
を使うと、右室の拡大とともに収縮異
常、特に小さな心室瘤的なものが右心
室にあることがありますので、そうい
うものがよりはっきりわかります。
　池脇　確定診断は心筋生検なのでし
ょうか。
　野上　そうです。心筋生検の診断基
準としては、取ってきた心筋の中で線
維化に置換している、あるいは脂肪浸
潤で正常な心筋が60％未満になってい
るのが一つの診断基準です。ただ、診
断精度を上げるには右室の自由壁を取
ったほうがいいというリコメンデーシ
ョンがありますが、なかなか自由壁は
取りにくいことがあるので問題です。
　池脇　パーフォレーションを起こし
てしまうと思うと、確実にそれを見ら
れるかどうかは、そのときの生検でど
こを取ったかにもよるというところで
すか。
　野上　むしろ心筋生検は心室頻拍が
あった場合、ほかの疾患、例えばサル
コイドーシスとか、ほかの疾患も含め
て除外診断するのに必須な検査だと思
います。
　池脇　最後にうかがいたいのは治療
ですが、そのターゲットは不整脈と心

不全ということですね。
　野上　そうです。不整脈、特に重症な
心室頻拍、あるいは意識を失うような
心室性不整脈があった場合には、ICD
の植え込みが必須になります。あと薬
物としては、アミオダロン、ソタロー
ルなどの３群の不整脈がいいようです。
　池脇　βブロッカーはどうなのでし
ょう。
　野上　カテコラミンが非常に関係し
ていますので、運動制限とともに、β
ブロッカーの投与は非常に重要です。
　池脇　そうはいっても、緩徐に進行
してきて、ある時点から心不全という
状況になったときの治療は、これもた
いへんでしょうね。
　野上　まず右心不全が出現するので
すが、その場合は利尿薬が中心になり
ます。
　池脇　こういう疾患の患者さんは運
動は制限しないといけないのですね。
　野上　全く家から出てはいけないと
か、そういった厳しい運動制限ではあ
りません。競技スポーツ、特に長時間
するようなスポーツはやめてもらった
ほうがいいかと思います。
　池脇　ありがとうございました。

東京都健康長寿医療センター研究所
自立促進と精神保健研究チーム研究部長

粟　田　主　一
（聞き手　山内俊一）

　DASC-21およびDASC-８について、それぞれを用いるときの留意点、注意点
などご教示ください。
 ＜広島県開業医＞

DASC-21およびDASC-8

　山内　今回は認知症アセスメントに
関しての質問と理解していますが、認
知症を定義するのは非常に難しいとこ
ろもあると思います。長らくこれをど
う客観化するかでいろいろご苦労され
た先生に、そのあたりのお話からまず
お聞かせ願いたいと思います。
　粟田　認知症は、何らかの脳の病的
変化によって、以前は普通のレベルで
あった認知機能が障害されてしまい、
そのために生活に支障が現れた状態を
指します。要するに、脳の病的変化、
認知機能障害、生活障害、この３つが
そろった状態を認知症と呼ぶと定義さ
れています。
　山内　それをどう客観化するかの質
問票、こういったものを非常に練りな
がら開発していかれたと思うのですが、
今のお話ですと、その３つがトライア

ングルみたいなかたちで成り立ってい
るのが現在の認識となりますね。
　粟田　そうですね。
　山内　DASC-21、DASC-８は先生が
開発されたようなものですが、21、８
というのは質問の数ですね。
　粟田　そのとおりです。
　山内　21と８の使い分けや、目的の
違い、そういったことについて教えて
いただけますか。
　粟田　そもそもDASC-21の21項目が
最初ですが、これは地域の中で認知症
に気がついて、総合的にアセスメント
をして、本人、家族、専門職が情報を
共有し、必要な社会支援を多職種で調
整できるようにするためにつくったも
のです。認知症は何らかの脳の病的変
化があって、認知機能障害があって、
生活障害があるので、認知機能障害と
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答えられないようになっていて、グレ
ーゾーンがあるのが普通です。DASC-
21は４件法になっており、「全くない」
「時々ある」「頻繁にある」「いつもそ
うだ」という４つの選択肢で回答でき
るようになっていますので、「時々」
ぐらいは誰でもあるだろうけれども、
「頻繁にある」「いつもある」というこ
とになると、これはちょっと問題かな
と評価できるようになっているのです。
すべての項目について４件法で回答で
きるようになっています。
　山内　それによってなるべくノイズ
を減らすということですね。また、質
問の言葉はなるべく素人にわかりやす
いことが大事かと思うのですが。
　粟田　そういうことです。
　山内　質問に移りますが、それぞれ
用いるときの留意点や注意点は、どう
いったところでしょうか。
　粟田　先ほど言いましたように、認
知症のアセスメントを勉強した方が、
その人の生活の様子をよく見ながら、
あるいは聞きながら使うということで、
例えば本人に質問票を渡して○・×を
つけるという使い方ではないというこ
とです。家族に渡して使うと、本人に
渡すよりは正確度は上がるのですが、
それでも、娘さん、奥さん、あるいは
ごきょうだいによっても、見方がけっ
こう違います。一般的に娘さんは厳し
くつけるけれども、奥さんは甘くつけ
るとか、いろいろありますので、やは

