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認知症とは

後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した
知能が低下した状態。

＊先天的に脳の器質的障害があり、運動の障害や知能発達面の障害などが
現れる状態は、知的障害。

＊先天的に認知の障害がある場合は認知障害。

＜中核症状＞

記憶障害と認知機能障害（失語・失認・失行・実行機能障害）から成る。

神経細胞の脱落によって発生。 患者全員に出現。 進行とともに徐々に増悪。

＜周辺症状 ＝ BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)＞
幻覚・妄想、徘徊、異常な食行動（異食症）、睡眠障害、抑うつ、不安・焦燥
暴言・暴力（噛み付く）、性的羞恥心の低下など。
神経細胞の脱落に伴った残存細胞の異常反応。 一定の割合の患者に見られる。



MCI （miｌｄ cognitive impairment）

・1年に15%、4年で半数がADに進行→ADの前駆状態

・健忘型と非健忘型（視空間認知、注意機能、遂行機
能、言語機能の低下など）

・２～３割は進行せずむしろ回復（AD以外の可能性）

認知機能の低下に対する訴えがきかれ、認知機能
は年齢相応より低下するが認知症には到らず、
基本的な日常生活には支障がない状態。



検査
– 神経心理学的検査

• 質問式の知機能障害を測定する尺度
• 観察式による認知機能障害を評価する尺度
• 介護者からの情報による認知症スクリーニング尺度
• 日常生活動作能力（ADL）、道具的日常生活動作能力（IADL）を評価する尺度
• 認知症の周辺症状（BPSD）を評価する尺度
• 抑うつ状態を評価する尺度
• 多元的認知症評価尺度
• 認知症の生活の質（QOL）を評価する尺度
• 介護者の介護負担を評価する尺度

– 生化学検査
• CSF Aβ
• CSF タウ
• 血漿 Aβ

– 生理検査
• 脳波

– 画像検査
• 頭部CT
• 頭部MRI
• SPECT
• PET



認知症 有病率

• 日本の高齢者（65歳以上）での有病率は3.0〜
8.8%（調査によってばらつきが大きい）。
2026年には10%に上昇するとの推計もある。

• 年間発症率は65歳以上で1〜2%。
年間発症率は75歳を超えると急に高まる。
65〜69歳では1%以下、80〜84歳では 8%。



なぜ認知症が重要か？

大塚俊男. 老年精神医学雑誌 1992

年齢と認知症の有病率

 発症を５年遅らせることで有病率を半分にすることが可能

 高齢者のADL維持と医療費削減に貢献

超高齢社会の到来と高齢者における認知症の増加



認知症の病型
• 血管性認知症：Vascular dementia (VaD)

– 多発梗塞性認知症広範虚血型（Binswanger型白質脳症を含む）

– 多発脳梗塞型

– 限局性脳梗塞型

– 遺伝性血管性認知症：CADASILなど

• 変性性認知症

– アルツハイマー型認知症

– (びまん性)レビー小体病

– 前頭側頭型認知症：前頭側頭葉変性症、意味性認知症、進行性非流暢性失語、

特発性進行性失語、進行性核上性麻痺

– ハンチントン病

• 感染

– クロイツフェルト・ヤコブ病

– HIV関連認知症

• 治療可能なもの（いわゆる`treatable dementia'）
– 慢性硬膜下血腫

– 正常圧水頭症

– 甲状腺機能低下症



認知症発症例の病型別診断

Matsui Y, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009
久山町研究



血管性認知症

アルツハイマー病

アルツハイマー病と血管性認知症は
認知症の両極に位置する

Vinswanathan A et al. Neurology 2009



皮質下血管性認知症モデル

（Stroke 2004, 2006, 2007)

マウス両側総頸動脈狭窄（BCAS： Bilateral Common Carotid 
Artery Stenosis ）により慢性脳低灌流状態を再現

30日後に選択的な白質障害と作業記憶障害が出現

 ヒト皮質下血管性認知症は長期にわたり進行
 短期BCASモデルは病態の一部再現するも長期経過は不明



BCAS 8ヵ月後の海馬萎縮



BCAS 8ヵ月後の核濃縮像
HE staining



Single‐stranded DNA staining

BCAS 8ヵ月後の海馬ニューロン
のアポトーシス像



8方向放射状迷路試験 ―作業記憶検査―
(8-arm radial maze test)



○ Sham
(n=15)

● BCAS
(n=14)

Barnes迷路試験 ―参照記憶検査―
(Barnes maze test)



血管性認知症

アルツハイマー病

アルツハイマー病と血管性認知症は
認知症の両極に位置する

Vinswanathan A et al. Neurology 2009



現在、世界で発売されている抗認知症薬

コリンエステラーゼ阻害薬 NMDA受容体阻害剤

メマンチン



周辺症状（BPSD)の治療

BPSDの悪化要因

１、薬剤（37.3％）

２、身体合併症（23％）
３、家族・介護環境（10.7％）

薬剤や身体合併症など医療にかかわる部分が6割を占める

平成19年度厚生労働省老人保健推進事業費補助事業：認知症の「周辺症状」（BPSD)
に対する医療と介護の実態調査とBPSDに対するチームアプローチ研修事業の指針策
定調査報告．財団法人ぼけ予防協会



