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何が変動するのか

橋

はじめに

認知の中には記憶から言語︑注意︑構成︑遂

レビー小体型認知症における認知
機能の変動とはどのような症状か

認知機能の変動は︑幻視︑パーキンソニズム

行機能など様々な機能が含まれているが︑ＤＬ
と と も に レ ビ ー 小 体 型 認 知 症︵
dementia
with
Ｂでみられる認知の変動は注意の変動が中核と
Lewy bodiesＤＬＢ ︶の中核症状とされ︑こ
れ ら の３ つ の う ち ２ つ 以 上 の 存 在 で

かわらず︑その病態を適切に把握することが難

知機能変動はＤＬＢの重要な症状であるにもか

することが最も難しい﹂と記載されるなど︑認

︑１ つの場合は possible DLB
と診断され
DLB
る︒診断基準の解説の中に﹁認知の変動を評価

の中では︑洗面所をトイレと間違えて用を足し

り︑刺激への反応性が鈍くなったりする︒生活

わけでもないのに外界からの反応がなくなった

状態では︑意識を消失したり眠ったりしている

能も変動することになる︒認知機能が低下した

probable なる︒注意はあらゆる認知機能の基盤となるた
め︑注意が変動すれば連動してその他の認知機

しい症状である︒

たり︑パンツを頭から被ろうとしたりするよう
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い状態では活動レベルが上昇︵回復︶し︑記憶

する保続もよくみられる︒一方︑低下していな

いることに気がつかず︑前の話題を続けようと

な単純なミスが頻発する︒話題が切り替わって

症状であることから︑誤認妄想は︑認知の障害

ばしば誤認を誘発するなど心理的な色彩の濃い

族であり︑さらに対象者への否定的な感情がし

対象は大抵は配偶者や実子などの最も身近な家

や周辺環境の理解にもほとんど問題がなくなる︒ ではなくＢＰＳＤ︵
Behavioral
and Psychologi簡単に言えば﹁とてもぼんやりしている時と︑
︶の 範 疇 に 含 め る べ
cal Symptoms of Dementia
はっきりしている時がある﹂という症状である︒ きであろう︒
認知の変動と誤解されやすい症状に誤認妄想

る︒短時間の間に家族を認知できたりできなか

ると認識できるようになり︑言葉遣いも元に戻

い話し方になる︒しばらくするとまた家族であ

患者が︑突然家族を他人と思い込みよそよそし

症候群が特徴的で︑家族と普通に話をしていた

の中でも身近な人物を偽物だと訴えるカプグラ

ＬＢ患者では高頻度にみられる妄想である︒そ

して︑その同定を妄想的に誤る病態を指し︑Ｄ

子が良いようです﹂と家族は訴えたりする︒通

長期の変動の場合は︑
﹁先月に比べて今月は調

患者が途中から急に理解が悪くなったりする︒

ったり︑心理検査で当初はすらすら答えていた

ていた患者が突然ぼんやりして話が通じなくな

中にもしばしば観察され︑それまで普通に話し

って変動する場合もある︒短時間の変動は診察

変化する場合もあれば１〜２カ月の長期にわた

ＤＬＢ患者の変動のスパンは様々で︑数分で

どのように変動するのか

ったりするため︑誤認妄想は認知の変動の一症

常夜間のほうが日中よりも調子は悪く︑また寝

がある︒誤認妄想は︑人︑場所︑物品などに対

状と解釈されることが多い︒しかし︑誤認する
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①認知の変動の一例

ぢᮏ

起きに調子が悪くなる患者も少なくなく︑特に

昼寝から目覚めた際に混乱しやすい︒

日によって調子の波が顕著であったＤＬＢ患

者の図形の模写を︑図①に示す︒彼女は認知症

の検査入院のため入院していたが︑反応の良い

日と悪い日があることが看護師から指摘されて

いた︒そこで彼女に２日連続で立方体を模写し

てもらったところ︑前日には書けていた立方体

が翌日には全く形がとれなくなるような顕著な
変動がみられた︒
なぜ変動するのか

前述したように︑認知の変動の背景には注意

・覚醒の障害が想定されている︒ＤＬＢではコ

リン系の障害がアルツハイマー病︵ Alzheimer’s

diseaseＡＤ︶よりも強いこと︑意識の覚醒に
重要な役割を果たすと考えられている視床網様

核へのコリン性のニューロンの投射が︑ＡＤや

パ ー キ ン ソ ン 病︵ Parkinson’s diseaseＰ Ｄ ︶

(1221)
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㻮㻌
㻭㻌

70代のレビー小体型認知症患者による図形の模写を示す（上段は見本）
。右側（B）の形の
崩れた図形は、同じ患者が左の図形（A）を描いた翌日に描いたものである。

（筆者提供画像）

と比較して減少していることなどが示されてお

にいくつかの評価法が開発されているが︑ここ

線引きが難しい︒変動を客観的に評価するため

リン系ニューロンの障害と関連付けられている︒ では
︵ＣＦＩ︶
Cognitive
Fluctuation
Inventory
を紹介する︵表②︶
︒
コリン系ニューロンだけではなくドパミン系ニ

