第 17 回 市 民 講 演 会

「 認 知 症を 生きる 認知症と生きる」
2017 年 9 月 30 日、
国立精神・神経医療研究センター
ユニバーサルホールにて第 17 回市民講演会「認知
症を生きる 認知症と生きる」が開催されました。
今回は東京都健康長寿医療センターとの共催であ
り、開会の辞を国立精神・神経医療研究センター病

『認知症と生きる』を支えるケア
国立精神・神経医療研究センター
認知症看護認定看護師 野﨑和美
「認知症の人」は普通の人

院 村田美穂院長より、閉会の辞を東京都健康長寿医

「認知症の人」は普通の人です。―これは、認知症

療センター 許俊鋭センター長よりいただきました。

当事者が書いた文章です。今日本でも世界でも認知

司会は国立精神・神経医療研究センター認知症 塚本

症はたくさんクローズアップされています。認知症

忠センター長でした。

の人は普通の人。当たり前のようで、当たり前じゃ

講演内容の要約と、ご参加の皆様から頂いた質問
と回答をご紹介します。

ない世の中がまだまだあります。認知症と診断され、
自立して生活している方もいます。しかし、一見目
に見えない障害であるからこその生きにくさもあり
ます。今回は、認知症の人の生きにくさ、認知症と
ともに生きることをどう支えられるか、一部ではあ
りますが、お伝えできればと思いますので、考える
機会にしていただけたらと思います。
わが国は急速な勢いで超高齢社会に突入しました。
2012 年では、日本の 4 人に一人が 65 歳以上の高齢
者であり、そのうちの 7 人に 1 人、470 万人が認知
症の人とされています。その人口は、今後も増え続
け、団塊の世代といわれる方たちが、75 歳を迎える
2025 年には約 700 万人。5 人に 1 人が認知症にな
ると見込まれています。
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厚生労働省が平成 22 年に報告したものでは、認知

