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脊髄小脳変性症 
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Degeneration SCD
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脊髄小脳変性症とは

•脊髄・小脳・脳幹の神経細胞核や伝
導路が変性する変性疾患の総称 

• 起立や歩行障害、四肢の運動障害など
の運動失調が主症状
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脊髄小脳変性症とは

• 疾患によって呈する症状が異なる 

• 同じ疾患でも発症年齢によって症状が
大きく異なる
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脊髄小脳変性症の原因は

• ほとんどが遺伝です
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遺伝子による疾患分類
• 常染色体優性遺伝 

• 脊髄小脳失調症1型 (SCA1) 6p22-23, ataxin1 

• 脊髄小脳失調症2型 (SCA2) 12q23-24.1, ataxin2 

• 脊髄小脳失調症3型/マシャド・ジョセフ病 (SCA3/MJD) 

14q24.3-32.1, MJD1 

• 脊髄小脳失調症6型 (SCA6) 19p13, CACNA1A 

• 脊髄小脳失調症31型 (SCA31) 16q22.1, puratrophin-1 

• 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症 (DRPLA) 12p12-ter, atrophin

疾患名 原因遺伝子座 原因蛋白

などなど多数…
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主な常染色体優性遺伝性
SCD

型 遺伝子座 遺伝子 変異パターン 部位 蛋白 罹患率
SCA1 6p23 ATXN-1 CAGリピート コーディング・エクソン アタキシン1 まれ
SCA2 12q24 ATXN-2 CAGリピート コーディング・エクソン アタキシン2 まれ

MJD/SCA3 14q24.3-q31 ATXN-3 CAGリピート コーディング・エクソン アタキシン3 もっとも良くある

DRPLA 12p13.31 DRPLA CAGリピート コーディング・エクソン アトロフィン1 良くある
SCA4 16q22.1 ? USA、ドイツ、スカンジナビア
SCA5 11p11-q11 STTBN2 インフレーム欠失、ミスセンス コーディング・エクソン βIIIスペクトリン USA、ドイツ、フランス
SCA6 19p13.1 CACNA1A CAGリピート コーディング・エクソン α1Aカルシウムチャンネル もっとも良くある
SCA7 3p21.1-p12 ATXN-7 CAGリピート コーディング・エクソン アタキシン7 とてもまれ
SCA8 13q21 ATXN-8 CTGリピート 3’非翻訳領域 アタキシン8 とてもまれ

SCA10 22p13 ATXN-10 AATCTリピート イントロン メキシコ、USA、ブラジル
SCA11 15q14-q21.3 TTBK2 ミスセンス変異 コーディング・エクソン タウ・チュブリン・キナーゼ2 イングランド
SCA12 5q31-q33 PPP2R2B CAGリピート 5’非翻訳領域 蛋白フォスファターゼ2A ドイツ、インド
SCA13 19q13.3-q13.4 KCNC3 ミスセンス変異 コーディング・エクソン カリウムチャンネルKv3.3 フィリピン、フランス
SCA14 19q13.4 PRKCG ミスセンス変異 コーディング・エクソン 蛋白質キナーゼCγ とてもまれ

SCA15=SCA16 3p24.2-p25.3 ITPR1 欠失 エクソン イノシトール3リン酸受容体1 とてもまれ

SCA17 6q27 TBP CAGリピート コーディング・エクソン TATA結合蛋白 まれ
SCA18 7q22-q32 ? アイルランド系アメリカ

SCA19=SCA22 1p21-q21 KCND3 ミスセンス変異 コーディング・エクソン カリウムチャンネルKv4.3 オランダ、中国
SCA20 11p13-q11 ? ケルト、ポルトガル
SCA21 1p21-q23 TMEM240 ミスセンス変異 コーディング・エクソン 膜貫通蛋白240 フランス
SCA23 20p PDYN ミスセンス変異 コーディング・エクソン プロダイノルフィン オランダ

