.　40歳以上の発症

C.　垂直性核上性注視麻痺

D.　発症2年以内の体幹かつ四肢の小脳性運動失調

E.　発症2年以内の転倒を伴う姿勢保持障害

除外項目 著明な自律神経障害（MSA改訂診断基準のprobable

MSAの自律神経障害に準じる；尿失禁，もしくは起

立後3分以内に少なくとも収縮期血圧が30mmHgまた

は拡張期血圧が15mmHg低下する）

頭部MRIでのhot cross bun sign

判定 Probable PSP–C; A+B+C+D+E

Possible PSP–C; A+B+D+E

文献

1) Litvan I, Agid Y, Calne D et al : Clinical research criteria for

the diagnosis of progressive supranuclear palsy (Steele–Ri-

chardson–Olszewski syndrome) : report of the NINDS–SPSP

international workshop. Neurology 47 : 1–9, 1996

2) 饗場郁子：進行性核上性麻痺，アクチュアル脳・神経疾患の臨

床．パーキンソン病と運動異常．中山書店，2013．p436–443

3) Höglinger GU, Respondek G, Stamelou M et al : Clinical diag-

nosis of progressive supranuclear palsy : The movement dis-

order society criteria. Mov Disord 32 : 853–864, 2017

4) Kanazawa M, Tada M, Onodera O et al : Early clinical fea-

tures of patients with progressive supranuclear palsy with

predominant cerebellar ataxia. Parkinsonism Relat Disord

19 : 1149–1151, 2013

5) Shimohata T, Kanazawa M, Yoshida M et al : Clinical and

imaging findings of progressive supranuclear palsy with pre-

dominant cerebellar ataxia. Mov Disord 31 : 760–762, 2016

6) Koga S, Josephs KA, Ogaki K et al : Cerebellar ataxia in pro-

gressive supranuclear palsy : An autopsy study of PSP–C.

Mov Disord 31 : 653–662, 2016

検索式

検索日：2016年2月20日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh] OR

"Supranuclear Palsy, Progressive/classification"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TI] OR "PSP"[TI]) AND

(diagnos*[TI] OR classi*[TI] OR patholog*[TI]))

#02 #1 AND (2009:2015[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#03 #2 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Meta–

Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Review"[PT] OR "Guidelines as

Topic"[MH] OR meta–analysis[TI] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TI] OR review[TI] OR overview[TI])

#04 #2 AND clinical diagnos*[TIAB]

#05 #2 AND criteria[TIAB]

#06 (#4 OR #5) NOT #3

#07 #2 AND ("Diagnosis, Differential"[Mesh] OR "Diagnostic

Errors"[Mesh] OR "Sensitivity and Specificity"[Mesh])

#08 #2 AND (differential diagnos*[TIAB] OR sensitivity[TIAB]

OR specificity[TIAB] OR diagnostic error*[TIAB])

#09 (#7 OR #8) NOT (#3 OR #6)

CQ6–3

鑑別すべき疾患にはどのようなものがあるか？

回答

　臨床病型ごとに鑑別すべき疾患を検討する．具体的には，大脳

皮質基底核変性症，Alzheimer型認知症，Parkinson病，Lewy小

体型認知症，前頭側頭葉変性症，多系統萎縮症，認知症を伴う筋

萎縮性側索硬化症，脳炎，脳梗塞，Creutzfeldt–Jakob病などと

の鑑別を行う．

解説・エビデンス

Richardson症候群（RS）については，NINDS–SPSP診断基準の

除外項目に記載される項目として，脳炎，大脳皮質基底核変性症，

Lewy小体型認知症，Alzheimer病，多系統萎縮症，Parkinson病，

基底核や脳幹部の脳梗塞，Whipple病，Niemann–Pick病タイプC

が鑑別すべき疾患および病態となる（CQ6–2表1を参照）1）．

また各臨床病型ごとに鑑別すべき疾患が存在する．PSP–parkin-

sonism（PSP–P）ではParkinson症状の非対称性とレボドパ反応性

からParkinson病を鑑別する2）．PSP–Pでは，レボドパ製剤により無

動や固縮は軽減するが著効するほどではなく，通常，2～3年で効果

が減弱する．さらに進行期になるとRSと区別がつかなくなる．

PSP–pure akinesia and gait freezing（PSP–PAGF）では，Par-

kinson病，ラクナ梗塞，虚血性白質病変を鑑別する3）．

PSP–progressive nonfluent aphasia（PSP–PNFA）は，進行性

非流暢性失語（PNFA）を呈しうる前頭側頭型認知症，大脳皮質基

底核変性症（corticobasal degeneration；CBD），認知症を伴う筋萎

縮性側索硬化症を鑑別する4）．

PSP–corticobasal syndrome（PSP–CBS）では，大脳皮質基底核

症候群を呈しうる CBD，Alzheimer病，Parkinson病，Creutz-

feldt–Jakob病を鑑別する5, 6）．

PSP with prefominant frontal presentation（PSP–F）ではうつ

や統合失調症との鑑別が必要である．

PSP with cerebellar ataxia（PSP–C）では，孤発性で純粋小脳型

ではない脊髄小脳変性症，とくに多系統萎縮症を鑑別する7, 8）．

また新しい分類が文献検索日より後に報告されており，鑑別診断

についてもこれを参考にして行うことが望ましい（CQ6–2を参照）．
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検索式

検索日：2016年2月20日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh] OR

"Supranuclear Palsy, Progressive/classification"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TI] OR "PSP"[TI]) AND

(diagnos*[TI] OR classi*[TI] OR patholog*[TI]))

#02 #1 AND (2009:2015[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#03 #2 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Meta–

Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Review"[PT] OR "Guidelines as

Topic"[MH] OR meta–analysis[TI] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TI] OR review[TI] OR overview[TI])

#04 #2 AND clinical diagnos*[TIAB]

#05 #2 AND criteria[TIAB]

#06 (#4 OR #5) NOT #3

#07 #2 AND ("Diagnosis, Differential"[Mesh] OR "Diagnostic

Errors"[Mesh] OR "Sensitivity and Specificity"[Mesh])

#08 #2 AND (differential diagnos*[TIAB] OR sensitivity[TIAB]

OR specificity[TIAB] OR diagnostic error*[TIAB])

#09 (#7 OR #8) NOT (#3 OR #6)

CQ6–4

重症度の判定はどのように行うか？

回答

　疾患特異的評価尺度である progressive supranuclear palsy–

rating scale（PSP–RS）を使用する．

解説・エビデンス

疾患特異的評価尺度であるprogressive supranuclear palsy– rat-

ing scale（PSP–RS）（表1：http://plaza.umin.ac.jp /~neuro2/pdffiles/

CQ6–4table1.pdf）が，PSPの臨床上の評価尺度としてが提唱されて

いる1, 2）．PSP–RSは，6つのカテゴリーと28の下位評価項目から構成

され，各項目は2点満点あるいは4点満点で，合計点は0～100点とな

る．28の下位項目の中には自律神経障害に関する項目として，尿失

禁と睡眠障害が4点満点のスコアとして含まれている．合計スコアは

1年で平均11.3点ずつ増加し，スコアは生命予後と関連するとされて

いる．

文献

1) Golbe LI : Ohman–Strickland PA. A clinical rating scale for

progressive supranuclear palsy. Brain 130 : 1552–1565, 2007

2) 下畑享良，饗場郁子，西澤正豊：【内科疾患の診断基準・病型

分類・重症度】（第7章）神経・筋 多系統萎縮症，進行性核上性

麻痺，大脳皮質基底核変性症．内科 115 : 1203–1209, 2015

検索式

検索日：2016年2月20日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh] OR

"Supranuclear Palsy, Progressive/classification"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TI] OR "PSP"[TI]) AND

(diagnos*[TI] OR classi*[TI] OR patholog*[TI]))

#02 #1 AND (2009:2015[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#03 #2 AND (rating scale*[TIAB] OR scale*[TI])

#04 #2 AND "Patient Acuity"[Mesh]

#05 #2 AND "Psychiatric Status Rating Scales"[Mesh]

#06 #3 OR #4 OR #5

CQ6–5

診断に有用な検査はあるか？

回答

　頭部MRIでは第三脳室の拡大，中脳被蓋や上小脳脚の萎縮，

hummingbird sign，penguin sign，局所性もしくは非対称性萎

縮，橋小脳槽拡大を確認する．脳血流SPECTでは前頭葉の血流

低下や，局所性もしくは非対称性血流低下を確認する．平衡機能

検査や眼球運動検査も有用である．神経心理学的検査では前頭葉

機能や非流暢性失語について検討する．

解説・エビデンス

Richardson症候群（RS）の画像所見としては，頭部MRIでは第

三脳室の拡大，中脳被蓋や上小脳脚の萎縮を認める．正中矢状断で

は，萎縮した中脳被蓋吻側部がハチドリのくちばし状に見えるため
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hummingbird signと呼ばれている1）．中脳被蓋のみの萎縮が目立ち，

橋底部の萎縮が保たれている場合にはpenguin signと呼ばれる2）．脳

血流SPECTでは前頭葉の血流低下が認められる．また神経心理学的

検査では，前頭葉機能低下を反映して，Frontal Assessment Bat-

tery（FAB）やStroop test，Trail making testなどのスコア低下が

見られる．運動機能や眼球運動障害の評価には，平衡機能検査や眼

球運動検査が有用である．

PSP–pure akinesia and gait freezing（PSP–PAGF）では，画像

検査にてラクナ梗塞や虚血性白質病変を除外する必要がある3）．

PSP–progressive nonfluent aphasia（PSP–PNFA）では，非流

暢性失語を呈する臨床病型では，発語量の減少，失文法，音韻性錯

語，復唱の障害，努力性発語，語想起に時間がかかるなど運動性失

語の要素が目立つ4）．

PSP–corticobasal syndrome（PSP–CBS）では頭部 CTないし

MRIにて，局所性もしくは非対称性萎縮が，典型的には頭頂前頭皮

質にみられる．さらにSPECTでは，局所性もしくは非対称性血流低

下が，典型的には頭頂前頭皮質にみられ，大脳基底核，視床も含む

ことがある5）．

PSP with cerebellar ataxia（PSP–C）では，脊髄小脳変性症が疑

われながら病初期では小脳萎縮が目立たないこと，そして進行期に

おいては橋小脳槽拡大を認めることがPSP–Cと脊髄小脳変性症の鑑

別のポイントになる6）．

また新しい分類が文献検索日より後に報告されており，診断に有

用な検査についてもこれを参考にして行うことが望ましい（CQ6–2

を参照）．

文献

1) Williams DR, de Silva R, Paviour DC et al : Characteristics of

two distinct clinical phenotypes in pathologically proven pro-

gressive supranuclear palsy : Richardson's syndrome and

PSP–parkinsonism. Brain 128 : 1247–1258, 2005

2) Williams DR, Holton JL, Strand K et al : Pure akinesia with

gait freezing : a third clinical phenotype of progressive supra-

nuclear palsy. Mov Disord 22 : 2235–2241, 2007

3) Imai H, Narabayashi H, Sakata E : "Pure akinesia" and the

later added supranuclear ophthalmoplegia. Adv Neurol 45 :

207–212, 1987

4) Neary D, Snowden JS, Gustafson L et al : Frontotemporal lo-

bar degeneration : a consensus on clinical diagnostic criteria.

Neurology 51 : 1546–1554, 1998

5) Tsuboi Y, Josephs KA, Boeve BF et al : Increased tau burden

in the cortices of progressive supranuclear palsy presenting

with corticobasal syndrome. Mov Disord 20 : 982–988, 2005

6) Kanazawa M, Shimohata T, Toyoshima Y et al. Cerebellar in-

volvement in progressive supranuclear palsy : A clinicopatho-

logical study. Mov Disord 24 : 1312–1318, 2009

検索式

検索日：2016年2月20日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/radionuclide

imaging"[Mesh]

#02 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh] OR

"Supranuclear Palsy, Progressive/classification"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TI] OR "PSP"[TI]) AND

(diagnos*[TI] OR classi*[TI] OR patholog*[TI]))

#03 #2 AND ("Diagnostic Imaging"[Mesh] OR imaging[TIAB]

OR neuroimaging[TIAB] OR MRI[TIAB] OR CT[TIAB] OR

SPECT[TIAB] OR PET[TIAB] OR "magnetic resonance

imaging"[TIAB] OR "computed tomography"[TIAB] OR

"positron emission tomography"[TIAB])

#04 #1 OR #3

#05 #4 AND (2009:2015[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#06 #5 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Meta–

Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Review"[PT] OR "Guidelines as

Topic"[MH] OR meta–analysis[TI] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TI] OR review[TI] OR overview[TI])

#07 #5 AND ("Epidemiologic Study Characteristics as

Topic"[MH] OR "Research Design"[MH] OR "Study

Characteristics" [PT] OR case control*[TIAB] OR

cohort*[TIAB] OR follow up*[TIAB] OR

longitudinal*[TIAB] OR comparative*[TIAB])

#08 #7 AND ("Diagnosis, Differential"[Mesh] OR "Diagnostic

Errors"[Mesh] OR "Sensitivity and Specificity"[Mesh])

#09 #7 AND ("differential diagnosis"[TI] OR sensitivity[TI] OR

specificity[TI] OR diagnostic error*[TI])

#10 (#8 OR #9) NOT #6
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CQ7–1

病状の進行を遅らせる薬物はあるのか？

回答

　現時点では，進行を遅らせる有効性が確立された治療法はない．

解説・エビデンス

軽症から中等症のPSP患者にティデグルシブ（本邦未発売）を投

与してPSPRSなどのスケールで評価した研究では，PSP患者の症状

の進行を止めることはできなかった1）．いっぽうで，重症例を除いて

より少数ではあるがティデグルシブ（本邦未発売）を投与してMRI

を用いて評価した研究では，脳全体（特に頭頂葉と後頭葉）の萎縮

の進行が抑制された2）．重症例を除いた少数例に短期間ではあるがコ

エンザイムQ10（本邦未承認）を投与したところ，後頭葉における

低エネルギーリン酸濃度を減少させ，臨床症状と前頭葉機能を改善

させた3）．

重症例を除いてダブネチド（本邦未発売）4），バルプロ酸（本邦未

承認）5）を投与してPSP–RSなどのスケールで評価した研究では，

PSP患者の症状の進行を止めることはできなかった．ラサギリン

（本邦未承認）を投与してPSPRSの悪化とL–ドパ製剤が必要になっ

た時点をエンドポイントにした研究でも，PSP患者の症状の進行を

止めることはできなかった6）．リルゾール（本邦未承認）を投与して

寿命を解析した研究 7），ドネペジル（本邦未承認）を投与して

PSPRSなどで評価した研究8）でも，PSP患者の症状の進行を止め

ることはできなかった．

文献

1) Tolosa E, Litvan I, Höglinger GU et al : A phase 2 trial of the

GSK–3 inhibitor tideglusib in progressive supranuclear pal-

sy. Mov Disord 29 : 470–478, 2014

2) Höglinger GU, Huppertz HJ, Wagenpfeil S et al : Tideglusib

reduces progression of brain atrophy in progressive supranu-

clear palsy in a randomized trial. Mov Disord 29 : 479–487,

2014

3) Stamelou M, Reuss A, Pilatus U et al : Short–term effects of

Coenzyme Q10 in progressive supranuclrar palsy : a random-

ized, placebo–controlled trial. Mov Disord 23 : 942–949, 2008

4) Boxer AL, Lang AE, Grossman M et al : Davunetide in pa-

tients with progressive supranuclear palsy : a randomised,

double–blind, placebo–controlled phase 2/3 trial. Lancet Neu-

rol 13 : 676–685, 2014

5) Leclair–Visonneau L, Rousud T, Debilly B et al : Randomized

placebo– controled trial of sodium valproate in progressive

supranuclear palsy. Clin Neurol Neurosurg 146 : 35–39, 2016

6) Nuebling G, Hansler M, Paul S et al : PROSPERA : a random-

ized, controlled trial evaluationg rasagiline in progressive su-

pranuclear palsy. J Neurol 263 : 1565–1574, 2016

7) Bensimon G, Ludolph A, Agid Y et al : Riluzole treatment,

survival and diagnostic criteria in Parkinson plus disorders :

the NNIPPS study. Brain 132 : 156–171, 2009

8) Litvan I, Phipps M, Pharr VL et al : Randomized placebo–con-

trolled trial of donepezil in patients with progressive supra

nuclear palsy. Neurology 57 : 467–473, 2001

検索式

検索日：PubMed　2016年8月20日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/therapy"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI])

AND (therap*[TIAB] OR treatment*[TIAB] OR

chemotherap*[TIAB] OR pharmacotherap*[TIAB]))

#02 suppress*[TIAB] OR delay*[TIAB] OR slow*[TIAB] OR

neuroprotection*[TIAB] OR disease progression*[TIAB]

#03 #1 AND #2

#04 #1 AND "Neuroprotective Agents"[Mesh]

#05 #1 AND "Disease Progression"[Mesh]

#06 #3 OR #4 OR #5

#07 #6 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#08 #7 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Meta–

Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Review"[PT] OR "Guidelines as

Topic"[MH] OR meta–analysis[TI] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TI] OR review[TI] OR overview[TI])

#09 #7 AND ("Clinical Trial" [PT] OR "Clinical Trials as

Topic"[Mesh] OR clinical trial*[TI] OR random*[TI])

