●認知症の合図

早期診断の困難さ

勉

はじめに

疾患の啓発が広く行われてきたおかげで︑認

長 光

米オスカー俳優のロビン・ウィリアムズさん

知機能低下に加えて︑幻視︑パーキンソン徴候︑

レビー小体型認知症を
早期に診断するために

が昨年亡くなられた︵享年 歳︶
︒当初は薬物

異常症︑さらには薬の副作用に苦しんだ上での

随伴症状であるうつ状態・幻視・レム睡眠行動

症︵以下ＤＬＢ︶に罹患しておられ︑ＤＬＢの

いたが︑剖検の結果︑実は︑レビー小体型認知

依存あるいはうつ病のための自死と報道されて

が下されず︑彼のように長く苦悶の日々を過ご

ることから︵図①︶
︑初期の段階で正しく診断

しながら︑当疾患が非常に多彩な臨床像を呈す

点での診断の見逃しは少なくなっている︒しか

症状の日内変動などの典型症状が出そろった時

さらなる幻視に苦しみ︑集中力低下・うつ症状

診断のもと治療目的のドーパミンアゴニストで

錐体外路徴候で発症すればパーキンソン病の

す患者は依然として多い︒

彼のような恵まれた医療環境にある人でも正

自死と判明したことは記憶に新しい︒
しくＤＬＢの診断が下されなかったことが︑こ
の疾患の早期診断の難しさを物語っている︒
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①レビー小体型認知症（DLB）の臨床症状

（必須症状）

で受診すればうつ病と診断され抗うつ薬の処方

で症状がさらに増悪︑体感幻覚を訴えれば身体

化障害とされて︑幻視を訴えれば統合失調症や

老人性精神病の診断が下ってしまい︑適切な治

療を受けるまで無為な時間がかかってしまう︒

早期にＤＬＢを疑うことのメリット

早期にＤＬＢを疑って対処することのメリッ

トとして︑⑴ドネペジルなどの抗認知症薬の処

方により︑認知機能障害の改善や進展抑制が期

待できる︑⑵薬物過敏を持つ患者に対しても︑

至適薬剤量での細やかな薬物治療ができる︑⑶

早期から合併する錐体外路徴候や自律神経症状

︵失神︑便秘による腸閉塞︑尿失禁︶に対して

生活指導や薬物治療による対策が可能となる︑
などがあげられる︒
ＤＬＢの前駆症状

初 期 の 病 像 を 理 解 す る た め に は︑ 本 邦 で
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起立性低血圧

幻視

尿失禁
② 中核的特徴

うつ症状
パーキンソ
ニズム
認知機能
変動

妄想
抗精神病薬に
対する過敏性

幻視以外の幻覚
遂行機能障害

意識障害
視覚認知
機能障害
注意障害

レム期睡眠行動
異常症

転倒・失神
認知機能障害（進行性）
③ 示唆的特徴

④ 支持的特徴

① 中心的特徴

（エーザイ株式会社 HP より）

②レビー小体型認知症（DLB）の臨床症状の頻度と出現時期

3.4±3.3年
尿失禁（30%）
1.5±2.4年
幻視（88%）
1.5±2.1年

失神（17%）

Probable DLB
前駆期
臨床診断

1.4±4.5年

立ちくらみ／起立性低血圧（33%）

−4.5±10.5年
−1.2±6.5年
レム睡眠行動障害（66%）

症状の頻度と症状の出現時期について調査した

らが施行した研究が有用である︒ＤＬ
Fujishiro
Ｂ患者で記憶障害が出現した時期における︑各

1)

の合併率は高い︵各々 ％︑ ％︶
︒
﹁抑うつ﹂

憶障害に先立つこと約９年前に出現し︑かつそ

ものである︵図②︶
︒
﹁便秘﹂
・
﹁嗅覚障害﹂は記

1)
2)

