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老年期うつ病の臨床的特徴

老年期うつと認知症

はじめに

老年期のうつ病は若年者のうつ病と比較して︑

心気的傾向︑焦燥︑妄想や錯乱状態を伴いやす

老年期には︑脳や身体の老化という生物学的
な変化に加えて︑配偶者︑友人︑地位︑健康︑

い等の特徴が挙げられる︒またアパシーが同時
金 銭 面 の 喪 失 体 験 に も さ ら さ れ る な ど︑
bioにみられることも少なくない︒アパシーとは︑
な要因からうつに陥りやすい︒一
psycho-social
方高齢になるにつれ︑認知症の発症率も高まる︒ モチベーションの喪失と定義され︑感情が鈍麻

関連することが知られるようになった︒そこで

である︒しかしこの両者は多くの点で︑密接に

このように老年期は︑うつと認知症の好発年齢

られない︒

分︑悲哀感︑希死念慮などの抑うつ的思考はみ

自発性や意欲が低下した状態であり︑抑うつ気

し︑周囲の状況に興味や関心を示さず︑極端に

また認知機能低下がしばしばみられ︑認知機

本稿では︑老年期うつと認知症の関連について
の話題を中心に述べる︒

能障害が強い場合︑仮性認知症と呼ばれる︒仮
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1)

復した 例中 例が認知症に進行したという︒

高めることが知られている︒ Kral
と Emery
の
報告では︑８年間の調査で︑仮性認知症から回

た仮性認知症の既往は︑認知症の発症リスクを

り改善するが︑残存することも少なくない︒ま

性認知症の認知障害は︑通常うつ病の治療によ

という︒なお血管性認知症は従来うつが多いと

にうつが多く︑初期からおよそ６割にみられる

にうつがみられ︑大うつ病エピソードも２割前

認知症はうつの率が高い︒ＡＤのおよそ３割

認知症とうつ

後にみられたと報告されている︒ＤＬＢはさら

4)

認知症の前駆症状としてのうつ

ＤやＤＬＢに比較して低くむしろアパシーが多

かになる場合がある︒ 例の高齢発症︵平均発

いとの指摘がある︒

されてきたが︑血管性認知症のうつの頻度はＡ

5)

知症を発症し︑神経病理学的に４例はレビー小

病理診断した結果が報告されている︒７例は認

性障害１例︶を平均６年追跡し︑最終的に神経

％︑正常認知群 ・０％とＭＣＩ群にうつの割

根プロジェクト︶においても︑ＭＣＩ群 ・３

利根町で２００１年から実施した疫学調査︵利

26

らは︑ＡＤの大うつ病エピソー
Chemerinski

8)

7)
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9)

ＡＤのうつ

合が多かった︒またＭＣＩにうつが併発すると︑

基底核中心に認められた︒

3)

︑３例はＡＤであり︑認知症を発
common form
症しなかった１例にもレビー小体がマイネルト

体型認知症︵ＤＬＢ︶の所見とアルツハイマー

とが報告されている︒筑波大学精神科が茨城県

また軽度認知障害︵ＭＣＩ︶もうつが多いこ

6)

認知症に移行しやすいことが報告されている︒

症年齢 歳︶のうつ状態︵大うつ病９例︑双極

10

老年期うつ病の経過中に次第に認知症が明ら

39

型 認 知 症︵ Ａ Ｄ ︶ 病 変 が み ら れ る Ｄ Ｌ Ｂ の

75
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2)

ＭＤにより多く︑身体的不安︑食欲低下︑体重

も目立つとした︒ただし精神運動抑制はＡＤ

り︑ともに抑うつ気分︑興味の喪失︑不安が最

し︑両者にみられる症状は基本的に共通してお

ド︵ＡＤ ＭＤ︶と大うつ病︵ＭＤＤ︶を比較

は比較的保たれ︑注意障害や遂行障害が目立つ

どがしばしばみられる︒ＤＬＢも初期には記銘

ものの︑想起障害︑注意障害︑遂行機能障害な

では︑ＡＤにみられる記銘の障害はみられない

つ病の特徴と一致する点が多い︒老年期うつ病

みられる︒これらの特徴は先に述べた老年期う

ことが多く認知障害面でも類似している︒さら

減少はＭＤＤにより多かった︒われわれもほぼ
同様の結果を報告している︒

ーキンソン症状に類似した外観を示すことが指

にうつ病患者は動作が緩慢になるなど︑一見パ
ＤＬＢのうつ

摘されており︑この点もＤＬＢとの共通点であ
る︒

詳細な検討でＤＬＢと診断が変更されたことを

レム睡眠行動障害︑起立性低血圧や失神などの

ＬＢの可能性を念頭に置き︑認知機能の変動︑

ＤＬＢのうつには心気︑不安︑焦燥︑妄想︑

を占めた︒

幻覚︑アパシー等︑多彩な症状がしばしば同時
にみられる︒また時にせん妄などの意識障害も

心筋ＭＩＢＧ︑ DAT scan
が可能な施設では︑
これらの検査所見が鑑別診断に有用である︒

示唆する症状について確認する︒ＳＰＥＣＴ︑

報告した︒また︑ＤＬＢの初期診断名を後方視

したがって老年期うつ病の診療の際には︑Ｄ

13)

自律神経症状︑嗅覚障害などＤＬＢの可能性を

断で入院した高齢患者のおよそ ％がその後の

患はＤＬＢであろう︒われわれは︑うつ病の診

おそらく老年期うつ病と鑑別が最も困難な疾

−

的に調査すると︑大うつ病の診断がおよそ５割
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10)

−

11)

12)

認知症のうつの治療

がある︒

ヒューマン・ケア科学専攻 健康社会学・

︵筑波大学大学院人間総合科学研究科

は乏しい︒したがって本人に対する支持的心理
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