#10 #7 AND ("Epidemiologic Study Characteristics as

Topic"[MH] OR "Research Design"[MH] OR "Study

Characteristics" [PT] OR case control*[TIAB] OR

cohort*[TIAB] OR follow up*[TIAB] OR

longitudinal*[TIAB] OR comparative*[TIAB])

#11 #8 OR #9 OR #10

#12 progress*[TIAB] OR control[TIAB] OR controlled[TIAB]

#13 #1 AND #12 NOT #11

#14 #13 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#15 #14 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Meta–

Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Review"[PT] OR "Guidelines as

Topic"[MH] OR meta–analysis[TI] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TI] OR review[TI] OR overview[TI])

#16 #14 AND ("Clinical Trial" [PT] OR "Clinical Trials as

Topic"[Mesh] OR clinical trial*[TI] OR random*[TI])

#17 #14 AND ("Epidemiologic Study Characteristics as

Topic"[MH] OR "Research Design"[MH] OR "Study

Characteristics" [PT] OR case control*[TIAB] OR

cohort*[TIAB] OR follow up*[TIAB] OR

longitudinal*[TIAB] OR comparative*[TIAB])

#18 #15 OR #16 OR #17

検索日：医中誌Web　2016年2月11日

#01 核上性麻痺–進行性/TH and (SH=治療,薬物療法,外科的療法,食

事療法,精神療法,放射線療法)
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#02 (進行性核上性麻痺/AL or "Progressive Supranuclear Palsy"/

AL or (PSP/TI not JPSPC/TI)) and (治療/AL or 療法/AL or

therapy/AL or treatment/AL OR chemotherapy/AL OR

pharmacotherapy/AL)

#03 #1 or #2

#04 #3 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#05 #4 and (抑制/AL or 遅/AL or 神経保護/AL or 病勢/AL or

病状/AL or 進行/AL or 悪化/AL or 増悪/AL)

#06 #4 and 神経保護物質/TH

#07 #4 and 病勢悪化/TH

#08 #5 or #6 or #7

#09 #8 and (PT=総説)

#10 #8 and (RD=ランダム化比較試験,準ランダム化比較試験,比較

研究)

#11 #8 and (研究デザイン/TH OR 疫学的研究デザイン/TH OR

疫学研究特性/TH)

#12 #8 and (PT=原著論文)

#13 #9 or #10 or #11 or #12

CQ7–2

運動症状を改善する薬物はあるのか？

回答

　ブレインバンクのケースレビューにおいて，PSPの一部の症例

で，レボドパ製剤またはドパミン受容体賦活薬が運動機能を軽度

改善するとの報告がある．

解説・エビデンス

ブレインバンク症例のケースレビューにおいて，32%の症例でレ

ボドパ製剤またはドパミン受容体賦活薬が中等度有効または良好な

反応を示したと報告されている1）．

短期間投与であるが，重症例を除いてコエンザイムQ10（本邦未

承認）を投与してPSPRS，FABなどのスケールとMRSで評価した

研究では，臨床症状と前頭葉機能が改善し，後頭葉における低エネ

ルギーリン酸濃度を減少させた2）．

文献

1) Williams D, de Silva R, Paviour DC et al : Characterisitics of

two distinct clinical phenotypes in pathologically proven pro-

gressive supranuclear palsy : Richardson's syndrome and

PSP–Parkinsonism. Brain 128 : 1247–1258, 2005

2) Stamelou M, Reuss A, Pilatus U et al : Short–term effects of

Coenzyme Q10 in progressive supranuclrar palsy : a random-

ized, placebo–controlled trial. Mov Disord 23 : 942–949, 2008

検索式

検索日：PubMed　2016年8月20日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/drug therapy"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI])

AND ("Drug Therapy"[Mesh] OR "Therapeutic Uses"[Mesh]

or drug therap*[TIAB] OR chemotherap*[TIAB] OR

pharmacotherap*[TIAB]))

#02 fall*[TIAB] OR postural instabilit*[TIAB] OR

swallow*[TIAB] OR aspiration[TIAB] OR inhalation[TIAB]

OR pneumonia*[TIAB] OR blepharospasm*[TIAB] OR

levator inhibition*[TIAB]

#03 #1 AND #2

#04 #1 AND "Accidental Falls"[Mesh]

#05 #1 AND "Postural Balance"[Mesh]

#06 #1 AND ("Deglutition"[Mesh] OR "Deglutition

Disorders"[Mesh])

#07 #1 AND "Pneumonia"[Mesh]

#08 #1 AND "Inhalation"[Mesh]

#09 #1 AND "Blepharospasm"[Mesh]

#10 #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #9

#11 #10 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

検索日：医中誌Web　2016年2月11日

#01 核上性麻痺–進行性/TH and (SH=治療,薬物療法)

#02 (進行性核上性麻痺/AL or "Progressive Supranuclear Palsy"/

AL or (PSP/TI not JPSPC/TI)) and (治療的利用/TH or

薬物/AL or "drug therapy"/AL OR chemotherapy/AL OR

pharmacotherapy/AL)

#03 #1 or #2

#04 #3 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#05 #4 and 運動症状/AL not 非運動症状/AL

#06 #4 and (運動障害/TH or 運動障害/AL or 精神運動障害/TH or

ジスキネジア/TH orジスキネジア/AL or 運動異常/AL)

#07 #4 and (転倒/AL or 転落/AL or 姿勢/AL or 嚥下/AL or 吸引/

AL or 吸息/AL or 肺炎/AL or 挙筋/AL or 眼瞼けいれん/AL or

眼瞼痙攣/AL)

#08 #4 and 転倒・転落/TH

#09 #4 and 姿勢バランス/TH

#10 #4 and (嚥下/TH or 嚥下障害/TH)

#11 #4 and 肺炎/TH

#12 #4 and 吸息/TH

#13 #4 and 眼瞼けいれん/TH

#14 #5 or #6 or #7 or #8 or #10 or #11

#15 #14 and (PT=総説)

#16 #14 and (RD=ランダム化比較試験,準ランダム化比較試験,比

較研究)

#17 #14 and (研究デザイン/TH OR 疫学的研究デザイン/TH OR

疫学研究特性/TH)

#18 #14 and (PT=原著論文)

#19 #15 or #16 or #17 or #18

CQ7–3

精神症状（ICD様症状，強迫行動など）を改善する薬物は

あるのか？

回答

　PSPの精神症状（ICD様症状，強迫行動など）に対する有効性

が確認された薬物治療はない．
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解説・エビデンス

一定レベル以上のエビデンスをもって有効性が確認された薬物は

ない．

少数例にバルプロ酸 1），ドネペジル（本邦未承認）2）を投与して

Neuropsychiatric Inventory（NPI）などを用いて評価した研究，

ロチゴチン（本邦未承認）を投与してNPIを用いて精神症状を評価

した研究3）では，有効ではなかった．リバスチグミン（本邦未承認）

を投与してNPIなどで精神症状を評価した研究では，データ上軽度

の効果があるが，症例数が少なく，統計学的パワー不足とされた4）．

ミトラザピンを投与してNPI，Frontal Behavioral Inventoryな

どを用いて評価して，常同行動などに対して有効であった症例報告

がある5）．

抑肝散を投与して臨床的に評価して，易怒性や興奮に対して有効

であった症例報告がある6）．

文献

1) Leclair–Visonneau L, Rousud T, Debilly B et al : Randomized

placebo– controled trial of sodium valproate in progressive

supranuclear palsy. Clin Neurol Neurosurg 146 : 35–39, 2016

2) Litvan I, Phipps M, Pharr VL et al : Randomized placebo–con-

trolled trial of donepezil in patients with progressive supra

nuclear palsy. Neurology 57 : 467–473, 2001

3) Moretti DV, Binetti G, Zanetti O et al : Behavioral and neuro-

physiological effects of transdermal rotigotine in atypical par-

kinsonism. Front Neurol 5 : 1–7, 2014

4) Liepelt I, Gaenslen A, Godau J et al : Rivastigmine for the

treatment of dementia in patients with progressive supranu-

clear palsy : Clinical observations as a basis for power calcu-

lations and safety analysis. Alzheimers Dement 6 : 70–74,

2010

5) 岡田和悟，青山淳夫，高吉宏幸ほか：前頭葉性認知症にて発症

し，mitrazapine投与により，前頭葉症状と歩行障害に改善を

認めた進行性核上性麻痺と考えられる1例．神経治療 29 : 53–

57, 2012

6) 正山　勝，梶本賀義，高橋　隼ほか：私のカルテから抑肝散に

より精神症状の改善を認めた進行性核上麻痺の1例．精神医

51 : 801–802, 2012

検索式

検索日：PubMed　2016年8月20日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/therapy"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI])

AND (therap*[TIAB] OR treatment*[TIAB] OR

chemotherap*[TIAB] OR pharmacotherap*[TIAB]))

#02 agitation[TIAB] OR delusion*[TIAB] OR

hallucination*[TIAB] OR psychosis[TIAB] OR

psychoses[TIAB] OR behavior[TIAB] OR physical

aggression*[TIAB] OR violence[TIAB] OR

hypersexuality[TIAB] OR sexual disinhibition*[TIAB] OR

impulse control disorder*[TIAB] OR impulsivity[TIAB] OR

obsessive compulsive*[TIAB] OR personality chang*[TIAB]

#03 #1 AND #2

#04 #1 AND "Psychomotor Agitation"[Mesh]

#05 #1 AND "Delusions"[Mesh]

#06 #1 AND "Hallucinations"[Mesh]

#07 #1 AND "Psychotic Disorders"[Mesh]

#08 #1 AND "Behavioral Symptoms"[Mesh]

#09 #1 AND "Aggression"[Mesh]

#10 #1 AND "Violence"[Mesh]

#11 #1 AND "Sexual Behavior"[Mesh]

#12 #1 AND "Disruptive, Impulse Control, and Conduct

Disorders"[Mesh]

#13 #1 AND "Impulsive Behavior"[Mesh]

#14 #1 AND "Obsessive–Compulsive Disorder"[Mesh]

#15 #1 AND ("Personality"[Mesh] OR "Personality

Disorders"[Mesh])

#16 #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #12 OR #13

OR #15

#17 #16 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

検索日：医中誌Web　2016年2月11日

#01 核上性麻痺–進行性/TH and (SH=治療,薬物療法,外科的療法,食

事療法,精神療法,放射線療法)

#02 (進行性核上性麻痺/AL or "Progressive Supranuclear Palsy"/

AL or (PSP/TI not JPSPC/TI)) and (治療/AL or 療法/AL or

therapy/AL or treatment/AL OR chemotherapy/AL OR

pharmacotherapy/AL)

#03 #1 or #2

#04 #3 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#05 #4 and 精神症状/AL

#06 #4 and (精神運動性興奮/TH or 激越/AL or 不穏/AL)

#07 #4 and (妄想/TH or 妄想/AL)

#08 #4 and (幻覚/TH or 錯覚/AL or 幻覚/AL)

#09 #4 and (精神病/TH or 精神病/AL or 精神障害/AL)

#10 #4 and (行動症状/TH or 行動/AL or 行為/AL)

#11 #4 and (攻撃性/TH or 挙動攻撃性/AL)

#12 #4 and (暴力/TH or 暴力/AL or乱暴/AL)

#13 #4 and (性行動/TH or 性行動亢進/AL or 性欲過剰/AL or

脱抑制/AL or 抑制解除/AL)

#14 #4 and (衝動制御障害/TH or 衝動制御障害/AL)

#15 #4 and (衝動的行動/TH or 衝動性/AL)

#16 #4 and (強迫症/TH or 強迫性/AL or 強迫症/AL)

#17 #4 and (人格/TH orパーソナリティ障害/TH or 人格変化/AL)

#18 #5 or #6 or #7 or #9 or #10 or #13 or #15

CQ7–4

精神症状（抑うつ，不安，アパシー）を改善する薬物はあ

るのか？

回答

　PSPの精神症状（抑うつ，不安，アパシー）に対する有効性が

確認された薬物治療はない．
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解説・エビデンス

多数患者にダブネチド（本邦未発売）を投与してGDSなどを用い

て評価したRCT1），ティデグルシブ（本邦未発売）を投与してアパ

シースケールなどを用いて評価したRCT2）があるが，いずれも有効

ではなかった．

ラサギリン（本邦未承認）を投与してMontogomery–Åsberg

depression scaleなどを用いて評価したRCT3），バルプロ酸を投与し

てNPIなどで評価したRCT4）でも有効ではなかった．

重症例を除いた少数例にコエンザイムQ10（本邦未発売）を短期

間投与してMADRSなどを用いて評価したRCT5），ドネペジル（本邦

未承認）を投与してNPIなどを用いて評価したRCT6）でも有効では

なかった．

リバスチグミン（本邦未承認）を投与してNPIなどを用いて精神

症状を評価した5例報告では，データ上軽度の効果があるが，症例

数が少なく，統計学的パワー不足とされた7）．ロチゴチン（本邦未承

認）を投与してNPIなど用いて評価した7例報告では，有効ではな

かった8）．

ミトラザピンを投与してNPI，FBIなどを用いて評価して，アパ

シーなどに対して有効であった症例報告がある9）．

エスタシロゾラムを投与して臨床症状を評価した症例では，抑う

つの改善が認められた10）．

文献

1) Boxer AL, Lang AE, Grossman M et al : Davunetide in pa-

tients with progressive supranuclear palsy : a randomised,

double–blind, placebo–controlled phase 2/3 trial. Lancet Neu-

rol 13 : 676–685, 2014

2) Tolosa E, Litvan I, Hoglinger GU et al : A phase 2 trial of the

GSK–3 inhibitor tideglusib in progressive supranuclear pal-

sy. Mov Disord 29 : 470–478, 2014

3) Nuebling G, Hansler M, Paul S et al : PROSPERA : a random-

ized, controlled trial evaluationg rasagiline in progressive su-

pranuclear palsy. J Neurol 263 : 1565–1574, 2016

4) Leclair–Visonneau L, Rousud T, Debilly B et al : Randomized

placebo– controled trial of sodium valproate in progressive

supranuclear palsy. Clin Neurol Neurosurg 146 : 35–39, 2016

5) Stamelou M, Reuss A, Pilatus U et al : Short–term effects of

Coenzyme Q10 in progressive supranuclrar palsy : a random-

ized, placebo–controlled trial. Mov Disord 23 : 942–949, 2008

6) Litvan I, Phipps M, Pharr VL et al : randomized placebo–con-

trolled trial of donepezil in patients with progressive supra

nuclear palsy. Neurology 57 : 467–473, 2001

7) Liepelt I, Gaenslen A, Godau J et al : Rivastigmine for the

treatment of dementia in patients with progressive supranu-

clear palsy : Clinical observations as a basis for power calcu-

lations and safety analysis. Alzheimers Dement 6 : 70–74,

2010

8) Moretti DV, Binetti G, Zanetti O et al : Behavioral and neuro-

physiological effects of transdermal rotigotine in atypical par-

kinsonism. Front Neurol 5 : 85, 2014

9) 岡田和悟，青山淳夫，高吉宏幸ほか：前頭葉性認知症にて発症

し，mitrazapine投与により，前頭葉症状と歩行障害に改善を

認めた進行性核上性麻痺と考えられる1例．神経治療 29 : 53–

57, 2012

10) 浅田延佳，橋本博史，武田景敏ほか：進行性核上性麻痺に伴う

うつ状態にエスシタロプラムが奏功したと考えられる1例．精

神誌 116 : 87, 2014

検索式

検索日：PubMed　2016年8月20日

#1 "Supranuclear Palsy, Progressive/therapy"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI])

AND (therap*[TIAB] OR treatment*[TIAB] OR

chemotherap*[TIAB] OR pharmacotherap*[TIAB]))

#2 depression*[TIAB] OR apathy[TIAB] OR anxiet*[TIAB]

#3 #1 AND #2

#4 #1 AND "Depression"[Mesh]

#5 #1 AND "Apathy"[Mesh]

#6 #1 AND "Anxiety"[Mesh]

#7 #3 OR #4 OR #6

#8 #7 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

検索日：医中誌Web　2016年2月11日

#01 核上性麻痺–進行性/TH and (SH=治療,薬物療法,外科的療法,食

事療法,精神療法,放射線療法)

#02 (進行性核上性麻痺/AL or "Progressive Supranuclear Palsy"/

AL or (PSP/TI not JPSPC/TI)) and (治療/AL or 療法/AL or

therapy/AL or treatment/AL OR chemotherapy/AL OR

pharmacotherapy/AL)

#03 #1 or #2

#04 #3 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#05 #4 and (うつ/AL or 抑うつ/AL or 鬱/AL or 抑欝/AL orデプ

レッション/AL)

#06 #4 and (アパシー/AL or 無気力/AL or 無感動/AL or 無関心/

AL)

#07 #4 and (不安/AL or 苦悶/AL or 心配/AL)