44

認知症発症に先立つ前駆症状の中で︑ＲＢＤ

︵ＲＢＤ︶

⑴睡眠障害│特にレム睡眠行動異常症

ＤＬＢを疑う症状

診療に当たればよいであろうか？

あったときに︑ＤＬＢの可能性を念頭に置いて

在を疑うことは困難である︒どのような症状が

候は非特異的で︑この症状だけからＤＬＢの存

しかし便秘・嗅覚障害・うつ症状といった徴

泌過多などが前駆症状として認められる︒

他の自律神経症状としては︑発汗過多︑唾液分

も平均４・８年前からと比較的早期に出現する︒

76
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−8.7±11.9年
嗅覚障害（44%）

−4.8±11.4年
抑うつ症状（24%）
臨床症状

−9.3±13.8年
便秘（76%）

80
70
60
年齢

74.9±9.7歳

記憶障害

パーキンソニズム（86%）

（文献１、２より）

おいて重要な症状である︒

と幻視は症状が特徴的で︑ＤＬＢの早期診断に

少ないことやたばこを吸わないことがＲＢＤか

られる︒逆説的であるが︑カフェイン摂取量が

らＰＤへの移行リスクとの大規模臨床研究報告

先行して出現する非運動性症状として知られて

⑵幻視

もある︒

従来ＲＢＤはパーキンソン病︵ＰＤ︶の際に
いるが︑おなじシヌクレオパチーであるＤＬＢ

逆にＲＢＤを発症すると︑５年で ・１％︑
年で ・７％︑ 年で ・９％の症例が神経

患者を診察したときにはＤＬＢに特徴的な他の

ＤＬＢ発症の大きな危険因子となる︒ＲＢＤの

変性疾患を発症するとの報告もあり︑ＲＢＤは

がゆがんで見える︶
︑カプグラ症候群︵家人が

視︵花が人の顔に見える︶
︑変形視︵ドアや床

ることがせん妄による幻視と異なる︒他にも錯

ＰＤ患者の治療薬による副作用でも幻視が出

移行する危険因子としては︑嗅覚障害や色覚異

また︑一度ＲＢＤを発症した場合にＤＬＢへ

もあり︑前記の特徴的な視知覚障害が出た場合

キャンの陽性所見と幻覚が関連するという報告

ないことがＤＬＢに特徴的とされる︒ＤＡＴス

現するが︑原因薬剤を中断しても幻覚が消失し

常の合併︑ＤＡＴスキャンでの異常所見があげ

置いて対処していく必要がある︒

診察し︑将来ＤＬＢを発症する可能性を念頭に

瓜二つの替え玉に入れ替わっている︶
︑人物誤

害はなく︑後から詳細に幻視のことを説明でき

し現れることが特徴である︒幻視の間も意識障

人や小動物などの具体的で鮮明な幻視が繰り返

幻視はＤＬＢを疑う重要な徴候の一つである︒

1)

徴候︵便秘︑嗅覚障害︑唾液分泌過多︑起立性

90

認などもＤＬＢを疑う視知覚障害である︒

14

調節障害︑失神等︶がないかどうか詳細に問診

75

33

５年で出現し︑その合併率も ％と高い︒
66

においても︑記憶障害に先行すること平均４・

4)
5)
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3)

10

最後に

は︑診断基準による厳密なＤＬＢの診断が重要

にＤＡＴスキャンは追加すべき検査の一つと思
⑶治療抵抗性のうつ病

であることはいうまでもないが︑ＤＬＢの患者

ＤＬＢの病態解明・正確な臨床統計のために

抑うつ状態は診断基準の支持項目の一つであ

は︑診断基準を満たさない病初期から随伴症状

われる︒

り︑ＤＬＢの初期に合併することが多い︵ 〜
されず︑ＳＮＲＩ︵選択的セロトニン・ノルア

小体型認知症かも？﹂という視点を持って診断

しては確定診断に至っていなくても︑
﹁レビー

による生活支障に苦しんでおられる︒臨床医と

ドレナリン再取り込み阻害薬︶やＳＳＲＩ︵選

Fujishiro H, et al : Dementia with Lewy bodies : early
diagnostic challenges. Psychogeriatrics, 13, 128-138
(2013)
井関栄三 レビー小体型認知症│臨床と病態│︑中

︵ながみつクリニック 院長︶

・治療に当たることが大切と思われる︒

るが︑ＤＬＢの半数近くの患者で薬剤過敏症状
を有することが報告されている︒通常治療量の
処方を行うことでかえって体調が悪くなり︑さ
らに増量や他剤を追加することでますます体調
不調となる症例も多く︑治療抵抗性のうつ状態
を見た場合には︑ＤＬＢの他の徴候について確

文献

択的セロトニン再取り込み阻害薬︶が推奨され

％︶
︒治療としてベンゾジアゼピン系は推奨

20

認し︑疑わしければ︑少量の薬剤で短期間治療
していくなどの工夫が必要である︒
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