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自律神経症状

つまずかないための 抗パーキンソン病薬の考え方，使い方

はじめに

　パーキンソン病（PD）は，筋固縮や動作緩慢，振戦，
姿勢反射障害などの運動障害を呈する疾患であるが，近
年は，PDの非運動性徴候が注目されている1)。非運動
性徴候として，認知機能障害，精神症状，自律神経障
害，睡眠障害があげられる。自律神経障害のなかには，
便秘，排尿障害，起立性低血圧，発汗障害などがある
が1)，特に便秘と排尿障害〔過活動膀胱（overactive 
bladder；OAB）〕はPD患者に多く認められ，QOLを
低下させる大きな原因となっている。本稿では，PDの
自律神経障害のなかで頻度が高く，患者を困らせる症状
であるOAB，便秘，起立性低血圧について述べる。

排尿障害（OAB）

排尿の生理（ドパミンを含めて）と 
PDの排尿障害

　排尿機能は，蓄尿機能と排尿機能に分けられ，中枢神
経系が大きく関与している2),3)。排尿機能は脊髄－脳幹

〔中脳水道灰白質および橋排尿中枢（青斑核近傍）〕 －脊
髄反射で行われ，さらに前頭前野・大脳基底核からの調
節を受けている。このとき，前頭前野・大脳基底核は膀
胱抑制的に働く。大脳基底核の黒質緻密層・線条体には
蓄尿期に発火するニューロンが多く存在し，PDのPET
画像では，排尿筋過活動出現時に被殻の活動が上昇して
いる。マイクロダイアリシスによる検討では，線条体ド
パミン濃度は蓄尿期に上昇している。ドパミンの受容体
には，ドパミンD1様受容体（D1受容体）とドパミンD2

様受容体（D2受容体）の2種類があるが，ラットでは
D1受容体アゴニストの脳室内投与で排尿反射が抑制さ
れ，D2受容体アゴニストの脊髄腔内投与，全身投与で
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治　療

�便秘と排尿障害〔過活動膀胱（OAB）〕は，パーキンソン病（PD）患者に多く認められ，QOLを低下
させる大きな原因となっている。

�L-ドパなどでOABが改善されない場合，末梢性抗コリン薬などを追加する。

�レビー小体型便秘の特徴として，運動障害と異なり，必ずしもL-ドパ治療が有効でないことがあり，
その場合，適切な上乗せ治療が必要である。

�PDの自律神経障害のなかで，イレウス，起立性低血圧は，緊急受診の一因としてもよく知られている。
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排尿反射が亢進する。すなわち，黒質－線条体ドパミン
ニューロンは，主に線条体のD1受容体を介して排尿反
射を抑制しており，橋排尿中枢に対してGABA作動性
の抑制性側枝を送っている可能性が考えられる（図1）。
一方，PDでは，これらの前頭前野－黒質線条体D1直接
路が障害され，排尿反射が亢進している。PD患者の膀
胱症状は60〜70％にみられ，夜間頻尿，尿意切迫，尿失
禁などのOABが多く，尿流動態検査（ウロダイナミク
ス）では，OAB（膀胱が不随意に急に収縮するもの）が
高頻度にみられる。PDの排尿障害は，運動症状と同時，
もしくは少し遅れてみられることが多い。

OABの治療
　PDの運動障害がL-ドパに反応するのと比べて，自律

神経障害はしばしばL-ドパ治療に抵抗性で，増悪する場
合もある。L-ドパ（D1・D2受容体刺激薬）のOABに対
する効果は，増悪（数時間） －改善（数カ月）という2相
性反応が得られる。その理由で推定されるものとして，①
シナプス後受容体（D1・D2受容体）の感度がミリモル
濃度であるのに対して，樹状突起上の受容体（D2受容
体）の感度はピコモル濃度であり，L-ドパによりD2受
容体を介してドパミンニューロンが抑制される可能性が
ある。②進行期PDでは，ドパミン受容体が減少し過敏
性を呈する可能性がある。③視床下部A11ドパミン
ニューロンは脊髄に投射しており，脊髄でのD2受容体
刺激は排尿反射を亢進させることが知られている。これ
らのことから，日常臨床では，L-ドパなどの薬剤のみで，
OABについて少し経過をみてみるとよい。L-ドパなど
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図1　膀胱運動と大脳基底核の神経回路
〔日本排尿機能学会パーキンソン病における下部尿路機能障害診療ガイドライン作成委員会・編： 

