
Creutzfeldt-Jakob病（CJD）は致死性のヒト海綿状脳症であり，散発性 CJDに加
えて汚染硬膜の移植による医原性 CJD，ウシ海綿状脳症による変異型 CJDは今後の
発症が予測され，有効な治療法が求められている．われわれは抗プリオン蛋白作用を
示す化合物の中で，ヒトに対する安全性と経口摂取後の脳内への移行が確立されてい
るマラリア治療薬キナクリンを散発性 CJD 3 例，医原性 CJD疑い 1例，および急速進
行性痴呆 1例に投与した．
この研究は平成 13年 10 月に学内倫理委員会の承認を得，平成 13年度厚生労働省

厚生科学研究費補助金の援助を受けて行われた．患者家族に文書による同意を得た後
に，キナクリン 1日 300mgを経口または経管で 12週間連日投与した．無動性無言を
呈した散発性 CJD症例では，キナクリン投与 2週後から覚醒度と固視機能の改善が
認められた．他の散発性 CJD 2 例も疎通性は高度に低下していたが，治療開始 1週間
後から自発性と反応性の改善が認められた．その他の 2例でも認知機能の改善を認
め，治療前にはなかった発語が認められた．これらの反応は一過性で，2～8週間続い
た後に，キナクリン投与を継続しているにも関わらず消退した．副作用として皮膚の
黄染を全例に，肝機能障害を 4例に，一過性の下痢を 2例に認めた．
キナクリンは中枢神経系への直接作用を持つため，この臨床的変化がキナクリンの

抗プリオン蛋白作用によるものとは断定できない．しかし常に進行性で有効な治療法
のなかったプリオン病に対して，一時的ではあるが可逆性の変化が認められたことは
特筆される．
一方，他施設で実施した症例では，キナクリン投与中 11日目に嘔吐と誤嚥での死亡

が 1例，3カ月を過ぎての継続投与中の突然死が 1例認められる．キナクリンの組織蓄
積性は高く，今後この治療を試みる場合には用量と投与期間を再考する必要がある．
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表１　キナクリン投与前後の臨床所見

