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認知症(アルツハイマー型）について勉強してみよう！

2021 年 12 月 内科 大塚

脳出血や脳梗塞などに伴う脳血管型認知症が約 20％、アルツハイマー型が 60～70％となっている。
今回はアルツハイマー型認知症について解説する。
短期記憶に関与する海馬（かいば）はどこにあるか？
偏桃体
海馬に隣接する偏桃体は
不安などの感情に関与。
恐怖体験が記憶に残るの
も偏桃体と海馬が関与。

海馬

ストレスは海馬を萎縮させる。
ストレスは発散させよう！
ヒポ カムポス

ヒポ

海馬は英語で hippocampus だが、hippo はラテン
語で馬、campus は海の怪獣という意味。

確
か
に
似
て
い
る
！

ヒポ ポタムス

ちなみにカバ（河馬）は hippopotamus だが、
potamus は河の事。

半馬半魚
の怪獣

外国では私の事を略して
ヒポ（hippo)と呼ぶそうよ！
子供はヒポウと呼ぶけど。
海馬の記憶は前頭葉の前頭前野などへ送られて長期記憶となる。
海馬はパソコンのメモリ（一時的に記憶する場所）に相当する。
パソコンのメモリは大きいほど処理速度が速い。人間も海馬の働き
の迅速な人が俗に言う『頭の回転が速い』という事かと考える。
昔の写真を見ても思い出せないのは何故？

海馬は昔の記憶を想い出す時
（想起）にも必要。認知症が悪化
すると、昔の記憶も思い出せない。

（私も頭の回転が速い。
出た！自画自賛 ）
自画自賛）

記憶は神経細胞に蛋白質として存在する。記憶蛋白が消失すれ
ば思い出せない。神経細胞同士を繋ぐ電線（樹状突起）が切れて
も想い出せない。 覚えていても、とぼけるには『記憶にございません』と言えば良い。

下の数字を１回だけ見て、すぐに目を閉じ何桁まで覚えてる？数字の語呂あわせをせずに試して！

73941 52874
48756 91237 45864

若い人は 10 桁程度は大丈夫と思うが（通常 7 桁程度は出来る筈）、
15 桁まで復唱出来れば優秀！海馬鍛錬にもなるので、毎日試してみて！

数字は語呂あわせが覚えやすい。当院の℡0984-23-4151 を語呂あわせ！
5083167
王 宮 橋の 兄さんよ 憩い（の家へいざ行かん！）
941063897

おう きゅう は し (の ) に いさん よ い こ い

0 9 84 2 34 151

王宮の橋の上の（イケメン）兄さん！（小林にある）
いこいの家へ行きましょう！という意味😄。

アルツハイマー型認知症になりやすい遺伝子がある事を知っていましたか？
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（私も関心があったので、自分自身の遺伝子を調べて見た。以下解説する）
神経細胞

アミロイド
β（ベータ）蛋白

アルツハイマー型認知症ではアミロイドβ（ベータ）蛋白が
脳に蓄積して、神経細胞を障害、死滅させるのが一因。

アミロイドβ蛋白の蓄積や凝集に関与する物質の１つがアポリポ蛋白。
アポリポ蛋白合成に関与する遺伝子は３種類ある。
ε（イプシロン）２、ε３，ε４の３種類がある。
３種類が 2 つ組み合わされて構成されるが、ε2/ε3 型の遺伝子型はアルツハイマー
発症率が低い。ε4/ε4 型の発症リスクが最も高く 11.6 倍。下図を参照していただきたい。

私の遺伝子はε3/ε3
型で発症リスクは 1 倍
（人並み）だった。

ε3/ε3 型が日本人は
最も多く 60％（私も）。
(Pre Medica 資料より改変引用）

今後、当院でも検査可能。ただし、保険適応でないので自己負担で約 8,600 円かかる。
家族にアルツハイマーがいる人などで感心のある方は受けても良いかもしれない。
仮に遺伝子検査で発症率が高いと分かっても、現時点では予防薬は無い。
現在よりもっと頭を使い、運動をして、適切な食事をする事が必要。
アルツハイマーのアミロイドβ蛋白は、金属の錆（さび）と同じ！使わない歯車は錆び付いて動か
なくなる。頭も同じ！日頃から頭を良く使っておくと錆び付かない（筈）！
アミロイドβ蛋白

頭という歯車を
いつも回転させる！
歯車
人間
油（オイル） ＝ 食事
回転
＝ 運動
磨く
＝ 頭を使う

正常な神経細胞
食事は野菜類や EPA の多い魚類、緑茶（カテキンやカフェイン）がアルツ
ハイマー予防に有効とする文献がある。オリーブや赤ワイン（ポリフェノ
ール）、カマンベールチーズ、米ぬか（フェルラ酸）などが予防に有効と
する文献もある。

