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１．意味記憶障害と意味認知症 

 

１．１ 概念、診断基準  

第１１章で述べたごとく、タルヴィンは記憶をエピソード記憶と意味記憶に二分した。

彼は意味記憶を「言語使用に必要な記憶であり、語その他の言語使用において、その意味

と指示対象ならびにそれらの記号、概念、関係を操作するための規則・公式・アルゴリズ

ムについてヒトが所有している組織化された知識、あるいはこころの辞典」と定義した。

1975 年ウェリントンは意味記憶が選択的に障害されている大脳皮質変性疾患３例を報告

した。一般知能、言語、視空間認識に障害はなかったが、彼らの言語的語彙や事物に対す

る知識は大きく損なわれていた。彼らは物品や生物の定義課題、それらの上位概念、性質

を選択形式で問う課題において障害があり、入力が言語性、非言語性いずれの場合にも障

害を示した。しかしその解決に意味記憶を必要としない課題では障害を殆ど示さなかった。

その後類似の症例が次々と報告された。また逆にコルサコフ症候群などで重度のエピソー

ド記憶障害にも拘わらず意味記憶が比較的保たれる症例があることも明らかにされた 1。

エピソード記憶障害と意味記憶障害が相互に独立に生じることが確証された。  

                                                 

一方、1989 年スノードンらのマンチェスター・グループは意味記憶障害を主症状とする

３例の認知症患者を報告した。彼女らはこれを「意味認知症（SD）」と命名した。類似の

症例は他の研究者によっても報告され、SDの概念は広く定着した 2。彼らによればSDは前

頭側頭葉変性症の一類型である（図１６－１参照）。1998 年マンチェスター・グループと

ランド大・グループは協同で表１８－１に示すSDの診断基準を提案した。  

 

 

 
1 第１１章参照。 
2 第１６章参照。 
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表１８－１ マンチェスター・グループとランド大・グループの意味認知症  

および連合型失認の診断基準  

 定義：理解障害（語の意味理解および物品認識障害）が発症から疾患の経過を通して優

位な特徴である。自伝的記憶を含む他の高次脳機能は損われないか、比較的良好

に保たれる。  

Ⅰ．主要診断特徴  

 A．潜在的発症と緩徐な進行  

    B．以下に特徴づけられる言語障害  

    １．進行性の流暢ではあるが空虚な自発発話  

     ２．呼称、理解障害として出現する語の意味の喪失  

    ３．意味性錯話  

   C．以下に特徴づけられる認識障害  

    １．相貌失認：既知の顔の同定・認識障害および／もしくは  

    ２．連合型失認：物品の認識障害  

   D．形態照合や描画の保持  

   E．単一語復唱の保持  

   F．綴り規則語の音読と書取の保持  

ⅠⅠ．支持的診断特徴  

   A．発話および言語  

    １．抑揚のない発話  

    ２．特異な語使用  

    ３．字性錯語の欠如  

    ４．表層失読、表層失書  

    ５．計算保持  

   B．行動    

    １．共感、同情の欠如  

    ２．関心の狭さ  

    ３．吝嗇  
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表１８－１ マンチェスター・グループとランド大・グループの意味認知症  

および連合型失認の臨床診断基準（続き）  

  C．身体的徴候  

１．原始反射の欠如もしくは末期の出現  

２．無動、強剛および振戦  

   D．検査  

   1．神経心理学：語理解、相貌および物品の認識障害として出現する重度の  

意味理解障害。  

音韻、文法、要素的感覚、視空間認識、日常記憶の保持。  

   2．脳波：正常  

    3．（形態的あるいは機能的、ないしその両方の）画像：  

主に前側頭葉領野の異常（対称性もしくは非対称性）  

 

 

ホッジスらのケンブリッジ・グループも SD の概念を提唱する。彼らによれば SD の症

状は表１８－２に示すごとくである。彼らは前頭側頭型認知症の下位類型として「原発性

進行性失語」の範疇を設定、さらのその下位類型として SD と進行性非流暢性失語（PNFA）

を位置づけた（図１６－１参照）。  

一方、ケルテスらはほぼ SD に該当する症例を認知症というよりむしろ失語であること

を強調して「原発性進行性意味失語」と命名した。  

 

表１８－２ ケンブリッジ・グループによる意味認知症の症状  

１． 以下をもたらす意味記憶の選択的障害：重篤な失名辞、口頭言語  

および書字言語における語の理解障害、カテゴリーによる語列挙の障害、

一般的知識の貧困化。  

２． 統辞や音韻などの他の言語機能の相対的保持。  

３． 正常な知覚および非言語的問題解決能力。  

４． 比較的良好なエピソード記憶および自伝的記憶。  

５． 表層失読様の失読。  

 

１８-3 
 



第１８章 

 以上のごとく、意味記憶の障害を巡っては様々の議論がある。同じ SD という名称でも、

その臨床像や位置づけには研究者によって異なる。それらを統一的に理解することは困難

である。暫定的に、本書では次のように考える。  

まず意味記憶障害と SD との関係を検討する。意味記憶障害は現象であり、SD は意味記

憶障害を主症状とする症候群である。特定の入力、出力あるいは範疇に限定された意味記

憶障害が存在する。例えば第９章で述べた連合型相貌失認は視覚的入力（顔）に限定され

た意味記憶障害、表層失書は書字出力に限定された意味記憶障害と見なされる。他方、表

１８－１や表１８－２に示されるような症状、すなわち入力、出力の如何、対象の範疇に

拘わらず意味記憶障害が認められる場合には SD と診断すべきである。  

次にSDと失語との関係について検討する。タルヴィンは意味記憶の定義において言語的

側面を重視した。彼の定義に従えば、言語面における意味理解障害は意味理解全般の障害

と同意義である。従って、意味理解障害を主症状とする失語は意味認知症である。他方ウ

ェリントンは意味記憶をもっと広く捉えており、概念あるいは「意味するもの（外延）」

と意味されるもの（内包）」との関係と理解している。この定義に従えば、言語面で意味

理解障害があっても、他の高次脳機能で意味記憶障害のない症例は意味認知症ではない。

一般的には意味記憶はウェリントンの意味で使われている。従って高次脳機能全般に意味

記憶障害を示す症例は「意味認知症」であるが、言語面に限定された意味記憶障害は失語

として扱うべきである 3。また、第１３章で述べたごとく、認知症は人格全体の解体過程

である。従って、（多少の情意面の障害もあるとしても）意味記憶障害、すなわち特定の

知的機能の障害を主症状とする病態は例えばATDなどの認知症と同等に扱うことは妥当

ではない。「意味認知症」という名称も適切ではない。しかし、新たな名称を用いると混

乱を招く虞があるので、本書でも名称としては「意味認知症」を用いる。  

                                                 

さてこれらの研究に先立つ約 50 年前の 1943 年、日本の井村恒郎は語の意味理解障害を

主症状とする失語を「語義失語」として報告した。井村によれば、語義失語は固有名詞や

具体語について顕著に認められる語の意味処理障害を中核として、その書字言語への反映

として表音文字である仮名処理は保たれ、表音文字であると共に表意文字でもある漢字処

理が障害される。語義失語はほぼ SD の診断基準を満たす。井村は世界で 初に意味記憶

障害の存在を明らかにした研究者である。その業績は高く評価されてよいであろう。  

 
3 本書の立場に立てば SD の診断基準としては表１８－１の方が表１８－２より適切であ

る。 
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１．２ 意味記憶障害  

１．２．1 意味記憶障害の臨床像  

ウェリントンによれば、意味記憶障害の臨床像は、①アクセス障害、②保持障害、③検

索障害、に分けられる。  

１）アクセス障害～貯蔵されている意味記憶自体には問題がなくそこへのアクセスに障

害がある。ウェリントンらによれば、アクセスの障害は、①語の出現頻度は成績に影響し

ない、②課題を反復した場合成績に一貫性がない、③プライミング効果の存在、④処理水

準が深くなると成績が向上する、などによって特徴づけられる。例えば、意味記憶アクセ

ス障害による失読患者の成績は一貫性がなくセッションによって成績が変動する。語の出

現頻度の影響は受けない。上位語や関連語のプライミング効果が認められる。意味記憶ア

クセス障害は失語でも認められる。例えばウェルニッケ失語は語の意味理解障害を示すが、

意味的プライミングは保たれている。全失語の語理解検査の成績は刺激提示速度によって

大きく影響される。提示時間が長くなると成績は大きく向上する。これは反応までの時間

的余裕があれば深い水準での語処理が可能であるためと考えられる。  

２）貯蔵障害～貯蔵障害はアクセス障害とは対照的な特徴、すなわち①語の出現頻度が

成績に影響する、②成績に一貫性がある、③提示時間が成績に影響しない、を示す。この

症状は意味認知症を特徴づける症状である（詳細は本章第２節参照）。意味認知症では概

念自体が失われている。従って如何なる方法によっても概念にアクセスし、概念を検索す

ることが出来ない。ただし、患者は「ラクダには瘤がある」という知識は失っていても、

ラクダの絵を見ればそれが動物であることは判る。事物の呼称は出来なくても同じカテゴ

リーの物品をサンプルから選択することは可能である。概念は一番身近でないものから失

われていく。「トカゲ」は判らなくても「イヌ」は判る。詳細な特徴がまず失われ、粗大

な特徴は保たれる。従って下位概念に比べ上位概念は保たれやすい。  

３）検索障害～検索障害は概念に対応する語を想起することの障害であり、呼称障害と

して認められる。呼称障害がある場合、それが検索障害であるか音韻レキシコンの障害で

あるかを判断する明確な基準は存在しない。検索障害の場合、物品呼称は障害されるが物

品理解は保たれるはずである。しかし一般に呼称より理解の方が容易であり、この基準は

適用出来ない。ただし失語では理解より呼称が容易である患者が存在する。グッドグラス

らは語に対応する物品の指示に障害を示すが、同じ物品の呼称は可能である流暢失語例は

少なくないことを示し、語の意味記憶と音韻レキシコンとは相互に独立であると述べた。  
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 検索障害の検査法としては語流暢性検査がある。特定の語頭音あるいはカテゴリーの語

