
プリオン病とは，伝播性を有する異常プリオン蛋白が主に中枢神経系内に蓄積し，

病理学的には海綿状脳症を特徴としてさまざまな神経障害をきたす疾患の総称であ

る．ヒト以外にもヒツジの Scrapie，ウシのウシ海綿状脳症（狂牛病），シカの慢性消

耗病など，多くの種においてその存在が知られている．

ヒトでは罹患率が 100 万人あたり 1名弱とまれな疾患であるが，孤発性 Creu-

tzfeldt-Jakob病（CJD），感染性の Kuru，変異型 CJD，硬膜移植後 CJDに代表され

る医原性 CJD，遺伝性の Gerstmann-Stra�ussler-Scheinker病（GSS），家族性 CJD，

致死性家族性不眠症（FFI）のように，多くの病態が知られており，その臨床像も多彩

である．中でも基本となるのは約 90％を占める孤発性 CJDであり，古典型は平均約

60歳で不安，倦怠感などの不定愁訴で発症し，週～月の単位で発話の減少，歩行障害，

痴呆が進行し，ミオクローヌスも出現，数カ月でほぼ無動・無言で床上臥床状態とな

り，十分なケアがなければ生存できない．症候としては他に小脳失調症，パーキンソ

ニズム，錐体路徴候などがみられる．一般検査では異常はないが，脳MRIにて早期か

ら拡散強調，プロトン強調，あるいは FLAIR画像にて基底核や大脳皮質の高信号病変

がみられ，床上臥床するころから急速に脳萎縮が進行する．脳波ではミオクローヌス

に対応して周期性同期性放電がみられ，髄液では NSE，14-3-3 蛋白，ユビキチンなど

が増加する．

孤発性 CJDには，自律神経障害などを特徴とする視床型など他の病型も存在して

いる．遺伝性プリオン病は常染色体優性遺伝性で，小脳失調や痴呆を特徴とし，プリ

オン蛋白遺伝子の P102L変異による古典的 GSSのほか，多数の点変異や挿入変異が

知られ，経過の長い痙性麻痺や痴呆から孤発性 CJDと同様の症候まで多彩な病像を

呈する．
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表　ヒトのプリオン病の分類

孤発性CJD特発性：　　　　
　古典型

孤発性
　視床型
Kuru感染性：　　　　
医原性CJD，硬膜移植CJD，他
変異型CJD（vCJD）

家族性CJD　　　：遺伝性
Gerstmann-Str � ussler-Scheinker
病（GSS）
家族性致死性不眠症（FFI）

1．プリオン病とは

プリオン病とは，伝播性あるいは“感染性”