パーキンソン病における下部尿路機能障害診療ガイドライン．文光堂，2017より〕
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でOABが改善されない場合，末梢性抗コリン薬などを
追加する2)-4)（図2）。抗コリン薬の副作用として，口渇
や便秘がときにみられる。さらに最近では，抗コリン薬
による中枢性の副作用が注目されている。オキシブチニ
ンをOABを有するPD患者（4名）に投与したところ認
知症が出現し，中止したところ認知症が改善したと報告
された。その理由として，オキシブチニンは脂溶性のた
め，血液脳関門を通過しやすく，中枢ムスカリン受容体
（主にムスカリンM1受容体）をブロックし，認知機能を
低下させた可能性が考えられる。このため，同剤は高齢

者やレビー小体型認知症患者では使いにくい。プロピベ
リン，ソリフェナシン，イミダフェナシン，フェソテロ
ジンなどの新規抗コリン薬は，オキシブチニンと比べて
脂溶性が低く，脳への移行が少ないと考えられている。
しかし，使用に際しては，認知機能についても注意深く
経過をみる必要がある。ミラベグロン，ビベグロン（選
択的アドレナリンβ 3受容体刺激薬）は，効能は穏やか
だが，認知機能への影響が少ないと考えられる2)-4)。

前立腺肥大症

コモンな泌尿器科
疾患の除外

OABに対する
OAB治療薬開始

抗コリン薬
選択的β3受容体刺激薬など

薬剤の中止
残尿を来す疾患を再確認

多系統萎縮症の
可能性もあり

経過観察
抗パーキンソン病薬が
OABに有効と考えられる

経過観察
抗コリン薬の場合，
認知機能にも注意する

OABの改善？
はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

OABの改善？

OABのあるPD患者

運動障害に対する
抗パーキンソン病薬開始

男性，年齢＞50歳

腹圧性尿失禁

女性，年齢＞50歳

（夜間）多尿

残尿＞100mL？

年齢＞50歳

排尿困難など
進行例で残尿

笑う・立ち上がるなどの
動作に伴う尿失禁

尿量＞3,000mL/日
夜間尿量＞1日の33％

超音波残尿測定
または導尿

薬剤の調整

図2　PDのOABの治療
〔Sakakibara R, et al：Neurourol Urodyn, 35：551-563, 2016より〕
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便　秘

排便の生理（ドパミンを含めて）と 
PDの排便障害

　消化管運動は，腸管壁内（末梢）神経叢の関与が大き
く，副交感神経アセチルコリン（ムスカリンM3受容体）
による収縮は，セロトニン5-HT4受容体（5-HT4受容体）
による促進と，D2受容体による抑制により制御を受け

（ノックアウトマウスによる研究などによる），さらに中
枢の制御を受けている（図3）5),6)。PD患者は，上部消化
管検査で，胃排出能遅延，胃電図の異常が高頻度にみら
れる。下部消化管機能は大きく，①大腸内容物の輸送，
②直腸・肛門での一時的蓄便，③直腸・肛門からの排便
に分けることができる。このうち①を調べるものに大腸
通過時間があり，②，③を調べるものに，直腸肛門ビデオ
マノメトリーがある。筆者らは，これらをまとめて定量
的 排 便 機 能 検 査（ キ ュ ー エ ル ガ ッ ト，quantitative 