を想起することに障害があれば、検索障害の可能性がある。ただしこの場合には患者が正

しい検索戦略（同じ語は検索から除外）を適用出来るかどうかが問題となる。呼称障害が

あるアルツハイマー型認知症（ATD）で語流暢性が保たれている場合がある。これは検索

障害と呼称障害とは異なる過程であることを示唆する。検索障害がなくても音韻レキシコ

ン障害によって呼称が障害されることは（少なくても理論的には）ありうる。  

 

１．２．２ 意味記憶障害におけるカテゴリー特異性  

 意味記憶障害研究において非常に関心が高い研究テーマにカテゴリー特異性の問題があ

る。意味記憶障害患者で、①ある特定のカテゴリーの対象に対しては障害が著しいが別の

カテゴリーの対象に対しては軽度であることが生じるかどうか、②生じるとすればその機

序は何か、が問題となる。  

 

１．２．２．１ 抽象語と具象語  

失語や失読では抽象語の成績は具象語より不良とされてきた。ところが逆の場合がある

ことが明らかなった。例えばウェリントンの報告例 AB では語定義課題の成績は具体語

50%であるのに対し抽象語は 90%であった。同様の現象は他の研究者によっても報告され

た。抽象語／具体語の乖離現象は言語課題のみならず視覚認識課題においても存在する。

まず具体的な概念が獲得され、そこから抽象的な概念が形成される。従って、脳損傷など

による障害はまず抽象的概念に生じ次いで具体的概念に及ぶ。これが常識的な理解である。

上述の事実はこの常識的理解に疑問を投げかけている。  

 

１．２．２．２ 生物と非生物  

カテゴリー特異性意味記憶障害のなかで、特に注目を集めているのが、課題となる対象

が生物あるいは自然事物である場合と非生物あるいは人工物の場合とで成績の解離を示す

症例の存在である。その大半は自然事物に強い障害を示す症例の報告であるが、人工物に

強い障害を示す症例も報告されている。  

１）自然事物の選択的障害～ 初の報告は 1984 年ウェリントンらのグループによって

なされた。ヘルペス脳炎例 4 例でいずれも自然事物の呼称、同定の成績が人工物のそれよ

り不良であった。例えば症例 JBR の正答率は表１８－３のごとくであった。  
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表１８－３ 症例 JBR の物品同定および呼称課題の正答率  

       自然事物                 人工物  

   視覚       聴覚        視覚       聴覚  

 同定  呼称   同定  上位概念  同定  呼称   同定 上位概念  

 6%     6%        8%        90%     90%    67%      79%    94% 

 

自然事物特異的な呼称ならびに理解障害は他の研究者によっても報告されている。ガイ

ノッチらの症例では、視覚提示（絵、文字）、聴覚提示（語）いずれの場合でも、口頭あ

るいは書字による呼称、概念の説明、の各課題で自然事物の成績が不良であった。一方、

視覚課題に限定された自然事物特異的意味記憶障害を示した症例、聴覚（言語課題）に限

定された自然事物特異的意味記憶障害を示した症例も報告されている。また人工物と比較

して、動物名および植物名のみに選択的失名辞を呈した症例も報告されている。彼らの動

植物に対する知識は保たれており、呼称だけが障害されていた。果物・野菜に対する選択

的失名辞、動物名の発達性失名辞などの症例も知られている。  

２）人工物の選択的障害～ウェリントンらのグループの報告例 VER は動物、植物、花

などの自然事物に比較して人工物に対して選択的障害を示した。特に言語課題で障害が顕

著であった。道具の実物とその写真との照合に障害はなかったが、口頭で指示された道具

を複数の対象から選択する課題では障害を示した。カラマザらの研究グループの報告例 JJ

の呼称課題の正答率は、生物では 91%であったが他のカテゴリーでは 10%台であった。  

３）カテゴリー内選択的障害～生物あるいは非生物のカテゴリー内でさらに選択的な障

害を呈した症例が報告されている。ウェリントンらの症例 JBR は生物に比して非生物の理

解はよく保たれていたが楽器の理解は不良であった。この他、①全般的失名辞を呈したが

交通機関の名称は保たれていた症例、②人工物の概念全般は保たれていたが車両の概念の

みが失われていた症例、③生物カテゴリーの中で身体部位の概念が選択的に保たれ非生物

カテゴリーでは食品と楽器が選択的に障害された症例、④患者が熟知している医療機器名

呼称の選択的障害、など非常に限られたカテゴリー概念の選択的障害、あるいは選択的保

持を示す症例が次々に報告されている。  
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１．２．２．３ 品詞  

特定の品詞の理解の選択的障害例もしくは選択的保持例が報告されている。ウェリント

ンらの報告例 ROX は名詞に比して動詞に重度の障害を示した。彼は動作をしている絵を

見てその動作名を呼称出来なかった。物品名の呼称は保たれていた。彼女らの報告例 FRA

は逆に名詞で重度の障害を示した。患者は連合型視覚失認を呈し物品の絵の呼称は障害さ

れていたが、動作絵の呼称に障害はなかった。  

 

１．２．２．４ 特定対象  

  上述のカテゴリー内選択的障害が更に特異的になり、非常に限定された特定対象にのみ

選択的障害もしくは選択的保持を示した症例が種々報告されている。①他の語彙にして国

名の想起が特に良好であった症例、②著名人の名前の想起が困難であった例、③一般的に

人物名の想起が困難であった症例、④一般的な呼称障害があるが建築物や人物名などの固

有名詞の想起は可能であった症例、⑤固有名詞の想起が特に障害された例、⑥歴史上の人

物や著名な景勝地の想起が困難であった症例、⑦18 歳の少年の頭部外傷例で学校で受けた

授業内容は失われたが他の知識は保たれていた症例、⑧頭部外傷例やアルツハイマー型認

知症（ATD）例で、エピソード記憶や他の範疇の意味記憶は障害されているが、自己の性

格特徴に関する記憶が保たれていた症例、などが存在する。  

 特定対象の意味記憶障害の中で特に注目されるのは人物に対する意味記憶の障害である。

上述のごとく、人物名の想起障害はしばしば報告されているが、個人に対する意味記憶全

般の障害例も報告されている。第９章で述べた連合型の相貌失認に類似するが、人物の意

味記憶障害の場合、家族や有名人を視覚的に同定出来ないだけでなく、声を聴いても同定

出来ない、名前を聴いて人物を言語的に説明することが出来ないなどの点で相貌失認と異

なっている。  

 

１．２．３ 意味記憶障害の機序、意味記憶の構造  

 意味記憶障害の発症機序、さらに意味記憶の構造を巡っては三つの論点がある。まずカ

テゴリー特異的な意味記憶の障害あるいは保持はどのように生じるかが問題になる。次に

視覚、聴覚などの感覚様相に特異的な意味システムがあるのか否かが問題となる。そして

後にそもそも単一の意味システムが存在するのか、カテゴリー別あるいは様相別に複数

の意味システムが存在するのか否かが問題になる。  
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１．２．３．１ カテゴリー特異性意味記憶障害の機序  

自然事物あるいは人工物などの特定カテゴリーに特異的な意味記憶障害が何故生じるか。

多数の研究論文が発表され種々の議論がなされているが結論は得られていない。  

まず、生物／非生物の乖離に関しては、意味記憶課題の成績に影響を及ぼす概念あるい

は語の熟知度、頻度などの要因の統制の不十分さに起因するアーチファクトであるとの説

は当然提唱された。しかし、①成績に影響する可能性のある要因を厳密に統制してもカテ

ゴリー間に差が認められる、②同じ刺激・課題を用いた場合でも自然事物が障害される症

例と人工物が障害される症例が存在する、などの点からアーチファクト説は否定された。  

 次に、生物と非生物ではその属性に違いがあるとの説が多くの研究者によって提唱され

た。代表的な説は、生物の認識に際しては知覚的属性（四足である、鼻が長い、など）に

ついての知識が重要であるのに対して、非生物の認識では機能的属性（物品を切る、物品

を挟む、など）についての知識が重要であることが生物／非生物の意味記憶障害の解離の

原因であるとするものである。この説をさらに進めて、非生物は動作や操作と密接に結び

ついているが、生物はそうではない。非生物については運動系からのフィードバックが認

識効率を高めているとする説が提唱された。  

その他、  

１）生物は個体間の類似性が高いが（イヌとネコはよく似ている）、人工物ではそうで

はない（ナイフとフォークは似ていない）ため前者の方が障害されやすい。  

２）個体発生的にカテゴリーによってその概念の習得時期が異なる。生物の概念がまず

習得され、非生物の順となる。この概念習得時期の違いが認識の違いにも反映される。  

３）概念空間は一様ではなくいくつかの「瘤」から形成されている。一つの瘤は互いに

類似した特性を有している。共通点が多い程瘤は凝集性が高い。それぞれの瘤は単独で障

害されうる。  

などの説が提唱されている。  

 