#08 #5 or #6 or #7

CQ7–5

認知機能障害に有用な治療法はあるか？

日 本 神 経 学 会 ホ ー ム ペ ー ジhttp://www.neurology–jp.org /

guidelinem /nintisyo_2017.html

　日本神経学会認知症疾患診療ガイドライン2017，CQ9–2参照

CQ7–6

再生医療への展望は？

回答

　再生医療の効果は未確定である．
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解説・エビデンス

いずれの研究も用いた診断基準が明記されておらず，臨床診断

PSPの患者に対して行った研究である．

自己脂肪組織由来間葉系幹細胞を経静脈および髄腔内投与して，

PSPRS，MMSE，Berg balance scaleなどを用いて評価した1例報

告では，病状の進行が緩やかになったと報告されている1）．また，自

己骨髄由来間葉系幹細胞を脳動脈に注入した5例で，PSPRS，歩行

解析による評価を行ったopen label phase I studyでは，この治療が

実行可能であると結論されている2）．

自己骨髄由来間葉系幹細胞を脳内の両側のsubventricular zoneに

移植した研究があるが，PSPの診断の詳細が記載されていない3）．

文献

1) Choi SW, Park KB, Woo SK et al : Treatment of progressive

supranuclear palsy with autologous adipose tissue–derived

mesenchymal stem cells : a case report. J Med Case Rep 8 :

87, 2014

2) Caresi M, Giordano R, Lazzari L et al : Finding a new thera-

peutic approach for no–option parkinsonisms : mesenchymal

stromal cells for progressive supranuclear palsy. J Transl

Med 14 : 127, 2016

3) Venkataramana NK, Pal R, Rao SA et al : Bilateral trans-

plantation of allogenic adult human bone marrow–derived

mesenchymal stem cells into the subventricular zone of Par-

kinson's disease : a pilot clinical study. Stem Cells Interna-

tional. 2012 : 931902, 2012

検索式

検索日：PubMed　2016年8月20日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/therapy"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI])

AND (therap*[TIAB] OR treatment*[TIAB] OR

chemotherap*[TIAB] OR pharmacotherap*[TIAB]))

#02 gene therap*[TIAB] OR genetic therap*[TIAB] OR

transplantation*[TIAB] OR ips[TIAB] OR induced

pluripotent stem* OR regenerative medicine*[TIAB] OR

tissue therap*[TIAB]

#03 #1 AND #2

#04 #1 AND "Genetic Therapy"[Mesh]

#05 #1 AND "Transplantation"[Mesh]

#06 #1 AND "Induced Pluripotent Stem Cells"[Mesh]

#07 #1 AND "Regenerative Medicine"[Mesh]

#08 #1 AND "Cell– and Tissue–Based Therapy"[Mesh]

#09 #3 OR #4 OR #5 OR #8

#10 #9 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

検索日：医中誌Web　2016年2月11日

#01 核上性麻痺–進行性/TH and (SH=治療,薬物療法,外科的療法,食

事療法,精神療法,放射線療法)

#02 (進行性核上性麻痺/AL or "Progressive Supranuclear Palsy"/

AL or (PSP/TI not JPSPC/TI)) and (治療/AL or 療法/AL or

therapy/AL or treatment/AL or chemotherapy/AL or

pharmacotherapy/AL)

#03 #1 or #2

#04 #3 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#05 #4 and (遺伝子治療/AL or 遺伝子療法/AL or 遺伝学的治療/

AL or 移植/AL or iPS/AL or 再生医/AL or 細胞療法/AL or

組織療法/AL or "gene therapy"/AL or "genetic therapy"/AL

or transplantation/AL or ips/AL or "induced pluripotent

stem"/AL or "regenerative medicine"/AL or "tissue

therapy"/AL)

#06 #4 and 遺伝学的治療/TH

#07 #4 and 移植/TH

#08 #4 and iPS細胞/TH

#09 #4 and 再生医学/TH

#10 #4 and 細胞療法と組織療法/TH

#11 #5 or #7

#12 #3 and (遺伝子治療/AL or 遺伝子療法/AL or 遺伝学的治療/

AL or 移植/AL or iPS/AL or 再生医/AL or 細胞療法/AL or

組織療法/AL or "gene therapy"/AL or "genetic therapy"/AL

or transplantation/AL or ips/AL or "induced pluripotent

stem"/AL or "regenerative medicine"/AL or "tissue

therapy"/AL)

CQ7–7

その他の治療（BOTOX治療，DBSなど）は有効か？

回答

　有効性が確認された治療法はない．

解説・エビデンス

rTMS治療（本邦未承認）に関しては，10例の患者の小脳に対し

て間欠的シータバースト刺激を行ってPSPRSを用いて評価し，構音

障害に有効であった研究がある 1）．6例の患者の運動野刺激をして

PSPRSで評価し，gait & midline subscaleで改善を認めた報告があ

る2）．背外側前頭前皮質を刺激してPSPRS，MADRS，STAIなどで

評価したが，変化なしであった1例報告がある3）．

深部刺激（本邦未承認）をしてMMSE，言語機能，記憶，視空間

認知機能，行為，前頭葉機能を評価して，全般的認識脳，言語，運

動機能が改善した1例報告がある4）．

核上性垂直性眼球運動障害に対して，少数例ではあるが，ガバペ

ンチン（本邦未承認）投与群とコントロール群においてsaccadesと

anti–saccadesを記録した研究において，ガバペンチン投与群におい

てanti–saccadesが改善した報告がある5）．

嚥下困難に対して，BOTOX注射を片側のCP muscleに投与して

筋電図と臨床症状を評価した研究があり，9例のうち6例で有効で

あった6）．

Apraxia of eye lid openingに対して，BOTOX注射を行いclinical

rating scaleを用いて評価した5例報告があり，有効であった7）．ま

た，臨床症状を評価したところ改善した少数例の症例報告がある8, 9）．

流涎に対してBOTOX注射を行いインタビューで評価して改善を
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認めた症例報告がある10）．

後屈に対するBOTOX注射は，1例の症例報告があるのみである11）．

DBSのターゲットはほとんどの症例でPPNである．片側に行って

UPDRS–III で評価した症例 12～14），片側に行って UPDRS–III,

PSPRSなどで評価した症例がある15）．両側に行ってPSPRSなどで

評価した症例16），両側に行ってUPDRS–III, PSPRSなどで評価した

症例がある17）．また1例では，ターゲットは右GPi+両側PPNであ

り，PSPRSで評価された14）．効果の程度は無効から軽度有効にとど

まっている．当初PDの診断でSTN–DBSを受けたのち4年以上経過

が良好であったが，その後にPSPの診断に至った症例が1例ある18）．

PSPを対象にしたのではないけれど，核上性垂直性眼球運動障害

に手術が有効であるというレビュー論文での記載がある19）．

文献

1) Brusa L, Ponzo V, Mastropasqua C et al : Theta burst stimula-

tion modulates cerebellar–cortical connectivity in patients with

progressive supranuclear palsy. Brain Stimul 7 : 29–35, 2014

2) Santens P, Sieben A, De Letter : Repetitive transcranial mag-

netic stimulation in patients with progressive supranuclear

palsy : a pilot study. Acta Neurol Belg 109 : 200–204, 2009

3) Boulogne S, Le Camus F, Bation R et al : Repetitive transcra-

nial magnetic stimulation can alleviate treatment–resistant

depression in patients with progressive supranuclear palsy.

Parkinsonism Relat Disord 21 : 1113–1114, 2015

4) Spagnolo F, Coppi E, Della Rosa PA et al : Deep magnetic

stimulation in a progressive supranuclear palsy patient with

speech involvement. J Neurol 260 : 670–673, 2013

5) Poujois A, Vidailhet M, Trocello J–M et al : Effect of gabapen-

tine on oculomotor and parkinsonism in patients with pro-

gressive spuranuclear palsy. European J Neurol 14 : 1060–

1062, 2007

6) Alfonsi E, Merlo IM, Ponzio M et al : An electrophysiological

approach to the diagnosis of neurogenic dysphagia : implica-

tions for botulinum toxin treatment. J Neurol Neurosurg Psy-

chiatry 81 : 54–60, 2010

7) Krack P, Marion MH : “Apraxia of lid opening,” a focal eye-

lid dystonia : clinical study of 32 cases. Mov Disord 9 : 610–

615, 1994

8) Piccione F, Mancini E, Tonin P et al : Botulinum toxin treat-

ment of apraxia of eye lid opening in progressive supranu-

clear pslsy : reports of two cases. Arch Phys Med Rehabil 78 :

525–529, 1997

9) 森　昌忠，寺坂恵梨，新免ゆかほか：ボツリヌス療法を含めた

リハビリチームアプローチが有効であった開眼失行を伴う進行

性核上性麻痺の1例．Jpn J Rehabil Med 49 : 428, 2012

10) Gomez–Caravaca MT, Caceres–Redondo MT, Huertas–Fer-

nandez I et al : The use of botulinum toxin in the treatment

of sialorrhea in parkinsonian disorders. Neurol Sci 36 : 275–

279, 2015

11) 山本敏之，山脇正永，藤本保志：症例　私の治療方針（series

07）　進行性核上性麻痺．嚥下医学 4 : 20–26, 2015

12) Hazrati LN, Wong JC, Hamani C et al : Clinicopathological

study in progressive supranuclear palsy with pedunculopon-

tine stimulation. Mov Disord 27 : 1304–1307, 2012

13) Brusa L, Iani C, Ceravolo R et al : Implantation of the nu-

cleus tegmenti pedunculopontini in a PSP–P patient : safe

procedure, modest benefits. Mov Disord 24 : 2–20, 2009

14) Servello D, Zekaj E, Saleh C et al : Long–term follow–up of

deep brain stimulation of peduncolopontine nucleus in pro-

gressive supranuclear palsy : Report of three cases. Surg

Neurol Int 5(Suppl 8) : S416–420, 2014

15) Scelzo E, Lozano AM, Hamani C et al : Pedunclopontine nu-

cleus stimulation in progressive supranuclear palsy : a rando-

mised trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 88 : 613–614, 2017

16) Doshi PK, Desai JD, Karkera B et al : Bilateral pedunculo-

pontine nucleus stimulation for progressive supranuclear

palsy. Stereotact Funct Neurosurg 93 : 59–65, 2015

17) Galazky I, Kaufmann J, Lorenzl S et al : Deep brain stimula-

tion of the pedunclopontine nucleus for treatment of gait and

balance disorder in progressive supranuclear palsy : effects of

frequency modulations and clinical outcome. Parkinsonism

Relat Disord 50 : 81–86, 2018

18) Bergmann KJ, Salak VL : Subthalamic stimulation improves

levodopa responsive symptoms in a case of progressive supra-

nuclear palsy. Parkinsonism Relat Disord 14 : 348–352, 2008

19) Brodsky MC : Surgical treatment of vertical ocular motility

disorders of supranuclear origin. Am Orthoptic J 61 : 28–33,

2011

検索式

検索日：PubMed　2016年8月20日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/therapy"[Mesh] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI])

AND (therap*[TIAB] OR treatment*[TIAB] OR

chemotherap*[TIAB] OR pharmacotherap*[TIAB]))

#02 botulinum toxin*[TIAB] OR deep brain stimulation*[TIAB]

#03 #1 AND #2

#04 #1 AND "Botulinum Toxins"[Mesh]

#05 #1 AND "Deep Brain Stimulation"[Mesh]

#06 #3 OR #4 OR #5

#07 #6 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#08 "Supranuclear Palsy, Progressive/therapy"[Majr] OR

(("Progressive Supranuclear Palsy"[TI] OR "PSP"[TI]) AND

(therap*[TI] OR treatment*[TI] OR chemotherap*[TI] OR

pharmacotherap*[TI] OR intervention*[TI]))

#09 #8 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])
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#10 #9 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Meta–

Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Review"[PT] OR "Guidelines as

Topic"[MH] OR meta–analysis[TI] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TI] OR review[TI] OR overview[TI])

#11 #9 AND ("Clinical Trial" [PT] OR "Clinical Trials as

Topic"[Mesh] OR clinical trial*[TI] OR random*[TI])

#12 #9 AND ("Epidemiologic Study Characteristics as

Topic"[MH] OR "Research Design"[MH] OR "Study

Characteristics" [PT] OR case control*[TIAB] OR

cohort*[TIAB] OR follow up*[TIAB] OR

longitudinal*[TIAB] OR comparative*[TIAB])

#13 #10 OR #11 OR #12

検索日：医中誌Web　2016年2月11日

#01 核上性麻痺–進行性/TH and (SH=治療,薬物療法,外科的療法,食

事療法,精神療法,放射線療法)

#02 (進行性核上性麻痺/AL or "Progressive Supranuclear Palsy"/

AL or (PSP/TI not JPSPC/TI)) and (治療/AL or 療法/AL or

therapy/AL or treatment/AL or chemotherapy/AL or

pharmacotherapy/AL)

#03 #1 or #2

#04 #3 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#05 #4 and ("Botulinum Toxin"/AL orボツリヌス毒素/AL or

ボツリヌストキシン/AL orボツリヌス・トキシン/AL or

ボトックス/AL or 脳深部刺激/AL or "Deep Brain

Stimulation"/AL or 深部脳刺激/AL or 脳深部電気刺激/AL or

DBS/AL)

#06 #4 and "Botulinum Toxins"/TH

#07 #4 and 脳深部刺激/TH

#08 #5 or #6 or #7

#09 核上性麻痺–進行性/MTH and (SH=治療,薬物療法,外科的療法,

食事療法,精神療法,放射線療法)

#10 (進行性核上性麻痺/TI or "Progressive Supranuclear Palsy"/

TI or (PSP/TI not JPSPC/TI)) and (治療/TI or 療法/TI or

therapy/TI or treatment/TI or chemotherapy/TI or

pharmacotherapy/TI)

#11 #9 or #10

#12 #11 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#13 #12 and (PT=総説)

#14 #12 and (RD=ランダム化比較試験,準ランダム化比較試験,比

較研究)

#15 #12 and (研究デザイン/TH OR 疫学的研究デザイン/TH OR

疫学研究特性/TH)

#16 #13 or #14 or #15

CQ8–1

精神症状に介入する方法はあるか？

回答

　直接精神症状に介入する非薬物療法の報告はない．

非薬物療法としては傾聴，容認などにより対応するが，介護者の

満足度を高めるようなエビデンスはない．

解説・エビデンス

PSPが希少疾患であること疾患概念が眼球運動障害，運動障害，

皮質下認知症とされていたため，精神症状に対する関心はさほど高く

なかったことによると思われるが，精神症状に関する論文数は少な

い．PSPの精神症状については前頭葉・側頭葉型認知症に包括されて

論じられている傾向にある．プロの検索式によると40文献以上検索

できるが，直接精神症状に介入する非薬物療法の文献はなかった．患

者本人の精神症状については別項に記載されているが，介護者および

家族が困惑するのは衝動性制御障害が多い．身体症状を執拗に訴え

る，「待っていてね」は反古にされる，など介護者，家族の患者への

いらだち，失望感などが生じる．このような場合に介護者がつい，患

者に対して声を荒立てるなどの事例も数多くあり，頑張って介護を

行っているにもかかわらず「虐待」と通報される事例も散見する．

PSPを初めとする神経難病では診断したときから患者本人，介護者に

対して緩和ケアを考えるべきという最近の考え方があるが，日常診療

をおこなっているとこのアプローチ方法は要を得ているといえる．す

なわち，患者を中心とし，主介護者およびその他の家族を巻き込んだ

医療関係各職種によるチーム医療による共通の理念を持ちつつ，患者

の病期に合わせた行動計画を練っていく必要がある．この行動計画に

は心理的なアプローチとともに，転倒，誤嚥，外傷などのPSPによ

く伴って生じる事象に対する対応策，終末期医療のありかたについて

もコンセンサスを得ていくことも含まれる必要がある．なお，これら

のコンセンサスは様々な状況により変化することがあり，その都度

チーム内での意志の疎通を図り，変更できることが重要である．ま

た，このような緩和ケアアプローチを行う上で有用なのは心理学的ア

プローチ法であるbeing対応であり，医療職は能動的なdoingを行っ

てしまう傾向があるが，doingは必要に応じて行っていくレベルにと

どめる事が必要なときもあることを銘記すべきである．

文献

1) PSPA:A guide to PSP and CBD for general practitioners and

the primary healthcare team.

