
をすることが求められます。この立場
の違いで相反する事態が生じることが
現実には存在します。この場合の葛藤
はストレスフルなものなので、そうし
た事態に陥らない配慮も必要だという
ことです。
　池脇　そういう意味では、実際にや
っている産業医はそこまで、何か問題
が起こる可能性を自覚しないままやっ
ているということなのでしょうか。
　河野　個人情報保護法のそうした制
限の問題はおそらく皆さんあまり認識
されていない。善意でやっているのだ
からいいのではないかと考えておられ
るように思います。しかし、法律はそ
ういうものではありません。
　池脇　今お話ししていただいたのは、
基本的に高血圧の慢性疾患のことだと
思うのですが、質問の方は、例えば 
「風邪を引いて調子が悪いから薬がほ
しい」とか、あるいはインフルエンザ、
これは産業医としてはどうなのでしょ

うかと。
　河野　それは明らかに診療行為です
から、診療所の医師として行うことは
全然問題ありませんが、産業医にとっ
てプライオリティの高い仕事ではない。
少し踏み込んでいえば、なぜ産業医が
そこまでの業務を背負う必要があるの
かということです。
　池脇　産業医の仕事ではないのです
ね。
　河野　インフルエンザの予防接種な
どは、そこでやるのはいいのですが、
それはあくまでも産業医としてではな
くて、診療所の医師としてだというこ
とです。
　池脇　そうすると、産業医としての
役割を考えると、今の実態はだいぶず
れているというのが現状でしょうか。
　河野　確かに気になるところがあり
ますよね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

神奈川歯科大学附属病院認知症・高齢者総合内科教授
眞　鍋　雄　太

（聞き手　山内俊一）

　レビー小体型認知症の治療、予後についてご教示ください。
　高齢者が増えており、ご家族からレビー小体型認知症と思われる話をお聞き
することが多くなりました。特効薬がないことは承知していますが、せめて進
行を遅らせる治療はないのでしょうか。
 ＜埼玉県開業医＞

レビー小体型認知症

　山内　眞鍋先生、本日のレビー小体
型認知症、あまりにも有名なわりには
なかなかとらえどころがないところも
ありますので、まず症状から教えてい
ただけますか。幻視というのが非常に
有名ですが、具体的にはどういった症
状の訴えになるのでしょうか。
　眞鍋　通常のせん妄などで認められ
るような小動物幻視とは異なりまして、
非常に具体的な内容なのです。赤いち
ゃんちゃんこを着た６歳ぐらいの女の
子が食卓に座っている、あるいはベッ
ドの周りを跳びはねて追いかけっこを
しているといったような、すごくリア
ルで再現性のある内容の幻視になりま
す。
　山内　ひょっとしたら本当にあるか

もしれないという感じなのですね。
　眞鍋　そうですね。
　山内　これは非常に特徴的なものと
考えてよいのでしょうか。例えば頻度
的なものですけれども。
　眞鍋　実は幻視そのもの、認知症性
疾患に伴う幻視はアルツハイマー病な
どでも認めます。ただ、リアルな再現
性のある生々しい内容の幻視に関して
いうと非常にレビー小体型認知症に特
徴的な症状といっていいですね。
　山内　認知機能の状態に波があるこ
ともよく報じられますが、これは実際
あるのでしょうか。
　眞鍋　これは一番我々を悩ませる、
そして治療で改善しうる症状なのです。
特徴的な症状でして、脳幹部の脚橋被
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ほどには悪くないと考えてもよいので
すね。
　眞鍋　そうです。しかも、治療が可
能な症状がたくさんあるものですから、
かなり改善させることができる疾患で
もあります。
　山内　例えばパーキンソン病の方が
アルツハイマー病をたまたま併発して
しまった場合等々、非常に紛らわしい
感じがしますが、専門的にはいかがで

しょうか。
　眞鍋　神経病理学をずっと専門にや
ってきた者からすると、神経病理で考
えるとわかりやすくて、レビー病理
（Lewy pathology）単独か、レビー病
理にアルツハイマー病理を合併してい
るか、いないかで違うのです。レビー
病理が脳幹部、中脳に強くて、アルツ
ハイマー病理を合併していなければ、
それは純粋なパーキンソン病なのです。