効果の持続期間
キナクリン投与後の臨床所見キナクリン投与前の臨床所見経過

（月）診断年齢性症例
運動機能認知機能運動機能認知機能

第2週から第5週音の方向を凝
視，反射性ミオ
クローヌス減少

固視侵害刺激に対
する開眼，反射
性ミオクロー
ヌス

無言無動，
眼球彷徨

11散発性
CJD

46男1

第6日から第6週動作性ミオク
ローヌス減少

家族の顔を見
て笑う，右視野
に反応

逃避運動，動作
性ミオクロー
ヌス

追視，驚愕反応，
右同名性反盲

 2散発性
CJD

58男2

第5日から第3週左上肢目的運動検者を注視，
笑顔

逃避運動，ミオ
クローヌス，四
肢随意運動なし

おびえ，驚愕反
応，右同名性反
盲

 2散発性
CJD

61女3

第3日から第8週背もたれ座位
保持可能，介助
歩行

呼びかけ，視覚
刺激に対して
笑い，うなづき

常同行為，座位
維持不能

侵害刺激に対
してうめく，呼
びかけに無反応

72医原性
CJD疑い

58女4

第6日から第8週短文を話す．下
肢屈曲軽減

開眼覚醒，質問
に対して「は
い」，「いいえ」

無動，まれに左
上肢を動かす
屈曲性対麻痺

常時閉眼，強い
呼びかけでま
れに開眼

36不明67女5

はじめに

プリオン病は，ヒトを含む哺乳類にみられ

る進行性，致死性の神経変性疾患である．そ

の名の由来となるプリオン蛋白（PrPC）は正常

個体に存在するが，何らかの原因によって構

造変化を起こし，感染型プリオン蛋白

（PrPSc）となって脳細胞内に蓄積し，発症する

と考えられている．その原因として，プリオ

ン蛋白遺伝子の変異と感染型プリオン蛋白に

よる伝播が知られている．後者には，社会問

題ともなっている脳硬膜移植による医原性

Creutzfeldt-Jakob病（CJD）と，ウシ海綿状脳

症のヒトへの伝播である変異型 CJDが含ま

れる．プリオン病は，かつて「スローウイル

ス病」と称されたように長い潜伏期間を持つ．

したがって今後，国内で医原性 CJD患者の増

加が予測され，変異型 CJD発生の可能性もあ

る．これまでに 60を超える化合物が抗プリ

オン効果を持つことが報告されてきた．われ

われはそれらの化合物の中で，ヒトに対する

安全性と経口摂取後の脳内への移行が確立さ

れているマラリア治療薬キナクリンを散発性

CJD 3例，医原性 CJD疑い 1例，および急速

進行性痴呆 1例に投与した．

1．対象・方法

この研究は 2001年 10月に学内倫理委員

会の承認を得，平成 13年度厚生労働省厚生

科学研究費補助金の援助を受けて行われた．

対象とした 5例はすでに高度の痴呆を呈し

ていたために，その配偶者または子を代諾者

としてこの治療研究に対する同意を得た．5

症例の性別，年齢，経過期間，およびキナク

リン投与前後の神経症状を表 1に示す．症例

1から 3は Master’s，French，および Euro-

peanの診断基準“clinically probable”を満た

す散発性 CJDである1）．いずれも発症 2カ月

以内に高度の痴呆を呈し，ミオクローヌス，

視覚障害または運動失調，錐体外路症状，脳

波上の周期性同期性放電（periodic synchro-

nized discharge，PSD），および脳脊髄液中の

14-3-3蛋白を伴っていた．

症例 4は 1991年 7月に右小脳橋角部腫瘍

の摘出と硬膜移植を受けた．移植硬膜は本邦

医原性 CJDの感染源である B. Braun Melsun-

gen AGで 1987年 以 前 に 製 造 さ れ た
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LYODURAである2）．この硬膜移植から 66カ

月後に患者は進行性の痴呆を発症し，2年以

内に家族に対しても反応しない高度の痴呆に

至った．2002年 1月当科入院時，周囲に対す

る反応は侵害行為に対するうめきだけで，上

下肢，口，舌，下顎の常同運動，および常同

的な発声を繰り返していた．筋強剛と腱反射

亢進を認めたが，運動失調とミオクローヌス

は認められなかった．脳波に PSDを認めず，

脳脊髄液 14-3-3蛋白も陰性だった．MRIでは

びまん性の脳萎縮を認めた．非変性性の痴呆

は否定されている．

症例 5は 1998年 11月に失見当と物忘れ

で発症し，9カ月以内に家族に対して無反応，

12カ月以内に寝たきりと急速に進行した．こ

の間，運動失調，ミオクローヌス，視覚障害

などは認められていない．2000年 2月当科入

院時は無動無言で屈曲性対麻痺を呈していた

が，食物を咽頭へ持っていくと自動的に嚥下

した．脳波では周期性の徐波を認めたが，典

型的な PSDの形成は認められなかった（図）．

脳脊髄液 14-3-3蛋白は 2000年 2月に陽性，

2001年 11月には陰性だった．MRIでは海馬

を含む高度の大脳皮質萎縮と脳室拡大を認め

たが，小脳と脳幹部はよく保たれていた．正

常圧水頭症を含む非変性性痴呆は否定されて

いる．

研究試薬として供給されているキナクリン

2塩酸（東京化成工業および和光純薬）を購入

し，福岡大学薬学部薬剤学教室（片岡泰文教

授）で 1カプセル 100 mgに製剤化した．1日

の投与量は 300 mgとし，毎食後に 1回 1カ

プセル経口，経管栄養患者では 37℃の温水

20 mLに溶解して注入した．治療期間は 12

週間とした．副作用監視のために血算と血液

生化学検査を毎週行った．脳波は 2週ごとに

検査し，頭部 MRIは開始後 4週目と 12週目

に再検査した．

治療の中止基準はこれまでに報告されてい

る重篤な副作用，すなわち痙攣，骨髄抑制（白

図 症例 5の脳波

周期性の徐波を認めたが，典型的なPSDの形成は認められなかった．
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表２　他施設での治療結果