2) Pereira JL : Pallium Canada緩和ポケットブック．丹波嘉一郎，

大中俊宏監訳　メディカル・サイエンスインターナショナル2017

検索式

検索日：2016年3月10日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/therapy"[Mesh]

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND (therap*[TIAB] OR treatment*[TIAB])

#03 (corticobasal degeneration*[TIAB] OR CBD[TIAB] OR

CBS[TIAB]) AND (therap*[TIAB] OR treatment*[TIAB])

#04 #1 OR #2 OR #3
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#05 #4 AND 2009:2015[DP] AND (JAPANESE[LA] OR

ENGLISH[LA])

#06 #5 AND psychological symptom*[TIAB]

#07 #5 AND frontal lobe sign*[TIAB]

#08 #5 AND impulsive*[TIAB]

#09 #5 AND (psychosis[TIAB] OR psychoses[TIAB])

#10 #5 AND "Psychotic Disorders"[Mesh]

#11 #5 AND "Supranuclear Palsy, Progressive/psychology"[Majr]

#12 #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11

CQ8–2

認知行動療法は有用か？

回答

　PSPやCBDは進行性の運動障害を呈するため，患者本人や介

護者がうつ状態を呈したり，不安を感じて介入を要する状態とな

ることがありうる．しかし，これらの症状に対する認知行動療法

の効果を検討した報告はない．今後知見の蓄積が必要である．

解説・エビデンス

認知行動療法とは，自己の現状に対する偏った認知の傾向を修正

し，それによってストレスの軽減と精神状態の安定を目指す精神療

法の技法である．認知症診療の場面では，軽度から中等度の認知症

患者本人や介護者のうつ状態や不安に対する介入法として試みられ

ることがある．有効性に関する予備的な検討は行われているが，エ

ビデンスレベルの高い報告は現時点ではない（認知症疾患治療ガイ

ドラインを参照のこと）．

CBDやPSPの患者においては，その進行性の症状のために，本人

や介護者がうつ状態を呈したり不安を感じたりすることは十分に考

えられる．しかし，それらの精神症状に対して認知行動療法が有効

であるか否かは現時点では不明である．非薬物的介入の選択肢の一

つとして今後の有用性の検討が待たれる．

検索式

検索日：2016年3月10日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/therapy"[Mesh]

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND (therap*[TIAB] OR treatment*[TIAB])

#03 (corticobasal degeneration*[TIAB] OR CBD[TIAB] OR

CBS[TIAB]) AND (therap*[TIAB] OR treatment*[TIAB])

#04 #1 OR #2 OR #3

#05 #4 AND 2009:2015[DP] AND (JAPANESE[LA] OR

ENGLISH[LA])

#06 #5 AND "Cognitive Therapy"[Mesh]

#07 #5 AND (cognitive therap*[TIAB] OR cognitive behavior

therap*[TIAB] OR cognitive behaviour therap*[TIAB] OR

cognitive behavioral therap*[TIAB] OR cognitive processing

therap*[TIAB])

#08 #6 OR #7

CQ8–3

心理療法は有用か？

回答

　PSPおよびCBDでは，経過中に抑うつ，不安，妄想などの精神

症状を呈することがある．しかし，これらの症状に対する心理療法

の効果を検討した報告はない．今後知見の蓄積が必要である．

解説・エビデンス

心理療法とは，対人関係を通じて患者の情緒的障害を癒やし，生

活への適応を改善させる技法である．認知症患者に対する心理療法

の有効性についてのエビデンスレベルの高い報告はほとんどなかっ

たが，最近Chestonら1）は，Alzheimer病，血管性認知症，Lewy小

体型認知症，混合型認知症を対象とし，British Association of

Counselling and Psychotherapyの定義（定期的に行い，ライフイ

ベントについて話し，疾患の理解を手助けする）に合致する心理療

法の有効性についてシステマティックレビューを行った．その結果，

認知行動療法，バリデーション療法，パーソンセンタードカウンセ

リング，精神力動的対人関係療法，グループ療法，多角的介入など

のうち，診断後の短期間のグループ療法が患者の生活の質の改善と

抑うつの減少に，多角的介入が介護施設入所者の苦痛の軽減に各々

有効であることが示された．

PSPおよびCBD患者に対する心理療法の有効性についてのエビデ

ンスレベルの高い報告は現時点ではない．両疾患ともに，その経過

中に抑うつ，不安，妄想などの精神症状を呈することがあることか

ら，非薬物的介入の選択肢の一つとして心理療法の有効性を今後検

討する必要がある．

文献

1) Cheston R, Ivanecka A : Individual and group psychotherapy

with people diagnosed with dementia : a systematic review of

the literature. Int J Geriatr Psychiatry 32 : 3–31, 2017 doi :

10.1002/gps.4529. Epub 2016 Jul 7

検索式

検索日：2016年3月10日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/therapy"[Mesh]

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND (therap*[TIAB] OR treatment*[TIAB])

#03 (corticobasal degeneration*[TIAB] OR CBD[TIAB] OR

CBS[TIAB]) AND (therap*[TIAB] OR treatment*[TIAB])

#04 #1 OR #2 OR #3

#05 #4 AND 2009:2015[DP] AND (JAPANESE[LA] OR

ENGLISH[LA])

#06 #5 AND "Psychotherapy"[Mesh]

#07 #5 AND (psychotherap*[TIAB] OR logotherap*[TIAB] OR

psycotherap*[TIAB])

#08 #6 OR #7
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CQ8–4

リハビリテーションは有用か？（嚥下，転倒は除く）

回答

　PSPのリハビリテーションの効果については確立されていない．

少数例の報告にとどまるが，発声訓練や音楽療法による全般的改善

が報告されている．

解説・エビデンス

PSPの運動症状は無動が主体であるが，衝動性行動に於ける動き

の場合にはスピードが比較的速く観察される．また，PSPの動きは

進行期であっても，患者が動こうとした場合にはスピードはParkin-

son病（PD）よりも遅いものの，粗大運動が可能であることが多い．

進行期となり，臥床状態になっても頚部の後屈以外の部位，すなわ

ち四肢ではスピードは遅いものの，動作することが可能であること

が多い．さらに，PDとは異なり，自発運動の場合はなんとか動こう

とするが，他者に強制された場合は動こうとしないという特性も観

察される．

PSPのリハビリテーションとして検出された文献は少なく，かつ，

症例数が少数例の報告がほとんどであり，エビデンスレベルが高い

論文はない．いずれも有効性が高いリハビリテーションの報告はな

い．比較的有用性の高い可能性が示唆された上記3文献を参考とする

と，LSVT®による発声訓練では，PSPは対照群のPDに比較して語

音の質や明瞭度の改善では劣ったものの，声量の改善が得られてい

る1）．音楽療法2）については認知症もしくはPDでの検討でPSPを対

象とはしていないが，精神面，発声の点での改善が報告されており，

PSPについても有望な治療法である可能性がある．ロボット補助の

リハビリテーションの報告3）では，PSPの転倒回数の減少，Bergの

バランス尺度，6分間歩行での改善が示されたが，改善の程度が少な

く，よりPSPに特化したリハビリテーションプログラムの開発が必

要であるとしている．いずれにせよ自発的能動的に自分から動こう

とする意欲を増すようなプログラムがPSPには必要と思われ，開発

が待たれるところである．

一方，CBSの場合にもエビデンスの高い検討はないが，PT，OT

の指示がPSPに比較的受け入れ可能なため，通常リハによる拘縮の

予防が有用であると思われる．また，患側手足がジストニア¼拘縮

となる症例が多く，拘縮部位に対するボツリヌス毒素療法とリハビ

リテーションの組み合わせが拘縮に基づく合併症の発生や感染予防

に有用であると思われる．

文献

1) Sale P, Castiglioni D, De Pandis MF et al : The Lee Silver-

man Voice Treatment (LSVT®) Speech therapy in Progres-

sive supranuclear palsy. Eur J Phys Rehabil Med 51 : 569–

574, 2015 Epub 2015 Jul 3

2) Sihvonen AJ, Sarkamo T, Leo V et al : Music–based interven-

tions in neurological rehabilitation. Lancet Neurol 16 : 648–

660, 2017

3) Clerici I, Ferrazzoli D, Maestri R et al : Rehabilitaiton in pro-

gressive supranuclear palsy : Effectiveness of two multidisci-

plinary treatments. PLoS One 12 : e0170927, 2017

doi:10.1371/journal.pone.0170927

検索式

検索日：2016年3月10日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/rehabilitation"[Mesh] OR

("Supranuclear Palsy, Progressive/therapy"[Mesh] AND

"Rehabilitation"[Mesh])

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND rehabilitation*[TIAB]

#03 (corticobasal degeneration*[TIAB] OR CBD[TIAB] OR

CBS[TIAB]) AND rehabilitation*[TIAB]

#04 #1 OR #2 OR #3

#05 #4 AND 2009:2015[DP] AND (JAPANESE[LA] OR

ENGLISH[LA])

#06 #5 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Meta-

Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR meta–

analysis[TI] OR guideline*[TI] OR "systematic review"[TI])

#07 #5 AND (Review[PT] OR review[TI] OR overview[TI])

#08 #5 AND ("Clinical Trial"[PT] OR "Clinical Trials as

Topic"[MH] OR clinical trial*[TI] OR (random*[TI] NOT

medline[SB]))

#09 #5 AND "Comparative Study"[PT]

#10 #6 OR #7 OR #8 OR #9

#11 #5 NOT #10

CQ8–5

脳トレーニングは予後を改善するか？

回答

　脳トレーニングは昨今，認知症を改善するかで論議がある．

PSPの場合には患者本人の興味の狭小化が顕著のため，他者から

与えられた課題を行う可能性が低く，PSPに伴う認知機能の予後

の改善に有用とはいえない．

解説・エビデンス

いわゆる脳トレーニングとPSP，CBSを対象とした論文はない．

介護者や家族などとPSP症例との疎通性を得るための道具としての

脳トレーニング，脳の廃用性萎縮を予防する上での脳トレーニング

は有用である可能性がある．しかし，PSPの場合には固執性に基づ

く興味の狭小化が顕著であるため，他者から与えられた課題を行っ

ていく可能性は低いといわざるを得ない．

検索式

検索日：2016年3月13日/9月13日/10月24日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh]

#02 "progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB]

#03 corticobasal degeneration*[TIAB] OR CBD[TIAB] OR

CBS[TIAB]

#04 #1 OR #2 OR #3

#05 #4 AND 2009:2015[DP] AND (JAPANESE[LA] OR

ENGLISH[LA])

#06 #5 AND brain training*[TIAB]
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CQ9–1

発症症状，症状の進展にはどのようなものがあるか？

精神症状で発症する場合があるか？

回答

　古典的Richardson症候群（RS）では，発症1年以内の転倒を

伴う姿勢保持障害，垂直性核上性注視麻痺で発症することが多

い．体軸性の筋強剛を呈する一方で，早期の認知障害を呈する症

例もある．病初期に行動異常や認知機能障害が目立ち，前頭側頭

型認知症（FTD）と診断されるPSP–FTD症例もある．

解説・エビデンス

RSでは易転倒性が本症の特徴の一つであり，通常，発症1年以内

に転倒することが多い．姿勢反射が障害され，姿勢の不安定さがみ

られる．注意力や危険に対する認知力の低下も転倒に影響し，注意

を促していても繰り返して転倒してしまう．垂直性核上性注視麻痺

は本症の特徴的症状であるが，発症初期には目立たないことが多い．

下方視の障害が特徴的であり，進行してくると水平方向も障害され

てくる．筋強剛は四肢よりも頸部や体幹に強い傾向を示す．進行す

ると頸部が後屈してくる．無動・寡動もみられる．無動にみえる患

者が急に立ち上がろうとしたりするなど，突然行動を起こして転倒

することがある（ロケットサイン）ので注意する．

種々の言語障害も合併する．嚥下障害も多くみられるが，中期以

降に出現することが多いと言われている．認知症を合併するが，見

当識障害や記銘力障害は軽い傾向を示し，前頭葉性の認知機能障害

を主体として思考の緩徐化，情動・性格の変化，遂行機能障害がみ

られる．PSPの臨床診断基準では，アパシー，抽象化する思考の障

害，言語の流暢性障害，使用行動や模倣行動，前頭葉徴候のうち2

項目以上を支持的所見としている1）．一方，臨床診断がPSPであった

180例の剖検例の検討では，43例（24%）が病理学的には非PSPで，

認知症は病理学的にPSPであった例の10%にみられたのに対し，非

PSPであった例では34%にみられた2）．早期から認知症がみられた場

合はPSP以外の疾患の可能性も考慮する必要があるとしている．ま

た，近年の病理確定PSP100例（PSP–RS24例，PSP–postural in-

stability 18 例，PSP–oculomotor 7例，PSP–P19 例，PSP–CBS7

例，PSP–FTD12例，分類不能13例）の多施設共同研究による,臨床

病型毎の主症状の出現頻度が報告されている3）．本研究にあるように

臨床表現型毎の症状の出現，進展は多様である．また，本研究には

PSP–PNFAやPSP–Cは含まれておらず，さらに臨床診断には注意

が必要である．

文献

1) Litvan I, Agid Y, Calne D et al : Clinical research criteria for

the diagnosis of progressive supranuclear palsy (Steele–Ri-

chardson–Olszewski syndrome) : report of the NINDS–SPSP

international workshop. Neurology 47 : 1–9, 1996

2) Josephs KA, Dickson DW : Diagnostic accuracy of progressive

supranuclear palsy in the Society for Progressive Supranu-

clear Palsy brain bank. Mov Disord 18 : 1018–1026, 2003

3) Respondek G, Stamelou M, Kurz C et al : The phenotypic

spectrum of progressive supranuclear palsy : a retrospective

multicenter study of 100 definite cases. Mov Disord 29 :

1758–1766, 2014

検索式

検索日：2016年2月21日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh]

#02 "progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TI]

#03 #1 OR #2

#04 #3 AND 2009:2015[DP]

#05 #4 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#06 #5 AND "Prognosis"[Mesh]

#07 #5 AND prognos*[TIAB]

#08 #5 AND clinical course*[TIAB]

#09 #5 AND "Disease Progression"[Mesh]

#10 #6 OR #7 OR #8 OR #9

#11 subtype*[TIAB] OR varient*[TIAB] OR phenotype*[TIAB]

#12 "Phenotype"[Mesh]

#13 #10 AND (#11 OR #12)

#14 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR overview[TI]

#15 #10 AND #14 NOT #13

#16 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#17 #10 AND #16

#18 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics" [PT]

OR case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR

comparative*[TIAB]

#19 #10 AND #18

#20 (#17 OR #19) NOT (#13 OR #15)

CQ9–2

臨床病型による予後はどうか？

回答

　Richardson症候群（RS）の罹病期間は平均5–9年という報告

が多い．PSP–PやPSP–PAGFの罹病期間はRSに比べ長いとされ

る．嚥下障害の出現時期が早い症例は，生存期間が短いとの報告

がある．

解説・エビデンス

日本からの報告では，PSP（Richardson症候群；RS）の50%生存

期間は約6年であり，発症時の症候で生命予後に関連していたのは嚥

下障害のみで，発症1年以内に嚥下障害を伴う例では伴わない例にく

らべ生命予後が不良であったと報告されている 1）．2005年以降，

PSP–Pをはじめとした臨床病型分類がなされるようになったが，臨床

病型毎の生命予後について検討した論文は少ない．Williamsらの報告

では，PSP–PやPSP–PAGFの罹病期間はそれぞれ，平均9.1年2），13

年3）とRSに比べ長いとされる．その他，罹病期間の比較ではPSP–
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RSで6.3年，PSP–Pで11.7年という報告もある4）．臨床例PSP35例の

後方視的検討では，睡眠障害，幻覚が死亡リスクと関連していたとい

う報告もある5）．また，男性，高齢発症，PSP–rating scaleが高いこ

とが生存期間と関連しているという報告もある6）．また，近年の病理

確定 PSP100例（PSP–RS24例，PSP–postural instability 18例，

PSP–oculomotor 7例，PSP–P19例，PSP–CBS7例，PSP–FTD12

例，分類不能13例）の多施設共同研究によると，PSPの5年死亡率

は全体で 20.0%，PSP–RSで 29.2%，PSP–Pで 5.3%，PSP–CBSで

28.6%，PSP–FTDで33.3%と報告されている7）．

文献

1) 饗場郁子，齋藤由扶子，玉腰暁子ほか：進行性核上性麻痺の生

命予後．臨床神経 45 : 565–570, 2005

2) Williams DR, de Silva R, Paviour DC et al : Characteristics of

two distinct clinical phenotypes in pathologically proven pro-

gressive supranuclear palsy : Richardson's syndrome and

PSP–parkinsonism. Brain 128 : 1247–1258, 2005

3) Williams DR, Holton JL, Strand K et al : Pure akinesia with

gait freezing : a third clinical phenotype of progressive supra-

nuclear palsy. Mov Disord 22 : 2235–2241, 2007

4) O'Sullivan SS, Massey LA, Williams DR et al : Clinical out-

comes of progressive supranuclear palsy and multiple system

atrophy. Brain 131 : 1362–1372, 2008

5) Arena JE, Weigand SD, Whitwell JL et al : Progressive su-

pranuclear palsy : progression and survival. J Neurol 263 :

380–389, 2016

6) Chiu WZ, Kaat LD, Seelaar H et al : Survival in progressive

supranuclear palsy and frontotemporal dementia. J Neurol

Neurosurg Psychiatry 81 : 441–445, 2010

7) Respondek G, Stamelou M, Kurz C et al : The phenotypic

spectrum of progressive supranuclear palsy : a retrospective

multicenter study of 100 definite cases. Mov Disord 29 :

1758–1766, 2014

検索式

検索日：2016年2月21日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh]

#02 "progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TI]

#03 #1 OR #2

#04 #3 AND 2009:2015[DP]

#05 #4 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#06 #5 AND "Prognosis"[Mesh]

#07 #5 AND prognos*[TIAB]

#08 #5 AND clinical course*[TIAB]

#09 #5 AND "Disease Progression"[Mesh]

#10 #6 OR #7 OR #8 OR #9

#11 subtype*[TIAB] OR varient*[TIAB] OR phenotype*[TIAB]

#12 "Phenotype"[Mesh]

#13 #10 AND (#11 OR #12)

#14 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI]

OR "systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR

overview[TI]

#15 #10 AND #14 NOT #13

#16 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#17 #10 AND #16

#18 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics" [PT]

OR case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR

comparative*[TIAB]

#19 #10 AND #18

#20 (#17 OR #19) NOT (#13 OR #15)
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CQ10A–1