SCA25 2p21-p13 ? フランス

SCA26 19p13.3 EEF2 ミスセンス変異 コーディング・エクソン 真核細胞翻訳伸長因子21 ノルウェイ系アメリカ
SCA27 13q13.3 FGF14 ミスセンス、フレームシフト コーディング・エクソン 線維芽細胞増殖因子14 オランダ、ドイツ
SCA28 18p11.2 AFG3L2 ミスセンス コーディング・エクソン AFG3L2

SCA29 3p26 ITPR1 コーカサス
SCA30 4q34.3-q35.1 ? ケルト系オーストラリア

SCA31 16q22.1 BEAN/TK2 TGGAAリピート挿入 イントロン ? 良くある、日本

SCA34 6q14.1 ELOVL4 ミスセンス コーディング・エクソン ELOVL4 カナダ
SCA35 20p13-12.2 TGM6 ミスセンス コーディング・エクソン トランスグルタミナーゼ6 中国
SCA36 20p13 NOP56 GGCCTGリピート イントロン NOP56 (NOL5A) 日本
SCA38 6p12.1 ELOVL5 ミスセンス コーディング・エクソン ELOVL5 イタリア
SCA40 14q32.11 CCDC88C ミスセンス コーディング・エクソン コイルド・コイル・ドメイン含む88C 中国

SCA41 4q27 TRPC3 ミスセンス コーディング・エクソン TRPC3

SCA42 17q21.33 CACNA1G ミスセンス コーディング・エクソン α1G-カルシウムチャンネル フランス、日本
SCA43 3q25.2 MME ミスセンス コーディング・エクソン ネプリライシン ベルギー

水澤英洋:脊髄小脳変性症とその分類．Clin Neurosci 35 (9): 1050, 2017
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遺伝子による疾患分類
• 常染色体劣性遺伝 

• フリードライヒ運動失調症 9q13 frataxin 

• ビタミンE単独欠乏性運動失調症 8q αTTP 

• 眼球運動失行と低アルブミン血症を伴う早発性運動失
調症 (EOAH) 9q13 aprataxin 

• 眼球運動失行を伴う遅発性運動失調症 9q34 senataxian 

• シャルルヴォア・サグネ型痙性運動失調13q11 SACS

疾患名 原因遺伝子座 原因蛋白

などなど多数…
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染色体常

Courtesy: National Human Genome Research Institute 
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染色体性

Courtesy: National Human Genome Research Institute 
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染色体はDNAのかたまり

Source: National Institutes of Health, National Human Genome Research Institute, Division of Intramural Research
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優性遺伝と劣性遺伝
• 優性遺伝：一対（二本）の染色体のう
ち，一方の染色体の特定部位の変異が
起きることで発症 

• 劣性遺伝：一対の染色体の双方の同じ
特定部位の変異が起きることで発症
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優性遺伝と劣性遺伝

• 優性遺伝：両親のどちらかが発症した
場合に限り、子供は50%の確率で発症 

• 劣性遺伝： 両親共に異常遺伝子を持っ
ている未発症者の場合に限り、子供は
25%の確率で発症
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遺伝子異常

• SCA1・SCA2・MJD/SCA3・DRPLA・
SCA6が、原因遺伝子の中でCAG(シト
シン・アデニン・グアニン)繰り返し配
列が異常に伸張 

• CAG　＝　グルタミンをコード
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表現促進現象

• 親から子供へ世代を経るごとに発症年齢が早
くなる現象 

• 父親が発症者の場合の方が顕著 

• CAG繰り返し配列が精子を作る際に増える

15

MJDの発症年齢と 

CAG繰り返し配列数

繰り返し配列が多いほど発症年齢が若い

C
A

G
リ
ピ
ー
ト
数

発症年齢(歳) Takiyama Y, et al:  Human Molecular Genetics, 4, 1137-1146, 1995
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遺伝子診断は

