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2022.11.26土曜 東邦大学佐倉病院ニューロ
公開講座(34回) 認知症と共に歩む～予防と治療ケア
Fiat Lux(第13回)

東邦大学佐倉病院脳神経内科
澤井摂・榊原隆次

高齢患者さんとは?
認知症の神経内科治療

http://ohana.kaziri.net/sakura1/sakuratext/a13.htm


DST(認知歩行せん妄サポートチーム
neurogeriatric team)の多職種チーム

まだものわすれ外来
を受診していないが、
認知症/せん妄がみ
られる入院患者さん
（病棟リンクナースに
よる気づき）に対して、
チーム員で訪問・回診
をしています、よろしく
お願い致します!!

①困りごとの相談と

②年配患者さんに笑顔
をいただく相談
(抑制解除を含めて・)



どのような発症・気づきがあるか?

生活で
★高額な買物、振り込め詐欺などで気づかれる
★銀行/市役所窓口の問題行動等で気づかれる
★宅配の方に「ごみ屋敷」(自宅の片付けが出来な
い、収集癖伴うこともある)等で気づかれる
★高齢者の虐待・独居老人の孤独死(まだ受診をし
ておられない)

子供さん/お孫さん役になる
厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
2014初期集中支援チームによる訪問

運転で
★車を頻回にこすることで気づかれる
★高速道路の逆走・コンビニ/歩道に突っ
込む等で気づかれる(まだ受診をしておら
れない)

2017認知症に関する医師
の診断書作成命令書

委託施設への高齢者の保護入所



ご家庭・病院で

どのような発症・気づきがあるか?

神経内科のホー
ムページより

物忘れがでるの?



歩行と運動の症状・フレイル
・小刻み転倒

誤嚥やせ
・痛みしびれ
・廃用性(座位から立てない

・サルコペニア)

Elderly
triangle

Manneken Pis in Brussels

認知と心の症状
・易怒がんこ/ぼーとする
・もの忘れ
・妄想幻覚

by Disney’s seven dwarfs

睡眠と自律神経の症状
・大人の寝言・過眠・昼夜逆転
・過活動膀胱
・便秘/イレウス
・立ちくらみ

by Akira Toriyama

•高齢者の3角形

神経内科
整形外科
全科
リハビリ

神経内科
精神科
DST

神経内科
精神科
各科

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:2005_manneke_pis05.jpg


Toho Sakura Neurology認知の物差しミニ・メンタルテスト
MMSE1（5点）

今年は何年ですか
いまの季節は何ですか
今日は何曜日ですか
今日は何月何日ですか

2（5点）

ここはなに県ですか
ここはなに市ですか
ここはなに病院ですか ここは何階ですか
ここはなに地方ですか（例：関東地方）

3（3点）
物品名3個（相互に無関係） 検者は物の名前を1秒間に1個ずつ言う、その後、被検者に繰り返させる．正答1個につき1点を与え
る．3個すべて言うまで繰り返す（6回まで）．何回繰り返したかを記せ 回

4（5点） 100から順に7を引く（5回まで）、あるいは「フジノヤマ」を逆唱させる

5（3点） 3で提示した物品名を再度復唱させる

6（2点） （時計を見せながら）これは何ですか （鉛筆を見せながら）これは何ですか

7（1点） 次の文章を繰り返す．「みんなで、力を合わせて綱を引きます」

8（3点） （3段階の命令） 「右手にこの紙を持ってください」 「それを半分に折りたたんでください」 「机の上に置いてください」

9（1点） （次の文章を読んで、その指示に従ってください） 「眼を閉じなさい」

10（1点） （なにか文章を書いてください）

11（1点）

（次の図形を書いてください）

(10分程度で施行可能)

24-30点: 正常 (感度0.83  特異度0.93)
20-23点: ‘軽度’
10-20点: ‘中等度’(ある程度の監督)
0-10点: ‘高度’ (絶えず監督が必要)

・短期記憶
・日付場所の認知/見当識
・計算
・言語と動作
・図形描画など

前頭葉機能検査 frontal 
assessment battery FAB 
を併せて行います。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
MMSEは1975年にFolsteinらによって作成された簡便な認知機能検査で、認知症のスクリーニングテストとして国際的に最も広く用いられている。



認知症と加齢

６５歳から
徐々に増える

加齢と共に増え、
80歳台で3人中1人
にみられる

2013  欧州のデータ(女性)EuroDem,EuroCoDe

(80歳まで男女差なし
80歳以降女性にやや多い)

脳の病気



病院では、
初めにどんなことを調べますか？

検査

パーキンソン症候群・認知症などの原因を調べるために、
簡単な検査を行うこともあります。

Toho Sakura Neurology

〈脳DATスキャン ・心筋シン
チ〉
脳MRIに異常がでないパー

キンソン病/レヴィー小体型
認知症がないかを調べます。

〈脳MRI画像(エムアールアイ)〉
年齢的なかくれ脳梗塞、アルツハイマー病、正常圧

水頭症、多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、など
がないかを調べます。



Toho Sakura Neurology

かくれ脳梗塞: 
MRI scan (particularly in 
the frontal lobe)