lower-gastrointestinal autonomic test；QL-GAT）と
よんでいる5),6)。PD患者では，大腸通過時間延長（通
過遅延型便秘），直腸固有収縮低下，腹圧低下・排便時
括約筋異常収縮（paradoxical anal sphincter con trac
tion on defection：PSD，アニスムスともいう）（直腸肛
門型便秘）が同時に高頻度にみられ，主に前述の腸管神
経叢のレビー小体病理によるものと思われる。PSDは，
中枢病変も関与していると思われる。PDではグレリン
の低下がみられ，消化管症状や体重減少に関与している
可能性がある。
　一方，消化管運動への脳の関与は，十分に明らかにさ
れていない。動物では，前頭前野・大脳基底核は消化管
に抑制的であるが，PD患者の深部脳刺激は，胃排出能
を促進することが知られている。

レビー小体型便秘の治療
　レビー小体型便秘の治療は，一般の便秘治療に準じ，
緊急受診を最小限にすることが重要と思われる5),6)。レ
ビー小体型便秘の特徴として，運動障害と異なり，必ず

1

2

5-HT：5-ヒドロキシトリプタミン，セロトニン，CGRP：カルシトニン遺伝子関連ペプチド，SP：P物質
ACh：アセチルコリン，NK：ニューロキニン，NO：一酸化窒素，VIP：血管作用性腸管ペプチド，
PACAP：下垂体アデニル酸シクラーゼ活性化ポリペプチド，ATP：アデノシン三リン酸，-R：受容体
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図3　消化管運動と腸管壁内神経叢の回路
〔榊原隆次，他・編：神経・精神疾患による消化管障害ベッドサイドマニュアル．中外医学社，東京，2019より〕
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しもL-ドパ治療が有効でないことがあり，その場合，
適切な上乗せ治療が必要である（図4）。レビー小体型
便秘〔便秘と軽度の消化管外症候〜レム睡眠行動異常
（大人の寝言ともいわれる。夜半，本来抑制されている
筋緊張が抑制されず，夢の体験と同時に大声を出したり
四肢を振り回したりするもの）〕，前頭葉症状（身勝手/
抑制がとれた性格変化，ボーッとしているなど，運動症

状はあってもごく軽度）は，補助検査〔心筋MIBG
（metaiodobenzylguanidine）シンチグラフィー，脳ダッ
トスキャン〕でPDの画像診断を行う。
　まず，合併する器質的消化管疾患の確認として，痛
み，黒色便，血便，高度の排便困難，腹部手術歴，糖尿
病の治療歴などを観察・聴取する。次に，運動症状があ
る場合，運動症状に対するL-ドパなどの治療で便秘が

痛み，黒色便，血便
高度の排便困難

便潜血，直腸診
採血（糖尿病，貧血，炎症，肝酵素上昇）
腹部エコー，腹部レントゲン，CT，大腸ファイバー

腹部手術歴
糖尿病の治療歴

レビー小体型便秘

直腸肛門の感染，炎症，腫瘍，癒着，
糖尿病性ニューロパチーなど

運動，トイレの工夫
食物繊維，下剤
便膨化薬：サイリウム，ポリエチレングリコール
3350，ポリカルボフィルカルシウム
便軟化薬：ルビプロストン，リナクロチド，エロビ
キシバット，マグネシウム
ヨーグルト＆プロバイオティクス
腸内環境調整薬：Bifidobacterium, Lactobacillus