１．２．３．２ 様相特異性意味システム  

様相特異性意味システムの存在を示唆するモデルは既に 19 世紀末フロイドによっても

提唱されている（図１－４）。意味記憶障害の研究をリードしてきたウェリントンらの研

究グループは基本的に様相特異性意味システム説の立場に立つ。彼女らがその根拠として

いるのは様相特異的な意味記憶障害を示す症例の存在である。彼女らの４症例の意味記憶
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課題の成績は表１７－４のごとくであった。症例 CAV、AB、CR は視覚における障害が強

く、症例 EM では聴覚における障害が顕著であることから、ウェリントンらは様相特異的

な意味システムの存在を主張した。  

 

          表１７－４ 意味記憶障害例の様相別成績  

症例 CAV   AB   EM   CR 

     視覚（絵画同定）  12/40     19/40    37/40    13/40 

     聴覚（単語定義）     40/40     27/40    26/40    21/40 

 

このグループの一員であるマッカーシーは、様相特異性意味記憶障害の観点からリッサ

ウエルの連合型視覚失認の解釈を試みている。その際、連合型視覚失認を離断症候群とし

て理解しようとするゲシュヴィンドの解釈を対立仮説においている。離断症候群仮説によ

れば、意味システムは単一で、そこへは複数の入力経路がある。例えば視覚からの入力が

閉ざされれば、連合型視覚失認の症状が出現することになる。これに対して、マッカーシ

ーは次のように主張する。意味記憶障害は、①カテゴリー特異的なアクセス障害、②貯蔵

障害、の二つの機序で生じる。その臨床像が前述した貯蔵障害のパターンを示す場合、障

害が単一様相に限局していても、アクセスの障害ではなく（つまり意味システムに至るま

での経路での離断ではなく）、貯蔵自体の障害と考えるべきである。しかも単一の様相に

限局した障害であるので、様相特異的意味システムの障害である。  

 

１．２．３．３ 単一意味記憶システム・モデル  

上記ウェリントンのグループの説に対してカラマザのグループは「意味システムは単一

である」との立場をとる。二つの立場を図示すると図１８－１のようになる。カラマザら

の考えでは、特定様相を介したアクセスが単独で障害された場合、現象的には様相特異的

意味記憶障害になる。ウェリントンらの提示している症例は様相特異的意味システムが存

在する証拠とはならないと主張している。  
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図１８－１ 意味記憶システムの二つの処理モデル  

 

１．２．３．４ 意味記憶のクリーク・モデル  

 厳密に言うと、図１８－１の二つのモデルは意味記憶システムの処理モデルであり、意

味記憶システム自体のモデルではない。一方、チェンは「クリーク」の概念を用いて意味

記憶システムのモデルを提案している（図１８－２）。クリークとはある出来事に対する

ニューロン活動の全体である。個体がある体験をするとその体験の様々な側面をコードす

るクリークが形成される。多くの体験に共通する一般的な側面をコードするクリークから

ある体験のみをコードする特殊なクリークまで様々なクリークがあり、それらは階層構造

をなしている。チェンはクリークについて以下のごとく述べている。  

「『びっくりする出来事』などの一つのカテゴリーに属するピラミッドを集めて、それ

ぞれのピラミッドを一つの面とする多面体を構成すれば、同じカテゴリーに属する全ての

出来事を一つの多面体として表せるだろう（図１８－２④）。記憶の形成で使われている

連合的・階層的な手法によって、脳はネットワークレベルのパターンをほぼ無限に生み出

して、一生の間に出合う無数の経験を表すことが出来る。記憶コードはカテゴリーに分か

れていてかつ階層的だから、新しい経験を表す場合は単に記憶ピラミッドの頂上部分のク

リークを入れ替えるだけですむだろう。例えば生垣の陰で吠えている犬はジャーマンシェ

パードではなく今度はプードルであるとか、今回の大地震はインドネシアではなくカリ  
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図１８－２ チェンの記憶モデル  
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フォルニアで起こったなどという具合に。記憶をコードするピラミッドには抽象的な情報

を処理するクリークが必ず含まれることがわかったが、これは脳が特定の出来事について

全ての詳細を記録する単なる記憶装置ではないという考え方を裏付けるものだ。記憶シス

テムのクリークのおかげで、脳は特定の出来事のカギとなる特徴をコード出来るうえ、体

験から一般的な情報を抽出して、将来、本質的な特徴は同じだが物理的には少し違うとい

った状況で役立てられる。日々の出来事から抽象概念や知識を生み出す能力は知能の本質

であり、変化し続ける世界で生じる新たな問題の解決を可能にする。例えばベッドの概念

について考えてみよう。人は世界中どのホテルの部屋に行っても、ベッドをすぐに認識出

来る。たとえ以前にそのベッドを見た経験がなくてもこれは可能である。ある特定のベッ

ドの姿形だけでなくベッドとはどのようなものであるかという一般的な知識を持てるよう

にしているのが、私たちの記憶である。」  

このモデルに従えば、カテゴリー特異的意味記憶障害は記憶ピラミッドの損傷がどの階

層で生じたかによって決定されることになる。理論的には如何なる特殊なカテゴリーの意

味記憶障害もこのモデルで説明可能である。このモデルでは意味記憶システムは単一であ

る。従って、様相特異的な意味記憶障害は特定の感覚様相を介してのアクセスの障害とし

て理解されることになろう。意味記憶の具体的構造にまで踏み込んでいる点で優れたモデ

ルと考えられる。  

 

１．２．４ 意味記憶の解剖学  

１．２．４．１ 意味記憶障害の責任病巣  

 これまで意味記憶障害として報告された症例はヘルペス脳炎が圧倒的に多い。ヘルペス

脳炎では両側側頭葉が侵される。従って意味記憶障害の責任病巣としては側頭葉がまず問

題となる。側頭葉前方、特に下側頭回病変が注目されている。ヘルペス脳炎例で下側頭葉

病変が多いだけでなく、意味記憶障害を主症状とする変性疾患例でも下側頭回に萎縮が認

められ、上側頭回は保たれたとする剖検所見が報告されている。X 線照射に伴う意味記憶

障害例でも下側頭回前方の損傷が認められた。左後交通動脈・動脈瘤に伴う意味記憶障害

例も報告されているが、損傷部位は下側頭回と推定される。いずれの場合も皮質損傷であ

り、側頭葉内側の構造は比較的保たれていた。  

 多くの症例は両側性病変例であるが、一側性病変例も報告されている。この場合、損傷

側と症状との関連が注目される。意味記憶は左大脳半球に関連が深いと考え、左側頭葉の
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役割を重視する研究者がいる。他方、意味記憶障害の程度は右側頭葉損傷例でより重度で

あるとする研究者もいる。語理解や呼称の障害が重度である患者では左側頭葉の萎縮が右

より重度であり、人物認識障害を示す患者では右側頭葉の萎縮がより重度であるという報

告もある。アクレスらは一側側頭葉損傷例を対象として、①言語課題（呼称、語の意味範

疇分類）、②非言語課題（物品の実在／非実在の判断、物品画の意味範疇分類）、の課題

を実施した。左側頭葉が保たれている程度は①の成績と有意な相関を示し、右側頭葉が保

たれている程度は②の成績と有意な相関を示した。  

カテゴリー特異的な意味記憶障害については、道具の意味記憶には前頭葉が関連してい

るとの報告がある。植物に関連した意味記憶が特に障害されていた症例では左後大脳動脈

領域の損傷が認められた。一方、動物に関する意味記憶障害は両側側頭葉前方損傷例で多

く報告されている。カピターニらによるMRIを用いた詳細な検討では、左紡錘状回の中央

から後方にかけての損傷では植物に関連した意味記憶の障害が認められ、動物に関連した

意味記憶の障害は左側頭葉前方領野の損傷例で特に顕著であった。また、知覚／機能のカ

テゴリー特異性との関連では、前者は側頭葉下方の腹側視覚系 4が関連し、後者は前頭・

頭頂葉の背側視覚系に関連するとの説も提出されている。  

 

１．２．４．２ 機能画像解析所見  

 意味記憶課題遂行時の脳活動性については  

１）物品呼称・語音読～左側頭葉領野、下前頭回、後頭葉腹下側などの活性化。  

 ２）語流暢性課題～左側頭葉後方および下方の活性化。  

 ３）意味判断・意味連合課題～左側頭葉の腹側および後方、左後紡錘状回、左側頭葉・

頭頂葉などの活性化。  

などの報告があり、左側頭葉、特にその下後方の紡錘状回と意味記憶との密接な関連が認

められる（図１８－３）。  

 カテゴリー特異的意味記憶障害との関連において、処理すべき意味記憶のカテゴリーの

違いによって活性化される脳領野が異なるか否かについては種々の研究報告がある。 初

の報告は 1995 年頃ペラニら、マーチンらによってなされ、いずれの研究でも後頭葉の活

性化は道具より動物で大であり、この傾向は右大脳半球より左大脳半球で顕著であった。

その後の研究では、①後頭葉内側活性化は動物で大、②左後頭葉下方活性化は動物で大、

                                                  
4 腹側視覚系、背側視覚系についての詳細は第９章参照。 
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③両側後頭葉下方活性化は動物で大、④両側後頭葉下方活性化は道具で大、などの報告が

ある。動物に関連した処理は腹側視覚系が関連していることを意味すると解釈されている。 

 