を有する異常プリオン蛋白が，主に中枢神経

系内に蓄積し，病理学的には海綿状脳症を特

徴として，さまざまな神経障害をきたす疾患

の総称である．現在のところは，いったん発

症すればそれを止める手段はなく，進行性に

増悪して死に至る悲惨な疾患である．ヒト以

外にもヒツジのスクレイピー（Scrapie），ウシ

のウシ海綿状脳症（狂牛病），シカの慢性消耗

病など，多くの種においてその存在が知られ

ている．ヒトでは罹患率が 100万人あたり 1

名弱とまれな疾患であるが，特発性の孤発性

クロイツフェルト・ヤコブ病（Creutzfeldt-

Jakob病；CJD）， 感染性のクールー（Kuru），

変異型 CJD，硬膜移植後 CJDに代表される医

原性 CJD，遺伝性のゲルストマン・ストロイ

スラー・シャインカー病（Gerstman-Stra�

ussler-Scheinker病；GSS），家族性 CJD，致死

性家族性不眠症（fatal familial insomnia ; FFI）

のように，多くの病態が知られており，その

臨床像も多彩である（表）．近年，これらの各

プリオン病とプリオン遺伝子の多型や，蓄積

する異常プリオン蛋白のタイプとが対応する

ことが判明し，これらを組み合わせた分類も

行われる（図 1, 2）．すなわち，プリオン蛋白

遺伝子のコドン 129（プリオン蛋白の 129番

目のアミノ酸）がメチオニン（M）かバリン（V）

かということと，蛋白分解酵素プロテイナー

ゼ K処理後の異常プリオン蛋白の分子量が

糖鎖のない場合 21 KDである 1型か，やや小

さな 19 KDである 2型であるかということ

を組み合わせて分類する．たとえば，MM 1

とはコドン 129がメチオニン�メチオニンで
異常プリオン蛋白は 1型であることを意味

し，古典型 CJDの大部分を占める．

プリオン病の特徴は，1）感染性があり他

の個体へ伝播可能，しかもヒツジ，ウシ，ヒ

トと種の壁を越えても伝播しうること，2）

遺伝性があり未発症の保因者が存在するこ

と，3）伝播の主体は変異プリオン蛋白のみ

でウイルスではないと思われること（このこ

とがプリオンの名称の由来である）などであ

り，従来の感染症や遺伝病の常識を超えた非

常に特異な疾患ということができる．

2．孤発性Creuzfeldt-Jakob 病

1）古典型Creuzfeldt-Jakob 病

孤発性 CJDは特発性プリオン病に属し，全

プリオン病の約 90％を占める（表）．その大

部分が古典型 CJDで，平均約 63歳で不安，倦

怠感，頭痛などの不定愁訴で発症し，2～3

カ月の経過（前駆期）ののち，週～月の単位

で発話の減少を伴う構音障害，歩行障害，痴

呆が進行し，ミオクローヌス，小脳性運動失

調，抵抗症（Gegenhalten），筋固縮，錐体路徴

候などが出現する（進行期）．初期に視覚異常

を訴える例もある．数カ月でほぼ無動・無言

で床上臥床状態となり，徐々に除皮質肢位（上

肢屈曲，下肢伸展）から四肢屈曲拘縮となり死

に至る（末期）．罹病期間は末期のケアによっ

て大きく変化しうるが，平均約 17カ月と短

い．一般検査では異常はないが，脳 MRIにて

まだ萎縮は明らかでない早期から拡散強調画

像，プロトン強調画像あるいは FLAIR画像に

プリオン病 9
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Normal polymorphism
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2B 2A 1
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て大脳皮質や基底核の高信号病変がみられ

（図 3），床上臥床するころから急速に脳萎縮

が進行する．脳波ではミオクローヌスに対応

して周期性同期性放電（periodic synchronous

図 1 プリオン蛋白（遺伝子）のシェーマと正常多型および病的変異

図 2 異常プリオン蛋白の Proteinase K処理後の
ウエスタンブロッティングとそれによる分類

1 型：コドン 82で切断された 21 KDの nongly-

coform が存在する．糖鎖が 2個ついた diglyco-

form（矢印）が nonglycoform より少ない．コドン

129 の遺伝子型との組み合わせでMM 1，MV 1が

古典的CJDに対応する．

2型：コドン 97で切断された 19 KDの nongly-

coform が存在する．diglycoform（矢印）が nonly-

coform より小さい 2 Aと diglycoform が nongly-

coform より大きい 2 Bに分けられ．MM 2 A：視

床型CJD，MV 2 A：アミロイド斑型CJD，VV 2

A：アミロイド斑型CJD，MM 2 B : vCJD という

対応がみられる．

［厚生労働省遅発性ウイルス感染調査研究班英国

視察報告書，平成 14年 1月，p 33 より引用］
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R L
FLAIR画像�拡散強調画像�

discharge ; PSD）がみられ（図 4），髄液では

ニューロン特異的エノラーゼ（neuron spe-

cific enolase ; NSE），14-3-3蛋白などが増加す

る．遺伝子多型�蛋白型は大部分が MM 1，ま

れに MV 1である．脳は肉眼的にも著明な萎

縮を呈し，1,000 g以下のことが多いが，海馬

が比較的保たれることが特徴的である．病理

組織像は海綿状脳症が基本で，異常プリオン

蛋白は灰白質（シナプス）にびまん性に沈着

し，シナプス型と呼ばれる．臨床的に視覚異

常が目立つ Heidenhein型では後頭葉病変が

強 く，運 動 失 調 症 が 主 体 の Brownwell-

Oppenheimer型では小脳病変が強い．白質の

病変も強い場合は全脳型と呼ばれることもあ

る．病理学的にアミロイド斑を有する非典型

的な孤発性CJDは，遺伝子多型�蛋白型がMV 2

または VV 2である．

図 3 孤発性 CJDの典型的MRI像

FLAIR 画像で形態的には萎縮がはっきりせず，高信号域も非常に軽微な時期に，すでに拡散強

調画像では大脳皮質や基底核に明瞭な高信号病変がみられる．左側優位の左右差がみられる．
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2）視床型Creuzfeldt-Jakob 病

平均約 52歳と古典型よりやや発症年齢が

若く，症状では運動失調，痴呆，ミオクロー

ヌスなどのほかに，発汗異常，高体温，血圧

変動などの自律神経症状，あるいは精神運動

興奮や幻視を伴う不眠などの睡眠障害を伴う

ことが特徴である．ミオクローヌスはあるが

脳波では PSDは認められず，経過は平均約

16カ月とやや長い．病理学的に脳萎縮は軽度

で，大脳皮質の海綿状脳症も軽度で限局的の

ことが多く，視床と下オリーブ核の高度の変

性を伴う．遺伝子多型�蛋白型では MM 2で，

脳への沈着は免疫染色では検出されないか，

シナプス型あるいは小斑状である．古くから

記載のある，いわゆる視床変性症の少なくと

も一部は本症と思われる．また，遺伝性プリ

オン病の家族性致死性不眠症に対応すること

から，孤発性致死性不眠症（sporadic fatal in-

somnia ; SFI）とも呼ばれる．

3．遺伝性プリオン病

遺伝性プリオン病は，第 20番染色体短腕

にあるプリオン蛋白遺伝子の点変異（15種

図 4 脳波の周期性同期性放電

図 3と同一症例で，やはり左側優位である．
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類），コドン 51～91の 8ペプチドリピート部