嚥下障害はどのようにして診断するか？

回答

　問診でスクリーニングし，適宜，嚥下造影検査，嚥下内視鏡検

査を実施する．進行期には体重減少や嚥下性肺炎の発症から嚥下

障害の合併を判断する．

解説・エビデンス

PSPの死因で最も多いのは肺炎で，その背景に嚥下障害がある1）．

予後不良因子として，発症早期の嚥下障害，高次脳機能障害の合併，

高齢発症，発症後に運動障害が明らかになるまでの期間が短いこと

がある2）．嚥下障害の合併は，早期に，適切に診断することが望まし

い．嚥下障害の診断はまず問診で行う．PSP患者は「嚥下時のむせ，

もしくは詰まり感」「唾液の増加」「嚥下困難」「口唇からの食物の漏

れ」といった訴えが多く，特に「嚥下時のむせ，もしくは詰まり感」

と「唾液の増加」は嚥下の異常を示唆する1）．嚥下障害を自覚する頻

度も重要で，自覚の頻度が高いほど嚥下造影検査でみられる異常所

見は多い3）．重症度として，1) 嚥下障害を認めない，2) 週に1回未満

の嚥下障害，3) 週に1回以上の嚥下障害だが毎日ではない，4) 毎日

の嚥下障害，5) 食事のたびに嚥下障害，6) 一口飲むごとに嚥下障

害，7) 経口摂取できない，とする分類も用いられる3）．

嚥下造影検査，嚥下内視鏡検査が有用である．嚥下造影検査は口

腔から食道まで嚥下全体を評価できるが，放射線被ばくを伴うこと

が欠点である．嚥下造影検査で，PSP患者はParkinson病患者に比

べて口腔期の障害が目立ち3），咽頭期の遅延，食物の喉頭侵入が有意

に多く，咽頭への送り込み時間は有意に遅延する4）．また，PSPでは

半数以上の患者に嚥下の開始の遅れや舌運動の障害，早期咽頭流入，

喉頭蓋谷の残留を認め，19%に誤嚥を認める1）．嚥下内視鏡検査は

ベッドサイドでも簡便に施行できるが，嚥下の咽頭期を観察しがた

く，食道期も評価できないことが欠点である．嚥下機能の評価と治

療方針の決定に有用である5）．食物の早期咽頭流入，嚥下反射開始の

遅延，喉頭蓋谷と梨状窩の残留の頻度が高く，誤嚥や唾液の貯留も

認められる．

進行期の患者は問診や検査の実施が困難で，臨床的に嚥下障害の

合併を判断する．体重減少・栄養失調がある場合には，十分量の経

口摂取ができない可能性が高い．また，嚥下性肺炎を発症した場合

には，嚥下における気道防御の破綻があり，誤嚥している可能性が

高い．いずれも重篤な嚥下障害の合併が示唆される．

文献

1) Litvan I, Sastry N, Sonies BC : Characterizing swallowing ab-

normalities in progressive supranuclear palsy. Neurology 48 :

1654–1662, 1997

2) dell'Aquila C, Zoccolella S, Cardinali V et al : Predictors of

survival in a series of clinically diagnosed progressive supra-

nuclear palsy patients. Parkinsonism Relat Disord 19 : 980–

985, 2013

3) Johnston BT, Castell JA, Stumacher S et al : Comparison of

swallowing function in Parkinson's disease and progressive

supranuclear palsy. Mov Disord 12 : 322–327, 1997

4) 市原典子，市原新一郎，藤井正吾ほか：Videofluorographyを

もちいたパーキンソン病，進行性核上性麻痺の嚥下障害の検討．

臨床神経 40 : 1076–1082, 2000

5) Warnecke T, Oelenberg S, Teismann I et al : Endoscopic char-

acteristics and levodopa responsiveness of swallowing func-

tion in progressive supranuclear palsy. Mov Disord 25 :

1239–1245, 2010

6) Grunho M, Sonies B, Frattali C et al : Swallowing disturban-

ces in the corticobasal syndrome. Parkinsonism Relat Disord

21 : 1342–1348, 2015

検索式

検索日：2016年3月12日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/diagnosis"[Mesh]

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND (diagnos*[TIAB] OR patholog*[TIAB] OR

classifi*[TIAB]OR physiopatholog*[TIAB] OR

neuropatholog*[TIAB])

#03 "Deglutition Disorders"[Mesh]　OR "Deglutition"[Mesh]

#04 deglutition*[TIAB] OR dysphagia*[TIAB] OR

swallowing*[TIAB] OR aspiration*[TIAB]

#05 (#1 OR #2) AND (#3 OR #4)

#06 #5 AND 2009:2015[DP] AND (JAPANESE[LA] OR

ENGLISH[LA])

#01 核上性麻痺–進行性/TH and (SH=診断的利用,診断,画像診断,X

線診断,放射性核種診断,超音波診断)

#02 (進行性核上性麻痺/AL or "Progressive Supranuclear Palsy"/

AL or (PSP/TI not JPSPC/TI)) and (診断/TH or 診断/AL or

検査/AL)

#03 #1 or #2

#04 #3 and (DT=2009:2015)

#05 #4 and (嚥下障害/TH or 嚥下/AL or 吸引/AL)

#06 #5 and (PT=会議録除く)

CQ10A–2

嚥下障害が現れたときの対処はどうするか？

回答

　L–dopaを開始し，嚥下障害の改善がある場合には増量を考慮

する．

姿勢調整や努力嚥下，嚥下調整食の導入などの摂食嚥下リハビリ

テーションを実施する．

進行期には経口摂取の継続，および代替栄養法の導入の是非を考

慮する．

解説・エビデンス

一般にPSPの運動症状に対するL–dopaの効果は不十分である．

PSPの嚥下障害に対しては，L–dopa 300～800mg/日を初回投与量

とし，600～1200mg/日まで増量した患者3例で，臨床的に嚥下障害

が改善したとする報告がある1）．また，L–dopa投与前後の嚥下内視

鏡検査では，L–dopa 200～400mgの投与でPSP患者7人中2人にお

いて，早期咽頭侵入や気道侵入，咽頭残留が改善したとする報告が
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ある2）．PSPの嚥下障害に対するL–dopaの効果について，結論を導

くには症例に乏しいが，L–dopaを慎重に投与し，嚥下障害の改善が

ある場合には増量を考慮することを推奨する．

摂食嚥下リハビリテーションとして，下顎を引いた姿勢での嚥下

や努力嚥下，嚥下調整食の導入はPSP患者に有効である2）．努力嚥下

とは，力を入れて飲みこむことにより，舌根部の後退運動を強め，

喉頭蓋谷への残留を減少させる手技である3）．嚥下調整食の導入は，

「日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下部調整食学会分類

2013」4）に準拠し，患者に適切な食形態を選択することが望ましい．

嚥下障害が進行し，経口摂取の継続が困難な場合には，経鼻経管

栄養や胃瘻造設などの代替栄養法の導入の是非を考慮する．ただし，

進行期の認知症患者に対する胃瘻造設は，長期的な生存期間の延長

をもたらすとするエビデンスはない5）．経口摂取の継続が可能である

かどうかを適切に評価し，患者の生活の質の保持と生命維持の両方

を考慮したうえで，患者本人と家族とともに代替栄養法の必要性を

検討する．経口摂取を中止し，代替栄養法を導入した場合でも，唾

液などの分泌物による嚥下性肺炎の危険性はある．嚥下性肺炎を繰

り返す場合には誤嚥防止術の是非を検討する．

CBSの嚥下障害についてはエビデンスがなく，PSPに準じる．

文献

1) Varanese S, Di Ruscio P, Ben M' Barek L et al : Responsive-

ness of dysphagia to acute L–Dopa challenge in progressive

supranuclear palsy. J Neurol 261 : 441–442, 2014

2) Warnecke T, Oelenberg S, Teismann I et al : Endoscopic char-

acteristics and levodopa responsiveness of swallowing func-

tion in progressive supranuclear palsy. Mov Disord 25 :

1239–1245, 2010

3) 日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会．訓練法

のまとめ（2014版）．日摂食嚥下リハ会誌 18 : 55–89, 2014

4) 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会．日本

摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2013．日摂

食嚥下リハ会誌 17 : 255–267, 2013

5) Goldberg LS, Altman KW : The role of gastrostomy tube

placement in advanced dementia with dysphagia : a critical

review. Clin Interv Aging 9 : 1733–1739, 2014

検索式

検索日2016年3月16日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive/rehabilitation"[Mesh]

#02 ("progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB])

AND rehabilitation*[TIAB]

#03 "Deglutition Disorders"[Mesh] OR "Deglutition"[Mesh]

#04 deglutition*[TIAB] OR dysphagia*[TIAB] OR

swallowing*[TIAB] OR aspiration*[TIAB]

#05 (#1 OR #2) AND (#3 OR #4)

#06 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh]

#07 "progressive supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB]

#08 "Deglutition Disorders/rehabilitation"[Mesh]

#09 (deglutition*[TIAB] OR dysphagia*[TIAB] OR

swallowing*[TIAB] OR aspiration*[TIAB]) AND

rehabilitation*[TIAB]

#10 (#6 OR #7) AND (#8 OR #9)

#11 #5 OR #10

#12 #11 AND 2009:2015[DP] AND (JAPANESE[LA] OR

ENGLISH[LA])

#13 ("progressive supranuclear palsy" OR PSP) AND

rehabilitation*

#14 #4 AND #13

#15 #14 AND 2009:2015[DP] AND (JAPANESE[LA] OR

ENGLISH[LA])

#01 核上性麻痺–進行性/TH and (SH=リハビリテーション)

#02 (進行性核上性麻痺/AL or "Progressive Supranuclear Palsy"/

AL or (PSP/TI not JPSPC/TI)) and (リハビリテーション/AL

or rehabilitation/AL)

#03 嚥下障害/TH or 嚥下/AL or 吸引/AL

#04 (#1 or #2) and #3

#05 核上性麻痺–進行性/TH

#06 進行性核上性麻痺/AL or "Progressive Supranuclear Palsy"/

AL or (PSP/TI not JPSPC/TI)

#07 嚥下障害/TH and (SH=リハビリテーション)

#08 (嚥下/AL or 吸引/AL) and (リハビリテーション/AL or

rehabilitation/AL)

#09 (#5 or #6) and (#7 or #8)

#10 #4 or #9

#11 #10 and (DT=2009:2015)

#12 #11 and (PT=会議録除く)

CQ10B–1

転倒・外傷の頻度と特徴は？

回答

　PSPではほぼ全例に転倒が生じ，転倒頻度が多い．発症1年以

内の転倒は他疾患との鑑別に重要であるが進行期になっても転落

が生じる．外傷・骨折についても他の変性性パーキンソニズムに

比べ高頻度である．

解説・エビデンス

（1）PSPにおける転倒の頻度と特徴は？

PSPでは，姿勢保持障害・転倒が早期から出現し，他の疾患との

鑑別において重要である1, 2）．1996年のNINDS–SPSPの診断基準に

おいても‘発症1年以内の転倒を伴う姿勢保持障害’は必須項目の

ひとつである2）．

全経過を通じた転倒の頻度は剖検例の後方視的検討では，ほぼ全例

にみられ2～4），発症時は39%3），発症1年以内の転倒は58%1），初診時

83%1）であった．わが国における入院PSP患者79名をParkinson病

（PD）患者432名と比較した3か月間の多施設共同前向き研究によれ

ば，転倒患者は15%（PD 13%），転倒患者における転倒回数はPSP

では1か月あたり2.1回で，PD（0.8回）に比べ有意に転倒が多かっ

た（P<0.01）5）．外来患者では1か月間に62%の患者が転倒し，他の神
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経難病を含めた検討ではPSPであること自体が転倒の危険因子

（オッズ比3.7）であり，PSP患者における転倒の危険因子は「介助歩

行レベル」であること，および「筋力低下がない」ことであった6）．

剖検例における後方視的検討では初回転倒までの中央値は6か月で

あり，他の変性性パーキンソニズムに比べ早期に出現していた3）．剖

検例127例の検討によればPSP全体では16.8か月，Richardson症候

群（RS）は12ヶ月，PSP–Pは47か月でPSP–Pは転倒出現までの期

間がRSに比べ遅い4）．一方，進行期になっても車椅子やベッドから

の転落が生じ，転倒・転落は長期にわたり介護上の問題となってい

る5～7）．

転倒につながった行動で最も多いのは排泄，次いで物を取ろうと

してであり5～7）．昼夜を問わず転倒が生じていた5, 6）．また医療者の注

意・指導にもかかわらず突発的な行動をおこして転倒・転落にいた

る場合が多い7）．

（2）PSPにおける外傷の頻度と特徴は？

PSPにおける骨折の頻度は剖検例による後方視検討では 25～

29%1, 4）で他の変性性パーキンソニズムに比べ高頻度であった．骨折

も転倒同様平均2.9年と発症早期に生じていた1）．骨折部位は上肢が

39%，大腿骨頸部骨折が 31%，体幹（肋骨，脊椎椎体，胸骨）は

14%，頭蓋骨8%で，PDと比べると，大腿骨頸部骨折が少なく，鎖

骨，肩甲骨，上肢の骨折が多い4）．

わが国の入院PSP患者における検討では転倒者の21%～29%に外

傷を生じ5, 7），受傷部位は顔面，頭部，体幹が多い5, 7）．わが国の在宅

患者21名の調査では1か月間の間に対象全体の24%，転倒者の38%

が外傷を負い，慢性硬膜下血腫も1例で生じていた6）．

文献

1) Litvan I, Mangone CA, McKee A et al : Natural history of pro-

gressive supranuclear palsy (Steele–Richardson–Olszewski

syndrome) and clinical predictors of survival : a clinicopatho-

logical study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 60 : 615–620,

1996

2) Litvan I, Agid Y, Calne D et al : Clinical research criteria for

the diagnosis of progressive supranuclear palsy (Steele–Ri-

chardson–Olszewski syndrome) : report of the NINDS–SPSP

international workshop. Neurology 47 : 1–9, 1996

3) Wenning GK, Ebersbach G, Verny M et al : Progression of

falls in postmortem–confirmed parkinsonian disorders. Mov

Disord 14 : 947–950, 1999

4) Williams DR, Watt HC, Lees AJ : Predictors of falls and frac-

tures in bradykinetic rigid syndromes : a retrospective study.

J Neurol Neurosurg Psychiatry 77 : 468–473, 2006

5) 村井敦子，饗場郁子，齋藤由扶子ほか：進行性核上性麻痺患者

の転倒・転落　多施設共同研究．医療 58 : 216–220, 2004

6) 饗場郁子：進行性核上性麻痺における転倒・転落の特徴．医療

60 : 177–180, 2006

7) 饗場郁子，松下　剛，齋藤由扶子ほか：進行性核上性麻痺患者

の転倒・転落　パーキンソン病との比較検討．医療 57 : 177–

180, 2003

検索式

検索日：2016年8月17日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] OR "Progressive

Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI]

#02 fall[TIAB] OR falls[TIAB] OR "Accidental Falls"[Mesh]

#03 injury[TIAB] OR injuries[TIAB] OR fracture*[TIAB] OR

"Wounds and Injuries"[Mesh]

#04 #1 AND (#2 OR #3)

#05 #4 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#06 "Incidence"[Mesh] OR incidence*[TIAB]

#07 #5 AND #6

#08 atypical parkinsonism*[TIAB]

#09 #8 AND (#2 OR #3)

#10 #9 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#11 #6 AND #10

#12 (#4 OR #9) AND #6

#01 核上性麻痺–進行性/TH or 進行性核上性麻痺/AL or

"Progressive Supranuclear Palsy"/AL or (PSP/TI not

JPSPC/TI)

#02 #1 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#03 転倒・転落/TH or 転倒/AL or 転落/AL

#04 創傷と損傷/TH or 外傷/AL or創傷/AL or 損傷/AL

#05 #2 and (#3 or #4)

#06 #5 and (発生率/TH or 発生率/AL or 頻度/AL)

#07 #5 and (PT=原著論文,総説) not #6

#08 #5 and 特徴/AL not (#6 or #7)

CQ10B–2

転倒を減らす方法は？

回答

　PSPの転倒を減らすために有効な方法のエビデンスは得られて

いないが，転倒の要因として，排泄や物をとろうとしての転倒が

多いことから，早めのトイレ誘導や，環境整備が勧められる．

解説・エビデンス

PSPの転倒を減らすためのリハビリ以外の研究は，経頭蓋磁気刺

激療法前後を比較した1例報告のみである．（リハビリテーションに

よる転倒予防介入についてはCQ10B–4参照）

6ヶ月間毎週経頭蓋磁気刺激療法を行った所，すくみ足の減少とと

もに転倒が約半分（1日に3～4回から週2～3回へ）に減少したとい

う一例報告がみられる1）．

PSPの転倒は，排泄関連あるいは物を取ろうとしての転倒が多い

ことから，転倒予防するためのポイントは，①排泄・入浴時は目を

離さない．②トイレは予め時間で誘導する．③声かけは念入りにす

る．④物は整理して一つにまとめることがすすめられる2）．下記に具

体例を挙げる．

① 排泄・入浴時は目を離さない

浴室では床がぬれていて滑りやすい上に，石鹸やタオルをつか
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もうとして転倒する．トイレでは排泄後に下着を上げて立ち上

