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第１３章 アルツハイマー型認知症 

 

 

 

 

１．認知症の概要 

 

１．１ 認知症の定義と診断基準  

「認知症（dementia）」は「慢性、進行性の知的機能障害」と定義される。“dementia”

はラテン語の “demens”を語源とする。 “demens”は本来、狂気、分裂、解離した心、を意

味する語である。初めて医学的用語として “demens”を用いたのはギリシア人セルスス

（BC30－AD50）であるといわれ、彼はこれを老人にみられる麻痺に関する記述のなかで

使用している。“dementia”は当初、「戸惑い」、「当惑」、「錯乱」などのような精神症

状を表す言葉として用いられた。現在のように知的機能障害という意味での用法が定着す

るのは 19 世紀後半である。  

アメリカ精神医学会（APA）の「精神疾患診断統計マニュアル第 IV 版（DSM-IV）」で

は認知症を「日常生活に支障を来すような知的機能の慢性的低下」と定義し、以下の５条

件を全て満たすことを診断基準としている。  

１）記憶障害がある。  

２）失行、失認、失語、遂行機能障害のどれかがある。  

３）上記のために社会生活に支障をきたす。  

４）上記の状態の背景に脳などの身体的な原因があるか、あると推定出来る。  

５）意識障害はない。  

世界保健機構（WHO）の「国際疾病分類第 10 版（ICD10）」における認知症の診断基

準は表１３－１のごとくである。  

後に詳しく述べるが、認知症における社会生活阻害の原因となるのは DSM-IV が指摘す

る知的機能障害よりも行動、人格面での障害であることが少なくない。一般に認知症は知

的機能障害と考えられ、本書でも取りあえずそのように定義した。しかし、ICD10 の診断

基準からも明らかなように、その障害は知的機能にのみに限られるものではない。心理学
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では人格（パーソナリティ）を知、情、意の３側面に分ける。認知症ではこの３側面のい

ずれもが障害される。一旦完成した人格が徐々に解体され、その統合と秩序が失われてい

く過程、それが認知症である。  

かつて認知症は永続的、不可逆的なものと考えられ、ヤスパースやブロイラーなどの精

神医学書では認知症は永続的、不可逆的であると記載されていた。一方、DSM-IVでは認

知症は治療可能なものもあり、不可逆的なものとは言えないとしている。アルツハイマー

型認知症に対する薬物治療の進歩などもあり、認知症は固定的な状態ではない。神経病理

学者白木が指摘するように、失語、失行、失認などの脳局所症状から認知症を経てより広

範な脳機能障害である失外套症候群 1 に至る人格解体症候群の一断面として捉える視点が

重要と考えられる。認知症は固定的な状態ではなく、正負いずれの方向へも変化しうる人

格全体の解体過程である 2。  

 

表１３－１ WHO の認知症診断基準  

Ａ．次の２項が存在する。  

  （１）日常的に支障をきたす記憶障害  

  （２）一般知能障害  

Ｂ．Ａ項の症状を明らかに確認出来る十分な期間が存在する。  

   周囲の状況を理解する能力は保たれている。  

 Ｃ．次の１項目以上を認める。  

   （１）情緒的不安定性  

   （２）易刺激性  

（３）無関心  

（４）社会行動における粗雑さ  

 Ｄ．Ａ項の症状が明らかに６ヶ月以上存在して確定診断される。  

  

 

 

 
1 第１８章参照。  
2 この意味において、知的機能の障害のみを意味する「認知症」の名称は極めて不適切で

ある。  
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表１３－２ 認知症の原疾患  

変性疾患                非変性疾患  

アルツハイマー型認知症        血管性認知症  

レビー小体型認知症           多発梗塞  

神経原線維変化型認知症         ビンスワンガー病  

パーキンソニスム・認知症       ラクネ梗塞  

 コンプレックス          感染症による認知症  

石灰沈着を伴う瀰漫性神経原線維   脳・脊髄炎、AID 

  変化症                プリオン病  

辺緑系神経原線維変化認知症       クロイツフェルト・ヤコビ病  

グリアタングル型認知症          ゲルストマン・シュトロイスラー・    

進行性核上性麻痺             シャインカ病   

皮質基底核変性症            変異型クロイツフェルト・ヤコビ病  

第 17 番染色体に連鎖する前頭      （狂牛病）  

側頭型認知症・パーキンソニスム   神経梅毒など  

嗜銀性グレイン型認知症        膠原病による認知症   

前頭側頭型認知症            全身性エリセマトーデス、動脈炎   

 ピック病               神経ベーチェット病など  

 進行性皮質下グリオシス       外傷による認知症  

 運動ニューロン疾患を伴う初老期痴呆  脳挫傷、慢性硬膜化血腫  

  非特異的前頭側頭型痴呆      栄養障害、代謝障害による認知症  

皮質下病変による認知症         ウェルニッケ・コルサコフ症候群  

 ハンチントン病            ウィルソン病（銅）など  

 歯状核赤核淡蒼球ルイス体萎縮症   内分泌障害による認知症  

 視床変性症             中毒による認知症  

                    一酸化酸素中毒、水銀その他重金属中毒  

                   薬物中毒（向精神薬、抗ガン剤など）  

                  その他  

                   多発硬化症、水頭症、脳腫瘍など    
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１．２ 認知症の原疾患  

 認知症は症候群、すなわち現象であり、多くの疾患に伴って出現する。認知症と関連す

る疾患は、①変性疾患、②非変性疾患に大別される（表１３－２）。変性とは、細胞が行

う代謝過程に何らかの異常があり、その結果細胞が形態学的な変化を示すことである。非

変性疾患は、①脳固有の疾患、②全身性疾患に伴う脳疾患、に大別される。当然ながら認

知症は①で多く認められる。特に脳血管障害に伴う認知症はよく知られている。   

 認知症は大脳皮質および皮質下諸核の損傷に伴う症候群であるので、大脳皮質や皮質下

諸核を侵す疾患であれば、その病理や発症機序の如何を問わず発症する。表１３－２はこ

のことを如実に示している。  

 精神疾患と認知症との関連については古くから議論がある。統合失調症の概念を提出し

たクレぺリンはこの疾患が最終的には認知症に至ると考え、「早発性認知症」の概念を提

唱した。現在では統合失調症が認知症の原因となるとは考えられていない 3。  

 中高年齢者に発症した鬱病は現象的に認知症に酷似した症状を呈することが少なくない。

この症状は可逆性であり「偽認知症」と呼ばれ、真の認知症とは区別される。ただし偽認

知症が真の認知症に移行する場合もある。また一見鬱病類似の症状で発病する認知症もあ

る。鬱病と認知症との鑑別は時として必ずしも容易ではない。  

 

１．３ 認知症の疫学  

 認知症の有病率 4についてはオコンナーが四つのメタ解析 5の結果を要約している。それ

によれば認知症の年齢段階別の有病率は表１３－３に示すごとくである。年齢が高くなる

につれて認知症の有病率は増大する。65 歳代から 80 歳代までは 5 年毎に有病率はほぼ倍

増する。西暦 2000 年における世界の認知症患者数は 8,400 万人と推定されている。日本

における認知症患者数の推移および将来推計は図１３－１に示すごとくである。2020 年ま

では急激な認知症患者数の増大が予想される。それ以降は総人口の減少に伴って伸び率は

低下するが、患者数は増大すると予測されている。  

 アルツハイマー型認知症の年齢段階別の有病率についてはロボらが 11 の研究報告につ

いて行ったメタ解析の結果がある。表１３－４に示すごとく年齢が５歳増す毎に有病率は

 
3 ただし統合失調症に種々の知的機能障害が存在することは広く認められている。  
4 定められた一時点における疾病異常者の人口に対する割合。  
5過去に独立して行われた複数の臨床研究のデータを収集・統合し、統計的方法を用いて解析

した系統的総説。  
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約２倍になる。アルツハイマー型認知症の発症率 6 については、オコンナーが最近におけ

るメタ解析の結果を表１３－５のごとく要約している。80 歳代後半以降発症率は急激に増

大する。

 

表１３－３ 認知症の有病率 (%)のメタ解析  

           Jorm et al. Hofman et al.    Ritchie & Kaldea    Fratiglioi et al.          

              (1987)      (1991)            (1995)              (1999)         

研究数          22          12               9                   36 

地域        ヨーロッパ  ヨーロッパ   ヨーロッパ    ヨーロッパ、米  

      日本             カナダ      カナダ、アジア  

      豪              日本                   

結果  

年齢                                                                平均     

65-69       1.4           1.4             1.5                  1.5       1.5    

70-74       2.8           4.1             3.5                  3         3.5 

75-79      5.6           5.7             6.8                  6         6.3 

80-84      10.5          13.0            13.6                 12        13.1   

85-89      20.8          21.6            22.3                           22.1    

90-94      38.6          32.2            31.5                           31.7 

95-99      34.7         44.5                                            41.2   
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図１３－１ 日本における認知症患者数の推移および将来推計  

                                                  
6 定められた期間（通常１年）内に新しく発生した疾病異常者の単位人口に対する割合。  
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表１３－４ アルツハイマー型認知症の有病率（％）  

ヨーロッパにおける 11 研究のメタ解析結果  

          年齢      男     女  

          65-69           0.6        0.7 

                    70-74           1.5        2.3 

                    75-79           1.8        4.3 

          80-84           6.3        8.4 

                    85-90           8.8       14.2 

                    90+            17.6       23.6     

   

 

表１３－５ アルツハイマー型認知症の発症率 (千人あたり%)のメタ解析  

             Jorm & Jolly  Gao et al.    Fratiglioi et al.   Bookmeyer et al.         

               (1998)         (1998)        (2000)              (1998)         

研究数          23             7             8                 4 

地域           ヨーロッパ   ヨーロッパ  ヨーロッパ     米  

       米       米      カナダ                     

年齢                                                                            

65-69           3.5           3.3           1.2                 1.7 

70-74           7.4           8.4           3.3                 3.5 

75-79          15.5          18.2           9.1                 7.1 

80-84          32.7          33.6          21.8                14.4    

85-89          68.7          53.3          35.3                29.2    

90-94         144.3          72.9                              59.5 

95+                                                           121.0   
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ロボらによる血管性認知症の年齢段階別の有病率研究のメタ解析の結果（表１３－６）

では、有病率はアルツハイマー病より低い。その年齢段階別の発症率は表１３－７に示す

ごとくである。年齢段階が高くなると発症率は高くなるが、増加率はアルツハイマー型認

知症よりかなり低い。  

 

 

表１３－６ 血管性認知症の有病率（％）  

ヨーロッパにおける 11 研究のメタ解析結果  

          年齢      男     女  

          65-69           0.5        0.1 

                    70-74           0.8        0.6 

                    75-79           1.9        0.9 

          80-84           2.4        2.3 

                    85-90           2.4        3.5 

                    90+             3.6        5.8     

 

表１３－７ 血管性認知症の発症率  

（千人あたり%）  

ヨーロッパにおける 8 研究のメタ解析結果  

            年齢      男     女  

            65-69           1.2        0.3 

                      70-74           1.6        0.8 

                      75-79           3.9        3.2 

            80-84           8.3        4.5 

                      85-90           6.2        6.1 

                      90+            10.9       7.0     
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１．４ 認知症の分類  

認知症は、①原疾患（表１３－８）、②発症機序（表１３－９）、③損傷部位（表１３

―１０）、④臨床症状（表１３―１１）、など様々な基準に従って分類されている。  

 

表１３－８ 原疾患による分類  

        ICD-10                                     DSM-IV 

F00     アルツハイマー病        290.0 アルツハイマー型認知症、晩発型  

F00.0   早発型アルツハイマー病         合併症状なし  

F00.1   遅発型アルツハイマー病     290.10 ピック病による認知症  

F00.2   混合型もしくは         290.10 クロイツフェルト・ヤコブ病による  

非定型アルツハイマー病          認知症  

F01   血管性認知症          290.10 アルツハイマー型認知症、早発型  

F01.0   急性発病型血管性認知症          合併症状なし  

F01.1   多発梗塞型血管性認知症       290.11 アルツハイマー型認知症、早発型  

F01.2   皮質下型血管性認知症              譫妄  

F01.3   皮質・皮質下混合型血管性    290.13 アルツハイマー型認知症、早発型     

認知症                     抑鬱  

F01.8   その他の血管性認知症      290.20 アルツハイマー型認知症、晩発型  

F01.0   血管性認知症、分類不能         妄想  

F02  他の原因による認知症      290.21 アルツハイマー型認知症、晩発型  

F02.0 ピック病                抑鬱  

F02.1 クロイツフェルト・ヤコブ病   290.3  アルツハイマー型認知症、晩発型  

F02.2 ハンチントン病             譫妄  

F02.3 パーキンソン病         290.40 血管性認知症 合併症なし  

F02.4 HIV 疾患認知症         290.41 血管性認知症 譫妄  

F02.8 他の疾患に伴う認知症      290.42 血管性認知症 妄想  

F03  分類不能な認知症        290.43 血管性認知症 抑鬱  
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表１３－９   発症機序による分類（コーファー）  

１）アミロイド／タウ病            

        アルツハイマー病             

２）αシヌクレイン病         

        パーキンソン病              

レビー小体病            

多系統変性症               

３）タウ病                   

        前頭側頭葉認知症            

        進行性核上性球麻痺             

        皮質基底変性症              

４）トリヌクレオチドレピート病      

        ハンチントン病             

        脊髄小脳変性症             

５）毒物／代謝障害              

        ウィルソン病（銅）          

        ハロバーデン・スパッツ症候群（鉄）  

６）白質ジストロフィ             

        違染色性白質ジストロフィ         

７）プリオン関連疾患                  

クロイツフェルト・ヤコビ病          

        ゲルストマン・シュトロイスラー・シャインカ病       

       致死性家族性不眠症（視床認知症）      

変異型クロイツフェルト・ヤコビ病（狂牛病）  
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表１３－１０ 損傷部位による分類  
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表１３－１１ 臨床症状による分類（シェラー）  

１．健忘型認知症～初期には青年時代の年代的に古いものに対する健忘症状が前景に出る

が、実際には殆ど全ての作業領域に障害を持つ。その失見当の本質は年代学的秩序づ

けの障害としての見当識障害である。この型の認知症は老人性認知症や瀰漫性脳病変

でみられる。辺縁系の内側縁弓（乳頭一脳弓一海馬）の損傷による。  

２．コルサコフ症候群～１．とは別の失見当、つまり、物理的時間、空間における失見当

ではなく、自己の生活史上の位置を自覚することが出来ぬ見当識錯誤が基本障害であ

る。プレスビオフレニー、せん妄、もうろう状態、例外状態などの急性意識障害の失

見当と同様のものである。脳外傷後コルサコフ症候群が代表的である。患者は自己を

歴史的時間秩序に位置づけることは出来るが現在を自己の連続した生活史に正しく位

置づけることが出来ない。コルサコフ症候群では重度の記憶障害が見られるが、これ

は自伝年代学的な記憶において著しく、一般的学習能力はそれほど障害されない。脳

梁に沿う外側緑弓の損傷に起因する。  

３．価値世界解体症候群～高次の人格的、価値的世界の崩壊の結果、人間らしさを失って、

種々の行動異常を示す。記憶、一般知能は比較的保たれる。前頭葉底面、眼裔面の病

変が考えられる。ピック病、進行麻痺などでみられる。  

４．自発性欠如症候群～自発唖ないし鍼黙、反響症状、強制注意、口・手・視線の強制症

状、姿勢固執などを示す。この行動異常の本質は自己が環境世界へ引き渡されている

ことにある。前頭葉凸面、およびその求心経路や脳基底核の病変が推定され、ピック

病や両側前頭葉凸面腫瘍でみられる。  

５．空間世界解体症候群～無関心、目的不明の行動、落ち着きのなさ、情動の平板化とい

った症状をもって始まる。その本態は幾何学的空間世界の崩壊である。大脳白質の広

範な脱随を示す症例でみられる。頭頂・後頭葉症候群である。  

６．失象徴症候群～超皮質性失語またはクライストの名辞失語が中核症状で、その他種々

の高次の象徴機能の障害を示し、次第に言語常同性、無関心を伴うようになる。側頭

葉に病変をもつ。ピック病、アルツハイマー病がその代表とされる。  
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２．加齢と高次脳機能 

 

２．１ 加齢に伴う知的機能の変化  

ヒトの一生を通じて知的機能がどのように変化するかを明らかにするには三つの方法が

ある。第一は同じ個人を長期にわたって追跡して同一の検査を繰り返し実施する方法であ

る。縦断的研究という。第二は異なった年齢段階の個人を選び出して同一の検査を実施、

年齢段階ごとに比較する方法である。横断的研究という。第一の方法は各個人の知的機能

の発達や変化の克明な資料は得られる反面、研究に非常に時間がかかる。第二の方法は資

料の収集にはあまり時間を要しない反面、結局はまったく別の個人の比較になるので、年

齢段階による差が見られても、それが真に年齢による差なのか他の要因による差なのか判

断しにくいという欠点がある。そこでこれら二つの方法の欠点を補う第三の方法としてコ

ーホート研究法が開発された。これは 20 歳代、30 歳代、等それぞれの年齢段階の個人を

一定の期間追跡研究するものである。この方法を用いると年齢による違いとそれ以外の要

因による違いをある程度分離することが可能である。以下各々の研究結果をみていくこと

にする。  

１）縦断的研究～バーレイらは 36 年間にわたって主として WAIS を用いて知的機能変

化の縦断的研究を行った。図１３－２はその結果で WAIS の各下位検査別に粗点の変化を

図示したものである。全体として言語性検査（常識、語彙、類似、直接記憶、算数、理解）

は年齢が高くなるほど粗点も高くなる傾向があるが、動作性検査（絵画完成、絵画配列、

ブロック・デザイン）の粗点はある年齢段階で頭打ちになり、それ以降は横ばいもしくは

低下していく傾向にある。  

２）横断的研究～ウエクスラーは約 200 名の被検者について WAIS 得点の年齢比較を行

っている。結果は図１３－３のごとくであった。言語性検査、動作性検査とも 25～30 歳

で得点は最も高くなり、後はなだらかに低下していく。ただし下位検査によって最も高い

得点を示す年齢段階は異なり、最も速くピークに達するのは算数、ブロック・デザインな

どで、常識などはやや遅れる傾向にある。また年齢が高くなるにつれて置換検査などでは

得点が大幅に低下するが、常識ではそれほどでもない。  

３）コーホート研究～シャイエらは 22 歳から 70 歳までの各年齢段階の被検者約 450 名

について 21 年間の間隔をおいて知能検査を実施した。表１３－１２は最初の検査と２回

目の検査の得点を示したもので、マイナスは得点の低下を意味する。加齢に伴い最も速い
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また最も著しい低下を示すものは語の流暢性であり、40 歳台ですでに有意に低下する。他

の機能は 60 歳台になって有意な低下を示す。  

 

 

 

図１３－２ 加齢に伴う知能検査成績の変化（１）：縦断的研究  

 

 

 

 

 

図１３－３ 加齢に伴う知能検査の変化（２）：横断的研究  
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表１３－１３ 加齢に伴う知能検査成績の変化（３）：コーホート研究  

 

 

 

２．２ 加齢に伴う脳の解剖学的ならびに生理学的変化  

２．２．１ 解剖学的変化  

 １）脳容積～フォテノスらは 18 歳～93 歳の男女 362 名を対象に加齢に伴う脳容積の変

化を MRI により計測した。結果は図１３－４に示すごとくであった。20 歳～80 歳の間に

脳容積は男性では 1,193cm3 から 1,025 cm3 に、女性では 1,195cm3 から 1,050 cm3 に減少

した。1 年あたりの減少率は男性で 0.24%、女性で 0.20%である。この減少率は高年齢者

でより高くなる。65 歳～80 歳の 1 年あたり減少率は男性 0.45%、女性 0.35%である。  

加齢に伴う脳容積の変化は脳領野により異なる。カベザらの総説によれば、嗅内皮質で

は１年あたりの容積の変化は 1.5%に達する。次で海馬（1.3%）、尾状核 (1.2%)、前頭葉 (1.1%)、

小脳（0.7%）、頭頂葉 (0.5%)、後頭葉 (0.5%)、側頭葉 (0.4%)、の順となる。  

２）線維連絡～高年齢者ではMRI画像で白質高輝度所見や白質容積減少所見の頻度が高

くなる。拡散テンソル画像 7 により大脳白質の線維連絡を直接測定した研究においても、

高年齢者では白質線維連絡の統合性が低下していることが報告されている。特に、前頭葉

および後頭葉における統合性低下が顕著である。  

 

２．２．２ 生理学的変化  

２．２．２．１ 単純な知的課題  

種々の課題遂行時における脳活動性の加齢による変化についてはデスポジットらの総説

がある。比較的単純な刺激―反応課題遂行時の脳活動性の変化を fMRI で測定した研究の

                                                  
7 第２章参照。  
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結果は次のごとくである。若年齢者（20 歳代）に比して高年齢者（60～70 歳代）では、

①S/N 比の減少、②感覚・運動野における脳活動性増大領野の減少、③刺激提示後の脳活

動性増大の潜時の遅れ、④視覚野における活動性減少、⑤運動野の活動性は若年齢者と差

はない、などの知見が得られている。  

 

 
図１３－４ 加齢に伴う脳容積の変化（横断的研究）  

縦軸：脳容積（cm3）、横軸：年齢（歳）  

 

 

２．２．２．２ 複雑な知的課題  

 複雑な知的機能関連課題遂行時の加齢による脳活動性変化については、以下の知見が報

告されている。  

１）エピソード記憶課題 8 ～若年齢者では記銘時左前頭葉および海馬の活動性が増大す

るが高年齢者では両側前頭葉の活動性が増大する。若年齢者では前頭葉の活動性と記憶成

績の相関は非常に高い（r=0.94）が高年齢者では低い（r=0.02）。  

                                                 
２）言語作業記憶課題～若年齢者に比して高年齢者ではより多くの領野の活動性が増大

 
8 記憶の分類については第１１章参照。  
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する。ロイター・ローレンツらの PET による研究結果は次のごとくである。年齢に関係

なく左前頭葉、左前運動野、左頭頂葉の活動性増大が認められるが、高年齢者ではこれに

加えて右前頭葉領野、特に右４４野の活動性増大が認められる。リプラらによる fMRI を

用いた研究でも高年齢者では右前頭葉活動性増大が若年齢者より顕著であった（図１３－

５）。  

 

図１３―５ 記憶課題遂行時脳活性化領野の若年齢者と高年齢者の比較  

Ｏ＞Ｙ：高年齢者で活動性大、Ｙ＞Ｏ：若年齢者で活動性大  

Encoding：記銘、Retrieval：想起、WM：作業記憶  

 

３）視覚作業記憶課題～全般に若年齢者で活動性増大が顕著である。若年齢者は領野間

の活動量の相関が高年齢者より高い。また、高年齢者では左前頭葉の活動性が増大する。

高年齢者では視覚的刺激を処理する際にも言語的手掛かりを利用していることを物語る知

見である。  

４）長期記憶課題～高年齢者は若年齢者に比して側頭葉内側特に海馬の活動性が小さい。

若年齢者では記憶の属性に応じて一側前頭葉の活動性増大するが（言語：左、空間：右）、

高年齢者では記憶の属性に拘わらず両側前頭葉の活動性が増大する。自伝的記憶の再生課

題遂行時、若年齢者では左海馬の活動性が増大するが、高年齢者では両側海馬の活動性が

増大する。  

以上の知見を総合すると次の結論となる。若年齢者では課題に応じて異なった領野の活
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動性が増大する。高年齢者では課題に拘わらず脳の広範な領野の活動性が増大する。この

ことは次のように説明される。高年齢者では脳の各領野の機能が低下しており、特定領野

の活動だけでは課された課題を遂行出来ない。そこで多くの領野が協同で課題遂行に関与

するのである。この解釈を裏付けるデータがグラディらによって報告されている。視覚パ

ターンの短時間（0.5 秒～4 秒）保持課題遂行時における海馬、前頭葉、側頭葉領野間の相

関は若年齢者より高年齢者で高かった。  

 