りこれは専門職の目で見て客観的につ
けるようにしていただければと思いま
す。
　もう一つ、31点以上の場合には認知
症の可能性があると判定するのですが、
これは認知症の診断ではありません。
あくまで可能性があるということで、
その場合にはきちんと医療機関を受診
し、医学的診断をしていただく。そう
いう手続きをぜひ踏んでいただきたい
と思います。
　山内　認知症の患者さんと少し紛ら
わしいのにうつ病の方がいらっしゃい
ますね。あるいは本人の性格上の問題
の方、このあたりはいかがですか。
　粟田　確かに先生がおっしゃるとお
り、うつ病の患者さんの場合も、例え
ばご家族から見ると「できない」とい
う項目にたくさん○がついてしまう可
能性があるのです。そうすると、この
評価尺度だけでは認知症か、うつ病か
は評価できないことになります。とい
うことで、仮に31点以上になったとし
ても、認知症かどうかを診断するとき
には医療機関を受診し、その辺を鑑別
した上で診断していただければと思っ
ています。
　山内　そうしますと、実際の診断と
いいますか、確定診断は難しいと思う
のですが。
　粟田　そのとおりです。
　山内　診断自体は実際の精神科系の
医師に任せるとして、次にこれを用い

生活障害をある程度網羅的に簡単に評
価できるようにしようとつくったのが
この21項目、DASC-21です。
　それに対して８項目というのは、簡
便な評価法ですが、2016年に日本糖尿
病学会と日本老年医学会の合同委員会
が高齢の糖尿病患者さんの血糖目標値
を設定するために、３つのカテゴリー
で目標値を決めました。このカテゴリ
ーは認知機能と生活機能（ADL）で判
定することになっているので、これを
診察室で簡便に評価するための尺度が
欲しいと、８項目のDASC-８をつくり
ました。
　山内　かなり絞り込んだ、エッセン
スという感じですね。
　粟田　そういうことですね。
　山内　いろいろな質問項目がありま
すが、これに関して、従来に比べて特
に優れた点としては、どういったもの
が挙げられますか。
　粟田　21項目は、認知機能に関連す
る９項目、それからADLは手段的ADL
に関する６項目、基本的ADLに関する
６項目があるのですが、最初の認知機
能の９項目は記憶、見当識、問題解決
能力、判断力で９項目になっていて、
様々な認知症で、最も頻度の高い認知
機能障害を評価できるようになってい
ます。ADLに関しては、これも認知症
の方によく見られる生活障害で、かつ
手段的ADLと基本的ADLと両方評価
しているので、認知症の重症度評価が