アルツハイマーの原因物質となるアミロイドβ蛋白を排除したり、毒性を弱める蛋白が 3 種類
あり、これらも今回私が検査を受けたので結果を報告する。これらの蛋白が多い方が良い。
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アミロイドβ蛋白を脳から髄液中に排出させる

アミロイドβ蛋白 ①アポリポ蛋白 A1
(善玉コレステロールの成分）

zeze
②C3（補体蛋白）
(免疫力の主役）
ポリポ
zeze
③トランスサイレチン

アミロイドβ蛋白を食べて処理してくれる
アミロイドβ蛋白と結合して毒性を弱める

３つの蛋白を組み合わせて、軽度認知障害のリスクを５段階で評価して、結果が報告される。私は
A～E の５段階分類で B であった。A（リスクが低い）～E（リスクが高い）。
軽度認知障害の段階で予防策を講じて（運動、食事など）増悪を食い止める。
軽度認知障害

軽度認知障害は MCI と略されて記載
される事が多い。

zeze

マイルド

コングニティブ

MCI＝Mild(軽度）Congnitive(認知）
インペアメント

Impairment（障害）

認知症の増悪

zeze

zeze

今後、当院でも検査可能。自己負担で約３万２千円かかる（将来、保険適応出来れば安くなると思うが・・）。
自分の早期認知のリスクを知る事で、遺伝子検査同様、積極的に頭を使い、運動し、食事内容に注意する事はできる。

定年退職後に認知症が出現する人も多い。看護師、教師など専門職に就いていた人も多い。定年後も
引き続き何かしらの仕事（ボランティアなどでも良い）や趣味を持つのが良い。何にでも新しい事に興味を
持ち、トライすることも必要。血液型が B 型の私は B 型の特徴が殆ど当てはまるが、新しい事に興味を
持つので頭は若い（が、髪の毛は薄くなってきた😊）。
趣味は下図のように沢山ある。チェスなどのゲームやダンス、楽器の演奏をする人は認知症発症リスク
危険度が 0.3 倍程度と低い事が報告されている（厚労省の認知症予防、支援マニュアル３7 頁参照）。趣味を持とう！
サイクリング

読書

園芸

スポーツ

ゲーム

歌

チェス、将棋など 釣り

裁縫、編み物 日曜大工

音楽

写真

旅行

絵画など キャンプ

五感を磨こう！高齢になり一人暮らしをする人も多い。人との接触が少なくなれば頭も休眠状態になり
やすい。聞いて、見て、触って、良い匂いを嗅いで（臭い匂いは嫌だが）、味覚を研ぎ澄まそう！

聞いて

見て

触って

匂って

味わおー

掲示板掲載は No3 迄とし、これ以降は医療従事者のために追加解説する。
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認知症に対してはアリセプトなどが使用される。認知症の薬の作用機序について、以下解説する。

①アリセプトは神経伝達物質のアセチルコリンを増加させる。
アセチルコリンは記憶や学習に重要な働きをするが、副交感神経刺激物質でもある事は
良く理解しておく必要がある。副交感神経遮断薬は認知症を増悪させるリスクがある。

正常
アセチルコリン

アルツハイマー型認知症では記憶
や学習に重要な働きをする
アセチルコリンの分泌が低下して
いる。

アルツハイマー
ところが！アセチルコリンをアセチルコリンエステラーゼ（コリンエステラーゼ）という酵素
が分解するので、益々アセチルコリンは減少する。
分解されたアセチルコリン

アセチルコリン

分解
コリンエステラーゼ

アセチルコリンを増加させるにはどうする？
コリンエステラーゼの働きを阻害すれば良い！→アリセプトが最初の認知症の薬。
アリセプト(一般名はドネペジル塩酸塩）はエーザイが開発。日本では 1999 年に承認されている。
アリセプト（Aricept)の名称はアルツハイマー（Arzheimer)と受容体（Receptor)に由来する（インタビューフォーム参照）
アセチルコリンを低下させる薬は認知症を悪化させるリスクがある。過活動膀胱の薬はアセチルコリンを
低下させるリスクがある。認知症発症が 1.65 倍高かったとする文献もある。
慢性閉塞性肺疾患に対する吸入薬のスピリーバや胃潰瘍などに使う H2 受容体拮抗薬のガスター、
ファモチジンもアセチルコリンを低下させるリスクがある。
基礎的な知識を理解し、これらの薬を使用した後に認知症が増悪しないか観察する必要がある。
特に高齢者は多数の薬を併用する事が多く注意が必要。私自身が治療する場合は出来るだけ少ない
薬で加療するが、紹介患者さんや老健に入所してくる患者さんは薬をカットするのが難しい。

