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第１３回 幡多ふれあい医療公開講座 

日時：平成２５年４月１４日（日）１３：３０～１６：２４ 

場所：四万十市立中央公民館大ホール 

主催：幡多けんみん病院 

プログラム： 

○うつ病からの回復 －体の病気とうつ病－ 

講師：聖ケ丘病院 院長 三浦星治 

○認知症の最近の治療について 認知症の鑑別診断と標準治療について 

講師：渡川病院 院長 吉本啓一郎 

内容： 

13:30～13:31 司会    

・「うつ病と認知症について講演を」との声が多かった。 

・遠くは高知市の方からも問い合わせがあった。 

・今日は、たくさんの方々にご参加いただき、うつ病や認知症への関心

の高さを感じる。 

 

13:31～14:30 うつ病からの回復 －体の病気とうつ病－                   

○講師：聖ケ丘病院 院長 三浦星治 

・うつ病への偏見も少なくなってきていると思う。 

・私は、胆石で県民病院に入院をした。患者という立場で、「こんな風に

考えるんだ」、「こんなふうに入院の際にはストレスを感じるんだ」と、

日常からの乖離でストレスを感じるんだ。 

 

○うつ病だった偉人 

・リンカーン：黒人差別には取り組んだが、インディアン迫害には関心を持っていなかった 

・チャーチル：文学者 

・スピルバーグ： 

・ヘミングウェイ：文学者 好きなハンティングでケガをして半身不随となりうつ病に 

・ライト兄弟：有人飛行初 偉業をなしとげたことでの名声への妬み、どちらが先に飛ばしたか

という裁判でのストレス 

・ダーウィン：もともとは地質学者 ５年間の航海で心身疲れたことが影響したかも 

・山口瞳：奥さんもパニック障害でうつ病 

・中島らも：そううつ病 美しいエッセイを書いているが 

・高島忠雄：俳優 

・こういった方々もうつ病で苦しんでいるし、病気を持っていてうつ病の方も、うつ病だけれど

病気じゃない方も、いろいろ・・・ 
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○うつ病とは 

・抑うつ気分 

・意欲・興味や喜びの喪失（低下） 

 

・この二つの症状と以下の症状が２週間続いている状態が「うつ病」 

・診察で必ず聞くこと 「寝られていますか」「食べられていますか」「ウンチは出ていますか」 

 

・食欲の変化と、それに伴う体重の変化（増えることも減ることも） 

・睡眠障害：寝付けない、途中で目が覚める 

・焦燥または制止 

・疲労亢進または気力減退 

・自信喪失、不合理な自責感または不適切な罪責感：自分を攻める、あの仕事を失敗したのは私

のせいです 

・思考力・集中力の減退や、優柔不断：テレビを見ても新聞を読んでも内容が入ってこない 優

柔不断は決して悪いことではない 

・希死念慮または自殺企図：うつ病は良くなる病気なので、死んだらおしまい 必ず心療内科へ 

 

○注意！ うつ病？ 繰うつ病？ 

・共に気分障害という同じジャンルだが、私は全く違う病気だと考えている。 → 治すのに使

う薬が異なる。 

・うつ病 ← 抗うつ剤を使う 

 繰うつ病 ← うつ病とは治療方法が違う 

・うつ病と繰うつ病の診断は難しい 

・性格の偏りと思われていたが・・・ 

 

○「こころ」と「からだ」の関係 

・「からだ」の不調が「こころ」に影響 

・病気でからだの病気の治療を始めてから、なぜか気の落ち込みが続くようになった 

・うつ病を伴いやすいからだの病気 

 脳血管障害（脳梗塞など）、糖尿病、高血圧、胃潰瘍、喘息、アトピー性皮膚炎 

 

・「こころ」の不調が「からだ」に影響 

・食欲低下、不眠、全身のだるさ、早朝に目覚める 

・「自分は、からだに何か異常があるかもしれない・・・」と内科などを受診している患者さんの

１割近くにうつ病が見られます。 

 

○体の病気と「うつ病」の関係 

・身体疾患はしばしば、うつ病の誘因になる 
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  生物学的な要因についてはよくわかっていない 

  社会的要因（病気や失敗など）が誘因となる 

・身体疾患患者の１０％以上がうつ病に 

・身体疾患にうつ病が伴うと → リハビリなど、事後処置に意欲がわかず、治療に支障が 

 