誘因となり BPSD へとつながります。

症の人で認知機能低下により軽度介助が必要になっ

すなわち BPSD は、認知症の人が、不快を抱えて

てくるかた以上の人のうち、その半数が在宅・地域

いるという大切なメッセージということがわかると

で生活しています。認知症の症状で入院となると精

思います。もちろん行動心理症状を起こさないため

神科や認知症病棟への入院が主であると考えられま

に誘引を避けることが大事ですが、認知症の方は表

すが、入院のきっかけとなるものは、80％が行動心

出する事が難しい事がたくさんあるので、介護者が

理症状の悪化です。もちろん身体疾患の治療のため、

気づかないうちに誘因が蓄積し、BPSD につながるこ

内科などの一般病院に入院されている方も多いです。

とは少なくありません。
そんなとき、この症状を本人のメッセージと捉え

認知機能障害と行動心理症状（＝ BPSD）

られるか、認知症の方の中に何が起こっているのか
を理解しようとすることができるかが大切になると

なぜBPSDが出現するのか
認知機能
障害

考えます。その人の生きづらさ、生活のし難さを理

行動・心理症状
BPSD

解できるかどうかが、認知症その人の支えになれる
かどうかだと思います。ただ、できないことや行動

誘因
痛み・
かゆみ
便秘

脱水
薬の
副作用

身体の不調

不安

心理症状に目が行くことが多く、その行動を何とか

騒音

ストレス

プライド
の失墜

心理的要因

しよう、介護しようとするために、できるはずのこ

温度
環境の 湿度
変化
閉鎖

とを奪ってしまう場合もあります。できないところ
を支援し、できていることはそのまま継続できるよ
うに工夫することで、BPSD の軽減に繋がります。

不快な環境

その人らしさとは
認知症の症状は認知機能障害と行動心理症状（＝

認知症という疾患ばかりに着目していると、改善

BPSD：Behavioral and Psychological Symptoms of

の見込めない認知機能症状のために「なにもできな

Dementia）に区別されています。

い」「やっても無駄」「時間がかかって仕方がない」

認知機能障害は、少し前の事を忘れたり、食事を

とケアの諦めばかりが先行してしまいます。しかし、

した事自体を忘れるなどの記憶障害、時間の感覚が

認知症があっても性格、生活歴、健康状態、社会心

分からない、ここがどこだかわからないという見当

理から成る「人」の部分に着目すれば、認知機能障

識障害、服を着られない、歯ブラシが使えない、言

害による限界はあっても、長年培われてきたその人

葉が出ないなどの失行・失認、失語。計画を立てて

の持つ能力を発見し、見極め働きかけることができ

実行できない、料理が簡単なものばかりになるなど

ます。

の遂行機能障害があります。

一人では支援はできません

BPSD は、徘徊、不安、抑うつ、幻覚・妄想、異食、

そうはわかっていても、対応が難しいときはたく

多動、落ち着きのなさ、不眠などがあります。よく

さんあり、どう関わればいいのかわからないことは

介護者が大変だというのが、この BPSD になります。

たくさんあります。当院（国立精神・神経医療研究

ではなぜ BPSD が出現するのかですが、認知症に

センター病院）では月 1 回ですが、オレンジカフェ

なると必ずこの行動心理症状が起きてくるわけでは

を物忘れ外来の医師と看護師、心理士とともに開い

ありません。認知機能障害に加えて体の不調が起こ

ています。私たちから介護や認知症の知識について

る、もしくは、不安が強くなったり、ストレスやプ

ミニレクチャーもしますが、一番満足してもらって

ライドが傷つけられるような心理的要因が加わる。

いるのは、介護家族同士の介護でのつらさやうまく

また、騒音や入院による環境の変化など本人にとっ

いった方法、考え方などを自由に話して、介護への

て不快であることが蓄積したり、解決されない事が

ストレスや悩みを発散する機会になっていること、
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認知症の人がカフェでコーヒーを飲みながら社会と

しく知覚したり、道具を適切に使用したりする能力）
、

つながる機会になることなのではないかと思ってい

社会的認知（他人の気持ちに配慮したり、表情を適

ます。今、地域でも認知症カフェが多く開かれてい

切に把握したりする能力）の 6 つの神経認知領域の

ます。時には、カフェで一息つきながら認知症につ

うちの 1 つ以上が障害され、その障害によって日常

いて考える、介護について考える機会もあってもい

の社会生活や対人関係に支障を来たし、せん妄やそ

いのではないかなと思います。

の他の精神疾患（うつ病や統合失調症など）が除外
されれば認知症ということになる。

知っておきたい認知症の基礎知識
国立精神・神経医療研究センター
精神科医師 横井優磨

軽度認知障害
［診断・治療-3］

軽度認知障害
１. 記憶障害の訴えが本人または家族から認められて
いる
２. 日常生活動作は正常
３. 全般的認知機能は正常
４. 年齢や教育レベルの影響のみでは説明できない記
憶障害が存在する
５. 認知症ではない
（Petersen RC et al. Arch Neurol 2001）

認知症高齢者の現状
平成 22 年の推計によれば、認知症の有病率推定値
は 15％、
有病者数は約 439 万人と推計されている
（う
ち、介護保険利用 かつ 認知症高齢者日常生活自立度
Ⅱ以上は約 280 万人）
。 また、MCI（正常でもない
認知症でもない状態の者、[ 診断と治療 -19] 以降参

軽度認知障害 に関する19の縦断研究を検討
した結果、平均で年間約10％が認知症に進展

照）の有病率推定値は 13％、約 380 万人と推計さ

（Bruscoli M et al. Int Psychogeriatr 2004）

れている。
認知症高齢者の増加は、公表される推計値の変化

軽度認知障害とは、本人、もしくは周りの人から

に現れている通りであるが、今後、さまざまな認知

もの忘れがあると認識され、年齢に比し、記憶力が

症施策の取り組みにより、早期の発見・受診（診断）

低下している状態と定義され、認知症ではない。

が進めば、さらに増加することも予想される。

しかしながら、その一部がアルツハイマー型認知
症などへ進展するとされ、Bruscoli らによれば、平均

認知症の診断

で年間約10％が認知症に転換すると報告されている。

［診断・治療-1］

詳細な神経心理検査や画像検査を施行したうえで、

新しい認知症の診断基準（DSM-5）

軽度認知障害と診断した場合にどのように本人、家
族へ伝えるかが重要になる。地域在住の 65 歳以上の
A 1つ以上の認知領域（複雑性注意、実行機能、学習
および記憶、言語、知覚-運動、社会的認知）が以前の
機能レベルから低下している。

軽度認知障害の有病率は約 5% と考えられており決し
てまれな状態ではないことを伝える。一方もの忘れ

B 認知機能の低下が日常生活に支障を与える。

外来受診者では年間 10-15% が認知症に移行すると

C 認知機能の低下はせん妄のときのみに現れるもの
ではない。

考えられており、現時点では認知症ではないが、将
来認知症に移行するリスクの高い群であり、そのた

D 他の精神疾患（うつ病や統合失調症等）が否定
できる。

めには、通院して慎重な経過観察が必要であること
を本人、家族に明確に伝える必要がある。一方 5 年

2013 年 5 月に刊行された米国精神医学会による

経過しても半数は認知症に移行しないこと、逆に回

認知症の診断基準では、複雑性注意（注意を維持し

復する例もあることを話し、必要以上に認知症にな

たり、振り分けたりする能力）
、実行機能（計画を立

る不安をかきたてるような説明は避けたほうがよい。

て、適切に実行する能力）
、学習及び記憶、言語（言

加齢に伴うもの忘れと認知症の違い

語を理解したり表出したりする能力）、知覚 - 運動（正

-

まず、前者は半年～ 1 年では進行することはない
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原因遺伝子変異が確認されるか、記憶・学習の障害

