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３）脳血管性認知症
　脳梗塞や脳出血を繰り返すことによって生じる認知症
をいいます。自発性低下、記憶障害、言語障害がみられ
ます。まだら痴呆と表現される状態が特徴です。記憶
力は障害されても、判断力や理解力は保たれることが多
いのが特徴です。そのため、人格は保たれ、患者本人が
病気である認識はありますが、感情失禁（涙ぐむことが
多い）やうつ病のような症状を伴うことが多いと言われ
ます。アルツハイマー型認知症に次いで一番多い認知
症です。

４）前頭側頭型認知症
　初老期（65歳以前）に発症し、人格変化、社会的行為の
障害、注意・計画・判断機能が低下することが特徴で
す。以下のような特徴もあります。以前はピック病と言
われていたものがこれに含まれます。
・アルツハイマーに比べて記憶障害の程度は軽い。
・初期から自発性がなくなる。感情表現が乏しくな    
　る。理性がなくなる。
・徐々に認知機能が低下し、人格変化が著しくなる。
・末期には精神的荒廃が進み、無動・無言・寝たきり
　となる。

５）その他
　進行性核上性麻痺、ハンチントン病、パーキンソン病、
アルコール性認知症など

検査法
　認知症が疑われたら、まずは詳細な診察を行います。
長谷川式認知症スケール、MMSEといった認知症テスト
（詳しい物忘れテスト）を行い、その上で採血・CT・MRI
を予定し、認知症以外の疾患（正常圧水頭症、慢性硬膜
下血腫、うつ病、甲状腺機能低下症等）を除外します。そ
の上で必要なら、脳血流シンチという検査を考慮します。
その結果をふまえて、どのタイプの認知症に一番当ては
まるかの参考にします。 治療法

１）薬物療法
　薬物治療はほとんど効果がないと言っても過言では
ないのが現状です。
　飲み薬や貼り薬が処方可能ですが、治癒させる薬剤で
はありません。

２）認知行動療法
　学習の理論をもとに患者の行動の変容を促す「行動
療法」と、医師が患者の認知の歪みを捉え、積極的にアド
バイスをすることで治療の効果を期待した「認知療法」が
基礎となっていますが、あくまでも現在行われている認
知行動療法とは、認知と行動に働きかける技法の総称だ
と言えます。もともと、うつ病や双極性障害、パニック障
害、強迫性障害など、様々な精神疾患に有用とされてき
た方法です。ものの考え方と行動の歪み（かたより）を
修正して、バランスの良い思考・行動にしていく治療法
です。食事指導や生活習慣指導の際にこの方法を用い
ます。

３）食事療法
　高血圧、糖尿病、脂質異常症などの疾患は認知症発症
のリスクとなります。それを薬物療法にのみ頼るのでな

く、食事の嗜好を変えることから行なっていきます。日
本人に必要なのは、計画された糖質制限が重要となるこ
とが多いです。また、揚げ物を極力摂らないや、ビタミン
B群や葉酸の摂取を推奨したり、赤身の肉や大型の魚の
摂取を制限することもあります。交流のある今野裕之
医師著の「ボケない人の最強食事術」を参考に指導をし
ています。

４）運動療法
　認知症の治療の中で、食事療法と同じく効果があると
言われる方法です。激しい運動でなく、ゆっくりとした
20～30分の持続した運動を推奨します。ゆっくりとし
た有酸素運動は、脳の記憶に関わる領域（海馬）の保護
をします。運動療法として、私が考案した「医師が発見し
た認知症バイバイ体操」を採用しています。

５）生活習慣改善指導
　喫煙、飲酒は認知症発症のリスクとなります。禁煙は
もちろんのこと、アルコール量の制限も必要となります。
また、間食の習慣がある人は糖質摂取が多くなりやすい
ため、間食の禁止を指導したりすることもあります。

予防法
　予防法は、主観的記憶障害（SCI）や軽度認知障害
（MCI）と言われる認知症の前段階のうちに、対象者に対
して上記の２）～５）の治療法を適用することが重要で
す。当院では、リコード法と呼ばれる治療法（「アルツハ
イマー 病　真実と終焉」で紹介されている）を簡便にし
た方法での治療法を行なっています。実際、当院で指導
した対象者に改善例が存在します。

最後に
　認知症は生活習慣病が原因であると言っても過言で
はない医学的根拠が近年続 と々報告されてきています。
早期に予防に取り組むことで、発症抑制または進行抑制
を図っていくことが可能です。当院では、2019年10月
より認知症予防外来を開設致します。まだまだ試行錯
誤の段階ではありますが、別府市だけでなく大分県全体
の認知症予防に取り組んでいく所存です。