２．２．３ 加齢に伴う知的機能変化の神経生物学的背景  

上述のごとく、高年齢者では白質線維連絡の統合性が低下している。ケネディとラッツ

は、19 歳～81 歳の 52 名の対象者について、加齢に伴う知的機能の低下との白質線維連絡

統合性の低下との関連について検討した。その結果、以下の知見が得られた。  

１）反応速度の低下～前頭―頭頂葉間統合性低下に関連。  

２）作業記憶の低下～脳領野全体、特に脳前方領野の統合性低下に関連。  

３）エピソード記憶の低下～側頭葉および内包の統合性低下に関連。  

４）反応抑制の低下～脳後方領野の統合性低下に関連。  

５）行動柔軟性の低下～脳前方領野―脳後方領野間の統合性低下に関連  

臨床的に特に神経症状を認めない高年齢者を対象に MRI 検査を実施すると白質の高輝

度化が認められる場合がある。これは脳血管障害の存在を示唆する所見と考えられている。

白質高輝度所見が認められる高年齢者は、所見のない高年齢者と比較して、エピソード記

憶などの知的機能が低下しているという報告がなされている。  

本章第８節で詳しく述べるように、アルツハイマー型認知症（ATD）の危険因子として

アポリポタンパク E（ApoE）の遺伝子多型がある。ε4 を有する個人では ATD の発症率

が高い。健常な高年齢者でもε4 を有する個人は、他の遺伝子型の個人に比べて、エピソ

ード記憶などの知的機能の低下が顕著であることが報告されている。  

また、後述するように、ATD の特徴的神経病理学的所見として海馬の萎縮とアミロイド

沈着がある。この所見は認知症症状が認められない高年齢者でも認められる。モルミノら

は 60 歳以上の認知症症状のない高年齢者を対象にエピソード記憶課題成績と海馬萎縮お

よびアミロイド沈着との関連について検討した。海馬におけるアミロイド沈着の程度は海

馬萎縮の程度およびエピソード記憶成績低下と有意に相関していた。また海馬萎縮の程度

はエピソード記憶成績低下と有意に相関していた。  
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３．軽度認識障害 

 

３．１ 概念、診断基準、頻度、転帰  

  上述のごとく、加齢に伴って知的機能が低下することは避けられない。一方、このいわ

ば正常な知的機能の老化以上に知的機能の低下を示す個人が存在し、「軽度認識障害

（MCI）」と呼ばれている。1995 年ペターソンらよって提唱された概念である。彼らは

MCI の診断基準として表１３－１３をあげている。  

 MCI の頻度についてはいくつかの報告がある。全人口中の有病率は 4～38%という数字

が報告されている。  

 長期的追跡研究の結果によれば、MCI の転帰は様々である。認知症、鬱病、心臓血管障

害、脳血管障害、などが含まれる。MCI の転帰で最も重要な意味を持つのは認知症である。

詳細は後述するが、MCI が認知症を発症する頻度は①１年あたり 10～15%、②２年間で

40%、③３年間で 30%、④３年間で 53%、などの結果が報告されている。全人口中の MCI

から認知症への転換率は年 7%程度と推定されている。  

 

表１３－１３ 軽度認識障害の診断基準  

１）近親者による記憶障害の存在の報告：患者自身の自覚がある場合は家族や近親者ら  

の情報による確認が必要である。  

２）年齢の割には著しい記憶の客観的低下：健常統制群より 1.5 標準偏差以上の低下。  

３）全般的知的機能は保たれ：言語、注意、空間的認識などに多少の障害は認めら  

れるが、明瞭な知的機能障害とは言えない。  

４）日常生活に大きな支障はない。  

５）認知症ではない：専門的臨床家から見て認知症の印象は受けない。明らかな認知症の

症状は存在しないが、記憶の明瞭な低下が認められる状態である。  

 

３．２．臨床像  

３．２．１ 神経心理学的検査所見  

ペターソンらは健常者（234 例）、MCI（76 例）、軽度アルハイマー型認知症（48 例）、

重度アルツハイマー型認知症（46 例）を対象として種々の検査を実施し、その結果を図１

３－６のごとく要約している。MCI は一般知能や認知症尺度（MMSE）で健常者より劣る
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がなお正常範囲に留まっている。論理記憶（物語の記憶）、視覚的再生の成績は大きく低

下し健常統制群よりアルハイマー型認知症に近似している。MCI の記憶障害は記銘、想起

いずれの側面でも認められる。  

 

  

図１３－６ 軽度認識障害の神経心理学的検査所見  

Controls：健常者、MCI：軽度認識障害、AD0.5：軽度アルツハイマー型認知症  

AD１：重度アルツハイマー型認知症  

 

３．２．２ 精神症状  

MCI では種々の精神症状が認められる。パルマーらによれば、気分障害（36%）、欲求

障害（36%）、不安（24%）などが認められる。この頻度は健常高年齢者（それぞれ 18%、

13%、6%）よりいずれも有意に高い。  

 

３．２．３ 軽度認識障害の類型  

 MCI の臨床像は多様である。多くの症例は記憶障害を主症状とするが、記憶障害よりも

言語、遂行機能、視空間知覚などの高次脳機能障害が目立つ症例も少なくない。この点を

考慮して、最近ペターソンらは MCI を以下の類型に分類することを提唱している。  

 １）多領域健忘型 MCI～記憶障害に加え言語、遂行機能、視空間知覚など他の知的機能

にも障害がある MCI。  
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 ２）多領域非健忘型 MCI～言語、遂行機能、視空間知覚などの知的機能に障害があるが

記憶は保たれている MCI。  

 ３）単一領域非健忘型 MCI～言語、遂行機能、視空間知覚などの知的機能のいずれかに

障害があり記憶を含む他の知的機能には障害がない MCI。  

 
 

図１３－７ MCI 鑑別診断のフローチャート（ペターソン）  

 

 そして図１３－７に示すMCI類型診断のフローチャートを提案している。まず、知的機

能障害を訴える個人（Cognitive Complaint）を「知的機能は正常ではないが認知症では

ない。日常生活は自立 (Not Normal for Age,Not Dementia,Cognitive Decline,Essentially 

Normal Functional activities)」を根拠にMCIであることを診断し、記銘力に問題がある

かどうか（Memory impaired?）で健忘型MCI（Amnestic type）と非健忘型MCI(Non－

amnestic MCI)を診断し ,さらに記憶障害以外の障害があるかどうか (Memory impairment 

only?)で多領域型（multiple domain）と単一領域型 (single domain)に分類するという流

れである。各下位類型は異なる病因と関連を有すると考えられている。単一領域健忘型

MCIはアルツハイマー型認知症への移行が考えられる。多領域非健忘型MCIはアルツハイ

マー型認知症以外の認知症、例えばレビー小体認知症 9 への移行が予想される。ペターソ

ンらは、MCIの類型分類は将来移行する可能性のある認知症を予測し、その予防のため薬

                                                  
9 第１５章参照。  
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．３ 病理学所見  

10 例の記憶障害を主症状とする MCI の脳の病理学所見を報告して

．４ 画像解析  

齢者、MCI、アルツハイマー型認知症の大脳皮質の厚さを MRI によ

目

．５ 認知症との関連  

知症の転帰をとることが多い。ペターソンらは MCI を 48 ヶ月

表

物投与などを行うためにも重要である、と主張している。MCIの診断基準に記憶障害の存

在をあげながらその下位類型に記憶障害が存在しない類型を設定している点はいささか疑

問がある。それならMCIを最初から「知的機能に年齢不相応の低下が認められるが、日常

生活に支障はなく臨床的に認知症とは診断出来ない状態」と定義すべきである。  

 

３

 マークスベリーらは

いる。MCI の老人斑（後述）の数は新皮質、扁桃体において健常者より有意に多かった。

皮質の老人斑の数は MCI と早発型アルツハイマー型認知症との間に差はない。しかし扁

桃体と海馬采では早発型アルツハイマー型認知症で多かった。神経原線維変化（後述）は

頭頂葉、側頭葉内側で MCI が健常者より多かった。対象者全体として記憶検査の成績は

海馬 CA1 の神経原線維変化数と有意な負の相関を有していた。  

 

３

 シンらは健常高年

り検討した。健常高年齢者に比して MCI では大脳皮質の厚さが減少していた。特に側頭

葉内側、前頭葉眼窩部、頭頂葉の皮質が薄くなっていた。これは左大脳半球において顕著

であった。MCI がアルツハイマー型認知症に進行するとこの傾向はさらに顕著となった。 

後で詳しく述べがアミロイドβ（Aβ）はアルツハイマー型認知症の病因として最も注

されている。ローらは PET を用いて Aβを可視化し、MCI および種々の認知症でその

大脳皮質内分布を比較した。結果は図１３－８に示すごとくであった。MCI の Aβの皮質

内蓄積量はアルツハイマー型認知症よりは少ないが健常統制群（HC）よりは有意に多い。

MCI の脳内ではアルツハイマー型認知症に至る病的過程が既に進行していることを示唆

している。  

 

３

 前述のごとく、MCI は認

に渡って追跡調査した。その結果は図１３－８に示すごとくであった。１年あたり 12%の

MCI がアルツハイマー型認知症に移行した。MCI と同一年代の健常統制群におけるアル

ツハイマー型痴呆の年間発症率は 2%以下である（ １３－４）。MCI は認知症の非常に
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型認知症への移行にはどのような要因が関与しているか。 臨

大きな危険因子である。  

 MCI からアルツハイマー

床的側面では、フライシャーらによれば記憶障害が重度である MCI はアルツハイマー型

認知症に移行しやすい。パルマーらによれば、MCI と共に不安症状がある症例は非常に高

い確率（83%）で 3 年以内にアルツハイマー型認知症に移行する。全般的に精神症状を有

する MCI は有しない MCI よりもアルツハイマー型認知症に移行しやすい。  

 

 

図１３－８ アミロイドβの皮質内分布  

HC:健常統制群 ー型認知症  、MCI：軽度認識障害、AD：アルツハイマ

DLB:レビー小体認知症、FTD:前頭側頭型認知症  

 

 

図１３－９  MCI からアルツハイマー型認知症へ移行する割合

APOE4 の遺 ）。フライ

 

伝子多型ε4 はアルツハイマー型認知症の危険因子である（後述
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シ

して大

脳

ー

じめ

と

アルツハイマー型認知症の概念と診断基準 

．１ アルツハイマー病の研究史  

周知のごとく、1906 年A・アルツハイマーが症例D・

ャーらによればε4 を有する MCI はアルツハイマー型認知症へ移行しやすい。  

ボザリらによれば、アルツハイマー型認知症に移行した MCI は健常統制群に比

皮質の広範な領野で灰白質密度の低下が認められた。特に前帯状回、中および内側前頭

葉、左島回、右上および中側頭回、左側頭葉内側、紡錘状回で密度低下は顕著であった。  

デバナンドらは MCI 例 132 例を対象として海馬および嗅内皮質の容積とアルツハイマ

型認知症への移行との関連について検討している。アルツハイマー型認知症に移行した

MCI の海馬、海馬傍回および嗅内皮質の容積は移行しなかった MCI より有意に小さかっ

た。また８年間に渡る追跡調査の結果では海馬および嗅内皮質の容積とアルツハイマー型

認知症への移行率の間には密接な関連が認められ、容積が小さい程移行する率が高かった。 

 ジョンソンらは MCI の糖代謝を SPECT を用いて検討し、転帰との関連を検討している。

アルツハイマー型認知症へ移行した MCI は移行しなかった MCI に比べて帯状回後方の糖

代謝が低下していた。また前頭葉下内側部の糖代謝は移行例で逆に上昇していた。  

以上から MCI の機序は二つあることが解る。一つはアルツハイマー型認知症をは

する認知症の前段階としての知的機能障害であり、他の一つは認知症とは異なる機序に

よる知的機能障害である。前者については適切に対応する手段を見いだせれば認知症の予

防に役立つ。後者は知的機能の加齢変化の機序を解明する上で有力な手掛かりを提供する。

更には知的機能老化防止の手掛かりとなるデータが得られるかも知れない。今後の研究の

進展が期待される。  

  

４．

 

４

 アルツハイマー病（AD）の研究は、

アウグステを学会報告し 1907 年専門雑誌に掲載された時から始まる。アウグステは女性

で 51 歳頃から嫉妬妄想が始まり徐々に記憶障害、失語、妄想、幻聴などの症状が出現し

た。この認知症症状は次第に進行、高度の廃絶状態となって 55 歳で死亡した。その脳は

剖検され、神経細胞内にそれまで報告されたことのない異常な構造物、いわゆる神経原線

維変化が多量に存在することが見出された（図１３－１０）。アルツハイマーの研究は注

目され 1912 年までに類似の症例が 12 例報告された。新たな神経疾患の発見ということで

当時アルツハイマーの研究が如何に注目されたかがよく解る。アルツハイマーの論文出版
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からわずか 2 年後の 1910 年アルツハイマーの師であるＥ・クレぺリンはこの症例は新し

い疾患であると認識し、彼のライフワークであり当時最も権威があるとされていた精神医

学の教科書“Psychiatrie:Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte”の第８版において「ア

ルツハイマー病」として記載した 10。  

 

図１３－１０ アルツハイマーが記載した神経原線維変化  

 

アルツハイマーの症例報告は議論を引き起こした。アウグステの脳の小血管には動脈硬

いる。アルツハイマーの

報

                                                 

 

化像が認められた。厳密に言えばアウグステは AD ではない可能性がある。ある研究者は

アウグステは代謝障害に伴う認知症の可能性があると指摘した。その後、ドイツの著名な

神経病理学者スピールメイヤーがアウグステの脳を詳細に検討し、AD の特徴的病理学所

見である老人斑と神経原線維変化が存在することが確認された。しかしアウグステが AD

ではない可能性は現在でもなお完全には否定出来ない。  

それ以降のAD研究の歴史を松下は表１３－１４のごとく纏めて

告後約 50 年間、ADは神経科学全般はもちろん神経病学においてさえ主要な研究課題で

はなかった。当然一般社会におけるADの認知度も極めて低かった 11 。ホッジスによれば

1960 年代にはADに関する論文はわずか 12 編しかなかった。しかし、1970 年代になると

電顕による研究から神経原線維変化や老人斑の微細な構造（超微形態）が明らかにされた。

次いで分子生物学の進展に伴い神経原線維変化や老人斑の分子構造が明らかになった。更

 
10 ベリによればこれには次の事情がある。当時クレぺリンの研究室（ミュンヘン大学精神

医学研究室）には他の大学の研究室に対抗して優れた業績を上げる必要があった。クレぺ

リンは新しい疾患の発見は彼の研究室の業績になると考えてアルツハイマーの研究を大き

く取り上げた。  
11 筆者は 1970 年大学院の演習で AD の症例を報告した。学生はもちろん教官達も AD と

いう疾患を知らなかった。  
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表１３―１４ アルツハイマー病研究史  

に家族性ADの研究からAD遺伝子が発見され、AD発病の機序解明に大きく貢献した。さら

に 1970 年代以降平均余命の伸長に伴って老人性の疾患が医学のみならず社会的にも大き

な問題となり、高年齢者に多い疾患としてADはにわかに注目を浴びるようになった。現在、

学問的にもAD研究は神経科学の最先端の研究課題である 12。  

 

 

 

．２ アルツハイマー型認知症とアルツハイマー病  
                                                 

 

 

４

 
12 ホッジスによれば 2000 年代の AD 関連の論文は実に 13,863 編に達する。  
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経原線維変化が出現する疾患であ

．３ アルツハイマー型認知症の診断基準  

いるのはアメリカの国立神経疾患研究所

状  

と

                                                 

 前述のごとく、ADは認知症を症状とし脳に老人斑と神

る。一方ADよりは高齢の老人に発症する認知症で病理学的にはADと同じく老人斑と神経

原線維変化が認められる疾患として「老人性認知症」がある。当初アルツハイマーはAD

の方が発症年齢が若いことから両者は異なる疾患であると考え、ADを「初老期痴呆症」13

の一種に分類した。この分類は広く受け入れられた。ところが 1970 年代アメリカの研究

者を中心に両者は発症時期が異なるだけで基本的に同じ疾患であるとの考えが有力となり、

老人性認知症とADを併せて「アルツハイマー型老人認知症（SDTA）」と呼ぶようになっ

た。最近では両者を区別せずADと呼ぶことが多い。日本では病理学的には両者は別個の疾

患と考え、臨床的には両者を合わせて「アルツハイマー型認知症（ATD）」と呼ぶ研究者

が少なくない。本書でも臨床的側面の記述に際してはATDを用い、病理学もしくは病因論

的側面の記述に際してはADを用いる。「認知症」は臨床症状でありADは病名である。現

時点では両者間に一対一の対応関係は認められていない。臨床的にATDであっても病理学

的にはADではない症例が存在する。生前に病理学的診断が行えない現時点ではATDとAD

とは区別されるべきである。  

 

４

 ATD の診断基準として最も広く用いられて

（ NINCDS ） と ア ル ツ ハ イ マ ー 病 関 連 疾 患 会 議 （ ADRDA ） が 協 同 で 作 成 し た

NINCDS-ADRDA 基準（表１３－１５）である。病歴、臨床症状、臨床検査、神経心理学

的検査結果などから、AD の診断を「疑い (possible)」、「ほぼ確実 (probable)」、「確実

(definite)」に分類する。臨床的には「ほぼ確実」であれば ATD と診断してよいとされる。  

DSM-IV では AD ではなく ATD の診断基準として表１３－１６を示している。臨床症

,特に精神症状に重きを置いた基準で、当然ながら他の精神疾患と鑑別が重視されている。

ICD-10 では ATD の診断基準として表１３－１７を示している。他の病因による認知症

の鑑別に重点が置かれている点、早発型と晩発型を分けて診断基準を示している点が特

徴である。  

 

 

 
 

13 ここにはピック病（第１６章参照）なども含まれる。  
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表１３－１５  NINCDS-ADRDA のアルツハイマー病診断基準  
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表１３－１６  DSM-IV のアルツハイマー型認知症診断基準  
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表１３－１７ ICD-10 のアルツハイマー型認知症診断基準  

 

 

．４ アルツハイマー型認知症の診断基準の精度  

 

 

 

 

４
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究報告がある。いず れ も

．５ アルツハイマー病の疾患マーカー  

学所見は神経原線維変化と老人斑である。前

よ

． アルツハイマー病の病理学所見 

．１ 脳萎縮  

憶障害を主症状とし、同時に失語、失行、失認などの高次脳機能障害を

示

 NINCDS-ADRDA 基準の精度に関してはいくつかの研

NINCDS-ADRDA 基準に基づく診断と病理学的診断の一致率を検討した研究である。

probable の場合一致率は最大で 100%、平均 80%程度である。ロぺは感受性（AD を ATD

と診断する確率）95%、特異性（1.0－AD 以外の疾患を ATD と診断する確率）79%と報

告している。バーンズらによれば probableAD の一致率は 92%、possibleAD では 87%で

あった。リットヴィンらの研究では probableAD 診断の感受性は 95%、特異性は 79%であ

った。  

 

４

 後に詳しく述べるが、AD 脳の特徴的病理

者はリン酸化タウであり後者はアミロイドβである。脳脊髄液は脳の細胞外液と直接接触

おり、脳内の変化は脳脊髄液にそのまま反映される。そこで脳脊髄液のアミロイドβやタ

ウを測定することによって AD を診断しようとする試みがなされている。瓦林・東海林の

総説によれば、脳脊髄液アミロイドβを指標とした場合の AD の診断精度は感受性 56～

100%、特異性 62～100%である。同じく瓦林・東海林の総説に れば、タウ単独で診断し

た場合の感受性は 57～95%、特異性 84～100%である。アミロイドβとタウを組み合わせ

て診断した場合の精度は感受性 85～100%、特異性 83～100％である。脳脊髄液のアミロ

イドβやタウは AD の疾患マーカーとしてかなり有力である。  

 

５

 

５

ATD は重度の記

す。このことに対応して AD の主病巣は大脳皮質および大脳辺縁系にある。石井は AD

に見られる病理学所見を表１３－１８のように分類している。AD の所見は、①高年齢者

全般に認められる変化、②AD に特異的な変化、の二つに大別される。①の代表的所見が

脳の萎縮である。本章第２節でも述べたごとく、高年齢者では多かれ少なかれ脳の萎縮が

認められるが、AD では特に著しい脳の萎縮がある（図１３―１１）。1,000g 以下にまで

脳重量が低下する場合もある。萎縮は前頭葉、側頭葉、頭頂葉において目立ち、30%～40%

の萎縮が認められる。中心回、後頭葉では余り目立たない。大脳皮質以外では海馬、扁桃
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表１３－１８ アルツハイマー病の病理学所見  

A．

        

 

 

体  

特異的と考えられる変化  

        

変性  

  

体、尾状核などで 25%～45%の萎縮がある。小脳、被穀、異質、青斑核、脊髄前核、など

でも萎縮が認められる。  

 

脳の一般的加齢の強調されたもの  

 1．脳の萎縮，脳重量の減少  

         2．リプフスチンの沈着  

         3．神経突起の変性  

         4．シナプス変性  

         5．マリネスコ小体

         6．平野小体  

         7．レビー小体

         8．アミロイド小

B．アルツハイマー病に

 1．アルツハイマー原線維変化  

         2．老人斑  

3．顆粒空胞

 

図１３－１１ アルツハイマー病に見られる著しい脳萎縮  

光顕で観察す 大脳皮質ではると、上記の脳萎縮に対応して皮質幅の減少が認められる。
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12

脱落が認められる。海馬 CA1 の錐体細胞数は健常統制群に比し

て

．２ 神経原線維変化  

イマーは AD における特徴的病理学所見として神経原線維変化

（

薄く（10μm 程度）切って銀で染色して光顕で観察すると、神経細胞の細胞

体

維（ねじれ細管、PHF）が対になって螺旋状に

ね

%～25%の減少が認められる。特にⅢ層、Ⅴ層、Ⅵ層で著しい。前頭葉、側頭葉、頭頂

葉、内嗅皮質などで皮質幅減少が顕著である。この皮質幅減少は神経細胞の脱落を意味す

る。テリーらの研究によれば、中前頭回で 40%、上側頭回で 46%、中側頭回で 58%の細胞

細胞脱落が認められた。  

皮質下諸核でも神経細胞

60%～70%減少と報告されている。マイネルト基底核は ATD の記憶障害と関連すると

され、AD において細胞数が顕著に減少する。この核においてホワイトハウスらは 79%、

アレントらは 70%に及ぶ細胞数減少を報告している。  

 

５

前述のごとく、アルツハ

NFT）を記載した。NFT は AD だけに認められる所見ではないが（後述）、AD の重症

度と密接に関連しており、AD の発症に直接関連を有する構造物として活発な研究がなさ

れている。  

AD の脳を

に太い線維束が認められる。これが NFT である（図１３－１２）。とぐろを巻いたよ

うな形から“neurofibrillary tangle（神経線維の渦巻き）”と命名された。神経細胞内の

神経線推が不規則に太くなり、ねじれた状態になっている。NFT には様々の形態がある。

海馬領域の錐体細胞の NFT は核から樹状突起に向かって直線的あるいはゆるやかなカー

ブを描いて走行し「炎型」と呼ばれる。視床下部や脳幹部のものは核周囲を取り巻くよう

に存在し「円球型」と呼ばれる。  

NFT を電顕で観察すると、２本の細い線

じれた状態にある（図１３－１３）。PHF の直径は 10nm で 80nm 毎にねじれ合ってい

るとされてきた。しかし、最近の研究では PHF は８本の「原線維」で囲まれた中空な構

造であると報告されている。さらに PHF の構成成分は線維ではなく小さな円球状の構造

物であるとの説も提出されている。正常細胞の神経線推には「神経微小管」、「微細線維」、

「神経細線維」の３種がある。NFT は神経細線維であるとの説が有力であった。上記の

PHF に関する研究は NFT が正常細胞にみられる神経線維とは異なる構造物であることを

示している。  
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図１３－１２ 神経原線維変化（光顕像）  

AD のマイネルト基底核の光顕像。上方が円球型、下方が炎型  

 

 

図１３－１３ 神経原線維変化（電顕像）  
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NFT には PHF 以外に周期的なねじれを持たない太さ約 15nm 程度の「直細管（SF）」

