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H25年の報告における認知症の原因疾患

アルツハイマー型(AD)
血管性(VaD)
レビー小体型(DLB)
その他

AD 67.6%

VaD 19.5%

DLB 4.3

※ 久山町研究など、病理診断に基づく報告で 
DLBは15-25%程度とされている



本日の話題

• レビー小体病の歴史 
• レビー小体のみられる場所、症状と診断基準 
• 自律神経障害 
• 便秘 
• 血圧調節の異常 
• 排尿の障害 
•パーキンソン症状と治療の注意点 
•睡眠の異常 
•認知症症状の治療
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パーキンソン病とレビー小体型認知症
•1817  James Parkinson　“An essay on Shaking palsy” 

• 1888  シャルコーによる”パーキンソン病”の命名 

• 1912  Frederick Henry Lewy　封入体の発見（後の”Lewy Body”） 

• 1919  Constantin Trétiakoff　中脳黒質の変性とLewy Body命名 

• 1957 　 Carlson ドパミンの発見（ノーベル賞） 
• 1957 　 Hornykiewicz、佐野　線条体系ドパミン低下の発見 

• 1961  L-Dopa治療 

• 1961  岡崎の報告（大脳皮質のレビー小体） 

• 1976　 小阪の報告（大脳皮質のレビー小体+特異な臨床症状） 
• 1995  第１回DLB国際ワークショップ 

• 2015.12 第４回DLB国際ワークショップ 
• 2017  現在の診断基準



Lewy小体の発見

Frederick Henry Lewy(1885-1950) 

1912, パーキンソン病の大脳無名質と
延髄迷走神経背側核の細胞封入体を記載



Members of Alois Alzheimer's research group at the  
Royal Psychiatric Clinic of the University of Munich, Germany in 1910.



“Lewy body” の命名者

Konstantin Trétiakoff(1886-1971) 

1919, パーキンソン病黒質の細胞変性と、  
Lewyが発見したものと同様の封入体を 
発見。Lewy bodyと名付ける。



パーキンソン病におけるレビー小体

HE染色 α-synuclein免疫染色



大脳皮質にレビー小体を認めた認知症の報告

• 1961 岡崎ら 
• 1976 小阪ら

DLB 国際ワークショップ 
第一回 1995 
第二回 1998 
第三回 2003 
第四回 2016→ 2017 改訂ガイドライン
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レビー小体はどこにみられるのか？
• 中枢神経系 

• 脳　脳幹部（パーキンソン）、大脳皮質（認知機能） 
• 自律神経系 

• 中枢自律神経系 
• 末梢自律神経系 
• 系統別 

• 交感神経系 
• 副交感神経系 

• 臓器別 
• 循環器系 
• 消化器系 
• 泌尿器系 
• etc….



http://sodan.e-65.net/kaigo/lewy_guide/tokucho.html



運動症状 中枢神経症状 パーキンソン病 振戦・無動・筋固縮 
姿勢反射障害

非運動症状

中枢神経症状

認知機能障害 
精神症状

• 認知症 
• 幻覚、妄想、誤認 
うつ、アパシー、 
脱抑制、興奮、多動 etc . . . 

