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認知症～疾患編～ 

認知症は脳の神経細胞が異常をきたして脳の機能が著しく低下してしまう疾患です。 

認知症患者は人口の高齢化を背景に増加し続けており、現在462万人にものぼると言われて

います。 

認知症患者の増加は介護者の負担の重さや苦痛、医療費や介護

費用の増加などからも大きな社会問題となっています。 

このコンテンツでは認知症の病態や診断について 

【認知症の概要】 

【認知症の種類と特徴】 

【認知症の症状と経過】 

【認知症の診断と検査】 

の順に見て参ります。 

 

 

認知症の概要 

認知症の概要について見てまいります。 

 

認知症とは 

【物事を記憶する・考えて判断する・人とコミュニケーションを取る など】 

日常生活を過ごすために欠かせない脳の働きを認知機能と言います。 

認知症とは、一度発達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続的に低下し、日常生活

や社会生活に支障をきたすようになった状態です。 

また、記憶力などの認知機能の障害だけでなく 

●幻覚・妄想・抑うつなどの精神症状 

●徘徊・興奮などの異常行動の出現 

も稀ではありません。 

本人に病識がないことが多く、介護者の負担の大きさは計り知れないものがあります。 

人口の高齢化に伴い認知症の患者数も急増しており、高齢者における国民医療費の総額も増

加しています。 



その他、老々介護や独居老人患者への対応など一般の病気では考えられない様々な問題を起

こし、その解決は家族内だけでなく国や地域社会にとっても大きな課題となっています。  

認知症対策の基本は早期発見・早期治療です。 

効果的な患者支援を行うためにも、症状が軽いうちにできるだけ早く医療機関を受診して治

療を開始し、できるだけ回復させ、できるだけ進展させないことが重要です。 

厚生労働省の研究によると、日本の65歳以上の高齢者における認知症の有病率は2012年時

点で15%と推定され、総患者数は約462万人に及ぶと報告されました。 

合わせて軽度認知障害(MCI)患者が約400万人いることもわかりました。 

 

MICとは 

MCI は病的な物忘れが目立つものの日常生活には支障が無い状態で、認知症の予備軍と呼

ばれています。 

MCI患者のうち、年間10～30%が認知症に進展すると言われています。 

一方で、厚生労働省によると5年後に正常なレベルまで回復したMCI患者は38.5％という

報告もあります。 

また65歳以上の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の患者数は、先ほどの2012年のデ

ータを元に予想される将来推計によると2025年で約700万人になると言われています。 

この著しい増加の背景には高齢者人口の急増があります。 

 



認知症の種類と特徴 

認知症の種類とその特徴などについて見てまいります。 

 

認知症の主な原因疾患 

認知症または認知症様症状を呈する原因疾患には次の図の様な種類があります。 

このうち 

アルツハイマー型認知症・レビー小体型認知症・脳血管性認知症 など 

は現段階では治すことはできませんが、 

甲状腺機能低下症・肝臓病・腎臓病 など 

によるものは原因疾患を適切に治療することで認知機能を回復させることも可能です。 

 

頻度 

認知症の種類と頻度としては 

アルツハイマー型 67.6% 

脳血管性     19.5% 

レビー小体型   4.3% 

と続き、この3疾患で認知症全体の9割を占めています。 



以前は脳血管性が最も多いとされていましたが、最近ではアルツハイマー型が脳血管性を上

回っています。 

 

アルツハイマー型認知症  

アルツハイマー型認知症は、脳の神経細胞が変性脱落してその数が急激に

減少し、脳が萎縮して認知症が起こります。 

発症後10年ほど経つと1400g前後ある成人の脳が800～900gぐらいまで

萎縮すると言われています。 

 