②もう 1 種類の認知症薬のメマリー（一般名メマンチン）の作用機序は？
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神経興奮物質でもあるグルタミン酸の抑制をする。（グルタミン酸受容体の拮抗薬）

グルタミン酸は脳内の興奮を起こす伝達
物質だが、記憶や学習にも関与する
（興奮性アミノ酸と呼ばれる）。
アルツハイマーではグルタミン酸が過剰
になると、神経細胞が死滅する。
メマリーはグルタミン酸の グルタミン酸は神経興奮物質なので、
流入を抑制する
認知症では攻撃的、興奮するタイプに
利用されることが多い。
メマリーはドイツで開発。日本では第一三共が
販売。メマリーの名称はメマンチン＋第一三共
の保有する薬の短い名前から引用した。
（インタビューフォーム参照）。
グルタミン酸と言えば味の素などのグルタミン酸ソーダがある。米国でグルタミン酸ソーダ摂取者の
頭痛、吐き気、めまいが起こった（1960 年代）。いわゆる中華料理症候群が発生したが、その後の調査
で因果関係は無かった事が証明されている。余り過剰に摂取する必要も無いとは思うが・・・。
③漢方薬の抑肝散（よくかんさん）も、攻撃的、興奮するタイプに併用すると効果がある（老健の皆さん
は良く経験していると思う）。小児の夜泣きにも効能がある。
④貼付タイプのリバスタッチ（一般名リバスチグミン）はアリセプトと同じ作用機序のコリンエステラーゼ
阻害薬。内服薬として研究されたが、消化器症状が強く貼付タイプに変更して開発された。
リバスタッチの名称はリバスチグミン＋タッチ（貼付のイメージ）から付けられた（インタビューフォーム参照）
⑤レミニール（一般名ガランタミン）はアリセプトと同じコリンエステラーゼ阻害に加えてアセチルコリンの
増強作用がある（アセチルコリン受容体に作用）。レミニール（Reminyl)の名称は Remind(思い出させる）
や Remenber（覚えている）など記憶に関係する言葉に由来する（インタビューフォーム参照）。
⑥ベータアミロイド蛋白の抗体(アデュカヌマブ）を使った治療が米国で再評価中。我が国では申請中
で治験はまだ。認可されれば、新しい認知症の薬となるが静注で使用し、値段も高い。１か月ごとに
静注するが、１年間１２回で約５万６千ドル！（１ドル１１５円として６４０万円！）かかるらしい。効果が
今一つで副作用も色々あり、一時治験中止になった経緯もあるが、どうだろう？投与量が多ければ
効果があるという見直しがされ、現在再評価中。
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野菜のビタミン E、C やβカロテン
繊維物質などの有効性の可能性

オリーブ（オリーブオイル）

2）サプリのイチョウ葉エキスやビタミン C やビタミン E は効果があるとする文献
もあるが、効果は無いとする文献もある。
（特に有酸素運動の有効性が文献でも確認されている）
（有酸素運動は１分間の脈拍数が 138-年齢/2 程度になる運動。
５０才なら１３８－５０才/2＝113/分程度の脈拍数。１日１０分でも良いから有酸素運動を！）

（糖尿病はアルツハイマーのリスク要因）
（下の実験は運動も有効だという事になる）

5）非ステロイド系の鎮痛薬(ロキソニンなど）を服用する人にアルツハイマー
が少ないとする文献もあるが、否定する文献もある。
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皆さんへの話シリーズ
①何故、私は文章を書くのが好きなのか？

医学部の学生時代に水俣病裁判について朝日新聞の読者投稿欄の『声』に掲載された事が始まりです。
当時は今のように活字が氾濫する事はなく、新聞に自分の名前と、投稿内容が掲載されたのはとても嬉しい
事でした。 新聞や雑誌などへ沢山投稿しました。 掲載されると図書券がもらえましたが（3,000~5,000 円）
、
今でも、もらえるようですね。宮崎日々新聞にも随分掲載されましたが宮崎日々新聞購読料が 1 ヶ月間無料
になった、と記憶しています。現在は掲載されると図書カードがもらえるようです。
皆さんもトライしてみては？ ただし、全国版の新聞には投稿しても中々掲載されにくいですが・・・。