 
図１８－３ 意味記憶関連課題で活性化される脳部位  

 

以上のごとく、意味処理には左側頭葉下後方の紡錘状回が深い関連を有している。この

領野の活動性にカテゴリー特異性はあるか。当初は否定的な結果が報告されたが、次第に

肯定的な結果が報告されるようになった。チャオらの報告では、紡錘状回外側の活性化は

動物で大であった。興味深いことにこの部位はヒトの顔に対し強く反応する領野でもある

（図９－１５参照）。ただしチャオらによれば顔に反応する領野の範囲は動物に反応する

領野よりも大であった。一方、紡錘状回内側の活性化は動物より道具で大であった。側頭

葉下後方領野にカテゴリー特異的に活性化される部位があることは他の研究者によっても

報告されており、紡錘状回外側は動物に関連した意味処理に関与する領野であることが確

認されている。  

動作あるいは道具使用に特異的な意味記憶障害が存在することは前述した。機能画像解

析においても、道具の使用を含む運動に関連した刺激によって活性化される領野が存在す

る。左運動前野の活動性は動物より道具に対して大である。この領野は道具使用に関連し

た動作によっても活性化される。これらの事実は道具の認識と運動前野との関連を示唆す

る。  

意味記憶システムが単一か否かに関連してヴァンデンベルゲらは次のような報告をして

いる。6 人の健常者を対象に意味判断課題を施行し、局所脳血流を PET で測定した。課題
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は絵と語という異なる様相で提示された。課題が視覚（絵）の場合と言語（語）の場合で

活性化される脳領野は大きく重なり合っていた。この結果は、言語入力に対する意味処理

と視覚入力に対する意味処理が脳内の共通の領野で行われていることを示している。呼称

課題において刺激提示様相に拘わらず同一領野が活性化されることは他の研究者によって

も確認されている。機能画像解析研究の結果は単一意味システム説を支持する。  

 

１．３ 意味認知症 

１．３．１ 概念、診断基準  

 本章第１節第１項に述べたごとくである。  

 

１．３．２   病理学所見  

 当初、ホッジスらの研究グループは、SD の病理学所見ではアルツハイマイー病（AD）

所見は認められず、ピック病所見もしくは特異的組織像を欠く認知症（DLDH）所見のい

ずれかが多いとしていた。2009 年の研究報告では、SD34 例の病理学所見を、  

１）ユビキチン陽性封入体を伴う前頭側頭葉変性症所見 (18 例 )。うち 11 例ではユビキ

チン封入体を大脳皮質および海馬歯状回に認める運動ニューロン疾患（MND）所見。  

２）ピック病所見（3 例）～タウ陽性ピック小体。  

３）AD 所見（3 例）～NFT 沈着。  

の３型に分類し、SD と MND との密接な関連性を強調している。  

ケルテスらの原発性進行性失語はマンチェスター・グループの SD に対応する。彼らは

原発性進行性失語（すなわち SD）22 例についてその臨床経過と病理学所見を詳細に検討

している。結果は図１８－４に示すごとくであって、病理学的診断は AD が も多かった。  

 SD の剖検例は少ない。いずれの主張が妥当かは将来の研究に待つところ大である。  

 

１．３．３ 臨床像  

 パターソンとホッジス、スノードンなどによれば、SD の臨床像は以下のごとくである

（表１８－１参照）。  

 １）言語～患者の発話は流暢であり、構音は正常で文法障害や音韻錯語は認められない。

一方、発話内容は空虚で、「あれ」や「これ」などのあいまいな表現や紋切り方の表現が

目立つ。「手袋」を「靴下」というなど同一カテゴリー内での語性錯語が出現する。  
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 意味認識の障害は呼称や語理解の課題で明らかになってくる。患者はごくありふれた物

品の呼称にも障害を示す。語頭音の提示は成績を向上させない。課題を多肢選択に変更し

ても成績は向上しない。これらの事実は物品名の想起が障害されているのではなく、概念

自体が失われていることを示唆する。語理解も障害される。この場合もごくありふれた日

常語も理解出来ない。患者にとって身近な語はそうでない語より保たれる場合が多い。呼

称障害や理解障害は日常的物品だけでなく、動物名、食物、身体部位、道具など広汎な範

囲に及ぶが、概念の喪失は完全ではない。ある患者はレモンが動物ではないことは理解し

ていた。しかしバナナやリンゴとどう違うのかは理解出来なかった。  

 

 

図１８－４ 原発性進行性失語の臨床像の変化と病理学所見  

2nd-SYNDROME：第二症状、3rdSYNDROME：第三症状、PATHOLOGY：病理学  

FTD-bv：前頭側頭型認知症行動変異型、PPA：特発性進行性失語症、  

CBDS：皮質基底核変性症（臨床）、MND：運動ニューロン疾患、DLDH：特異的組織像

を欠く認知症、NMDI：封入体型運動ニューロン疾患、AD:アルツハイマー病、Pick’s：ピ

ック病、CBD：皮質基底核変性症、PSP:進行性核上麻痺、  

DLB：レビー小体病、GT：グリオシス  
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言語理解の障害は語レベルで生じ、文法構造の理解は比較的保たれる。質問文「トラが

ライオンに殺された。死んだのはどちらか」には正答するが、質問文「トラとネズミはど

ちらが大きいか」には答えられない。  

復唱、書き取り課題は意味理解障害に伴う誤りが多少見られるが比較的保たれている。

有意味文の復唱に比して、無意味文の復唱はより困難である。読字では、患者は音韻を手

がかりに文章を読む。従って不規則綴りの語が読めない表層失読の症状を呈する 5。  

 病状の進行と共に発話内容はさらに空虚となり、表現も紋切り方となる。話題は狭くな

り身の回りの事柄に限られてくる。しかし非流暢な発話や努力性発話は可能である。  

２）感覚～感覚障害は認められない。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚などに粗大な障害

はない。  

３）顔認識～顔の認識障害は発症当初から存在する。その本質は顔に関する意味記憶の

障害であって知覚の障害ではない。従って、顔の弁別や同定では障害は認められない。障

害は有名人、歴史上の人物など個人的な知人ではない人物に関して顕著である。家族、友

人などに関しては軽度である。顔の認識障害である相貌失認には、①統覚型、②連合型、

③健忘型が区別される 6。SDの顔認識障害は健忘型相貌失認である。  

 ４）視覚的物品認識～SDでは視覚的物品認識も障害される。発症初期は目立たないが次

第に明らかになってくる。語理解の場合と同じく物品概念の喪失は完全ではない。患者は

物品を食べられる物品と食べられない物品に分類することは可能である 7。しかし食べる

前に調理が必要な物品（ニワトリ）と必要でない物品（レタス）の区別は出来ない。自分

が使っている道具は認識出来るがその道具の絵や写真は認識出来ない。道具を実際に使う

ことは出来るが、道具の用途や使い方を説明することが出来ない。抽象的なレベルでの知

識が失われている。物品の形態知覚は障害されない。従って、物品を正確に模写すること

が可能である。物品間の形態レベルでの照合課題も誤りなく遂行出来る。  

 ５）数～数概念の理解、計算は比較的保たれる。金銭を取り扱うことも可能である。数

に関連したクイズやゲームなども楽しむことが出来る。一方において貨幣を認識すること

が出来ず、聴覚的に与えられた数と数字との照合が出来なくなる。  

                                                  
5 第７章で述べたごとく、日本語における表層失読症状は井村によって詳しく検討された。

患者は仮名は読めるが漢字は読めなくなる。 
6 第９章参照。 
7 重症例ではこの区別も障害される。筆者の自験例は「消しゴム」を「チョコレート」と

誤認した。 
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 ６）視空間認識～視空間認識や移動能力は一般に保たれている。道に迷うこともなく、

スーパーで食品の陳列棚の位置を正しく覚えている。視空間認識に関する神経心理学的検

査（線分の傾き判断、点の計数、二次元空間の位置判断、など）の成績も正常範囲である。

この点はアルツハイマー型認知症（ATD）との重要な鑑別点となる。  

７）視覚以外の認識～対象の意味の認識障害は視覚以外の感覚様相にも生じる。聴覚に

おいては、電話のベルや玄関の呼び鈴などの非言語音の認識に障害が認められる。手触り、

味、香りなどの認識、同定にも障害を示す。  

８）運動～運動面での障害は認められない。運動巧緻性は低下しない。高度の運動技能

を必要とする活動、たとえばピアノ演奏、ゴルフなどを支障なく行える。しかし知識を必

要とする行為、例えば調理などはレシピが読めなくなるため遂行出来なくなる。  

９）短期記憶、作業記憶～粗大な障害はない。これは言語材料、非言語材料いずれの場

合でも同様である。  

１０）エピソード記憶～SD が ATD などの他の認知症と も異なる点はエピソード記憶

が保たれていることである。患者は約束した場所や時間を正しく記憶しており、自分の身

の回りの出来事もよく覚えている。また住居が替わった場合でも新しい住所の地理を容易

に学習することが可能である。また、エピソード記憶障害の質的側面についても SD と ATD

には違いが認められる。自伝的記憶には意味記憶の色彩が強い側面（幼少期通った小学校

名）とエピソード記憶の色彩が強い側面（昨日の夕食に何を食べたか）がある。ホッジス

らは健常者、ATD 患者、SD 患者を対象にこの自伝的記憶の二つの側面を比較した。結果

は図１８－５のごとくであった。ATD は、エピソード記憶の側面で明瞭な時間的傾斜を示

し、 近の記憶ほど成績が低下した。意味記憶の側面は時間的傾斜が明瞭ではない。SD

では両者とも時間的傾斜を示し、かつ ATD と逆に 近の記憶の方が成績良好であった。

ATD は出来事のエピソード的側面を「記銘」する事に障害がある。SD では出来事のエピ

ソード的側面と意味的側面を「想起」する事に障害がある。  

１１）行動～自己中心性、行動柔軟性の欠如、感覚刺激過敏、危機感の欠如、食の好み

の変化、強迫行動、などの行動変容が認められる。 も特徴的な症状は特定の決まり切っ

た行動へのこだわりである。毎日時計が時を刻むように同じ行動を繰り返す。「部屋のあ

る位置にだけ座る」のような無意味な儀式的動作を毎日繰り返し行う。しかしこれらの行

動を禁止されも強迫患者のように不安を感じることはない。  
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図１８－５ 意味認知症とアルツハイマー型認知症における記憶障害の違い  

