
大阪大学大学院人間科学研究科助教
大　庭　　輝

（聞き手　池田志斈）

　CANDy（日常会話式認知機能評価）についてご教示ください。具体的な手法
や事例も含めてお願いいたします。
 ＜大阪府開業医＞

CANDy（日常会話式認知機能評価）

　池田　CANDy、キャンディという
のでしょうか、日常会話式認知機能評
価について質問が来ています。私、こ
のCANDyというのは聞いたことがな
いのですが、いつごろからあるものな
のでしょうか。
　大庭　研究自体は2014年の秋ごろか
ら始めていたのですが、成果としてま
とまったのが2017年ごろで、それから
今いろいろと普及をしているところで
す。
　池田　新しいのですね。質問には具
体的な手法とあるのですが、日常会話
式というのですから、日常会話をする
のでしょうか。
　大庭　認知症の評価では、MMSEと
いうのがよく使われます。そういった
課題は、「きょうは何年の何月何日で
すか」とか、「100から７を引いてくだ

さい」とか、物を見せて「これは何で
すか」とか、そういう尋ね方をするの
で、能力を評価するテストになります。
このCANDyはそれとは違って、本当
に自由な会話の中で、どういう特徴が
見られるかを評価していく方法という
ところで、違いがあるかと思います。
　池田　確かにMMSEをやろうかとい
って患者さんに持ちかけると、「私は
あれは嫌いだ」という人がけっこうい
らっしゃいますよね。
　大庭　そうですね。なので、やると
きは必ず丁寧に、どういうことをする
のかを説明するようにはしているので
すけれども、それでも、やっている途
中で嫌がったり、もうやりたくないと
いう方も時折いらっしゃいます。
　池田　「私は認知症じゃないんだか
ら、こんなもの嫌だ」とかいう方がけ

っこういらっしゃいますよね。でも、
このCANDyであれば自然なかたちの
日常会話で済むということですね。
　大庭　そうですね。
　池田　具体的な手法といいますと、
例えば会話の内容であったり、声のか
け方であったりに、何か基準のような
ものはあるのでしょうか。
　大庭　特に会話の内容、こういう会
話をしなければいけないとか、そうい
った決まりは作っていないのですが、
慣れないと、どういう会話をしたらい
いのかわからないという方もいます。
インターネット上でこのCANDyはダ
ウンロードできるようにしているので
すが、そこにあるマニュアルの中に、
どういう会話をしたらいいかなど、会
話の例ですとか、どういうところに着
目して評価したらいいかという評価の
ポイントなどを記載しています。慣れ
ないうちはそういったマニュアルを参
考にしながらやっていただければと思
います。あくまでマニュアルは一例に
すぎないので、そのとおりにやる必要
はなくて、慣れてきたら自由な会話で
評価していただければ大丈夫かと思い
ます。
　池田　初めての方は、例えば私など
もやったことがありませんので、マニ
ュアルがあってもなかなか難しいなと
いう気がするのですけれども、何かト
レーニングみたいなものは受けられる
のですか。

　大庭　今のところトレーニングなど
については開発していないため、各現
場の方々で使っていただいているのが
現状です。
　池田　ホームページにたどり着く検
索キーワードには、どのようなものが
あるのでしょうか。
　大庭　日常会話式認知機能評価と入
力していただくか、もしくはCANDy・
認知症といったかたちで検索していた
だくと、マニュアルがダウンロードで
きるホームページに行くことができま
す。
　池田　そういったキーワードで検索
していただいて、まずマニュアルを見
る。何か評価シートがあるとうかがっ
たのですが、これもこのホームページ
にあるのでしょうか。
　大庭　評価シートとマニュアルとが
セットで一つのPDFファイルをダウン
ロードできるようになっています。評
価シートもそちらのホームページから
ダウンロードしていただけます。
　池田　日常の会話をしながら、評価
シートにあるような兆候といいますか、
そういった会話が出てくるとスコアリ
ングにつながっていくということです
が、具体的にはどのような項目を評価
していくのでしょうか。
　大庭　例えば、同じことを繰り返し
尋ねてくるという項目があるのですが、
会話の中で「ごはん食べた？」と何回
も聞いてくるとか、施設に暮らしてい
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る方などだと「お迎え、まだ？」とか
何回も聞いてくる方とかいらっしゃる
のですけれども、そういった話が出て
きたときとか、話をしているうちにど
んどん話がそれていってしまうとか、
そういった特徴が見られたら評価して
くださいというようになっています。
　池田　認知症状の一つの例としての
繰り返しですね。
　大庭　そうですね。
　池田　これは記憶の障害ということ
なのでしょうか。
　大庭　おそらくは記憶の障害が大き
な要因かと思いますので、CANDyの
評価シートに、例えば項目で「同じこ
とを何度も尋ねてくる」という項目は
記憶について評価しているというかた
ちで、質問項目がどういった認知機能
を評価しているのかについても記載し
ています。そちらも参考にしていただ
けると、より評価がしやすくなると思
います。
　池田　先ほどの、話がどんどん移っ
ていくというのは、これは論理的思考
の障害というか、低下なのでしょうか。
　大庭　先生のおっしゃるとおり、論
理的な思考の障害が影響しているので
はないかと、評価シートには記載して
います。
　池田　評価シートの項目は、幾つあ
るのでしょうか。
　大庭　全部で15項目あります。その
15項目の会話の特徴が全く見られない

