
が言えるかどうかの語義失語をみている。
「文章に従って行動する」は失行の有無を、ま
た、「文章を読み・復唱する」は論理記憶と失読を
みて、「文章を書く」は失書を確認する。「図形を写
す」は、ある時刻の時計の針の位置や、重なった
五角形を描いてもらい、空間認識と模写機能を知
ることができる。
中等度のアルツハイマーで、最も正答率が落ち
やすいのが「100引く 7 」の計算と「先程の 3 語
を言ってください」の遅延再生だ。私はこの計算
と遅延再生をよく使っている。
また、MMSEは世界のスタンダードな検査だ
が、国内でよく使われる長谷川式のほうが優れて
いる点がある。それは、語流暢、自発性をみる
「野菜の名前を10個言ってもらう」だ。
「桜、猫、電車」と言ってもらう「復唱」がで
きないと、長谷川式で12.5点。老健施設に入所す
る認知症の方の平均点数がこれくらいと言われて
いる。

治療しないとMMSEは
1年間に3 点下がる

認知症で大切なのは早期発見だ。遅延再生機能
が落ちることや、同じ話を繰り返すことが軽度の
特徴で、聞き返す頻度が徐々に高くなること、興
味や関心の低下、物のしまい忘れなどもその兆候
だ。前日の夕食を思い出せないことでも診断でき
る。朝食は思い出せても前日の夕食が思い出せな
いと、ごく軽度の認知機能障害があると言える。
なお、MMSEでは23点が認知症かどうかの基
準だが、アルツハイマーは治療しないと1 年間に
3 点下がる。例えば、20点の方は3 年間で11点に
なる。10点は尿失禁が始まる平均値なので、尿失
禁が始まる可能性がある。早期に発見してアリセ
プトを投与すると、最初の2 年間は1 点程度しか
下がらない。こうしたことから早期発見・早期治
療の重要性は理解してもらえるだろう。リハビリ

みるとよい。まずは脱水症だ。これは割合に短期
間で起こるが、慢性の低ナトリウム血症が隠れて
いると長期間続く。高カルシウム血症も、慢性的
に値が高いとせん妄が起こることがある。
肝性脳症は、肝硬変が原因の場合もある。ただ
し、肝硬変を見落とすことは少ないだろう。見落
としやすいのは低血糖だ。明け方に起こり、朝の
採血時には正常血糖に戻っていると見逃しやすい。
特に糖尿病の方は、明け方に血糖値を測ると同時
にヘモグロビンA1cが改善しすぎる場合には疑う
とよい。最も見逃しやすいのは甲状腺機能低下症
で、せん妄が現れることは多くないが、治る認知
症様症状のなかでは代表的なものだ。
ビタミン欠乏症もまれではない。特に食事の偏
りや食欲不振のある方は、一度疑ってみるとよい。
また、アルコール常習者にビタミン剤を与えたら、
24点だったMMSEが30点に改善し、海馬や脳全
体の血流量も正常になった例もある。こうしたこ
とも知っておきたい。

中等度のアルツハイマー評価には
計算と遅延再生が有効

認知症の評価にはHDS-R（以下、「長谷川式」）
やMMSEを用いるが、これらは非常によくでき
ていて質問項目には各々きちんと意味があり、簡
単に行える。
例えば、「今日は何月何日ですか」と聞くのは時
間見当識を調べている。「ここはどこですか」とい
うのは場所の見当識、「今から言う3 語を繰り返し
てください」は即時記憶と言語理解を測る。「100
引く 7 はいくつですか」は即時記憶と計算能力を
試している。「先程言った3 語を繰り返してくださ
い」というのは遅延再生で、脈絡のない言葉を覚
えてもらうエピソード記憶を問う。「物品の名前
を言ってもらう」では、例えば、はさみを指して
名前を聞くが、日常使うものだから、エピソード
記憶より記憶に残るはずの手がかり記憶と、名前