原因 

アルツハイマー型認知症患者の脳では、アミロイドβという異常なタン

パク質が神経細胞外に沈着・凝集して老人斑と呼ばれるシミができてい

ます。 

またタウタンパク質がリン酸化され、神経細胞内に繊維状に凝集・蓄積

して神経原線維変化が起こっています。 

この2つの変化は認知症の進行とともに増大するため、脳の神経細胞が変性・死滅するの

はこの2つの変化が原因ではないかと考えられています。 

その他、加齢・頭部外傷・アルツハイマー型認知症の家族歴・アルミニウムの摂取・母親

の高齢出産・ダウン症候群・アポリポタンパクEなどが発症と関連する因子として報告さ

れています。 



また、高血圧・糖尿病・脂質異常症といったインスリン抵抗性と関連する因子がアルツハ

イマー型認知症の発症および進展に関与していると疑われています。 

 

症状 

アルツハイマー型認知症は女性に多く発症する傾向があります。 

アルツハイマー型認知症は一般にいつ発症したかははっきりせず、ゆっくりと進行しま

す。 

認知機能障害のうち最も中核的な症状は近時記憶障害で、中でも日々のエピソード記憶障

害が特徴的です。 

約束や物の置き場所を忘れたり、同じことを初めて話すかのように繰り返し話したりしま

す。 

それに進行に伴い見当識障害などが加わってきます。 

また物盗られ妄想が比較的初期からみられる他、病識の欠如や場合わせ・取り繕い反応、

うつ症状や意欲の低下(アパシー)などの精神症状などが認められます。 

場合わせや取り繕い反応とは、「今日は何月何日ですか？」といった質問に対し「年を取

ると日にちは気にしなくなるから」といったように記憶が抜けてしまったところや外から

の情報をうまく処理できないことに対してとっさに機転を利かせてうまくその場を取り繕

うことです。 

 

脳血管性認知症 

脳血管性認知症は、脳の血管が詰まる脳梗塞や脳の血管が破れる脳出血

などの脳血管障害によって障害を受けた部分の脳の働きが悪くなり引き

起こされる認知症です。 

しかし、脳血管障害のすべてで認知症が発症するわけではありません。 

脳血管障害が記憶や学習・思考・判断などの認知機能に重要な役割を果

たしている脳の領域や神経経路に及んだ場合に発症します。 

 

病型 

脳血管性認知症の原因の多くは脳梗塞で、主な病型としては 

●主幹動脈閉塞による広範囲梗塞型 

●認知機能と関連のある領域に起こっている限局性梗塞型 

●ラクナ梗塞と言われる小梗塞が多発している多発脳梗塞型 

があります。 

脳血管性認知症には明らかな脳梗塞巣を持たず進行性に認知機能が低下するビンスワンガ

ー病などがあります。 



ビンスワンガー病では、大脳皮質部で著名な細動脈硬化症が広く起きていると考えられて

います。 

 

原因 

脳血管性認知症の危険因子は動脈硬化の危険因子と同じであり、次の図にあるものなどが

挙げられます。 

高ホモシステイン血症は、先天的にホモシステイン分解酵素を欠損しているために起こる

代謝異常症です。 

 

症状 

脳血管性認知症は突然発症して自覚症状を伴うことが多いため、発症時期は比較的明確で

認知機能は脳卒中発作を繰り返すたびに階段状に増悪します。 

脳の損傷部位や程度によって認知機能障害の不均一性が認められ、これをまだら認知症と

呼んでいます。 

症状に動揺性が見られるのも特徴です。 

また物忘れなどの記憶障害よりも、『歯磨きの仕方がわからない・服を前後反対に着る』

などといった日常の実行遂行機能障害が高度のことが少なくありません。 

その他 

●不安によりイライラしたり怒りっぽくなったりする感情障害 

●片麻痺や歩行障害などの身体障害 

が認められたりするのも脳血管性認知症の特徴です。 

 