がろうとしてバランスを崩す場合があるため，できる限り付き

添うようにする．

② トイレは予め時間で誘導する

排泄行動がきっかけで転倒する場合が多い．おむつを着用して

いても汚れれば不快で自らおむつを外そうとしたり，衝動的に

トイレに行こうとする．排泄チェック表をつけて，患者の排泄

パターンを把握し，早めにトイレへ誘導する．

③ 声かけは念入りにする．

姿勢が不安定であるにも関わらず，周囲の環境に影響されて行

動する傾向がある．トイレの時は必ず呼ぶように，毎回声掛け

を行う．

④ 物は整理して一つにまとめる

リモコンや食卓で使う物などを落とし，拾おうとして頭から転

倒・転落する場合がある．リモコンは落ちないよう紐で結んで

おく．患者の気を引きそうな物は，安全に取ることができる場

所にまとめるか，見えない場所に片付ける．

文献

1) Sandyk R : Transcranial AC pulsed applications of weak elec-

tromagnetic fields reduces freezing and falling in progressive

supranuclear palsy : a case report. Int J Neurosci 94 : 41–54,

1998

2) 村井敦子，上田一乃，勇田絵里子ほか：【進行性核上性麻痺

(PSP):その理解と支援】　進行性核上性麻痺における転倒・転

落防止の為の介護のポイント（解説/特集）．医療 59 : 486–490,

2005

検索式

検索日：2016年8月17日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] OR "Progressive

Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI]

#02 fall[TIAB] OR falls[TIAB] OR "Accidental Falls"[Mesh]

#03 injury[TIAB] OR injuries[TIAB] OR fracture*[TIAB] OR

"Wounds and Injuries"[Mesh]

#04 #1 AND (#2 OR #3)

#05 #4 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#06 "Incidence"[Mesh] OR incidence*[TIAB]

#07 #5 AND #6

#08 atypical parkinsonism*[TIAB]

#09 #8 AND (#2 OR #3)

#10 #9 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#11 #6 AND #10

#12 (#4 OR #9) AND #6

#01 核上性麻痺–進行性/TH or 進行性核上性麻痺/AL or

"Progressive Supranuclear Palsy"/AL or (PSP/TI not

JPSPC/TI)

#02 #1 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#03 転倒・転落/TH or 転倒/AL or 転落/AL

#04 事故防止/TH or予防/AL or介入/AL

#05 #2 and #3 and #4

#06 #5 and (PT=原著論文,総説)

#07 (#1 and #3 and #4) not #6

#08 非定型/AL and (パーキンソニズム/TH orパーキンソニズム/

AL)

#09 #8 and #3 and #4

#10 #7 or #9

CQ10B–3

外傷を減らす方法は？

回答

　PSPにおける外傷を減らす方法についてのエビデンスはない

が，家具の角にクッションテープを貼る，衝撃吸収マットの使

用，ベッド高さを低くするなどの環境整備や保護帽の着用が薦め

られる．

解説・エビデンス

PSPにおける外傷を減らす方法に関するエビデンスは得られていな

いが，受傷予防のために，家具の角にクッションテープを貼る，普段

から保護帽をかぶる，ベッドからの転落が多ければ高さを低くし，衝

撃を吸収するためにマットを敷くなどの対策がすすめられる1）．

PSPのみに限った報告ではないが，PSP29名，多系統萎縮症7名

の後方視的研究において，全員が過去1年以内に転倒し，4分の1（8

名）が過去1回以上骨折していたにもかかわらず，骨粗鬆症治療を

受けていたのは2名にすぎなかった．全体では骨そしょう症治療はビ

スフォスフォネート4名，カルシウム・ビタミンD2名に，骨密度測

定は 8名にされていたのみであった．FRAX®（www.shef.ac.uk /

FRAX /）を用いた 10年間の骨折予測リスクは，男性 7%，女性

16.4%でリスクファクターのない一般人（男性5.4%，女性12%）に

比べ高かった2）．

上記のように骨折リスクが高度であるにもかかわらず，骨粗鬆症

治療がされていない実態が明らかになっているが，骨粗鬆症治療が

骨折予防になるかどうかのエビデンスはない．

文献

1) 村井敦子，上田一乃，勇田絵里子ほか：【進行性核上性麻痺

(PSP):その理解と支援】　進行性核上性麻痺における転倒・転

落防止の為の介護のポイント（解説/特集）．医療 59 : 486–490,

2005

2) Yarnall AJ, Duncan GW, Khoo TK et al : Falling short : un-

derestimation of fracture risk in atypical parkinsonian syn-

dromes. Parkinsonism Relat Disord 18 : 692–693, 2012

検索式

検索日：2016年8月17日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] OR "Progressive

Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI]

#02 fall[TIAB] OR falls[TIAB] OR "Accidental Falls"[Mesh]
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#03 ((injury[TIAB] OR injuries[TIAB] OR fracture*[TIAB])

AND (prevent*[TIAB] OR intervention*[TIAB])) OR

"Wounds and Injuries/prevention and control"[Mesh]

#04 #1 AND #2 AND #3

#05 injury[TIAB] OR injuries[TIAB] OR fracture*[TIAB] OR

"Wounds and Injuries"[Mesh]

#06 #1 AND #2 AND #5

#07 atypical parkinsonism*[TIAB]

#08 #7 AND #2 AND #5

#09 #6 OR #8

#10 #9 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#11 #9 NOT #10

#01 核上性麻痺–進行性/TH or 進行性核上性麻痺/AL or

"Progressive Supranuclear Palsy"/AL or (PSP/TI not

JPSPC/TI)

#02 #1 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#03 転倒・転落/TH or 転倒/AL or 転落/AL

#04 創傷と損傷/TH or 外傷/AL or創傷/AL or 損傷/AL

#05 #2 and #3 and #4

#06 #1 and #3 and #4

#07 #6 and (事故防止/TH or 予防/AL or 介入/AL)

#08 #6 not #7

CQ10B–4

リハビリテーションは転倒防止に有用か？

回答

　PSPにおける転倒を防止するためのリハビリテーションの有用

性は十分検討されておらず，今後知見の蓄積が必要である．

解説・エビデンス

リハビリテーションによる転倒防止についての報告は，単一症例

で介入前後を比較した報告のみである．

部分体重免荷トレッドミルトレーニングでは転倒が減少したとい

う報告 1）と，変化がみられなかった報告 2）がある．1時間半のト

レーニングを週3回合計8週間施行した症例報告では，介入後転倒回

数が減少し，バランス，歩行能力が改善した 1）．一方，3–5分のト

レーニングを通常の理学療法と併用して2週間で8回行った報告で

は，歩行速度，歩幅は改善がみられたが，移動能力は変化なく，転

倒頻度は介入直後に一時的に減少したものの介入終了後には介入前

の頻度に戻っていた2）．

PSPとCBD両疾患の症候を有する症例で，週2回1時間の定期的

な集団訓練（体幹下肢のストレッチ，上半身のバランスとストレッ

チ，トレッドミルで前進および後進歩行訓練）を10年間にわたり行

い，転倒回数の減少した報告3, 4）や，仮想ゲームシステムを使用した

リハビリにより転倒が減少した症例報告がみられる5）．

突然バランスを失って転倒するのを予防するために，通常よりも

重量が重いショッピングカートや車椅子に掴って歩行することが薦

められている6）．

文献

1) Suteerawattananon M, MacNeill B, Protas EJ : Supported

treadmill training for gait and balance in a patient with pro-

gressive supranuclear palsy. Phys Ther 82 : 485–495, 2002

2) 上出直人，柴　喜崇，前田真治ほか：進行性核上性麻痺患者に

対する部分体重免荷トレッドミル歩行トレーニングを含んだ短

期集中練習　単一症例研究．理学療法学 32 : 130–134, 2005

3) Steffen TM, Boeve BF, Mollinger–Riemann LA et al : Long–

term locomotor training for gait and balance in a patient

with mixed progressive supranuclear palsy and corticobasal

degeneration. Phys Ther 87 : 1078–1087, 2007

4) Steffen TM, Boeve BF, Petersen CM et al : Long–term exer-

cise training for an individual with mixed corticobasal degen-

eration and progressive supranuclear palsy features : 10–

year case report follow–up. Phys Ther 94 : 289–296, 2014

5) Seamon B, DeFranco M, Thigpen M : Use of the Xbox Kinect

virtual gaming system to improve gait, postural control and

cognitive awareness in an individual with Progressive Supra-

nuclear Palsy. Disabil Rehabil 23 : 1–6, 2016

6) Sosner J, Wall GC, Sznajder J : Progressive supranuclear pal-

sy : clinical presentation and rehabilitation of two patients.

Arch Phys Med Rehabil 74 : 537–539, 1993

検索式

検索日：2016年8月17日（水）

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] OR "Progressive

Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI]

#02 fall[TIAB] OR falls[TIAB] OR "Accidental Falls"[Mesh]

#03 #1 AND #2

#04 #3 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#05 "Rehabilitation"[Mesh] OR rehabilitation[TIAB] OR

rehabilitation[SH]

#06 "Exercise Therapy"[Mesh] OR "Exercise"[Mesh] OR

exercise*[TIAB]

#07 "Physical Therapy Modalities"[Mesh] OR physical

therap*[TIAB]

#08 "Occupational Therapy"[Mesh] OR occupational

therap*[TIAB]

#09 #4 AND (#5 OR #6 OR #7 OR #8)

#10 atypical parkinsonism*[TIAB]

#11 #10 AND #2

#12 #11 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#13 #12 AND (#5 OR #6 OR #7 OR #8) NOT #9

#14 (#3 OR #11) AND (#5 OR #6 OR #7 OR #8) NOT #9

#01 核上性麻痺–進行性/TH or 進行性核上性麻痺/AL or

"Progressive Supranuclear Palsy"/AL or (PSP/TI not

JPSPC/TI)

#02 #1 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)
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#03 転倒・転落/TH or 転倒/AL or 転落/AL

#04 事故防止/TH or 防止/AL or予防/AL or介入/AL

#05 #2 and #3 and #4

#06 #1 and #3 and #4

#07 リハビリテーション/TH orリハビリテーション/AL

#08 運動療法/TH orエクササイズ/AL or 運動/AL

#09 理学療法/TH or 理学療法/AL or 物理療法 orトレーニング/

AL

#10 作業療法/TH or 作業療法/AL

#11 #6 and (#7 or #8 or #9 or #10)

#12 #11 and (PT=原著論文,総説)

#13 #11 not #12

#14 非定型/AL and (パーキンソニズム/TH orパーキンソニズム/

AL)

#15 #14 and #3 and #4

#16 #15 and (#7 or #8 or #9 or #10)

#17 #13 or #16

CQ10C–1

どのような排尿障害をきたすか？

回答

　PSPの排尿障害の検討は少ないが，最近の報告ではPSPの80–

90%と高頻度に排尿障害がみられ，Parkinson病と同等以上と考

えられている．その内訳は過活動膀胱（OABとも呼ばれる，尿意

切迫・頻尿のこと）が多く，検査では排尿筋過活動がみられる．

認知意欲障害，歩行障害があるとさらに，2次性機能性尿失禁が

重畳してみられる．

解説・エビデンス

PSPの排尿障害は従来ほとんど知られていなかったが，最近の研

究では決して稀でないと考えられる．Sakakibaraら1）の9名の報告

では，89%の患者に下部尿路症状がみられており尿意切迫感や頻尿

が主体である．このうち畜尿症状（過活動膀胱，overactive bladder

（OAB）とも呼ばれる，尿意切迫・頻尿のこと）のみが 50%，畜

尿・排出両症状が50%，尿失禁が88%（切迫性）であった．これら

の頻度は，Parkinson病（PD）と同等以上と考えられている1）．ウ

ロダイナミクスでは排尿筋過活動が認められる．若月ら2）もPSPで

高頻度の尿失禁を報告している．また，無抑制括約筋弛緩が33%に

みられた．排尿筋過活動・無抑制括約筋弛緩は，下部尿路を支配す

る神経の核上性障害を示唆するものと考えられ，その責任病巣とし

て，PSPの吻側脳幹被蓋，前頭前野–黒質線条体系，小脳歯状核など

の病理学的変化が考えられる．また，PSPでは外括約筋筋電図にお

いて，高率に神経原性変化を認める1, 3, 4）．括約筋の神経原性変化は，

PSPの仙髄Onuf核の病理学的変化5）に対応するものと思われる．最

近Yamamotoら6）が47名で検討したところ，排尿筋過活動が81%，

括約筋の神経原性変化が一部にみられ，ほぼ同様の結果が報告され

た．若月ら 2）は 7名中平均 100mlの残尿を 50%に認めており，

Tatenoら7）も，睡眠時無呼吸と尿閉を呈した1例を報告した．この

症例では，ウロダイナミクスで排尿筋過活動と排出時低活動を認め，

平均残尿量200mlがみられたため，自己導尿を開始した．これらは

多系統萎縮症（multiple system atrophy, MSA）の排尿障害パター

ンと酷似しており，注意が必要と考えられる．PSPは，認知症も合

併することが多く，歩行障害も強いことから，機能性尿失禁も併存

する．

文献

1) Sakakibara R, Hattori T, Tojo M et al : Micturitional disturb-

ance in progressive supranuclear palsy. J Autonom Nerv Syst

45 : 101–106, 1993

2) 若月　晶，辻畑正雄，三宅　修ほか：進行性核上性麻痺とパー

キンソン病での膀胱尿道機能の比較検討．泌尿紀要 39 : 523–

528, 1993

3) Valldeoriola F, Valls–Sole J, Tolosa ES et al : Striated anal

sphincter denervation in patients with progressive supranu-

clear palsy. Mov Disord 10 : 550–555, 1995

4) Scaravilli T, Pramstaller PP, Salerno A el : Neuronal loss in

Onuf's nucleus in three patients with progressive supranu-

clear palsy. Ann Neurol 48 : 97–101, 2000

5) Vitaliani R, Scaravilli T, Egarter–Vigl E et al : The pathology

of the spinal cord in progressive supranuclear palsy. J Neuro-

pathol Exp Neurol 61 : 268–274, 2002

6) Yamamoto T, Tateno F, Sakakibara R et al : Urinary Dys-

function in Progressive Supranuclear Palsy Compared with

Other Parkinsonian Disorders. PLoS One 11 : e0149278,

2016 doi : 10.1371/journal.pone. 0149278. eCollection 2016

7) Tateno F, Sakakibara R, Kishi M et al : Progressive supranu-

clear palsy presenting with urinary retention and sleep ap-

nea. Clin Auton Res 21 : 173–175, 2011

検索式

検索日：2016年1月28日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] OR "progressive

supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB]

#02 #1 AND 2009:2015[DP]

#03 #2 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#04 "Urination Disorders"[Mesh]

#05 #3 AND #4

#06 "Urological Manifestations"[Mesh]

#07 #3 AND #6

#08 "Urination"[Mesh]

#09 #3 AND #8

#10 "Urinary Bladder, Overactive"[Mesh]

#11 #3 AND #10

#12 "Urinary Bladder"[Mesh]

#13 #3 AND #12

#14 #3 AND (urination*[TIAB] OR urinar*[TIAB] OR

urolog*[TIAB] OR micturition*[TIAB] OR

continence*[TIAB] OR toilet[TIAB] OR toileting*[TIAB]

OR lavator*[TIAB] OR evacuation*[TIAB] OR

bladder*[TIAB] OR retention*[TIAB] OR

incontinence*[TIAB])

#15 #5 OR #7 OR #9 OR #11 OR #13 OR #14
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#16 #3 AND ("Toilet Training"[Mesh] OR "Toilet

Facilities"[Mesh])

#17 #15 OR #16

#18 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI]

OR "systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR

overview[TI]

#19 #17 AND #18

#20 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#21 #17 AND #20

#22 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics"[PT] OR

case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR

comparative*[TIAB]

#23 #17 AND #22

#24 #19 OR #21 OR #23

#25 #17 NOT #24

#01 核上性麻痺–進行性/TH or 進行性核上性麻痺/AL or

"Progressive Supranuclear Palsy"/AL or (PSP/TI not

JPSPC/TI)

#02 #1 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#03 排尿障害/TH

#04 #2 AND #3

#05 泌尿器症状/TH

#06 #2 AND #5

#07 排尿/TH

#08 #2 AND #7

#09 過活動膀胱/TH

#10 #2 AND #9

#11 膀胱/TH

#12 #2 AND #11

#13 #2 AND (排尿/AL or 泌尿器/AL or 膀胱/AL or 排泄/AL or

失禁/AL orトイレ/AL or 便所/AL)

#14 #4 OR #6 OR #8 OR #10 OR #13

#15 #14 AND (RD=メタアナリシス,ランダム化比較試験,準ランダ

ム化比較試験,比較研究,診療ガイドライン)

#16 #14 AND (PT=総説)

#17 #14 AND (研究デザイン/TH OR 疫学的研究デザイン/TH OR

疫学的研究/TH ORメタアナリシス/TI OR 総説/TI ORシス

テマティックレビュー/TI ORシステマティック・レビュー/

TI)

