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認知症とは

いったん正常に発達した知的機能が持続的に低下し、複数の認
知機能障害が存在するために社会生活に支障をきたすようになっ
た状態と定義されている。



１） 認知症の原因疾患

変性疾患 アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症、
大脳基底核変性症、進行性核上性麻痺など

脳血管障害 血管性認知症

感染症 脳炎、進行麻痺、エイズ脳炎、プリオン病など

腫瘍 脳腫瘍

その他の中枢神経疾患 神経ベーチェット病、多発性硬化症、てんかんなど

外傷 慢性硬膜下血腫

髄液循環障害 正常圧水頭症

内分泌障害 甲状腺機能低下症、副甲状腺機能亢進症など

中毒、栄養障害 アルコール中毒、ビタミンＢ12欠乏など



認知症の原因疾患の割合

アルツハイマー型認知症
63%血管性認知症

15%

レビー小体関連認知症
12%

前頭側頭葉変性

3%

その他
7%



２） 代表的な認知症の特徴

• アルツハイマー型認知症

徐々に進行し、脳全体が萎縮していくため、体の機能も失われる。

• 脳血管性認知症

突然症状が出現したり、変動したりすることがある。まだらな症状がみられるのが特徴。

• レビー小体型認知症

「知らない人がいる」といった実際には見えないものが生々しく見える。動作が遅くなり転びやすくなる

パーキンソン症状などがみられ、進行が早いのが特徴。

• 前頭側頭型認知症

若い年代から発症しやすいのが特徴。



アルツハイマー型認知症(AD)の特徴と診断

• AD は典型的には記銘想起障害と頭
頂葉機能障害（視覚認知障害や失行
など）を呈する進行性の認知症原因
疾患である。

• AD は除外診断の要素が強い。

• 診断に際して介助者や家族に上記の
ようなエピソードを確認する。

• 平均生存期間がおよそ10年。

（日本神経学会治療ガイドラインより）

NIA-AA（National Institute on Aging-Alzheimer’ s Association）の AD 診断基準



アルツハイマー型認知症の特徴と診断

• スクリーニング検査

mini-mental state examination (MMSE)

改訂長谷川式簡易認知症検査(HDS-R)

• 画像検査

ＭＲＩ（VSRADなどの診断補助ソフトの活用）

MRI（FLAIR像）で海馬や側頭葉など脳萎縮、白質病変を確認

• 脳血流SPECT

• 血液検査



ＭＲＩ VSRAD

• 目視では難しい前駆期を含む早期アルツハイマー型認知
症に特徴的に見られる海馬傍回の萎縮をMRIから読み取
る診断補助ソフト

• 脳全体の萎縮の評価、海馬傍回の萎縮の評価等



レビー小体型認知症（DLB）の特徴と診断

• DLBは病初期に記憶障害が目立たない場合

が少なくないため、記憶障害以外に注意障
害、遂行機能障害、視空間認知障害などの
有無を検討することが重要。

• レム期睡眠行動異常症は前駆段階からしば
しばみられる。

• MRIで脳萎縮を認めないのが特徴。

• ADと比較した研究では、パーキンソニズム、

歩行障害、収穫障害、幻視、せん妄、睡眠
障害や精神症状などがより早期から多くみ
られることが報告されている。

• HDS-RやMMSEでは点数に反映されないこと
もあり、Moca-Jが有効との意見もある。



３） 症状について
～中核症状と周辺症状（BPSD)～

• 中核症状（認知症状）

注意、記憶、見当識、言語、遂行機能、空間認知、視覚認知、社会的認知など

⇨ 現在の医療では根治治療はない

• 周辺症状（BPSD）

行動症状：徘徊、暴言・暴力、収集、拒否、脱抑制、執拗な質問など

心理症状：幻覚、妄想、うつ、アパシー、不安など

⇨ 非薬物療法が有効とされている



理学療法の実施において対応に困った中核症状
（アンケート結果より）
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理学療法の実施において対応に困った周辺症状（BPSD)
（アンケート結果より）
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対応に難渋した理学療法場面
（アンケート結果より）
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理学療法による改善効果への認知症の影響
（アンケート結果より）

多く影響している
65%

少し影響している
34%

影響はない
1%



理学療法による改善効果への認知症の影響
（アンケート結果より）
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中核症状、周辺症状（BPSD)への対応策
（アンケート結果より）
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※認知症の全体像と周辺症状の位置づけ