図２

蓋核、それから背外側被蓋核、そこか
らコリン作動性の神経が視床へ投射し
て覚醒をつかさどっています。そこの
神経核がレビー小体によって障害され
てしまい覚醒度が下がってしまうので
す。なので、すごくいいとき、覚醒し
ている状態と、ふーっと寝ているよう
な状態を繰り返すのです。
　山内　完全によくなるときもあると
考えてよいのでしょうか。
　眞鍋　実は、それこそアセチルコリ
ンエステラーゼ阻害剤を積極的に使う
ことによってアセチルコリン系が賦活
すると、本当にびっくりするぐらいよ
くなる方がいます。
　山内　その場合、パーキンソン病と
いう感じになってしまうのですか。

　眞鍋　そうですね。パーキンソン症
状のある方に関しては純粋なパーキン
ソン病に見えるのです。
　山内　自然経過はいかがでしょうか。
　眞鍋　よくアルツハイマー病に比べ
て予後不良であるといわれています。
実は神経変性疾患はどれもそうですが、
その疾患そのもので亡くなることはほ
ぼないのです。多くの場合は嚥下性肺
炎であったり、転倒に伴う寝たきり状
態から廃用が進んでということです。
実際、嚥下性肺炎に関しても30％程度
がこれが原因で生命予後不良になるこ
とがわかっています。その辺を考える
と、この疾患だから特に予後不良であ
るということにはならないと思います。
　山内　むしろイメージで想起される

図１　視空間認知機能障害

レビー小体型認知症では、MMSEは高得
点にもかかわらず、図形の模写や形態模
倣ができない。再生および再認は比較的
保持されているケースで、serial7＇sと視空
間認知機能の障害を認める場合、レビー
小体型認知症を念頭に置く。
本症例の場合、MMSE：29点、HDS-R：
30点と、認知症スクリーニングツールで
は記憶の障害を認めない。　（自験例）
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ほどには悪くないと考えてもよいので
すね。
　眞鍋　そうです。しかも、治療が可
能な症状がたくさんあるものですから、
かなり改善させることができる疾患で
もあります。
　山内　例えばパーキンソン病の方が
アルツハイマー病をたまたま併発して
しまった場合等々、非常に紛らわしい
感じがしますが、専門的にはいかがで

しょうか。
　眞鍋　神経病理学をずっと専門にや
ってきた者からすると、神経病理で考
えるとわかりやすくて、レビー病理
（Lewy pathology）単独か、レビー病
理にアルツハイマー病理を合併してい
るか、いないかで違うのです。レビー
病理が脳幹部、中脳に強くて、アルツ
ハイマー病理を合併していなければ、
それは純粋なパーキンソン病なのです。

図２

蓋核、それから背外側被蓋核、そこか
らコリン作動性の神経が視床へ投射し
て覚醒をつかさどっています。そこの
神経核がレビー小体によって障害され
てしまい覚醒度が下がってしまうので
す。なので、すごくいいとき、覚醒し
ている状態と、ふーっと寝ているよう
な状態を繰り返すのです。
　山内　完全によくなるときもあると
考えてよいのでしょうか。
　眞鍋　実は、それこそアセチルコリ
ンエステラーゼ阻害剤を積極的に使う
ことによってアセチルコリン系が賦活
すると、本当にびっくりするぐらいよ
くなる方がいます。
　山内　その場合、パーキンソン病と
いう感じになってしまうのですか。

　眞鍋　そうですね。パーキンソン症
状のある方に関しては純粋なパーキン
ソン病に見えるのです。
　山内　自然経過はいかがでしょうか。
　眞鍋　よくアルツハイマー病に比べ
て予後不良であるといわれています。
実は神経変性疾患はどれもそうですが、
その疾患そのもので亡くなることはほ
ぼないのです。多くの場合は嚥下性肺
炎であったり、転倒に伴う寝たきり状
態から廃用が進んでということです。
実際、嚥下性肺炎に関しても30％程度
がこれが原因で生命予後不良になるこ
とがわかっています。その辺を考える
と、この疾患だから特に予後不良であ
るということにはならないと思います。
　山内　むしろイメージで想起される

図１　視空間認知機能障害

レビー小体型認知症では、MMSEは高得
点にもかかわらず、図形の模写や形態模
倣ができない。再生および再認は比較的
保持されているケースで、serial7＇sと視空
間認知機能の障害を認める場合、レビー
小体型認知症を念頭に置く。
本症例の場合、MMSE：29点、HDS-R：
30点と、認知症スクリーニングツールで
は記憶の障害を認めない。　（自験例）