○体の病気とうつ病 

・どんな場合に？ 

  ①突然の激しいストレス → ガン告知、事故での脊椎損傷、心筋梗塞など 

  ②慢性的なストレス → 人工透析、慢性の痛み、化学療法など 

 

○心臓・呼吸の病気とうつ病 

・「命に係わる臓器の病気」という思い 

・発作の苦痛が極めて強い 

・心筋梗塞→突然の激しい痛み、救急車、絶対安静 → 死に対する恐怖・不安 → うつ病の発症

率は１６～２２％ 

・慢性呼吸不全（在宅酸素量法など） → うつ病の発症率は１４．３％とのデータも 

・慢性呼吸不全が誘因となり、子どももうつ病に 

 

○糖尿病とうつ病 

・代表的な慢性疾患（長期のセルフケア） 

・食事療法 → 欲求不満、苛立ち 

・失敗による落胆、自責 

・周囲の無理解、逆に監視 

   悪循環 

 落ち込む → コントロール不良 → さらに落ち込む 

 うつ病の人は、自分を攻めやすい 

 

・執着気質の人はうつ病になりやすい 

 まじめ、周囲への過剰な配慮・・・ 

 最近は、自己愛型のうつ病 

     メールの返信がない、メールに絵文字がないと気にするなど 

・うつ病は珍しい病気ではなく、誰でもなりうる病気 

 

○脊髄損傷・四肢切断とうつ病 

・典型的な「喪失体験」 → 乳ガン、大腸ガン、咽頭ガン 

・生活・行動が生涯にわたって「制限」 

・自尊感情が傷つけられる → 上下半身の不自由、排泄機能、性機能 
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○その他の病気とうつ病 

・慢性疼痛 → 痛みが改善すれば消失。しかし・・・ 

・慢性関節リウマチ → 期間が長いほど・・・ 

・妊娠・出産 → 病気ではないが・・・  望まれない妊娠、夫婦の葛藤など 

 

○こころとからだは相互に関連 

・身体疾患はうつ病を引き起こしやすい 

・うつ病は身体疾患からの回復を遅延させる 

  → 身体疾患だけではなくうつ病の治療も並行して行う必要がある 

 

○入院患者のストレス 

・生活上の制限 → 病室という空間、消灯時間、食事時間、食事等 

・家庭や職場からの分離 → 寂しいだけではない。役割の法規、疎外感、復帰への不安 

・受け身のつらさ → スタッフに頼らざるを得ない、弱者の立場、日常行為のケア 

 

○入院してわかったこと 

・きれいな病室とおいしい食事だが、自分の好き勝手には出来ないストレス 

・心配 病気への心配・不安 → 医師にしっかり説明してもらう 

・手術前 非常に不安 

 

○うつ病の危険因子 

 誰でもなりうるが 

・うつ病の既往 

・疾患の影響が大きい 

・身体的苦痛が大きい 

・機能障害や外観の損傷 

・偶然、他のネガティブな出来事が重なる 

・家族などの人的支援がない 

・社会的支援が欠如 

・アルコール、薬物乱用、医療者に対する不信 

 

○脳血管障害によるうつ病 

・ここまでは「精神的なストレスによるうつ病」の説明をしてきました・・・ 

脳血管障害は・・・ 

・他の身体の病気と比べてうつ病が高頻度(約５０％) 

・ストレスももちろん原因であるが・・・ 

・脳の損傷自体がうつ病の引き金に？ 
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○うつ病の発見 

・うつ病はなぜ、見逃されやすいのか 

    ↓ 

 「病気だから気分が暗くなっても当然だし、食欲がないのも体がだるいのも当たり前」 

 

・疑わしい場合は精神科医療の専門家へ 

・体の治療効果に影響するため早期発見を 

・関係のないこともあるが、見逃すよりはいいのでは。 

 

○うつ病の診断基準とガンによる症状 

 

                  がんによる症状 

１）抑うつ気分         

２）興味・喜びの低下     ３）食欲不振・体重減少 

５）精神運動抑制       ４）睡眠障害 

７）無価値観・罪業感     ６）倦怠感 

９）希死念慮間        ８）思考・集中・決断力の低下 

 

・がんやがん治療の症状と区別が難しいが、見過ごすよりは広くとる 

 

