
示しますが、MDSの場合、通常は好中
球優位になってきます。さらに、好中
球でも幼若なものが出てくる。後骨髄
球とか、さらに進めば骨髄芽球とか、
いわゆる白血病細胞が出てくるので、
この症例も白血球分画を一度調べてい
ただければ鑑別がついてくると考えま
す。
　山内　貧血ですと、ついつい赤血球
関連のマーカーを追いがちですが、白
血球の分画や白血球数も大きなポイン
トになるのですね。
　猪口　そうですね。この症例は白血
球数（WBC）が3,690と正常範囲内で
すが、やや少なめです。血小板も23.1
万ということは、正常範囲内ですが少
ないところにあり、少しずつ汎血球減
少が進んできている症例だなと考えま
す。
　山内　網状赤血球についてはいかが
でしょうか。
　猪口　貧血の鑑別には、先ほども言
いましたMCVのほかに、網状赤血球
が２番目の判断材料になります。網状
赤血球というのは、赤血球の中で若い
赤血球の数を示します。網状赤血球が
多いというのは、若い赤血球が多い。
そうすると、必然的に骨髄の機能は保
たれて、よくつくっているのだけれど

も、貧血になる。いわゆる溶血性貧血
のときに多くなります。一方で、再生
不良性貧血みたいなものですが、造血
細胞が少なくなって、脂肪に置き換わ
っているようなときは網状赤血球が低
くなることから、網状赤血球は２番目
の検査値の鑑別の手段になるのです。
　山内　貧血の症例は数としてもそこ
そこありますので、すべての症例を専
門家に送って骨髄を調べるというのも
なかなかたいへんな感じがします。専
門医に送る判断材料で、進行性につい
てはもちろん送ってもいいと思うので
すが、長年ずっと同じようなレベルと
いった場合に、例えばヘモグロビンの
値でこのぐらいだったら送ってもいい
というのはあるのでしょうか。
　猪口　患者さんによって、比較的急
激に起こってくる貧血は、ヘモグロビ
ン値が比較的高い、10とか11でも動悸、
息切れが起きてくることがあります。
長い年月経っていると、ヘモグロビン
値が４とか５でも、症状が出てこない
こともあります。しかし、循環器系へ
の影響等を考えると、ヘモグロビン 
10～11ぐらいなら少なくとも専門の血
液内科に送っていただきたいと考えて
います。
　山内　ありがとうございました。

筑波大学大学院人間総合科学研究科教授
水　上　勝　義

（聞き手　池脇克則）

　認知症の周辺症状（BPSD）についてご教示ください。
　日頃、グループホームに定期往診をしており、認知症の方を診る機会が多く
あるのですが、BPSDのコントロールに難渋している方がいます。95歳女性、
おそらくアルツハイマー型認知症（不詳）の進行期で、以前は他院でドネペジ
ルが処方されていたようですが、現在は７年以上内服していません。
　約３カ月前から不眠、不穏が悪化し、トイレに３分おきに行ったりと落ち着
きがなく、足腰がだいぶ弱っているため転倒を繰り返しています。現在は、チ
アプリド25㎎分/夕食後と、リスペリドン0.5㎎を頓服しています。メマンチン
を試したり、抗精神病薬の増量は、転倒リスクを考えると躊躇してしまいます。
治療や対処法についてご教示ください。

＜神奈川県開業医＞

認知症の周辺症状（BPSD）

　池脇　認知症の周辺症状（BPSD）に
関する質問です。認知症は中核症状と
周辺症状の２つの症状があるというこ
とですが、具体的にどのような症状な
のでしょうか。
　水上　まず中核症状というのは認知
症の基本症状です。記憶や見当識障害、
実行機能障害など、様々な認知機能が
ありますが、認知機能が低下すること
が中核症状になります。一方で周辺症
状、今、BPSDといいますが、これは

日本語に訳すと行動心理症状になりま
す。様々な行動面あるいは心理面の症
状を総称してBPSDといいます。例え
ば、幻覚や妄想、あるいは攻撃性や興
奮、それから徘徊行動など、様々な症
状があります。
　池脇　中核症状と周辺症状は独立し
ているわけではなくて、例えば本人の
記憶とか見当識、いわゆる中核的な症
状が出て、そこが衰えてきて、本人と
しては以前だったら思い出せたものが
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思うのですが、いったん尿路の病気を
確認していただいて、それがなければ
夜間の不安とか焦燥の表れでトイレ通
いを繰り返すことがあります。その場
合は逆に夜間の不安、焦燥、あるいは
睡眠が改善してくると、自然と症状は
収まってきます。
　池脇　質問の先生は、薬を２種類使
っています。チアプリドとリスペリド
ン、これはいわゆる抗精神病薬ですね。
　水上　そうですね。
　池脇　こういう高齢の方に抗精神病
薬というのはどうなのでしょうか。
　水上　どうしても夜間の落ち着きの
なさを改善し、睡眠を誘導したいとい
うことで、このような抗精神病薬を使
われる場合があります。ただ、年齢が
95歳で、しかも転倒を繰り返している
ということから、抗精神病薬の前に、
ほかに歩行状態や転倒に対してより安
全な薬がないかどうか、その可能性を
まず検討するとよいのではないかと思
います。
　池脇　例えば、不眠に対しては純粋
に睡眠薬から対応するとか、そういう
考え方なのでしょうか。
　水上　一つは入眠を改善するという
考え方があってもいいと思うのです。
ただ、考えなくてはいけないのは、こ
のような場合、ベンゾジアゼピン系睡
眠薬を選択すると、せん妄のリスクが
高まったり、翌日日中の持ち越し効果
による傾眠、あるいは筋弛緩作用によ