CQ10C–2

排尿障害の治療はどうするか？

回答

　PSPの排尿障害に特化した検討は，これまでみられていない．

しかしPSPの排尿障害の主体が過活動膀胱（尿意切迫・頻尿）で

あることを勘案すると，Parkinson病（PD）その他の中枢神経疾

患による過活動膀胱に準じて，中枢移行の少ない抗コリン薬，選

択的β3受容体刺激薬を使用することが考えられる．認知意欲障

害，歩行障害による2次性機能性尿失禁の治療は，Alzheimer病

その他の認知症疾患に準じて行う．

解説・エビデンス

PSPの排尿障害に特化した検討はこれまでみられていない．しか

し，PSPの排尿障害の主体が過活動膀胱（overactive bladder, OAB

とも呼ばれる，尿意切迫・頻尿のこと）であり，残尿を有すること

が少ないことを勘案すると1～3），PD病その他の中枢神経疾患による

過活動膀胱に準じて治療することが考えられる．PDを例とすると，

過活動膀胱に対して，中枢移行の少ない抗コリン薬，選択的β3受容

体刺激薬を投与する4～6）これは，抗コリン薬が血液脳関門（blood–

brain barrier, BBB）を通過して中枢に移行すると，認知症を増悪さ

せる懸念があるためである．オキシブチニン以外のOAB治療薬は，

比較的BBBの通過が少ないと考えられている7）．

PSPは，認知症も合併することが多く，歩行障害も強いことから，

機能性尿失禁も併存する．尿失禁のみから，OABによる尿失禁と，

機能性尿失禁を区別することは一般に困難で，この両者はしばしば

区別されないまま記載されてきた．細かくみると，夜間2回以上の

夜間頻尿は，OAB由来のことが多く，MMSE（mini–mental state

examination）が10/30点未満・杖無し歩行が5m未満では，機能性

尿失禁を来しやすい．機能性尿失禁の治療は，認知症・歩行障害の

薬物療法に加えて，行動療法（排尿誘導［促し排尿・時間排尿］，排

尿介助）を行い，止むを得ない場合のみおむつを使用する8, 9）．

PSPでは多量の残尿は稀であることから，多量の残尿がみられた

場合，残尿を来しやすい腰椎症，糖尿病性ニューロパチーをまず鑑

別する．OABと残尿が同時にみられた場合は，残尿の治療から開始

する．残尿が 100ml以上の場合，清潔間欠導尿（clean, intermit-

tent catheterization, CIC）を，残尿100mlに対して1日1回，残尿

300mlでは1日3回，というように開始し，残尿が50ml以下となっ

たらCICを終了する．CICは，バルンカテーテル留置と比べ腎盂腎

炎の危険が少ない．残尿を減少させる薬物として，下部尿路に選択

的なα1A/Dブロッカー（タムスロシン，ナフトピジルなど）を，起

立性低血圧（α1B受容体が主に関与）に注意しながら使用する．コ

リンエステラーゼ阻害薬（ピリドスチグミンなど）を併用する場合

もある5, 6, 10）．

文献

1) Sakakibara R, Hattori T, Tojo M et al： Micturitional dis-

turbance in progressive supranuclear palsy. J Autonom Nerv
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function in Progressive Supranuclear Palsy Compared with

Other Parkinsonian Disorders. PLoS One 11 : e0149278,

2016 doi : 10.1371/journal.pone. 0149278. eCollection 2016

4) Panicker JN, Fowler CJ, Kessler TM : Lower urinary tract

dysfunction in the neurological patient : clinical assessment

and management. Lancet Neurol 14 : 720–732, 2015

5) Sakakibara R, Panicker J, Finazzi–Agro E et al : Parkinson's

Disease Subcomittee, The Neurourology Promotion Commit-

tee in The International Continence Society. A guideline for

the management of bladder dysfunction in Parkinson's dis-

ease and other gait disorders. Neurourol Urodyn 35 : 551–

563, 2016

6) Tudor KI, Sakakibara R, Panicker JN : Neurogenic lower uri-

nary tract dysfunction : evaluation and management. J Neu-

rol 263 : 2555–2564, 2016

7) Pagoria D, O'Connor RC, Guralnick ML : Antimuscarinic

drugs: review of the cognitive impact when used to treat

overactivebladder in elderly patients. Curr Urol Rep 12 :

351–357, 2011

8) Sakakibara R, Uchiyama T, Yamanishi T et al : Dementia

and lower urinary dysfunction : with a reference to anticholi-

nergic use in elderly population. Int J Urol 15 : 778–788, 2008

9) Wagg A, Gibson W, Ostaszkiewicz J et al : Urinary inconti-

nence in frail elderly persons : Report from the 5th Interna-

tional Consultation on Incontinence. Neurourol Urodyn 34 :

398–406, 2015

10) 榊原隆次：神経因性膀胱ベッドサイドマニュアル，中外医学社，

東京，2014

検索式

検索日：2016年1月28日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] OR "progressive

supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB]

#02 #1 AND 2009:2015[DP]

#03 #2 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#04 "Urination Disorders"[Mesh]

#05 #3 AND #4

#06 "Urological Manifestations"[Mesh]

#07 #3 AND #6

#08 "Urination"[Mesh]

#09 #3 AND #8

#10 "Urinary Bladder, Overactive"[Mesh]

#11 #3 AND #10

#12 "Urinary Bladder"[Mesh]

#13 #3 AND #12

#14 #3 AND (urination*[TIAB] OR urinar*[TIAB] OR

urolog*[TIAB] OR micturition*[TIAB] OR

continence*[TIAB] OR toilet[TIAB] OR toileting*[TIAB]

OR lavator*[TIAB] OR evacuation*[TIAB] OR

bladder*[TIAB] OR retention*[TIAB] OR

incontinence*[TIAB])

#15 #5 OR #7 OR #9 OR #11 OR #13 OR #14

#16 #3 AND ("Toilet Training"[Mesh] OR "Toilet

Facilities"[Mesh])

#17 #15 OR #16

#18 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI]

OR "systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR

overview[TI]

#19 #17 AND #18

#20 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#21 #17 AND #20

#22 "Epidemiologic Study Characteristics as Topic"[MH] OR

"Research Design"[MH] OR "Study Characteristics"[PT] OR

case control*[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR follow

up*[TIAB] OR longitudinal*[TIAB] OR

comparative*[TIAB]

#23 #17 AND #22

#24 #19 OR #21 OR #23

#25 #17 NOT #24

#01 核上性麻痺–進行性/TH or 進行性核上性麻痺/AL or

"Progressive Supranuclear Palsy"/AL or (PSP/TI not

JPSPC/TI)

#02 #1 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#03 排尿障害/TH

#04 #2 AND #3

#05 泌尿器症状/TH

#06 #2 AND #5

#07 排尿/TH

#08 #2 AND #7

#09 過活動膀胱/TH

#10 #2 AND #9

#11 膀胱/TH

#12 #2 AND #11

#13 #2 AND (排尿/AL or 泌尿器/AL or 膀胱/AL or 排泄/AL or

失禁/AL orトイレ/AL or 便所/AL)

#14 #4 OR #6 OR #8 OR #10 OR #13

#15 #14 AND (RD=メタアナリシス,ランダム化比較試験,準ランダ

ム化比較試験,比較研究,診療ガイドライン)

#16 #14 AND (PT=総説)
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#17 #14 AND (研究デザイン/TH OR 疫学的研究デザイン/TH OR

疫学的研究/TH ORメタアナリシス/TI OR 総説/TI ORシス

テマティックレビュー/TI ORシステマティック・レビュー/

TI)

CQ10C–3

PSPにおいて，その他の自律神経障害はどのようなものが

あるか？

回答

　PSPの排尿障害を除いた自律神経障害については，まとまった報

告が少ない．これまでのところ，多系統萎縮症（MSA）と比べる

と，排尿系以外の自律神経障害は軽度と考えられる．しかし，起立

性低血圧や睡眠時無呼吸などの自律神経障害が目立つPSPの症例報

告が少数みられる．これらの症例では，MSAとの鑑別を注意深く

行い，生活の質の観点から，自律神経障害のケアを適切に行う．

解説・エビデンス

PSPの排尿障害を除いた自律神経障害については，まとまった報

告は少ない．これまでのところ，多系統萎縮症（multiple system

atrophy, MSA）と比べると，排尿系以外の自律神経障害は軽度と考

えられる．

心・循環系（アドレナリン系とコリン系が保たれる）：Kimber,

Mathiasら1が35名のPSPと20名のMSAを比較したところ，起立

性低血圧（tilt検査），RR間隔変動異常，clonidine負荷時成長ホル

モン分泌低下はMSA群に認められ，PSP群は正常であった．同様

に，Brefel–Courbonら2が8名のPSPと10名のMSAを比較したと

ころ，起立性低血圧（tilt検査），RR間隔変動の異常はMSA群に認

められ，PSP群は正常であった．Reimannら3は32名のPSPと38

名のMSA，26名のPDを比較したところ，起立性低血圧（tilt検査）

の頻度はそれぞれ15.6%, 57.9%, 38.5%であり，PSPでも一部のもの

に認められた．

睡眠時無呼吸（中枢アドレナリン系，セロトニン系など）：

Gummaら4は14名のPSPと13名のMSA，16名のPDを比較した

ところ，閉塞性睡眠時無呼吸の頻度はそれぞれ14.3%, 38.5%, 18.8%

であり，PSPでも一部のものに認められた．

皮膚発汗系（コリン系が低下）：Kikkawaら5が12名のPSPと13

名のPDを比較したところ，交感神経性発汗反応低下はPSP群で高

度に認められ，PDでは軽度であった．

文献

1) Kimber J, Mathias CJ, Lees AJ et al : Physiological, pharma-

cological and neurohormonal assessment of autonomic func-

tion in progressive supranuclear palsy. Brain 123 (Pt 7) :

1422–1430, 2000

2) Brefel–Courbon C, Thalamas C, Rascol O et al : Lack of auto-

nomic nervous dysfunction in progressive supranuclear pal-

sy, a study of blood pressure variability. Clin Auton Res 10 :

309–312, 2000

3) Reimann M, Schmidt C, Herting B et al : Comprehensive au-

tonomic assessment does not differentiate between Parkin-

son's disease, multiple system atrophy and progressive su-

pranuclear palsy. J Neural Transm 117 : 69–76, 2010

4) Gama RL, Távora DG, Bomfim RC,b et al : Sleep disturbances

and brain MRI morphometry in Parkinson's disease, multiple

system atrophy and progressive supranuclear palsy– a com-

parative study. Parkinsonism Relat Disord 16 : 275–279,

2010

5) Kikkawa Y, Asahina M, Suzuki A et al : Cutaneous sympa-

thetic function and cardiovascular function in patients with

progressive supranuclear palsy and Parkinson's disease. Par-

kinsonism Relat Disord 10 : 101–106, 2003

6) Schmidt C, Herting B, Prieur S et al : Pupil diameter in dark-

ness differentiates progressive supranuclear palsy (PSP)

from other extrapyramidal syndromes. Mov Disord 22 :

2123–2126, 2007

7) Compta Y, Martí MJ, Rey MJ et al : Parkinsonism, dysauto-

nomia, REM behaviour disorder and visual hallucinations

mimicking synucleinopathy in a patient with progressive su-

pranuclear palsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 80 : 578–

579, 2009

8) Tateno F, Sakakibara R, Kishi M et al : Progressive supranu-

clear palsy presenting with urinary retention and sleep ap-

nea. Clin Auton Res 21 : 173–175, 2011

9) Rüb U, Del Tredici K, Schultz C et al : Progressive supranu-

clear palsy : neuronal and glial cytoskeletal pathology in the

higher order processing autonomic nuclei of the lower brain-

stem. Neuropathol Appl Neurobiol 28 : 12–22, 2002

検索式

検索日：2016年1月29日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] OR "progressive

supranuclear palsy"[TIAB] OR PSP[TIAB]

#02 #1 AND 2009:2015[DP]

#03 #2 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#04 "Urination Disorders"[Mesh] OR "Urological

Manifestations"[Mesh] OR "Urination"[Mesh] OR "Urinary

Bladder, Overactive"[Mesh] OR "Urinary Bladder"[Mesh]

OR "Toilet Training"[Mesh] OR "Toilet Facilities"[Mesh]

#05 urination*[TIAB] OR urinar*[TIAB] OR urolog*[TIAB] OR

micturition*[TIAB] OR continence*[TIAB] OR toilet[TIAB]

OR toileting*[TIAB] OR lavator*[TIAB] OR

evacuation*[TIAB] OR bladder*[TIAB] OR

retention*[TIAB] OR incontinence*[TIAB]

#06 #3 AND (#4 OR #5)

#07 #3 AND ("Autonomic Nervous System Diseases"[Mesh] OR

autonomic*[TIAB])

#08 #3 AND ("Hypotension"[Mesh] OR "Hypertension"[Mesh]

OR hypotension[TIAB] OR hypertension[TIAB])

#09 #3 AND hygene[TIAB]

#10 #3 AND ("Death, Sudden"[Mesh] OR sudden death*[TIAB])

#11 #3 AND ("Intestines"[Mesh] OR bowel[TIAB])

#12 #3 AND (gastrointestinal[TIAB] OR gut[TIAB])
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#13 #3 AND ("Constipation"[Mesh] OR constipation*[TIAB])

#14 #3 AND ("Sleep Apnea Syndromes"[Mesh] OR sleep

apnea*[TIAB])

#15 #3 AND ("Respiratory Sounds"[Mesh] OR stridor[TIAB])

#16 #3 AND ("Anticholinergic Syndrome"[Mesh] OR

"Cholinergic Antagonists"[Mesh] OR

anticholinergic*[TIAB])

#17 #3 AND ("Fecal Impaction"[Mesh] OR "Fecal

Incontinence"[Mesh] OR fecal[TIAB] OR Feces[TIAB])

#18 #3 AND ("Laxatives"[Mesh] OR "Laxatives"[PA] OR

laxative*[TIAB])

#19 #3 AND expulsion[TIAB]

#20 #3 AND ("Gastric Emptying"[Mesh] OR emptying[TIAB])

#21 #3 AND motilit*[TIAB]

#22 #3 AND ("Sexual Behavior"[Mesh] OR neurourolog*[TIAB]

OR neurogastroenterolog*[TIAB] OR sexual[TIAB])

#23 #3 AND ("Penile Erection"[Mesh] OR erecti*[TIAB])

#24 #3 AND ("Coitus"[Mesh] OR intercourse*[TIAB])

#25 #3 AND ("Lubrication"[Mesh] OR lubrication*[TIAB])

#26 #3 AND ("Pelvic Floor"[Mesh] OR "Pelvic Floor

Disorders"[Mesh] OR pelvic floor*[TIAB])

#27 #3 AND ("Pelvis"[Mesh] OR pelvi*[TIAB])

#28 #3 AND sphincter[TIAB]

#29 #7 OR #8 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15

OR #16 OR #17 OR #21 OR #22 OR #24 OR #27 OR #28

#30 #29 NOT #6

#31 systematic[SB] OR "Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR

"Meta–Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR

Review[PT] OR meta–analysis[TIAB] OR guideline*[TI]

OR "systematic review"[TIAB] OR review[TI] OR

overview[TI]

#32 #30 AND #31

#33 "Clinical Trials as Topic"[MH] OR "Clinical Trial" [PT] OR

clinical trial*[TIAB] OR random*[TIAB]

#34 #30 AND #33 NOT #32

#35 "Autonomic Nervous System Diseases"[Majr] OR

autonomic*[TI] OR "Hypotension"[Majr] OR

"Hypertension"[Majr] OR hypotension[TI] OR

hypertension[TI] OR hygene[TI] OR "Death, Sudden"[Majr]

OR sudden death*[TI] OR "Intestines"[Majr] OR bowel[TI]

OR gastrointestinal[TI] OR gut[TI] OR

"Constipation"[Majr] OR constipation*[TI] OR "Sleep

Apnea Syndromes"[Majr] OR sleep apnea*[TI] OR

"Respiratory Sounds"[Majr] OR stridor[TI] OR

"Anticholinergic Syndrome"[Majr] OR "Cholinergic

Antagonists"[Majr] OR anticholinergic*[TI] OR "Fecal

Impaction"[Majr] OR "Fecal Incontinence"[Majr] OR

fecal[TI] OR Feces[TI] OR "Laxatives"[Majr] OR

"Laxatives"[PA] OR laxative*[TI] OR expulsion[TI] OR

"Gastric Emptying"[Majr] OR emptying[TI] OR motilit*[TI]

OR "Sexual Behavior"[Majr] OR neurourolog*[TI] OR

neurogastroenterolog*[TI] OR sexual[TI] OR "Penile

Erection"[Majr] OR erecti*[TI] OR "Coitus"[Majr] OR

intercourse*[TI] OR "Lubrication"[Majr] OR

lubrication*[TI] OR "Pelvic Floor"[Majr] OR "Pelvic Floor

Disorders"[Majr] OR pelvic floor*[TI] OR "Pelvis"[Majr] OR

pelvi*[TI] OR sphincter[TI]

#36 #30 AND #35 NOT (#32 OR #34)

#01 核上性麻痺–進行性/TH or 進行性核上性麻痺/AL or

"Progressive Supranuclear Palsy"/AL or (PSP/TI not

JPSPC/TI)

#02 #1 and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#03 排尿障害/TH or 泌尿器症状/TH or 排尿/TH or 過活動膀胱/

TH or 膀胱/TH

#04 排尿/AL or 泌尿器/AL or 膀胱/AL or 排泄/AL or 失禁/AL or

トイレ/AL or 便所/AL

#05 #2 and (#3 or #4)

#06 #2 and (自律神経系疾患/TH or 自律神経/AL)

#07 #2 and (低血圧/TH or 高血圧/TH or 低血圧/AL or 高血圧/

AL)