結果診断経過
（月）年齢性

消失していたPSD の再出現，
3カ月以降継続投与中に突然死

散発性CJD，
無動性無言

1672女

自発性，感情表現出現
（開始後 1週目から 3週目）

医原性CJD，
無動性無言

 337女

呼びかけへの反応（開始後 1週目の
み），肝機能障害で中止（3週目）

散発性CJD，
無動性無言

 564女

覚醒時間延長（1週目），
肝機能障害で中止（2週目）

散発性CJD，
無動性無言

 373男

嘔吐，誤嚥により死亡（11日目）散発性CJD，
植物状態

2457女

肝機能障害で中止（4週目）医原性CJD，
無動性無言

 666女

血球数＜2,000�mm3），または高度肝機能障害

（aspartate aminotransferase（AST），または al-

anine aminotransferase（ALT）が正常上限の 5

倍以上）出現時とした．また感染症，電解質

異常，消化管症状の合併時には治療を中断し，

これらの異常が改善した後にキナクリンを再

開した．キナクリン投与期間中は他の薬物を

投与しなかった．

2．結果

症例 1と 2では一過性の下痢，嚥下性肺

炎，または尿路感染症による中断があったが，

全ての患者で 12週間の投与を完了した．副

作用は皮膚の黄染を全例に認め，AST，ALT

の正常上限 5倍以下の上昇を 4例に認めた．

投与開始後 2週間以内に，全症例において

覚醒度または認知機能の変化を認めた（表

1）．無動性無言を呈していた症例 1では，投

与後に固視と音のする方向への凝視が認めら

れた．症例 2と 3では驚愕反応とミオクロー

ヌスが減少し，家族の面会に笑顔が認められ

た．症例 2では治療後に右視野の刺激に対す

る反応が出現した．症例 3では検者に対して

握手をしようとする左上肢の運動が認められ

た．さらに症例 2では臨床症状に相関する脳

波の変化が認められた．治療前には典型的な

1 Hzの PSDと背景脳波の高度の抑制が認め

られたが，治療後には PSDが減少し，背景に

は連続性の良好な 4 Hzから 8 Hzの活動が認

められた．

認知機能の改善は，長期経過の症例 4と 5

で著しかった．周囲に対して無関心で常同行

為を繰り返していた症例 4は医療スタッフ

を注視し，視覚刺激に対して笑い，さらに単

純な質問に対して反応した．閉眼しているこ

とが多く，刺激に対しても無反応だった症例

5は開眼し，笑顔をよく見せるようになった．

質問に対して「はい」，「いいえ」の発語を認め，

さらに「のども痛い」などの適切な言語応答

が出現した．これらの臨床的変化は全症例に

おいて一過性で，2～8週間続いた後に，キナ

クリンを継続しているにも関わらず治療前の

状態に戻り，散発性 CJDの 3例ではさらに悪

化した．

3．他施設での治療状況

この治療研究がマス・メディアによって報

道されて以来，全国の施設から CJDのキナク

リン治療に対する問い合わせがあった．患者

家族が治療を希望しているというものが多
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く，キナクリン使用の認可を得た施設にキナ