Control:統制群、A-D-Amnesic：アルハイマー型認知症、Sem.Dem.意味認知症  

childhood：幼少期、Early Adulthood：青年期、Recent： 近  

Semantic Component：意味的側面  

Autobiograpphical Component：エピソード的側面   
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１２）病識～患者は自己の障害は認識している。しかしそれを重大な問題と感じたり悩

んだりすることはなく、無関心である。  

１３）身体症状、神経症状～一般に身体症状、神経症状は認められない。晩期には錐体

外路症状、前頭葉性の解放症状が認められる。少数例では運動ニューロン疾患の症状が出

現する。  

 

１．３．４ 画像解析所見  

 １）形態画像解析所見～当初 SD として報告された症例では側頭葉領野外側、特に側頭

極の萎縮が共通所見として記載された。例えば 1992 年ホッジスらの論文では CT で、両

側頭葉萎縮（症例 PP）、左優位の両側頭葉萎縮（症例 MC）、左側頭葉萎縮（症例 JL）、

左側頭葉萎縮（症例 EP）、が見出されている。その後の研究でも SD では側頭葉萎縮が多

くの症例で認められている。しかし、側頭葉萎縮の詳細については症例による違いがある。  

まず左右差があるかどうかについては、症例により差があることは上記ホッジスらの論

文からも明らかである。全体的傾向としては右より左で萎縮が顕著であるとする報告が多

い。デスグランジェらは 10 例の SD の MRI 像について容積計測法を用いて詳細な解析を

行い、左側頭葉の萎縮程度と神経心理学的検査所見との間に有意な相関を見出している。

他の研究においても、左側頭葉限局性ではなく萎縮は両側に認められる症例でも、詳細な

検討によれば萎縮は左側頭葉で顕著である。  

側頭葉以外の大脳皮質領野の病変については、ホッジスらの研究では下前頭回の萎縮が

認められた。スタッドホールズの研究では側頭葉の萎縮が後頭葉にまで及んでいた。  

萎縮が大脳皮質限局性か皮質下の海馬などにまで及ぶのかについては種々議論がある。

1992 年のホッジスらの研究では海馬病変には言及されていない。彼のグループの 2000 年

の報告でも海馬は保たれていると述べられている。デスグランジェらの研究では海馬領域

にも萎縮が認められた。スタッドホールズの研究では、海馬および海馬傍回にも萎縮像が

認められた。リューらの報告例では、両側頭葉萎縮と共に、尾状核、被殻、視床にも両側

性の病変が認められた。  

SD に認められる意味記憶障害は ATD でも認められる。第１６章で述べたように、SD

は臨床病理学的に前頭側頭型認知症と近縁関係にある。画像解析上 SD とこれらの認知症

との異同はどうか。ボクサーらは SD11 例と ATD11 例の MRI を比較した。SD に比して

ATD では左頭頂葉、両側帯状回、両側楔部の萎縮が顕著であった。グロスマンらは ATD12
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例、CBD９例、FTD29 例（SD8 例、PNFA7 例、NON-APH14 例）の MRI 像を比較した。

結果は図１８－６に示すごとくであった。FTD は健常統制群に比して両側前頭葉および側

頭葉に有意な萎縮が認められた。側頭葉萎縮は SD で も顕著であり、PNFA および

NON-APH に比して SD の左側頭葉後外側は有意に高度の萎縮を示した。特に NON-APH

との差が顕著であった。ローゼンらも SD と他の FTD との比較を行っている。SD に比し

て FTD では前頭葉腹内側、後眼窩部、島回の両側性萎縮が顕著であった。逆に SD では両

側の側頭葉前方、扁桃体／前海馬領域で萎縮が顕著であった。  

  

 

図１８－６ 意味認知症と他の前頭側頭型認知症の MRI 所見の比較  

A：健常統制群に比して認知症で萎縮が認められる部位。ピンク：SD、緑：PNFA、  

青：NON-APH、B：PNFA に比して SD で萎縮が大である部位、C：NON-APH に比して

SD で萎縮が大である部位、D：SD に比して PNFA で萎縮が大である部位  

E：NON-APH に比して PNFA で萎縮が大である部位、F：NON-APH に比して SD で萎

縮が大である部位、G：PNFA に比して NON-APH で萎縮が大である部位。  

SD:意味認知症、PNFA：進行性非流暢性失語、NON-APH：失語のない前頭側頭型認知症  
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図１８－７ 意味判断課題遂行時における意味認知症（Patients）と  

健常者（Normals）の酸素消費量変化の比較  

 

２）機能画像解析所見～SD では形態画像解析と同じく機能画像解析でも側頭葉領野の

機能低下が認められるが、その範囲はより広範に及ぶ。1992 年のホッジスらのグループの

報告例４例はいずれも SPECT もしくは PET で機能低下を認めたが、その範囲は側頭葉の

みならず前頭葉および頭頂葉にも及んでいた。デスグランジェらの研究でも、機能低下の

範囲は側頭葉を超えて前頭葉眼窩部にまで及んでいた。ホッジスらのグループは文字およ

び絵で提示された刺激の意味判断課題遂行中の酸素消費量の変化を SD と健常統制群で比

較した。結果は図１８－７に示すごとくであった。健常者では、左下前頭葉、左下側頭回、

左前頭葉・頭頂葉・側頭葉接合部および前帯状回が両刺激に共通して活性化された。更に

文字提示では左後側頭葉も有意に活性化された。SD でも健常者と同様の部位が活性化さ

れたが、文字に比して絵で左下前頭回、左下側頭回、後帯状回がより活性化された。これ

らの領野は健常者ではむしろ文字で活性化が大であった。すなわち、SD では文字意味判

断課題遂行時に左側頭葉後方活性化の欠如が認められた。著者らはこの結果を次のように
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考察している。SD では臨床的に物品呼称障害が認められた。上記の実験結果と考え併せ

ると、左側頭葉後方は意味レキシコンと音韻レキシコンとの照合に関与する領野であり、

SD ではこの領野の損傷により意味レキシコンと音韻レキシコンとの照合が障害されてい

る。  

 

１．３．５ 発症機序  

 現時点で、SD の発症機序は不明である。ホッジスらの SD100 例の検討によれば、家族

内発症は２例に認められ、家族内発症率は 2～7%と推定される。SD の発症には遺伝的要

因が関与している可能性がある。ホッジスらの検討では、SD の病理学所見としてユビキ

チン陽性封入体を伴う前頭側頭葉変性症所見が も多い。第１６章で述べたように、SD

と近縁関係にある FTD の発症機序の一つとして、リン酸化 TDP-43 が細胞内に沈着する

ことによりその生理機能を失うか、あるいは沈着リン酸化 TDP-43 が異常機能を獲得する

ことにより神経変性がおこる可能性が考えられている。SD でも類似の発症機序が考えら

れるが、ホッジスらの検討では、SD とリン酸化 TDP-43 封入体陽性所見を有する FTD 家

系との関連は乏しい。  

ケルテスらは病理学的に SD と AD の近縁関係を認めている（前述）。AD はしばしば

臨床的に SD 様の症状を呈することを考えると、SD を AD の枠内に位置づけて考えること

も可能である。  

 

２．原発性進行性認識障害 

 

２．１ まえがき  

 本節では中枢神経系の変性疾患などに伴って特定の高次脳機能が次第に低下するが他の

高次脳機能は比較的保たれる病態、すなわち原発性進行性認識障害（PPCD）について検

討する。この症状の存在はかなり早くから報告されていた。例えばピックは 1892 年既に

進行性の失語について言及している。しかし注目されるようになったのは 1980 年代以降

である。デラ・サラはその理由として、①認知症が注目されるにつれ PPCD と認知症の鑑

別診断が臨床的に重要な課題になったこと、②症状と病変部位との対応関係の詳細な検討

が可能であることから高次脳機能の局在研究に大きく貢献しうること、の二つを指摘して

いる。  
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認知症は全般的な高次脳機能の低下ではあるが、全ての機能が同程度に障害される訳で

