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〔研究要旨〕 

老年神経疾患を対象としたオーストリア VITA 縦断的地域研究のデザインと脳バンクに関

するシステム構築を紹介した。さらに、実際に VITA 研究に参加し、パーキンソン病に該

当する原症（PD）や血管性パーキンソニズム・水頭症性パーキンソニズムに該当する MR

画像(BD-MRI・iNPH-MRI)を示す登録住民についてベースラインから３０ヶ月毎に運動

（UPDRS）・認知(MMSE)検査と MRI 検査を行い、症候進展・予後についての縦断的研究を開

始した。また、この間の死亡者に関して原則として剖検を行い、半脳を病理診断と神経病

理用脳バンクに、残りの半脳を DNA/RNA/生化学検索用脳バンクに保存した。その結果、ベ

ースライン評価で BD-MRI や iNPH-MRI では、UPDRS や MMSE が画像所見なしと比べ有意に低

下し、両者ともパーキンソニズムを高率に認め、それぞれ BD/血管性パーキンソニズム、

および iNPH/水頭症性パーキンソニズムの予備軍と考えられた。しかし、広範白質病変の

みや多発ラクナのみの症例は画像所見なしと比べ、UPDRS や MMSE は同等か、むしろ良好で

あった。BD-MRI の 30 ヵ月評価では、その予後は広範白質病変・多発ラクナ・iNPH-MRI・

PD に比べて悪く、36％が死亡、43％が脱落し、MRI の追跡ができたのはわずかに 21％であ

った。なお、本研究における 30 ヵ月評価時の脳バンクによる臨床・病理診断一致率は 67％

であった。PD および PD 関連老年神経疾患の研究に関しては、PD の臨床診断例を基にした

脳バンク構築のみでなく、地域住民の前向き集団調査におけるパーキンソニズムの臨床デ

ータと脳病理の照合研究が必要である。今後も６０ヶ月評価、９０ヶ月評価、対象脳の病

理学的検索を進める予定である。 

 

〔目的〕オーストリアにおける VITA 研究のデ

ザインとその脳バンクに関するシステム構築、

これまでの成果を紹介する。さらに、実際にVITA

研究に参加し、パーキンソン病（PD）や血管性

パーキンソニズム、正常圧水頭症の臨床、画像、

病理学的所見を明らかにし、早期診断・予防・

転帰についての縦断的研究を行う。VITA 研究の

脳バンク構築における我々のプロジェクトの目

的は、1）MR 画像上の多発ラクナと虚血性白質

病変は血管性パーキンソニズム/軽度認知障害

（MCI）の候補か？、2）ビンスワンガー病（BD）

的なMR画像はパーキンソニズムないしMCIを臨

床的に示すのか？、3）特発性正常圧水頭症

（iNPH）に特徴的な MR 画像は水頭症性パーキン

ソニズム（hydrocephalic parkinsonism）/MCI

を臨床的に示すのか？それらの頻度は？、4）そ

れらを縦断的に追いかけた場合、各群の予後、

臨床像と病理所見の整合性はどうなるのか？を

明らかにすることである。この目的のために、

①上記MR画像の有所見者、②Unified Parkinson 

Disease Rating Scale（UPDRS）上のパーキンソ

ニズムや歩行障害を示す者、③PD やアルツハイ



 

マー病（AD）の臨床診断基準を満たす者につい

て、脳バンクシステムを構築し、それらを 30 ヵ

月ごとに follow up し、長期的かつ縦断的に研

究する。 

 