レビー小体型認知症  

レビー小体とは、パーキンソン病の脳の中脳黒質に溜まった異常なたんぱく質のことを言い

ます。 

レビー小体型認知症は、このレビー小体が認知機能を

司る大脳皮質に広範囲に多数みられることから名付け

られた認知症です。 

近年レビー小体型認知症とパーキンソン病は、ともに

レビー小体が脳に現れ症状も似通っていることから1つ

のつながった病気として考えられるようになり、一纏

めにしてレビー小体病 (LBD) と呼ばれています。 

 

レビー小体病(LBD) 

臨床的に認知症が先行して出現した場合にはレビー小

体型認知症、パーキンソン症状が先行して出現した場

合にはパーキンソン病という病名が付けられます。 

レビー小体型認知症とパーキンソン病の経過中に起こ

る認知症の間には差異は認められないとされています。 

 

症状 

レビー小体型認知症の危険因子はほとんど知られていません。 

男性の方が女性の約2倍多く発症し、年齢は60～70歳に多いです。 

レビー小体型認知症は、認知症が目立つ前から特有の幻覚やそれに基づく妄想や異常行動

が出現することが多くあります。 

自分の目の前に人や小動物がいるなどを訴え、ときに怖がったり被害妄想や嫉妬妄想に陥

ったりすることもあります。 

日や時間帯によって認知機能が変動することも少なくありません。 

初期にはうつ症状などの精神症状が目立つことがあります。 

また認知症の症状に遅れてパーキンソン症状が現れたり、パーキンソン症状が先行してパ

ーキンソン病と診断されたりすることもあります。 

睡眠中に大声で叫んだりする・寝言や布団の上で暴れたりする・レム睡眠行動障害 

も多く見られます。 

その他、自律神経症状として起立性低血圧が見られることもあります。  

 

 



認知症の症状と経過 

認知症の中核症状・周辺症状・アルツハイマー型認知症の自然経過 

について見てまいります。 

 

認知症の症状 

認知症の症状には次の図の様な中核症状と周辺症状があります。 

 

中核症状 

中核症状は脳の神経細胞が壊れることによってその細胞が担っていた機能が失われて生じ

るもので、認知症では誰にでも共通して現れる症状です。 

中核症状には 

●自分が経験した出来事を忘れてしまったり新たなことが覚えられなかったりするなどの

記憶障害 

●時間・場所・人などが曖昧になったり、道順がわからなくなったりする見当識障害 

●筋道を立てて考えることができなくなる理解判断力の障害 

●予想外のことが出てくると混乱してしまう問題解決能力の障害 

●計画を立てそれを実行することができなくなる実行機能障害  



などがあります。 

他にも、 

●ボタンを掛け違えて洋服を着てしまう、手足の障害がないのに箸や道具が使えない、図

形がうまく書けないなどの失行 

●声は出るのに物の名前が言えない、音は聞こえるのに言葉の意味が理解できないなどの

失語 

●日常使っているはずの物の使い方が分からなくなる色が区別できないなどの失認 

も中核症状です。 

 

周辺症状 

一方周辺症状は、中核症状によって生活上の困難にうまく適応できないことが基盤として

あり、それに 

本人の性格・素質・環境の変化・人間関係・身体的状況 など 

が加わって引き起こされます。 

周辺症状は BPSD(認知症の行動・心理症状)とも言われています。 

BPSD は認知症を発症した人全てに現れるのではなく、人によって現れる症状は様々であ

り、また時間や日にち接する人などによって大きく変化します。 

時に一番熱心に介護してくれる人に対して強く出ることがあるため、介護の負担が増す原

因となっています。 

 

行動症状 

BPSD の行動症状には 

●目的なくあちこちを歩き回る徘徊 

●自分の意思にかかわらず排泄してしまう失禁 

●便を触ったり周りにつけ回したりタンスなどに隠したりする弄便 

●興奮して騒ぎ立てる不穏 

●周囲の人に攻撃的な言葉を言ったり乱暴な振る舞いをしたりする暴言・暴力 

●介護への抵抗 

などがあります。 

その他 

●夜眠れなくなる睡眠障害 

●食べられないものを口に入れる異食 

●食事をしたばかりなのにお腹がすいたと訴える過食 

などがあります。 

 