＜診断と治療-4＞

があることが必須とされている点が特徴である。

加齢に伴うもの忘れと認知症のもの忘れ
加齢に伴うもの忘れ

アルツハイマー型認知症の超早期では診断が困難

認知症のもの忘れ

体験の⼀部分を忘れる

全体を忘れる

記憶障害のみがみられる

記憶障害に加えて
判断の障害や実⾏機能障害がある

もの忘れを⾃覚している

もの忘れの⾃覚に乏しい

であるが、もし早期に発見でき、早期治療ができれ
ば効果は大いに期待できる可能性がある。
現在、MCI の一部はアルツハイマー型認知症の前

探し物も努⼒して⾒つけようとする

探し物も誰かが盗ったということがある

駆状態と考えられているが、現在まで MCI に対する

⾒当識障害はみられない

⾒当識障害がみられる

取り繕いはみられない

しばしば取り繕いがみられる

コリンエステラーゼ阻害薬を用いた治験は 3 本行わ

⽇常⽣活に⽀障はない

⽇常⽣活に⽀障をきたす

れ て い る。Doody ら（2009） は 48 週 間 の RCT を

きわめて徐々にしか進⾏しない

進⾏性である

行っているが、認知機能検査（modified ADAS cog.）

東京都高齢者施策推進室「痴呆が疑われたときにーかかりつけ医のための痴呆の手引き」1999より引用・改変

で軽微であるが有意差が認められた。しかし、CDR-

が、後者では進行性の変化がみられる。本人は自覚

SB（Clinical Demantia Rating-Sum of the Boxes; 認知

していないが、家族に 1 年前のもの忘れの状態と現

症の重症度の評価基準）では有意差は認められなかっ

在を比べてもらえばわかりやすい。もの忘れの内容

た。この結果は過去の 2 つの結果とおおよそ一致し

に関しては、前者が体験の一部であるのに対して後

ている。また、他のコリン分解酵素阻害薬を用いた

者は体験すべてを忘れてしまうという違いがある。

結果でも有効性は確認されていない。しかし、認知

例えば、結婚式に出席した際に隣に座っていた人の

機能検査に比べて全般評価で差が示されにくいとい

名前を思い出せないのが前者であり、出席したこと

う主要評価項目を含む研究デザイン上の課題もあり、

自体を忘れてしまうのが後者である。また、前者で

最終的な結論と考えるには慎重である必要がある。

あれば見当識障害は伴わないが、後者であればしば

レビー小体型認知症
大きく変動する認知機能障害や幻視、自律神経

しば時間の失見当がみられる。後者ではもの忘れに
対する自覚は前者に比べて乏しい。

症 状 を 呈 す る 疾 患 で あ り、 検 査 で は MRI や CT と

アルツハイマー型認知症

いった形態画像、SPECT、PET などの機能画像所見、

［診断・治療-10］

MIBG 心筋シンチグラムの異常などが見られる。

DSM-5（⽶国精神医学会診断統計便覧第5版）による

治療とケアの注意点としては、認知機能が顕著に

アルツハイマー型認知症の診断基準

Ａ

変動するのでリハビリテーションやアクティビティ

major neurocognitive disorder の基準を満たす

などは意識がはっきりしているときに行う。また、

Ｂ 少なくとも2つ以上の認知機能の障害が潜⾏性に出現し、徐々に進⾏する

転倒しやすいため、十分な見守りが必要である。血

Ｃ 次のどちらかがあてはまる
1. 家族歴か遺伝⼦検査から Alzheimer’s disease の原因遺伝⼦変異
が存在する証拠がある
2. 下記の全てがあてはまる
a. 詳細な病歴や経時的な神経⼼理検査で、記憶・学習と他の認知機能
の低下の明確な証拠がある
b. 認知機能が⻑く安定していることがなく、確実に、徐々に悪化している
c. 認知機能障害の原因となりそうな他の神経変性疾患、脳⾎管疾患、
神経/精神/全⾝疾患や状態がない

圧の変動が大きく、起立性低血圧によるふらつきや
意識消失が起こりうる。薬剤過敏性があるため、抗
精神病薬等の使用により、過鎮静や錐体外路徴候等
が出現しやすく、細心の注意が必要である。幻覚が