②上手なクレームの文書を書くと得する事があるという話。
皆さんも会社などへクレームの文書を書く事があると思いますが、感情を爆発させていきなり文句を書き始
めるのはアウト！まず、文頭でその会社を褒めてあげる（信頼してお願いしましたが、等々）事が大事。
事例を紹介してみます。子供達が小さい頃 『全○空』のツアーで沖縄に行きましたが、不備な点があり、
手紙を送ったところ、福岡支店の支店長と副支店長がわざわざ宮崎まで来られ、菓子折りと飛行機の機体で
作った特別製キーホルダーをいただきました。
左写真は私ではなくて、私の父。
昭和 27 年頃（父が 38 歳頃）の写真。
ダンディですね（ダンディは死語？）
。
父は忙しく厳しい人だったので、一緒
共済病院
の濟が古

に遊んだ記憶は殆どありません。
私のネクタイ好きは父譲り？

い文字！

20 歳頃の私

爽やか！
自画自賛😄

なってい
③上手に褒めても得することがあるという話。
る！

10 年前から真っ赤なアウディに乗っていますが、これは帯状疱疹に罹患して散々な目に遭ったので（左臀部
の帯状疱疹でしたが、仙骨神経領域のため排尿、排便困難が数週間持続しました）
、運気を上げるために赤
にしました。大変気に入ったのでアウディの日本本社の社長宛にお手紙を書いたところ、特別製のアウディ
のミニカーをもらいました。
その後、ミニカーは娘にメルカリで売ってもらいまいました。社長さんゴメンナサイ🙇。

④医師や看護師は病気を経験した方が患者さんの気持ちを理解しやすい、というお話。
医師が不健康だと仕事が出来ませんが、病気を色々経験した方が患者さんの気持ちは理解しやすいですね。
ただ、病気を経験したいといっても、病気に罹患しない『頑丈』な人もいますが・・・。
県病院の研修医１年目に自然気胸に罹患しました。胸背部痛があり、診断は付いていませんでしたが、
『酒
を飲んで紛らわせば良いのではないか？』という浅はかな（研修医一年目ですから）考えで、看護師さん達
と一緒に西橘通りに繰り出して酒を飲みましたら、翌日は案の定、胸背部痛が増強。胸写では、右鎖骨の下
付近まで肺がしぼんでいました。その他、肺炎（2 週間自宅療養。自分で点滴をしてました）
、抗生物質投与
後の重篤な出血性大腸炎（1 週間ほど血便が持続）
、尿管結石、帯状疱疹など多くの病気を経験しました。
スギ花粉症もあります。
幸い、悪性腫瘍などには罹患していませんが、患者になってみないと分からない事も沢山ありますよ。
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本文で私の B 型性格について少し触れたので、オマケに B 型の特徴紹介をしてみます。

B 型は日本人の 20％。A 型が 40％、O 型 30％、AB 型は 10％。B 型は遊牧民の血筋？
血液型の特徴が当てはまらない人も多いでしょうが、私は典型的な B 型性格。
特徴を抜粋してみました。
当てはまらないのは数ヶ。当てはまらないのには×をしてみました。外来看護師さんは接する時間が長
いので以下の通りだと思うかもしれません。B 型の職員の人達はどうですか？幾つあてはまりますか？
全くその通り！
全くその通り！
スキューバダイビングや
クレー射撃などなどしてました
（今はやっていません）

全くその通り！
その通り！

全くその通り！（そのかわり、飽きっぽいので趣味は広いが浅い）
全くその通り！
その通り！（病院の寮ではシクシク泣いてます；嘘）

全くその通り！
×これは無いですね。逆ですね。
全くその通り！
全くその通り！几帳面というより熱中するが、冷めやすい。

全くその通り！（コロナ検査も言いだっしっぺの私が
積極的にやったのは御存知の通り）
×これは無いですね。逆ですね。器は小さいので
自分と馬の合う人としか楽しくは話せませんね。

、

全くその通り！（初対面の人と話すのは苦手、内弁慶なので）
（本当に）

×これは無いですね。特に、好きな女性なら近づき過ぎても
OK （意味が違うか・・）
（若い頃なら）
全くその通り！何でも興味を持って新し物好きでもあるので
すぐ購入したりしますが、興味の無い事には全くもって無関心。
その通り！（病院の寮では独り言も良く言ってますね；気持ち悪い？）
こういった文書も夜中に、目が覚めた時に頭の中で文書の構成を練っています。

全くその通り！多分、うつ病にはならない性格だと思いますね。
これも激しく同意！一生懸命打ち込んでいた趣味、勉強など急に飽きるので
大成した趣味は無いですね（妻からも良く指摘されますが ）
全くその通り！
×これは無いですね。