のリピートの挿入（8種類）により生じ，常染

色体優性遺伝性である（図 1）．プリオン病全

体の 10～15％を占めるが，浸透率が低いこ

とから家族歴が認められないことが多く，注

意が必要である．臨床像は多彩であるが，小

脳失調や痴呆を呈し，経過が数年で，最初は

遺伝性変性疾患として報告された GSS，特発

性 CJDの臨床像を呈する家族性 CJD，視床型

CJDの病像を示す FFI，その他の 4つに大別

できる．

コドン 102のプロリン→ロイシンの変異

に よ る Gerstmann-Stra�ussler-Scheinker病

（GSSP102L）は，GSSの原著の症例の病型で

あり，平均約 52歳でふらつき歩行，構音障害

などの小脳失調症状で発症し，その後痴呆症

状が明らかとなり，進行すると錐体路徴候や

筋固縮なども伴い，半数ではミオクローヌス

もみられる．経過は平均 5年と長く，一言で

いえば痴呆を伴う遺伝性脊髄小脳変性症の病

像であり，失調型 GSSとも言うことができ

る．異常プリオン蛋白が，アミロイド斑とい

う形で小脳皮質に多発するのが特徴である．

GSS（P105L）はコドン 105のプロリン→ロイ

シンの変異により生じ，平均約 45歳で歩行

障害，痴呆，振戦，失調などで発症し，やが

て痙性対麻痺が目立ってくる痙性麻痺型

GSSである．経過は 5～12年と長く，やはり

遺伝性痙性対麻痺や脊髄小脳変性症との鑑別

が必要である．

コドン 200のグルタミン酸→リジン変異

による家族性 CJDは，発症年齢，臨床像とも

に古典型 CJDとほぼ同様であるが，経過は平

均約 14カ月とやや短い．わが国では P102L

に次いで多い変異である．ほかに Thr188Ala，

Arg208His，Val210Ile，Met232Argなどの変異

も古典型 CJDの病像を呈する．Asp178Asn

の変異は，コドン 129が MMのときには前述

の視床型CJD様の病像を呈し，FFIと呼ばれる．

コドン 51～91の 8ペプチドリピート領域

に，さらに 1，2，4～9リピート，すなわち 24，

48，96～216塩基が挿入されることにより，非

典型的な CJDや GSSの病像を呈する．自験

例の GSS（144塩基挿入）は，6リピート（48

アミノ酸），すなわち 144塩基が挿入される

変異により生じた．通常 22～53歳で発症し，

痴呆や精神症状が主体で，小脳失調症，錐体

路徴候，筋固縮などが加わる．家族性アルツ

ハイマー病との鑑別が必要である．日本では

その他に 4，7リピートの挿入変異が報告さ

れている．

4．プリオン病の診断と鑑別診断

プリオン病はこのように非常に多彩な臨床

像を呈することから，痴呆性疾患，運動失調

症，痙性対麻痺，ミオクローヌスを呈する疾

患，精神疾患などとの鑑別が必要で，その診

断は一見困難に見えるが，ポイントをつかみ

プリオン病を疑うことで十分可能である．ま

ず，頻度から考えても古典型 CJDの病像をよ

く理解することであり，孤発性，成人～老年

発症，急速進行性痴呆，小脳性運動失調，ミ

オクローヌス，無動無言，PSD，髄液 NSE，

14-3-3蛋白などのポイントを逃さない．遺伝

性プリオン病では，常染色体優性の遺伝歴，

より若年での発症，より長期の慢性経過，ミ

オクローヌスを欠く例の存在，自律神経�睡眠
障害や痙性対麻痺の目立つ例の存在，PSD

を欠く例の存在といった点に注意する．さら

に，別項で詳述されるように，病歴上，脳外

科，腹部手術，歯科治療などの硬膜使用手術

歴，輸血・移植歴などに留意することで医原

性 CJDが，若年発症，外国滞在歴，より長期

の経過，特有の感覚・精神症状，MRIの視床

枕サインで変異型 CJDが診断できる．一見孤

発性にみえる遺伝性プリオン病症例の存在や

正常多型が臨床像に関連することから，臨床

プリオン病 13



的にプリオン病を疑ったらプリオン遺伝子の

分析を行うことが望ましい．

5．今後の展望

現在，確定診断は死後の脳組織の病理検査

や異常プリオン蛋白の証明でなされている．

大部分の症例は臨床的にもほぼ確実と診断で

きるが，すぐには診断できない非典型例も存

在する．血液，尿，髄液を用いて異常プリオ

ンを検出する試みなど，より確実な診断法・

検査法を開発する必要がある．また，現在さ

まざまな治療の試みが始まったがまだまだ効

果は不十分であり，発症機序の解明を進め，

一刻も早く根本的治療法を開発しなければな

らない．さらに，本症は感染性があり，ヒト

のみならず家畜にも存在することから，サー

ベイランス体制の充実など社会医学的側面か

らの予防対策も重要な課題である．
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質 疑 応 答

座長（金澤） 水澤先生，どうもありがとう

ございました．臨床家にとっては非常にわか

りやすい話だったのですが，基礎の先生はか

えってわかりにくいとおっしゃるかもしれま

せん．何かご質問ございましたら，どうぞ．

村本 環（東北大） 先生の視床型のケース

に大変興味を持っていて，いまそれに似た剖

検例を抱えています．視床の背側部あるいは

前寄りの部分に変性が強く，ほとんどオリー

ブ核と小脳のプルキンエ細胞に限局した変性

があります．先生がご紹介された論文あるい

は先生のケースを読ませていただくと，プル

キンエ細胞の axonal swellingがかなり高頻

度に見つかるということで，私は最初その所

見は変性疾患の証拠かなと大雑把に理解して

いましたが，決してそうではないようです．

先生の症例ではいかがでしたでしょうか．

水澤 Torpedoの話でしょうか．あったと

思いますが，どれほどの高頻度だったかは

はっきり覚えておりません．ただ先生がおっ

しゃるように，当時は thalamic degeneration

という言葉があり，変性疾患として認識され

ていたと思います．1980年代で免疫染色等が

行われる前の時代でしたし，大脳皮質の変化

が軽かったものですから，私もよくわかりま

せんで，視床変性症ということで勉強してい
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ましたが，よく見ると海綿状脳症があったと