Ｄ その障害が脳⾎管疾患、他の神経変性疾患、薬物等の影響、他の精神/
神経/全⾝疾患によるものとして説明できない。

あっても、本人が幻覚であることを自覚していて、

DSM-5 の認知症（major neurocognitive disorder）

行動や心理に影響がない場合にはあえて幻覚に対す

の診断基準においては 1 つ以上の認知領域の障害が

る治療を行わない方が良い場合がある。

条件であり、記憶・学習の障害があることは必須で

前頭側頭型認知症
前頭側頭葉変性症という大きな疾患グループの一

はなかったが、アルツハイマー型認知症（probable）
と診断されるためには 2 つ以上の認知領域の障害が

病型であるが、その初期症状は多様である。側頭葉

徐々に進行することが必要とされ、経過が重視され

の病変から始まった場合には失語を中心とする言語

ている。また、家族歴や家族性アルツハイマー病の

障害から始まることがある。また前頭葉から病変が

-
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起こった場合でも、障害部位によって脱抑制的にな

メマンチンの 2 つが広く使用されている。

ることもあれば、無欲状になることもある。またア

コリンエステラーゼ阻害薬では以下の 3 剤が用いら

ルツハイマー型認知症のような記憶障害で始まるこ

れており、それぞれの薬剤の特徴を表にまとめた。こ

ともある。脱抑制や、非社会的行動、常同行動、食

の 3 剤の治療効果には明確な差はないと言われている。

行動異常などの行動・心理症状がみられたり、言語

ドネペジルのみが全病期で投与可能であり、ガラ

症状で始まる場合には早期にコミュニケーションが

ンタミンとリバスチグミンは軽度から中等度で使用

とりにくくなるなど介護上の負担が大きい。そのた

される。リバスチグミンは貼付剤のみの発売で、拒

め早期から介護者に対する配慮と社会資源の導入を

薬や経口摂取が不能な際に使用できる。コリンエス

行う必要がある。また、行動・心理症状が強いため、

テラーゼ阻害薬は比較的副作用が少なく、また他剤

鎮静的な薬剤を使用する機会が増えるが、有効であっ

との相互作用も少ない薬剤であるが、高齢者におい

てもできる限り、減量、少量投与につとめ、必要以

ては特に以下のような注意が必要である。

上に長期投与にならないように注意が必要である。

［診断・治療-38］

血管性認知症

コリンエステラーゼ阻害薬の使⽤上の注意点

NINDS-AIREN の probable VD の診断基準では血管

１．アルツハイマー型認知症に使用

性認知症を虚血性・出血性脳血管障害、あるいは虚

２．洞不全症候群、房室伝導障害は要注意
投与前に心電図をとることが望ましい

血 ‐ 低酸素性脳障害によってもたらされる認知機能

３．気管支喘息、閉塞性肺疾患の既往

障害と定義している。認知症の存在（認知症を以前

４．消化性潰瘍の既往、非ステロイド系消炎剤使用中の場合

高レベルにあった認知機能の低下と定義）、血管病変

５．消化器症状出現時は減量・中止を検討

の存在（画像診断による）、両者の関連性からなる。

重大ではないが頻度の高い副作用
食欲不振、嘔気
嘔吐、下痢、便秘、腹痛
興奮、不穏、不眠、眠気
徘徊、振戦、頭痛
顔面紅潮、皮疹

しかしこの診断基準での臨床・病理研究では、特異
度は高いが感度が低いという報告があり、血管性認
知症にはまだ理想的な診断基準はない。
治療とケアの注意点としては、脳血管障害の再発

