﹁ 認知症に対する周りの考え方
も変えていかないといけない﹂

ん︑
﹁認知症予防はもちろ
切﹂
ＢＰＳＤ への対応も大

前号に引き続き︑筑波大学 医
学医療系 精神医学 新井 哲明 教
授に︑認知症の治療法や予防法を
詳しく聞かせていただきました︒
軽度認知障害の進行抑制デイケア
代から向かい始める認知症
長塚 筑波大学では認知力アップ
のデイケアプログラムがあるそう
ですね︒
新井 今やっているのは︑軽度認
知障害︵MCI︶の方に対して進
行を抑制するデイケアです︒
長塚 それは認知症検査でMCI
と診断された方が対象ですか？
新井 そうですね︑認知機能検査
と画像検査です︒進んでしまった
認知症ではなく︑全くの正常とい
うわけでもない︑初期かその前段
階ぐらいです︒
長塚 どんな内容なんですか？
新井 一つは運動で︑少し強めの
筋肉トレーニングもしています︒
二つ目は音楽療法︒歌ったり楽器
を弾いたり︑替え歌を作ってもら
ってみんなで歌うとか︒新しく覚
えたものを歌うという︑記憶と歌
うという２つの脳の機能を使って
刺激を与えるんです︒三つ目は絵
画療法︒立体的に物を捉える感覚
などは頭頂葉の機能ですから刺激
になりますね︒四つ目はゲームの
ような認知トレーニングです︒
長塚 先生も運動されてますか？
新井 学生時代は卓球をやってま
したが︑今はたぶんアキレス腱を

切っちゃいますね︵笑︶︒患者さんに
は大事だと言ってますが︑やれてない
ですねえ︒真剣に考えないと︑自分で
も物忘れすることがあるのでね︒
長塚
代から物忘れが始まるとか？
新井 いろいろ調べましたが︑β タン
パクというアルツハイマーの原因が
代から溜まりだし︑ 代で ％ ︑ 代
で ％ ︑だんだん溜まってきて︑一線
を越えると認知症になるんです︒だか
ら︑もう認知症に向かってますよ︒
長塚 恐ろしいですね・・︒
新井 他人事じゃなくて︑自分事にな
るだろうなと思っています︒100歳
まで生きるとほとんどの人が認知症に
なるわけですから︒
40
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関係の深いうつ病と認知症
脳の変化をいかに捉えられるか
長塚 将来認知症になりやすいのはど
んな人なんですか？
新井 今までは︑一番の因子は歳を
とること︑身も蓋もない話なんです
け ど ね ︒５ 歳 と る ご と に ２ 倍 ず つ リ
スクが高くなり︑ 歳を超えると4人
に1人は認知症だと︒年齢と認知症は
切り離せないですが︑最近の研究では
それよりも遺伝的要因︑その人の体質
が大きいという結果が出てきました︒
がんや糖尿病などの成人病と同じです
ね︒あとは︑糖尿病があるとリスクが
約２ 倍 で ︑ 中 年 期 の 高 血 圧 も 老 年 期 に
認知症になりやすい︒これは主に血管
性の認知症だと思います︒あと︑うつ
病になった方は老年期に認知症になり
やすくて︑うつと認知症は非常に関係

20

日

於 筑波大学︶

ご講演を聞いたら︑笑顔の多い家族は
BPSDにならないと言われていて︑
例えば失禁したらそれを指さして笑い
飛ばしましょうと︒あとは︑ご家族は
どうしてもできなくなったことに目が
いってしまいますが︑本人ができるこ
とに目を向けてその部分に感謝したり
褒めたりするなどの対応も大事です
ね︒ただ︑ご家族も混乱していますの
で︑そういうことを専門家が伝えてい
くことが大切ですよね︒
長塚 家族が発症したときの対応など
はまだ皆さんわからないですよね︒
新井 そういう情報は少ないですね︒
今回つくまるさんが始めるカルチャー
スクールは認知症予防はもちろんです
が︑同時に将来のBPSD発症予防に
もなると思いますよ︒みんなで楽しん
だり︑自分らしく受け入れてくれる場
所があるというのは大事です︒認知症
カフェもそういう効果がありますが︑
茨城で開催してもその場所までどう
やって行くのかという問題もあり︑な
かなか難しいですよね︒そういう場所
を作るのは︑ご家庭だけでは難しいの
で︑今回の新しい試みにも期待してい
ます︒
︵2016年8月
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その脳の変化をいかに捉えるか︑ど
う変化していくかを追うのが大事な
研究で︑その候補が脳画像検査です︒
アルツハイマーの原因はアミロイドβ
と タ ウ と い う２ 種 類 の タ ン パ ク 質 の 蓄
積で︑この蓄積したタンパクを画像化
できるようになってきました︒これか
ら︑特にタウのPET画像で見ていき
たいと思っています︒もう一つは血液
のタンパク質の変化です︒これで認知
症の進行が判るようになるといいので
すが︑MCBIという筑波大発ベンチ
ャー企業の内田先生と一緒に研究をさ
せていただいています︒