○「うつ病」と「日常的な憂うつ」との違い 

       うつ病      日常的憂うつ 

日常生活  大きく阻害される    ほとんど阻害されない 

状況変化の影響  良いことがあっても良くならない  少し良くなる 

対人接触  人に接するのを嫌がる   人に頼りたがる 

仕事や興味  やりたがらない    やっていた方が気がまぎれる 

持続   よく続く     次第に薄れる 

 

○うつ病の早期発見の基本 

・とにかく尋ねる（患者の気持ち・心の状態） 

 「病気なら落ち込むのが当たり前」、「わざわざ訪ねるのはかえって気の毒」と避ける医療者も 

 

○うつ病の治療 

精神療法と薬物療法 

・うつ病の治療の二本柱 

・身体疾患に併発したうつ病も同様 

 

○精神療法 
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・基本的な精神療法 → 支持的精神療法 

・その他の精神療法 → 認知療法、森田療法 

 

○薬物療法 

脳内神経伝達物質のバランスの乱れが、うつ病の原因の１つです。 

・ストレスなどによって、セロトニンやノルアドレナリンなどの脳内の神経伝達物質の働きが悪

くなり、それによってうつ病が起こるといわれている。 

・抗うつ剤 → ＳＳＲＩ、ＳＮＲＩ、ＮａＳＳＡ、三、四環系抗うつ剤 

・身体疾患にうつ病を合併した場合 

・副作用について → 病気の症状なのか、副作用なのか 

 

○家族の方々の理解 

 病気に対する正しい理解 → 治療への理解 

・偏見 → そんな病気になったら、おしまいだ 

・こころの風邪？ → 軽い病気。休めば自然に・・・ 

・誤解、思いこみ → 人格の欠点、遺伝、薬物中毒 

 

①うつ病はよく見られる病気で、効果的な治療法が存在する。 

②意志薄弱や怠惰のせいではない。患者は最大限の努力をしている。 

 

○自殺について 

◇自殺の危険性がある → ただちに精神科受診信を 

  うつ病の自殺率は１０～１５％というデータも 

尋ねる 

・死について考えることはありますか？ 

・自分は生きる価値がないと、感じることは？ 

・死んでしまえばいいと、考えることは？ 

・そのような計画をしたことが？ 

・思いとどまったのは何故ですか？ 

 

○自殺の予防 

・特に注意が必要な時期 → 初期、回復期 

・サインを見逃さない 

  ①ストレートな希死念慮、自責的発言、厭世(えんせい)的な発言 

  ②閉じこもる、食事をとらない、思い出のあるものの整理、大切にしていた物を周囲に贈る 

・絶望の深さと自殺の危険性 

将来に対するビジョンが見えない 「これからどうしたい？」「５年後に何をしたい？」 

・不自然な落ち着きや笑顔には注意 
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・一瞬の隙をついて行動することも 

・自殺防止の方法 「自殺しない約束」「自殺したくなったら必ず知らせる約束」 

  まじめな人が多いことから、約束をすれば、その約束を守ろうとするので 

◇家族との連携 

・家族への情報提供(自殺の多さ、サイン等) 

・希死念慮の有無について聞いてもらう 

・励ましは逆効果 「あなたが頼りなので、早く良くなって・・」等も追い詰める 

・焦らず、ゆっくり休養を → しかし回復期には負担にならない範囲で役割を 

 

○ＨＡＤＳ（Hospital Anxiety and Depression scale） 

・身体疾患を有する患者の抑うつと不安に関する精神的状況を計測する尺度 

・自己記入式質問紙法 

・不安、抑うつを示す計１４項目の合計得点から分類する。 

・慢性的な身体疾患を有する患者に対して有用性が認められた 

・身体症状の影響を受けることなく、不安や抑うつを評価 

・入院患者自身が自分の気持ちを率直に表現できるとして普及 

・入院患者に対して多く用いられており、信頼性、妥当性がある 

 