いうことです．

それからだいぶ経ちまして，Lugaresiらが

致死性家族性不眠症（FFI）を発表しました

が，その病像と全く似ていたものですから，

立石先生に脳を含めてウエスタンブロットを

やっていただきましたら，プリオン蛋白が出

ているということでした．今日はそこをお出

しできなかったのですが，そういう経緯があ

りますので，一部を見ると変性疾患と見間違

うと思います．病理の先生がお話しされるか

もしれませんが，海綿状脳症と変性症の所見

の違いは大変重要だと思います．

座長 いまの点について，天野先生，いか

がですか．

天野直二（信州大） 病理の点で sporadic

CJD，GSSの症例で，torpedoを検索すると，

そんなに多発しているということではありま

せんが，相当の例で出てきます．これは目に

つきやすいものですから，Bodian（染色）や

HEでもすぐわかります．これがあると変性

がどうかということなのでしょうが，変性像

としては CJDの中では非常に頻度の高い病

変であると理解しています．

座長 いまのことに関連しますが，根本的

な疑問がありますので教えていただきたいと

思います．先ほどお話があったように，いま

までは視床変性症という病気でくくられてき

ました．私も先生と一緒に患者さんを診た覚

えがありますが，初期はクロイツフェルト・

ヤコブ病のクの字も考えませんでした．最後

には少し考えましたが，亡くなってみると，

海綿状変性を除けば別の病気と考えてもよい

くらいの違いがあります．海綿状変性をまっ

たく持たないピュアな thalamic degeneration

は本当にないのですか．数例はあるといわれ

ているような気がしますが，そのあたりのこ

とを教えていただきたいと思います．

立石 潤（九州大・名誉） いまのご質問の

問題は，昔から視床変性症というかたちで日

本に一番多く症例報告されています．FFIの

問題が起きましてから，古い症例のブロック

をお借りして染めてみたことがありますが，

あまりにも古かったせいか染まったケースは

ほとんどありません．ですから，そういうケー

スではプリオン病といえる決め手をまだ持っ

ていないわけです．まだブロックのかたちで

残っているケースなら，免疫染色は十分可能

ですから，それで解決されると思います．

高久史麿（日本医学会副会長） プリオン蛋

白の変異が症例によって違っていましたね．

同じ変異なら同じような症状を示すのか，あ

るいは同じ変異があっても症状はさまざまな

のか，教えていただけますか．

水澤 両方といいましょうか，同じミュー

テーション（変異）があっても病像が少し違っ

てくるものがあります．もしかしたら，そこ

では正常多型が変わることで，たとえば 178

番の変異では，129番がメチオニンかバリン

かということで，CJDタイプになるのか FFI

になるのかが変わってきます．同じミュー

テーションでも違う病像を取ることがありま

す．ただ，多くのものはある程度共通性があ

るといっていいかと思います．

品川森一（帯広畜産大） 動物でも多型がわ

かっていますが，その症状との結びつきはほ

とんどわかっていません．ヒトでは多型ある

いはミューテーションと病気の症状が結びつ

いてきちんと整理されています．では，多型

あるいはミューテーションが起きた場合に，

どうして病気が出てくるのか，そのメカニズ

ムはどうなっているのでしょうか．興味があ

りますが，さっぱりわかりませんので教えて

いただきたいと思います．

水澤 本当に申し訳ありませんが，それは

午後の蛋白のお話にもかかわってくると思い

ますが，これからだと思います．ただ，分布

様式なども関係しているのではないかと思い
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ます．症状と脳の部位と対応がありますから，

どの部分が障害されるかでかなりいえると思

います．ただ，なぜそこにたまるか，ジェノ

タイプとたまる場所の関係については，やは

りまだわかっていない状況だと思います．

座長 どうもありがとうございました．ま

だご質問があるかもしれませんが，あとで討

論の時間がありますので，そこでまたお願い

したいと思います．
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