認知症からの除外診断の
一番手はせん妄

どのような認知症様症状にも、除外診断といっ
て認知症から除くべきものがある。その一番はせ
ん妄だ。せん妄は軽度の意識障害で興奮を伴い、
日常みられる原因に肺炎や電解質異常、代謝異常
がある。また、手術後や、引っ越しなどで環境が
変わったときにも起こる。一方、アルツハイマー
型認知症（以下、「アルツハイマー」）による夜間
せん妄、うつの混乱によるせん妄もあるので注意
が必要だ。
慢性的な代謝疾患が原因のせん妄もあるし、比
較的急激に起こるものもある。例えば、夜間せん
妄は夜間や暗くなると悪化する所見がみられる。
初発症状では幻覚や妄想・興奮などが起こり、通
常は数週間で治まるが、長引くこともある。また、
気分が動揺性で知的能力が一時的に低下し、後に
もとに戻ることもある。
一方で、レビー小体型認知症というタイプの認
知症でも同様の症状が現れることがあるので気を
つけたい。
認知症様症状のある方は、以下の症状を疑って
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記憶や判断力に関係する
中核症状と、反応性のBPSD

認知症の診断基準からお話しする。最近の認知
症の診断基準では、記憶や判断力に関係するもの
を中核症状と呼んでいる。中核症状は早期には短
期記憶が落ち、病状が進むと時間・場所などがわ
からなくなる見当識障害や、失認・失行・失語と
いった長期記憶の障害が起こる。これに対し、不
安・抑うつ・興奮・徘徊・妄想などの周辺症状
（BPSD：行動・心理症状）は反応性だ。
ここが非常に重要で、BPSDは反応性であるた
めに、医師の知識やケアスタッフの対応で、よく
も悪くもなる。
大事なことは、認知症と診断するためには、社
会生活・対人関係の障害が存在しなくてはならな
いことだ。たとえ認知機能検査で記憶力や判断力
の低下を示す結果が出て認知症が疑われても、普
通に日常生活が送れているのであれば、それだけ
をもって認知症と診断してはいけない。次第に症
状が進行してくればそう判断してよいが、診断は
慎重に行いたい。
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認知症の診断について［東日本会場］

鳥羽研二 独立行政法人国立長寿医療研究センター病院長



α、β、γという 3 つの酵素で切られるが、βと
γの酵素で切られた場合に、アミロイドβ（以下、
「Aβ」）が生じる。このAβ単体をモノマー、2 ～
4 つの集まりをオリゴマー、8 つ以上の固まりを
ポリマーと呼ぶ。ポリマーが溶けずに沈着して老
人斑となり、脳の神経細胞の壊死・脱落に関係す
るとされていた。
最近では、オリゴマーの毒性が神経細胞死にか
かわっていることが主題となっている。従って、
以前はポリマーを溶かすネプリライシンという酵
素や、老人班を消し去るワクチン療法などが脚光
を浴びていたが見直されている。

前頭葉をいかに
活性化するかが大事

高次脳機能と鑑別診断について説明すると、高
次脳機能の主なものには、前頭葉、頭頂葉、後頭
葉、側頭葉、視床、脳梁などがある。なかでも前
頭葉は、感情や運動など全般的な情報処理を行う。
前頭葉をいかに活性化するかが大事で、アリセプ
トは前頭葉の血流を増やす。認知症短期集中リハ
ビリでもここに働きかけることが重要だ。
解剖的にみると、脳には「パペッツ回路（記憶
の回路）」がある。これは、記憶を保持する海馬
から視床の前核を通り、帯状回後部を通って海馬
に戻る。後部帯状回はアルツハイマーになると血
流代謝が落ちることが有名で、診断にもよく使わ
れる。
また、「コリン作動性ニューロン」というアセチ
ルコリンが情報を伝達するルートが 2 つあるが、
そのうち 1 つはパペッツ回路に近いルートを通る。
従って、アリセプトを投与してアセチルコリンが
壊れないようにすれば記憶が改善し、前頭葉血流
が増える。
典型的なアルツハイマーは、頭頂葉、側頭葉、
海馬複合体にはっきりとした萎縮がある。また、
脳血流シンチグラフィー（以下、「脳血流シンチ」）