• 絶対的 

• 疾患がわかる 

• 発症年齢がある程度は予想できる
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さらに遺伝子診断は
• 症状を詳しく理解し、先々の見通しを
立てるのに大変役立つ 

• 将来的にはさらに疾患の理解が深まる
ことで、すべての患者さんに大きく寄
与する  

•  新しい治療の開発につながる
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しかし遺伝子診断は

• 原因遺伝子が判明してもその異常を治
療できない 

• 原則として未発症者には行わない 

• 本人の意志を尊重、結果は本人に説明
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症　状

• 錐体路症状 

• 錐体外路症状 

• パーキンソン症
状 

• 不随意運動 

• 排尿障害 

• 眼球運動障害 

• 感覚障害

• 小脳性運動失調 (すべてに共通)
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A. 小脳性運動失調は…

• 歩行障害 

• 上肢の運動失調 

• 構音障害 

• 嚥下障害
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歩行障害 
（体幹と下肢の運動失調）

• バランスの障害 

• 重心が一定しない 

• 開脚小刻み歩行 

• 体幹揺動：体幹が前後に細かく揺れる

動揺ではない
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上肢の運動失調
• 測定障害：手が目標物からずれてしまう 

• 終末動揺：目標物に近づくと手が震える 

• 運動分解：運動の軌跡がジグザグになる 

→　巧緻運動障害：細かい動きが困難に
なる 

→　ボタンかけや書字が困難になる
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構音障害
• 発話が緩徐となり呂律が回らなくなる 

• 進行すると、断綴性発話 (とぎれとぎれ
のしゃべり方) になったり爆発性発話に
なったりする 

• ついには聞き取り困難な発話となる
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嚥下障害
• 構音障害と平行して進行する 

• 初期は急いで食べるとむせるようになり，進
行するとゆっくりでもむせるようになり、し
まいには誤嚥（食塊や唾液が気管内に流入す
る）するようになる → 誤嚥性肺炎をおこす 

• 見た目にむせなくても誤嚥は起こりうる！
（Silent Aspiration）
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小脳性運動失調の病態

• 「手よ動け」 

• 大脳の運動神経
細胞が興奮 

• 手を動かす筋肉
が興奮

小脳
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なぜだめなのでしょうか

• 正確に 

• ちょうど良い強さで 

• ちょうど良い距離で 

• ちょうど良い速さで

27

• 「手よ動け」 

• 「正確に」

小脳

• 小脳にプールさ
れている成功体
験を探す 

• 同じ動作のとき
は成功体験のコ
ピーを参照

小脳性運動失調の病態
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• 小脳にプールさ
れていた成功体
験が消失 

• もう一度最初か
ら…小脳

小脳性運動失調の病態
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脊髄小脳変性症の症状
•練習してきた動作で正確さを必要とす
る動作ができなくなる 

•字を書くこと 

•しゃべること 

•歩くこと
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小脳性運動失調の 

もう一つの病態
• 筋トーヌスが低下する 

• 筋トーヌスとは無意識下での筋の緊張具合 

• 特に体幹筋(inner muscle)のトーヌスが
低下 

　　　　↓ 

• 体幹が安定しなくなる
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錐体外路症状
• パーキンソン症状：無動、筋強剛 

• 不随意運動 

• ジストニア：とてもゆっくりした運動 

• アテトーゼ：捻るような運動 

• 舞踏運動（コレア）：踊るような運動 

• しかめ面、びっくりまなこ、顔面ミオキミア
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錐体路症状

• 特に下肢の突っ張り感 

• 歩行時に股関節や膝が曲がり難い 

• 痙性歩行 

• ハサミ脚
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眼球運動障害

• 眼瞼下垂 

• 複視 

• 眼球運動制限、特に上方視制限 

• 眼振、動揺視
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感覚障害

• 下肢の熱感、しびれ感、痛み
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疾患別の特徴

• SCA1：SCA3に類似（症状は軽い） 

• SCA2：緩徐眼球運動が特徴的 

• MJD/SCA3・DRPLA・SCA6・SCA31→ 

• CCA：小脳症状のみ
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MJD/SCA3
• 20歳前発症：ジストニア(肢位の異常)が目立つ 