次にメマンチンについて述べる。メマンチンはグ

予防及び危険因子の適切な管理が重要である。また、

ルタミン酸受容体の 1 つである NMDA 受容体の拮抗

自発性が低下しやすいため、デイケア等を利用して

薬である。AD ではこの NMDA 受容体が過剰に活性

廃用症候群を防止する必要がある。

化するために機能的な長期増強現象の形成障害と器

認知症の治療

質的な神経細胞障害がおきると考えられている。コ

認知症の治療薬としては、中核症状の進行を抑制
する薬物療法として、コリンエステラーゼ阻害薬と
［診断・治療-37］

病期
⼀⽇⽤量

AChE＊阻害
＊アセチルコリンエステラーゼ

半減期
代謝

ガランタミン
AChE阻害/
ニコチン性ACh
受容体刺激作⽤

後試験が行われる。

リバスチグミン

メマンチンの特徴

＊ブチルコリンエステラーゼ

全病期

軽度〜中等度

軽度〜中等度

8-24mg 液剤あり

4.5-18mg 貼付剤

8mgで4週投与後
16mgで維持

［診断・治療-39］

AChE阻害/
BuChE＊阻害

5-10mg

3mgを1－2週投与後
初期投与法 5mgで維持
⽤法

単剤で使用する以外に併用療法が期待される。国外
では有効という結果がでており、国内でも今後販売

コリンエステラーゼ阻害薬の特徴
ドネペジル

作⽤機序

リンエステラーゼ阻害薬とは作用機序が異なるため、

メマンチン

4週ごとに4.5mgずつ
増量し18mgで維持

作⽤機序

グルタミン酸受容体の拮抗薬

病期

中等度〜⾼度

１

２

１

70－80

５－７

2－3

⼀⽇⽤量

20ｍｇ 5ｍｇから 毎週漸増

CYP

CYP

⾮CYP

⽤法

1

グレードＡ

代謝

⾮CYP

推奨度

グレードＡ

グレードＡ

推奨度

（⾏うよう強く勧められる）

その他

DLBが適応（2014）

グレードＡ

（⾏うよう強く勧められる）

（⾏うよう強く勧められる）

１ステップ漸増法が
が承認（2015）

-
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（⾏うよう強く勧められる）

メマンチンも一定の副作用が存在するものの、比

地域型：認知症の専門医療相談及び認知症医療に関

較的重篤なものは少なく、他剤との相互作用も少な

する地域連携の中核となる医療機関

い薬剤である。国内臨床試験では以下のような副作

域型の機能に加えて、身体合併症など救急・急性期

用の報告がある。

医療に対応できる医療機関

2）基幹型：地

3）連携型：かかりつけ

医と連携し、そのバックアップをになう医療機関を

［診断・治療-40］

整備し、早期の的確な診断、介護との連携を確保す

メマンチンの副作⽤

る機関があります。この三種がそれぞれ役割分担を

● 副作用： ・浮動性めまい
・便秘
・体重減少
・頭痛
・傾眠

することによってよりスムーズな認知症患者さんの

● チトクロームＰ450による代謝を受けにくい
ため薬物相互作用が少ない

じめから専門医に連れて行こうとすると受診拒否に

ケアが可能となります。まずはかかりつけ医があれ
ば相談をしていただきたいし、また、かかりつけ医
で認知症に気付いていただけることも大切です。は
なることもありますので、まずは顔なじみのかかり
つけ医の先生に相談して、必要に応じて専門医を紹

また、薬物療法に加えて、行動の変化や行動・心

介してもらうようにするとよいでしょう。

理症状（BPSD）への対処、低栄養や脱水、感染症な

専門病院に紹介した方がいいケースとしては、身

ど注意を要する身体状態や合併症の予防と治療、生

体症状を伴う場合、進行が速い場合、家族歴がある

活を支えるために介護保険サービスの導入など、包

場合、若年性の場合、特異な画像所見を認める場合

括的な支援を行うことが求められる。

などが挙げられます。

また急性増悪時や行動・心理症状（BPSD）が顕著

医療法人微風会の「三次神経内科クリニック花の

となった場合は、本人や家族の方および地域の実情

里」では、認知症患者のための取り組みとして「ほっ

を踏まえて、専門医と連携し適切な治療やケアへの

と一息カフェ」を開催しています。2016 年 4 月の

橋渡しを行う必要がある。

開始から約 1 年半経過し、併設施設の入居者も、診

普段から地域的な対応状況を把握し、地域包括支

察が無くてもカフェ目当てに来られることもあり、

援センターなどと連携してシステム作りに取り組む

ちょっとしたお菓子、数種類の飲み物、その他季節

ことも必要であろう。

に応じて点てたお抹茶を味わいながら、会話を楽し
んでいます。

認知症患者を地域で見守る
徳島大学大学院神経内科

「ほっと一息カフェ」

和泉唯信

認知症・物忘れといっ た言葉をあえて
用いず、介護や病気の話、ちょっとした
世間話等の井戸端会議的な雰囲気で
気軽にご利用いただけるよう、クリニック
待合室の一角を利用して開催している。

広島県三次市における取り組み
本日は医療法人微風会の地域での試みを紹介する
ことを通じて、高齢化地域である広島県三次市にお

診療が必要とされた場合、すぐに医師の
相談・受診が可能な診療時間帯（毎週木
曜日 14時～16時）に、精神保健福祉士・
臨床心理士・作業療法士・看護師・相談
員、可能な時には医師も含め、各専門の
スタッフが参加している。

ける認知症患者の地域での見守りについて、その現
状と課題をお話しします。
広島県三次市では従来の認知症疾患医療センター
とかかりつけ医との連携に加え、新たに三次市認知
症初期集中支援チームが発足。住み慣れた地域での

地域包括ケアの構築

生活を、包括的に支援する活動を目指しています。

介護保険事業、小規模多機能施設の運営も行って

認知症疾患を扱う医療センターの分類としては、1）

おり、2009 年開設当初は要介護 1、2 の利用者が大

-
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半でしたが、2012 年、2013 年は宿泊のニーズが高