と呼ばれるタイプの線維も認められる。PHF も SF も同じ細胞に同時に認められる。  

NFT の主たる構成成分は微小管結合タンパクの一種であるタウである。病因の項で詳し

く述べるが、タウは微小管の形成と安定化に関与するタンパクである。正常脳のタウと異

なり AD のタウは全てリン酸化されている。タウの過剰なリン酸化は他のタウ異常疾患（タ

ウ病、詳細は後述）に共通する現象である。タウリン酸化が AD の発症に重要な役割を果

たしていることを物語る。   

 NFT は基本的に細胞体内に存在するが、細胞体外に存在する NFT もある。海馬、嗅内

皮質に多く認められる。これらの NFT は直細管によって構成されている。  

AD の NFT の分布について、石井は次のように述べている。大脳皮質、海馬、視床下部、

脳幹部に多く分布する。大脳皮質では前頭葉、側頭葉に多数見られ、Ⅲ層、Ⅴ層に多い。

視床下部ではマイネルト基底核、乳頭体漏斗核に多発するが、視索上核、室傍核、乳頭体

には殆ど見られない。視床、被殻、淡蒼球も比較的少ない。扁桃体、側座核には多数出現

する。脳幹部では背側縫線核、上中心核、青斑核、網様体に多数出現し、黒質には少ない。

カミングスとベンソンは NFT の好発部位として、大脳皮質、海馬、扁桃体、青斑核、縫

線核、などをあげている。  

 コンスタンチニデスとリチャードは NFT の頻度と認知症症状との関係を検討している。

大脳皮質 NFT の頻度の高い症例では、①記憶障害の出現年齢が低い、②失語、失行、失

認などの道具的障害の出現率が高い、などの特徴があり、海馬 NFT は記憶障害と関連し、

大脳皮質 NFT は道具的障害と関係するという。  

 NFT は AD のみに見られるものではない。頻度は少ないが健常高年齢者にも出現する他、

高年齢のダウン症患者、パーキンソン病、進行性核上麻痺、パーキンソン病、亜急性壊死

性脳炎、遺伝性小脳失調症、など種々の疾患で出現する。  

 

５．３ 老人斑  

AD では大脳皮質や海馬に多数の老人斑が出現する。老人斑もしくは神経斑は直径 50～

200μm の球形の構造物である（図１３－１４）。老人斑は、脳実質の細胞外腔に斑状に

沈着するアミロイドβと、その沈着に対する反応としての腫脹神経突起や反応性グリア、

また一部の老人斑では血管などから構成されている。老人斑は一般に様々の大きさの嗜銀

性の球状構造を呈する。老人斑の電顕像は図１３－１５に示すごとくである。通常中心部
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に芯とよばれる濃染部を囲んで、その周囲に小球状をなした多数の細胞突起の群が冠状に

存在する。反応性のグリア、特に反応性アストロサイトと反応性ミクログリアが周囲に認

められる。  

 
図１３－１４ 老人斑（光顕像）  

 

 

図１３－１５ 老人斑（電顕像）  

 

 

１３-36 
 



第１３章 
 

平野によれば、老人斑の微細構造は以下のごとくである（図１３―１６参照）。老人斑

の芯をなす部分はアミロイド線維であり、その太さや形態は脳以外の組織に見られるアミ

ロイドと同じである。周辺部は多数の神経突起がとりまき、それが変化し膨化している。

その異常な神経突起の中には変性したミトコンドリア、濃染顆粒 14、管状小胞状物質など

が認められる。これらの膨化した細胞突起の一部にはシナプス小胞が見られる。この場合、

多数のシナプス小胞が軸索中に遊離していることがある。さらに微小管や微細線維が増加

している突起もある。大脳皮質の老人斑には神経原線推変化が認められることもしばしば

ある。さらに平野小体（後述）も出現する。退行変性した神経突起やシナプスも見られる。

それに伴ってアストロサイトの変化やミクログリアも出現する。  

 

 

図１３－１６ 老人斑の構造  

 

 

                                                  
14 通常、血小板に存在する。ADP、ATP、セロトニンなどが蓄えられており、止血の際にこ

れらの物質を放出する。AD ではアミロイドの凝集に関与すると考えられている。  
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図１３－１７ 老人斑の分類  

 

老人斑は通例３種類に分類される（図１３－１７）。その特徴を山口は次のごとく記載

している。  

１）びまん性老人斑～アミロイドβ（Aβ）免疫染色で淡染する境界不鮮明な不整円      

形ないしはシミ状の斑である。免疫電顕では、Aβはアミロイド線維を形成せずに細胞膜

に沈着している。アミロイド線推はあっても少量で、グリアの反応にも乏しい。びまん性

老人斑は、認知症のない高年齢者の連合野、AD の小脳分子層、大脳基底核、脳幹などで

主要なタイプである。びまん性老人斑は他の老人斑の形成初期のものもあるが、長期間び

まん性老人斑のままで止まっているものもある。  

 ２）原始老人斑～アミロイド量がある程度に増加し、電顕では直径 9nm 程度のアミロ

イド線推が束や小塊をなして斑内に散在している。軸索終末由来と考えられる。膨化変性

した神経突起には変性ミトコンドリア、濃染顆粒など膜の変性産物、神経微小管や PHF

などが集まっている。大脳皮質の原始老人斑出現量と認知症の程度はよく相関している。  

 ３）典型的老人斑～アミロイド線維がイガ栗状の塊をなす核を中心として多数の膨化神
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経突起が冠状に出現する。アミロイド核は貪食細胞やアストログリアの突起に覆われてい

る。核は毛細血管壁のアミロイドから派生したものもある。この類型は AD でも健常高年

齢でもアミロイド・アンギオパチー（後述）を伴う症例に出現しやすい。典型的老人斑は

びまん性老人斑から原始老人斑を経て形成されることは少なく、初期に小さな核が毛細血

管に出現し、これが大きく成長していくものが多いと考えられる。  

老人斑は感覚・運動野よりも連合野に多く出現し、特に錐体細胞の多い層に出現する。

認知症を発症せず NFT が認められない高年齢者にも老人斑が認められる。これは老人斑

の形成は NFT の出現に先行することを意味する。しかし、老人斑が出現しない部位に NFT

が見られる場合もある。タウの凝縮には他の要因も関与している可能性を示唆している。  

 加齢に伴う老人斑の出現は 40 歳代に始まる。それ以前に老人斑が出現することは非常

に希であるが、40 歳を過ぎると Aβ免疫染色で Aβ沈着が一部の人に検出される。その頻

度は加齢とともに急増し、40 歳代では 5％程度、50 歳代では 15％程度、70 歳代では半数

を超え、100 歳では大部分の個人に老人斑が出現する。  

 脳老化と AD の境界は明瞭ではなく、AD は脳老化の究極の姿と考えられる。老人斑出

現は認知症発症から 20～30 年遡ると考えられ、この期間中に老人斑の分布範囲と個々の

老人斑中のアミロイド量が増加する。老人斑密度は増加し続けないが、びまん性老人斑か

ら原始老人斑へと斑内アミロイド量が飛躍的に増えて神経細胞の機能障害を引き起こし、

認知症発症に至ると考えられている。  

後に詳しく述べるが、Aβはアミロイドタンパク前駆体 (APP)から形成される。APP 遺

伝子が存在する 21 番染色体のトリソミーであるダウン症では、Aβの産生が健常者の 1.5

倍に亢進し、10 歳代後半からびまん性老人斑が大脳皮質に出現する。その後、原始老人斑

が主体になり、30 歳代には神経原線維変化が出現し、50 歳代には認知症が発症する。  

プロボクサーに出現するボクサー脳症では大脳皮質に神経原線推変化とともにびまん性

老人斑が多数出現する。ボクシングの試合で受ける頭部外傷がATDの危険因子として作用

していると考えられる。レビー小体認知症 15にも老人斑を伴う型がある。  

 

５．４ その他の所見  

 １）顆粒空胞変性～神経細胞の核の周囲に数個ないし多数の直径 3～4μｍの空胞があり、

その中に銀に染まる顆粒が入っている構造体である。ADでは海馬にのみ限局性に出現する。

 
15 第１５章参照。  
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進行性核上麻痺 16やパーキンソン病 17でも希に出現し、健常高年齢者でもごくわずかに出

現する。この顆粒は免疫組織学的 18にタウであることが証明された。NFTのタウと同じタ

ンパクである。この知見は顆粒空砲変性がNFTと同じ病的過程の産物であることを示唆す

る。  

 ２）平野小体～平野朝雄によってガム島の筋萎縮性脊索硬化症 19およびパーキンソン病

の海馬で発見された一種の細胞内封入体である。直径 25μmの円形、長径 30μmほどの矩

形もしくは紡錘形を呈する。電顕では、規則的に重なった細い線状の構造の中に電子密度

の高い点状の物質が規則的に配列されている。主として細胞突起に見られるが神経細胞体

内に見られることもある。平野小体は健常高年齢者でも見られるがADでは有意に多数出現

する。免疫組織学的にタウに反応する。  

３）ニューロピル・スレッド (NT)～ニューロピル 20の中に認められる糸くずのような構

造体である。免疫組織学的にユビキチン 21やタウに反応する。電顕では、樹状突起に出現

し、直径 16nm程度の直細管とPHFを含んでいる。樹状突起にNTがある場合細胞体には

NFTを認めることが多い。これらの事実からNTは神経突起内に出現するNFTであると考

えられる。この構造物は遺伝性のADの脳に多数出現し、認知症の重症度と相関する。  

４）シナプスの変化～シナプスに限局して存在するタンパクであるシナプトフィジンの

量は AD の頭頂葉、側頭葉、中前頭回で 50%にまで低下している。電顕ではシナプス小胞

の腫脹、濃染顆粒の出現などシナプス構造の変化が認められる。AD の大脳皮質ではシナ

プスにも進行性の変性が生じていることを意味する。  

 ５）グリアの変化～中枢神経系が損傷されると、その部位を多数の突起を持ったアスト

ロサイトが埋める。これをグリオシスまたグリア瘢痕形成という。AD では NFT と老人斑

が錐体細胞のⅢ、Ⅳ、Ⅴ層に見られるが、それに対応してグリオシスも認められる。AD

におけるグリオシスは大脳皮質で広範に認められる。Aβの蓄積はグリオシスに先行する。 

 ミクログリアは有害物質などを除去する喰細胞として機能する。AD における Aβの蓄

積にはミクログリアが関係するという仮説が提出されている。反応性のミクログリアはび

 
16 第１６章参照。  
17 第１５章参照。  
18抗体を用いて組織標本中の抗原を検出する組織学（組織化学）的手法である。タウに特

異的な抗体を用いることによりタウの存非、その量を精確に判断出来る。  
19 第１６章参照。  
20大脳皮質の神経細胞の間の部分。神経網。  
21 タンパクの分解に関与するタンパク。ユビキチンと結合したタンパクがプロテアーゼに

よって分解される。詳細は第５章参照。  
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まん性老人斑、特にその芯に出現する。老人斑周辺のミクログリアは免疫組織学的に白血

球と反応する。これらの事実は AD の脳には炎症反応があることを意味する。  

 ６）血管の変化～AD 脳の血管にはアミロイドの蓄積が認められる。前頭葉や側頭葉に

比して頭頂・後頭葉領域で顕著である。血管に蓄積するアミロイドは老人斑に蓄積するア

ミロイドと同じタンパクである。ただし、多量の老人斑があっても血管にアミロイドの蓄

積がない例も報告されている。  

 ７）白質の変化～AD 脳では基本的に灰白質が侵されるが、白質にも変化が認められる。

実際 CT では白質にも低吸収域が認められる。しかし、その病理学的背景は不明の点が多

い。アミロイド血管炎は AD 病変と関係するので、白質の変化も血管性とする考えがある。

すなわち血管の炎症による白質の不完全な梗塞がミリエン鞘、軸索、オリゴデンドログリ

アなどを損傷する。この病変がグリオシスと喰細胞の増殖を生じさせる。これらの変化が

白質病変の背景となるとする考えである。他方、神経細胞死が白質の変性を生じさせると

する考えも提出されている。  

８）リポフスチン～ヘマトキシン・エオジン染色で黄褐色の顆粒として認められる。電

顕では電子密度の高い限界膜で取り囲まれ、内部に種々の加水分解酵素を含む構造物であ

る。細胞で営まれる種々の生命活動の結果老廃物が生じる。この老廃物は細胞外に排出さ

れるが、一部は細胞内に残ることになる。この細胞内に蓄積された老廃物がリポフスチン

である。当然高年齢者の脳には多数のリポフスチンが認められる。その意義には２説ある。

一つはリポフスチンを神経細胞の変性の現れとする見方である。他の説は、神経細胞は物

質を最終段階のリポフスチンまで代謝することによりその生命力を維持しているとする考

え方である。  

９）レビー小体～ヘマトキシン・エオジン染色で赤く染まる構造体である 22。神経細胞

内や軸索、樹状突起に一つまたは数個の封入体 23として認められる。後述するように、パ

ーキンソン病やレビー小体認知症 24の主要な病理学的所見であるが、高年齢者でも認めら

れることがある。  

 １０）神経突起の変化～軸索には物質の流れがある。これは細胞体から軸索先端に向か

う流れと逆に軸索先端から細胞体に向かう流れがあり、これを「軸索流」という。軸索流

 
22 詳細は第１５章参照。  
23 酵素の欠損などのため代謝されない物質が蓄積し細胞内に沈着した構造物。  
24 第１５章参照  

１３-41 
 



第１３章 
 

                                                 

が何らかの理由で妨げられるとその部位に軸索内容物の貯溜が生じる。小脳のプルキンエ

細胞の軸索の一部が膨れた状態を「トルぺド」という。高年齢者で認められる。軸索の変

性を意味する。脊髄の細胞における同様の現象を「スフォイド」という。やはり高年齢者

で増加することが知られている。  

 

５．５ アルツハイマー病における脳病変の分布と進展  

 ブレークとブレークはADの進行に伴う脳病変の変化を以下の６段階に分けて記載した

（図１３－１８） 25。  

段階Ⅰ：NFT、NTが嗅内皮質から大脳皮質への移行部である経嗅内野に限局して出現

する。この変化は嗅内皮質の外側の細胞層（pre-α層） 26 に認められる。pre-α層はNFT

が最初に認められる細胞である。ごく少数のNFTが嗅内皮質のpre-α、海馬CAl、前脳基

底核の大細胞核や視床の前背側核にも散在する。  

段階 II：段階 I が進行した段階である。経嗅内野の pre-α層に出現した NFT の数が著

しく増加する。嗅内皮質固有領域の pre-α層では NFT の密度はやや少ない。海馬複合体

では CAl～海馬台移行部に少数出現する。時にごく少数の孤発性の NFT が等皮質連合野

に出現する。  

 段階III：経嗅内野と嘆内野のpre-α層は高度に侵される。多数のpre-α層投射細胞がNFT

を含んでいる。経嗅内野pre-α層にNFTの終末像であるゴーストタングル 27が始めて認め

られるのはこの段階である。pre-β層やpri-α層にも少数のNFTが認められるようになる。

海馬複合体ではCA1 のみに病変が出現する。海馬台の錐体細胞には尖端樹状突起まで延び

るNFTが出現するようになる。CA2～CA4 は少数の細胞を除いて変化を免れる。大脳等皮

質にも基本的に変化は認められない。症例によっては前頭、側頭、後頭連合野の底部のⅢ、

Ⅴ層に少数のNFT、NTが散在する。多くの例で前脳基底核大細胞核、視床前背側核、扁

桃体に軽度の変化がある。孤発性のNFTが視床結合核、視床下部の乳頭隆起核に見られる

ことがある。  

 

 

 
25 海馬の解剖学については第 11 章、図１１－２１、図１１－２２参照。  
26 嗅内皮質および経嗅内野は表層から深層へ、pre-α、pre-β、pre-γ、pri-α、pri-、pri-
γ、の６層構造をなす。  
27 神経細胞が崩壊すると NFT は細胞外へ放出される。これをゴーストタングルという。  
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図１３－１８ ブレークとブレークによる AD の進行に伴う脳病変の変化  

色の濃い領域ほど病変が進行している。  

 

段階 IV：この段階は pre-α層の非常に高度の損傷で特徴づけられる。多数のゴーストタ

ングルが経嗅内野、嗅内皮質に現れる。pre-β層、pri-α層もかなり侵される。海馬複合体

では CAl に多数の NFT が現れる。CA4 では歯状回近傍に多極性細胞の星形 NFT が現れ

るようになる。大脳等皮質はごく軽度の変化にとどまり、一次運動野や知覚野に変化はな

いかごく少数の老人斑がⅢ層に認められる。扁桃体の皮質内側部には多数の老人斑が認め

られる。NFT、NT は主に腹外側核に出現する。前障の基底部は軽度に侵される。被殻と

側坐核の基底部に NFT が見られることがある。視床結合核や視床下部の乳頭隆起核はそ

れよりやや強く侵される。視床前背側核は NFT と NT で密に満たされる。  

段階  V：pre-α層は非常に強く侵され同時に多数のゴーストタングルが存在する。深部

の pre-β層や pre-γ層も明らかに侵される。更に深部の pri-α層も強く侵され NT が帯状

にみえる。傍海馬台と経海馬台の小細胞層に NFT や多数の NT が出現する。海馬複合体

は全ての部位が侵される。海馬台の NFT から尖端樹状突起に向かって伸びる高度の NT

は特徴的で、CAl の炎型 NFT と容易に区別できる。鈎の一部にも NFT が出現する。これ

は海馬台の最も前方の領域が鈎まで延びていることの現れである。ひときわ大きな NFT

は海馬台錐体細胞に特徴的である。老人斑は主として海馬台に隣り合う CA1 の楔型の部分
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に出現する。数は少ないが老人斑は CA1 の上部、CA2、CA3 にも出現する。CAl には NFT

含有錐体細胞が群集するが、内側よりも外側の錐体細胞層に強い。海馬複合体の最も下部

に位置する上昇層では NFT は希にしか認められない。錐体細胞層の粗な NFT 分布とは別

に、NFT の集積した二つの縞模様が認められる。一つは CA1 の放射状層、他の一つは上

昇層である。CA2 は NFT 形成に抵抗性があるが個人差が大きく、早期に高度に侵される

例もある。CA2 の NFT は大きく軸索突起や樹状突起まで拡がっており、この点で CA1 や

CA3 の NFT と区別される。CA3 や CA4 には少数の NFT が存在する。これらの層の NFT

は細胞体のみに存在し、神経線維にまで拡がる歯状回の NFT とは区別される。歯状回の

NFT は小さく点状である。  

段階 V：大脳等皮質が強く侵される。所見がまだ軽い段階では変化は脳梁膨大後部領野、

側頭葉および後頭葉の内側基底部と底面に限局している。次いで島と眼窩皮質の前基底部

が侵される。より高度になると上側頭回を除くこれらの領域に NFT と NT が多量に出現

する。上側頭回を除く側頭葉のⅢ層では多数の老人斑が認められる。殆ど全ての等皮質が

侵される。病理解剖学的には前頭葉がより強く侵される「前方型」と頭頂・側頭・後頭葉

領野がより強く侵される「後方型」を区別することは出来ない。第一次知覚野は抵抗性が

あり、Ⅲ層に老人斑、Ⅴ層に NFT を多少認めるのみである。一次運動野は等皮質のなか

では最も侵されにくい。Ⅲ層にわずかな老人斑を認める。  

皮質下神経核の変化は段階 V でより明瞭になる。扁桃体に接する前障の基底部は恒常的

に侵される。視床の前背側核では顕著な細胞脱落があり多数のゴーストタングルが現れる。

前腹側核にも最初の変化が見られるようになる。少数の NFT と NT が視床下部の外側隆

起核や黒質の緻密部に観察される。  

 段階 VI：段階 V の変化がより進行する。pre-α、pri-αの高度の細胞脱落に平行して多

数のゴーストタングルが見られる。しばしばゴーストタングルは除去されてグリアに置き

換わっている。傍海馬台と経海馬台の小細胞層は多数の小 NFT と密な NT 網が出来あが

る。海馬複合体は NFT、NT に満ちている。歯状回の顆粒神経細胞の無数の NFT は段階 V

との鑑別点である。CAl は高度の神経細胞脱落、無数のゴーストタングル、および放射層

の上部と上昇層の明瞭な NFT の縞で特徴づけられる。海馬台では NFT は少数であるが

NT は密に存在する。  

すべての大脳等皮質は非常に高度に侵される。一次感覚野に特徴的な像はⅤ層で NFT

は少ないが密な NT で境界明瞭な帯が形成されることである。これは第一次視覚野で容易
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に認められ、段階 V との鑑別点となる。これに対して一次運動野のⅤ層に所見はない。  

皮質下神経核は非常に高度に侵される。視床の前腹側核を被う病的変化の拡がりは視床

網様核にまで延びる。この核の前背側部は特に高度に侵され、後腹部に向かって病変は軽

度となる。視床下部の外側隆起核に NFT が見られることがある。段階 VI は錐体外路系が

侵される点が特徴的である。線条体の殆どの大型細胞とかなりの数の中型細胞が NFT を

示す。さらに、長く延びた樹状突起をもつ NFT が黒質の多くのメラニン含有細胞に認め

られる。  

 

６．アルツハイマー型認知症の臨床像 

 

６．１ 記憶  

６．１．１ 短期記憶  

短期記憶（STM）の測度としては記憶スパン 28がある。ATDの記憶スパンは低下する。

記憶材料が語、文字、数字、図形などいずれの場合でも記憶スパンの低下が認められる。

しかし、以下に述べる長期記憶、特にエピソード記憶や意味記憶の障害に比べると軽度で

ある。語リストを提示して自由再生させ系列位置曲線 29を求めると、ATDでは新近性効果

は軽度に低下し、初頭効果は大きく低下する。この事実はATDでは短期記憶は比較的保た

れていることを意味する。  

 

６．１．２ 作業記憶  

詳細は第２１章で述べるが、バッドレィは当初作業記憶を、 

 １）音韻ループ～言語情報を一時的に保持する下位システム。 

 ２）視空間記述メモ～視空間情報を一時的に保持する下位システム。 

 ３）中央遂行系～上記二つのサブシステムを用いて情報処理を実行するシステム。 

の三つのシステムから構成されると考えた。ATD では少なくてもその初期の段階では二つ

の下位システムは比較的保たれ、中央遂行系のみが障害される。すなわち、ATD 患者は二

つの課題を同時に遂行することに障害を示す。また、音韻ループや視空間記述メモに保持

された情報を操作することが障害される。  

 
28 第１１章参照。  
29 第１１章参照。  
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他方、ATD 患者の音韻ループに障害があるとする報告もある。音韻ループは言語短期記

憶を担っており、記憶スパンで評価される。ベーチェットとソロモンによれば、ATD では

中央遂行系の機能低下は大多数の症例で認められるが、記憶スパンは低下する群と低下し

ない群に分かれる。ベーチェットとソロモンはこれを ATD の重症度の違いを意味すると

している。記憶スパンの低下がない ATD は AD の初期段階にあり高次脳機能にまでその

影響が及んでいない群である。記憶スパンが低下している群は AD が進行し高次脳機能に

まで影響が及んでいる群である。  

 

６．１．３ エピソード記憶  

 エピソード記憶障害は ATD 患者の自覚症状として最も頻度が高い。家族から患者が認

知症ではないかと疑われるきっかけとなるのも多くの場合エピソード記憶障害である。

DSM-IV や ICD-10 の ATD 診断基準でもエピソード記憶障害は重視されている（表１３－

１６、表１３－１７）。ATD のエピソード記憶障害にはいくつかの側面がある。  

１）ATD では語や文章を提示して一定時間後に再生する課題で顕著な障害が認められる。

すなわちエピソード記憶の前向性健忘が存在する。対連合学習課題も ATD の初期の段階

から障害される。上述のごとく、ATD の短期障害は比較的軽度である。ATD でエピソー

ド記憶が障害されていることは短期記憶の情報が急速に失われることを意味する。エピソ

ード記憶の急速な忘却が ATD の特徴である。  

２）後述するように ATD には注意の障害が認められる。注意障害があれば当然エピソ

ード記憶の成績は低下する。ペリーらの研究によれば、ATD の記憶障害とエピソード記憶

障害との間には密接な関連が認められる。  

３）情報を記憶する最初の段階は情報解読処理である。この解読処理に障害があれば当

然記憶は障害される。グリーンらによれば ATD ではエピソード記憶の再認成績と再生成

績に差がない。通常、再認成績は再生成績より良好である。ATD の結果は記憶が形成され

る段階で既に何らかの障害が存在することを意味する。  

４）ATD では過去の記憶の再生は比較的保たれているとされてきた。最近の研究によれ

ば ATD では過去の自伝的記憶の再生も障害される。すなわち、ATD には前向性健忘より

軽度ではあるが逆行性健忘が存在する。この逆行性健忘に時間的傾斜があるかどうかは

種々議論がある。ATD 患者が子供時代の記憶を鮮明に再生したというエピソードはしばし

ば聞かれる。しかし、記憶材料、再生方法を厳密に統制した研究では ATD の逆行性健忘
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に時間的傾斜は存在しない。ATD 患者は高年齢の場合が多い。子供時代の記憶を再生する