14:30～14:46 質疑  

Ｑ男性：病気とうつ病の関係についてはよくわかった。職場の同僚のことだが、今日の話の中でも、

気にかけてくれている人がいるということが大事とのことだった。「具合はどうだい」と優し

く声をかけるようにしている。治療には、家族の協力、理解が一番だと思うのだが、本人は「家

族には知らせないでくれ」と言う。どう対処したらいいものか。 

Ａ：「家族には知らせないで欲しい」とか「職場には知らせないで欲しい」とか、いろいろな状況が

ある。家族には知られたくないと考える理由が何かあるのだろうか、詳しい状況がわかります

か。 

Ｃ男性：兄弟が同じ病気のようで、自分も病気だとなると、親が心配するとのこと。 

Ａ：親に心配をかけたくないとのことだが、一人が二人になったからといって家族に何か負担がか

かるだろうか。一緒になってチームとなって治療していけばいい。主治医にそのことも話して、

相談すればどうだろうか。 

 

Ｑ司会：受診される患者さん。受診されるまでには重症化される方も多いとのことだったが、内科

や心療内科から薦められた方が多いのか。 

Ａ：そのような方が多い。 

 

Ｑ司会：内科や心療内科でしっかりと治療されてもなお悪化して先生のところに行かれる人が多い。

精神科の病院は幡多地方には少ない。受診を薦めても、ご本人、ご家族は受診されようとしな

い。 
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Ａ：「まあるいこころクリニック」からも来ます。怖くありませんので一回来ていただいて、嫌だっ

たらやめて結構ですので。島根からの先生もいますので、専門の先生の受診を考えられて。 

 

Ｑ女性：病気を抱えられている人にウツになりやすいとのこと。生活の中で心がけていたら良いこ

とは。 

Ａ：知識を持っていること。「うつ病」と「憂うつ病」は違う。相談しやすいことが大事で、保健所

や総合病院、精神科に相談し、自分のサポート、突破口を見つけて。私も保健所で「こころの

相談」を開いているので利用して。 

 

司会：時間の関係で大急ぎの講演となったが、これだけは話しておきたいということがあれば。 

 

○うつ病の自殺率は１０～１５％ 

是非質問してください 

「死について考えることはありますか？」 

「自分はいきる価値がないと、感じることは？」 

・特に注意が必要な時期 → 初期、回復期 

 改善してくると、自殺する元気が出来ているとき 

・不自然な落ち着きや笑顔には注意 

  笑顔で外泊に出ていく患者さん → 自殺へ 

・自殺防止への方法 

 

○家族との連携 

・しかし回復期には負担にならない範囲で役割を 

 犬の散歩、助かるわ 主治医にどの程度の役割が良いか相談を。 

 

14:46～15:00 休憩 

 

15:00～16:09 認知症の最近の治療について 認知症の鑑別診断と標準治療について       

○講師：渡川病院 院長 吉本啓一郎 

○はじめに 

・この公開講座には「ふれあい」の言葉が入っているので、地域の方と

話し合えるという思いがあると思いますので自己紹介。 

・幡多に来て１５年目。その間に、須崎市の「いちよう病院」に平成２

０年から３年間。その後、こっちに戻ってきました。 

・８月に４７歳、医者になって１９年目。大学病院で４年働き、５年目から渡川病院。 

 

◇幡多地域は 

・幡多地域は人と人が優しいところ。治療をしているときも、患者様、ご家族のご協力があるこ
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とを感じる。 

・市民病院、幡多県民病院、いろいろな協力をいただけている。幡多では「連携」が出来る。 

・高知市で生まれ、母が何回か結婚しているので、１番目の父が幡多地域の人で、私はその父の

子です。私は高知市と幡多地域のハーフです。 

・養老孟司さんの本 田舎で道路に石があってつまずいたら、「これは危ない、次の人がこけたら

危ない」と片づける。都会では、「こんなところに石が落ちている、管理者は誰か」と権利意識

が強い。 

 

◇高齢者 自分のことは正直に言わない 

 どんな具合ですか？ 

 ええあんばいです ← ぜんぜんあんばい良くなかったりする 

 

◇今日の講演では 

・以前は認知症で興奮することがあれば、一様に鎮静系の薬が使われ、ふらついて転びやすかっ

たり、昼間もずっと寝てしまっていた。 

・今は、認知症を４つのタイプに分類し対処する。興奮にも、脳の働きを沈静化すると良くなる

タイプ、脳の働きをよくすると良くなるタイプとか、薬が違う。 

・「標準治療」：この病気でこの症状なら、この薬からどうするという標準治療がある。認知症に

も標準治療が出来てきた。 

・「気づき」：家族や職場の人が病気に気づくことがあり、知っておいてもらうことが大事。 

 