BPSD悪化の原因となる薬剤

• 抗パーキンソン薬

• 抗精神病薬：BPSDを抑える薬で悪化させることがある

• 睡眠薬：ベンゾジアゼピン系の睡眠薬

• 抗不安薬：ベンゾジアゼピン系の抗不安薬

• 感冒薬：市販薬でも起こることがある
• 消化性潰瘍治療薬：H2受容体拮抗薬で可逆性の錯

乱状態、意識障害、痙攣などがおこることがある



BPSDに関連する疾患・症状

• 身体機能の低下や免疫能の低下に伴う身体疾患でBPSDは

出現しやすくなる

• 下痢や便秘でもBPSDを悪化させる

• 加齢に伴う視力や聴力の低下でもBPSD悪化の原因となる

• 痛みやかゆみなどの不快な症状があっても、言葉に出して言

えない場合などは、BPSD悪化の原因となる

• BPSDを有する認知症高齢者と関係する疾患や症状に留意をし

て診察を行い、基礎疾患を含めた全身的な治療が必要



周辺症状（BPSD)の非薬物治療

・行動に焦点をあてた療法
・個別対応
・環境調整

・感情に焦点をあてた療法
・回想法
・バリデーション療法（確認療法）

・刺激に焦点をあてた療法
・音楽療法
・芸術療法
・玩具療法
・園芸療法など



周辺症状（BPSD)の薬物治療

・抗精神病薬（非定型的神経遮断薬）
リスペリドン、オランザピン、クエチアピン、ビスペリドンなど
・抗精神病薬（定型的神経遮断薬）
ハロペリドール，スルピリドなど
・ジスキネジア治療薬: チアプリド, タンドスピロン
・ベンゾジアゼピン系抗不安薬，ブロチゾラム
・抗不安薬（睡眠薬）: セルトラリン，トラゾドン
・抗うつ薬：フルボキサミン，パロキセチン
・気分安定薬：デパケン、カルバマゼピン
・コリンエステラーゼ阻害薬：ドネペジル

・漢方薬：抑肝散 抑肝散加陳皮半夏



何をもって薬が効いたとみなすのか？
認知症の治療は何をめざすべきなのか？

MMSEや長谷川式

NPIやBehave-AD (BPSDの指標）

ADL

MRIでの脳萎縮度

SPECTによる脳血流

介護負担感

施設入所の遅延？

死亡率の低減？

などの改善？



陽性感情(７項目）
例：楽しそうである。食事を楽しむ。安心して生活できている。

陰性感情・陰性行動（６項目）

例：怒りっぽい、ものを乱暴に扱う、介護に抵抗する。

コミュニケーション能力（５項目）

例：名前を呼ばれると返事をする。人の話を落ち着いて聞く。

落ち着きのなさ（５項目）

例：慣れた場所でも落ち着きがない。外へ出て行きたがる。

他者への愛着（４項目）

例：周りの人との接触を求める。自分から人に話しかける。

自発性・活動性（４項目）

例：自発的に何かをしようとする。テレビや音楽を楽しむ。

QOL questionaire for dementia : QOL-D

Terada et al. Int J Geniatr Psychiatry 2002



１）患者自身が評価できなくなる

２）コミュニケーション能力が低下する

３）患者自身の主観的な視点と、介護者など周囲の客観
的な視点に差が出る

４）病態の失認や否定がある

５）認知機能障害だけでなく、行動・心理症状の評価も
必要である。

６）認知症の各段階により能力に大きな差違がある

認知症患者のQOL測定が難しい理由

大井定義：井上直規ほか編 臨床のためのQOL評価ハンドブックより



認知症幸福度
Dementia happy check （ＤＨＣ）

・認知症患者の幸福度を５項目６段階（０～１０点）で評価。

・従来のＱＯＬに相関する評価法。幸福度は認知症の程度には相関せず。認知症
が進行して植物状態になるまで、評価可能。

・本人と介護者の幸福度がほぼ一致。鬱状態の程度とは負の相関

１．表情の変化 （０～１０）
２．会話の様子（０～１０）
３．立ち居振る舞い（０～１０）
４．身だしなみへの関心（０～１０）
５．活動への参加態度（０～１０）

（例）１．表情の変化

０点：話しかけたりして刺激しても，ほとんど表情をかえない．２点：他者から見て，快，不快
が，何とかわかる．４点：誘導の仕方によっては，喜怒哀楽が何とかわかる．６点：喜怒哀
楽など単純な表情であれば，誘導しなくてもハッキリとわかる．８点：複雑な気持ちまで，何
とか伝わる． １０点：表情豊かで，素直に自然な表情を表す．微妙なところまで，表情を使
い分ける

森本美奈子：老年精神医学雑誌 13(9), 2002‐09



介護負担感 Caregiver burden

家族が介護することにより介護が悩みと感じる感情的
あるいは身体的、社会的かつ経済的な状態の程度

Zarit 介護負担感尺度 （Zarit Caregiver Burden Interview: ZBI）

以下のような質問２２項目に０点から４点までの５段階で回答（０点～８８点）

介護のために自分の時間が十分にとれないと思いますか？

患者さんの行動に対し、困ってしまうと思うことがありますか？

介護のために体調を崩したと思ったことがありますか？

今の暮らしを考えれば、介護にかける金銭的な余裕はないと思うことがありますか？



認知症患者と家族介護者を支えるための枠組み

認知機能障害
（中核症状）

生活史、個性 身体的な健康度

日常生活動作
（ADL)

行動・心理学的症候
（周辺症状）

患者要因

介護負担感・肯定感、抑うつ、身体症状

介護者要因

副介護者
居住環境
介護保険サービス
地域資源

介護破綻

介護者の仕事
介護者の体力、性格

介護者と患者のそれまで
の関係

患者のQOL

介護者のQOL

ケアの質

武地一氏 リバスチグミン研究会レクチャーより