機会も多いであろう。再生を繰り返すうちに子供時代の記憶は意味記憶に変化する。以下

に述べるように、ATD では意味記憶も障害されるが、エピソード記憶障害より軽度である。

結果として子供時代の記憶は比較的保たれていることになる。  

５）ATD ではエピソード記憶の低下だけでなく、エピソード記憶の歪みも出現する。こ

の記憶の歪みはしばしば高度となり、妄想に発展する場合もあり、介護者の大きな負担と

なる。例えば、患者は財布の置き場所を忘れた場合に財布を盗まれたと主張する。更には

介護者が盗んだと主張することも希ではない。この場合、事実を患者に納得させる事は時

として非常に困難である。この記憶の歪みは実験的にも検討されている。歪みの原因は提

示されていない項目あるいは他の学習課題の項目が再生される「侵入」が最も多い。  

６）ATD では作話も認められる。第１１章で述べた作話の機序のいくつかは ATD の作

話の機序にも当てはまる。すなわち、①時間認識に障害があり、そのため出来事の記憶は

保たれているがその生起順序の記憶が障害される、②発生源記憶に障害がある、など要因

によって ATD の作話は生じてくる。  

エピソード記憶障害は内側側頭葉における NFT の蓄積などの病的変化の現れと考えら

れる。特に嗅内皮質では ATD の初期の段階で NFT の蓄積が認められる。嗅内皮質は皮質

連合野から海馬への投射の中継点である（図１１－２３）。その損傷は皮質連合野―海馬

間の機能的離断を引き起こす。これが ATD におけるエピソード記憶障害の機序と考えら

れてきた。この考えは上述したブレークの神経病理学的所見とも一致する。しかし、最近

この考えとは多少異なる知見も報告されている。PET を用いた研究によれば、ATD では

後部帯状回、特に脳梁膨大領域で糖代謝の低下が認められた。この糖代謝低下は ATD の

前段階である MCIにおいて既に認められている。エピソード記憶障害を主症状とする ATD

と意味記憶障害を主症状とする ATD を比較すると、海馬の糖代謝では両者間に差は見ら

れないが、後部帯状回の糖代謝は前者で低下していた。ATD で後部帯状回の萎縮があるこ

とは MRI 研究によっても確認されている。後部帯状回が記憶と関連することは第１１章

でも述べた。ATD におけるエピソード記憶障害の責任病巣は後部帯状回である可能性も否

定出来ない。  
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６．１．４ 意味記憶  

 ATDでは意味記憶に障害が認められる。意味記憶は言語に関する知識やその運用、事実、

概念に関する知識、などの記憶である 30。ATDの意味記憶障害を検出する検査としては「語

流暢性検査」が有用である。これは一定時間内に動物名、植物名、県名などを出来る限り

多数列挙する検査である。ATDでは検査成績が低下する。他方語頭音を与えて語を列挙す

る検査の成績低下はそれより軽度である。  

ATD では呼称障害も認められる。ATD の呼称の誤りは意味的誤りが多く、音韻的ある

いは視覚的誤りは希である。呼称障害の原因が、①貯蔵されている意味レキシコン自体の

障害であるか、②意味レキシコンへのアクセスの障害であるか、は種々の意味記憶課題（絵

の呼称、絵と語の照合、絵の分類など）間の成績を比較することによって推測可能である。

ATD では課題に関係なく成績の低下が認められる。すなわち、ATD の意味記憶障害は意

味レキシコン自体の障害である。  

 意味記憶障害は意味的プライミング 31の手法を用いても検討出来る。ギッフォードらは

ATDを被験者として二つの語呼称課題を実施した。顕在的記憶条件では呼称する語が単独

で提示される。潜在的記憶条件でまずプライミング語が提示され、次いで呼称語が提示さ

れる。二つの語は等位語（ライオンートラ）の場合と属性語（シマウマー縞）の場合とが

ある。ATDのプライミング効果は等位語では健常統制群より大（過剰プライミング）であ

り、属性語では差がなかった。また、語の属性判断を測度とした意味記憶検査で障害が重

度であったATD患者は障害の軽い患者より過剰プライミング効果が大であった。この結果

はATDでは意味構造の精緻化が障害されていることの現れと解釈された。  

 ATD における意味記憶障害の程度は生物の呼称か無生物の呼称かによって異なるとい

う報告がある。一般に初期の ATD では生物の呼称が良好で進行した ATD では無生物の呼

称が良好であるとする報告がある。これに対して症例による個人差が大きく、生物の呼称

が良好な患者と無生物の呼称が良好な患者がいるとする報告もある。ローズらは ATD の

呼称障害が生物と非生物でいずれが大であるか 21 の研究を対象にメタ解析を行った。障

害程度の測度である効果量は生物呼称 1.76、非生物呼称 1.49 であった。全体としては ATD

の呼称障害の程度は生物でより重度であった。  

 ATD の患者はしばしば固有名詞、特に人名が想起出来ないと訴える。この固有名詞想起

 
30 詳細は第１８章参照。  
31 第１１章参照。  
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の障害が ATD の初期から出現することは実験的にも確認されている。意味記憶障害の一

種と考えられている。  

エピソード記憶障害と意味記憶障害の関連については以下の研究報告がある。対連合学

習において対提示される語間に意味的関連のある場合はない場合より成績がよい。しかし、

意味記憶障害のある ATD 患者ではこの現象が認められない。これは ATD のエピソード記

憶障害の背景に意味記憶障害が関係していることを示唆している。  

 

６．１．５ 手続き記憶  

 ATD では運動的あるいは認識的な技能の修得はそれ程障害されない。円盤追跡、鏡映模

写、単純反応などの課題遂行において、ATD は最初の成績は不良であるが、成績の上昇率

は健常高年齢者と変わらない。  

 

６．２ 言語  

 ATD では、自発発話の語彙減少に始まり、「あれ」「それ」などの代名詞を多用するよ

うになり、呼称が障害されるが復唱が比較的保たれる症状がよく観察される。ATD に見ら

れる言語障害を「アルツハイマー失語」と呼ぶ研究者もいる。喚語困難（語健忘）、聴覚

理解障害、読字（特に読解）障害、書字障害が認められる。失語類型としては、流暢性失

語、特に健忘失語や超皮質性感覚失語に該当する。ATD が進行するとウェルニッケ失語と

なることが多い。最終的には全失語となるが、原則としてブローカ失語や超皮質性運動失

語の症状は示さない。すなわち、言語の音韻機能、統辞機能よりも意味機能ならびに言語

運用機能が障害される。  

 以上の事実を反映して、ATD では音読は重症例でも比較的保たれる。漢字・仮名間に解

離が見られる症例では漢字で障害が重度である。  

 ATD の進行に伴う言語症状の変化は以下のごとくである。  

１）発症初期の段階では口頭言語では流暢性は保たれ、音韻性錯語もあまり認められな

い。他方、語の想起は著しく障害され、自発発話、物品呼称いずれにおいても喚語困難が

見られる。その際の誤りは語性錯語、迂遠言語の形で出現する。復唱は比較的保たれる。

音韻知覚はほぼ保たれるが、意味理解は文章の構文や内容が複雑になるにつれて種々の程

度に障害される。特にことわざの理解などは極めて不良となる。  

２）中期では錯語が増大し、語性錯語とともに字性錯語も出現する。喚語障害はさらに
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高度となり、語が出てこないため話が途中で中断したり、終了しなくなる。復唱も障害さ

れ、特に出現頻度の低い語で誤りが生じやすい。言語理解は極めて不良となり簡単な質問

にも答えられなくなる。  

３）末期では反響言語、保続言語が出現する。自発発話は殆ど出現しなくなる。ただし、

話される言葉は比較的流暢であり、文法構造は保たれる。物品呼称は遂行しえない。言語

理解は不能となり、もはや実用的な言語能力は完全に失われる。  

 失語で発症する ATD は左大脳半球の病変が右大脳半球に先行すると考えられる。これ

は CT 研究によっても確認されている。  

 

６．３ 動作  

 １）観念運動失行～ATD では観念運動失行が出現する。その頻度は 30％～70%と研究

者により大きく異なる。この違いは病変の分布に依存する。左大脳半球損傷があれば頻度

は当然高くなる。観念運動失行は認知症の程度と相関するが、相関係数の値は r=0.5 程度

である。この事実は観念運動失行の発現には AD 病変の拡がり以外の要因が関与している

ことを意味する。動作模倣障害は観念運動失行症状に該当する。スピンラーらの研究によ

れば、ATD の約 40%に動作の模倣障害が認められる。認知症の重症度との相関は r=0.68

であった。  

２）観念失行～物品使用障害は ATD の初期には余り認められない。ATD の中期ではナ

イフやフォークの使用など日常的場面で物品使用障害が出現する。この場合物品の認識に

も障害があることも当然考えられる。  

 ３）肢節運動失行～ATD では両側性に肢節運動失行が出現する。中期の ATD では歩行、

起立、着座、仰臥などの動作が障害される。スピンラーらはこれを全身性の肢節運動失行

と解釈している。ATD の末期では咀嚼、嚥下、性交、さらには排泄などの動作も障害され

る。スピンラーらによれば、これらの動作障害も運動麻痺ではなく失行、特に肢節運動失

行として理解されるべきである。  

 ４）着衣失行～中期以降の ATD では着衣動作が障害される。患者は介護者の介助なし

には日常的な衣服の着脱が出来なくなる。これには二つの要因が考えられる。一つは身体

と衣服の位置関係を正しく把握出来ないことによる着衣失行である。他の一つは衣服着脱

という連続的動作遂行の障害である。前者は視空間認識障害で右大脳半球病変に関係する。

後者は観念失行症状であり左大脳半球病変に関係する。  
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 ５）構成失行～ATD で、描画、ブロック・デザイン（積み木で図柄を構成する課題）な

どの構成行為が障害されることは第８章で述べた。  

 

６．４ 認識  

６．４．１ 視覚認識  

ATD の中期から後期では物品の視覚認識障害が出現する。多くは物品呼称障害や物品使

用障害が主症状である。従って、狭義の失認であるか意味記憶障害であるかの判断は困難

である。しかし、大脳皮質後方の病変が著しい ATD 例では狭義の視覚失認に該当する症

例も報告されている。新福らの文献的研究によれば、ATD80 例中 11 例で視覚失認が認め

られている。いずれも連合型の視覚失認である。テイラーとウェリントンは統覚型視覚失

認に対応する症状を呈した症例を報告している。相貌失認様の症状を呈する症例は少なく

ない。親族、友人などが誰であるか認識出来ず、名前が思い出せない。ATD の人物認識障

害は記憶障害と考えられることが多いが、相貌失認の可能性もある。実際、ATD では顔か

ら性別、年齢、民族などを同定することが障害されている。ただし、ATD における人物認

識障害が一般的な意味記憶障害の現れである可能性は否定出来ない。実際、ATD で顔以外

の手掛かりから個人を同定することも障害されている場合がある。  

ATD では図地弁別が障害される場合がある。これは、第９章で述べたように、画像失認

に該当する。つぼ、包丁、ハンマー、などを重複させて描いたポッペルロイターの図形の

認識は ATD で障害される。  

 

６．４．２ 視空間認識  

ATD は左大脳半球病変に関連した高次脳機能障害、すなわち失語や失行で発症する例が

多いが、右大脳半球病変に伴う症状、特に視空間認識障害を初発症状とする例も少なくな

い。ATD の視空間認識障害としては地誌的失見当がよく知られている。散歩に出た ATD

患者が自宅に戻れなくなったというエピソードはしばしば聞かれる。地誌的失見当は ATD

のかなり初期の段階でも認められる。最初は見知らぬ場所での失見当、例えば入院した病

院で診察室から病室に戻れなくなるなどの症状が認められる。さらに症状が進行すると、

熟知しているはずの場所でも失見当が出現する。例えば近所のコンビニに買い物に行って

戻れなくなる。  

失見当には二つの機序が関係している。一つは自己中心的な視空間定位障害である。行
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きは右に曲がる交差点は帰りには左に曲がる必要がある。自分がいる空間的位置によって

曲がる方向は変化する。この認識に障害があれば失見当となる。第二の要因は建物や目標

対象の認識障害である。「角の郵便局を右に曲がる」必要がある場合、郵便局がどの建物

か判らなければならない。全般的記憶障害に伴って建物や目標物の記憶が障害されること

により失見当となる。ATD では後者の機序による失見当が多いと考えられる。  

 ATDの後期にはバリント症候群や同時失認 32も認められる。ATDの初期段階でも視覚的

走査が障害される場合がある。視覚的注意の範囲が狭くなり、またある対象に注意を向け

ると他の対象が注意されなくなる。一般的な注意障害と見るか、バリント症候群あるいは

同時失認のような視覚限局性の注意障害と見るかは議論がある。   

 

６．５ 注意  

 注意は「環境の特定側面に対する生体の反応準備状態の高まり」と定義される。注意に

は、①選択的注意～ある刺激に対する反応準備性を高め、他の刺激に対する反応準備性を

低める働き、②持続的注意～一定時間注意を持続させる働き、③注意の範囲～一時に注意

しうる刺激の範囲、の三つの側面がある。ATD ではそれぞれの側面で障害が認められる。 

 

６．５．１ 選択的注意  

選択的注意は課題に無関係な刺激を無視して課題に関係する刺激にのみ注意を集中する

課題で評価される。「ポスナー課題」は選択的注意課題として広く用いられている。被験

者は画面中央の凝視点を注視し、右視野または左視野に文字や語（反応刺激）が提示され

たら出来るだけ早く反応する課題を遂行する。反応刺激の直前に右向きまたは左向きの矢

印が提示される。矢印の向きは反応刺激が提示される視野に一致する場合と一致しない場

合ある。一般に一致する条件の反応時間は不一致条件の反応時間より速い。この現象は健

常者、ATD 共に認められるが、両者の差は ATD でより顕著である。この事実は矢印を無

視して反応刺激のみに注意を向けることが障害されていることを示している。  

種々の刺激から特定の刺激のみを検出する視覚探索課題も選択的注意課題である。ATD

はこの課題でも成績低下を示す。特に、①検出すべき刺激とは異なる刺激（妨害刺激）の

数や種類が多い条件、②検出すべき刺激が複数の特性を有する（赤い十字など）条件、で

成績は大きく低下する。  
 

32 第９章参照。  
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６．５．２ 持続的注意  

持続的注意は一定時間特定刺激に注意を向け続ける働きである。ATD は外的刺激の影響

を受けやすく、一つの事に集中することが出来ない。日常生活において ATD 患者の話の

内容が頻繁に変わることはよく知られている。この障害は ATD の初期で既に認められる。

実験的課題としては連続して提示される無関連刺激（課題に関係のない刺激）に混じって

時々提示される目標刺激を検出する「ビジランス課題」がある。この課題の成績低下は中

期以降の ATD で特に顕著である。長時間（15 分以上）に渡るビジランス課題では時間が

経過するにつれて反応時間が遅くなる。この傾向は健常高年齢者でも認められるが、ATD

ではより顕著である。  

 

６．５．３ 注意の範囲  

複数の刺激あるいは課題に同時に注意を向ける働きである。評価法としては二つの課題

を同時に遂行する二重課題が広く用いられている。例えば、数字を復唱しながら幾何学図

形を模写する課題など、複数の処理を同時に遂行する課題であり、注意分割課題とも呼ば

れている。この課題の成績は ATD で低下する。例えば、上記の課題では、数字の復唱、

幾何学図形の模写を単独で遂行する条件に比べて ATD の成績は大きく低下する。  

 

６．５．４ 注意障害の機序  

ATD における注意障害はどのような機序により生じるか。サミュエルらは皮質下諸核の

病変によるアセチルコリン、ノルアドレナリン、セロトニンなどの神経伝達物質の低下が

その原因と考えている。マイネルト基底核病変によるアセチルコリンの減少と注意障害と

の関連は他の研究者によっても指摘されている。  

一方、嗅内皮質の病変によって皮質―皮質間および皮質―皮質下間の機能的離断が生じ

たことが ATD の注意障害の原因とする研究者もいる。彼らによれば、選択的注意や持続

的注意の障害は「脱抑制」として理解される。当面情報処理の対象とはなっていない刺激

への注意は抑制されるべきである。しかし、皮質―皮質間および皮質―皮質下間の機能的

離断があるため抑制が十分機能しないために種々の注意障害が出現すると考える。ATD に

おける大脳領野間の機能的関連性の低下は画像解析によって確認されている。「脱抑制」

の機序として、抑制に深く関与する領野、特に前頭葉の機能低下を重視する考えも提出さ

れている。  
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６．６ 遂行機能  

遂行機能は「それまでに経験のない新しい状況で、目標や計画を設定し、目標を達成す

るためにある行動を選択して実行し、目標が達成出来たかどうかを評価し、目標が達成さ

れていなければ行動を変更する、などの活動を行う」と定義される。遂行機能の評価法と

して様々な検査が開発されている。①語流暢性検査、②ストループ検査、③トライル・メ

イキング検査、④ウィスコンシン・カード分類検査（WCST）、⑤ポーチューズの迷路検

査、⑥ロンドン塔検査、⑦レーブン・プログレッシブ・マトリックス (RPM)などである。

前項で述べた注意に関する諸課題も遂行機能の検査として扱われることもある。概念形成、

論理的思考課題なども遂行機能検査として用いられている 33。  

ATD がこれらの課題や検査で有意な成績低下を示すことは多くの研究によって明らか

にされている。遂行機能障害は ATD の初期において既に認められる。ビネッチらは非常

に軽度の ATD 患者 25 例に語流暢性検査、WCST、ストループ検査を実施した。７例は明

らかな遂行機能障害を示した。  

遂行機能障害は日常生活における種々の障害や精神症状と密接な関連を有している。チ

ェンらによれば、不安、脱抑制／興奮、行動遅滞などの精神症状を示す ATD は精神症状

のない ATD に比較して、語流暢性や概念形成の成績が低下していた。日常生活障害の尺

度の得点が低い ATD でも語流暢性や概念形成の成績が低下する。  

一方、ATD の遂行機能障害の程度は記憶障害、視空間認識障害などの他の高次脳機能障

害の程度とは必ずしも一致しない。第２２章で詳しく述べるように、遂行機能は前頭葉と

密接な関係がある。そこで、ATD における記憶障害や視空間認識障害は脳後方領野の病変

に関係し、遂行機能障害は前頭葉病変に関係し、両者は責任病巣が異なるという考えが提

出されている。実際、遂行機能障害を示す ATD は前頭葉病変が顕著であるとする報告も

なされている。他方、遂行機能障害の程度は海馬萎縮の程度と相関していたとする報告も

ある。遂行機能の諸検査では確かに前頭葉損傷例が成績低下を示す。しかし、すべての前

頭葉損傷例が成績低下を示す訳ではない。また他の領野の損傷例が遂行機能障害を示すこ

とはよく知られている。遂行機能障害の存在が直ちに前頭葉損傷を意味しないことは明ら

かである。ATD における遂行機能障害の機序は明かではない。  

 

 
 

33 遂行機能の概念、その評価法、前頭葉との関連について詳細は第２２章参照。  
１３-54 

 



第１３章 
 

                                                 

６．７ 精神症状  

 学問的観点からは ATD の症状では記憶障害が最も注目されるが、介護者にとってより

問題となるのは精神症状である。最も多い症状は感情鈍麻であって 25～50%の出現率であ

る。これに関連して鬱の出現頻度も高い。ATD における鬱の頻度は 25～50%と推定され

ている。欲求、興味の低下、喪失が認められる。ただし感情鈍麻は単なる鬱の一症状では

ない。鬱を伴わない感情鈍麻も認められる。スタークスタインらの 150 名の ATD を対象

とした研究によれば、22%で鬱と感情鈍麻、7%で感情鈍麻のみが認められた。感情鈍麻の

頻度は認知症の重症化と共に増大する。感情鈍麻を呈する症例では前頭葉の代謝低下が認

められ、パーキンソン病症状も重度である。この事実は感情鈍麻を呈する患者では AD の

進行が速く病態も重度であることを示唆する。  

 ATD における妄想の頻度は 20～70%と報告されている。財布や貯金通帳などが何者か

に盗まれたという妄想（「物取られ妄想」）が最も多い。人物誤認によるカプグラ症状（近

親者が他人、例えば宇宙人に代わってしまった、などの訴え）も時に認められる。  

 ATD における幻覚の発生頻度は 21～48%と報告されている。幻視は希であるとされる。  

攻撃、金切り声をあげる、落ち着きがない、焦燥、徘徊、性的逸脱行動、食行動の変化・

異常などのいわゆる行動異常の頻度は ATD ではそれ程高くない。しかし、一旦出現する

と介護者や家族の大きな負担となる。  

ATD の精神症状と高次脳機能との関連については以下の報告がある。前述のごとく、チ

ェンらによれば、精神症状を示す ATD では遂行機能の低下が認められる。アールトンら

によれば、言語能力が低下している ATD は精神症状を呈する頻度が高い。抽象的思考障

害を示す ATD も精神症状や行動異常を示すことが多い。  

画像解析による研究も報告されている。ブルーエンらによれば、妄想は左前頭葉、右前

頭頭頂葉の粗鬆化 34、感情鈍麻は前部帯状回、両側前頭葉、左尾状核頭、両側被殻の粗鬆

化、興奮は左島回、両側前部帯状回の粗鬆化と関連を有していた。サルツァらによれば、

興奮や脱抑制などの行動異常は前頭葉および側頭葉の糖代謝低下と有意に相関していた。

ランコットらによれば、攻撃性の高いATDでは左右側頭葉内側の血流量低下を示した。  

ATD の精神症状の背景にはどのような機序が考えられるか。現在、神経伝達物質アセチ

ルコリン欠損仮説が提出されている。その根拠としてコリン作動薬の投与により種々の精

神症状が軽減する事実が指摘されている。アセチルコリンの分解酵素であるコリンエステ

 
34 灰白質の細胞密度の減少。  
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ラーゼ阻害剤が精神症状を軽減することも報告されている。  

 

６．８ アルツハイマー型認知症の病期  

 ATD の病期は通常初期、中期、後期の３段階に区分される。各病期の特徴を三好は次の

ように記載している。  

 

６．８．１ 初期  

６．８．１．１ 発症に気づかれるきっかけとなる症状  

初期の段階で、家族や周囲の人達によって認知症の発症が気づかれるのは記憶、見当識、

意識、思考・判断力などの障害によって、日常生活における粗大な錯誤や問題行動が出現

することによる。主に記憶障害に基づくものは、記銘の障害によるものが多く、「反復し

て同じことばかり尋ねる」「金銭や通帳などを収納した場所を忘れて、大騒ぎで探し回る

ことが頻繁になる」「市場に買い物に行っても何を買うのか忘れてしまい同じ物ばかり買

ってくる」「ガス、水道を締め忘れる」などのエピソードが多い。「死亡した人を生きて

いると思い込んでいる」といった記憶内容の錯誤（錯記憶）もみられることがある。  

 失見当による行動錯誤も初期から目立つ。「今日の日付がわからなくなり、周囲の人に

何度も尋ねる」というエピソードはしばしばみられる。このことは時間に関する失見当の

ほかに、毎日変化する日付を覚えておくことが出来ない記銘の障害とも関連している。

ATD においては、極めて初期の段階からこの現象が認められる。その他、１日の時間帯を

間違えて、「家族が寝ようとしている時間帯に起きだして、逆転した生活になる」「今は

夜であるといっても理解出来ないようである」といったこともある。「外出して家に帰れ

なくなる」というエピソードもみられるが、子供と同居を始めて間がない、といった場合

でのことが多く、長年住んでいる家に帰れなくなるということは少なくとも最初期には目

立たない。  

 意識障害による行動の錯誤が初発症状となることもある。せん妄による繰り返される夜

間の行動の混乱により気づかれることが少なくない。友人と旅行中に 200km も離れた自

宅にタクシーに乗って帰ってしまったが、そのことを後で思い出せない、といったエピソ

ードで気づかれた例がある。  

 思考・判断力の障害も初期からみられる。「新しい電気器具を使うことが出来ない」「職

場で仕事が出来なくなる」「人前で状況にそぐわない行動がみられる」といったことがあ

１３-56 
 



第１３章 
 

る。その他、「被害的な傾向をもつ金銭へのこだわり」「他人の持ち物を自分のものと間

違えて平気でいる」「着衣の間違いを繰り返す」「いつでもトイレの水を流すのを忘れる」

「戸締まりを何度も強迫的に行う」といったことがある。  

 感情・意欲の障害でも「落ち着きがなく、すぐ混乱する」「多弁・多動で行動面で極端

にまとまりがなくなる」といったことが初発症状となることもある。  

 認知症症状が目立つ前に被害妄想や嫉妬妄想がみられることも希ではない。  

 