睡眠・覚醒の障害 レム睡眠行動障害 
意識レベル変動、傾眠

自律神経症状 身体症状

唾液分泌、発汗異常 
便秘、頻尿、失禁 
血圧調節の障害（乱高下、 
起立性低血圧、臥位高血圧、食事
性低血圧）

レビー小体病の症状



レビー小体の分布

マイネルト核 
アセチルコリン

視床下部 
自律神経 
覚醒レベル

青斑核 
ノルアドレナリン

縫線核 
セロトニン

黒質 
ドーパミン

迷走神経背側核 
副交感神経

嗅球 
嗅覚

大脳皮質・辺縁系 
認知機能障害 
情動障害、妄想



レビー小体の進展に関する仮説
• パーキンソン病あるいはレビー小体型認知症のごく早期から  
嗅球および迷走神経背側核にレビー小体が出現する。

a.嗅球から視床下部・扁桃体を経て大脳皮質へ上行、および脳
幹を下降して黒質、縫線核、青斑核、迷走神経背側核へ至る
経路

b.迷走神経背側核から脳幹を上行し、青斑核、縫線核、黒質へ
至る経路



レビー小体

皮膚自律神経
（発汗、立毛）に
αシヌクレイン



臓器 交感神経活動 副交感神経活動
瞳孔 散大 縮小
毛様体筋 弛緩 収縮
涙腺 ― 分泌促進
唾液腺 分泌促進（粘液性） 分泌促進（漿液性）

心臓 心拍数増加 心拍数減少
心収縮力増加 心収縮力減少

気管支平滑筋 弛緩 収縮
肝臓 グリコーゲン分解 グリコーゲン合成
副腎髄質 カテコールアミン分泌 ―

消化管 運動抑制 運動促進
分泌抑制 分泌促進

膵臓 膵液分泌減少 膵液、インスリン分泌
血管 収縮（心筋、骨格筋では拡張） ―
汗腺 分泌 ―
立毛筋 収縮 ―

直腸 平滑筋弛緩、括約 平滑筋収縮、括約
筋収縮 筋弛緩

膀胱 排尿筋弛緩、括約 排尿筋収縮、括約
筋収縮 筋弛緩

自律神経系の働き

fight or flight（闘争か逃走か） Relux



認知症 パーキン 自律神経 睡眠覚醒

必須症状 ・認知症 ●

A: 中核症状 ●

・動揺性の認知機能 
・繰り返し起こる幻視 
・REM睡眠行動障害 
・パーキンソン症状

● 
● 

●
● 

B: バイオマーカー ●
DATスキャン：取込低下 
MIBG心筋シンチ：取込低下 
睡眠時脳波：筋弛緩のないREM睡眠

● 
● 

●

C: 支持的兆候 ●

・抗精神病薬への過敏性 
・姿勢反射障害 
・繰り返す転倒 
・失神、意識レベル低下 
・重度な自律神経症状 
・過眠 
・嗅覚障害 
・幻視以外の幻覚 
・体系的な妄想 
・アパシー 
・不安 
・うつ

● 

● 
● 
● 
● 
● 
●

● 
● 
● 

● 

● 

● 

● 

DLB診断基準2017（抜粋）

診断　確実：●2つ↑、●+●　　疑い：●、●



レビー小体病のバイオマーカー（検査）

 • DAT SCAN: 基底核でのドパミントランスポーター：取込低下 

 • MIBG心筋シンチグラフィ: 取込低下 

 • ポリソムノグラフィ: アトニー（筋弛緩）がないREM睡眠



DAT SCAN( Dopamine Transporter )

正常 DLB
（シナプス前）ドパミン神経の障害

・パーキンソニズムのバイオマーカー



MIBG心筋シンチグラフィー

正常 DLB
心臓交感神経系の障害

・交感神経系（自律神経）のバイオマーカー



日本メジフィックス社HPより
後頭葉の血流低下



PET画像

後頭葉の糖代謝低下



レビー小体病の症状
運動症状：パーキンソン病

精神症状：認知機能障害
幻覚、妄想、うつ等

自律神経症状： 
便秘、循環調節、 
排尿障害など

睡眠・覚醒障害：
レム睡眠行動障害
傾眠、意識レベル変動



DLBとPDD：パーキンソン病との関係

•病理学的には同質 
• DLB：認知症先行ないし、パーキンソン病の 
発症から1年以内に認知症合併 

• PDD：パーキンソン病発症後、1年以上経過してから
認知症合併 
 
＃ パーキンソン病として治療されている患者に幻覚等を
生じた場合は、精神症状を惹起する可能性の低いものへ
変更など行う。
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レビー小体病でよくみられる自律神経症状