できるようになっています。
　山内　基本的には専門家がついて質
問するのですね。
　粟田　そうですね。これを使ってい
ただくときには、認知症総合アセスメ
ントについて勉強した方が、本人をよ
く知る家族などに質問しながら、客観
的に評価していただくのが原則になっ
ています。これを他者評価式と言いま
す。ただ、今日では、ひとり暮らしの
方がたくさんいらっしゃるので、ご家
族がいらっしゃらない場合には本人と
お話をしながら、かつ本人の生活の様
子を見ながら評価しています。
　山内　もちろん練られてつくられて
いると思うのですが、質問を受ける方
は素人の方で、しかも緊張するでしょ
うから、正常に近いような方でもうま
く答えられないことがあると思うので
す。例えば、よくある「きょうは何月
何日ですか」と急に言われると、私も
すぐに答えられないことが随分あると
思うのですが、このあたりはどう評価
されているのでしょうか。
　粟田　例えばDASCの中に「きょう
は何月何日かわからないときがありま
すか」という質問があります。これに
例えばご家族が「はい」「いいえ」で答
えてしまうと、先生がおっしゃられた
ように、誰でも時々はわからないとき
があるから、みんな「はい」になって
しまう。ところが、脳の機能障害とい
うのはだいたい「はい」「いいえ」では
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答えられないようになっていて、グレ
ーゾーンがあるのが普通です。DASC-
21は４件法になっており、「全くない」
「時々ある」「頻繁にある」「いつもそ
うだ」という４つの選択肢で回答でき
るようになっていますので、「時々」
ぐらいは誰でもあるだろうけれども、
「頻繁にある」「いつもある」というこ
とになると、これはちょっと問題かな
と評価できるようになっているのです。
すべての項目について４件法で回答で
きるようになっています。
　山内　それによってなるべくノイズ
を減らすということですね。また、質
問の言葉はなるべく素人にわかりやす
いことが大事かと思うのですが。
　粟田　そういうことです。
　山内　質問に移りますが、それぞれ
用いるときの留意点や注意点は、どう
いったところでしょうか。
　粟田　先ほど言いましたように、認
知症のアセスメントを勉強した方が、
その人の生活の様子をよく見ながら、
あるいは聞きながら使うということで、
例えば本人に質問票を渡して○・×を
つけるという使い方ではないというこ
とです。家族に渡して使うと、本人に
渡すよりは正確度は上がるのですが、
それでも、娘さん、奥さん、あるいは
ごきょうだいによっても、見方がけっ
こう違います。一般的に娘さんは厳し
くつけるけれども、奥さんは甘くつけ
るとか、いろいろありますので、やは

りこれは専門職の目で見て客観的につ
けるようにしていただければと思いま
す。
　もう一つ、31点以上の場合には認知
症の可能性があると判定するのですが、
これは認知症の診断ではありません。
あくまで可能性があるということで、
その場合にはきちんと医療機関を受診
し、医学的診断をしていただく。そう
いう手続きをぜひ踏んでいただきたい
と思います。
　山内　認知症の患者さんと少し紛ら
わしいのにうつ病の方がいらっしゃい
ますね。あるいは本人の性格上の問題
の方、このあたりはいかがですか。
　粟田　確かに先生がおっしゃるとお
り、うつ病の患者さんの場合も、例え
ばご家族から見ると「できない」とい
う項目にたくさん○がついてしまう可
能性があるのです。そうすると、この
評価尺度だけでは認知症か、うつ病か
は評価できないことになります。とい
うことで、仮に31点以上になったとし
ても、認知症かどうかを診断するとき
には医療機関を受診し、その辺を鑑別
した上で診断していただければと思っ
ています。
　山内　そうしますと、実際の診断と
いいますか、確定診断は難しいと思う
のですが。
　粟田　そのとおりです。
　山内　診断自体は実際の精神科系の
医師に任せるとして、次にこれを用い

生活障害をある程度網羅的に簡単に評
価できるようにしようとつくったのが
この21項目、DASC-21です。
　それに対して８項目というのは、簡
便な評価法ですが、2016年に日本糖尿
病学会と日本老年医学会の合同委員会
が高齢の糖尿病患者さんの血糖目標値
を設定するために、３つのカテゴリー
で目標値を決めました。このカテゴリ
ーは認知機能と生活機能（ADL）で判
定することになっているので、これを
診察室で簡便に評価するための尺度が
欲しいと、８項目のDASC-８をつくり
ました。
　山内　かなり絞り込んだ、エッセン
スという感じですね。
　粟田　そういうことですね。
　山内　いろいろな質問項目がありま
すが、これに関して、従来に比べて特
に優れた点としては、どういったもの
が挙げられますか。
　粟田　21項目は、認知機能に関連す
る９項目、それからADLは手段的ADL
に関する６項目、基本的ADLに関する
６項目があるのですが、最初の認知機
能の９項目は記憶、見当識、問題解決
能力、判断力で９項目になっていて、
様々な認知症で、最も頻度の高い認知
機能障害を評価できるようになってい
ます。ADLに関しては、これも認知症
の方によく見られる生活障害で、かつ
手段的ADLと基本的ADLと両方評価
しているので、認知症の重症度評価が