６．８．１．２ 初期症状  

近時記憶の障害が目立ってくる時期である。潜行性に出現するので、いつから記憶障害

が始まったのか明確でないことが多い。記憶障害が周囲によって気づかれることによって

はじめて診断が可能となるが、記憶障害の存在はしばしば患者本人も自覚している。物品

を置き忘れる、親しい知人の名前を忘れる、約束や予定を覚えられない、といったことが

あって日常生活に支障を生ずる。  

 ATD においては、初期の段階から著しい近時記憶の障害が見られることが臨床的な特徴

の一つである。数分前に話したことや、経験した事柄が思い出せないといったことも初期

から認められる。この点で、老年期にみられる良性の老年性物忘れや老年期記憶力減退と

は質的に異なっている。しかし、この時期には自分の名前、生年月日、出生地などの自伝

的意味記憶は保たれているし、時には自伝的エピソード記憶を正確に思い出したりするこ

とは可能である。このように直前の事柄に関しては記憶障害があるのにもかかわらず、古

い事柄の記憶が保たれていることは特徴的である。  

 また、この時期には既に鬱気分、自発性減退などがみられ、複雑な仕事の遂行が困難に

なり、家計を管理する、買い物に行くといった日常生活においても支障が現れてくる。大

切なものを納いこんだ場所を忘れて盗まれたと思い、家族や近所の人達に対する被害的な

妄想をもつことも少なくない。時間的失見当は初期から目立つ。今日は何月何日か、季節

はいつでか、といった質問に答えることが出来ない。  

 

６．８．２ 中期  

 この時期になると高次脳機能の低下が著しく、簡単な問題の解決も出来なくなる、近時

記憶にとどまらず、意味記憶およびエピソード記憶のいずれもが障害される。日常品の名

前を忘れ（語健忘）、言い誤り（錯語）、自発書字や書き取りが障害される。しばしば記
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憶錯誤があって、それを周囲に対して頑固に言い張ることもあり、ときには妄想があるよ

うに見えることもある。古い記憶は断片的に残っている。外出しても自分の家に帰って来

られなくなるなど地誌的失見当が認められる。また、自分のいる場所に関する認識（場所

的見当識）も障害されて、「自分の家にいても、他人の家にいるような気がして、早く自

分の家に帰りたいという」といった症状が現れる。  

 行動面ではこの時期、しばしば多動があり、徘徊や常同的な行為の繰り返しも見られる。

しばしば夜間に落ち着かず、症状が一見悪化したようにみえる（夕暮れ症候群）。この時

期に失語、失行、失認やゲルストマン症候群が認められることも多い。早期発症 ATD（詳

細は後述）では、このような神経心理学的症状に加えてしばしば筋固縮、ミオクローヌス

発作などの神経症状がみられる。日常生活でも着衣、摂食、排便など一応は自分で出来る

が、次第に介護が必要になる。妄想を形成することもあるが、その内容は断片的である。  

 

６．８．３ 後期  

 記憶障害は重度であり、断片的な記憶のみがわずかに残っている。自分の名前、生年月

日、出生地、両親の名前、家族の名前などの自分にとって重要な事柄も思い出せない。判

断の障害があり、自分が次に何をなすべきかについての持続的な思考が困難となる。従っ

て、簡単な問題の解決も出来ないし、家の外はもとより、家の内でもまとまった行動が出

来ない。行動が不活発となり、臥床がちとなる。食事の摂取、排泄、着衣なども自分ひと

りでは出来なくなり、全面的な介護が必要となる。便意がわからず、また周囲に伝えられ

ないため両便の失禁がみられる。最も進行した段階では、側頭葉底面病変によるクリュー

バー・ビューシー症候群、すなわち視覚失認、口唇傾向（何でも口に入れる）の増大、視

線の変換障害、情動の喪失、性的機能の亢進、異食（食物以外の物を食べる）などの症状

や、後頭葉病変のためのバリント症候群が見られることがある。  

 

６．９ アルツハイマー型認知症への発生認識論からのアプローチ  

 本章第１節に述べたように、認知症は人格の解体過程である。認知症の症候学は単に種々

の症状を羅列するだけでなく、人格解体過程を統合的に説明する理論的枠組を構築するこ

とが必要である。多くの認知症研究者は種々の観点から研究データを蓄積することには大

変熱心であるが、一定の観点からそれらのデータを統合的に理解することには殆ど関心が

ない。  
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スイスの発達心理学者J・ピアジェは詳細な臨床的観察や実験的研究に基づいて知能の

発達段階を表１３－１９のごとく 4 段階に区分した。ジュネープの精神医学者J・デゥ・

アジュリアゲラを中心とするグループはピアジェの方法や概念をATDに見られる神経心

理学的諸症状の研究に応用し、数々の興味深い結果を明らかした。この研究はATDの諸症

状を発達とは逆の過程として理解しようとする大変興味深い試みである。1960 年代から

1970 年代にかけてデゥ・アジュリアゲラのグループは多数の研究論文を発表したが、その

後の認知症研究では注目されなかった 35。筆者はこのデゥ・アジュリアゲラらのアプロー

チはATDの神経心理学において非常に重要な意味を持つと考えているのでここにその概

要を紹介する。浜中が要を得た総説を著しているので以下それに従って述べることにする。 

 

表１３－１９ ピアジェの知能発達段階  

１）感覚運動期：子供の行動が専ら感覚と運動との結合に基礎を置く時期。  

０歳～２歳ごろまで。  

２）前操作期：操作が可逆性を持たず、知覚印象に左右される。思考は論理的で  

ない。２歳～７歳。  

3）具体的操作期：具体的事象に対する操作が可能な時期。7 歳～11 歳。  

4）形式的操作期：言語や記号だけを用いて仮説演繹的推理が可能となる時期。  

12 歳～14 歳以降。  

 

デゥ・アジュリアゲラらは、当時異なる疾患とされていた老人性認知症（DS）と（彼ら

の定義による）AD が疾病学的に同一の過程であるという見地に立つ。DS は健忘症候群を

主徴候とする進行速度が比較的緩徐な病態である。デゥ・アジュリアゲラらによれば、健

忘症状群に失語・失行・失認症候群、さらには種々の常同症や原始反射、筋緊張異常など

のいわゆる「前頭葉症状」が加わって、定型的 AD に移行する。これを彼らは「アルツハ

イマー病化」と呼んだ。彼らは臨床精神神経学的診察により、DS を重篤度の面から次の

４病期に分けた。  

 第１期：記憶指数、知能指数に異常なく、明確な失語・失行・失認症状も認めないが、

諺の説明、範疇的行動、空間表象、手指指示、計算などが若干困難である。僅少の模倣行

 
35 多くの認知症研究者にとってピアジェの学説は余りなじみがないことがその理由であ

ろう。  
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動や強制把握を示す（老人ホームに入所している老人の大半）。  

 第２期：通常の DS の病像に相当する。知能指数は正常範囲内であるが、動作性検査成

績が言語性検査成績より不良で、はっきりした健忘症状群が前景に現れる。構成失行、ゲ

ルストマン症状群がしばしば認められる。言語理解が不良となる。  

 第３期：健忘症状群がいっそう重篤となる。完全な構成失行、ゲルストマン症状群のほ

かに、種々の程度の失語、観念失行、観念運動失行が加わる。強制把握、抵抗症、手指の

常同症、視線障害、クローズド・イン現象が出現し、アルツハイマー病化が始まる。  

 第４期：第３期の病像がさらに重篤となった完全なアルツハイマー病化の段階である。

失語・失行・失認症状はきわめて重篤となる。口唇反射も出現する。  

デゥ・アジュリアゲラらは操作、論理、言語、空間、時間、記憶、予期などの領域に関

する 60 項目以上にわたる発生心理学的検査を AD に実施した。そして、①退行現象とし

ての DS における知能解体は各検査項目について幼児の知能発達段階を逆の方向に辿るか

どうか、②その意味で両者は重ねあわせうるもの否か、③またそうであるとしてその解体

過程が上の諸領域（諸検査項目）を一貫する同じ性質のもの（均質性）か否か、を詳細に

検討した。図１３－１９はピアジェの各発達段階に対応する検査項目と認知症患者の成績

である。臨床分類の各段階における認知症患者は以下の特徴を示した。  

１）臨床分類の第１、２、３期はそれぞれ形式的操作期、具体的操作期、前操作期にほ

ぼ相当しており、臨床的重症度と知能発達段階の間に一致がみられた（第４段階の患者は

実際上検査不能である）。  

 ２）患者の知能発達段階は WISC の知能指数とも高い相関を示した。  

３）患者の知能発達段階は病前の知的水準や文化的環境、種々の失行・失認症状とも相

関していたが、健忘症状とは無関係であった。  

 ４）最も注目すべき問題である DS における知能解体は各検査項目について幼児の知能

発達段階を逆の方向に辿るかどうかについては、各検査項目についてもまた物理量保存、

数の発生、空間表象、初歩的論理などの各領域についても成り立つことが確認された。知

能発達段階の解体過程に動揺はあっても、順位逆転を示すことはなく、その意味で DS は

幼児の知能に重ね合わすことが出来、類似の構造を有するといえる。  

５）各検査項目の均質性の問題については、上記の知能解体過程が最も純粋に働いてい

るのは、臨床分顆の第 2 期、つまり具体的操作期にある症例群であり、各検査項目の成績

が一定の発達年齢のまわりに比較的まとまっており（この現象を「水平化」と呼ぶ）、最
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も均質であることが明らかにされた。これに対し、第 1 期の軽症例（形式的操作期）では、

各項目の検査結果が例外なく同程度ずつ低下している傾向（先端切除）が目立つ。そのた

めに成績曲線が右上がりとなる。第３期の重症例（前操作期）では水平化の傾向も認めら

れる。水平線の上下への成績の分散が著しく、そこに何らかの特殊な要因が働いているこ

とが考えられる。いずれも第２期ほど均質ではなかった。つまり第１、２、３期の認知症

症状は知能障害のみでは説明されない。幼児の知能には認められない高年齢者または DS

の特殊性によるものと思われる。  

 

 図１３－１９ ピアジェの発生心理学理論に基づく検査項目と認知症患者の成績  
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この結果をデゥ・アジュリアゲラらは次のように考察している。第 1 期の先端切除の現

象は高年齢者一般に固有の精神構造、つまり予期的表象の欠陥、多数の情報を同時に顧慮

する能力の障害、可塑性の欠如に起因する。第３期に関与している特殊な要因は視線障害

などにみられる知覚的強迫現象、つまり知覚標徴または図形的側面に対し距離をおくこと

が出来ないことに起因する。その他にも、DS と幼児の知能の差として、健忘症状では説

明困難な検査教示の忘却、検査成績の著しい動揺（疲労度、全身状態、検査時刻、検査意

欲などによる）、不使用による成績不良（たとえば成人期以後では空間表象の訓練は殆ど

行われない）などを指摘している。  

 

７．アルツハイマー型認知症の画像解析所見 

 

７．１ 形態画像解析  

７．１．１ MRI 所見の概要  

 ATDでは、健常統制群に比して、内側側頭葉、前頭葉、頭頂葉など大脳皮質萎縮像が認

められる。側頭葉内側では海馬複合体の萎縮が顕著である。この所見は発症初期から認め

られ、ブレークらの神経病理学的所見に一致する。当初は視察によって萎縮があるかどう

かが診断されていた。最近は容積計測法 36などの手法を用いてATDの脳萎縮の程度の計量

的評価が一般的になりつつある。デゥらの研究結果は図１３－２０に示すごとくである。

この図で黄色、赤色に着色されている場所はATDで萎縮が重度である領野、黒く着色され

ている場所は萎縮が少ない領野を示している。両側の前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉で

ATDの大脳皮質容積は健常統制群より 0.1%水準で有意に減少していた。最大の萎縮は両

側の内側側頭葉、側頭・頭頂葉、後部帯状回、前楔部で認められた。感覚・運動野の萎縮

は軽度であった。  

同様の容積計測法による研究結果はレルヒらによっても報告されている（図１３－２１

参照）。最大の萎縮は、内側側頭葉、帯状回、前頭葉、下頭頂葉、前頭葉眼窩部、視覚連

合野で認められた。前頭葉では、前帯状回、背外側部、眼窩部で萎縮が最大である。右よ

り左で萎縮は大である。内側側頭葉は全般に著しく萎縮している。最大の萎縮は海馬傍回

（PHG）で認められ、ATD（AD）と健常統制群（control）の PHG の厚さの違いは 1.25mm

に達する。認知症尺度（MMSE）と PHG の厚さとの間には有意な相関が認められた。ATD
 

36 第２章参照。  
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発症後の時間経過との間にも有意な負の相関があった。外側側頭葉の萎縮の程度は 0.8mm

であった。頭頂葉―後頭葉移行部（18 野、19 野）の萎縮度は 0.4～1.0mm であった。第

一次視覚野（17 野）では有意な萎縮は認められなかった。  

 

 
図１３－２０ アルツハイマー型認知症における大脳皮質萎縮の部位差  

 

 

 
図１３－２１ アルツハイマー型認知症における海馬複合体皮質萎縮の MRI 像  
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７．１．２ MRI 所見の診断上の意義  

ATD 診断上の MRI 所見の意義については、海馬および嗅内皮質の萎縮程度の評価は

ATD の診断に有用であるとされる。健常者に比して ATD の海馬容積は 12%～35%減少し、

MCI では 11%～15%減少している。また嗅内皮質の容積は ATD で 27%～40%、MCI で

13%減少している。MRI 上の容積と剖検による容積との相関は海馬で r=0.7、海馬台で

r=0.95、傍海馬回で r=0.89 と非常に高い。これらの事実を総合すると MRI による ATD

診断の精度はかなり高いと予想される。ボビンスキイーらは以下の結果を報告している。

海馬容積を指標とした場合 MCI と ATD の鑑別診断の精度は 75%、紡錘状回の容積を指標

に加えた場合は 80%である。嗅内皮質の容積を指標としロジスチック回帰分析の手法を用

いると ATD は 87.5%、健常者は 100%正しく診断出来た。他の研究者の報告でも嗅内皮質

の容積測定は ATD と MCI の鑑別診断に有用であると結論されている。  

 

７．１．３ MRI 所見によるアルツハイマー型認知症と正常な老化、血管性認知症との鑑   

      別  

 ATDが生理的な加齢と同一機序によって生じるのか、異なる病的過程によるのかは種々

の議論があり、未だ結論が得られていない。フリソーニらは３テスラ 37の高磁場MRIを用

いて健常高年齢者およびATD患者の海馬を精査した。その結果、加齢に伴う海馬の萎縮は

CA1 に対応する海馬体、および海馬尾の内側と外側で顕著であった。ATDでは同じくCA1

対応部位で萎縮が認められたが、同時にCA1 の前部および背側部でも萎縮が認められた。

この部位は加齢による萎縮は認められなかった。CA2、CA3 では加齢に伴う萎縮、ATDに

伴う萎縮のいずれも認められなかった。著者らは、以上の知見は生理的加齢過程とATDの

発症過程は異なることを示唆すると考察している。  

血管性認知症（VaD） 38 はATDと並ぶ主要な認知症である。後述するように、AD病変

とVaD病変はしばしば同時に認められる。ある認知症患者がATDであるかVaDであるかを

鑑別診断することは非常に困難な場合がある。MRI海馬容積を指標とした場合健常者と

VaDの鑑別診断精度は 82%、ATDとVaDの場合は 63%と報告されている。海馬容積萎縮お

よび大脳皮質全体の容積萎縮を指標にした場合は、前者の値は 96%、後者は 83%に上昇す

 
37 ステラは磁場の強度単位。１ステラは 1 平方 cm あたり 10,000 本の磁力線密度を意味

する。通常の MRI は 1.5 ステラ。高磁場の MRI ほど時間および空間分解能が高くなる。  
38 第１４章参照。  
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る。MRIはATDとVaDの鑑別にも有用である。  

 

７．１．４ 臨床像と MRI 所見  

 ATD におけるエピソード記憶障害の程度と MRI 上の海馬萎縮の程度とは相関するが、

側頭葉内側以外の領野、尾状核、側頭葉皮質、扁桃体などの萎縮の程度とは相関しない。

左右差が認められ、左海馬容積は言語刺激の再生成績と相関し、右海馬容積は視覚刺激あ

るいは空間刺激の再生成績と相関する。再生課題には刺激提示直後に再生させる直接再生

と一定時間経過後再生させる遅延再生とがある。デゥ・トレド・モレルらの研究では、海

馬容積はいずれの課題の成績とも相関していた。一方、ケーラーらの研究では、海馬容積、

海馬傍回容積は遅延再生の成績とは相関するが直接再生の成績とは相関を示さなかった。  

 

７．２ 機能画像解析  

７．２．１ SPECT 

ATD の SPECT 所見では、①側頭・頭頂葉領野における血流量低下、②側頭葉内側にお

ける血流量低下、が認められている。松田らの研究によれば（図１３－２２）、初期では

頭頂葉から側頭葉にかけて血流量が低下する。進行するにつれて前頭葉にも変化が及ぶ。

第一次感覚野、第一次運動野、第一次視覚野、第一次聴覚野の血流量は保たれる。橋、被

蓋、小脳、大脳基底核の血流量も保たれていた。臨床症状との関連では、失語・失行を示

す例では頭頂葉後方・側頭葉外側の血流量低下、記憶障害例では側頭葉血流量低下が著し

いことが報告されている。ATD 診断における SPECT の有用性については、SPECT と病

理学的診断の一致度は感度 89%、特異性 80％、診断の精度は 83%と報告されている。  

 

７．２．２ PET 

７．２．２．１ 糖代謝  

PET による糖代謝の評価はポジトロン放出核種フッ素 18F で標識された放射性薬剤フル

オロデキシグルコース (FDG)の代謝を測定する方法（PDP-PET）が広く用いられている。

ATD では通常両側大脳半球に糖代謝低下が認められる（図１３－２３）。特に側頭・頭頂

葉の糖代謝低下が顕著である。AD 脳における病変が側頭・頭頂葉に顕著であることに対

応する所見である。第一次運動野、第一次感覚野、第一次視覚野、視床や大脳基底核など

の皮質下諸核、小脳などにおける糖代謝は比較的保たれている。  
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図１３－２２ アルツハイマー型認知症の SPECT 所見  

Transaxial：水平断、Coronal：前額断、Sagittal：矢状断、  

Healthy Volumteers：健常統制群、MMSE:簡易精神現在症検査（30 点満点、認知症は 20

点以下）  

 

 

図１３－２３ アルツハイマー型認知症の FDG-PET 所見  

Normals:健常者、Early Alzheimer’s：初期 ATD、Late Alzheimer’s：後期 ATD 

Child：小児。矢印部分に糖代謝低下が認められる。  
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ATD では前頭葉の糖代謝低下もしばしば認められる。その程度は側頭・頭頂葉より軽度

である。認知症の発症当初から性格変化や言語障害などが認められる症例では、前頭葉の

糖代謝低下が初期から認められる場合があるが、一般には前頭葉の糖代謝低下は AD が進

行するに従って明らかとなる。  

PET により評価された糖代謝低下と病理学所見との対応関係については、①糖代謝低下

と NFT 沈着の程度との間に直接的関連はない、②糖代謝低下はアミロイド沈着と関連す

る、③脳萎縮と糖代謝低下の関連は一義的ではない、④大脳皮質の糖代謝低下は MRI 上

の海馬の萎縮と関連する、などの報告がある。  

 PET 所見と神経心理学的検査所見との間には関連が認められる。失語を主症状とする

ATD では左大脳半球の糖代謝低下が著しい。視空間認識障害が顕著な ATD では右大脳半

球の糖代謝低下が大である。後帯状回に糖代謝低下が認められる症例では時間および空間

の失見当が認められるという報告もある。  

 PET 所見は ATD と正常な老化との鑑別に有用であると言われている。ヨーロッパにお

ける多施設協同研究の結果によれは、糖代謝低下は ATD の初期においても健常高年齢者

より明らかに顕著である。1999 年この研究グループによる 186 例の ATD を対象とした追

跡研究の結果が報告された。①側頭葉・頭頂葉もしくは前頭葉領野における糖代謝低下率

は認知症の程度と関連があり、MIC、possibleATD、probableATD 間の鑑別に有用である、

②発症当初において糖代謝率低下が大である症例では認知症の進行が速い、③MCI 患者で

糖代謝低下が認められる症例が ATD を発症する危険度は糖代謝低下の認められない症例

の 4.7 倍に達する、などの知見が得られた。側頭葉・頭頂葉もしくは前頭葉領野における

糖代謝低下は ATD の発症や進行の予測の有用な指標と言える。  

 

７．２．２．２ アミロイド  

後述のごとく、アミロイドはADの病因として最も注目されている。アミロイドのPET

用プローブとしては 18F-FDDNP 39と 11C-PIB 40の二つが開発されている。松田の総説によ

れば以下の知見が得られている。ATDにおける 18F-FDDNPの脳停滞時間は正常人よりも

長く、その集積は橋に比べると大脳皮質で 10～15％高く、海馬複合体、扁桃体および嗅内

 
39 2-(1-(6-［（2-［18F］fluoroethyl）(methyl）amino］-2-naphthyl）ethylidene）malononitrile. 