はない。例えば ATD では前向性記憶障害が目立つのに対し、皮質基底核変性症や前頭側

頭型認知症では遂行機能障害が目立つ。また同じ ATD でも全般的な高次脳機能障害が認

められる「全般型」に対して、特定の高次脳機能が特に障害される「局所型」も少なくな

い。しかし殆どの症例は次第に他の高次脳機能も障害され、 終的には全ての高次脳機能

が著しく障害される。一方、PPCD では特定の高次脳機能のみが障害されるだけではなく、

その状態が長期、症例によっては十年以上も持続する。この点で、臨床的には PPCD は認

知症とは明らかに区別される。デラ・セラは 初の高次脳機能障害の出現から次の高次脳

機能障害出現まで 36 ヶ月以上経過することが PPCD と認知症の鑑別点になりうると考え

ている。  

PPCD の発症機序については殆ど解明が進んでいない。ATD に比べて PPCD の進行は

明らかに遅い。これは PPCD の背景にある中枢神経系変性過程は ATD とは異なることを

示唆する。もし PPCD と ATD が同じ変性疾患であるとするなら、何故 PPCD では ATD

のような全般的な高次脳機能の低下が生じないのかが問題となる。PPCD で特定の高次脳

機能のみが障害されることは大脳皮質の変性・萎縮が限局性であることを示唆する。PPCD

では何故 ATD に見られるような大脳皮質全体の変性・萎縮が生じないのか。PPCD では

変性・萎縮を限局させるような何らかの防御機構が作用しているのか。これらの点の解明

は ATD をはじめとする認知症全般の発症機序解明、治療・予防にも役立つであろう。  

 

２．２ 原発性進行性失語  

２．２．１ 概念  

前述のごとく、他の認知症症状を伴わず失語症状のみが潜在的に出現し緩徐に進行する

失語の存在は既に 19 世紀末から報告されていた。しかし注目を浴びるようになったのは

1982 年メスラムらの症例報告がきっかけである。彼らは緩徐に進行する失語症状のみを呈

して他の高次脳機能障害を認めず、左側頭葉領野もしくは左シルビウス溝周辺領野の萎縮

を示す症例６例を「緩徐進行性失語（SPA）」として報告した。以来類似の症例が多数報

告され、SPA の概念が確立した。メスラムらが報告した症例はいわゆる流暢失語の症状を

示すが、同じく潜在的に出現し緩徐に進行する失語であるが非流暢失語の症状を示す類型

がマンチェスター・グループらによって報告された。彼らはこれを「進行性非流暢失語

（PNFA）」と命名した。両者を併せて「緩徐進行性失語」、「原発性進行性失語」、「原
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発性緩徐進行性失語」などと呼ばれている。本書では「原発性進行性失語（PPA）」と呼

ぶ。  

 

２．２．２ 病理学所見  

PPA で一般的に認められる病理学所見は左前頭葉、側頭葉の萎縮である。光顕所見では、

皮質表層の細胞脱落、グリオシスが認められる。FTD における特異的組織像を欠く認知症

（DLDH）類似の所見である。メスラムによれば、PPA の約 60%にこの所見が認められる。

AD あるいはピック病様の所見を示す症例は少ない。皮質基底変性症、進行性核上性麻痺、

クロイツフェルト・ヤコブ病などの病理学所見を示した症例も報告されている。臨床像と

の対応では、大脳前方領野病変が主であれば非流暢性失語、後方領野であれば流暢失語で

ある場合が多いとされるが、例外も少なくない。  

 PPA の病理学的本態は前頭側頭葉萎縮症あるいはピック複合体のスペクトラム（図１６

－１４参照）に含まれるとする見方が一般的である。  

 

２．２．３ 臨床像  

PPA の臨床像は以下の諸類型が記載されている。ただしその違いはあくまで相対的、概

念的なものであり、個々の症例ではいずれとも判断出来ないことが多い。  

 

２．２．３．１ 原発性進行性非流暢失語  

マンチェスター・グループによれば原発性進行性非流暢失語（PPNA）の診断基準は以

下のごとくである。  

①言語表出の障害が発症から疾患の経過を通して優位な特徴である。他の高次脳機能は

損なわれないか、比較的良好に保たれる。  

②主要な診断特徴は潜在的発症と緩徐な進行であり、非流暢自発発話、失文法、字性錯

話、失名辞のいずれかを少なくても一つは示すことである。  

支持的診断特徴は、言語・発話面では①吃音または発話失行、②復唱障害、③失読、失

書、④発症初期の語彙の保持、⑤末期における無言、である。行動面では①初期の社会的

技能の保持、③末期の FTD 類似の行動変容、である。  

４）神経症状としては①末期の対側原始反射、②無動、③強剛および振戦、が認められ

る。  
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努力性の発話、文法障害や構音障害による「電文体」などの症状も報告されている。自

発発話だけでなく復唱も障害される。言語理解は晩期まで保たれることが多い。 終的に

は無言となる。  

 

２．２．３．２ 原発性進行性流暢失語  

原発性進行性流暢失語（PPFA）は喚語、呼称、綴りなどの障害および会話貧困化を特

徴とする。呼称は多肢選択でも改善しない。発話は迂遠で内容に乏しいが構音、文法構造、

文章の長さは保たれている。語を同じ範疇に属するより一般的な語で置き換える（「ハイ

エナ」の代わりに「イヌ」）語性錯語が認められる。患者は適切な語が思い出せないため

に発話を中断する「語漏」を示す。 終的には無言となる。初期から言語理解障害が認め

られ、検者が呼称した事物の指示が困難である。この点で他の PPA の類型と区別される。

複雑な文章の理解は障害され、時に「聾」と誤られる。単純な構文の理解は保たれる。  

 

２．２．３．３ 原発性進行性失語：失文法型  

 メスラムらによれば、文法障害を主症状とするPPAが存在する。発話は名詞、動詞が多

用される反面機能語が減少し、「電文体」 8となる。語順の混乱も認められる。文法構造

の理解障害も認められ、「少年を追いかける少女」と「少年に追いかけられる少女」の違

いが理解出来ない。一方、単一の語の理解や単純な文章の理解は障害されない。  

 

２．２．３．４  進行性ロゴペニック性失語  

 文法的には正しいが単純かつ短い文章発話によって特徴づけられる。臨床像は、①発話

は緩慢で喚語障害のため中断、②復唱障害、③文章理解障害、④読字障害（不規則綴り語、

非実在語の読みの障害）、⑤喚語障害、などで特徴づけられる。構音障害や意味理解障害

は認められないが、言語記憶障害が存在する。左側頭・頭頂葉領野に萎縮が認められる。

原発性進行性失語の一亜型とする見方と ATD の一亜型とする見方がある。  

 

２．２．３．４ 失語以外の症状  

PPA は言語機能以外の高次脳機能や行動・性格は比較的保たれ、この点で他の認知症と

区別される。日常生活は比較的自立しており、介護者の負担も少ない。しかし、遂行機能

                                                  
8 第６章参照。 
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障害、肢節運動失行、失算などの高次脳機能障害、錐体路性・錐体外路性の運動障害が認

められる症例も報告されている。少数例は強迫症状、攻撃、無為、脱抑制などの精神症状

を呈する。  

 

２．２．４ 画像解析所見  

 PPA の形態画像解析では、前頭葉後方／シルビウス溝周辺領野、あるいは側頭葉の萎縮

が認められる。萎縮は左大脳半球限局性かもしくは両側性に認められる。PPNA では前頭

葉後方／シルビウス溝周辺領野の下方萎縮が、PPFA では側頭葉前外側の萎縮が目立つ。

大脳言語野皮質下の白質病変も報告されている。  

 機能画像解析では、SPECT および PET で左大脳半球もしくは両大脳半球の機能低下が

報告されている。機能低下を示す領野の範囲はいわゆる言語野より広汎であると報告され

ている。PPNA では左シルビウス溝周辺言語野の機能低下あるいは島回の機能低下、PPFA

では側頭葉、側頭／頭頂葉の機能低下が報告されている。  

 

２．２．５ 発症機序  

 PPAの家族発症例が報告されている。モリスらは記憶障害、言語障害、過食、行動変容

を呈するPPAの家系を「遺伝性失語性脱抑制性認知症（heredity dysphasic disinhibition 

dementia ,HDDD type1」として報告した。類似の家系が数例報告されている。遺伝形式

は常染色体優性遺伝と考えられている。一方、バサンらは類似の症状を呈する症例（HDDD 

type2）の家系を報告し、１７番染色体（17q21-22）に連鎖していることを明かにした。

スノードンらはFTDとPPNAの家族発症例で、微小管関連タウ（MAPT）およびプログラ

ニュリン（PGRN）9遺伝子変異が存在することを見出した。PGRN遺伝子変異を伴う症例

では音韻処理に障害があり、MAPT遺伝子変異を伴う症例では意味処理障害を主症状とす

る言語障害が顕著であった。ATDの危険因子であるアポリポ蛋白E4 10が原発性進行性失語

の危険因子であるという報告もある。ゴル・テンピニらによれば、アポリポ蛋白E4 の頻度

はPPNAで 20%、PPFAで 67%であった。一方、SDでは０%であった。  

 

 