報告もある︒その他︑日中よりも夜間に調子が

を投薬することによって覚醒度が改善したとの

精神症状を包括的に評価する尺度である

︵Ｍ
ＣＦＩは︑ Mayo Fluctuation Questionnaire
ＦＱ ︶や臨床診断基準を参考に︑認知症患者の

ューロンも重要であり︑ＤＬＢ患者にレボドパ

悪く︑日中に過度の傾眠がみられたり︑寝起き

と同じ質問構造で作成さ
psychiatric Inventory
れている︒下位質問には認知機能の変動で起こ

Neuro-

に混乱がみられたりすることなどから︑睡眠障

りやすい代表的な行動を取り上げており︑評価

尺度としての役割だけではなく︑家族・介護者

に認知機能の変動がどのようなものかを知って

は集中力が低下するように︑誰にでも多少の認

である︒健康な人でも︑眠いときや疲れたとき

ソニズムと比較して︑極めて評価が難しい症状

変動は︑他の中核特徴である幻視やパーキン

応時間のばらつきが有意に大きいこと︑すなわ

ある︒ Ballard
らは︑ＤＬＢ 患者は︑ＰＤ 患者
やＡＤ患者︑健康人と比較して︑検査課題の反

だけではなく︑心理検査課題でも観察が可能で

なお︑注意の変動は︑臨床症状で観察される

もらう教育的な役割も備えている︒

知の変動が存在する︒したがって︑どの程度の

ち注意の変動が大きいことを実証した︒

変動をどのように評価するのか

ある︒

害が変動に何らかの影響を与えている可能性が

5)

り︑ＤＬＢの注意・覚醒の障害は︑主としてコ

3)

変動であればＤＬＢの変動と捉えてよいのかの

6)
7)
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② Cognitive Fluctuation Inventory（CFI）
主質問
患者さんは、調子のよいときと悪いときの差が激しいですか。普段はできていることができなかったり、普段は
わかっていることがわからなかったりすることがありますか。普段よりもボーとしていたり、気が散りやすくな
ることがありますか。
0 □ なし

1 □ あり（下位質問に進む）
↓

下位質問

はい

いいえ

１．普段に比べて着替えがうまくできないことがありますか。

□

□

２．普段に比べてボーとし、呼掛けに反応が乏しいことがありますか。

□

□

３．普段に比べて集中力がなく、落ち着きがないことがありますか。

□

□

４．普段に比べてつまづきやすかったり、危なっかしいことをすることがありますか。

□

□

５．普段わかっているものが、わからないことがありますか。

□

□

６．普段使えるものが、使えないことがありますか。

□

□

７．普段よりも、話が通じにくかったり、意味のわからないことを話すことがありますか。

□

□

８．普段わかっている所で、道に迷うことがありますか。

□

□

９．普段よりも、周りの状況が理解できず、状況にそぐわない言動をすることがありますか。

□

□

10. その他、普段できていることが、うまくできないことがありますか。

□

□

主質問が確認された場合には、頻度と重症度を判定する。
頻度

重症度

１□ 週に一度未満

１□ 明らかな変動は存在するが、日常生活に明らかな影響はない。

２□ ほとんど週に一度

２□ 変動は明らかで、日常生活に破綻をもたらすものである。

３□ 週に数回だが、毎日ではない

３□ 変動は非常に強く、行動破綻の主な原因となっている。

４□ 一日一度以上
下位質問では１〜10 のはい／いいえを確認し、最も顕著な項目での頻度と重症度の積で Score 化する（０〜12点）。
（文献５より）
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介護者の負担度にも影響を及ぼすことが報告さ

認知機能変動は︑患者の日常生活動作能力や

変動に対する治療とケア

の刺激はせん妄を誘発することもあるため︑使

もたらすわけではない︒ドパミン系ニューロン

とする報告もあり︑必ずしも良好な結果のみを

れており︑ケアの視点からも重要な症状である︒ 用の際には注意が必要であろう︒
特に認知の悪化時は転倒のリスクが上がるため︑
変動に対する治療については︑コリンエステ

識レベルが悪化した際にいつもの変動だろうと

変動を重視しすぎるあまり︑ＤＬＢ患者の意

おわりに

ラーゼ阻害薬の有効性が報告されている︒本邦

安易に判断してしまい︑重大な脳血管障害や身

注意深い見守りが必要となる︒

で実施されたＤＬＢに対するドネペジルのＲＣ

は必要だが︑変動に馴らされないことも重要で

体疾患を見逃すことがある︒変動に慣れること

Ｔ︵ Randomized Controlled Trial
︶ に お い て︑
ＣＦＩを用いて認知機能︵注意・集中︶の変動

ある︒
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