い方に最後まで寄り添い、介護者を含む生活の質を

く、比較的要介護度が高い方の利用が多くなりまし

高め、亡くなられた後ブレインバンクに登録いただ

た。そして 2014 年頃より一人暮らしの認知症高齢

き、死後脳研究を促進することで、病因解明の下支

者の利用が増え始め、これには単身高齢者世帯の増

えを行っています。全国展開と後継者育成を現在遂

加や近隣に親族がいないことなど、世帯の変化が要

行中です。

因としてあります。

高齢者ブレインバンクプロジェクトは、お年を召

国家戦略として、
「住み慣れた地域でいつまでも」

された方が、心身ともに健やかで暮らせる未来を築

の地域包括ケアの構築を目指していますが、
「認知症

くためのプロジェクトで、東京都健康長寿医療セン

の高齢者が一人暮らし」を継続するためには、①き

ターの事業として行っています。

め細かいサービス提供

②地域住民の理解

が必要

東京都健康長寿医療センター
高齢者ブレインバンク

となります。特に、地域の利用者と住民、事業所と
住民との両面の関係性構築が必要で、行事の開催や

故今堀東大名誉教授
二代目研究所長
献脳登録者
2016.5 本登録

奉仕活動を通じて試みを実践しています。
認知症に対しての偏見は根強くあるのは事実で、
関わる介護事業所が丁寧に支援することで、地域の

ブレインバンクは疾患克服のための、
患者・医療関係者・研究者による市
民運動である。

見方を変えていくことが重要となります。そうする

東京都健康長寿
医療センター

ことで、何かあったときに地域の方から連絡をいた

病 院

診療部門

神経内科
診断病理部

高齢者バイオ
リソ－スセンター

研究所

だけるようになります。
認知症の病理解剖、今後の課題

経営企画局

組織バンク
高齢者
バイオバンク

中央診療部門

臨床研究
部門

三つの輪は、患者・
医師・研究者を表
す、高齢者ブレイン
バンクのシンボル

国立長寿医療
研究センター

高齢者
ブレインバンク
老年病理学
研究グループ

テーマ神経病理

一方、認知症・神経難病の「ブレイン・ドネーショ
ブレインバンクドナー登録システムの創設者は豊

ン」
（献脳運動）を推進していますが、その試みは地

倉康夫東京大学医学部神経内科初代教授・名誉教授、

域には十分広がっていません。
ビハーラ花の里病院での病理解剖の実績としては、

東京都健康長寿医療センター名誉院長です。自身も

2013-2015 年の死亡退院数 338 例中、剖検例は 12

亡くなる前日に、このようなメッセージを残されま

例（うち 2 例は生前同意あり）です。

した。「私の体で役立つものは全て採取・保存し、医

地方で認知症の病理解剖ができていない理由とし

学の進歩・発展に役立てろ。患者の病気を治せない

ては、啓発が進んでいない、高齢ということでそこ

なら、医学の進歩に貢献したいという、患者の希望

までしなくてもという気持ちになりやすい（家族、

をかなえるのも、臨床医の役割である｣

医師とも）
、環境が整っていないなどの要因が挙げら

高齢者ブレインバンクのデータは電子カルテに保

れます。認知症・神経難病の病態解明、治療法開発

管され、高度のセキュリティー下に運用されていま

のために病理解剖（ブレイン・バンク）の促進が必

す。また、超低温槽 22 台を有し、プリオン病バン

要です。

クバックアップを引き受けています。ブレインバン
クデータセンターにはバーチュアルスライドを設け、

認知症に寄り添う高齢者ブレインバンク
プロジェクト

日本神経病理学会教育コースを配信中です。国立精

東京都健康長寿医療センター
高齢者ブレインバンク 村山繁雄

ネットカンファランスを実施し、品質管理を行って

神・神経医療研究センターブレインバンクとインター
います。
2007 年には高齢者ブレインバンクプロジェクトは
都知事表彰を受けました。石原都知事は都政という

高齢者ブレインバンク
東京都健康長寿医療センターでは、根治療法のな

-

よりは人類への貢献と評されました。
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せん。

ネットワークの形成と後継者の育成
我々はブレインバンクネットワークを形成し、神

また、疾患は同じでも症状の個人差が大きく、臨

経病理診断の共有化とリソース構築をおこなってい

床症状は複雑であり、中枢神経系の病気の大半の最

ます。施設臨床・病理部門との連携が前提です。東

終診断は病理解剖診断に拠らざるを得ません。

京大学大学院医学系研究科神経内科外部研修先病

臨床症状のきめ細やかな記載、MRI 画像、糖代謝

院は全て含まれており、後期研修医教育に組み込ま

PET、アミロイド PET、タウ PET、髄液のデータと

れています。共同研究先も日本全国にあり、オール

病理解剖時の病理変化との対応は大変貴重です。

ジャパン臨床研究である JAMSAC（多系統萎縮症）、