• 体温調節 
• うつ熱？こもり熱？ 

• 発汗 
• 上半身の多汗 

• 血圧調節 
• 起立性低血圧、臥位高血圧 
• 食事性低血圧 
• 乱高下 
•消化管 
•便秘 

• 排尿 
• 過活動膀胱（頻尿、尿意切迫、失禁）



消化管運動の調節

神経性調節
• 中枢神経系からの調節

• 延髄迷走神経背側核→迷走神経→各臓器

• 消化管内神経による調節
• マイスナー神経叢、アウエルバッハ神経叢 
（中枢支配がなくても自律して活動）

液性因子（消化管ホルモン）による調節





レビー小体

迷走神経（副交感神経）



消化管運動の調節

神経性調節
• 中枢神経系からの調節

• 延髄迷走神経背側核→迷走神経→各臓器

• 消化管内神経による調節
• マイスナー神経叢、アウエルバッハ神経叢 
（中枢支配がなくても自律して活動）

液性因子（消化管ホルモン）による調節



消化管ホルモン 分泌組織 主な作用 分泌抑制因子

ガストリン 胃幽門腺Ｇ細胞 胃酸分泌亢進
胃液pH<2.5 、　 
ソマトスタチン

ソマトスタチン 胃底腺、　膵δ細胞
胃酸分泌抑制、　　　　　　 
小腸吸収抑制

セクレチン 十二指腸Ｓ細胞
膵アルカリ液分泌　　　　　 
ガストリン分泌抑制

重炭素

ＣＣＫ 十二指腸Ｉ細胞
膵酵素分泌亢進　　　　　　 
胆のう収縮、Odd　筋弛緩

GIP 上部小腸 ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進

モチリン 上部小腸 空腹期運動

グルカゴン 膵ランゲルハンス氏島α細胞
ｸﾞﾘｺｰｹﾞﾝ分解、糖新生、血糖値上昇、
ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進

インスリン、高濃度血糖、 
ｿﾏﾄｽﾀﾁﾝ、GLP-I

インスリン 膵ランゲルハンス氏島β細胞
糖細胞内取り込み、ｸﾞﾘｺｰｹﾞﾝ合成、脂
肪合成、血糖値低下

ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ、ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ、ｿﾏﾄｽﾀﾁﾝ、
ｸﾞﾚﾘﾝ、ﾚﾌﾟﾁﾝ

GLP-I 下部小腸
ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進、　　　　　 
胃排出遅延

ＶＩＰ 副交感神経
ｲﾝｽﾘﾝ分泌亢進、　　　　　　膵液分泌
亢進

グレリン
胃底腺、　膵島細胞 
→リバスチグミン、六君子湯で
増加

空腹期運動、摂食抑制、ｴﾈﾙｷﾞｰ蓄積
亢進、　　　　ｲﾝｽﾘﾝ分泌抑制



•レビー小体病と便秘の話

研究報告から
• 発症16年程度前から便秘が生じる （Ashraf W,1997
• 水分摂取が少ない（植木, 2002
• 消化管運動に関わる自律神経系に病変がある。

患者さんから：
• 1週間くらい便秘しても本人は平気
• 便がとても硬い
• 便が柔らかくても出ない
• 下剤で突然下痢しがち

対策
• 水分摂取をこころがける
• 抗パーキンソン薬の影響
• 一般的な下剤だけではなく、消化管運動を高める作用の薬剤も検討



• 交感神経　→血圧を上げる 
• 副交感神経→血圧を下げる

血圧調節の障害

• 誘因のない乱高下 
• 起立性低血圧・臥位高血圧 
• 食事性低血圧 

• 降圧薬、昇圧薬とも過剰に反応する場合があり注意 
• 現場ではとりあえず姿勢変化で対処 

• 高い→脚を下げて座らせる 
• 低い→脚を上げて頭を低くして寝かせる 

• 低血圧傾向の時は水分摂取量、塩分摂取量を増やす



排尿の障害

交感神経 副交感神経

レビー小体病の排尿障害：過活動膀胱

頻尿（特に夜間）
尿意切迫
尿失禁 治療：副交感神経の働きを抑える薬

　・抗コリン薬　→　便秘
　　　　　　　　　　脳に移行すると精神症状

　　　　　　↓
　　　　　　　　膀胱選択性の高い薬を選ぶ

　・β3刺激薬　　→　膀胱を拡張し容量を増やす

β3刺激薬
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パーキンソン病

黒質 
ドーパミン



運動障害（パーキンソン病症状）

•古典的パーキンソニズム 
•振戦 
•無動（動作緩慢、動作の減少） 
•固縮（歯車様固縮、鉛管様固縮） 
•姿勢反射障害 

•その他：姿勢異常、すくみ足 etc... 