#08 #2 and (突然死/TH or 突然死/AL or 急死/AL)

#09 #2 and (消化器系/TH or 腸/AL or 消化器/AL or 消化管/AL)

#10 #2 and (排便障害/TH or 排便/AL or 便秘/AL)

#11 #2 and (睡眠時無呼吸症候群/TH or 睡眠時無呼吸症候群/AL

or 睡眠時呼吸/AL or 睡眠呼吸/AL or 睡眠関連呼吸/AL or 異

常呼吸睡眠/AL)

#12 #2 and (呼吸音/TH or 呼吸音/AL or 喘鳴/AL or 喘音/AL or

ラ音/AL or 握雪音/AL or 胸膜摩擦音/AL or 水泡音/AL or 肺

音/AL)

#13 #2 and (抗コリン作動性症候群/TH or Cholinergic

Antagonists/TH or 抗コリン/AL or コリン拮抗剤/AL orコリ

ン作動/AL orアセチルコリン/AL)

#14 #2 and (宿便/TH or 便失禁/TH or 宿便/AL or 便失禁/AL or

糞便/AL or 大便/AL)

#15 #2 and (緩下薬/TH or 緩下薬/AL or 下剤/AL)

#16 #2 and (駆血/AL or 娩出/AL or 嘔吐/AL)
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#17 #2 and (胃内容排出/TH or 胃内容排出/AL or 胃排出/AL)

#18 #2 and (運動能/AL or 自動能/AL)

#19 #2 and (性行動/TH or 性行動/AL or 性行為/AL or 性生活/

AL)

#20 #2 and (勃起/TH or 性交/AL orセックス/AL)

#21 #2 and 潤滑/AL

#22 #2 and (骨盤/TH or 骨盤底障害/TH or 骨盤底/AL or 骨盤床/

AL)

#23 #2 and 括約筋/AL

#24 #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #16 or

#19 or #23

#25 #24 not #5

#26 #25 and (RD=メタアナリシス,ランダム化比較試験,準ランダ

ム化比較試験,比較研究,診療ガイドライン)

#27 #25 and (PT=総説)

#28 #25 and (研究デザイン/TH or 疫学的研究デザイン/TH or 疫

学的研究/TH orメタアナリシス/TI or 総説/TI orシステマ

ティックレビュー/TI orシステマティック・レビュー/TI)

#29 #26 or #27 or #28

#30 #25 and (PT=原著論文)

#31 #30 not #29

CQ11

患者・介護者に対する指導はどのように行うか？

回答

　患者・介護者に対する指導についてのエビデンスは得られてい

ないが，疾患についての情報を伝え，具体的な転倒予防方法，摂

食方法などについて指導を行うことが薦められる．

解説・エビデンス

患者・家族に対する指導についてのエビデンスはないが，11組の

PSP患者・介護者に対し，看護師が2回の電話を通し，Cure PSP

（欧米の患者団体）が作成したガイダンスにそって指導をしたとこ

ろ，介護ストレスは変化がなかったが，疾患の知識が深まったとさ

れている1）．疾患についての知識が十分普及していない状況を鑑み，

患者・家族に疾患についての情報を伝えることが必要である．

患者・家族に対する具体的な指導内容は，（1）転倒・外傷予防2）

（2）摂食方法3）（3）体位2）（4）便秘予防2）などが中心となる1）．

文献

1) Dunlop SR, Kent VP, Lashley M et al : The Cure PSP Care

Guide : A Telephonic Nursing Intervention for Individuals

and Families Living With Progressive Supranuclear Palsy. J

Neurosci Nurs 48 : 105–106, 2016

2) 村井敦子，饗場郁子，小林慶子：介護やケアの留意点は何です

か？進行性核上性麻痺（PSP） 診療とケアマニュアル Ver.4．

厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患政策研究事業）「神経変

性疾患領域における基盤的調査研究」班　2017, p27–30

3) 山本敏之，村田美穂：嚥下障害の特徴と対策は？ 進行性核上性

麻痺（PSP） 診療とケアマニュアル Ver.4．厚生労働科学研究

費補助金（難治性疾患政策研究事業）「神経変性疾患領域におけ

る基盤的調査研究」班　2017, p22–26

4) http://www.nanbyou.or.jp /entry /5460　難病情報センターHP

検索式

検索日：2016年8月17日

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] OR "Progressive

Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI] OR atypical

parkinsonism*[TIAB]

#02 #1 AND "Life Support Care"[Mesh]

#03 #1 AND "Health Education"[Mesh]

#04 #1 AND "Health Promotion"[Mesh]

#05 #1 AND "Physical Education and Training"[Mesh]

#06 #1 AND (patient[TIAB] OR patients[TIAB]) AND

(guidance*[TIAB] OR coach*[TIAB] OR support*[TIAB] OR

care[TIAB] OR guide*[TIAB] OR education[TIAB])

#07 #2 OR #3 OR #6

#08 #7 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])
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#09 #8 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Meta–

Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Review"[PT] OR "Guidelines as

Topic"[MH] OR meta–analysis[TI] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TI] OR review[TI] OR overview[TI])

#10 #8 AND patient*[TI] NOT #9

#01 "Supranuclear Palsy, Progressive"[Mesh] OR "Progressive

Supranuclear Palsy"[TIAB] OR "PSP"[TI] OR atypical

parkinsonism*[TIAB]

#02 #1 AND "Caregivers"[Mesh]

#03 #1 AND "Family"[Mesh]

#04 #1 AND (caregiver*[TIAB] OR family[TIAB] OR

parent*[TIAB] OR child*[TIAB]) AND (guidance*[TIAB]

OR coach*[TIAB] OR support*[TIAB] OR care[TIAB] OR

guide*[TIAB] OR education[TIAB])

#05 #2 OR #3 OR #4

#06 #5 AND (2009:2016[DP]) AND (ENGLISH[LA] OR

JAPANESE[LA])

#07 #6 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Meta–

Analysis"[PT] OR "Practice Guideline"[PT] OR

"Guideline"[PT] OR "Review"[PT] OR "Guidelines as

Topic"[MH] OR meta–analysis[TI] OR guideline*[TI] OR

"systematic review"[TI] OR review[TI] OR overview[TI])

#08 #6 AND (caregiver*[TI] OR family[TI] OR parent*[TI] OR

child*[TI]) NOT #7

#09 #6 NOT (#7 OR #8)

#01 核上性麻痺–進行性/TH or 進行性核上性麻痺/AL or

"Progressive Supranuclear Palsy"/AL or (PSP/TI not

JPSPC/TI)

#02 (非定型/AL and (パーキンソニズム/TH orパーキンソニズム/

AL)) or "atypical parkinsonism"/AL

#03 (#1 or #2) and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#04 #3 and 生命維持特別療法/TH

#05 #3 and 健康教育/TH

#06 #3 and 健康増進/TH

#07 #3 and 患者/AL and (ガイダンス/AL orコーチ/AL orサポー

ト/AL orケア/AL orガイド/AL or 教育/AL or 指導/AL or

guidance*/AL or coach*/AL or support*/AL or care/AL or

guide*/AL or education/AL)

#08 #5 or #6 or #8

#01 核上性麻痺–進行性/TH or 進行性核上性麻痺/AL or

"Progressive Supranuclear Palsy"/AL or (PSP/TI not

JPSPC/TI)

#02 (非定型/AL and (パーキンソニズム/TH orパーキンソニズム/

AL)) or "atypical parkinsonism"/AL

#03 (#1 or #2) and (DT=2009:2015 LA=日本語,英語)

#04 #3 and介護者/TH

#05 #3 and 家族/TH

#06 #3 and (介護者/AL or 家族/AL or 母親/AL or 父親/AL or両

親/AL or 子供/AL or 子ども/AL or 夫/AL or 妻/AL) and (ガ

イダンス/AL orコーチ/AL orサポート/AL orケア/AL orガ

イド/AL or 教育/AL or 指導/AL or guidance*/AL or coach*/

AL or support*/AL or care/AL or guide*/AL or education/

AL)

#07 #4 or #5 or #6
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CQ12–1

利用できる支援制度にはどのようなものがあるか？

回答

　利用できる支援制度には，医療費助成制度，傷病手当金，障害

基礎年金，障害厚生年金，特別障害者手当，身体障害者手帳・精

神障害者手帳の交付による税金控除・公共料金減免等のサービ

ス，介護保険法に基づく介護保険サービス，障害者総合福祉法に

基づく障害福祉サービスや地域生活支援事業，権利擁護を目的と

する日常生活自立支援事業や成年後見制度がある．

解説・エビデンス

1. 医療費助成制度

PSP及び大脳皮質基底核変性症は，「難病の患者に対する医療等に

関する法律」（難病法）が定める指定難病であり，特定医療費の支給

対象となっている．特定医療費とは，指定医療機関（都道府県知事

が指定する医療機関）が指定特定医療（当該支給認定に係る指定難

病に係る医療）を行った場合に，それに要した費用（食費を除く）

に対して支給される公費である．

支給にあたっては医療保険制度，介護保険制度が優先される（保

険優先制度）．通常，医療機関の窓口では，医療費の7割を医療保険

が負担し，残りの医療費の3割を患者が自己負担するが，特定医療

費の支給認定を受けた場合は，指定医療機関での窓口負担が，所得

に応じて定められる自己負担上限額（月額）までとなる．ただし，

自己負担上限額と医療費の2割を比較して，自己負担上限額の方が上

回る場合は，医療費の2割までが自己負担額となる．申請手続きに

は申請書とともに指定医が作成した診断書が必要である．市区町村

担当が申請窓口になっている．

根拠法：難病の患者に対する医療等に関する法律

2. 医療費助成以外の経済的支援

当該傷病のために業務につくことができない場合，療養中の生活

保障として，最長1年6カ月間，労務不能1日につき標準報酬日額の

3分の2の額の傷病手当金が支払われる（健康保険法第99条）．受給

の要件は，①療養中であり「労務不能」の状態にあること，②「労

務不能」である日が継続して3日間を超えること，③「労務不能」4

日目以降，給料が支給されていないこと，④健康保険組合等の被保

険者であることの4点である．職場の人事担当者が窓口となり，「傷

病手当金請求書」を社会保険事務所または健康保険組合へ提出する．

国民年金に加入している間（または20歳未満）に当該傷病の初診

日があり，かつ，初診日から起算して1年6カ月を経過した段階で法

令により定められた障害等級が1級・2級に該当する場合には障害基

礎年金が支給される（国民年金法）．この場合の窓口は市区町村の障

害年金担当である．

当該傷病の初診日が厚生年金保険の被保険者期間中で，その傷病

による障害等級が1級・2級に該当した場合には，障害基礎年金に上

乗せして障害厚生年金が支給される．3級の場合は，障害基礎年金は

支給されないが障害厚生年金は支給される．3級よりも軽い障害では

障害手当金が一時金として支給される（厚生年金保険法）．この場合

の窓口は各年金事務所となる．

精神または身体に重度の障害を有するため，日常生活において常

時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者である場

合には，特別障害者手当（平成29年4月現在の月額26,810円）が支

給される（特別児童扶養手当等の支給に関する法律）．但し，扶養親

族等の数に応じて，本人の所得または配偶者及び扶養義務者の所得

が一定の額以上である場合，手当は支給されない．申請は住所地の

市区町村担当で受け付けている．

根拠法：健康保険法，国民年金法，厚生年金保険法，特別児童扶養

手当等の支給に関する法律

3. 障害者手帳とその取得によって利用できるサービス

当該傷病の初診日から6カ月を経過した段階で，一定程度の身体障

害の状態（例：肢体不自由）にあることが認定された場合には身体障

害者手帳（身体障害者福祉法），一定程度の精神障害（例：認知症，

高次機能障害）の状態にあることが認定された場合には精神障害者保

健福祉手帳（精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律）を取得す

ることができる．手帳所持者には，自立と社会参加の促進を図るため

にさまざまな支援を受けることができる．手帳交付により受けられる

サービスには，全国一律に受けられるサービス（例：税金の控除，自

動車税・自動車取得税の軽減，公共料金の減免，NHK受診料減免，

生活福祉資金貸付制度）と地域・事業者によって受けられるサービス

（例：鉄道・バス・タクシーの運賃割引，携帯電話料金・上下水道料

割引，公共施設の入場料割引，福祉手当・生活保護の障害者加算，公

営住宅の優先入居）がある．申請窓口は市区町村担当である．

根拠法：身体障害者福祉法，精神保健及び精神障害者の福祉に関する

法律

4. 介護保険サービス

要支援・要介護状態にあると認定された65歳以上高齢者は，その

原因を問わず，介護保険の給付を受けて介護保険サービスを利用する

ことができる．また，PSP及び大脳皮質基底核変性症の診断を受けた

場合には，それが介護保険法の「特定疾病」（加齢に関連する疾病）

に該当することから，65歳未満であっても40歳以上（第2号被保険

者）であれば，介護保険サービスを同様に利用することができる．

介護保険の給付には介護給付と予防給付がある．要介護1～要介護

5の認定を受けた者は介護給付を受けて居宅サービス，地域密着型

サービス，施設サービス等を利用することができる．要支援1～要支

援2の認定を受けた者は予防給付を受けて介護予防サービス，地域密

着型介護予防サービス等を利用することができる．また，要支援

1～要支援2または非該当の場合には，介護予防・日常生活支援総合

事業のサービスを利用することができる．要介護認定の申請窓口は市

区町村担当である．本人または家族が自分で申請できない場合には地

域包括支援センターに申請手続きを代行してもらうことができる．

根拠法：介護保険法

5. 障害福祉サービス，地域生活支援事業

PSPや大脳皮質基底核などの指定難病の診断を受けた18歳以上の

人は，一定の障害があれば，障害者手帳の有無に関わらず「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総

合支援法）に基づく「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」

を利用することができる．

「障害福祉サービス」とは，障害程度や勘案すべき事項（社会活動

や介護者・居住等の状況）をふまえ，個別に支給決定が行われる

サービスである．介護給付と訓練等給付があり，前者には居宅介護

（ホームヘルプ），重度訪問介護，同行援護，行動援護，重度障害者

等包括支援，短期入所（ショートステイ），療養介護，生活介護，障

害者支援施設等での夜間ケア等，共同生活援助（グループホーム），
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後者には，自立訓練（機能訓練・生活訓練），就労移行支援，就労継

続支援，共同生活援助（グループホーム）がある．「地域生活支援事

業」とは，市区町村の創意工夫により，利用者の状況に応じて柔軟

に実施できる事業であり，移動支援，地域活動支援センター，福祉

ホームなどがある．申請窓口は市区町村担当である．

根拠法：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律

6. 日常生活自立支援事業

認知症，知的障害，精神障害等のために判断能力が十分ではなく，

自分ひとりで福祉サービスの利用契約が困難な場合には，本人との

契約に基づいて，福祉サービスの利用援助，日常的な金銭管理，書

類等の預かりサービスなどの支援を行う「日常生活自立支援事業

（地域福祉権利擁護事業）」を利用することができる．ただし，本事

業を利用するには，「本人が本事業の内容を理解し，契約を締結する

能力があること」が条件となっている．本人に契約締結能力がない

場合には成年後見制度により選任された成年後見人等との間で利用

契約を締結することができる．

根拠法：社会福祉法

7. 成年後見制度

成年後見制度は，認知症，知的障害，精神障害等により，判断能

力が十分でない人に対して，本人の権利を守る援助者を選任し，財

産管理や身上監護（身の回りの世話）に関する契約等の法律行為全

般を支援する制度である．法定後見制度と任意後見制度という2つの

制度があり，法定後見制度は，家庭裁判所によって選任された成年

後見人等（成年後見人，保佐人，補助人）が，本人の利益を考えな

がら，本人に代わって契約などの法律行為をしたり（代理権），本人

が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり（同意権），本人が成

年後見人等の同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り

消したり（取消権）することによって，本人を保護・支援する制度

である．一方，任意後見制度は，本人に十分な判断能力があるうち

に，将来，判断能力が不十分な状態になった場合に備えて，予め自

ら選んだ代理人（任意後見人）に，自分の財産管理・身上監護に係

る法律行為の代理権を与える契約（任意後見契約）を公証人の作成

する公正証書によって締結しておく制度である．

法定後見制度の申し立ては，本人，配偶者，4親等内の親族，検察

官，（身寄りがない場合は）区市町村長が行う．法定後見には，後

見，保佐，補助の3類型があり，「判断能力を欠くのが通常の状態の

場合（自己の財産を管理・処分できない，日常的に必要な買い物も

自分ではできない）」には後見人を立て，後見人は包括的な代理権と

取消権を行使することができる．「判断能力が著しく不十分な場合

（自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要）」には保佐人を

立て，保佐人は特定の事項（民法13条1項に掲げる借金，訴訟行為，

相続の承認・放棄，新築・増改築等）について，同意権と取消権を

行使することができる．また，当事者の申立てにより，特定の法律

行為（預金の管理，財産管理，介護契約，入院契約など）について，

保佐人に代理権を与えることができる．「判断能力が不十分な場合

（自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある）」には

補助人をたて，補助人は当事者の申し立てにより，特定の事項の一

部について，同意権・取消権を行使することができる．

根拠法：民法

参考）

法務省HP（http://www.moj.go.jp /MINJI /minji17.html）

パンフレット：成年後見登記制度（http://www.moj.go.jp /content /

001287467.pdf）
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