・これまで、一般の方向けに私は話したことがない。ＴＶ番組の「家庭の医学」などを参考にし

ようと思うが、番組ではアナウンサーがいてアシストしてくれる。昨日も「チョイス」という

番組で、認知症の予防には運動をしたらいいとのこと。 

・どういうときに認知症と感じられ、受診したらいいかを話したい。 

 

・私の出したクスリがうまくゆかず、飲むのをやめたということを、次の受診時に言っていただ

けることがありがたい。 

・お配りしているエーザイの黄色いパンフ これも使って説明したい。 

 

○現在認知症治療に求められていること 

①適切な早期診断（認知症か否か・認知症のタイプはどれにあたるか） 

②初期からの適切な治療と介護との連携（認知症は長い期間の病気） 

③精神症状・行動障害（ＢＰＳＤ）のち量、身体合併症の治療 

 薬をうまく調整すれば、９割以上の方はＢＰＳＤを治せる 

 

○診断、・治療の進め方（まず大事なのは、認知症か否かの診断です） 

◇鑑別するのは、「正常老化によるもの忘れ」「うつ病」「せん妄」の三つです。 
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・正常老化によるもの忘れの特徴 

  一人で来る。もの忘れすることの自覚がある。ヒントを言うと思い出せる。 

・認知症の方 

  家族と来る、何故病院に来たかわかっていない。 

 

◇「老年期うつ病」の特徴 

・心気的で身体的愁訴が多く、悲哀の訴えは少ない。うつ病の症状と同時に、認知障害も出る。 

・老年期うつ病と認知症との違いの一つは、訴えの強さ（認知症では病識はないため、本人はあ

まり症状を訴えない）。 

 

◇「せん妄（せんもう）」 

・「せん妄」とは、認知症が短期的に急に進んだように見える症状ですが、治療によって治ります。 

・不眠、興奮、幻覚などが起きやすい状態が見られます。 

・熊本県の精神科病院認知症専門外来での初診患者さんの連続５０例における「せん妄」の割合 

  せん妄の合併：１９例／５０例 

  せん妄のうち、せん妄のみ：   ６例／１９例 

  せん妄のうち、認知症＋せん妄：１３例／１９例 

・せん妄の主な原因：昼夜逆転、薬剤誘発性、服薬遵守の障害（自宅での不正確なインシュリン

注射、降圧剤の飲み間違いなど） 

・薬剤誘発性せん妄への対処：かかりつけの先生と相談して、別の薬に変えてもらいます。例え

ば、ある利尿剤を別の作用機序の利尿剤に変える、などの対処をしてもらいます。 

 

○外科的に治療可能な認知症の鑑別 

・正常圧水頭症（歩行障害が目立ちます）や慢性硬膜下血腫（急な歩行障害及び認知症症状の発

症）がＣＴ・ＭＲＩで疑われたら、すぐに脳外科の先生に紹介してもらいます。 

・こうして、「正常老化による物忘れ」、「うつ病」、（認知症に合併していない）「せん妄」、などの

疾患が否定され、外科的に治療されない「認知症」であると診断されると、次の段階では、症

状の特徴と、心理検査や画像検査などから、以下の認知症のタイプについて鑑別診断を行いま

す。 

・４つのタイプ 

  血管性認知症 

  アルツハイマー型認知症 

  レビー小体型認知症 

  前頭側頭型認知症 

 

○血管性認知症 

・脳梗塞や脳出血などの脳血管障害の部位は、ＣＴ、ＭＲＩで確認できます。しかし、脳血管障

害のタイプや、その大きさ・数・場所により、引き起こされる症状が多様なため、血管性認知
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症の正確な診断は、四大認知症の中では、一番難しいと言われている。 

・小さな脳梗塞が脳の奥に多発性に起こると（多発ラクナ梗塞や虚血性白質病変）神経回路のつ

ながりが悪くなります。そうなると前頭葉の血流が低下してしまい、「アパシー（無関心・意欲

低下）」という症状が出現。 

・「アパシー」とは、以前はきちんと家事をこなしていた人が、いつも横になってご飯を作ろうと

しない。家族に言われると起き上がって食事を作るが、作り終わるとまたすぐに横になるとい

うような行動が見られる。 

・脳の多くの小さな血管が詰まると前頭湯の血流が悪くなり、無関心、無気力となる。 

 