＜脳病変（疾患）＞
タンパク異常蓄積・血管障害

＜中核症状＞
注意、記憶、見当識、言語、遂行機能、

空間認知、社会認知

＜活動障害＞
ADL：更衣、排泄、移動、入浴、食事
IADL：内服、金銭、買い物

＜参加（社会生活）障害＞
家庭内：介護者負担、虐待
家庭外：孤立、失職、詐欺、閉じこもり

＜周辺症状＞
BPSD

心理：幻覚、妄想、うつ、
アパシー、不安

行動：徘徊、暴言・暴力、
収集、拒否、執拗

＜介護者が困る症状＞
危害、迷惑、規律違反

家庭内外のトラブル

＜影響因子＞
ライフスタイル
薬剤
せん妄

体調：便秘、疼痛、発熱、脱水、掻
痒

身体合併症
：DM、COPD、肺炎、心不全、難聴、
白内障、OA、腰痛、貧血

個人史・性格
：学歴・職歴など

ケア
環境・資源
：家族、住居、ご近所、介護サービ
ス、地区、市区町村



BPSDの治療方針に関するフローチャート

• BPSDに対しては、その原因となりうる身体状態
の変化や、ケアや環境が適切かを評価する。

• 非薬物療法はBPSDを軽減する。

• ケアの基本はその人らしさを尊重するパーソン
センタードケアを基本とする。

日本神経学会 認知症診療ガイドラインより

※パーソンセンタードケア
1980年代末にイギリスの臨床心理学者のトム・

キットウッド氏によって提唱された、認知症をもつ方
を一人の”人“として尊重し、その人の立場に立って
行う認知症ケアの考え方の一つ



診療報酬について

• 2020年の診療報酬改定においても、認知症対策の充実のため、
認知症ケア加算が見直された





４） 認知症とせん妄の違いについて

＜せん妄とは…＞

注意、認知および意識レベルが急性かつ一過性に障害される病態。

ほぼすべての疾患および薬剤が原因となりうる。

診断は臨床的に行い、原因同定のために臨床検査と画像検査を施行する。

治療は原因の是正と支持療法である。

＜認知症との違い＞

せん妄は主に注意力に影響を及ぼし、典型的には急性疾患または薬物中毒によって引き起こ
され、可逆的であることが多い。

認知症は主に記憶に影響を及ぼし、典型的には脳の解剖学的変化によって生じ、発症がより
緩徐で、一般に不可逆的である。



当院急性期病棟の現状と課題

１） 診断から治療について

２） 認知症とせん妄の違い

３） 早期離床、離床時間の延長



急性期病棟の現状と課題
１）診断から治療について

治療方針は、認知症の種類と病期（ステージ）に社会的背景を加え、
神経内科医が総合的に判断し決定していく。



急性期病棟の現状と課題
１） 診断から治療について

① 認知症の種類や病期（ステージ）の鑑別には、問診と画像診断を用いる。

② STによる高次機能検査を実施する。

③ 社会的背景の把握はカンファレンスを行い情報共有をする。

一度に関わる時間の長い、セラピストの意見を参考にするケースも多い。



急性期病棟での取り組み
２） 退院支援カンファレンスへの参加

セラピストもカンファレンスに出席し、入院前の状況・今後の治療の見通
し・退院先の検討等情報共有を行う。また、治療場面から他科依頼の必
要性なども相談する。

（カンファレンス参加者）

神経内科医、看護師、MSW、ベッドコントロール担当者、PT

頻度は週１回、７～１０名程度



急性期病棟の現状と課題
２） 周辺症状とせん妄

• せん妄は認知症状に大きく影響を与えるため、早急な対応が必要。

• 整形外科や脳神経外科等で入院した患者が、せん妄をきたした場合、神経内科にコ
ンサルし対応している。

• 認知症との鑑別には、病歴や病前の状態を把握することが大事。

• 常勤神経内科医の着任前に比べ、せん妄で対応に困るケースが減少した。



急性期病棟の現状と課題
３） 早期離床、離床時間の延長

• 急性期では、治療を優先させるために臥床時間が増えてしまう。
場合によっては、抑制を図ることもある。

→ これらは、認知症状を悪化させてしまう。

• 離床時間はリハビリ時のみと限定的となりやすい。

• マンパワーの慢性的な不足、コロナの影響から積極的な離床や
抑制を解除できていないことも多いのが現状。



急性期病棟での取り組み
病棟内デイの運用

病棟での離床時間をデイにてレクレーションを実施。可能な限りレク
レーションの内容を一律にせず、個別に対応できるように工夫している。
時にはＰＴ・ＯＴと共同でメニューを検討することもしている。



まとめ

１．認知症に至った原因疾患（アルツハイマーやレビー小体型など）の把握、それらがど
の病期（ステージ）にあたるのかを知る必要がある。

⇨ 神経内科医の見解を聴取する

２．入院前の生活状況など社会的背景を把握することが大事。

⇨ 多職種が参加するカンファレンスで情報を共有する

３． 周辺症状（BPSD)の有無、症状増悪の要因を探る。

⇨ 症状増悪の要因を取り除くよう心がけて関わっていく

PTとして認知症患者にアプローチ内容は、原因疾患によって大きく変わら

ないと思うが、病期や社会的背景などを考慮し、個々に関わり方を変えて
いく必要性を感じる。
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