40 N-methyl-［11c］2-（4-metbylaminophenyl） -6-hydroxybenzothiazole. 
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皮質では 30％高い。ATDでFDG-PETの集積低下が見られた側頭葉では 18F-FDDNPの集

積程度が高い。集積程度と高次脳機能には負の相関が認められた。ただし、このプローブ

は高い脂肪親和性のために脳血流の影響を受けやすいという欠点が指摘されている。  

 

 

図１３－２４ アルツハイマー型認知症（AD)および健常者（HC）の  

11C-PIB PET 画像  

 

11C-PIB は ATD 脳においては大脳皮質および線条体での蓄積が高いが、小脳および皮質

下白質での蓄積は低い。一方、健常者では大脳皮質、中心灰白質、および小脳での蓄積が

低く、ATD との間に明らかな差異がみられる（図１３－２４）。ATD において最も高い

蓄積を示す領域は前頭葉であり、健常者の 1.9 倍である。他の大脳皮質でも蓄積が高く、

健常者の 1.5～1.71 倍である。患者脳の前頭葉皮質で最も蓄積が高い点はアミロイドの病

理学的分布とは異なる点が問題となっている。生体脳でのアミロイド処理の脳領野による

違いが AD 脳の病理学所見の分布と異なるのか、それともこのプローブが血流の影響を受

けやすいのかなどの点を検討する必要がある。しかし、FDG の集積が低い側頭・頭頂葉に

11C-PIB の集積が高くみられた点は、このプローブがアルツハイマー病の NFT のイメージ

ング用剤となりうる可能性を示している。因みにジャックらは、健常高年齢者 21 例、MCI32

例、ATD８例を対象として PIB の評価を行っている。結果は図１３－２５に示すごとくで

あった。小脳と大脳皮質の PIB 蓄積比 1.5 を基準値とすると、健常高年齢者は６例（29%）、

１３-68 
 



第１３章 
 

MCI は 19 例（59%）、ATD は７例（85%）が PIB 陽性と診断された。  

 

 図１３－２５ 臨床類型別 PIB-PET 所見  

CN：健常高年齢者、aMCI：軽度認識障害者、AD：アルツハイマー型認知症患者  

 

７．２．３ 機能的 MRI 

 エピソード記憶課題遂行時、健常者と比較して、軽度 ATD 患者は fMRI で測定された前

頭前野の活動性は低下するが、他の領野の活動性は増大する。再生課題では、ATD 患者で

は健常者に見られる左海馬の活動性増大が認められない。一方、他の領野の活動性は増大

する。すなわち、ATD では与えられた課題に関連が深い領野の活動性が低下する一方で、

それを補償する形で他の領野の活動性が増大する。  

 fMRI信号は神経細胞のスパイク活動よりもEPSP 41を反映しているとされる。以上の知

見はATDには情報処理の上流、例えば海馬などへの感覚情報の入力段階に障害があること

を意味すると考えられる。  

 

 
                                                  
41 第４章参照。  
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７．３ 形態画像解析と機能画像解析の関連  

 一般に ATD を対象とした形態画像解析の結果は側頭葉内側、特に海馬の萎縮を主たる

所見とするのに対し、機能画像解析の結果は頭頂・側頭葉領野の機能障害を主たる知見と  

する。両者の知見に食い違いがある。例えば、シャテラらは 18 例の ATD を対象として、

MRI により評価された脳萎縮の程度と PET で評価された酸素代謝機能低下との対応関係

を検討した。図１３－２６がその結果である。健常者 15 例のデータを基準として ATD の

平均値が Z 値で示されている。多くの領野で代謝低下率は萎縮率より大であった。この傾

向は特に後帯状回、前楔部、前頭葉眼窩部、下側頭・頭頂部、海馬傍回、角回、紡錘状回  

で顕著であった。海馬では代謝低下と

萎縮は同程度であった。この結果につ

いて著者達は次のように考察している。

ATD における脳機能低下は脳萎縮（す

なわち細胞脱落）以外の要因、例えば

アミロイド沈着や機能離断に起因して

いる可能性がある。海馬で両者のずれ

が小さかった理由として、何らかの代

償過程が作用していた可能性が考えら

れる。  

 形態画像解析と機能画像解析のずれ

については次の解釈もなされている。

機能画像解析において機能低下を示す

領野は海馬から投射を受けている領野

である。海馬の損傷によってこれらの

領野と海馬との間に機能離断が生じ、

結果として機能低下が生じた。また、

MRI と PET には分解能に差があり、

海馬における機能低下が PET では適

切に評価出来ないためであるとする方

法論的な指摘もなされている。  
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８．アルツハイマー型認知症の発症機序 

 

８．１ 危険因子  

 １）年齢～年齢が非常に大きな ATD の危険因子であることは言うまでもない。表１３

－５に示すごとく、60 歳代から 90 歳代にかけて年齢が 10 歳増す毎に ATD の発症率はほ

ぼ倍増する。この事実は通常の加齢過程と ATD の発症過程が同一であることを意味する

とも考えられる。しかし、興味深いことに、90 歳を過ぎると ATD の発症率はむしろ低下

傾向を示す。この他にも ATD は通常の老化とは異なることを示唆する報告が相次ぎ、一

時 ATD は老化と異なる機序により発症するという学説が有力となった。ところが、最近

大脳皮質の形態的あるいは機能的側面において両者の類似性を示唆する報告が種々なされ

るようになった。現時点では両者の異同は不明である。  

２）性～一般に女性の方が ATD 有病率は高いが（表１３－３）、これは女性の寿命が

長いことによる二次的なものである可能性がある。ATD 発症率の性差は不明である。   

 ３）家族歴～家族内に ATD 患者がいる場合 ATD 発症の危険率は高くなる。家族内発症

のない個人に比して危険率は約 3.5 倍と推定されている。特にこの傾向は早期発症 ATD（後

述）で顕著である。  

 ４）ダウン症～ATD はダウン症で発症しやすい。ダウン症の脳では 40 歳代で AD に匹

敵するアミロイドの沈着が認められる。  

５）既往～頭部外傷、鬱病、脳血管障害、甲状腺機能低下などの既往のある個人は ATD

を発症しやすいとする報告がある。頭部に衝撃を受けやすいボクシング選手では認知症（パ

ンチ・ドラック症候群）が生じやすく、その症状は ATD に類似するとされる。ただし、

いずれの疾患についても ATD 発症との関連を否定する研究も報告されている。  

 ６）教育水準、知能水準～教育水準の高い個人は低い個人より ATD 発症率が低い。ま

た発症も遅れる。大学卒業者は高卒者より 4 年程度発症が遅れると報告されている。これ

に関連して病前に高い知能を有していた個人では ATD の発症率は低いとする報告もある。

これらの事実は次のように説明されている。教育水準が高い個人や知能が高い個人は知的

能力に余裕があり、多少それが低下しても認知症の水準にまで達しないため結果として認

知症と診断されない。これを「備蓄説」という。一方、次の事実も報告されている。青年

期に言語能力検査を受けた個人に関する 58 年後の状態を検討した結果である。低い言語

能力を示した個人の脳は明らかに AD に対応する病理学所見を示した。高い言語能力を示
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した個人では AD 所見は認められなかった。この結果は言語能力の高い個人では AD の病

理学的変化の進行が緩徐であることを示している。両者に共通する何らの神経生物学的機

序の存在が考えられるが、詳細は不明である。  

 ７）生活習慣、栄養～日常的にジョギングなどの運動や知的活動をする習慣を有する個人

では ATD の発症が遅れるとされる。ATD では血中ビタミン A の濃度が低下しているとの

報告がある。ビタミン A は体内でレチノールに転換される。ビタミン A からレチノールへ

の転換酵素活性が AD 脳では低下しているという。レチノールの受容体は数種類知られて

いる。その一つ PAR が AD 脳では低下していると報告されている。  

８）遺伝子多型～1993 年 ATD の危険因子としてアポリポタンパク E（ApoE）遺伝子多

型が同定された。ApoE は 299 のアミノ酸から構成され、E2、E3、E4 の３種類がある。

これに対応して遺伝子もε2、ε3、ε4 の３種が存在する。遺伝子は２対づつ存在するの

で、ε2/ε2、ε2/ε3、ε2/4ε、ε3/ε3、ε3/ε4、ε4/ε4、の６種の組み合わせがある

ことになる。ε4 を持つ個人は持たない個人に比べて ATD になる確率が高く、更にε4 の

数が多い程発症率が高い。ε3/ε3 に対するε3/ε4 のオッズ比（発症率の比）は 2.8～4.3、

ε4/ε4 は 11.9～21.8 である。ε4 が１個増えるごとに ATD が発症する危険率は 20～90％

ずつ高まり、ε4/ε4 の遺伝子型の個人は最も危険率が高くなる。平均発症年齢も 84 歳か

ら 69 歳と速くなる。ただし、80 歳以上で発症する ATD ではε4 の頻度はむしろ低下し  

ε4 のリスク効果は弱くなる。ε4 のオッズ比は 60～69 歳で最も高く、60 歳以下では低

下する。一方、ε2 は ATD の発症率を低める。ε3/ε3 に対するε2/ε3 のオッズ比は 0.3

～0.7 である。  

ε4 は ATD の臨床像にも関係するとされる。記憶障害が重度で海馬領野の萎縮や血流量

低下が目立つ ATD ではε4 が高い危険因子になっている。記憶障害よりも視覚構成行為の

障害が顕著であり頭頂葉の萎縮や血流量低下が目立つ ATD ではε4 は余り高い危険因子

とはなっていない。  

ApoE は MCI の危険因子でもある。カセリらによれば、60 歳代高年齢者でε4/ε4 の遺

伝子型を持つ個人はそうでない個人より知的機能低下の速度が速く、MCI になる確率が高

い。記憶検査で成績不良（MCI ではない）の個人でこの傾向は顕著である。この事実は

ApoE が認知症の危険因子だけではなく知的機能の老化速度に関係している可能性を示唆

している。  
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８．２ 遺伝子変異 42 

８．２．１ 家族発症型認知症における遺伝子変異  

 ATD が二世代以上にわたって一つの家系に発症することを始めて報告したのは 1932 年

ショットキイであるとされる。この家族発症型アルツハイマー病 (FAD)の研究は 1980 年

代以降急速に進展し、現在までに以下の三つの遺伝子が発見されている。  

 １）アミロイド前駆体タンパク遺伝子～NFT はアミロイド線維が沈着した物質である。

1980 年代この物質がアミロイドβであることが明らかにされた。後述するようにアミロイ

ドβはアミロイド前駆体タンパク（APP）から切り出されて生じる。FAD 患者の遺伝子解

析から 21 番染色体にある APP 遺伝子に変異が存在することが明らかにされた。2009 年

末までに 30 ヵ所以上の変異が報告されている。主要な変異部位は図１３－２７に示す６

カ所である。  

 
 

図１３－２７ アミロイド前駆体タンパク (APP)の構造模式図（上）と  

アルツハイマー型認知症を引き起こす変異部位（下）  

K670N は 670 番目のアミノ酸であるリシン (K)がアスパラギン (N)に変異したことを意味

する。以下も同様。A:アラニン、G:グリシン、E:グルタミン酸、Q:グルタミン  

I：イソロイシン、V:バリン、F:フェニルアラニン  
                                                  
42 FAD関連遺伝子に関する最新の研究動向についてはウェブ・ページ

（http://www.golgen.ua.ac.be/）参照。  
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。  

                                                 

２）プレセニリンⅠ～1986 年、65 歳未満で発症する早発性FADの原因遺伝子が 14 番

染色体に存在することが明らかにされ、この遺伝子はプレセニリンⅠと命名された。タン

パクとしてのプレセニリンⅠは 467 個のアミノ酸から構成され、７から 10 の疎水性膜貫

通領域を持つ膜タンパクである。プレセニリンⅠ遺伝子は 13 個のエクソン 43よりなる。

現在までに 160 ヶ所以上の変異が報告されている（図１３－２８）。保田と前田の総説に

よれば、①プレセニリン・ファミリー（プレセニリン類似のタンパク）で共通するアミノ

酸配列に多発、②膜貫通領域かその近傍のアミノ領域に多発、③２番目の膜貫通領域に多

発、④エクソン８に多発、などの特徴を有する

３）プレセニリン 2～1988 年ドイツで FAD を多発する特殊な家系が報告された。遺伝

子解析の結果、一番染色体にプレセニリン１と構造類似の遺伝子の変異が見出され、プレ

セニリン２と命名された。発症年齢は、50 歳～80 歳、病理学的には老人斑の出現が乏し

い。2009 年末までに 10 ヵ所以上の変異が報告されている（図１３－２８）。  

 上記三つの遺伝子異常で説明可能な FAD は全体の 40%程度である。FAD 発症には未知

の遺伝子が関係していることは明らかである。  

 

８．２．２ 孤発型アルツハイマー型認知症における遺伝子変異  

 ATDの大部分は家族内発症のない、いわゆる孤発型アルツハイマー型認知症（SAD）で

ある。ApoEがSADの危険因子であることは既に述べた。プレセニリン 1 とSADの関連性

については是とする報告と非とする報告があり、結論に至っていない。女性でSADが多い

ことから女性ホルモン受容体であるエストロゲンレセプターα（ERα）との関連が検討さ

れている。高血圧関連遺伝子として研究されているアンギオテンシン転換酵素 44 遺伝子

（ACE）とSADの関連も指摘されている。ATDの発症には酸化ストレスが関係していると

する仮説がある（後述）。そこで酸化ストレスに関係する遺伝子とSADとの関連も検討さ

れている。現在までに 300 を超える遺伝子が検討されている。その主なものを表１３－２

０に示した。研究間の結果の違いも大きく、明確にSAD発症に関連する遺伝子は発見され

ていない 45。  

 

 
43 第５章参照  
44肺の血管内皮細胞によって産生・放出され、血圧調節に関与する酵素。  
45 SAD 関連遺伝子に関する最新の研究動向についてはアルツハイマー研究フォーラムの

ウェブページ（http//:alzgene.org）参照。  
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図１３－２８ 家族発症型アルツハイマー病における遺伝子変異  

（Ａ）プレセニリン１、（Ｂ）プレセニリン２  
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表１３－２０ 孤発型アルツハイマー型認知症と関連する遺伝子  

     候補遺伝子    染色体     特性  

     DARK1         9q34.1         神経細胞アポトシース  

          UBQLN         9q21.32    プレセニリンタンパク修飾  

          ABCA1         9q22-q31    脂質制御  

          AORL1         11q23     APP 量制御  

          GAB2          11q14.1    タウ、アミロイド等 ATD 関連  

                     タンパクの制御  

     GALP      19q13.42    ガラミン様ペプチド前駆体  

     TNK1      17p13.1    チロシンリン酸化酵素  

     RGSL2          1q25          G タンパク制御  

RALGPS2       1q25      細胞増殖、分化を制御する信号伝達  

NMNAT3        3q22-24       ニコチン酸アミド合成酵素  

CLSTN2         3q22-24    APP の安定化、代謝   

HTR7           10q22-24    セロトニン受容体  

MPHOSPH1     10q22-24    細胞分裂制御  

CYP2C      10q22-24    酸化還元酵素チトクローム代謝酵素  

PCK1      20p13.3    糖代謝  

     LRP6           12q13-q14     神経系発生関与遺伝子 Wnt の  

                     情報伝達に関与  

 

８．３ アミロイドβタンパク  

８．３．１ アミロイド前駆体タンパクの処理とその異常  

AD 脳を特徴づける病理学所見の一つに老人斑がある。老人斑は中央部分のアミロイド

沈着とその周囲の変性神経突起からなる。脳血管へのアミロイド沈着を脳アミロイド・ア

ンギオパチーという。FAD は病理学的には脳アミロイド・アンギオパチーである。アミロ

イド沈着はアミロイド前駆体タンパク（APP）から切り出されたアミロイドβタンパク（A

β）が重合したアミロイド線維からなる。APP は膜１回貫通型のタンパクで、細胞膜接着

機能、学習機能、神経栄養因子作用などの機能を有すると考えられている。APP の代謝経

路は二通りが知られている（図１３－２９）。第一は非 Aβ産生経路である。Aβの中央
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部分に位置するリシン残基においてαセクレターゼにより切断される。大きな N 末端部分

（APPsα）は細胞外へ分泌され、C 末端部分（C83）は細胞内に残りさらにγセクレター

ゼにより切断を受け、p3 が出来る。第二の代謝経路は Aβ産生経路であり、その細胞内局

在からエンドソーム／リソソーム経路とも呼ばれる。第 671 番目の C 末端側において Aβ

の N 末端がβセクレターゼにより切断され、さらに C 端断片（C99）がγセクレターゼに

より切断され、Aβが産生される。γセクレターゼによって生じる Aβの C 末端には多様

性がみられ、40 番目のバリン残基で終わる Aβ40 と 42 番目のアラニン残基で終わる Aβ

42 が主要分子種として注目されてきた。Aβ42 の産生量は Aβ40 の約 7 分の１ないし１

０分の１に過ぎないが、Aβ42 は Aβ40 に比べて凝集性が高く、AD 脳に初期から沈着す

る。アミロイドを形成する Aβの中でも特に Aβ42 の沈着が AD の発症に深く関与すると

考えられ、AD 発症のアミロイド・カスケード仮説が提唱された。  

 

 

図１３－２９ アミロイド前駆体タンパクの処理過程  

 

８．３．２ アルツハイマー病のアミロイド・カスケード仮説  

 アミロイド・カスケード仮説の概要は図１３－３０に示すごとくである。APP から切り

出された Aβ42 が重合してアミロイド線推となり神経細胞に沈着することにより NFT 形

成などを含めた神経細胞障害が起こされるという仮説である。この仮説を支持する以下の

事実が知られている。  
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図１３－３０ アルツハイマー病のアミロイド・カスケード仮説  

 

１）APP 遺伝子は 21 番染色体に存在する。ダウン症は 21 番染色体が 1 個余計に存在

することにより生じる。ダウン症の脳には NFT や老人斑が多数認められる。これは NFT

や老人斑の形成に Aβが重要な役割を果たしていることを意味する。  

２）上述のごとく、FAD において APP 遺伝子変異が発見された。APP 遺伝子変異のあ

るタイプは Aβ42 量を増大させる。他のタイプは APP の処理には関係しないがアミロイ

ドの線維化を促進する。更に別のタイプは脳や血管へのアミロイド沈着を促進する。APP

遺伝子の変異だけでなく遺伝子量の増大も FAD の発症に影響を及ぼす。APP 遺伝子量が

２倍になると脳および血管へのアミロイド沈着が増大し、臨床的には FAD や再発性脳出

血が発症する。  

３）現在までに報告されている FAD の多くは常染色体優性遺伝形式を示すが、早発型
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FAD に連鎖する遺伝子変異として最初に報告されたのは、APP 遺伝子の V717Ⅰ変異（ロ

ンドン型変異）であった。以後、APP 遺伝子には十数種類の変異が報告されている（図１

３－２７）。これらの変異は Aβ切断部位の近傍または Aβの中央部に局在していること

から、Aβの産生また沈着に何らかの影響を与えていることが考えられる。  

４）Aβ産生の第一段階を担うβセクレターゼによる切断は Aβの総産生量を規定して

いる。その活性を担う酵素として膜結合型アスパラギン酸プロテアーゼ（BACE）が同定

された。β切断部位近傍の APP 変異として知られるスエーデン変異（K670N／M671L）

は、BACE に対するβAPP の基質特異性を向上させ、C99 の産生量が上昇する結果、Aβ

の総産生量が増加することがわかっている。  

一方、γセクレターゼによる切断部位の近傍に存在する FAD 変異としては、フロリダ

変異（Ⅰ716V）やロンドン変異（V717Ⅰ）など多種類のものが知られている。これらの

変異はいずれも Aβ42 の産生を特異的に増加させることが明らかになっている。さらに、

C 末端側の変異の一つであるインディアナ変異（V717F）を持つβAPP を過剰発現させた

マウスがアミロイドβ蓄積を生じた。すなわち、これらの変異を有する FAD では Aβ42

産生の亢進が老人斑蓄積を引き起こし、AD 発症に至るものと考えられた。  

以上から、βセクレターゼおよびγセクレターゼの切断部位近傍の遺伝子変異による

FAD はいずれも Aβないし Aβ42 の産出増加によるアミロイド沈着を介して発症すると

考えられる。  

５）上述したように、FAD の遺伝子としてプレセニリン１およびプレセニリン 2 が発見

された。プレセニリンは APP の切断に重要な役割を果たす。プレセニリンの変異は Aβ

40 に対する Aβ42 の比を増大させる。プレセニリン変異を有する個人では認知症発症以

前から Aβ42 の脳内沈着が認められる。プレセニリン変異を導入したマウス（トランスジ

ェニック・マウス）では通常 Aβ40 優位な Aβの産出が Aβ42 優位へと変換しており、

後者の産出が増加している。一方プレセルリン１および２を同時に欠損させたマウス（ノ

ックアウト・マウス）ではγセクレターゼ活性が低下していた。さらに最近の研究結果か

ら、プレセニリン１はγセクレターゼそのものであるとする説が有力となりつつある。  

６）認知症を発症する脳アミロイド・アンギオパチー（CAA）には FAD の他、家族性

英国型認知症と家族性デンマーク型認知症がある。家族性英国型認知症（FBD）は英国の

家系で発見された。進行性の痙性麻痺、認知症、失調を呈する常染色体優性の遺伝性疾患

である。神経病理学的には高度の CAA、神経変性突起を伴わないアミロイド沈着、神経原
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線維変化および虚血性白質脳症によって特徴づけられる。この疾患の脳のアミロイド主成

分 ABri は１３番染色体上の遺伝子 BRI によってコードされる前駆体タンパクの断片であ

る。FBD では BRI の終止コドンに変異がある。正常の前駆体タンパクは 266 残基のアミ

ノ酸からなる。FBD では、BRI 終止コドンの変異によってより長い 277 残基の変異前駆

体タンパクが生じ、その C 末端から 34 アミノ酸が切り出されて ABri アミロイドサブユニ

ットを生じ沈着する。家族性デンマーク型認知症（FDD）は常染色体優性の遺伝性疾患で

ある。白内障、難聴、進行性失調、認知症を主症状とする。BRI のコドン 265 と 266 の間

に 10 個の核酸が挿入されたことによって、フレームシフトが起こり、277 残基の変異前

駆体タンパクが出来、その C 末端から 34 アミノ酸が切り出されアミロイド ADan となり

沈着する。FDD は病理学的には、広範な CAA と老人斑、神経原線推変化、ADan と Aβ

両方の沈着を特徴とする。  

FBD と FDD は脳へのアミロイド沈着が認知症の病因となることを強く示唆している。

AD のアミロイド・カスケード仮説を支持する知見である。  

 

他方、アミロイド・カスケード仮説には種々の問題点が存在する。アミロイド沈着の程

度と認知症の程度とは相関しない。さらにアミロイド沈着は神経細胞の脱落には結びつか

ない。APP 変異を導入したマウスの脳では血管へのアミロイド沈着と老人斑は認められる。

しかし NFT は形成されず神経細胞脱落も生じない。アミロイド・カスケード仮説は AD

の発症機序として有力ではあるが、今後解明すべき重要な問題点が存在する。  

 

８．４ タウ・タンパク  

８．４．１ タウ・タンパクの構造と機能  

 タウ・タンパク（以下タウ）は微小管のサブユニットであるチューブリンに結合して微

小管の形成を促進するタンパクである。特に脳の神経細胞に多いがグリアにもある。タウ

の遺伝子は一つで、ヒトでは第 17 番染色体の 17q21-2 にある。この遺伝子が選択的スプ

ライシング 46されて、成人脳ではN末端側でエクソン 2、エクソン 3 の挿入の有無により 3

種類（ON、1N、2N）、C末端側でエクソン 10 の挿入の有無により 2 種類（3 リピート、

4 リピート）の型に発現し、合計で 6 種類のアイソフォーム 47になる（図１３－３１）。  

 
46 第５章参照。  
47 第５章参照。  
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 タウは主として中枢神経系および末梢神経系の神経細胞に発現している。アストロサイ

トにも多少発現している。心臓、腎臓、筋肉、睾丸などの他の臓器にもタウの mRNA が

認められる。  

 タウは微小管関連タンパクファミリー（MAP）の一員であり、MAPT（微小管関連タン

パクファミリー・タウ）と呼ばれる。正常ではチューブリンタンパクを重合させて微小管

を形成する反応を促進し、微小管を安定に保ち相互に架橋して束化する。微小管は細胞体

ではその骨格となる繊維であり、神経細胞網では樹状突起や軸索となり、軸索輸送などの

物質移動に際してレールの役割を果たす。タウ分子内で微小管結合領域をなす部分は C 末

端側の繰り返しユニット Rl～R4 とその周辺である（図１３－３１下図）。4 リピートタ

ウが 3 リピートタウよりも微小管を形成しやすい。エクソン２とエクソン３を含め N 末端

側の機能は不明である。  

 

 

図１３－３１ タウ・タンパクの遺伝子と分子構造  
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表１３－２１ タウ病  

加齢   

  嗜銀性グレイン型認知症  

アルツハイマー病  

     側索硬化症／パーキンソニズム・認知症コンプレックス  

     皮質基底核変性症  

     外傷性認知症  

     運動ニューロン疾患型認知症  

     石灰化を伴う瀰漫性原線維変化  

     前頭・側頭型認知症  

１７番染色体に連鎖するパーキンソニズムを伴う前頭側頭型認知症  

      ３番染色体に連結する前頭・側頭認知症  

      ピック病  

      原発性進行性失語  

     ゲルストマン・シュトロイスラー・シャインカー症候群  

ハラーフォルデン・シュパッツ病  

頭部外傷  

    タウ病を伴う海馬硬化性認知症  

アルツハイマー病レビー小体変異型  

多系統萎縮症  

筋強直性ジストロフィー  

ニーマン・ピック病  

脳炎後遺症型パーキンソニズム  

プリオンタンパクアミロイド血管炎  

進行性核上性麻痺  

急性呼吸障害を伴う劣性タウ病  

孤発性もしくは家族性の「タウ無し」タウ病  

亜急性硬化性汎性脳炎  

原線維変化優位型アルツハイマイー病  
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８．４．２ タウリン酸化とタウ病  

 タウのリン酸化は、タンパク・リン酸化酵素（プロテインキナーゼ）により ATP の端

のリン酸基がはずれてタンパクに共有結合することで起こり、リン酸基をはずす反応は、

脱リン酸化酵素（プロテインホスファターゼ）の働きで起こる。タンパクのリン酸化は、

タンパクにマイナスの電荷を増やすので構造変化を引き起こし、機能変化を生じる例が多

い。タウの場合も同様である。リン酸化されたタウは微小管への結合が出来なくなり、タ

ウの最大の機能である微小管の安定化に寄与出来なくなる。  

本章第５節で述べたごとく、AD 脳の神経原線維変化（NFT）は主としてねじれ細管

（PHF）が繊維化して沈着した物質である。AD で見られる PHF-タウでは１分子あたり

８個のタウがリン酸化されている。この PHF-タウでみられるリン酸化の亢進は、プロテ

インキナーゼの活性亢進もしくはプロテインホスファターゼの活性低下により起こると考

えられるが、逆にタウが線維化されることによりこれらの反応が変化する可能性も議論さ

れている。  

線維化したタウが脳に沈着して NFT が出現する疾患は AD だけではない。表１３－２

１に示すような様々の疾患で NFT が認められる。これらの疾患は一括して「タウ病（タ

ウパチー）」と呼ばれている。タウ病という用語は、1997 年、スピランチーニらが多数の

NFT が大脳に出現する「家疾性認知症疾患」を報告したことが始まりである。現在では、

タウが異常リン酸化を受けて不溶性となり、細胞内に異常沈着した疾患の総称として用い

られている。  

瓦林と東海林は種々の疾患における脳脊髄液のタウ量を測定している。結果は図１３－

３２に示すごとくであった。表１３－２１に示したタウ病は健常統制群に比して総タウ量

が増加しているが、この傾向は特に ATD で顕著である。  

神経細胞内に異常タウが蓄積する際には次の二つの形態が存在する。第一は繊維状の形

態をとるNFTである。嗜銀性を有し、その形状により「炎型」、「円球型」などと形容さ

れる。第二は明らかな繊維状の構造をとらず、細胞質がびまん性にG-B染色 48あるいはタ

ウ免疫染色で染色される「前タングル」と呼ばれる形態をとるNFTである。ADでは炎型

タングルが錐体細胞内に好発する。  

 