テーションにしても、1 年間現状を維持すること
は相当重要である。こうした生活機能の低下は、
BPSDと同様に介護保険を利用しても家族の負担
になり、老健施設でもケアの負担が増える。

著しく進歩するリン酸化タウに
関係する病気の研究

認知症の鑑別診断についてだが、脳血管性認知
症は、脳出血、脳梗塞などが原因である。アルツ
ハイマーは、最近やや揺らいでいるが、「βアミロ
イド仮説」が有力だ。
パーキンソン病とそこから起こる認知症は、α
シヌクレインという物質が黒質線条体から溜まり
始め、やがて辺縁系や大脳皮質に沈着する。一方、
αシヌクレインが先に辺縁系や大脳皮質に溜まっ
て認知症が先行するレビー小体型認知症では、パ
ーキンソン病が後から現れる。パーキンソン病と
レビー小体型認知症は、今では「αシヌクレイノ
パシー」と呼ばれている。原因が同じ病気だが、
症状がどこから始まるかによって異なるというわ
けだ。パーキンソン病は難病指定だが、その 3 倍
の患者がいると言われるレビー小体型認知症は難
病指定されていないことが問題になっている。
次に、リン酸化タウ（以下、「タウ」）に関係す
る病気だが、それらにはピック病や、かつてパー
キンソン病の一種とされ研究によって区分が変わ
った進行性核上性麻痺などがある。また、片側の
脳が萎縮してエイリアンハンドといわれる神経症
状を起こす大脳皮質基底核変性症は、現在ではピ
ック2 型と分類されている。さらに、85歳以上に
起こる進行がゆっくりしたタイプのアルツハイマ
ーも、今ではタウの病気とされている。
前頭葉系のタウに関係する病気は分類や原因が
著しく進歩しているため、来年には分類が異なっ
ているかもしれない。
アルツハイマーは「βアミロイド仮説」が原因
とされていた。アミロイドの前駆体たんぱく質が

老健 2010.9 ● 2524●老健 2010.9

もの忘れ外来の10人に
1 人はうつ患者

前頭側頭型認知症はピック病に代表され、比較
的若い人でも起こる。おどけたような態度、多食、
診察室に入っては出ていくなど同じことを何度も
繰り返す、意欲が低下して無表情になる、医師が
言ったことをオウム返しする──などの症状があ
る。
進行すると亢進傾向になり、早期の尿失禁も出
る。側頭葉先端部の血流低下が特徴だが、右きき
で左側の言語中枢脳がやせている方では、「コッ
プ」とは言えないがコップで水を飲める、「はさみ」
と言えないが上手に使えるといった症状が現れる。
こうした例は3,000例中15例程度でそれほど多く
ないが、言葉がおかしいということがあればこの
病気を疑ってみるとよい。
意外と症例数の多いものに、レビー小体型認知
症がある。αシヌクレインが皮質から溜まれば記
憶障害となり、辺縁系から溜まれば覚せい障害が
現れる病気だ。夢見が悪い、意識の変容などの症
状がある。例えば、現実にはいないのに「子ども
が部屋に入ってきて遊んでいる」とか、「お坊さん
が来ている」などの幻視が現れる。幻だと指摘し
ても認めず、いかにも目の前にいるような反応を
する。そうかと思うとしっかりして正常のように
見えるときもある。
これを意識の変容というが、長谷川式の検査を
して、28点取った次の検査では18点だったという
方がいたらレビー小体型認知症を疑うとよい。ま
た、よく転ぶことも参考診断になる。
レビー小体型認知症はアルツハイマーと非常に
よく似ている。血流の低下が後頭部から起こるの
で専門医でもなかなか見分けにくいが、脳血流シ
ンチでは、アルツハイマーでは落ちない一次視覚
野の血流が落ちていることでわかる。脳スペクト
での鑑別は非常にわかりやすい。初期にはアルツ