できるようになっています。
　山内　基本的には専門家がついて質
問するのですね。
　粟田　そうですね。これを使ってい
ただくときには、認知症総合アセスメ
ントについて勉強した方が、本人をよ
く知る家族などに質問しながら、客観
的に評価していただくのが原則になっ
ています。これを他者評価式と言いま
す。ただ、今日では、ひとり暮らしの
方がたくさんいらっしゃるので、ご家
族がいらっしゃらない場合には本人と
お話をしながら、かつ本人の生活の様
子を見ながら評価しています。
　山内　もちろん練られてつくられて
いると思うのですが、質問を受ける方
は素人の方で、しかも緊張するでしょ
うから、正常に近いような方でもうま
く答えられないことがあると思うので
す。例えば、よくある「きょうは何月
何日ですか」と急に言われると、私も
すぐに答えられないことが随分あると
思うのですが、このあたりはどう評価
されているのでしょうか。
　粟田　例えばDASCの中に「きょう
は何月何日かわからないときがありま
すか」という質問があります。これに
例えばご家族が「はい」「いいえ」で答
えてしまうと、先生がおっしゃられた
ように、誰でも時々はわからないとき
があるから、みんな「はい」になって
しまう。ところが、脳の機能障害とい
うのはだいたい「はい」「いいえ」では
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た応用についてうかがいます。例えば
先ほど少し話が出てきました糖尿病で
すね。薬の管理や何かに応用できるこ
とも出てきているので、そのあたりを
紹介していただけますか。
　粟田　何といっても一番は地域の中
で認知症かと思われた方の認知機能と
生活機能を、総合的に評価するかたち
で使用するということです。例えばこ
の方は服薬管理と金銭管理と交通機関
の利用はうまくいかないけれども、着
替えや入浴、排泄、そういうものはき
ちんと自立している、そういうことを
評価し、その上でみんなで、では今ど
ういう支援が必要だろうかを考え、そ
の支援を調整していくように応用して
使っていただくのが一番の目的です。
　山内　確かに、薬がきちんとのめる
かどうかは非常に大きな問題になりま

すし、自立度、あるいはそれに応じて
リハビリなどが必要かどうかといった
評価には、こういったものを使うと非
常に便利ですね。
　粟田　そうですね。特にひとり暮ら
しの方などの場合には、金銭管理や交
通機関の利用がうまくいかないといっ
た場合、ではどうやってその人のひと
り暮らしを支えていくかをまず最初に
考えないといけないので、このシート
がとても力を発揮するということです。
　山内　将来的に、今話題になってい
る免許証の交付などにもうまく応用で
きればという感じがしますが、いかが
ですか。
　粟田　最初の簡単なチェックリスト
としては使えるかもしれないですね。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

浜松医科大学精神医学講座教授
山　末　英　典

（聞き手　池田志斈）

　自閉スペクトラム症（ASD）に対するオキシトシン経鼻スプレーの治療効果
について、日本医療研究開発機構から報告がネット上にも掲載されています。
これによると、
◦ 対人コミュニケーション障碍の軽減があるもののプラセボとの差が認められ

ない
◦オキシトシン血中濃度上昇と同障碍軽減との相関傾向はある
◦常同行動と限定的興味の軽減に効果がありプラセボと有意の差を認めた
◦相手の目元を見る時間の比率が増加した
との記載があります。
　限定的ではあるもののオキシトシン経鼻スプレーのASDに対する効果が期待
される内容と思われます。
１．  実際にネットで海外からの自己輸入も可能な状況であります。その輸入品

には、数週間続けて点鼻量を減らし、やめていっても自己分泌オキシトシ
ンが維持されるという記載があったりしますが、これは事実でしょうか。

２．  上記臨床試験は男子のみを対象に行われていますが、乳腺や子宮に対する
影響を避けつつ女子に投与することが可能になりそうでしょうか。

 ＜東京都開業医＞

自閉スペクトラム症へのオキシトシン経鼻スプレー

　池田　自閉スペクトラム症（ASD）
に対するオキシトシン経鼻スプレー治
療について質問が来ています。質問の
医師によりますと、幾つかのポイント
がプレスリリースのかたちで皆さんに
公開されているということです。例え

ば対人コミュニケーション障害の軽減
がオキシトシン経鼻スプレーで得られ
たけれども、プラセボとの差がなかっ
たとか、オキシトシン血中濃度上昇と
同じ障害軽減の相関傾向はあったとか、
常同行動と限定的興味の軽減に効果が
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