パーキンソン病の治療

振戦（ふるえ）
固縮（こわばり）
無動（遅い・少ない・小さい）
姿勢反射障害（転びやすい）

黒質ドパミン細胞減少

薬物治療
ドパミン補充
ドパミン受容体刺激



作用機序 一般名 商品名 認知機能 幻覚妄想
せん妄

傾眠 自律神経症状

ドパミン
補充

L-dopa

レボドパ
+ カルビドパ

メネシット
ネオドパストン

レボドパ
+ ベンセラジド

マドパー
ECドパール

ドパミン
代謝阻害

中枢性 セレギリン エフピー

末梢性 エンタカポン コムタン
スタレボ

ドパミン
アゴニスト 非麦角系

プラミペキソール
ビ・シフロール
ミラペックス

ロピニロール レキップ/CR

ロチゴチン ニュープロ

ゾニサミド トレリーフ

NMDA受
容体拮抗薬

アマンタジン シンメトレル

抗コリン薬 トリヘキシフェニジル アーテン 口渇、便秘の悪化

パーキンソン病治療薬

不利益効果
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レビー小体病でみられる睡眠覚醒障害

•レム睡眠行動障害 
•睡眠持続の障害 
•身体症状に関連した睡眠障害 
（むずむず脚症候群、ジストニア、痛み、 
頻尿・尿意切迫など） 

•日中の過眠、突発性睡眠 
•意識レベル変動



睡眠障害の治療

•一般的な睡眠薬の他、 
•原因となっている神経症状の治療 
•頻尿など、身体症状の治療
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レビー小体病に伴う認知症症状

中核症状 ・初期には記憶障害は目立たない 
・実行機能障害 
・視覚性認知機能障害 - 幻視、錯視（見間違い）

周辺症状 ・視覚性認知機能障害との 
関連が疑われる精神症状 
・人物誤認妄想症候群 

・幻視以外の幻覚 
・体系的な妄想 
・アパシー 
・不安 
・うつ

- カプグラ症候群（替玉妄想）な
ど 
- 幻聴、体感幻覚症 

- 興味・関心、喜びの欠如 



認知機能障害、精神症状

マイネルト核 
アセチルコリン

青斑核 
ノルアドレナリン

縫線核 
セロトニン

大脳皮質・辺縁系 
認知機能障害 
情動障害、妄想



認知機能障害の治療

アセチルコリン産生細胞減少
大脳のアセチルコリン活性の低下

認知機能低下
精神症状

薬物治療
アセチルコリン分解を阻害



認知機能、精神症状治療薬

作用機序 一般名 商品名 適応症（現状） パーキンソン症状 興奮・多動・易怒 傾眠
自律神経
症状

コリンエス
テラーゼ
阻害薬

ドネペジル アリセプト 国内で承認
不整脈

喘息悪化

悪心嘔吐

下痢腹痛

頻尿

ガランタミン レミニール

海外で有効の報告

リバスチグミン リバスタッチ
イクセロンパッチ

NMDA受
容体拮抗薬

メマンチン メマリー

不利益効果

アルツハイマー型認知症治療薬とレビー小体型認知症



認知機能、精神症状治療薬
作用機序 一般名 商品名 パーキンソン症状

漢方薬 抑肝散

定型抗精神病薬
ハロペリドール セレネース

クロルプロマジン ウインタミン、
コントミン

非定型抗精神病薬

リスペリドン リスパダール

クエチアピン セロクエル

オランザピン ジプレキサ

ペロスピロン ルーラン

アリピプラゾール エビリファイ

チアプリド グラマリール

抗うつ薬 スルピリド ドグマチール

抗精神病薬：ドパミン阻害薬

※ 副作用は早期から起こることも、しばらく使ってから起こることもある。

共通して
•過鎮静、傾眠、認知機能低下
•便秘、低血圧など自律神経症状



精神症状に対する薬物治療を行う前に、、

•身体疾患合併による悪化（せん妄）を鑑別（便秘、脱水、感染症など） 
•身体疾患に対する投薬による増悪 

•抗コリン薬、抗ヒスタミン薬（H2ブロッカー含） 
ジギタリス、βブロッカー、喘息治療薬、ステロイド etc . .  

•精神・神経症状（BPSDを含む）に対する投薬による増悪 
•いわゆるマイナー・トランキライザー 
•いわゆるメジャー・トランキライザー 
•いわゆる抗うつ薬 
•抗パーキンソン薬 
•抗認知症薬



レビー小体病の運動症状・非運動症状の治療

•運動症状・非運動症状ともレビー小体の 
出現部位に関連して症状が出現する。

•それぞれの原因に対応して対症療法が行われている

•ある症状に対する治療が他の要素に対して不利益と 
なる場合があり、投薬の際に注意を要する。

•他の身体疾患に対する治療薬が症状に悪影響を 
及ぼすことがあり、投薬の際に注意を要する。