 



心理症状 

 BPSD の心理症状には 

●今まで出来ていたことができなくなったり、物忘れがひどくなったりしていると認識

してしまうことで現れる不安や焦燥 

●うつ状態になって気分が落ち込む・意欲の低下(アパシー)  

●実際にないものが見えたり(幻視)聞こえたり(幻聴)する幻覚や、実際にはあり得ない

ことを確信する妄想  

などがあります。 

 

症状の経過 

認知症の症状進行の一般的な経過は、個人差はありますが大きく初期・中期・後期に分けら

れます。 

 

初期 

初期ではまず記憶力が徐々に低下し物忘れの症状が現れます。 

日付がわからなくなり金銭管理が苦手になります。 

失敗が増え不安感からいらだったり落ち込んだりうつ状態になることもあります。 

 

中期 

中期になると今いる場所や時間が分からなくなったり、簡単な言葉を理解表現することが

困難になったります。 

周りの状況を認識できなくなるため混乱がひどくなり、徘徊や幻覚、暴力などの問題行動

を起こすこともあります。 

 

後期 

後期になると家族の名前や顔が分からなくなったり、言葉によるコミュニケーションが取

れなくなったりしてきます。 

トイレや着替えが一人では出来なくなり、寝たきり状態になります。 

そして日常生活全般での介護負担がより大きくなります。 

 

アルツハイマー型認知症の自然経過  

ここでアルツハイマー型認知症の自然経過について見てまいります。 

アルツハイマー型認知症は症状の進行度によって大きく軽度・中等度・高度の3つの重症度

に分類されます。 

 



経過ごとの症状 

軽度 

●同じことを何回も言ったり聞いたりする 

●しまい忘れや置き忘れが目立つ 

●夕食の準備や買い物で失敗する など 

中等度 

●季節に合った服を自分で選べない 

●お風呂に入るのを時々忘れる 

●家の近所以外では迷子になる など 

やや高度 

●服を着る時や入浴の際に手助けが必要になる など 

高度 

●お手洗いの後水を流すのを忘れる 

●失禁 など 

などが見られます。  

ただし、人により症状の出かたの差は大きいので、これらの症状が一律に出現するわけで

はありません。 

 



認知症の診断と検査 

認知症の受診から診断までの流れと鑑別診断について見てまいります。 

 

受診 

認知症を疑う症状としては 

●同じ事を何度も言ったり聞いたりするようになった 

●ものの名前が出てこなくなった 

●財布やお金物品などを盗まれたというようになった 

など様々なものがあります。 

日常生活で認知症が疑われる症状が見られたらすぐに医療機関を受診することが大切です。 

 

家族の手助け 

受診する際は家族などが必ず付き添い本人が不安にならない様にする配慮が必要です。 

本人が受診をためらう場合は、家族が心配していることや病気を早く見つけて治すには

受診が必要であることを話し納得させたうえで受診します。 

本人の気持ちに近づき、家族として愛情を伝えることが大切です。 

また症状や経過、既往歴や生活習慣、服用中の薬などについてあらかじめメモを取って

おくと問診の時に役立ちます。  

 

診断 

次に認知症の診断の流れについて見てまいります。 

通常認知症の診断ではまず問診・身体診察・認知機能テストが行われ、認知症の疑いの有無

が診断されます。 

疑いがあればさらに血液検査や脳の画像検査など種々の検査が行われ、得られた情報を総合

して鑑別診断が行われます。 

 

問診 

問診では 

本人の意思・家族から現在の症状これまでの経過・既往歴・病前性格 

家族歴・生活歴・生活習慣・現在治療中の病気・服用中の薬 

などについて詳細に調査されます。 

また本人の話す内容や態度から 

言語理解力・記憶力・見当識思考・判断力・感情・意欲 

などの観察も行われます。 



 