・初期には「アパシー」のみ認められる人もいます。 

・認知症に気づかれることは少なく、進行予防にとって大事なこの時期に、介護のプロによるデ

イサービスなどでの積極的な働きかけが行われず、受診やケアが後回しになったりすることが

多いと言われている。 

・血管性認知症では、動脈硬化症の予防と同時に、初期症状の「アパシー」に対して積極的に介

入し、廃用症候群による寝たきり状態への移行を予防することが重要なポイントです。 

 

・血管性認知症は予防できる認知症ですから、血管障害の危険因子を治療し生活指導を行うこと

が大事です。 → 予防、治療が可能な認知症です 

・危険因子は、喫煙、大酒、高血圧、糖尿病、高コレステロール血症、不整脈、痛風 など 

 

○アルツハイマー型認知症 

・ＣＴ・ＭＲＩでは、はじめは海馬の萎縮、のちに脳の全般的な萎縮が見られます。 

・アルツハイマー型認知症の初期からはじまる中核症状が、「近似記憶の障害」です。 

・とにかく最近の事柄が思い出せないことが目立ちます。その後、２～３年で「時間の失見当識

（わからない）」が出現します（失見当識は、時 → 場所 → 人・物と進行します）。 

・「構成障害」（立方体模写や鳩の形の指模倣の失敗）もアルツハイマー型認知症に特徴的です。 

・空間認識ができなくなるので、いすに深くきちんと座れなくなる。手でキツネが出来にくくな

る、手で鳩が出来にくい、トイレに行けない、上着を着られなくなる。 

 

◇初期からみられる精神症状・行動障害 

・「取り繕い反応」：前頭葉は正常なので、比較的、社会性を保とうとする。 

Ｑ：物忘れが多いですか？ 

Ａ：そりゃあそうですよ、私ぐらいの年代の人は皆そうですよ。 

Ｑ：今日は何月何日ですか？ 

Ａ：今日はカレンダーを見てくるのを忘れた。今日は何日やったかね。 

 

◇「物盗られ妄想」（アルツハイマーの３０％位に出ます） 

・この妄想は発症から３～４年が出現のピークで、お嫁さんやヘルパーさんといった本人の周囲
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で特に熱心に見てくれている人に対しておきます。「嫁さんが財布を隠した」とか、「あのヘル

パーさんが来るようになってから、通帳が無くなるようになった」などと言う。 

・対応としては、病初期からの介護者に対する助言（このタイプと診断されたら、「あと１～２年

位すると、こういうことを言うことがありますよ」とあらかじめ話しておきまず）、デイサービ

スのフル活用、リスパダール（妄想や興奮に対しては、平均１ｍｇ／日で落ち着くことが多い。

０．２５～０．５ｍｇから開始し、副作用を見ながら増量します）の投与などを行います。 

 

・リスパダール：レビー小体型認知症の場合には、体がこわばり、転びやすくなってしまう。 

・アリセプト：神経伝達物質であるアセチルコリン

を増やす薬なので、神経細胞同士が信号を伝達し

やすくなる。神経細胞が活動することで、神経細

胞が死ににくくなり、症状が進行しにくくなる。 

・黄色の本の６ページ 「同じ感情を共有し、味方

になる」 

・妄想などは治療で治る 

 「それは困りましたね、一緒に探しましょう」「ちょっと疲れたのでお茶にしませんか」それで

落ち着く人がいる。 

 

・日本では、男性にはほとんど「物盗られ妄想」は見られませんが、結婚してもお互いに財布を

持ち合う習慣のあるイギリスでは男女に同じ割合で現れるそうです。 

・妄想はアルツハイマーの７５％に出ます。（その妄想のうち半数程度が物盗られ妄想です） 

・幻覚はほとんどでないので、幻覚が目立つ場合には、せん妄の合併やレビー小体型認知症を考

えます。 

 

○レビー小体型認知症 

・ＣＴ・ＭＲＩ二は、あまり目立った所見が見られないことが、このタイプの特徴の一つ。 

・どこの病院で藻はやれませんが、脳の血流の状態を調べられるＳＰＥＣＴで、後頭葉の血流低

下が５０％に見られます。 

・症状の進行の仕方はアルツハイマーに似ていますが、大きな違いの一つは、一日の間や数日の

間で認知機能障害が著しく変化すること（日内変動、日間変動）。 

・とてもしっかりしていて一見して認知症がないように見える時と、これが同じ人かと思うほど

調子が悪い時がある。 

・朝、デイサービスに出かけるときにはしっかりしていた人が、帰りのバスでは全く会話も出来

なくなる、などの変動が現れる。 

 