                                                  
9 MAPT および PGRN については第１６章参照。 
10 第１３章参照。 
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２．３ その他の原発性進行性言語・発話障害  

 １）進行性顔面・構音失行～意図的な顔面、舌、口唇の運動の障害を主症状とする。自

発発話障害や復唱障害を呈する。運動ニューロン疾患と考えられている。形態画像解析で

は両側性で左大脳半球優位の前頭葉、側頭葉領野の萎縮、機能画像解析では両側性で左大

脳半球優位の前頭葉、側頭葉前方領野の機能低下が認められる。  

 ２）進行性純粋語唖～構音障害とプロソディ障害を主症状とするが、晩期には失書や失

語を呈する。形態画像解析では両側性で左大脳半球優位の前頭葉弁蓋部の萎縮、機能画像

解析では両側性で左大脳半球優位の下前頭回の機能低下が認められる。  

 ３）進行性アプロソディア～イントネーションの選択的障害である。形態画像解析では

両側性で右大脳半球優位の前頭葉、側頭葉の萎縮、機能画像解析では両側性で右大脳半球

優位の前頭葉、側頭葉前方領野の機能低下が認められる。  

 ４）進行性伝導失語～復唱障害と字性錯語を呈する。形態画像解析では左頭頂葉の萎縮、

機能画像解析では左側頭葉・頭頂葉の機能低下が認められる。  

 ５）進行性語聾～聴覚認識、音声理解の障害を呈する。プロソディ障害、字性錯語を伴

う。形態画像解析では左上側頭回の萎縮、機能画像解析では左側頭葉の機能低下が認めら

れる。  

 ６）進行性力動失語～命題的言語運用の選択的障害を示す。形態画像解析では両側性で

左大脳半球優位の前頭葉萎縮が認められる。  

 ７）進行性失書～書字の選択的障害である。時に失行や視空間認識障害を伴う。形態画

像解析では両側頭頂葉の萎縮、機能画像解析では両側性で左大脳半球優位の頭頂葉、後頭

葉の機能低下が認められる。フクイとリーは日本人の進行性失書３例を報告している。う

ち２例では失書症状は仮名より漢字において顕著であった。著者らは文字出力レキシコン

（図７－３）から文字形態を想起することが困難となり失書を呈したと考察している。  

 

２．４ 原発性進行性失行  

原発性進行性失行の臨床像は以下のごとくである。患者は片手（左手が多い）がうまく

動かないと訴える。神経心理学的検査では、挨拶などのしぐさ、単純運動、指の形、パン

トマイムなどの模倣が困難となる。道具の使用も障害される。このような四肢の失行に体

幹や顔面・口・舌の失行が合併することもある。通常の失行と異なり、自発動作も障害さ

れる。症例によっては書字も障害される。晩期には失語や視空間認識障害、歩行障害、平
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衡機能障害も生じることがある。視空間半側無視を示した症例も報告されている。  

 失行類型としては多くの症例は肢節運動失行もしくは観念運動失行に該当し、観念失行

は少ない。動作の理解は保たれていることが多い。すなわち患者は「何をどうすべきか」

を正しく理解しているが、実行出来ない。  

MRI では両側頭頂葉の委縮が認められる。PET では両側性で左大脳半球優位の前頭葉

後方および下頭頂葉の機能低下が認められる。  

 原発性進行性失行の病理学所見としては、①ピック病様所見、②AD 様所見、③AD 様所

見と CBD 様所見の併存、などの報告がある。PPA と同じ疾患スペクトラムに属すると考

えられる。  

失行は皮質基底核変性症（CBD）や ATD でもしばしば認められる。そこで原発性進行

性失行とこれらの疾患との鑑別が問題になる。CBD や ATD にしばしば認められる他の高

次脳機能障害の有無が一つの鑑別点となる。また CBD では PET で大脳基底核ドーパミン

取り込み能が低下していることも鑑別の手がかりになる。しかし多くの場合、その鑑別は

容易ではない。  

 

２．５ 原発性進行性視覚障害  

 １）進行性視感覚障害～第一次視覚野の限局性萎縮により、形態知覚、色彩知覚の障害、

幻覚、残像の異常などが出現し、進行性に推移する例が報告されている。ただしごく希で

ある。  

 ２）進行性統覚型視覚失認～物品、文字、図形などの認識の進行性障害。腹側視覚系 11

の萎縮によると考えられる。PETでは頭頂葉・後頭葉の脳血流量低下、糖代謝低下が認め

られる。  

                                                 

３）進行性相貌失認～第９章で述べたごとく、相貌失認は右側頭葉と関連する。これに

対応して、右側頭葉の萎縮に伴い進行性の相貌失認が出現することが報告されている。患

者は親しい人物や熟知した人物の顔を認識出来ない。声などを手がかりにした認識は可能

である。人物についての記憶は保たれている。脳局所病変による相貌失認では誰であるか

同定出来なくても既知の人物であるか否かは弁別可能であるが、進行性相貌失認の患者で

はこの既知感も失われている場合がある。MRI では右側頭葉前方の限局性萎縮が認められ

る。萎縮は特に右扁桃体および海馬傍回で顕著である。PET では右前頭葉および側頭葉の

 
11 第９章参照。 
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脳血流量低下や糖代謝低下が認められる。病理学所見としてはタウ陽性のピック病様の所

見が報告されている。  

第９章で述べたごとく、相貌失認の機序は単一ではなく複数の機序によって生じる。進

行性相貌失認については、口、耳、眼などの個々の要素を統合して、一つのゲシュタルト

をまとめあげることの障害とする仮説が提出されている。エバンスらはかなり純粋な進行

性相貌失認例について詳細な実験的検討を行っている。その結果は、①言語、記憶、遂行

機能などの顔認識以外の高次脳機能は保たれている、②顔の年齢や性別の判断には障害が

ない、③顔照合課題にも障害はない、④視覚対象を一定の属性によって範疇化する課題で

も障害はない、と要約出来る。すなわち脳の変性によって顔認識のかなり限定された過程

が障害されていることが示唆される。エバンスはこの症例を顔に限局した一種の「意味認

知症」であると解釈している。  

 なお、右側頭葉限局性萎縮例では表情の理解障害を示す症例がある。そのため二次的に

対人関係の維持が困難となった症例も存在する。これらの症例では扁桃体の萎縮が顕著で

ある。また嗅覚認識障害（嗅覚失認）を合併する症例がある。左側頭葉内側が顔認識と嗅

覚の双方に関与していることを示唆している。  

４）進行性同時失認～認知症の初発症状として同時失認を呈する症例がある。デラ・サ

ラの報告例は 67 歳女性である。次第に増悪する視覚認識障害および視空間認識障害を呈

した。彼女は三次元空間に提示された物品の探索、把握の障害ならびに熟知した人物の顔

の認識障害があり、さらに提示された個々の刺激は認識しうるがその全体が認識出来ない

ワォルペルト型同時失認 12を呈した。これらの症状は 9 年間にわたって持続した。彼女の

症状は非常に多彩であり、その解釈は難しいが、現象的にはその一部は進行性同時失認と

言えるであろう。  

５）進行性視空間認識障害～物品の空間定位、三次元空間における動作遂行、テキスト

の行に沿った読字などに障害を示す。視空間失見当、視覚失調、失行、失書なども認めら

れる。実験的に検討すると、切り絵や断片絵の知覚は障害されるが、要素的な視力や視野

は保たれている。大脳皮質後方の背側視覚系の両側性萎縮に起因すると考えられる。  

６）進行性視空間無視～大脳皮質限局性萎縮に伴う視空間無視の報告がある。コーガン

やイシアイの報告例では左半側視空間無視が他の症状とは比較的独立に出現し、一定期間

持続した。コーガンは７年間にわたって２例の患者の追跡研究を実施した。患者の半側無
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視症状は次第に進行し、日常生活に支障をきたすようになった。1 例の患者は左側に置か

れた皿の料理を無視した。他の１例の患者は移動中左側にある障害物を避けることが出来

なかった。  

 

２．６ 原発性進行性失音楽  

 1992 年コンファブローらによって報告された。63 歳女性のコーラス歌手であるが、２

年ほど前から歌が歌えなくなったと訴えた。孫に子守歌を歌ってやろうとしても音階を正

しく歌うことが出来なくなった。彼女の発話は抑揚に乏しく没感情的であったが、文章の

意味構造や文法構造は保たれていた。文章理解にも障害はなかった。他の高次脳機能障害

は認められなかった。CT で右シルビウス溝領野の萎縮が認められた。コンファブローら

はこの症例を原発性進行性失音楽と診断した。発症機序として、右頭頂葉萎縮によってメ

ロディ、プロソディの産出に必要な発話運動の失行が生じたと解釈している。  

 

２．７ 原発性進行性ゲルストマン症候群  

 ゲルストマン症候群は失書、失算、左右障害、手指失認の４症状からなる 13。1974 年ス

トラッブとゲシュヴィンドは進行性のゲルストマン症候群と考えられる症例を報告してい

る。56 歳女性で、来院 2 ヶ月前から書字と計算が困難になり始めた。神経学的および神経

心理学的検査結果は正常であった。口頭言語の表出・理解に障害は認められない。書字は

自発書字、書き取り、写字いずれも障害されていた。計算は筆算、暗算とも障害されてい

た。左右弁別課題、手指弁別課題の遂行も困難であった。地図が読めず、時計の時間合わ

せが出来なかった。形態画像解析ではびまん性の萎縮が認められた。その後、類似の症例

が数例報告されている。  

 

２．８ 原発性進行性前向性健忘  

 ATD などの認知症では記憶障害が主症状をなすが、次第に他の高次脳機能障害も出現し

てくる。一方、前向性健忘で発症し、その後他の高次脳機能障害は余り目立たない状態が

長期に持続する症例が報告されている。ハクスビーらによれば、16 例の ATD 中 5 例は当

初健忘症状のみを呈し、その状態は 35 ヶ月以上持続した。デラ・サラの総説によれば、

ATD の報告例 39 例中 5 例は前向性健忘のみを呈し、その状態は 18 ヶ月間持続した。ボ
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ーエンらの高次脳機能障害を訴える患者 811 例を対象とした研究では、21 例は重度の記