身体診察 

身体診察では血圧や脈拍などを確認するほか、運動麻痺や歩行障害、パーキンソン病様症

状など運動機能や神経機能に異常がないかが調べられます。 

 

認知機能テスト 

認知機能テストでは記憶力・理解力・判断力などを評価して認知症のスクリーニングが行

われます。 

認知機能テストには様々なものがありますが、 

●改訂版長谷川式簡易知能評価スケール (HDS-R) 

●ミニメンタルステート検査(MMSE) 

 が比較的簡便であり、5～10分程度の短時間で実施できるため認知症スクリーニング検査

としてよく用いられています。 

 

長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R) 

改訂版長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)は次の表の様な質問をします。 



30点満点中21点以上であれば非認知症、20点以下であれば認知症の疑いありとなりま

す。 

 

ミニメンタルステート検査(MMSE) 

ミニメンタルステート検査(MMSE)は11項目の質問に回答してもらい、これを点数化し

て認知の評価を行います。 



30点満点中、 

●27～30点 正常 

●22～26点 軽度認知症の疑いあり 

●21点以下 どちらかというと認知症の疑いが強い 

となります。 

 

一般検査 

一般検査としては 

血液検査・尿検査・胸部 X 線検査・心電図検査 

などが行われます。 

 

画像検査 

画像検査としては CT・ MRI・ SPECT ・PETなどが行われます。 

画像検査は認知症の原因疾患を特定するために必須の検査です。 

CT や MRI は脳の萎縮梗塞や出血の有無腫瘍の有無などを調べることができます。 

特に MRI は CT には映らない脳のわずかな病変も映し出すことができます。 

CT や MRI から脳全体や記憶に重要な役割を果たしている海馬などの萎縮が確認される

場合はアルツハイマー型認知症梗塞や、出血が確認される場合は脳血管性認知症と推測

されます。 

SPECT やPETでは脳の働きを調べることができます。 

SPECT では脳の血流量を調べ、血流減少すなわち脳の機能が低下している部位を確認し

ます。 

またPETでは脳の代謝機能を調べ、脳の活動状況を確認します。 

これらの画像診断により詳細な認証の診断が可能となります。 

 

その他の検査 



そして最終的に診察や検査で得られた情報を全て総合し、類似疾患を除外して認知症の原因

や病気を確定する鑑別診断が行われます。 

 

識別診断 

認知症の鑑別診断の進め方です。 

 

認知症診断のフローチャート 

正しい診断のためには様々な情報を集め除外診断を繰り返し、総合的に判別していく必要

があります。 



類似した症状の識別 

認知症に類似した症状を呈し認知症と間違われやすい症状として 

加齢による物忘れ・せん妄・うつ状態 

があります。 

認知症の診断においては、鑑別を行い除外する必要があります。 

 

加齢による物忘れ 

忘れ方に特に違いがあり、加齢に伴う物忘れは一部を忘れるだけですが、認知症の場合

はその体験の記憶がごっそり抜け落ちるように全て忘れてしまいます。 

 



せん妄 

せん妄は時として生命に関わる急性疾患や中毒などに伴って急激に進行しますが、認知

症は脳の神経細胞などの病変によって生じ、発症が緩やかなのが特徴です。 

 

うつ症状 

認知症では症状が出ても取り繕い周囲に訴えないことが多いですが、うつ症状の場合は

出来ないことを深刻に捉え、自責の念から周囲に打ち明けることが多いです。 
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あとがき 

認知症は年々患者数が増えている疾患で、高齢化と密接に関係しています。 

認知機能に障害が起きているので、本人も日常生活や社会生活が困難になりますが、それを

支える周囲の人にも負担の多いことで知られています。 

早期発見・早期治療が大切ですが、それを行うためには家族など周囲の人が親身に寄り添う

ことが大事です。 

もちろん、家族だけではなく医師や薬剤師などの第三者の力を借りながら患者さんを支えて

いけるよう、この機会に認知症への知識を深めてみましょう。 

 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどあ

りましたらご意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 

 

 