長塚 昔より長寿ですから︑データと
してもまだないところですよね︒
新井 そうですね︒治療法と同時に
認知症になった方が生活の質をどう保
って︑その人らしく生きていけるのか
も大事です︒自宅にいられなくなる大
きな要因として︑認知症に伴って様々
な精神症状や問題行動︵BPSD︶
がでてきます︒例えば妄想が出たり︑
怒りっぽくなったり徘徊したり︒そう
いう症状が全く出ない人は少ないです
ね︒症状が出てくると自宅での介護が
難しくなり施設や病院ということに︒
BPSDが出る要因も一つではなく︑
脳のある部分がやられると抑制が効か
なくなって怒りっぽくなるので脳自体
の変化が関係していますが︑家族との
諍いや親しかった方が亡くなったり︑
転居したなど環境的な変化が誘因とな
ることが多いですね︒あとは︑体のど
こかに痛いところがあったり︑体調を
崩した時も症状が出やすいです︒薬が
原因の場合もありますね︒それから周
りの対応も要因の一つです︒例えば同
じことを何度も言ってきた時に﹁さっ
き言ったでしょ﹂と対応するのと︑そ
の都度丁寧に聞いてあげるのとでは違
ってきます︒BPSDに対する
治療法や対応︑予防法はまだま
だわからないことも多く︑それ
も研究しているところです︒
長塚 周りの考え方も変えてい
かないといけないですね︒
新井 そうですね︑周りの対応
がサポート的になると患者さん
も落ち着いてくることはありま
す︒先日群馬大学の山口先生の

新井 哲明
（医学博士）

40

後編
（全2回）

認知症治療と予防
いかにその人らしく生きていけるか

が深い︒前回認知症の予防効果がある
とお話しした地中海食は︑うつ病予防
にもなるという論文もあります︒それ
から︑頭に打撃を受けた方︒ボクサー
はよく言われますが︑最近はアメフト
の選手もリスクが高いという研究が出
てます︒頭部への継続的な打撃はよく
ないですね︒あとは︑肉ばかり食べて
いる人はアルツハイマー病になりやす
い︒地中海食は確かに赤み肉が少ない
ですね︒
長塚 筑波大学でもデータを取ってい
るんですか？
新井 はい︑それは続けていきます
が︑例えばMCIの方を４︑５年追跡
すると約半分の方が認知症に移行する
と言われていますから︑今のデイケア
プログラムをしている方が認知症にな
りにくいかは４︑５年はみないと︒今
３ 年ぐらいですからね︒
長塚 今後はどのような取り組みをし
ていく予定ですか？
新井 デイケアプログラムをより良
いものにして︑脳の変化がどうなるか
を科学的に評価していきたいと思いま
す︒今は認知症の症状が出てから薬を
投与しても遅いというのが常識で︑症
状が出るまでに脳は変化しています︒
歳をとることはどういうことなのか
治療法と同時に大切な周りのサポート
長塚 今後︑認知症と戦っていくため
に一番大事なことはなんですか？
新 井 現実的には︑発症を５ 年遅らせ
ることができたら意味があることで︑十
分可 能な時 代に入ってきました︒進 行
を止める薬もこれから出てきて︑早くか
ら治療を始めることで発症を遅らせる
ことが可能になってくると思います︒た
だ︑発症をゼロにできるのはまだまだ先
の話だと思います ︒加 齢と非 常に関 係
しているのですが︑﹁歳をとること﹂が
どういうことなのか︑生物学的にまだま
だわかっていないですからね︒

筑波大学 医学医療系 精神医学 教授

写真／石川 典人

つく まる 編集長
筑波大学 医学医療系
精神医学 教授
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