クリン製剤を供給した．経過報告を得た 6

症例を表 2に示す．3症例で覚醒度，自発性，

反応性の何らかの改善が認められた．しかし

副作用出現度は高く，3症例では治療中止基

準を満たす肝機能障害が出現した．さらに経

過 2年で植物状態を呈する 1例は，治療開始

11日目に嘔吐と誤嚥により死亡した．また治

療期間として設定した 3カ月以降も家族の

希望によりキナクリン投与を継続した 1例

では，治療開始から 5カ月目に突然死を起こ

した．

4．考察

堂浦らは，PrPScの蓄積を阻害する化合物を

追及する研究の過程で，ライソゾーム好性物

質であるキナクリンがその効果を持つことを

示した．過去に報告された PrPSc阻害物質の

多くが，PrPScの感染がすでに成立した実験動

物では治療効果を示さないのに対して，キナ

クリンは感染成立後の投与において実験動物

の延命効果を示した．培養細胞系（ScNB

cells）での PrPSc蓄積阻害のキナクリン有効

濃度（IC50）は 300～400 nMであり3,4），これは

ヒトにおいて今回の治療用量で到達し得る血

漿濃度である．キナクリンには組織蓄積性が

あり，組織�血漿比はきわめて高い5）．さらに

キナクリンは血液脳関門を通過し，慢性投与

では脳にも蓄積することが知られている6）．

今回の研究で認められた臨床的改善がキナ

クリンの抗プリオン効果によるものであるか

は明らかでない．キナクリンの副作用として

精神症状があり，その発生頻度は 1,000人あ

たり 0.9～4と報告されている7）．初期には精

神運動興奮が起こるとされており8），今回の

研究でみられた覚醒度と発動性の上昇はキナ

クリンの直接作用と考えることもできる．し

かし，家族や医療スタッフに対する疎通性の

回復は精神運動興奮だけでは説明できず，ま

たキナクリン精神障害の発生頻度も低いこと

から，抗プリオン効果も否定できない．

われわれの施設の 5症例では，3カ月の治

療期間中に重篤な副作用は認められなかった

が，他施設の 6症例では治療中止基準を超え

る肝機能障害が 3例に認められ，また 2例は

キナクリン投与中に死亡している．CJD自体

が致死性の疾患であるので，キナクリンを直

接の死因と断定できないが，キナクリンには

組織蓄積性があるため，その排泄が阻害され

ていることが予測される衰弱した患者への投

与や，長期にわたる大量投与は危険である．

今回の研究で設定した 300 mg�日の投与で効
果は 2週間以内に認められており，継続投与

する場合には用量を減らすことも検討すべき

であろう．現在，福岡大学薬学部薬剤学教室

ではキナクリン血中濃度測定を進めている．
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質 疑 応 答

座長（立石） ありがとうございました．そ

れでは，いまぜひお聞きしたいことがござい

ますでしょうか．

金澤一郎（国立精神・神経セ神経研） 大変

興味深く拝聴あるいは拝見いたしました．最

後に direct cortical stimulantと書いてありま

したが，全体に symptomatic effectのように

思って見ていました．ただちょっと危ないの

は，direct cortical stimulantかどうかです．そ

うではなくて，どちらかというと臨床の見方

だけですが，意識レベルの覚醒度を少し上げ

ているのがメインではないかという気がしま

すが，いかがでしょうか．

中島 われわれの結論もそうで，覚醒度に

対して最も変化を起こしているだろうという

ことです．ですから，言葉にしても機能の変

化にしても，覚醒度の変化に基づいているの

かもしれません．みなさん思うことでしょう

が，もう少し早い段階で，たとえば症候学的

な分析ができるような，あるいは ADLのス

ケールで分類できるような状態でやらなけれ

ば本当の効果はわからないのでしょうが，そ

の診断が難しいことが一番の問題です．

もう一つは，始めたばかりなので審査を要

請したりするのに時間がかかっていて，比較

的初期にみたケースもかなり進行した状態で

しか使えませんでした．ただ，その状態でも

覚醒レベルに変化が起こったということは確

かだと思います．私が話しましたように，そ

れがキナクリンの直接作用である可能性も否

定できません．ただ，キナクリンの精神症状

は非常に頻度が低いそうです．ですから，anti-

prion effectも否定することはできないと思

います．

片峰 茂（長崎大） 実は私のところでも 1

例だけ経験しました．いまのご質問とも関係

がありますが，先生が言われるとおり明らか

に改善があります．私は 20年ぶりに当院の

神経内科の先生について週 1回回診しまし

たが，非常にインプレッシブでした．ほとん

どしゃべれない状態が，2週間で子供の名前

を呼ぶところまでいきました．それと当院の

場合，いまのご質問とも関係ありますが，はっ

きりしたのは 2日目からミオクローヌスが

なくなりました．そして肝機能障害が出て，

やむなく中止しました．すると次の日からミ

オクローヌスが現れました．やはりこれは効

果かなと思いました．先生のご経験の中でミ

オクローヌスはいかがですか．

中島 いまの症例 2，3は，スタートルレス

ポンスやミオクローヌスなど，いわゆる irri-

tabilityがキナクリン投与後に落ちついてき

ています．普通われわれは患者のミオクロー

ヌスがなくなってくると，進行したのだろう

と判断します．CJDの経過の中では，PSD

が出ているような時期にはミオクローヌスが

頻発していますが，さらに進行して akinetic

mutismになってくると，ミオクローヌスは

減ってきます．ですから，それが irritability

の減少が効果かどうかは問題です．先生の言

われたように，短期間に変化しているのは効

果なのかもしれません．われわれの場合には，

脳波上の変化，すなわち PSDに代わってベー

シックリズムが出てきたことから，irritability

の減少がキナクリンの効果であろうと考えて

います．

片峰 当院の症例は非常にラッシュにきた

症例で， 発症して 1カ月ほどで入院されて，
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入院して数日でほとんどしゃべらなくなった