◇「幻視」 

・一番の特徴は「幻視」で、７０～８０％にみられる。 

・幻覚が高齢者にみられたら、まずはせん妄を疑います。せん妄でなければ、次にレビー小体型
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認知症を考えます（せん妄の合併していないアルツハイマーの人に、幻覚は希です）。 

・レビーの人とせん妄の人の「幻視」には違いがあります。入院中のレビーの人は昨夜の「幻視」

を看護記録に書かれているのと同じように話せます。 

・「先生は嫁や子どもは入院したら夜中には入ってこないと言いましたけど、病院にいてもやっぱ

り来るんですね」などと昨夜の幻視を覚えており、ありありと話すのが特徴。 

・幻視のほか幻聴が出現するタイプも２０％に見られる。 

 

◇「妄想」 

・「妄想」では、被害妄想、物盗られ妄想、誤認妄想など多様な妄想を呈します。人物や場所の「誤

認」が見られ、知らない人が家の中にいると言ったり、テレビの内容を目の前のことと誤認し

たりすることがあります。 

・「転倒」が多いことも特徴です。認知機能障害の重い時に起きやすいようです。 

・転倒した時のことをよく聞いてみると、幻視から離れようとして転んだりしていることが多く

見られています。 

・入院中のレビーの人の１０％に転倒が起きています（アルツハイマーでは１％）。 

 

・ケアではメリハリのきいたリハビリが大切で、しっかりしている時には十分なリハビリを行い、

認知機能障害の強い時にはとにかく見守ることで転倒に注意していきます。 

・精神症状への薬は、まずは抑肝散（甘草を含みますから低カリウム血症に注意してください）

を投与します。症状が緩和されなければセロクエルを少量投与していきます。アルツハイマー

型認知症の妄想や興奮に処方するリスパダールは、副作用（パーキンソン症状の悪化による転

倒や、意識障害など）が強く出るので使えません。 

・他の症状としては、自律神経系にも障害が起こっているため、便秘、頻尿、尿失禁、起立性低

血圧、失神など、自律神経症状の頻度が高くなっています。 

 

○前頭側頭型認知症 

・前頭葉の障害のため、「我が道を行く」行動が目立ちます。 

・「脱抑制」 欲求が抑えられないため、大変にわがままに見えます。 

・「常同行動」 同じ行動の反復。時刻標的生活。 

・「反社会的行動」 万引きと誤解される、他人の物を持ち去る行為。 

・その一方、前頭葉の障害ですから「無関心、意欲低下」も目立ちます。妄想、幻覚が見られる

ことはありません。そして、病識がないことが特徴的です。 

 

◇発症の割合は 

 アルツハイマー型認知症 ５０％ 

血管性認知症      ２０％ 

 レビー小体型認知症   １５～２０％ 

 前頭側頭型認知症    １％ 
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◇食行動異常 

・食欲が亢進し、とにかく甘辛いものが好きになり、ご飯に砂糖をかけたりします。常同行動と

も重なると「土曜日には決まってあの食堂のウナギ丼」といった調子になります。 

・「常同行動」 例えば散歩を同じ時間、同じコースで毎日行います。初期には「時刻標的生活パ

ターン」と言われるような、決まった時間に同じ行動をとる状態が見られます。 

・認知症が進行して次第に入浴を嫌がるようになり、家族が困ることがありますが、初期の時期

に決まった曜日に入浴サービスを受けるようにしておくと、入浴するという生活パターンが認

知症の進行後も残ります。 

 

・以前から前頭側頭型認知症では、特に暴力的になるという誤解がありましたが、それは常同行

動が、周囲によりさえぎられたときに怒って手を上げたりすることから言われるようになった

と考えられます。 

・現在では、抗うつ薬の一つであるＳＳＲＩ（デプロメール・ルボックス、パキシル、ジェイゾ

ロフト等）で「常同行動」や「食行動異常」に改善が見られることがわかっています。 

・「常同行動」の改善から、周囲に対して怒ることが減ったり食事が規則的になったりして、介護

がしやすくなります。 

 