〔方法〕ウィーン市 21 区および 22 区在住の 75

歳地域住民 1920 人のうち約 1/3 がこの縦断的

VITA 研究に参加した。ベースラインと 30 ヵ月

ごとの問診・診察、MRI、UPDRS,Mini Mental State 

Examination（MMSE）検査などがすべての被験者

に実施され、死亡者のうちで同意を得られたす

べての脳に関し、病理学的検索が行われた。本

報告では、これらのデータのうち、①PD と診断

された 12 名（PD）、②MRI 上の多発と広範白質

病変を示した 14 名（BD-MRI）、③MRI 上、特発

性正常圧水頭症に相当する画像を示す 8 名

（iNPH-MRI）、④それらのいずれの所見も示さな

い 75 名（NC）を中心にその有病率、MR 画像、

UPDRS によるパーキンソニズムの有無、MMSE ス

コア、30 ヵ月後の予後、剖検所見を検討した。

BD、多発ラクナ状態のみ、広範白質病変のみ、

iNPH の MR 画像診断基準については、以下の通

りとした。多発ラクナ状態は、グレード 1（ラ

クナ 1～2 個）、グレード 2（ラクナ 3～4 個）、

グレード 3（ラクナ 5個以上）。広範白質病変は、

深部白質および傍脳室部の 2 箇所に分けて評価

した。深部白質病変のグレード 1 は punctate、

2 は early confluent、3 は large confluent、4

は diffuse とした。傍脳室部白質病変のグレー

ド 1 は caps、2 は bands、3 は irregular、4 は

diffuse とした。iNPH は 1）Evans Index 0.3 以

上、2）シルビウス裂高度開大、3）高位円蓋部

脳溝狭小化の 3つを伴うものとした。 

 

〔結果〕1）75 歳地域住民の主要神経疾患の有

病率は、BD-MRI が 2.8％、AD が約 3％、iNPH-MRI

が 1.6％、PD が約 2％、広範白質病変のみ、多

発ラクナのみは各々4～5％であった。2）BD-MRI

や iNPH-MRI では、UPDRS や MMSE が画像所見な

しと比べ有意に低下し、両者ともパーキンソニ

ズムを高率に認めた。3）しかし、広範白質病変

のみや多発ラクナのみの症例は画像所見なしと

比べ、UPDRS や MMSE は同等か、むしろ良好であ

った。4）BD-MRI の 30 ヵ月予後は PD、広範白質

病変・多発ラクナ・iNPH-MRI と比べて有意に悪

く、36％が死亡、43％が脱落し、MRI の追跡調

査ができたのはわずかに 21％であった。5）30

ヵ月追跡中のBD-MRIの死亡は5例（全体の36％）、

多発ラクナ5例（23％）、広範白質病変1例（5％）、

PD 1 例（8.3％）、AD 0 例、iNPH-MRI 0 例、コ

ントロール 3 例（4％）であった。すなわち水頭

症性パーキンソニズムの死亡例はなかった。全

体の死亡 15 例のうち 6 例（剖検率 40％）の半

脳で病理検索が行われたが、その結果は以下の

ごとくであった。残りの半脳はすべて生化学研

究や遺伝子診断のための凍結保存に供された。

症例 1．BD-MRI：肺炎・心不全；血管性脳症と

AD 病理の疑い（CERAD・Braak・NIA-Reagan 各評

価）。症例 2．BD-MRI：肺水腫・心拡大；血管性

脳症、高度の高血圧性小血管病。症例 3．多発

ラクナ：肺ガン・肺炎；多発ラクナ、中大脳動

脈領域梗塞。症例 4．コントロール：敗血症、

虚血性腸炎、多臓器不全；脳に特記所見なし。

症例 5．コントロール：肺炎・心不全；低酸素

脳症（反対脳に悪性グリオーマ）。症例 6．PD：

誤嚥性肺炎；新旧多発皮質下出血、広範脳アミ

ロイド血管症、レビー小体病理なし、CERAD・

Braak 診断基準で AD 疑い。以上から、血管性パ

ーキンソニズム/BD-MRI については臨床・病理

診断がよく一致したが、PD については 1例のみ

であるが臨床・病理診断は一致しなかった。 

 

〔考察および結論〕ベースライン評価で BD-MRI

や iNPH-MRI では、UPDRS や MMSE が画像所見な

しと比べ有意に低下し、両者ともパーキンソニ

ズムを高率に認め、それぞれ BD/血管性パーキ

ンソニズム、および iNPH/水頭症性パーキンソ

ニズムの予備軍と考えられた。しかし、広範白

質病変のみや多発ラクナのみの症例は画像所見

なしと比べ、UPDRS や MMSE は同等か、むしろ良



 

好であった。BD-MRI の 30 ヵ月評価では、その

予後は広範白質病変・多発ラクナ・iNPH-MRI・

PD・AD に比べて悪く、36％が死亡、43％が脱落

し、MRI の追跡ができたのはわずかに 21％であ

った。本研究における 30 ヵ月評価時の脳バンク

による臨床・病理診断一致率は 67％であった。

以上のごとく PD および PD 関連神経変性疾患の

研究に関しては、PD の臨床診断例を基にした脳

バンク構築のみでなく、地域住民を基にした前

向き集団調査におけるパーキンソニズムの臨床

データと脳病理の照合研究が必要である。PD お

よび血管性/水頭症性パーキンソニズムは高齢

化と多様化を示し、脳バンク研究は不可欠であ

る。今後も我々は VITA 研究を引き続き進める予

定である。 

 