認知症
Dementia 脳神経外科　濵 﨑　清 利

　本邦はこれまでの歴史上、経験したことのない高齢化社会を迎えていま

す。厚生労働省は2012年に、推定で462万人の認知症患者が日本に存

在すると調査結果を発表しています。また、認知症予備軍である軽度認

知障害の高齢者も約400万人は存在するとも推計されています。2025

年には、認知症患者は現状の1.5倍となる700万人を超えるとの予測も発

表されています。しかしながら、認知症を予防する画期的な治療法・治

療薬はこれまでに報告されていません。今回は、認知症の治療法（予防

法）について、ご紹介したいと思います

認知症とは
　認知症（以前は痴呆と呼称されていた）とは、一度正常
に発達した知的機能が次第に低下し、いくつかの認知機
能障害があるために社会生活に支障を来すようになっ
た状態をいいます。世界保健機関（WHO）では、「通常、
慢性あるいは進行性の脳疾患によって生じ、記憶、思考、
見当識、理解、計算、学習、言語、判断等多数の高次脳機
能障害からなる症候群」と表現されており、あくまでも症
候群であり疾患という概念では定義されていません。す
なわち、脳の老化の一形態であるという位置付けです。
その診断基準は、「意識障害がない状態で日常生活に支
障を来す記憶障害、判断力・思考力・一般情報処理能
力の障害、情動・意欲・社会行動の障害などを呈し、こ
れらが6ヶ月以上持続するもの」と規定されています。
　しかしながら、一般の方にこのような難しい基準をお
話ししても、何も伝わりません。私は、外来や講演会で
は、認知症でみられる認知機能障害（低下）を次のように
お伝えしています。

　「人は『目で見る』『耳で聴く』『手で触れる』『臭いをか
ぐ』『舌で味わう』といった当たり前の能力である五感を
通して、外部から入ってきた情報から、物事や自分の置か
れている状況を認識し、言葉を自由に操って表現したり、
買い物（計算）をしたり、美しい景色や新しい友人の名前
を記憶したり、問題解決のために思考をして、日常生活
を送ります。認知機能障害（低下）とはそのような能力
が低下することを言います。」

認知症の症状
　認知症の症状は、中核症状と周辺症状に大別されま
す。認知症のタイプにより、中核症状が異なり、周辺症
状の出現の仕方も異なります。以下に、主な認知症のタ
イプをご紹介します。

１）アルツハイマー型認知症
　記憶障害で始まり、徐々に進行して全般的な認知機能
障害を生じてきます。脳へゴミ（アミロイドβ、タウ）が
溜まり、それが毒性化することによって生じる脳の変性
（神経原繊維変化）が始まり、次にその変性が記憶を作る
脳の領域（海馬）から脳全体へ拡がることで症状が現れ
てきます。初期は、物忘れやうつに似た症状などで始ま
り、昔の記憶が保たれています。進行すると、昔の記憶
も無くなっていき、人格も失われていきます。初期から、
患者本人に病気である認識がないのが特徴です。認知
症の中で一番多いタイプです。

２）レビー小体型認知症
　軽度の物忘れ・幻視（そこにない物や人が見える）で
発症し、徐々に認知機能が低下します。変動する（良
かったり悪かったり）認知機能、幻覚が特徴。眠って数
時間の間に大声で叫んだり、悪夢を見たりします。ま
た、日中に本人の自覚なくぼーっとしていることがある
のが特徴です。パーキンソン病に似た症状（ふるえ、歩
行障害など）が出ることもあります。











重大な病気やけがの可能性があります!
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まちのお医者さん
新別府病院の登録医として連携をとっている地域（別府市をはじめ日出、杵築、国東など
県北まで）の先生方にご登場いただき、病院の紹介をしていただくコーナーです。

患者さま

地域の
かかりつけ医 新別府病院

医療連携

紹介します!

診療科目

南立石
公園

南立石
小学校

西別府
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21852
鶴見鉄輪線

至湯布院

境
川

新別府
病院

古戦場
薬局

しもやま内科・
循環器内科
クリニック

医療の現場で働くことに興味のある方、
患者さまの身の回りのお世話をしてみたい方、未経験の方、
ブランクのある方、子育て中の方、看護学生の方

短時間の勤務も大歓迎です。（個別で相談に応じます）

まずは、体験をしてみませんか？
ご連絡をお待ちしています。

新別府病院

看護補助者 募 集 新別府病院では、看護補助者を募集しています。
一緒に仕事をしてみませんか？

お問い合わせは

新別府病院　看護管理室
平日：８時30分～ 17時00分
TEL：0977-22-0391（代表）

　当院は平成30年7月2日に新規開業し、今年の7月でちょうど1年になりまし
た。専門は循環器内科ですが、おおいた糖尿病相談医として糖尿病治療や一般
内科にも力を入れています。仕事やいろいろな都合で、受診することが出来な
いような患者さまのことを考え、土曜日は、午前・午後の一日診療をしています。
　また訪問診療、往診、予防接種、健康診断なども行っており、地域に密着した
『まちのお医者さん』を目指しています。どうぞ、気軽に受診して下さい。
　当院は、無床クリニックなので、入院治療が必要な場合や詳しい検査が必要な
場合には、新別府病院と連携して、日々患者さまの治療にあたっています。新別
府病院の先生方をはじめ職員の方々には、開院以来たくさん助けていただき、大
変心強い存在であります。
　今後も新別府病院との連携を緊密にして、日常診療を行い、患者さまが満足で
きるような医療を行っていきたいと考えております。今後ともよろしくお願いい
たします。

外来診療時間
9：00～12：30

14：00～18：00

月
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●

火 水 木

●

●

金

●

●

土

〒874-0904　別府市南荘園町19組

休診日／火・日・祝
☎0977-24-0101

●

●

●

●

内科・循環器内科・糖尿病内科

しもやま内科・循環器内科クリニック

【受付12：00まで】

【受付17：45まで】

院長
下 山　信 夫