で相対的に血流の悪い場所を調べると、帯状回後
部、海馬、側頭葉あるいは視床を通り、いわゆる
側頭葉、頭頂葉系の記憶の回路に沿った部分の血
流が落ちている。こうしたパターンを覚えておく
とよい。
次に脳血管障害だが、3 つのパターンがある。1
つ目の心原性脳塞栓は心房細動が原因で、中大脳
動脈でよく発生し、大きな脳梗塞が起こる。この
場合、必ず認知機能障害が生じる。
2 つ目のアテローム血栓性梗塞は、頸動脈硬化
からくさび型に起こる。3 つ目のラクナ梗塞は、
穿通枝の細い動脈に梗塞が生じる。以前はラクナ
梗塞が多かったが、食生活の変化で心原性とアテ
ローム血栓性が増えている。しかし、神経症状が
非常に乏しいラクナ梗塞の多発は、最も見落とし
やすいので注意が必要だ。
まとめると、アルツハイマーは海馬の変性、そ
して側頭頭頂葉系のパペッツ回路に沿った血流の
低下がある。脳血管性認知症では、どこに脳梗塞
があっても前頭葉血流の低下がある。そのため、
脳血管障害では意欲の低下や、表情がなくなるこ
とがある。
従って、アルツハイマーと脳血管性を見分ける
には、にこにこしているのに優しい言葉をかける
と泣いてしまうとか、病識が残っていることが挙
げられる。
画像診断では、前頭葉血流の低下が生じる。性
別では、以前は「脳血管性認知症は男性に多い」
と言われていたが、今は女性のほうが1.5倍多く、
「男性にも多い」と言える。アルツハイマーは女
性のほうが 2 ～ 3 倍多い。
似たような病変に正常圧水頭症がある。脳室が
拡大し、歩行障害・尿失禁・認知機能の低下がみ
られるが、帯状回ではなく脳室周囲に帯状の血流
が低下することが、画像診断上の特徴になる。



画像診断がなくても7 ～8 割は
BPSDから鑑別が可能

最後に、BPSDについて述べる。同じ話を何度
も繰り返す、ものをなくす、無関心といった早期
発見しやすい症状以外に、貯め込む、場違いな発
言をする、尿失禁、閉じこもり──などが早期に
現れる。手のかかる陽性症状では、夜中に起き出
す、言葉が荒くなるなどが早期に多い。
BPSDから鑑別する方法としては、アルツハイ
マーは記憶が低下する病気なので、同じ話を繰り
返したりものをなくしたりする。脳血管性認知症
では感情鈍磨となるので、うつの症状を見逃さな
いよう注意を要する。レビー小体型認知症では幻
覚が特徴的だが、夢見が悪いことや薬の過敏性に
も注意する必要がある。前頭側頭型認知症は、初
期症状の意欲の低下に気をつけていただきたい。
あるいは、常同行動があれば鑑別しやすい。
中期になると、アルツハイマーでは物盗られ妄
想や、他人だと思って鏡に話しかける「ミラー現
象」が生じる。脳血管性認知症でも幻覚や尿失
禁・誤嚥が出れば広範囲に脳血管が障害されてい
る可能性がある。レビー小体型認知症では、「フ
ァントム・ボーダー」といって、「見知らぬ人が
いる」、「あなたは娘だけれど娘ではない」といっ
たような「カプグラ症候群」が現れる。前頭側頭
型認知症では亢進傾向が現れれば非常にわかりや
すい。
まとめると、挨拶一つとっても、アルツハイマ
ーは愛想がよく、脳血管性は律儀、前頭側頭型は
ぶっきらぼう、レビー小体型認知症はおっくうと
いう特徴があるので、画像診断がなくても 7 割～
8 割は見当がつく。ただ、ときどき紛らわしいも
のがあるので、そうしたときに画像診断を参考に
したり、他の専門医へ相談したりするとよい。