る転倒のリスクがあります。もし睡眠
薬を用いるのであれば、そのようなリ
スクの少ない薬、例えばロゼレムとか、
新規の睡眠薬のほうが安全かと思いま
す。
　池脇　そうすると、２種類の抗精神
病薬についてはどうするのがいいので
しょうか。
　水上　２種類の抗精神病薬が使われ
ているので、まずどちらか１剤に整理
されるのがよいと思います。チアプリ
ドが夕食後で、リスペリドンは頓服で
すね。おそらく夕方ぐらいから落ち着
きのなさが出てくるのかと思うのです
が、抗精神病薬の代わりに、例えば抑
肝散のような漢方薬を用いて不穏状態
と睡眠が改善するかを見るのは一つの
方法と思うのです。
　リスペリドンは作用時間が長いのと、
睡眠に対してはあまり効果がないので、
もし抗精神病薬を使うのであれば、作
用時間の短いクエチアピンを少量使う
ように変更されるといいかと思います。
　池脇　こういった高齢者の場合には
できるだけ抗精神病薬は避けて、使う
場合にはその人の症状に的確な薬を少
量から使っていくということでしょう
か。
　水上　そういうことですね。可能な
かぎり抗精神病薬は使わず、日中の活
動を増やすなどの方法がいいと思いま
す。
　池脇　ありがとうございました。

思い出せない。それで不安になったり、
あるいは周りがそれを理解してくれな
いことへの怒りで、行動やいろいろな
心理症状が出てくる、という考え方で
よいのでしょうか。
　水上　そうですね。そういうことが
きっかけになることが非常に多いです。
　池脇　認知症の治療薬開発は日進月
歩ですが、行動や感情を抑えるとなる
と、なかなか管理は難しそうですね。
　水上　基本的にはBPSDに用いられ
る薬で、BPSDに保険適用を取れた治
療薬はありません。ただ、一方で、今
先生がおっしゃったように、BPSDは
本人の心理面や周囲の環境との相性と
いうか、そういうものから出てくるこ
とがしばしばあるので、薬で治療をす
る前に、非薬物的な対応が非常に重要
で、その段階でBPSDはかなり緩和さ
れます。
　池脇　今回の質問は、95歳の女性と
非常に高齢な方で、グループホームに
住まわれていて、定期的に往診してい
るということです。３カ月ぐらい前か
ら不眠・不穏が悪化してきて、トイレ
に頻回に行って、落ち着きがない。転
倒を繰り返しているとのことです。い
かがでしょう。
　水上　急に３カ月前から不眠・不穏
というBPSDが出てきているのですね。
先ほど本人の心理面や環境面の話をし
たのですが、グループホームに入って
いるということなので、周囲でかかわ

っている方は専門のケアスタッフでし
ょうから、そういう意味ではある程度
良好な環境なのかと思います。
　もう一つ、本人の体調、身体症状が
BPSDのきっかけになることがけっこ
うあるのです。例えば、発熱を伴うよ
うな内科的な疾患や痛み、かゆみ、そ
ういうきっかけになるような体の病気
がないかどうか。特に今回の場合はト
イレの症状もあるので、尿路感染症と
か、そのような病気がきっかけになる
ことがしばしばあります。まずはその
あたりをスクリーニングすることが必
要になってくると思います。
　池脇　ちょうど３カ月ぐらい前に病
気も含めて、何かなかったかどうか。
そして、夜眠れないということですと、
昼間どういう活動をされているのか。
そのあたりの状況が何か変わっていな
いかどうか。これも確認する必要があ
るのでしょうか。
　水上　すごく大切なところです。例
えば、日中、少し活動性が低下してく
ると夜の睡眠も当然浅くなってきてし
まうので、特に昼間の活動状況を確認
する必要があります。
　池脇　不眠・不穏は周辺症状の一症
状としてありますが、トイレに頻回に
行かれる。尿路感染症、あるいは過活
動膀胱等は、周辺症状とは違うのでは
ないかと思ったのですが、先生はどう
解釈されていますか。
　水上　当然そういう可能性はあると
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思うのですが、いったん尿路の病気を
確認していただいて、それがなければ
夜間の不安とか焦燥の表れでトイレ通
いを繰り返すことがあります。その場
合は逆に夜間の不安、焦燥、あるいは
睡眠が改善してくると、自然と症状は
収まってきます。
　池脇　質問の先生は、薬を２種類使
っています。チアプリドとリスペリド
ン、これはいわゆる抗精神病薬ですね。
　水上　そうですね。
　池脇　こういう高齢の方に抗精神病
薬というのはどうなのでしょうか。
　水上　どうしても夜間の落ち着きの
なさを改善し、睡眠を誘導したいとい
うことで、このような抗精神病薬を使
われる場合があります。ただ、年齢が
95歳で、しかも転倒を繰り返している
ということから、抗精神病薬の前に、
ほかに歩行状態や転倒に対してより安
全な薬がないかどうか、その可能性を
まず検討するとよいのではないかと思
います。
　池脇　例えば、不眠に対しては純粋
に睡眠薬から対応するとか、そういう
考え方なのでしょうか。
　水上　一つは入眠を改善するという
考え方があってもいいと思うのです。
ただ、考えなくてはいけないのは、こ
のような場合、ベンゾジアゼピン系睡
眠薬を選択すると、せん妄のリスクが
高まったり、翌日日中の持ち越し効果
による傾眠、あるいは筋弛緩作用によ