憶障害のみが認められた。４年間の追跡研究では、10 例が認知症へと移行し、うち９例

ATD と診断された。残る 11 例は依然として記憶障害のみが認められた。機能画像解析で

は側頭葉内側の機能低下が報告されている。  

 このような症例をどう考えるか。①ATD あるいは他の認知症とは異なる健忘症候群、②

両側側頭葉内側の血管性障害、の二つの仮説が提出されている。  

 

３．後天性サヴァン症候群 

 

1998 年、ミラーらは FTD の診断が確定した後、新たな芸術的才能を開花させた５例の

患者を報告した。49 歳の男性は PPA 発症後様々な楽曲を口笛で極めて上手に演奏するよ

うになり、作曲も行うようになった。7８歳の男性は認知症発症後それまでには経験のな

い作曲を手がけるようになり、数々の優れた作品を発表した。FTD 発症後それまで見られ

なかった優れた高次脳機能を示す症例は他の研究者によっても報告されている。重度の精

神神経障害を持ちながら突出した才能を持つ患者を「サヴァン症候群」と呼ぶ。このアナ

ロジーから、上記の患者は「後天性サヴァン症候群」と呼ばれている。  

また、ミラーらは認知症発症後も病前の優れた知的機能が保たれていた症例も報告して

いる。71 歳の男性は音楽、チェスやクロスワードパズルなどのゲームで優れた能力を有し

ていたが、失語を初発症状とする認知症発症後もこれらの能力は保たれていた。ミラーに

よれば、これらの患者では左前頭葉および左側頭葉の萎縮と血流低下が顕著であったが、

右大脳半球の機能低下は軽度であった。  

 

４．失外套症候群と通過症候群 

 

４．１ 人格解体過程としての認知症  

 第１３章で述べたように、白木は認知症を単に横断面で捉えるのでなく、失語、失行、

失認などの脳局所症状から認知症を経て失外套症候群に至る脳機能解体症候群の一断面と

して捉える視点が重要であることを指摘している。一方、精神病理学者 A・エイは「自我

がその行動の論理的統合を行うことの不可能、すなわち人間の知的構造の基本的障害、こ

れが認知症の定義である。認知症とは判断の機能を失った自我の病的形態である」と述べ、
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認知症が人格全体に関わる症状であることを指摘した。すなわち、認知症の症候学は単に

ある特定の横断面における高次脳機能障害の諸相を記載するだけでは不十分であり、正負

いずれの方向へも変化しうる人格全体の解体過程を記載することによって初めてその責め

を果たしうるものと考えられる。このような観点からは、これまでに述べてきた神経学的・

身体的症状、神経心理学的症状、精神症状に加えて、さらに高度の人格解体と考えられる

無動性無言を含む失外套症候群および植物状態を含む意識障害についても検討することが

必要である。しかしこれらの症状について詳細に論じることは本書の範囲を越える。ここ

では失外套症候群に関してはゲルステンブラントの研究、意識障害に関してはヴィークの

通過症候群について簡単に紹介する。  

 

４．２ 失外套症候群  

 失外套症候群の名称はクレッチマーの命名になる。彼はこの語を「外套（大脳皮質）の

完全な機能喪失」という意味で使用した。すなわち失外套症候群は「大脳皮質の広範な損

傷により、高次脳機能が著しく障害されるが自律神経機能は保たれ、睡眠・覚醒リズムも

存在する状態」と定義される。類似した状態を意味する語としては「無動性無言」、「遷

延昏睡」、「覚醒昏睡」など様々なものがあり、それら相互の関係ははなはだ錯綜してい

る。ゲルステンブランドは頭部外傷例の観察データを基に、重度の意識障害から失外套症

候群を経て器質性精神症候群に至る経過を詳細に記載し、上記のような様々な名称のもと

に記載されている症状を出来うる限り統一的に把握しようと試みた。  

ゲルステンブラントは 重度の意識障害から器質精神症候群までの過程を表１８－５の

ように分類する。完全な失外套症候群では以下の症状が認められる。  

１）睡眠・睡眠のリズムが存在するが不安定ないわゆる覚醒昏睡の状態にある。外的刺

激に応じて開眼するがすぐ睡眠状態に移行する。  

 ２）外界刺激への反応の欠如。  

 ３）情動反応の欠如。  

４）眼球は開散状態に固定され刺激に応じて輻輳することはない。瞳孔は不同、種々の

眼球運動反射は欠如、減弱している。  

５）筋トーヌスは冗進、自動的咀嚼・嚥下運動は存在する。  

６）姿勢は屈曲位を取る。肘、膝関節はわずかに屈曲、四肢は内転、こぶしを握りしめ、

足蹠は屈曲している。  
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表１８－５ ゲルステンブラントによる意識障害の分類  

 １．初期症状群  

（１）急性中脳症候群：深い意識障害の状態で除脳硬直姿勢をとり、眼球運動  

系機能の脱落、植物機能の亢進がある。  

（２）急性球症候群：（１）より重度の意識障害、昏睡、筋緊張低下、植物  

機能脱落症状、眼球運動系機能の脱落。  

  （３）過度昏睡：（２）よりさらに重度で、植物機能も失われた脳死状態。  

  （４）移行段階：初期症状群から失外套症候群への回復期。  

ａ）遷延昏睡：１～５日持続する。文字通りの昏睡期で強い痛覚刺激に  

のみ反応する。  

 ｂ）パラソミア期：１～５日間持続する。持続的睡眠状態にあるが、  

痛覚刺激への防御反応、足蹠刺徴への逃避反射、眼球運動系機能の  

亢進が見られる。植物機能は安定する。  

    ｃ）無動性無言期：数日～数週間持続する。カーンらの無動性無言に  

相当。意識は覚醒しているが、なお過眠傾向にあり、痛覚刺激への  

反応過敏、筋緊張亢進、吸引反射などの原始反射の存在、などを特徴  

とする。  

 ２．完全な失外套症候群の段階  

   意識、外界への反応、情動反応、身体運動機能、植物機能などにおいて  

種々の異常を示す。  

 ３．失外套症候群からの回復期  

  （１）原始的運動期：時計時間に応じた覚醒一睡眠リズムの回復、情動  

反応、目的的防御反応が出現する。  

  （２）追跡把握期：上肢で物をつかもうとする。追跡眼球運動が出現する。  

  （３）クリューバー・ビューシー期：時計時間に応じた睡眠一覚醒リズム  

が安定し、情動の方向性の出現、発話、目的的行動なども可能となる。  

  （４）コルサコフ期：認識、言語などの高次脳機能が次第に可能となり、  

まとまった感情表出も可能となる。  

  （５）器質性精神症状群期：まとまった会話、自発的、意図的行為が可能  

となる。  
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表１８－５ ゲルステンブラントによる意識障害の分類（続き）  

 ４．欠陥期  

   次のようないくつかの症状群が出現する。  

（１）感情表出の脱抑制を伴う認知症を主徴候とする群。  

（２）仮性球麻痺症状を伴う痙性症状を主徴候とする群。  

（３）小脳症状を主徴候とする群。  

（４）パーキンソン病様症状を主徴候とする群。  

（５）錘体外路性多動症状を主徴候とする群。  

 

７）原始的運動パターンが存在し自動的咀嚼・嚥下運動、把握反射、掌顎反射などが出

現する。  

８）自律神経系の脱抑制があり、循環、心機能、体温調節の障害、失禁が見られる。  

 アルツハイマー型認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病、パーキンソン病などにおいて

認知症の終末像としての失外套症候群が出現する。  

 

４．３ 通過症候群  

ヴィークは「身体的背景を有する精神病」を表１８－６のように分類する。このうち、

通過症候群は意識障害からの回復過程に出現する状態で、もはや明らかな意識障害はなく、

非可逆的な認知症や人格解体とも言えないいくつかの症状が、急性期から慢性期へ、また

はその逆方向へと移行しうる段階である。軽度、中度、重度の３段階に分けられる。彼は

その門下生ベッカーが開発した 12 項目よりなる「精神病理測定用症候群検査」を用いて

意識障害の程度を量的に把握しようとしている。これは、①5 個の一桁数字の音読、②５

個の一桁数字を大きさの順に並べる、など 13 の課題からなる。成績の不良な方から４、

３、２、１、０の５段階法で採点して合計点を求める。7 点以下が軽度、14 点以下が中度、

24 点以下が重度の通過症候群、25 点以上は意識障害と判定される。  

 ヴィークは通過症候群を認知症とは異なるものとしているが、アルツハイマー型性認知

症、クロイツフェルト・ヤコブ病の経過中に通過症候群類似の症状が出現することが報告

されている。  
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表１８－６ 身体的背景を有する精神病（ヴィーク）  

A．可逆性症状群  

Ⅰ．意識障害  

ａ．意識混濁の特殊型  

    l．注意の動揺  

            2．傾眠型  

            3．自発性欠如型、情緒型  

            4．健忘型  

            5．情緒・健忘型  

            6．夢様型  

            7．幻覚型  

 8．運動不穏型  

 9．錯乱型  

            10．せん妄型  

            11．妄想型  

 12．秩序性もうろう状態  

13．仮性精神病質型  

b．意識喪失  

ｃ．病的睡眠様状  

ⅠⅠ．通過症候群  

          l．情緒性通過症候群  

          2．健忘通過症候群  

 3．情緒・健忘通過症候群  

          4．幻覚性通過症候群  

          5．妄想性通過症候群  

 6．妄想・幻覚性通過症候群  

B・非可逆性症候群（解体症候群）  

        1．認知症  

        2．人格解体  
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