ハイマーと誤診され、アリセプトが非常に効くの
が特徴だ。また、副腎系・自律神経系に異常があ
り、立ちくらみがする。MIBG心筋シンチグラフ
ィーでは、パーキンソン病と同様に心臓縦隔比が
2 以下であることで完全に見分けられる。
注意すべきことは、レビー小体型認知症への
MIBG心筋シンチグラフィーは保険適用ではない
ことだ。認知症学会の専門医はこの検査を勧める
が、保険適用されていないものを必ず行うよう求
めることは問題だ。ただ、この方法が非常によい
診断基準になることに間違いはない。
さらに、認知症様症状にはうつとの鑑別が必要
な例も多い。もの忘れ外来には10人に 1 人程度う
つの方が来て、「もの忘れが非常に強い」と言う。
ただ、認知症の方はつじつまが合わないことを言
う、自分を責める、睡眠障害がある、夜間や夕刻
に悪化する、動揺性がある──などの症状もある。
うつは前頭葉の血流が落ち、脳血流シンチなど
の画像診断では前頭側頭葉型や脳血管性との見分
けがつきにくい。脳に萎縮がないことや、厳密に
画像を比較すれば仮性認知症と診断できるが、
Geriatric Depression Scale（GDS）といううつ
のスコアをとるのがよい。若い人のうつ病と違っ
て、高齢者は心理検査をしないとわからない方が
非常に多い。GDSでは、一般の人の1 ～3 割にう
つ傾向があると診断される。
マスターズに参加した水泳選手で、MMSEが
23点、GDSが10点という、うつ状態に近い方が
いた。ご主人が亡くなった後に記憶力が低下した
が、「好きなカラオケでもしてみてください」と言
ったら 1 年後には改善した。治る認知症状でうつ
の方は、薬を出さなくても心理検査するだけで治
ることもある。
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ホルモンバランスや、最近では脳の白質病変の
うち脳梗塞ではなく、血流障害を起こすタイプ
との関係が疑われている。例えば、血圧が高い
ビンスワンガータイプのような病気が認知機能
の低下や虚弱・老年症候群に絡んでいるとみて、
白質病変を重要視する考え方がある。また、糖
尿病のような生活習慣病との関係を検討する必
要もあるのだ。
そして、現在、われわれにとって最大の研究
テーマである「サルコペニア（筋萎縮）」とい
う言葉を覚えておいていただきたい。虚弱・老
年症候群が80歳から始まるとすると、70歳程度
からサルコペニアが起こるらしい。臨床でこの
研究が始まるところだ。
加齢とともに、遺伝子やホルモン、運動習慣
などの働きでサルコペニアが起こり、認知症や
神経疾患の発生に影響を及ぼすと考えられてい
る。つまり、認知症や神経疾患を発生させる原
因が、筋肉の絶対量の低下と深く関係している
かもしれないというのだ。
解明が進めば、認知症の予防や治療に繋がる
かもしれない。こうした話題が、現在研究者の
間では注目されているので、ぜひ関心を持って
見ていただきたい。

認知症の診断について［西日本会場］

遠藤英俊 独立行政法人国立長寿医療研究センター内科総合診療部長

最大の研究テーマはサルコペニア

老年科の医師を30年間務めてきて、老年科に
とって一番大事なのはCGA（高齢者総合的機
能評価）であると言ってきた。CGAは疾患の
評価だけでなく、ADLや栄養の状態、認知症
やうつの有無、家庭環境や生活状況、QOLの
状態といった高齢者の生活機能障害を包括的に
アセスメントし、総合的に知り、評価すること
だ。
また、高齢になると現れる認知症、転倒・骨
折、尿失禁など、高齢者に多い症候群を老年症
候群と呼んでいるが、こうした状態になる前に
虚弱になる。この虚弱高齢者は、いわゆる介護
予防対象者の特定高齢者だが、われわれ研究者
は、少しやせてきた、ふらふらしてきたなど虚
弱状態が現れたときにそれをきちんと捉え、リ
ハビリや予防・治療を開始できないかと考えて
いる。老年科医として、重要な予防の対象者は
虚弱高齢者なのだ。
虚弱状態や老年症候群が出てくる原因は遺伝
子である。「クロト遺伝子」という老化を抑制す
る長寿遺伝子の存在を、東大の研究者が動物実
験により証明した。この遺伝子の作用機序は、