アルツハイマー病:
hippocampal atrophy,
MRI scan

レヴィー小体病:
striatal dopaminergic loss,
DAT scan

80歳台一般人口での頻度: 
80%                         30%                            8%            

高齢者の脳疾患
1

2

3

正常圧水頭症NPH～かくれ
脳梗塞とそっくりの症状を呈
する 8%

アルコール認知症

2-5%

前頭側頭型認知症

0.5-1%



神経内科外来で使っている
生活指導の紙です(暮らしと
健康に掲載)

 認知症と歩行障害: 介護保険

 認知症： 自立支援医療制度

 認知症: 成年後見制度

 歩行障害: 身体障害者手帳「肢
体不自由」

 尿失禁/過活動膀胱: おむつ補助

 レヴィー小体型認知症/パーキン
ソン病: 特定疾患など

生活機能の維持に向けて



Toho Sakura 
Neurology

高血圧管理で
予防できるか?

2010 Nagai et al.

高齢者の
3角形

歩行
フレイル

尿失禁
OAB

認知症



認知症に対するアルコールの影響

アメリカでのスウェーデン出身双子12,326名の43年間の追跡調査によると、若年・壮年期
のお酒の量が相応(12g)をこえると、後年、認知症のリスクが増加することが示された。た
だし、「Jカーブ」についての有意差はなく、メカニズムも明らかにされておりません。

飲酒量 なし, 中程度(5–12 g/日), 多い(12–24 g/日), とても多い(>24 g/日)

Handing EP.  J Gerontology 2015



薬剤性脳症(せんもう)に注意

B

効能・効果：アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

効能・効果：軽度及び中等度のアルツハイマー型
認知症における認知症症状の進行抑制

効能・効果：中等度及び高度アルツハイマー型
認知症における認知症症状の進行抑制

軽度 中等度 高度

C

効能・効果：軽度及び中等度のアルツハイマー型
認知症における認知症症状の進行抑制

軽度〜中等度：５mg＊ 高度：１０mg

軽度〜中等度：８mg＊×２回
症状に応じて１２mg＊×２回

中等度〜高度：２０mgD

A

認知症治療薬

重症度により使い分ける

コリン系のお薬が3
つあります

グルタミン酸系の
お薬には安定作用
があります

幻覚妄想いらいら(BPSD)の治療は少量から

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらは、アリセプト、ガランタミン、メマンチン、リバスチグミンの効能・効果をお示ししております。アリセプトは、どのようなステージの患者様においてもご処方可能な薬剤でございます。



【主訴】同じ事を言う、置き忘れ（家族指摘、患者本人は
困らない）もの盗られ妄想はなし
【現病歴】糖尿病、高血圧、末梢動脈疾患、糖尿病性神
経障害。
【受診経緯】当院糖尿病代謝センター受診中の方で、認
知症も進行しているのではないかとの家族の指摘で、当
科紹介受診。
【所見】心理検査: MMSE15/30, FAB9/18と中程度の認
知症がみられた。歩行・自律神経障害は目立たない。→
家族より処方の希望あり、患者さんも了解され、コリン系
薬剤を開始した。

年配女性の患者さん・高校卒/主婦
夫、息子との３人暮らし

家庭と
認知症



Toho Sakura Neurology抗認知症薬の効果
70点満点で3-4点の
おだやかな改善

半年間

副作用: 吐き気が出ることがある
その場合は胃薬を併用すると良い

薬剤群

薬剤群



［Lopez OL, et al.：J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009；80（6）：600-607］
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経過観察期間

メマンチン＋コリンエステラーゼ阻害薬併用群 （n＝140）
コリン系薬単独群 （n＝387）
非薬物治療群 （n＝416）

非
入
所
率

1983年以降2004年末においてピッツバーグ大学のアルツハイマー病研究プログラム又はアルツハイマー病研究センターの少なくと
も1年以上評価可能なアルツハイマー型認知症患者943例

施設入所までの期間

（年）
0

0.2

0.6

0.8

1.0

0.4

本検討では、未治療の方の2人に
1人が5年で施設に入所している

お薬により、その期間を8.5年
に延長できた

抗認知症薬の効果

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート




amyloid PET tau PET
(13C PBB3)(13C PiB, thioflavinT, 

basic yellow1)

NC

AD

アルツハイマー病の新しい治療

One in three of 
octogenarian

dementia

2019.10

タウ蛋白 アミロイドベータ蛋白
(少重合体)

aducanumab
Sevigny J, 2016 Nature

lecanumab
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