場合は０点、よく見られる場合であれ
ば２点で、０、１、２という３段階で
評価していただくかたちになっていま
す。
　池田　０、１、２ですね。２が15項
目あると30点。
　大庭　そうですね。ですので、点数
としては０点から30点になっています。
　池田　０がいわゆる正常で、30はか
なり認知症が強く疑われるということ
なのですね。
　大庭　おっしゃるとおりです。
　池田　普通、０点のほうが悪いよう
な感じがしますが。
　大庭　評価するときにちょっと気を
つけていただかないと、逆に間違えて
しまう可能性があります。
　池田　この評価はドクターが行うの
でしょうか。
　大庭　精度の検証をしたときには、
精神科の医師や、神経内科の医師、心
理職が評価した場合や、民間企業の電
話相談員が評価した場合などで、健常
の方と認知症の方を比較したのですが、
それ以外に介護士の方が評価した場合
でも、それなりに認知症の評価には有
効なこともその後わかりました。必ず
しもドクターだけが評価するものでは
ないと思っています。
　池田　逆にいうと、医療行為でもな
いのですね。
　大庭　あくまで認知症の疑いがあり
そうだから、ちょっと病院に連れてい

ってみようかとか、点数自体は認知症
の診断をするものではありませんので、
必ずしも医療行為としてとは考えてい
ないです。
　池田　そういう意味では、医療サイ
ドの方でなく、例えば家族とか、親戚
とか、そういう方でもできるのでしょ
うか。
　大庭　ご家族の方などにも利用して
いただいていくことは想定しているの
ですが、ご家族の評価ですと、そのと
きのご本人との関係性が評価に影響し
てしまって、バイアスがかかってしま
うところがあります。もしかしたらご
家族の方が受診したときにこのCANDy
を評価して持ってくる可能性もあるの
ではないかと思うのです。そういった
ときにはその点数はあくまで参考の一
つとして受け取っていただいて、きち
んと医師ご自身に評価していただくほ
うがより正確だと思っています。
　池田　確かに家族の方だと点数が高
く出る可能性が多いですね。
　大庭　やはりちょっと悪くつけてし
まいがちといった傾向はあるように感
じています。
　池田　この評価法を使って、先生の
ところに患者さんを紹介することにな
りますが、ざっくりいって、何点以上
になると紹介する必要があると考えら
れるのでしょうか。
　大庭　一応は６点以上を示した場合、
認知症の疑いがあるという判定基準を

推奨しています。しかし、健常の人で
も６点以上を示す方ももちろんいるの
で、必ずしもその基準だけですべて評
価できるわけではないですが、一応は
６点以上を推奨とさせていただいてい
ます。
　池田　もう一つ疑問に思ったのは、
ある時点で６点以上になった。だけど、
同じパターンではないので、もう一回
繰り返してできますよね。
　大庭　そうですね。
　池田　そのときまた点数が６点より
も下がった場合、様子を見るという感
じでよいのでしょうか。
　大庭　認知症は徐々に進行していく
病気ですから、様子を見ていただいて、
経過を追って、何カ月かに一度とか評
価していただく。６点以上を示してき
たら、例えばかかりつけ医でしたら専
門医の紹介を勧めるとか、そういった
かたちで用いていただけるといいので
はないかと思っています。
　池田　そういう意味では、１回だけ
で評価しないで、何回か気楽に繰り返
してやってみて、コンスタントに６点
以上いくようになったら、紹介したほ
うがいいということですね。
　大庭　そうですね。
　池田　私も専門ではないのですが、
認知症の境界部というのがありますよ
ね。そういう方もこれである程度スク
リーニングできるのでしょうか。
　大庭　そこはまだ検証ができていな
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くて、今後の課題として研究を進めて
いるところです。
　池田　もし境界部がある程度わかっ
ていて、明らかに６点以上になってい
ったら、これは紹介しないといけない、
そんなパターンが見えてくれるとすご
く有用性が高いように、今うかがって
思ったのですが。

　大庭　そうですね。まだ研究を始め
て新しい評価法ですので、これから境
界部のMCIといわれる人たちのスクリ
ーニング精度とか、非専門職の方など
が評価した場合の評価精度とか、そう
いったところの研究を進めていかない
といけないと思っているところです。
　池田　ありがとうございました。

航仁会西新橋クリニック理事長
大　越　裕　文

（聞き手　池脇克則）

　海外に行く際、持ち込み制限薬はどのように調べたらいいかご教示ください。
 ＜静岡県勤務医＞

海外持ち込み制限薬

　池脇　海外に行く際、持ち込み制限
薬はどのように調べたらいいか教えて
くださいということです。当初は実は
禁止薬という質問だったのです。それ
ほど禁止という薬はないと聞きました
が、どうなのでしょう。
　大越　日本から海外に持ち出すとき
に禁止されている薬剤はあります。し
かし、一般の診療で使用されている薬
剤となると、パーキンソン治療薬と注
意欠陥多動性障害の一部の薬くらいで
す。むしろ制限される薬があるという
認識をもったほうがいいと思います。
　池脇　ちなみに、今先生がおっしゃ
った２つの薬、禁止されている理由は
何なのでしょうか。
　大越　これらの薬剤は覚せい剤の原
料のカテゴリーに入っているためです。
禁止されている薬剤については地方厚
生局のホームページで確認することが

できます（表１）。
　池脇　そうすると、制限薬というこ
とで、例えば私どももそうですが、ち
ょっと海外で風邪を引いたときに使え
る薬を市販薬で持っていこうとか、多
分そういうレベルには制限はないと思
うのです。どのあたりから制限がある
のでしょうか。

表１　日本から持ち出すこと、持ち込む
　　　ことが禁止されている薬剤

◦ヘロイン（ジアセチルモルヒネ）
◦あへん末
◦覚せい剤
◦メサドン（痛み止めの場合を除く）
◦大麻由来の医薬品
◦覚せい剤原料：医療用の医薬品
　（エフピー錠、ビバンセカプセル等）

地方厚生局ホームページより引用
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