副作用の再チェック
および

機能検査による病態の把握：
大腸通過時間
ビデオマノメトリー＆外肛門
括約筋筋電図

通過遅延型便秘に対する腸運動促進薬
セロトニン系：モサプリド，テガセロド
抗ヒスタミン/アセチルコリン系：ニザチジン
漢方薬：大建中湯，六君子湯

1　合併する器質的消化管疾患のチェック

3　便秘の治療介入を開始

追加変更
経過観察

経過観察 直腸肛門型便秘に対する排便促進
坐薬（直腸壁の刺激）：炭酸水素ナトリウム，グリ
セリン
ボツリヌス毒素注射（外肛門括約筋の弛緩）

追加変更

2　便秘に対する抗パーキンソン病薬の影響をみる
（運動障害があるとき，神経内科医から処方）

ドパミン系薬剤は通常，消化
管運動に影響を与えない

（または軽度改善）（初期）

抗コリン薬は消化管運動
を低下させる場合がある

抗パーキンソン病薬
の調整

あり 改善 なし

あり 改善 なし

経過観察

あり 改善 なし

図4　レビー小体型便秘（PDで便秘が主徴をなすもの）の治療
〔Sakakibara R, et al：Lewy body constipation. J Anus Rectum Colon, 2019：in pressより〕
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改善するかをみる。ドパミン系薬剤は，通常，消化管運
動に影響を与えないが，軽度改善する場合もある（強い
運動症状に対する深部脳刺激療法は，胃排出能を改善さ
せることが報告されている）。抗コリン薬は，消化管運
動を低下させることがあるので，その場合は薬剤を調整
する。これらが無効の場合，便秘の治療介入を開始する。
まず，運動（運動中は腸運動が抑制され，運動後の安静
時に腸運動が亢進する），トイレの工夫を行う（アジア
式の蹲

そん

踞
きょ

に近い姿勢は，直腸肛門角が開大して排便時の
腹圧が減少する）。薬剤として，便膨化薬（腸管壁を伸
展して腸運動を促進：サイリウム，ポリエチレングリ
コール3350，ポリカルボフィルなど），便軟化薬（ルビ
プロストン，リナクロチド，エロビキシバット，マグネ
シウムなど），ヨーグルトおよび腸内環境調整薬（プロ
バイオティクスともいう，Bifidobacterium, Lactobacillus
など）を投与する。これらの治療が十分でない場合，通
過遅延型便秘の治療として，胃腸運動促進薬（プロカイ
ネティクスともいう，抗ヒスタミン/アセチルコリン系
のニザチジン，5-HT4受容体アゴニストのモサプリド，
漢方薬の六君子湯，大建中湯など）を投与する。直腸肛
門型便秘の治療として，排便反射を促す目的でレシチ
ン/炭酸坐剤，グリセリン浣腸などを使用する。PSD（ア
ニスムス）に対して，欧米ではボツリヌス毒素注射が有
効と報告されている。

起立性低血圧

起立時血圧調節の生理（ドパミンを 
含めて）とPDの起立性低血圧

　起立に伴う血圧保持は，頸動脈体圧受容器→舌咽・迷
走神経→延髄循環中枢（吻側腹外側延髄，孤束核など）
→T3-12中間外側核・交感神経節→末梢血管α 1B受容
体/心臓β 1受容体という圧反射弓により行われており，
末梢血管のほうが重要と考えられている7),8)。頭側延髄
腹外側野（rostral ventrolateral medulla；RVLM）のカ
テコラミン作動性C1ニューロンは，胸髄の交感神経節
前ニューロンに投射線維を送っている。起立性低血圧
は，延髄（まれ），脊髄，末梢血管周囲交感神経に病変が

あると起こる。PDでの起立性低血圧（臥位からベッドを
60度挙上させた際/ベッド脇に起立した際の，20mmHg
以上の収縮期血圧下降）の頻度は15〜50％と報告され
ている。ただし，PDの起立性低血圧は，多系統萎縮症
よりも少ない。PDでは，胸髄中間外側核に細胞脱落とレ
ビー小体がみられ，頸動脈体にも異常がみられる。さら
に，起立性低血圧の目立つ純粋自律神経不全症型では，
血漿ノルアドレナリン濃度が100pg/ mL未満と低く，
α 受容体の除神経過敏がみられ，末梢の血管周囲神経に
レビー小体・レビーニューライトがみられる。一方，PD
でみられる心筋MIBGシンチグラフィー異常の多くは，
不顕性と考えられている。PDでは，起立性低血圧のほ
かに，食後性低血圧，運動後低血圧，排尿排便失神もみ
られる場合がある。中枢ドパミンニューロンは，実験的
には降圧作用が知られており，ドパミン受容体作動薬や
モノアミン酸化酵素B（MAOB）阻害薬で，薬剤性起立
性低血圧が報告された。一方，最近，L-ドパ・深部脳
刺激で起立性低血圧が改善することが報告されている。

