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認知症とは 

 脳や身体の病気によって、 記憶
力や判断力、計画力などが障害さ
れて、ふだんの社会 生活に一過
性や一時的ではなく、持続的に支
障を来した状態 





認知症の３大原因疾患 

アルツハイマー型認知症（アルツハイマー病） 

レビ-小体型認知症 

血管性認知症 

前頭側頭葉変性症 



３大原因疾患の特徴 

アルツハイマー病  さっきの出来事記憶の障害 

 段取りが悪くなる 

 取り繕い・場あわせ 

 経過が緩徐であるため年齢に
よる変化と間違われやすい 

 薬物療法によって進行
速度を遅延できる 

 

レビ-小体型認知症  幻視 
 状態の変動が大きい 
 パーキンソン症状 
 MIBGシンチ以外は画像検査は
診断には役立たない 

 抗精神病薬に対する感
受性が大きい 

 自律神経症状のため、
特に転倒しやすい 

血管性認知症  自発性の低下がもっとも特徴
的な周辺症状 

 神経徴候 

 脳血管障害の再発防止 
 廃用性変化防止のため
デイサービスなどの利用
が必要 

前頭側頭葉変性症  初期には記憶障害はなく、万
引きなどの社会的ルールの無
視などの行動上の変化 
 

 在宅介護を続けること
は困難なことが多い 



認知症者の運転実態に関する調査 
（老年精神医学会, 2008） 

老年精神医学会会員2300人＋アルツハイマー病
研究会会員2351人へ依頼 

 3ヶ月間に外来を受診したすべての認知症患者を対
象 

年齢、発症年齢、診断名、性別、同居者の有無、同
居者の免許保有の有無、居住地域、調査時点での
運転の有無、運転頻度、運転目的、家族・介護者が
不安を感じているかどうか、家族・介護者による運
転中止の試みの有無、認知症発症後の運転中の
事故の有無 



アンケート結果（１） 

回答医師数 368人 回収率 7.9% 

対象患者数 7,329人（平均年齢 79.8歳） 

診断内訳 AD 68% 次いで VaD, DLB, FTD 

運転していた割合は 838人(11%) 

その診断内訳 AD 11%, VaD 11%, DLB 5%, FTD 

10%, その他12% 



アンケート結果（２） 

運転頻度 毎日が36% 

運転目的 買い物39%, 通院24%, 趣味・気分転換
18%, 仕事14% 

介護者が運転行動に不安・異常を感じていた割合 
34% 

家族が中止を試みた割合 31% 

警察により中止が試みられた割合 2% 

運転中事故を起こした割合 16%（自損49%, 物損
44%, 人身７％） 

 





典型的なアルツハイマー病の例 

 数年前から物忘れがあり、今年になってから目立ってきた 

（進行性の記憶障害） 

 この前も、通帳をなくし、再発行してもらった 

（社会生活に支障） 

 もともと料理は得意だったが、最近はたまねぎが入っていない
ハンバーグを作ったり、味噌汁がやたらに塩辛かったりする 

（実行機能障害） 

 夜はよく寝ている 

（せん妄など意識障害はない） 

 かかりつけの先生からは内臓は丈夫といわれている 

（認知症の原因と考えられる他の疾患はなし） 



認知症の中核症状と周辺症状(BPSD) 

中核症状 

記憶障害 

実行機能障害 

判断力・抽象思考 

失語・失行・失認など 

妄想・幻覚 

攻撃的言動・行動 

抑うつ状態 

せん妄 

徘徊 

異食 

多動・興奮 

外出して迷子 

排泄の混乱 

介護に対して抵抗 

焦燥 

不眠 



地域で生活している認知症の高齢者にみら
れる周辺症状（1995年東京都調査） 

(%) 



認知症症状の修飾要因 

脳組織の障害 

身体疾患 

心・肺・  
脳血管障害 
栄養不良など 

脳の機能低下 

心理的状態 

うつ状態  
依存    
退行    
心気    
不安など 

おかれている環境やケア 

認知症の  
行動・   
臨床症状 



アルツハイマー型認知症治療薬 効能・効果、用法・用量一覧 

軽度ＡＤ・中等度ＡＤ 高度ＡＤ 

症状に応じて 
4週間以上投与後 

高度ADでは 
4週間以上投与
後 

0週 2週 

24mg* （12mg×2回/日） 

16mg* （8mg×2回/日） 

0週 2週 4週 

9.0mg/日 

13.5mg/日 
18mg/日*  

0週 4週 8週 12週 

20mg/日* 

4.5mg/日 

中等度ＡＤ・高度ＡＤ 

ドネペジル 
（軽度～高度） 

ガランタミン
 

（軽度〜中等度） 

メマンチン 
（中等度～高度） 

リバスチグミン  

（軽度～中等度） 

投与回数：１日１回 
経口 

投与回数：１日２回 
経口 

投与回数：１日１回 
貼付 

投与回数：１日１回 
貼付 

5mg/日* 
10mg/日* なお、症状により適宜減量する。 



 隆 

服用している場合 

何も治療しない場合 

服用を止めた場合 
対症療法薬の特徴 

時間の経過 

アルツハイマー病治療薬 

症
状
の
重
症
度 

軽度 

重度 

アルツハイマー病に対する治療薬の効果 

進行遅延 



74歳 女性 独居 アルツハイマー病 

地域包括職員同伴で受診 

軽度アルツハイマー病と診断 

多訴、警察や救急車を頻回に呼ぶ、隣市の長
女に頻回に電話 

一応、家で生活ができていて、足腰が達者のた
めか要支援２ 



まずどういう対応が必要？ 

アルツハイマー病に伴う不安感が前景 
薬物療法以外で不安感を軽減する手立ては？ 

服薬の管理体制の確認は？ 
診察室のなかだけでの対応では困難 

 

 

他職種の関係者と課題を共有せざるを得ない 



74歳 女性 独居 アルツハイマー病 

身体的な訴えへの対応のために訪問看護を導
入→本人の不安感の軽減→長女に頻回にあっ
た電話が激減 

服薬管理体制を作るために、区分変更申請→
要介護１ 

栄養状態改善し、デイサービスにもつながり、
独居で生活を継続 



この事例での連携のポイント 

地域包括職員の気づき 

受診したもの忘れ相談医等との課題とその優先順
位の共有→不安感による心気的訴え 

関係者間での課題の共有（本人、家族、ケアマネー
ジャー、訪問看護師、主治医） 

課題の解決のための訪問看護の導入 

薬物療法のみでは「生活を支える」ことは困難 

認知症の医療・ケアではチーム・アプローチが必須 

 



アルツハイマー型認知症の治療の考え方 

中核症状 
(認知機能障害） 

アルツハイマー型   
認知症治療薬 

 

周辺症状
(BPSD) 

身体合併症の治療 

ケア/環境調整 

薬物療法 

社会的支援 
 



認知症になっても本人が望むところで
安心して、安全に生活を続けられる 

医療と介護の共通の目標 

保健・医療・介護・福祉等の関係者間で
情報・目指すイメージを共有できるか 

関係者間のコミュニケーション 
 （CMなど介護関係者が主治医に何を聞いても、頼んでも怒られ 

ない関係） 