• 20～40歳発症：眼瞼下垂、びっくり眼、眼球
運動障害、眼振、顔面ミオキミア(ピクつき)、
錐体路症状、舞踏運動やアテトーゼ(捩るよう
な動き)、筋萎縮 

• 40歳以降発症：感覚障害 (主に痛み)、排尿障
害、時に小脳性運動失調のみも
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SCA6　SCA31

• 小脳性運動失調のみ 

• 起立歩行障害により車椅子 

• 極めて緩徐に進行
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DRPLA

• 小児発症：進行性の知能低下、てんかん、
ミオクローヌス(上肢全体のピクつき) 

• 成人発症：舞踏運動やアテトーゼ、認知
症、性格変化、てんかん 

• 外眼筋麻痺、筋萎縮、感覚障害などはほ
とんどない
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本邦におけるSCDの病型内訳

遺伝性痙性対麻痺
2.5%

その他のSCD

1.5%

AR-SCD
1.8%

AD-SCD
27.0%

孤発性SCD

67.2%

14%
1%

9%

4%

31%

27%

4%
10%

SCA1 SCA2 MJD SCA6
DRPLA SCA31 その他のSCD 不明

27%

28% 5%

23%

5%

14%

9%

31%

6%
32%

17%

1%
4% 8%

8%

20%

30%

28%

3%
3%

Tsuji S, et al. Cerebelum7:189-197,2008; 
Basri R, et al. J Hum Genet 52: 848-855, 2007
Hayashi M, et al. Acta Neural Scand 116: 123-127, 2007
Obayashi M, et al. J Hum Genet 57: 202-206, 2012
Nozaki H, et al. Mov Disord 22:857-862, 2007

2008年全国調査
北海道大学 (2007) 鳥取大学 (2007)

東京医科歯科大学(2012) 新潟大学 (2007)
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経　過

• 極めて緩徐に進行する 

• ほとんどが誤嚥性肺炎により死亡 

• 罹病期間20～30年という事もあり
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脊髄小脳変性症のまとめ

• 多くは遺伝性 

• 疾患のタイプによって若干違う経過 

• 比較的長い罹病期間

42

治療 

日常生活の過ごし方

脊髄小脳変性症の

43

運動失調症に対して
• セレジスト® (タルチレリン水和物) しかない 

• 特に中枢神経に対する働きが強い経口服用の薬剤 

• 骨格筋や自律神経に重要な役割を果たすアセチル
コリンや運動に関する神経伝達物質であるドパミ
ンなどを活性化しこれらの遊離および代謝回転を
促進させる 

• 神経栄養因子の作用もあり神経細胞を活性化
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不随意運動に対して

• 抗コリン薬　アーテン®など 

• ドパミン拮抗薬　セレネース®など

45

錐体路症状に対して
• 筋弛緩薬 

• 筋力低下がないのに下肢に痙性（つっぱり）があるために
歩行が困難な場合があり、この痙性をとることで歩行困難
を緩和する方法がある 

• ただし、筋弛緩のために逆に歩行が困難になる場合もあり、
注意必要 

• ミオナール® (塩酸エペリゾン)、テルネリン® (塩酸チザニ
ジン)、リオレサール® (バクロフェン)、ダントリウム® 

(ダントロレンナトリウム)など
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遺伝子異常

• SCA1・SCA2・MJD/SCA3・DRPLA・
SCA6が、原因遺伝子の中でCAG(シト
シン・アデニン・グアニン)繰り返し配
列が異常に伸張 

• CAG　＝　グルタミンをコード
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ポリグルタミン病の発症
機序と治療ターゲット