認知症をひきおこす疾患の病態解明を通して、特

JALPAC（進行性核上性麻痺・皮質基底核変性症）
、

異度・感度の高い早期診断方法の確立、病初期での

AMED プレクリニカル研究にも参加しています。国

介入治療への取り組みを実現するために、ブレイン

際的にも、昨年度はオーストラリアにリソースを提

バンクは活動しています。

供し、韓国ブレインバンク構築に協力しました。今

病理解剖の必要性

年度はブラジルサンパウロ大学との共同研究を推進

ボランティアの方の存在が医学の進展には非常に

中です。

大きい役割を持っています。例として、実際にブレ

オールジャパンのブレインバンクプロジェクト

インバンク生前同意登録を頂き剖検を行った患者さ

そして今、オールジャパンのブレインバンクネッ

んについてお話します。76 歳の頃に記憶力の低下

トワーク構築が、齊藤祐子博士が国立精神・神経医

があり、高齢者ブレインバンクに生前同意登録され

療研究センターブレインバンク責任者として統括す

ました。認知症の検査として、髄液検査やアミロイ

るかたちで、2016 年度より日本医学研究開発機構に

ド PET という脳へのアミロイドの沈着を推定する画

採択されました。オープンリソース、ブレインバン

像検査を行い、アルツハイマー病と診断されました。

クドナー登録システムを持つこと、前方視縦断研究

91 歳、療養型病床群で急性肺炎で亡くなられ、ブレ

の枠組みを持つこと、リソースの品質管理を行い研

インバンクに搬送され病理解剖を行いました。解剖

究者に呈示できるという四点を必須事項としていま

によって、実際の脳へのアミロイド沈着の程度を評

す。その中で高齢者ブレインバンクは老化・認知症

価し、生前に行われた画像検査と対比し、画像検査

を担当します。

の精度を検討することが可能となりました。

死後脳研究を促進し、病因解明の下支えを行うこ
とが我々の使命であると考えています。

認知症における画像検査や髄液検査はあくまで実
際の脳の影を見ているものであり、医学が進歩した
現在でも病気の確定診断は病理診断によらざるを得
ません。病理診断の積み重ねによってはじめて臨床

認知症克服のためにブレインバンクが
出来ること

診断の発展や根本治療の糸口となります。

国立精神・神経医療研究センター
ブレインバンク 齊藤祐子

☆神経難病における死後脳の検索の必要性☆
• 中枢神経系の病気の大半の最終診断は
病理解剖診断に拠らざるを得ない
• 診断は同じでも個人差が大きい

認知症の診断は難しい
認知症を引き起こす疾患はアルツハイマー病、レ

老人斑 神経原線維性変化

ビー小体型認知症、ピック病などの頻度が高く良く
知られている疾患から、あまり知られていないけれ
ど実は頻度が高い疾患、頻度も低くほとんど知られ
ていない疾患等、多数あります。特に高齢者の場合は、
脳に複数の病気が重なっていることはまれでありま

-

（βアミロイド）

（タウ）

レビー小体

アルツハイマー病や
パーキンソン病もです！！

α‐‐シヌクレイン

 特異度・感度の高い早期診断方法の確立が必要です！
 病初期での介入治療への取り組みが切望されています！
 オーダーメード治療がのぞまれています！
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Q

gift of hope―脳バンクの生前同意登録
欧米では“自分の死後脳を脳バンクに献体するの
で医学研究に使って欲しい”という生前からの献脳
同意登録（ドナー登録）が古くから広く実施されて

&

A

ご参加の皆様から頂いた質問と回答をご紹介します。
（紙面の都合上、頂いた全ての質問にはお答えできず
申し訳ございません。
）

います。
“Gift of Hope”という、自身の死後脳研究により
病気の原因を解明し、後の世代の同じ病気で苦しむ

・認知症看護師を目指したきっかけは？モチベー

患者様に希望という贈り物をするという理念に基づ

ションを保つには？
認知症の人へのケアやかかわりひとつひとつが

いています。






病理解剖所見を各々の臨床情報とつきあわせて検討
臨床・病理所見について多数例で統計学的に解析
生化学的解析
遺伝学的解析

「臨床縦断研究」・・・前方視的検討

 外来経過観察中の診断・治療・ケアに生かす

治療につながること、看護も治療であるというこ

ブレインバンク活動の両輪

病態解明研究とは？
ブレインバンクをもちいた研究＝後方視的研究

とにやりがいを感じたこと、認知症の人とのかか
わりを通して自分自身を見つめるきっかけになっ
たことで認知症看護に魅力や興味を持ったことが
きっかけです。また、認知症のことを知れば知る
ほど、認知症を抱えて困っている事、頑張ってい
る事、生活のしにくさを知り、認知症の人、介護
者のためにできることはないかと思い、認知症看
護認定看護師を目指しました。認知症の方と関わ
ることが好きなので、認知症の人と話をする、ケ