 
48 ギリアス・ブレーク染色。神経細胞を銀で染色する塗銀染色法の一種。  
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図１３－３２ 疾患別の脳脊髄液総タウ量  

pg／ml:脳脊髄液 1ml あたり総タウ量（pg:ピコグラム）、AD:アルツハイマー型認知症、Cont:健常

統制群、ND:AD 以外の神経疾患、DLB:皮質基底核変性症、Alc：アルコール性認知症、CJD：クロイツ

フェルト・ヤコブ病、DALS：認知症を伴う筋萎縮性側索硬化症、Encep：脳炎、NPH：正常圧水頭症、

CBD：皮質基底核変性症、FTD:前頭・側頭型認知症、PSP：進行性核上麻痺、VD：脳血管性認知症  

 

表１３－２１に示したタウ病における異常タウの蓄積は NFT、神経細胞封入体、またア

ストロサイトやオリゴデンドロサイト内にグリア細胞内封入体などとして観察される。

NFT はニーマン・ピック病、ダウン症、亜急性硬化性汎脳炎など、代謝異常やウイルス感

染などを背景とする疾患にもみられ、このようなタイプも二次性タウ病と考えられている。 

タウ構成繊維のアイソフォームは疾患によって異なる。進行性核上麻痺（PSP）、皮質

基底核変性症（CBD）、嗜銀性グレイン変性症（AGD） 49では４レピートが存在する。ピ

ック病では３レピートタウが存在する。AD、認知症を伴うパーキンソン病（パーキンソニ

ズム・認知症コンプレックス）では６種全てが存在する。  

また、図１３－３１に示したヒトタウ遺伝子には個人による違い（ハプロタイプ多型 50）

があり、H1 とH2 に分けられる。H1 は進行性核上麻痺、１７番染色体に連鎖するパーキ

ンソニズムを伴う前頭側頭型認知症（FDTD-17）、皮質基底核変性症、パーキンソン病、

ATDで多く認められる。H2 は前頭側頭型認知症で多く認められる。  

                                                  
49 本項で述べられる諸疾患の詳細は第１５章および第１６章の当該部参照。  
50 第５章参照。  
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８．４．３ アルツハイマー型認知症発症におけるタウの役割  

さて、ATD ではどのような機序によってタウが沈着するのか。高島の総説に従って検討

する。  

１）リン酸化酵素～タウ・リン酸化酵素としては、GSK-3β、CDK5/p25、 JNK、

Par1-kinase などが知られている。GSK-3β変異型を導入したマウスではタウが２倍程度

にまで上昇したが、完全な NFT は形成されなかった。サイらは CDK5/p25 を過剰発現さ

せたマウスでは NFT が生じること、および AD 脳では p25 の活性化が増大していると報

告した。しかし、他の研究者によっては確認されていない。AD 脳では 422 番目のアミノ

酸セリン（Ser422）が特異的に過剰にリン酸化されている。細胞レベルでは JNK が Ser422

のリン酸化に関与することが確認されている。他の部位では GSK-3βと JNK を同時に細

胞に添加するとリン酸化が促進される。Par1-kinase はタウの微小管結合部位をリン酸化

する。リン酸化されたタウは微小管からはずれ細胞質に存在するようになる。この細胞質

にあるタウが GSK-3β、JNK などによってリン酸化されると考えられている。  

２）脱リン酸化～脱リン酸化酵素としては PP1、PP2A、PP2B などが知られている。

PP2A は脳の主要な脱リン酸化酵素であり、AD 脳でその活性が低下していることが報告

されている。PP5 も脱リン酸化酵素であり、AD 脳で活性が低下していることが報告され

ている。  

３）タウ分解酵素～NFT で見られるタウはリン酸化と同時にユビキチン化されている。

タンパクがタンパク分解酵素プロテアソームによって分解されるためにはユビキチン化さ

れることが必要である。ユビキチン化されたタンパクが残っていることはプロテアソーム

の機能が低下していることを意味する。実際、AD 脳ではプロテアソーム活性が低下して

いるという報告がある。では何故プロテアソーム活性が低下するのか。①老化に伴ってミ

トコンドリア活性が低下し、生体活動のエネルギー原である ATP 活性が低下、その結果

プロテアソーム活性も低下する、②プロテアソームにより分解されやすいタウとされにく

いタウがあり、細胞へのストレスによって AD では分解されにくいタウが増加している、

などの可能性が考えられる。  

４）前述したブレークらの NFT 分布を基準とする AD の段階区分（図１３－１７）は

臨床症状の進展とよく対応する。前述のごとく、APP 変異を導入したマウスでは神経細胞

脱落は生じない。しかし、タウ遺伝子変異を導入したマウスでは NFT 形成と同時に神経

細胞脱落が生じる。さらに海馬体に NFT が出現しているマウスでは学習能力が低下する。
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これらの事実はタウが AD の発症に決定的な役割を果たしていることを意味する。では AD

発症におけるアミロイドβの役割は何か。これについて高島らは大変興味深い研究結果を

報告している。マウスにタウ遺伝子変異を導入した場合３ヶ月時点では嗅内皮質、海馬領

域に NFT の病理像を観察することが出来ない。このマウスの CAl 領域に繊維化したアミ

ロイドβを注入した。そうすると 4 週間後に CA3、CA4 の領域にリン酸化タウが蓄積した

神経細胞が出現するようになった。高島らはこの結果を次のように解釈した。嗅内皮質

NFT はアミロイドβ沈着以前から出現し加齢と共に増大する。これは嗅内皮質 NFT は正

常な脳老化の現れであることを意味する。NFT 沈着にアミロイドβの沈着が加わることに

よって AD が発症する。同じことがマウスでも生じた。NFT 沈着すなわち脳老化を示すマ

ウスにアミロイドβを加えると、脳老化が加速し NFT が出現したのである。  

 

８．５ アポリポタンパク  

 アポリポタンパクE4（ApoE4）がATDの危険因子であることは既に述べた。ATDの発症

にApoE4 はどのように関与するか。AD脳では免疫組織学的に老人斑、NFTが認められる。

ATD以外のクロイツフェルト・ヤコブ病 51など他のアミロイ沈着がある疾患でもApoE4 の

沈着が確認されている。ATDを発症していない 40 歳代の健常者脳に見られた老人斑でも

ApoE4 は陽性であり、病的であれ正常であれアミロイド沈着にはApoE4 が常に関与する

ことが示されている。ApoE4 がアミロイド沈着反応を促進する物質（シャぺロン）として

機能している可能性は非常に強い。山田、道川らの総説によればATD発症におけるApoE4

の役割に関する研究動向は以下のごとくである。  

１）老人斑形成、除去とApoE～細胞レベルでアミロイドβとApoEを複合させて繊維化

アミロイドを形成させる実験では、ApoE3 よりApoE４がアミロイドβに結合しやすく、

結合速度や繊維化も速い。この事実はApoEがアイソフォーム特異的にアミロイドβの繊維

化や重合に関与することを示唆する 52。一方生理的条件ではApoEはリポタンパクの一種で

ある高密度リポタンパク（HDL）との結合して存在するが、このApoE-HDL複合体の場合、

アミロイドβとの結合能はApoE3 がApoE4 の二十倍にも達する。すなわち生理的条件で

のアミロイドβ除去能はApoE3 が優っている。ApoE4 は病的アミロイドとは結合しやす

く、生理的なアミロイド除去には関与し難いという二重の意味でATD発症の危険度を増す

 
51 第１７章参照。  
52 アイソフォーム間にアミロイドβとの結合能の差はないとする報告もある。  
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ことになる。  

２）軽度認識障害（MCI）と ApoE～MCI 患者で ApoE４の個人と他の型の個人を比べ

ると、前者で ATD に移行する割合が高い。また ATD に移行しない段階でも ApoE4 の個

人では脳血流量の低下が認められる。  

３）コレステロール代謝と ApoE～高コレステロール血症患者は ATD を発症しやすいと

される。血中コレステロールの値は ApoE4、ApoE3、ApoE2 の順で高い。βセクレター

ゼやγセレクターゼの活性はコレステロール値低下によって抑制される。コレステロール

低下剤はＡβ量を減少させる。これらの事実はコレステロール代謝が ATD 発症に関与し

ていることを示唆するが、他方高コレステロール血症では ATD 発症が抑制されるとの報

告もある。  

 

８．６ 神経伝達物質  

 １）コリン作動系～AD におけるコリン作動系の機能低下は古くから注目されてきた。

表１３－２２に示すごとく、コリン作動系の指標はいずれも AD で低下している。コリン

作動系機能低下の程度は必ずしも AD 脳の病理学的変化の程度と対応しないが、種々の高

次脳機能の低下と相関を有する。特に意識的情報処理と関連が深い。ATD で顕在的記憶が

障害され潜在的記憶が保たれる事実はこれに対応する。コリン作動系は ATD 発症に予防

的に作用することを示唆する研究報告がある。コリン受容体はアミロイド形成を阻止する

機能を有するという。ホックらの研究によれば、ムスカリン受容体 M1 のアゴニストは脳

脊髄液のアミロイドβを減少させる。またニコチン受容体は脳老人斑を減少させる。コリ

ン作動系の神経伝達物質はタウリン酸化を減少させることにより NFT 形成を予防する。

逆にアミロイドβはコリン作動系に妨害的に作用する。アミロイドβはコリン合成細胞の

コリン吸収やアセチルコリン放出を阻害する。アミロイドβはニコチン酸受容体（α7）

に高い結合能を有する。以上の事実はコリン作動系が ATD の発症に何らかの役割を果た

していることを示唆する。  

２）ドーパミン作動系～表１３－２２に示すごとく、AD 脳におけるドーパミン作動系

の変化は他の神経伝達物質に比して軽度である。ただ興奮、妄想、不穏などに精神症状を

呈する ATD に対して抗ドーパミン作用を有する薬物が効果を有する場合があることから、

ATD 症状形成にドーパミンが何らかの役割を担っていると考えられる。また前頭葉のドー

パミンは注意や作業記憶に関与する。これらの高次脳機能が正常に機能するためにはドー
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パミン濃度が最適水準に保たれる必要があり、それ以下でもそれ以上でも高次脳機能は低

下する。ATD では種々の神経伝達物質濃度が低下する。結果としてドーパミン濃度は相対

的に高くなる。この高ドーパミン濃度が前頭葉機能を阻害し注意や作業記憶の障害をもた

らすとの仮説も提出されている。  

３）セロトニン作動系～表１３－２２に示すごとく、AD 脳ではセロトニン濃度が全般

に低下しており、セロトニン放出細胞である縫線核の細胞数も減少している。セロトニン

は情動と関連が深い。ATD で認められる不安、鬱などの症状はセロトニン作動系の機能低

下に関連している可能性がある。  

４）ノルアドレナリン～青斑核はノルアドレナリンを放出する代表的な核である。AD

脳では青斑核は NFT が高頻度で認められる部位である。従って AD 脳ではノルアドレナ

リン濃度が低下することが予想される。実際、表１３－２２に示すごとく AD 脳ではノル

アドレナリン濃度低下が認められる。シナプス後ニューロンのノルアドレナリン受容体は

記憶や学習に密接に関係する。ノルアドレナリン作動系の細胞を破壊された動物は明らか

な学習障害を示す。高齢のサルでは学習障害が認められるが、ノルアドレナリンのアゴニ

スト投与は障害程度を改善させる。高年齢者に見られる記憶低下、さらに ATD の記憶障

害はノルアドレナリン作動系の機能低下と関連している可能性がある。  

５）神経ペプチド～第５章で述べたように、神経ペプチドは神経伝達物質の作用を調整

する機能を有する。島田・新井の総説によれば、AD の神経ペプチド変化については以下

の知見がある。ソマトスタチンは視床下部に高濃度に存在するが、大脳皮質、海馬など広

範囲にその合成細胞がみられ、高次脳機能との関連が示唆されている。特に、最近の動物

実験では、ソマトスタチンが海馬での長期増強（LTP）に関係することやソマトスタチン

投与によってラットの学習能力が改善することが報告されている。AD におけるソマトス

タチン免疫活性は多くの研究で大脳皮質、特に側頭葉を中心に有意の低下が認められてい

る。またこの免疫活性は側頭葉では老人斑や NFT の数および患者の生前の認知症症状の

程度と有意な相関が認められる。さらにアセチルコリン活性とソマトスタチン活性にも有

意な相関が得られている。  

ガラニンは神経末端からのアセチルコリンの放出を調整する機能を有する。ガラニン活

性は AD のマイネルト基底核、視床下部、大脳皮質で上昇しているとされる。このガラニ

ン増加は ATD で障害されているコリン作動系の機能を更に増悪させている可能性がある。 

 この他、バゾブレッシン、コレストキニン、副腎皮質刺激ホルモン (CHR)、甲状腺刺激

１３-88 
 



第１３章 
 

ホルモン、β -エンドルフィンなどの活性が AD 脳で低下しているとの報告がある。  

 

表１３－２２ アルツハイマー型認知症における神経伝達物質の変化  

     コリン作動系           ドーパミン作動系（DA) 

アセチルコリン            DA 濃度       線条体 50%↑   

 大脳皮質           ↓  黒質細胞数      →  

 海馬            ↓↓  DA トランスポーター 線条体→  

 線条体            ↓  DA 代謝       →     

 視床             ↓  DA 受容体  

アセチルコリンエステラーゼ       D2 線条体吻側   13%↑  

 大脳皮質           ↓   D2 線条体尾側   →  

ブチルコリンエステラーゼ        D3 線条体     22%↑前腹側  

 大脳皮質           ↑   D1 線条体     →  

小胞膜アセチルコリン         DA トランスポーター 大脳皮質→    

・トランスポーター         D2          側頭葉２１野 30%↓   

 大脳皮質           ↓       セロトニン作動系  

ムスカリン受容体           5-HT 濃度      ↓  

M１ 大脳皮質        →  5-HIAA        ↓  

    線条体         ↑     5-HT 合成酵素活性  ↓  

 M２ 大脳皮質        ↓  5-HT 受容体     ↓側頭葉、前頭葉  

ニコチン受容体                        扁桃体   

 α -ブンガロロキシン結合能      縫線核細胞数     ↓  

大脳皮質          →         ノルアドリン作動系  

  視床            ↓  NA 濃度        ↓青斑核  

 α4／β２結合能       ↓              大脳皮質  

  大脳             ↓  NA 合成酵素      ↓青斑核、海馬  

  線条体         →／↓              大脳皮質  

  視床          →／↓  青斑核細胞数     ↓  

↓：低下、↑：上昇、→：不変、→／↓：不変もしくは低下  

略称は第５章参照。  
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８．７ 炎症  

 細胞が何らかの外因によって傷害された時、傷害された細胞に対して生じる生体反応が

「炎症」である。ATD が慢性炎症疾患であるとする考えは 1980 年代に生じた。1984 年

石井らによって老人斑に補体が沈着していることが報告された。補体とは一群のタンパク

の総称であり、生体に侵入した微生物を排除するために重要な役割を果たす。次いで老人

斑に認められる反応性グリアが炎症反応に関与する単球・マクロファージ系貪食細胞であ

ることが確認された。1990 年代には非ステロイド系抗炎症剤（NSAID）の長期的服用が

ATD 発症の抑制因子であることが疫学研究から明らかにされた。かくして ATD 炎症説が

成立した。秋山および森原らの総説によれば、以下の知見がある。  

 

８．７．１ アルツハイマー病脳における炎症反応  

 老人斑の中心部には数個のミクログリアが集まっている。ミクログリアは、補体受容体、

主要組織適合抗原、CD68 抗原、など炎症に関係する細胞膜・細胞質分子を血液単球・マ

クロファージ系細胞と同じように多数発現している。老人斑に凝集している反応性ミクロ

グリアは、そのアメーバ様の形態に加えてこれら分子の発現が亢進しており、高度に活性

化された状態にあると考えられる。この老人斑の状態は末梢臓器における慢性炎症性病変

とよく類似している。この他、老人斑には補体タンパク、補体制御因子、凝固・線溶因子、

その他のプロテアーゼやプロテアーゼインヒビター、急性期応答物質、成長因子、熟ショ

ックタンパク質、炎症性サイトカインなどの沈着が認められている。これらはいずれも慢

性炎症の存在を示す所見である。  

老人斑やゴースト・タングルで生じている補体活性化は炎症を引き起こす重要な経洛で

あると考えられている。補体はClからC9 まで段階的に活性化される。AD脳では少なくと

もC3 の活性化までは確実に生じている。その結果、アナフィラトキシン（活性化された補

体）であるC3aやあるいはC3bなどの補体受容体のリガンドが生成されている。ミクログ

リアは末梢組織のマクロファージと同様補体受容体を発現しており、イン・ヴィートロ（ in 

vitro)研究 53 ではモノクローナル抗体 54 による補体受容体刺激で活性化されることも知ら

れている。補体の活性化には種々の種類がある。その一つである古典的経路の活性化は最

も一般的には免疫グロブリン（抗原抗体）複合体と補体Clqとの反応で開始される。老人

 
53 培養された神経組織を対象とする研究。  
54 単一の抗体産生細胞に由来するクローンから得られた抗体 (免疫グロブリン )分子。  
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斑への免疫グロブリン沈着については現在のところ十分な証拠は得られていない。急性期

応答物質であるC-反応タンパク（CRP）は補体活性化作用があり、しかも老人斑に沈着し

ている。AD脳における補体活性化の候補分子と考えられている。  

 AD脳におけるミクログリア活性化の機序としては、補体活性化に伴うC3 の生成が有力

な候補である。しかしアミロイドβ（Aβ）自体もミクログリアに直接作用して活性化を

引き起こすことが報告されている。AβはClqと結合する。この結合はAβが生理的な濃度

であっても効率のよいAβ沈着を引き起こす。Aβが凝集してβシート構造 55をとるとClq

との結合はさらに促進されClqが活性化される。マウスやラットあるいはヒト剖検脳由来

の一次培養ミクログリア、マクロファージ、ミクログリア細胞株などを用いたイン・ヴィ

ートロ研究において、培養液中にAβを添加するとIL-1、TNF－αなどのサイトカイン、

活性酸素、NOなどの産出増加がある。この時神経細胞を同時培養すると神経細胞傷害の

亢進が生じることが明らかにされている。  

 

８．７．２ ミクログリアのアミロイドβ除去作用  

一方、最近ミクログリアは Aβの産出だけでなくその除去にも関係するとの報告がある。

秋山の総説によれば以下の知見が知られている。  

ミクログリアはいったん凝集・沈着しアミロイド繊維を形成した Aβであってもそれを

脳から除去する働きを持っている。最も典型的には AD の大脳皮質に脳梗塞を合併した部

位での活性化ミクロダリア・脳マクロファージの機能として観察される。このような病変

では壊死組織とともに Aβ沈着が貪食処理されている。高年齢者の剖検脳組織標本にはし

ばしば様々な程度や時期の小虚血病巣や低酸素症による変化が認められ、そこではミクロ

グリアが病変に応じて様々な程度に活性化されている。AD 脳のそのような部位の所見は

神経網は保存され神経細胞も虚血性変化を示しながらも残存している不完全虚血病変であ

る。Aβ沈着や老人斑が減少あるいは消失している所見を見いだすことが出来る。  

合併病変のない AD 脳でも、大部分の老人斑において Aβ沈着の一部は活性化ミクログ

リアの細胞体内に局在している。おそらくはミクログリアが Aβ沈着を貪食処理しようと

している像である。この合併病変のない AD 例においては、Aβ沈着は活性化ミクログリ

アによって持続的に除去されてはいるが、新たな Aβの沈着が除去を上回っているために

老人斑が形成・維持されるのであろう。何らかの要因によってミクロダリアの活性が亢進

 
55タンパクの二次構造の一種。互いに隣合う側鎖同志が連結している。第５章参照。  
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し Aβを貪食・処理する能力が新たな Aβ沈着の量を超えると、老人斑は徐々に消失して

いくと考えられる。長期に生存した AD では老人斑が減少している事実は古くから知られ

ていた。これにはミクログリアが関係している可能性がある。AD 脳では脳病変を修復す

る過程も同時に進行している可能性がある。  

 

８．７．３ 抗炎症剤の抗アルツハイマー作用  

 １）抗炎症剤の細胞傷害抑制作用～AD に生じる神経細胞傷害は抗炎症剤によって抑制

される。APP を導入したマウスで補体遺伝子を欠損させると、シナプスにおける細胞情報

伝達に関与するシナプトフィジン、細胞増殖に関与する MAP２の減少が抑制される。  

 ２）アミロイド沈着の炎症による増悪作用～炎症反応の初期に関与するタンパクα -キモ

トリプシンは老人斑にAβと共に沈着する。α -キモトリプシンを強制発現させるとAPP導

入マウスのアミロイド沈着が増悪する。抗炎症剤イブプロフェンの投与はα -キモトリプシ

ンmRNAの発現を抑制する。α -キモトリプシンは炎症反応に関与するサイトカイン 56 IL-1

βで誘導されるが、イブプロフェンはこのIL-1βも抑制する。  

 ３）Aβ42 産出抑制作用～イブプロフェンを含む NSAID の一部は Aβ42 の産出を抑制

する。この作用はγセクレターゼを阻害するのではなく修飾することにより生じる。これ

らの NSAID は産生する Aβ種を変えること以外に APP 代謝には影響を与えない。Aβ42

抑制 NSAID がγセクレターゼへ直接作用しているという決定的な証拠はまだない。しか

しながら細胞を破壊した無細胞系でも Aβ42 抑制 NSAID は Aβ42 産生を抑制出来る。こ

のことはγセクレターゼと Aβ42 抑制 NSAID が複雑な細胞構造を介さない直接的な関係

を持つことを示す。間接的方法ながらこのことを実証するデータが報告された。培養細胞

で Aβ42 抑制 NSAID は APP とプレセニリンの N 末端と C 末端端の距離を変えることが

示唆された。この作用は Aβ42 抑制作用を持たない NSAID や古典的γセクレターゼイン

ヒビターでは見られなかった。マウスにおいてもイブプロフェン含む餌を 15 日間食べさ

せたところ、通常の餌群よりもプレセニリン l の N 端と C 端の距離が離れていたと報告さ

れている。  

 

８．８ 酸化ストレス  

 原子は通常原子核を中心にして各電子軌道に２個の電子が対になって存在している。ま

 
56 細胞間の相互作用に関与するタンパク。炎症、免疫などに深く関与する。  
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れに対の一方が欠けている場合がある。これを不対電子と呼び、不対電子対を持つ原子や