ポリグルタミン蛋白 βシート・単量体 稀量体 凝集体

折り畳み障害

折り畳み障害と凝集

治療ターゲット 細胞毒性

神経変性

凝集抑制薬 
- ペプチド 
- 小化学物質 

蛋白安定ネットワークの活性化 

- シャペロン 
- オートファジー 
- ユビキチン・プロテアソーム系

Takeuchi T & Nagai Y: Brain Sci 7: 128, 2017より
一部改変
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蛋白質の品質管理
折り畳み障害
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シャペロンとは
変性蛋白質

シャペロン蛋白 隔離された蛋白

蛋白を再折り畳み

正しく折り畳
まれた蛋白

http://www.yellowtang.org/chemistry.phpから一部改変

元来　若い女性が社交界にデビューする際に付き添う年上の女性を意味し　蛋白質
が正常な構造・機能を獲得するのをデビューになぞらえた命名である
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オートファジーとは

http://www.asahi.com/topics/word/オートファジー.htmlから
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ポリグルタミンに対する治療
• ポリグルタミンに対する抗体により凝集
を抑制　マウスと猩々蝿で有効 

• シャペロンを誘導する薬剤がモデルマウ
スで有効 

• ラパマイシン (オートファジーを促進)で
凝集抑制　モデル蠅や培養細胞で証明
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運動失調に対する治験
• リルゾール：イタリアで治験　有効 

• ロバチレリン：本邦で治験中 

• インスリン様成長因子1：進行抑制 

• 臍帯血間葉系幹細胞移植・ステムカイ
マル・バレニクリンなど
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細胞移植治療

• 脊髄小脳変性症遺伝子導入マウス 

• 神経幹細胞・ES細胞由来神経幹細胞・
間葉系幹細胞により運動機能が改善し
発症時期を遅らせた
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遺伝子治療
• 遺伝子抑制 (遺伝子サイレンシング) 

• テトラサイクリン (抗菌薬)でポリグルタミン
の発現をオフに 

• RNA干渉やアンチセンスRNAで蛋白合成阻害 

　　　　　　　　↓ 

• モデルマウスの凝集体を抑制し症状を改善
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アンチセンスRNAとは

https://staff.aist.go.jp/n-nakashima/research_introduction2から
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誤嚥の予防には…
• 空嚥下：食前だけでなく食事中・後におこなうと口腔内の
食物残渣がきれいになる 

• 複数回嚥下 

• 息止め嚥下：嚥下する前に息を吸って止めてから嚥下し、
すぐに息を吐き出す → 声門下圧が上昇して誤嚥しにくくな
る 

• 食事中の咳払い 

• 食事中は気が散らないような環境に留意、できればテレビ
を消して
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誤嚥の予防には…
• アイスマッサージ：氷で先を冷やしたスプーン
や割り箸の先に水を浸したガーゼを巻いて冷凍
庫で凍らせたものなどを口の中に入れて、舌根
部や前口蓋弓を刺激し、「ゴクン」をしてもら
う → 咽頭刺激により嚥下反射を促進 

• ロ腔ケア：ロ腔から気管内への病原菌の侵入を
防ぐのと同時に唾液分泌能を改善し、誤嚥性肺
炎のリスクを減少させる
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嚥下障害の対策
• 経管栄養の利用 

• 主に経鼻胃管による方法と胃瘻による方法がある 

• むせが目立つ，食事摂取量の低下やそれに伴う体重減少，発熱や
痰の増加などみられるようになったら経管栄養の利用を検討する 

• 確実に必要十分量の栄養摂取可能となるため，無理をして経口摂
取をする必要がない → 誤嚥性肺炎のリスクを抑えると同時に，栄
養摂取が十分確保でき，褥瘡予防にも寄与する 