というスピードでした．ですから，かなり早

い時期だったという時期の問題もあると思い

ます．

水澤英洋（東京医科歯科大） 私も確かによ

くなったのかなと思って見ていましたが，少

し経過の長い例あるいは末期の例という感じ

で，あまり劇的ではありません．いまの片峰

先生のお話ですと非常に劇的な感じがして，

もう少し早い時期に治療するのが一番よいの

ではないかと思います．先生方はもうやって

いらっしゃるかもしれませんが，もう少し全

国レベルでやってもよいのではないかと思い

ます．

中島 いわゆる診断基準を満たすことを

待っていたら遅いと思います．印象としては，

ちょっと様子がおかしいということで，最初

に精神科にかかることが多いようです．水澤

先生か佐藤先生がおっしゃいましたが，最初

の不定愁訴の時期は診断は無理だと思いま

す．その次に物忘れだけでなく行動の異常が

出てきたときに，よく診察すれば運動失調か

視覚障害をとらえることができるのではない

か．その時期がゴールデンタイムではないか

と感じています．

水澤 そうですね．いま片峰先生がおっ

しゃったようなケースがあると思いますの

で，少なくとも歩行できるような時期や，数

カ月のレベルの症例だったらその効果もはっ

きりするのではないか．そうするとかなり確

信できるデータが得られて，ほかの SPECT

なり，目で見てわかるようなデータも出せる

のではないかという気がします．

佐藤 猛（国立精神・神経セ国府台病院・

名誉院長） キナクリンの効果について，獨協

医大のケースは akinetic mutismの状態だっ

たのが，鼻腔栄養管を自分で引き抜いたそう

です．少し不思議に思ったのであとで何回も

確かめたのですが，確かにそういう行為が

あったといっています．確かに動かすような

効果はみられますから，早期診断できればそ

の時期に投与するのが一番望ましいと思いま

す．

硬膜移植例の 10～15％は非常にゆっくり

した進行を示します．硬膜移植歴があって神

経症状，精神症状が出てくるとすぐプリオン

病が疑われますから，その場合は割に早期投

与のチャンスはあると思います．最高に移植

された時期は 1万人近くいて，発症率が 500

～1,000人に 1人ですから，みなさんいろい

ろと心配されています．キナクリンの毒性の

問題等もありますが，現段階で 6例以上やっ

ておられるわけですし，そういう治療法があ

るという広報を出されたほうが，一般の先生

方が早い時期に使うチャンスが広がるのでは

ないかと思います．

中島 発表の中で言い忘れましたが，重篤

でない副作用としては，一見黄疸でないかと

思うような皮膚の黄染が起こります．それが

あるものですからケースコントロールスタ

ディが不可能で，行うとしてもオープンラベ

ルで行うしかないと思います．

金澤 少数例ではありますが，拝見してい

て効果は確かにあるということは何となくわ

かります．ただ副作用が非常に気になるとこ

ろですが，その副作用は量的なものですか，

オール・オア・ナッシングですか．

中島 用量依存性です．

金澤 そうしたら，先生方に言っているの

ではありませんが，社会に対して，もう少し

慎重なほうがよいのではないかという気がし

ます．というのは，これは本あるいはペーパー

で読んでの知識ですが，クロルプロマジンも

ある程度効果がある場合もあると書いてあり

ます．先ほどどなたかカクテルとおっしゃっ

ていましたが，そういうものと一緒に使って，

ドースを落とすことを考えたほうがよいので

はないかと思います．それでなおかつある程
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度効果があるというよいところが見つかるこ

ろに公表されてはどうでしょうか．現時点で

公表するのはまだ厳しいのではないかと思い

ます．確かに早期の方には効果が期待できる

かもしれませんが，これだけ重症の方でも，

やりにくいけれども効果は認められる可能性

が高いと思うのです．そういう意味でもう少

し待ったほうがよいのではないかと私は考え

ます．

中島 クロルプロマジンの単独投与または

キナクリンとの併用も，当初は考えていまし

た．しかし先ほども指摘しましたように，進

行例での効果の判定は覚醒レベルの変化が一

番のポイントですが，クロルプロマジンは覚

醒度を落としてしまいます．精神運動興奮が

ひどかった症例にクロルプロマジンを用いた

ところ，少量でも覚醒レベルが落ちました．

早期の症例は別として，進行例に対してクロ

ルプロマジンは使いにくいと思います．

座長 先ほど岸本先生がおっしゃったよう

に，いままでの薬の効果の実験はすべて実験

動物で，初めに薬を投与してから接種，感染

させるなど，感染初期に使うということです

ので，ヒトでは実用化にならなかったわけで

す．今回のキナクリンは発症後の使用で，一

時的にしろ効いていますから，実用化の希望

が持てる薬です．今後また検討をよろしくお

願いしたいと思います．どうもありがとうご

ざいました．

98 第 121回日本医学会シンポジウム