日本では 2000 年前後から、脳の検体を保管する

アをする、認知症の人を少しでも笑顔にできたと

脳バンクが出来はじめましたが、生前同意に基づく

き仕事にやりがいを感じ、そのことが自身のモチ

本ブレインバンクは厚労省の研究費により、2006 年

ベーションにつながっています。
（野崎和美）

に発足しました。
私たちは、患者様とご遺族双方に、神経・精神疾

・軽度認知障害と認知症の違いは？

患の克服の上で、死後脳を用いた研究が重要である

DSM-5 による大まかな区別としては、認知機能

こと、脳バンクの活動を十分理解していただいた上

低下が毎日の活動について自立を阻害する（請求

で、脳バンクに “ 提供（寄託）” していただくことが

書を支払う、内服薬を管理するなどのやや複雑な

重要であると考えます。

日常生活動作に援助を必要とする）と認知症で、

現在の本ブレインバンクへの生前登録者は 10 年で

そこまでではなければ軽度認知障害ということに

257 名です。

なります。
（横井優磨）

病理解剖が行われたのは 2009 年～現時点で 30 例
で、剖検設備の無い療養型施設での死亡例がほとん

・加齢に伴う物忘れはいずれ認知症になる？

どです。施設や自宅で亡くなられた場合、生前同意

認知症と加齢に伴うもの忘れは一応別ということ

がなければ病理解剖への道筋をつけるのはなかなか

になっているので、軽度認知障害や正常範囲のもの

スムーズには行きません。生前に献脳の篤志を明示

忘れの方が必ずしも認知症になるわけではありませ

することで、その意志を実現することができました。

ん。ただし認知症、特にアルツハイマー型認知症の

生前同意システムが有効に活用されているといえま

最大のリスクは加齢ですので、高齢になると認知症

す。

になりやすいという事実はあります。
（横井優磨）

-
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しながら、利用者の状況によっては宿泊したり、

・認知症の薬の副作用についてもう少し詳しく知り

訪問サービスを提供するものです。なじみのスタッ

たい。
副作用についてはコリンエステラーゼ阻害剤（内

フが全て対応するので、認知症の方が負担になる

服薬、パッチ）とメマンチンでそれぞれ異なるの

リロケーションダメージ（環境の変化）を軽減さ

で簡単に説明すると以下のとおりです。

せることができます。なるべく住み慣れた家での

コリンエステラーゼ阻害剤内服薬（ドネペジル・

生活を継続するのをお手伝いします。
（和泉唯信）

ガランタミン）：服薬早期、増量時などに多いのは
嘔気・下痢・食欲低下などの消化器症状です。ま

・介護保険はどのようにして使うの？

た脈拍が遅くなる事があり、頻度は低いですが失

介護保険はお住いの区市町村役場へ申請して「要

神などの循環器系の副作用が出ることがあります。

介護認定」を受けることで必要な福祉サービス（入

活動性の増加と共に興奮し怒りっぽくなることも

居、通所、泊まり、訪問介護）を利用できます。

あります。

また担当のケアマネージャーがつきますので、様々

コリンエステラーゼ阻害剤パッチ（リバスチグ

な介護相談をすることもできます。
（和泉唯信）

ミン）
：消化器症状は少ない代わりにパッチ貼付部
のかぶれが出ることがあります。量が増えるとサ

・大病院で見たほうが良い人と、地域で見たほうが

イズが大きくなり、かぶれやすくなるため貼る場

良い人の違いは何？なぜ、地域、地域というのか？

所を少しずつ変えたり、保湿剤等を使用したりす

認知症はその原因疾患が非常に多いです。最も

ることもあります。失神、興奮などはやはり薬理

多いアルツハイマー型認知症については多くの病

学的にリスクは有ると思いますが、内服薬と比べ

院で診断・治療をされています。一方、身体症状

ると頻度は少ない印象です。

を伴う場合、進行が速い場合、家族歴がある場合、

メマンチン：めまい、ふらつきを訴える方がい

若年性の場合、特異な画像所見を認める場合など

らっしゃいますが、頻度は少ないです。あまり目

は診断が困難なことがあり大病院を受診すること

立つ副作用が少ないのがこの薬の良いところかも

を勧めます。これらは頻度的には少ないですがよ

しれません。
（横井優磨）

り高度な技術によって診断が可能になるものが少
なくないからです。
現在は住み慣れた場所で生活し続ける方が認知

・特養ホームと小規模多機能ホームの違いは？
特別養護老人ホーム（特養ホーム）は介護保険

症になられた人も安心して生活しやすいことから

の要介護 3 以上の方が入所される施設です。一方、

“地域”での取り組みや実践が特に強調されていま

小規模多機能ホームは通所（デイ・サービス）を

-

す。
（和泉唯信）
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平成 29 年度

NCNP ブレインバンクの活動に、いつもご協力頂
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すことができた例もあり、今後も全国で拠点・協力
病院を増やしていく予定です。
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