• 経管栄養と平行して経口摂取を併用することも可能，「味あう」
ことの楽しみを残す（ただし肺炎を繰り返す場合には経口摂取は
避ける）
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誤嚥性肺炎とは

• 細菌が唾液や胃液と共に肺に流れ込んで生じる 

• 高齢者に多く発症し再発を繰り返す特徴がある 

• 再発を繰り返すと耐性菌が発生して抗生物質治
療に抵抗性を持つため、優れた抗生物質が開発
された現在でも、多くの高齢者が死亡する原因
になっている

60



経鼻胃管と胃瘻
経鼻胃管 胃瘻

長所
・侵襲がほとんどない 

・入院中はベッドサイドです
ぐ挿入できる

・見た目に目立たない 

・患者の違和感が少ない 

・在宅でも扱いやすい 

・誤嚥性肺炎のリスクが低い

短所

・見た目に目立つ 

・副鼻腔炎を起こしやすい 

・在宅では扱いが困難 

・患者の違和感が多い 

・誤嚥性肺炎のリスクが高い

・胃瘻造設時の侵襲があり合
併症のリスクもあり 

・合併症：腹膜炎、肺炎、出
血 (胃内、腹腔内、皮膚)
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小脳性運動失調に対して

• 脊髄小脳変性症では小脳の機能障害の
ため運動が苦手に 

　　　　↓ 

• 小脳以外を使えばいい
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小脳以外とは？
• 視覚 

• 体性感覚 

• 表在覚 (温度覚、痛覚) 

• 深部覚 (関節位置覚、運動覚、触覚) 

• 平衡感覚 (重力覚、頭の回転覚)

とにかく五感をフル稼働

×
○

63

触覚入力

• サポーターやベルト 

• 手を使う時は、片手だけよりもう片方
の手を添えると楽 

• 手を軽く添えるだけで歩き易くなる
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小脳性運動失調の 

もう一つの病態
• 筋トーヌスが低下する 

• 筋トーヌスとは無意識下での筋の緊張度 

• 特に体幹筋(inner muscle)の筋トーヌス
が低下 

　　　　↓ 

• 体幹が安定しなくなる
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体幹筋とは？

多裂筋
腹横筋仙骨

恥骨結合

http://www.dancerslifesupport.com/core4/から
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体幹筋を鍛える

https://selfbox.jp/news/138から
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歩行障害への対策
• 室内ではスリッパのような脱げやすいものは避ける 

• 歩行が困難になっても杖、歩行器、手押し車などを利用し
て積極的に歩くことで筋力が維持され、自力移動が可能な期
間が延びる 

• 通常の歩行器は軽すぎるのでおもりを付加すると安定して
歩きやすい 

• 車椅子を使用するようになっても、介護者が見守れるときは
歩行や立位保持訓練をおこない、筋力維持に努めることが
大事
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上肢小脳性運動失調に 

対して
• 症状が軽いうちは腕や肘を固定すること
で動作がしやすい 

• 揺れが大きくなったときは、下肢と同様
に弾力帯（サポーター）を巻いたりおも
りの効果のあるバンドを手首に装着する
と動作がしやすくなることがある
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四肢や体幹の「震え」
• 力を入れる際に「動き」が定まらない
事により「震え」る　ブレる　 

• 小脳に入力する運動覚の障害 

　　　　　　↓ 

• 触覚入力により軽減する
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構音障害に対して
• 一音一音をはっきりと大きな声で発音
する 

• 会話が不自由な場合には文字盤、パソ
コンやトーキングエイドを利用する 

• 話しかける側は「はい」「いいえ」で
答えられるように質問を工夫する
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嚥下障害に対して
• 食事の形態を工夫する（おかずをきざむ、と
ろみをつける） 

• ゼリー状の形態の食事の利用（ただし吸い込
まずに必ずスプーンを利用する） 

• ゆっくり食べる、一口一口の量をおさえる 

• 確実に飲み込んでから次の一口へ、決してつ
めこまない
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