・前頭側頭型認知症は、他の認知症に比べてケアが難しいと言われています。 

・精神症状が出やすく、発症率が認知症全体の１％の割には、精神科病院を受診される患者さん

が多いです。また、若年発症（ほとんどの人が６４歳未満の発症）が多いため、家族への支援

や子どもさんへの精神的ケアが必要だと言われています。 

 

○最後に 

・タイプ別に治療の方法が違う。 

・都会では、１００万人に１箇所ぐらいしかない。私たちのところは８万人ぐらいを対象で、病

院の連携もある。 

 

・早期からの治療や予防 家族が早く認知症に気づくこと、早く診察し、早く治療し、早く退院

してもらうこと。 

・病院は役に立って、地域に必要とされなければならない。治療から社会復帰まで。 

・発達障害も、症状が重なるところがある。私も発達障害で、多動症状の傾向があります。 

・病院に正しい情報を主治医に言っていただけることが必要。「相談室」を活用し、「○○なんだ

けど、どうしたらいい？」と言っていただければ、適切なところにつないでもらえる。 

 

16:09～16:23 質疑  

Ｑ女：楽しく聞かせていただき、わかりやすくありがとうございます。アリステラス５ｍｇ。１０

ｍｇのものがあるそうだが、効果のほどは？ 

Ａ：１０ｍｇを使った方がアセチルチリンを増やし、神経伝達物質が増えるので、量をあげられる
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人はあげればいい。しかし、副作用が出るようだと、１０ｍｇを８ｍｇに下げるとか。しかし、

アルツハイマー型認知症の診断が正しいかどうか、判断が違うとアリセプトは逆効果のことが

ある。 

 

Ｑ司会：予防としたら、生活習慣を改善、運動だということか？ 

Ａ：脳血管型認知症は、物忘れ、言葉が出なくなってくる、寝たきりになる、失禁が起こる と、

症状がガタガタ出るのを、発症や進行を止めることが出来る。糖尿病はアルツハイマー型認知

症に悪く、予防が必要。 

 

Ｑ司会：診断をちゃんとつけ、運動、デイサービスを活用していくことが大事。ご家族の係わり方

で注意することは？ 

Ａ：ご家族が相談できる場所がなかった。「認知症疾患医療センター」 渡川病院も手を挙げたが、

国から予算の関係で認定されなかった。鏡川病院にかかっていなくても電話相談が出来る。病

院に相談してください。 

Ｃ司会：気楽に相談いただければ、いろいろな情報を手に入れることが出来る。 

 

Ｑ女：友人の母親、施設に入所し、９０代。娘さんは、少しでも症状が進まないようにと、脳トレ

の計算問題をはるばるアメリカから送ってくる。私はその方のところに行って横に付き添い、

計算問題をしている。出来れば、一緒に良かったと喜んであげている。脳トレが有効でないと

言われても、娘さんの思いがあり、向き合うのにどうつき合えばいいか？ 

Ａ：脳トレに効果はある。アルツハイマー型に治療は無いと言ったが、脳血管型に意欲が無くなり、

寝たきりになり、筋肉が細くなり、脳も弱ってしまう。脳トレは、デイサービスに行って刺激

を受けるのと同じ効果だと思う。アルツハイマー型の方も脳血性認知症が合併していることが

あり、血流が良くなる。また、一緒に出来たら喜んであげているということは、機能低下を防

ぐことにつながる。施設に入っているということはデイサービスにも行けないでしょうから、

そのような取り組みは大事。 

 

16:23～16:24 閉会  

・「幡多ふれあい医療公開講座」の今後の予定です 

・平成２５年６月１６日（日） 宿毛市立文教センター 「近年の食中毒の傾向とその対策につ

いて」と題して幡多福祉保健所の楠瀬さん、「熱中種について」と題して幡多けんみん病院院長

の橘さん。 

・平成２５年９月 ８日（日） 宿毛市立文教センター 「生活習慣病について」と題して幡多

けんみん病院内科部長の岡村さん、「子宮頸がんについて」と題して幡多けんみん病院産婦人科

医長の濱田さん。 

・平成２５年１０月６日（日） 黒潮町 

・平成２５年１２月８日（日） 四万十市 

・平成２６年２月１６日（日） 土佐清水市 
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・是非、ご参加ください。 

・多くの方々に参加いただき、ありがとうございました。 

－ 以上 － 

 