る転倒のリスクがあります。もし睡眠
薬を用いるのであれば、そのようなリ
スクの少ない薬、例えばロゼレムとか、
新規の睡眠薬のほうが安全かと思いま
す。
　池脇　そうすると、２種類の抗精神
病薬についてはどうするのがいいので
しょうか。
　水上　２種類の抗精神病薬が使われ
ているので、まずどちらか１剤に整理
されるのがよいと思います。チアプリ
ドが夕食後で、リスペリドンは頓服で
すね。おそらく夕方ぐらいから落ち着
きのなさが出てくるのかと思うのです
が、抗精神病薬の代わりに、例えば抑
肝散のような漢方薬を用いて不穏状態
と睡眠が改善するかを見るのは一つの
方法と思うのです。
　リスペリドンは作用時間が長いのと、
睡眠に対してはあまり効果がないので、
もし抗精神病薬を使うのであれば、作
用時間の短いクエチアピンを少量使う
ように変更されるといいかと思います。
　池脇　こういった高齢者の場合には
できるだけ抗精神病薬は避けて、使う
場合にはその人の症状に的確な薬を少
量から使っていくということでしょう
か。
　水上　そういうことですね。可能な
かぎり抗精神病薬は使わず、日中の活
動を増やすなどの方法がいいと思いま
す。
　池脇　ありがとうございました。

思い出せない。それで不安になったり、
あるいは周りがそれを理解してくれな
いことへの怒りで、行動やいろいろな
心理症状が出てくる、という考え方で
よいのでしょうか。
　水上　そうですね。そういうことが
きっかけになることが非常に多いです。
　池脇　認知症の治療薬開発は日進月
歩ですが、行動や感情を抑えるとなる
と、なかなか管理は難しそうですね。
　水上　基本的にはBPSDに用いられ
る薬で、BPSDに保険適用を取れた治
療薬はありません。ただ、一方で、今
先生がおっしゃったように、BPSDは
本人の心理面や周囲の環境との相性と
いうか、そういうものから出てくるこ
とがしばしばあるので、薬で治療をす
る前に、非薬物的な対応が非常に重要
で、その段階でBPSDはかなり緩和さ
れます。
　池脇　今回の質問は、95歳の女性と
非常に高齢な方で、グループホームに
住まわれていて、定期的に往診してい
るということです。３カ月ぐらい前か
ら不眠・不穏が悪化してきて、トイレ
に頻回に行って、落ち着きがない。転
倒を繰り返しているとのことです。い
かがでしょう。
　水上　急に３カ月前から不眠・不穏
というBPSDが出てきているのですね。
先ほど本人の心理面や環境面の話をし
たのですが、グループホームに入って
いるということなので、周囲でかかわ

っている方は専門のケアスタッフでし
ょうから、そういう意味ではある程度
良好な環境なのかと思います。
　もう一つ、本人の体調、身体症状が
BPSDのきっかけになることがけっこ
うあるのです。例えば、発熱を伴うよ
うな内科的な疾患や痛み、かゆみ、そ
ういうきっかけになるような体の病気
がないかどうか。特に今回の場合はト
イレの症状もあるので、尿路感染症と
か、そのような病気がきっかけになる
ことがしばしばあります。まずはその
あたりをスクリーニングすることが必
要になってくると思います。
　池脇　ちょうど３カ月ぐらい前に病
気も含めて、何かなかったかどうか。
そして、夜眠れないということですと、
昼間どういう活動をされているのか。
そのあたりの状況が何か変わっていな
いかどうか。これも確認する必要があ
るのでしょうか。
　水上　すごく大切なところです。例
えば、日中、少し活動性が低下してく
ると夜の睡眠も当然浅くなってきてし
まうので、特に昼間の活動状況を確認
する必要があります。
　池脇　不眠・不穏は周辺症状の一症
状としてありますが、トイレに頻回に
行かれる。尿路感染症、あるいは過活
動膀胱等は、周辺症状とは違うのでは
ないかと思ったのですが、先生はどう
解釈されていますか。
　水上　当然そういう可能性はあると
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