PDの起立性低血圧の治療
　起立性低血圧に対して，理学療法として弾性ストッキ
ング・腹帯・夜間頭部挙上，食事療法として塩分負荷食
をまず試みる。純粋自律神経不全症では，500mLの水
分負荷が有効と報告された63。効果が十分でない場合，
昇圧薬としてドロキシドパ，ミドドリン（α 1アドレナ
リン受容体作動薬），アメジニウムなどの交感神経刺激
薬，Kを補給しながらフルドロコルチゾンなどの塩分保
持性ステロイドを使用する。このうち，フルドロコルチ
ゾンの有効性が高い。早朝起床時の起立性低血圧を避け
る目的で，就寝前のデスモプレシン5µgの点鼻もすす
められる。交感神経刺激薬は，尿道のα 1A，ドパミン受
容体も刺激してしまい，残尿を来す場合があるので，残
尿測定をときどき行うとよい。

おわりに

　以上，PDの自律神経障害のなかで頻度が高く，患者
がよく困る症状であるOAB，便秘，起立性低血圧につ
いて述べた。このうち特に，イレウス，起立性低血圧
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は，緊急受診の一因としてもよく知られている。PD患
者のQOLを改善するために，適切な追加治療が重要と
思われる。
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薬剤・検査データの読み方

改訂7版 薬剤師のための 
臨床検査の知識
監修・編集 笹隈富治子（京都大学大学院医学研究科・医学部 非常勤講師）
編 集 金　美惠子（大阪薬科大学臨床実践薬学教育研究室 特任教授）
ポケット判，440ページ，2,376円（税込），じほう（2019年4月発行）

◆上硲　俊法（近畿大学病院臨床検査医学 教授）

　近年，さまざまな臨床の現場で薬剤師の活躍の場が
増えています。現在の薬剤師は，病院では「チーム医
療の一員」として，保険薬局では「かかりつけ薬剤
師」として，患者の病気の状態（病態）を理解したう
えでの服薬指導が求められています。薬剤師にとって
患者の病態を理解するための重要な臨床情報の一つが
臨床検査データです。病院では電子カルテから，保険
薬局では院外処方箋に記載の検査値などから，検査情
報を得ることができます。数多くの検査情報から患者
の病態を正しく理解するためには，以下の3つの段階
ができなければなりません。第1は問題のある検査を
見つけること，第2はその検査の意味を理解すること，
第3にその検査結果を判断すること，です。
　この度，多くの薬剤師に永年親しまれている「薬剤

師のための臨床検査の知識」の改訂7版が発行されま
した。本書の特徴は，基本的検査に加えて薬剤師が臨
床の現場にて理解しておくべき検査項目を網羅し，検
査の意義と異常値のもつ意味を簡潔に述べている点に
あります。その内容は病態把握のための段階として
は，第2から第3の段階の内容が過不足なく記載され
ております。今回の改訂では，感染症検査をはじめと
してすべての検体検査の全面的な見直しが行われてお
り，病態の理解を助ける「one point 臨床情報」や最
新の知見，ガイドラインなどは，服薬指導のみならず
医師との議論にも有用です。本書は検査情報を利用す
る薬剤師がぜひ手元に置き，気になる検査データがあ
ればその度にひも解いてほしい書籍です。
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