分子を「フリーラジカル」という。酸素のフリーラジカルが「活性酸素」であり、スーパ

ーオキシドアニオンラジカル、ヒドロキシラジカルなどがある。活性酸素は強い酸化作用

を有し、細胞に対して酸化ストレスとなる。老化と酸化ストレスとの関係は古くから関心

が持たれてきた。老化に関連が深い疾患の発症にも酸化ストレスが関与していると考えら

れている。AD 脳に認められる NFT や老人斑の形成に活性酸素による酸化ストレスが関与

しているとの仮説に立ち、種々の研究がなされている。平井および森原らの総説によれば、

以下の知見がある。  

１）酸化ストレスは AD 脳にも APP 変異を導入したマウス脳にも存在する。この酸化ス

トレスはアミロイド沈着や認知症発症以前から生じている。さらに軽度認識障害の段階で

も既に生じているとする報告がある。  

２）びまん性老人斑（図１３－１７）の段階ではまだアミロイド沈着は生じていないが、

アミロイド前駆体タンパクから切り出された Aβが神経細胞を傷害する。Aβは同時にミ

クログリアを活性化する。ミクログリアは活性酸素を生成し、これが酸化ストレスとなっ

て神経細胞を傷害する。このようにアミロイド形成以前に Aβはフリーラジカルと関連し

て神経細胞を傷害するが、Aβがアミロイドを形成する際にもフリーラジカルが関与する。

可溶性の Aβが不溶性のアミロイドを形成するためにはモノマーの Aβがポリマーの形に

なることが必要である。このポリマー形成には鉄、アルミニウム、亜鉛などの金属が促進

的に働くと考えられるが、この時同時にフリーラジカルも形成される。Aβによる神経障

害とアミロイド沈着による老人斑形成の両者にフリーラジカルは関与している。  

３）ダウン症が ATD の危険因子であることは前述した。ダウン症は２１番染色体が３

本あることによって生じる。活性酸素を分解する機能を有するスーパーオキシダント・ジ

スムターゼ（SOD）の遺伝子も 21 番染色体上にある。ダウン症では SOD の活性が健常者

より高いとする報告がある。家族性アルツハイマー型認知症でも SOD 活性亢進が認めら

れる症例が報告されている。  

４）還元糖やペプチド（複数のアミノ酸結合物、タンパクの一連の反応の最終生成物）

を「最終糖化反応物」（AGEs）という。AGEs は加齢に伴って増大し、老化の大きな要因

となっている。試験管内における Aβからのアミロイド形成は非常に時間がかかる。この

時 AGEs を加えると形成が非常に促進される。AGEs の生成過程ではフリーラジカルが同

時に生成される。この AGEs 生成の中間段階で生じる「反応性酸化中間物」（ROI）も細
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胞傷害性に作用する。NFT には AGEs や ROI が存在することが免疫組織化学的に証明さ

れている。定量的研究でも AD 脳から得られたタウでは AGEs 量が増加している。NFT 形

成にも酸化ストレスが関与している可能性がある。  

 ５）グルタミン酸は興奮性の神経伝達物質であり、学習や記憶において重要な役割を果

たす 57。半面グルタミン酸は神経毒として作用する。AD脳ではミトコンドリアの機能低下

がありエネルギー代謝が低下している。その原因としてグルタミン酸転換酵素などのタン

パクによる酸化ストレスの存在が指摘されている。  

 

８．９ 早期発症アルツハイマー型認知症と晩期発症アルツハイマー型認知症  

 アルツハイマーが最初に報告したATDの症例は 51 歳の女性であった。この発症年齢は

現在から見ると若い。かつては 40 歳～50 歳で発病する認知症を「アルツハイマー病」と

呼び、比較的高年齢で発症する認知症を「老人性認知症」と呼んで両者を区別していた。

その後の研究によって両者の病理学所見が同一であることが明らかにされ、アルツハイマ

ー型認知症（ATD）が統一的名称となった（本章第４節参照）。しかし、65 歳未満発症の

早期発症アルツハイマー型認知症（EOATD） 58と 65 歳以降発症の晩期発症アルツハイマ

ー型認知症（LOATD）が本当に同一疾患であるか否かは未だ明らかではない。現在まで

に両者の異同に関しては以下の知見が得られている。  

 １）脳の光顕所見～LOATD では神経再生を示唆する所見が得られるが、EOATD では

この所見を欠く。  

 ２）臨床像～一般に失語などの高次脳機能障害は EOATD で頻度が高い。また病状の進

行も EOATD で速い。側頭葉や頭頂葉の代謝異常も EOATD で重度である。  

３）形態画像解析～フリソニらは EOATD と LOATD の MRI 像を比較した。EOATD で

は両側後頭葉萎縮（左：25%、右：24%）、頭頂葉萎縮（両側とも 23%）が認められが、

海馬の萎縮は大脳皮質萎縮より軽度（左：9%、右 16%）であった。LOATD では海馬の著

しい萎縮（左：21%、右：22%）が認められたが、皮質萎縮は後頭葉（左：12%、右：14%）、

頭頂葉（左：13%、右：12%）とも海馬萎縮より軽度であった。  

４）機能画像解析～EOATD は、LOATD に比して連合野の糖代謝低下がより著しいと

 
57 第１１章参照。  
58 本項で検討する EOATD はしばしばマス・メディアが話題とするいわゆる「若年性認知

症」とは異なる概念である。この点誤解のないよう注意されたい。  
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されている。キムらは EOATD と LOATD の糖代謝を PET により比較した。健常者に比

して全体的な糖代謝は両群とも有意に低下していたが、その程度は EOATD で特に顕著で

あった。糖代謝低下の程度は認知症症状と相関し、重症例でより低下していた。症状の進

行と共に糖代謝は低下するが、低下の勾配は EOATD でより急峻であった。EOATD で特

に糖代謝が低下していた部位は頭頂葉、前頭葉、大脳基底核、視床であった。  

５）神経伝達物質～前頭葉および側頭葉におけるアセチルコリン転換酵素活性は健常者

に比してEOATDで有意に低下している。LOATDではこの酵素の活性は海馬でのみ低下し

ていた。他の研究では、EOATDではアセチルコリン転換酵素活性だけでなくソマトスタ

チンおよびGABA 59の活性が大脳皮質全般で低下していたが、LOATDではこれらの神経伝

達物質の活性低下は側頭葉および海馬に限定されていた。  

以上の知見から、両者の発症機序は少なくてもその一部が異なっていることは十分考え

られる。家族性の ATD は早期発症例が多い。これらの症例では MRI 所見では前頭葉およ

び頭頂葉に高度の萎縮が認められるが、側頭葉内側の萎縮はそれより軽度である。アミロ

イドβの沈着は前頭葉および頭頂葉で認められるが、側頭葉内側では明瞭ではない。大脳

表層のいわゆる新皮質の構造は遺伝的要因によって決定されるが、海馬体などのいわゆる

旧皮質の構造は環境の影響を受けやすいとされる。これらを総合的に考慮すると、EOATD

の発症には遺伝的要因が強く関与し、LOATD の発症には環境要因が関与しているという

仮説が生じてくる。EOATD と LOATD の比較は  ATD の発症に遺伝的要因と環境要因が

どのように関与しているか、しいては ATD がどのような機序で発症するかを解明する上

で興味深いデータを提供している。  

  

９．アルツハイマー型認知症の治療戦略 

 

９．１ アミロイドβを標的とした治療戦略  

アミロイド・カスケード仮説によれば、APP→アミロイドβ生成→アミロイド沈着→神

経細胞傷害→細胞死、の過程で ATD は発症する。従って、このいずれかの段階を阻止す

れば ATD の治療が可能なはずである。マスターズとベイロイターによれば現在表１３－

２３に示す様々な治療戦略が提案されている。主な戦略について検討していこう。  

 
 

59 第５章参照  
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表１３－２３ アミロイド・カスケード仮説に基づく治療戦略  

段階／経路             標的／薬物    

Ａ．上流過程（アミロイド沈着以前）  

 加齢  

 生活習慣             運動、食事  

 神経伝達物質／修飾物質      コリン作動性：AchE/BuChE 抑制剤  

                  グルタミン作動性：NMDA 拮抗剤  

                  セロトニン作動性：抗鬱剤  

 その他の大脳および全身性薬物  

Ｂ．中心過程：Aβ生成  

 APP 遺伝子  

APP 相互作用、輸送体       XII 遺伝子、成長因子、金属ホメオスタシス、

ZnT3、エストロジェン、コレステロール  

 APP 分解過程            

γセレクターゼ (PS,AphI,PEN-2, 阻害、修飾（PAR4）  

    Nct),ε -およびζ -切断酵素  

  βセレクターゼ (BACE１ )         β切断部位免疫性修飾、遺伝子  

                  刺激（PKC 活性化）  

αセレクターゼ         ムスカリン受容体           

 Aβの構造（コンフォメーション）  

  単量体／二量体／三量体       

     金属イオン結合部位      MPAC 

   GAG 結合部位  

   酸化             Di チロシン、メチオニン酸化  

   Aβ脂質相互作用        LPAC 

       Aβタンパク相互作用      PPAC    

    βオリゴマー         切断抑制／脱切断  

    重合体／繊維化        繊維化抑制／脱繊維化  
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表１３－２３ アミロイド・カスケード仮説に基づく治療戦略（続き）  

段階／経路             標的／薬物    

Ｃ．下流（アミロイド沈着以降）  

 Aβの酸化ストレスによる神経細胞  抗酸化剤、エストロジェン、天然物  

 障害（タンパク、ミトコンドリア、  

脂質、コルステロール、核酸、他）  

 抗炎症（抗ミクログリア）      シグマ I 受容体、PPARγ、PGE、NSAID 

                   iNOS 抑制  

 Aβタウ相互作用          微小管安定剤、キナーゼ、抑制剤、抗凝集  

 Aβ -APoE 相互作用         スタチン／コレステロール  

 Aβ除去、無毒化          免疫、免疫修飾  

 Aβ低減              IDE、NPE、ACE 

  

 １）環境要因～ATD の発症に環境要因がどのように関与しているかについては種々議論

がある。食事（減食、アルミニウム摂取など）と運動は特に注目され多くの研究がなされ

ているが、疫学研究ではこれらの要因と ATD 発症との明確な関連は実証されてはいない。

動物実験では減食が APP 量や APP 分解に好ましい影響を及ぼすことが報告されている。 

２）APP 処理～APP がγセレクターゼによって切断されて Aβ42 が生成されると考え

られる。そこで、γセレクターゼの機能を抑制あるいは変容させることによって ATD 治

療が可能と予想され、γセレクターゼ抑制剤の開発が進められている。その一つ LY450139

は現在 ATD 患者を対象とした臨床試験の段階にある。  

βセレクターゼの活性低下は Aβ量を低減させる。BACE 遺伝子である BACE1 ノック

アウトマウスでは Aβ生成量が激減する。そこで BACE 抑制剤の開発が進められている。 

αセレクターゼによる APP の切断により非アミロイド性の p3 が生成される。アセチル

コリンのムスカリン性受容体は同様の切断作用を有する。実際、イン・ヴィートロ研究で

はムスカリン性受容体投与により Aβ量が減少することが示された。ムスカリン性受容体

の一種 M1 を投与されたプレセニリン、APP、タウ３種トランスジェニック・マウスで学

習障害が軽減したとの報告がある。  

 糖尿病は ATD の危険因子である。IDE（インスリン分解酵素）はインスリンの分解に関

与する酵素であり、インスリン濃度を適正に保つことを通じて糖尿病発症に関与している。
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IDE は同時に Aβの分解にも関与することが明らかにされた。動物実験では、IDE の機能

低下はインスリン分解と Aβ分解に同時に影響を及ぼし、IDE の過剰発現は Aβ沈着を抑

制することが示された。IDE は ATD 治療の有力な手段となる可能性がある。  

３）Aβの神経細胞傷害～Aβはどのような機序で神経細胞を傷害するのか。①神経細胞

に対する酸化ストレス、②シナプス膜傷害、の二つの機序が考えられている。Aβの神経

細胞傷害には銅、亜鉛などの金属イオンが関係する。金属イオンに結合するリガンドがキ

レート剤である。金属・タンパク低減化合物（MPAC）はキレート剤として機能する。MPAC

が金属イオンに結合してその量を低減させたなら Aβは金属イオンと結合しにくくなり、

神経細胞傷害を予防すると予想される。MPAC の臨床試験は現在進行中である。  

Aβは繊維化することによって凝集する。Aβの繊維化、凝集化を阻止する物質の探索も

なされている。Aβには単量体、二量体、三量体などの形態が存在する。繊維化し神経細

胞に沈着するのは三量体βオリゴマー 60であると考えられている。そこでβオリゴマーを

減少させる物質の探究も進められている。  

４）Aβ免疫療法～ATD のワクチン療法は脳に沈着する Aβを免疫学手法（抗体）によ

って除去する方法である。1999 年シェンクらは APP トランスジェニックマウスに Aβを

投与すると脳アミロイド沈着が減少したと報告した。この事実は他の研究者によっても確

認され、ATD 免疫療法研究の幕開けとなった。Aβ投与により、①アミロイド減少だけで

なく神経細胞萎縮、タウ沈着、シナプス変性なども減少する、③機能的にも APP トラン

スジェニック・マウスの学習能力低下を軽減する、などが観察された。  

抗Aβ抗体を介したAβ除去の機序として現在三つの説が考えられている。第一は、Aβ

ペプチド投与で体内の免疫系で産生された抗Aβ抗体、あるいは末梢から投与された抗A

β抗体が脳血液関門 61 を通過し中枢神経系に入り、老人斑のAβに結合しそこに存在する

ミクログリアのFc受容体あるいは他の受容体を介してミクログリアによるAβの貪食・除

去を促進するというものである。第二の説は、Aβペプチドを投与しAβに対して産生され

た抗体が脳血液関門を通過し、脳内AβのN末端付近のアミノ酸を認識して結合し、凝集・

不溶化したAβを可溶化し、さらに分泌されたAβの凝集・沈着を抗体が抑制するなどして

アミロイド沈着を減少させるという説である。第三の説は、抗Aβ抗体は末梢血・末梢組

 
60 比較的少数の単量体が結合したβシート構造。  
61 血液から脳組織への物質の移行を制限する仕組み。通常生体内で、物質は組織と循環血

液との間を物理的化学的な法則の下自由に移行（取り込み、排出）している。一方、脳組

織への血液中からの物質の移行は厳密に制限されている。これを血液脳関門という。  
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、抗原を投与する能動免疫法、抗体を投与する受動免疫法、いずれにおい

て

 

に

て機能を喪失した場合、（少

人斑を除去しても認知症が改善しないなら、老人斑すなわち沈着した Aβそ

れ

織においてAβと結合し、可溶性Aβ平衡を末梢にシフトさせることにより脳組織からAβ

を末梢血中に引き出すという説である。これらの仮説は互いに排除しあうものではない。

ワクチン投与後これらの機序が複合的に働く結果Aβが除去され、Aβの神経細胞体やシナ

プスへの毒性が抑えられ、神経細胞保護や認知症症状の改善などに結びつくと考えられる。 

動物実験では

も老人斑の減少、消失を認めた研究が報告されている。AβDNA を組み込んだウイルス

を投与し腸管細胞に Aβ抗原を発現させる遺伝子治療法も老人斑の減少が認められている。

ヒトを対象とした臨床研究は Aβワクチン AN-1792 を用いてホックらによって 2001 年

開始された。6%の患者に髄膜炎が生じ中止された。この研究の対象者であった AD 患者

の追跡研究は続行され、2006 年９月に終了した。追跡期間中に死亡した 22 例について、

臨床評価と脳の病理学的検索がなされた。死亡前の臨床評価では、知的機能障害は改善さ

れず、末期には重度の認知症に陥っていた。一方、脳の病理学的検索では、老人斑はほぼ

除去されていた。すなわち、Aβワクチン接種により老人斑は除去されたにもかかわらず、

認知症は改善せず AD の進行も止められなかったのである。  

 この事実は何を意味するか。第一に、神経細胞が変性によっ

なくても Aβワクチンによって）それを回復させる事は困難である。もし、ワクチンによ

る ATD の予防ということを考えるのであれば、発症のはるか以前からその接種をする必

要がある。  

第二に、老

自体にはそれほど毒性はないのではないか。むしろ老人斑として沈着する以前の Aβに

毒性があるのでないか。このようなアミロイド・カスケード仮説の修正版である「ATD の

低分子 Aβオリゴマー仮説」が提案されている。前述のごとく、Aβはその前駆体 APP か

ら二つの酵素（βセクレターゼ、γセクレターゼ）によって切断されて生成される。その

一部は二量体や三量体などの低分子 Aβオリゴマーとなる。この低分子 Aβオリゴマーは

可容性で老人斑形成の中間産物であるが、神経細胞機能に種々の阻害作用を及ぼすことが

明らかにされている。例えば、低分子 Aβオリゴマーは、①海馬細胞の長期増強を阻害す

る、②シナプス上のスパインの形態異常と密度低下を引き起こす、③タウの異常リン酸化

を引き起こす、などの事実が報告されている。ATD 発症過程では、まず有害な低分子 Aβ

オリゴマーの形態を取る Aβが形成され、シナプス障害やタウのリン酸化の原因となる。

やがて神経細胞脱落を生じ、臨床的に知的機能が障害されて認知症となる。これが「ATD
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しいとすれば、既に老人班として沈着した Aβを標的に

し

９．２ タウを標的とした治療戦略  

リン酸化されたタウが脳に沈着する。タウのリン酸

の増強～AD で過剰リン酸化したタウが多いことはタウリン酸化と

脱

剰リン酸化したタウは NFT となって AD 脳に沈着する。この

N

の低分子 Aβオリゴマー仮説」の概要である。では、老人斑は ATD 発症とどう関係する

のか。老人斑は有害な低分子 Aβオリゴマーを凝集させ封じ込める生体の防御反応である

とする考えが提出されている。  

低分子 Aβオリゴマー仮説が正

た予防戦略や治療戦略は余り意味がないことになる。老人班として沈着する以前の Aβ

を標的とする予防戦略が考慮されなければならない。  

 

 １）タウリン酸化の抑制～ATD では

化には GSK3-β（グリコーゲン合成リン酸化酵素 3β）、cdk5（サイクリン依存性キナー

ゼ）、PKA(タンパクキナーゼ A)、SPARK(ストレス応答タンパクキナーゼ )、カルシウム・

カルモジュリン依存性キナーゼ、カゼインキナーゼなど多数のリン酸化酵素が関与してい

る。リン酸化酵素の活性を低下させればタウの沈着を防げると予想される。最も注目され

ているのは GSK3-βである。GSK3-βを過剰発現させたマウスではタウの過剰リン酸化が

生じ神経細胞が変性する。タウ遺伝子 JNPL3 を過剰発現させたマウスにリチウムを投与

し GSK3-β活性を抑制すると、過剰リン酸化が減少しタウの沈着も減少した。JNPL3 ト

ランスジェニック・マウスにリン酸化酵素合成抑制剤を食餌に混ぜて与えると、タウ病に

見られる運動障害の発現が遅延した。これは過剰リン酸化したタウの減少に起因すると考

えられる。以上の事実は ATD を含むタウ病の治療に過剰リン酸化抑制剤が有用であるこ

とを示唆している。  

２）タウ脱リン酸化

リン酸化のバランスが失われていることを示唆する。実際、AD 脳では脱リン酸化酵素

活性が低下している。タンパク脱リン酸化酵素には PP1、PP2A、PP2B などがある。タウ

遺伝子トランスジェニック・マウスでは、PP2A 活性が 34%低下し、タウ過剰リン酸化が

認められた。この事実はタウ脱リン酸化酵素の活性を上昇させることが ATD 治療につな

がる可能性を示唆する。  

３）タウ沈着の抑制～過

FT 沈着が神経細胞傷害の原因であると考えられている。イン・ヴィートロ研究では沈着

した NFT が神経細胞傷害性に機能することが確認されている。そこでタウ沈着や NFT 形

成の抑制は ATD 治療法として有効と考えられる。  
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伝子トランスジェニック・マウスを

対

．３ その他の治療戦略  

スが ATD 発症に関与する事実から、抗酸化作用を有する食

いては前述した。動物実験では

高

                                                 

これに関連して以下の事実が知られている。タウ遺

象とした研究において、タウによる神経細胞変性は NFT とは無関係であることが明ら

かにされた。この事実から、NFT 自体は神経細胞死には無関係であり、タウの沈着は異常

なタウの神経細胞傷害毒性に対する防御反応であるとの説が提出されている。もしこの説

が正しいなら、むしろタウ沈着を促進する物質が ATD 治療薬として有効となる。NFT が

ATD の発症にどう関わるのか。今後の研究が期待される。  

 

９

 １）生活習慣～酸化ストレ

品の摂取が ATD の治療や予防に有用とする説がある。ビタミン E、不飽和脂肪酸を多量

に含む魚の摂取などが推奨されている。現時点ではこれらの食品摂取が ATD 治療や予防

に有用であることを示す明確な証拠は得られていない。  

２）スタチン～コレステロールとATD発症との関連につ

コレステロール食を与えたラットでは脳内のAβ蓄積が促進されることが知られている。

詳細な機序は不明であるが、コレステロールはＡβの蓄積を促進する機能を有すると考え

られる。スタチンはコレステロール合成の律速段階酵素 62 HMG-CoAを阻害する作用を有

する。コレステロールがAβの生成を促進するなら、コレステロール合成を抑制するスタ

チンはAβ量を減少させると予想される。AＴD患者にスタチンを投与した研究では、①A

ＴDの進行を有意に抑制した、②スタチンを 1～5 年使用した群ではAＴD有病率が 66.6%

低下した、などの報告がある。一方、スタチン投与群とプラセボ投与群を５年間追跡した

結果では、調査終了時の知的機能に差はなかったとする報告もある。前述のごとく、コレ

ステロールとATDとの関連についても未解決の点があり、今後の研究課題である。  

 ３）ミクログリア～ミクログリアは AD 脳において神経細胞傷害および神経細胞保護の

２面性を有することが示された。このミクログリアの神経保護作用に注目して、ミクログ

リアを ATD 治療に応用しようとする考えがある。ミクログリアは、①神経細胞に沈着し

た Aβの除去、②神経細胞外に出た Aβの除去、の二つの役割を果たすと考えられる。谷

口らが行ったイン・ヴィートロ研究では以下の事実が示された。Aβ42 がミクログリアに

取り込まれ、インスリン分解酵素やタンパク分解酵素によって分解される。この際、スト

 
62基質から生成物が生ずる過程で、最も遅い過程を律速段階とよび、最も活性化エネルギ

ーが高い段階である。この段階で作用する酵素が律速段階酵素である。  
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酸化剤～ターメリックは 5,000 年近く前より抗炎症剤として医療的に使用されて

き

古くから知られており、

そ

がある 63 。AD

脳

着を促進すると考えられる。

N

ロトニン・アゴニストの

投

                                                 

レスタンパクが同時に活性化される。この事実は神経細胞が傷害された時、死んだ神経細

胞から漏出・蓄積するストレスタンパクによりミクログリアが活性化され、神経細胞外に

沈着した Aβ42 の除去に関与する可能性を示唆する。なお、現時点では臨床試験の報告は

ない。  

４）抗

た。ターメリックの薬効成分がクルクミンである。クルクミンは抗炎症作用とともに強

力な抗酸化作用を持つことが知られている。コールらはクルクミンを APP 遺伝子導入マ

ウスに投与したところ、そのアミロイド沈着が抑制された。イン・ヴィートロ研究でもク

ルクミンはアミロイド形成を阻害することが報告されている。  

５）神経伝達物質～AD 脳におけるアセチルコリン活性低下は

こからアセチルコリン分解酵素（AchE、BuchE）抑制剤（AchI）による ATD 治療戦略

が生まれた。AchI の作用としては、①Aβによる神経細胞傷害の抑制、②αセレクターゼ

活性の増強、βセレクターゼ活性の抑制、③Aβ凝集の抑制、タウリン酸化の抑制、など

が指摘されている。AchI が ATD の知的機能障害を改善することは実証されている。日本

でも AchI である塩酸ドネペジルの保険適用が承認された。ただし AchI で AD 自体を治療

可能かどうかは不明である。現時点では否定的な結果が報告されている。  

アセチルコリン受容体にはニコチン酸受容体とムスカリン受容体の二種

では両受容体とも減少している。そこでこれらの受容体のアゴニストを投与することに

よってATDの症状を改善しようとする試みがなされている。  

グルタミン酸受容体である NMDA 受容体の活動は Aβの沈

MDA の拮抗薬であるメマンチンは亢進した NMDA 受容体の機能を正常化することによ

って神経細胞を Aβの神経毒から保護すると予想される。また、メマンチンはタウリン酸

化を抑制し PP2A の機能を回復させる働きがある。2002 年から行われた臨床試験ではメ

マンチンが ATD の知的機能障害を改善したと報告されている。  

コルサコフ症候群の患者ではセロトニンの代謝異常があり、セ

与はその健忘症状を改善させるとの報告がある 64。AD脳ではセロトニン作動系、ノルア

ドレナリン作動系の機能低下が報告されている（表１３－２２参照）。また、セロトニン、

ヒスタミン、ノルアドレナリンなどの神経伝達物質の受容体アゴニストやアンタゴニスト
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は動物実験において学習成績を向上させることが報告されている。これらの事実から、セ

ロトニン、ヒスタミン、ノルアドレナリンなどの受容体アゴニストやアンタゴニストを

ATDの症状改善や治療に利用する試みがなされている。  
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