ドクターサロン65巻２月号（1 . 2021） （115）  3534 （114） ドクターサロン65巻２月号（1 . 2021）

2102_HONBUN.indd   34-35 2021/01/12   10:43



ます。
　山内　そのあたりは専門医にお願い
するとして、早速治療のほうに向かい
たいと思います。先ほど内科的にいろ
いろ行うと、さほど予後は悪くはない
というお話でしたが、このあたりの多
面的な取り組みからうかがいたいので
すが。
　眞鍋　レビー小体病そのものは、そ
れこそ覚醒度が下がってしまうことが
大きな問題点です。覚醒度が下がると、
例えばoral、口腔内機能が不衛生にな
ってきます。ですから、そういったと
ころにオーラルケアで介入することが
まず嚥下性肺炎を防ぐ第一歩になりま
す。生命予後の改善のためです。それ

から、例えばパーキンソン症状が強く
て前屈位になってしまいますと、肺の
一回換気量が低下してしまいますし、
循環動態も変化してしまいますので、
なるべく姿勢を正すようなリハビリテ
ーションを指示することでまた改善し
ます。
　あとは便秘です。実はレビー小体は
腸管のアウエルバッハ神経叢に非常に
できやすいのですが、それによって重
度の便秘をきたすのです。この便秘が
重度になればなるほど脳の血液灌流量
が消化管のほうにシフトしてしまいま
すので、それによって覚醒度が下がる
こともあるのです。ですから、便秘を
改善させてあげると、その部分で覚醒

図４　レビー病理と双方向性に作用する病態生理

アウエルバッハ神経叢にレビー小体が形成されることで
便秘が生じ、レビー病理が迷走神経背側核を
障害するとさらなる増悪を認める。

それに対して、レビー病理プラスアル
ツハイマー病理を相当程度合併してい
ると認知機能障害は非常に強くなりま
す。そうすると、レビー小体型認知症
という病像になる。そういう神経病理
的な背景を持っているのです。
　山内　非常にシンプルな感じになる
のですね。
　眞鍋　レビー小体という大きなくく
りの中で、ある特定の症状を持ったも
のをパーキンソン病といっているだけ
と考えていただくとわかりやすいかと
思います。
　山内　診断にも結びつきますが、レ
ビー小体自体がつかまえられれば簡単
という気がしますが、いかがでしょう。

　眞鍋　現在、皮膚生検、皮膚のバイ
オプシーでレビー小体を見つけようと
いう取り組みがなされていて、確かに
それで見つかる場合もあるのですが、
まだこの診断の信頼度が低いものです
から、この辺は改良されているところ
です。あとは核医学検査が勝負になっ
てきます。
　山内　現在のところ、診断はどうい
うかたちでなされるのでしょうか。
　眞鍋　MIBG心筋シンチグラフィ、
それから線条体のドパミントランスポ
ーターのリアップテイクを見るDAT- 
SPECTという核医学検査、あともう一
つが終夜ポリソムノグラフィ、この３
つが診断には欠かせないツールになり

図３　終夜ポリソムノグラフィ

レビー小体型認知症では、レム睡眠行動障害を伴うことが多く、
中核的診断項目である。上記PSGでは、レム睡眠期に随意筋の収縮
（REM without atonia）を認める（矢印）。　（自験例）
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ます。
　山内　そのあたりは専門医にお願い
するとして、早速治療のほうに向かい
たいと思います。先ほど内科的にいろ
いろ行うと、さほど予後は悪くはない
というお話でしたが、このあたりの多
面的な取り組みからうかがいたいので
すが。
　眞鍋　レビー小体病そのものは、そ
れこそ覚醒度が下がってしまうことが
大きな問題点です。覚醒度が下がると、
例えばoral、口腔内機能が不衛生にな
ってきます。ですから、そういったと
ころにオーラルケアで介入することが
まず嚥下性肺炎を防ぐ第一歩になりま
す。生命予後の改善のためです。それ

から、例えばパーキンソン症状が強く
て前屈位になってしまいますと、肺の
一回換気量が低下してしまいますし、
循環動態も変化してしまいますので、
なるべく姿勢を正すようなリハビリテ
ーションを指示することでまた改善し
ます。
　あとは便秘です。実はレビー小体は
腸管のアウエルバッハ神経叢に非常に
できやすいのですが、それによって重
度の便秘をきたすのです。この便秘が
重度になればなるほど脳の血液灌流量
が消化管のほうにシフトしてしまいま
すので、それによって覚醒度が下がる
こともあるのです。ですから、便秘を
改善させてあげると、その部分で覚醒

図４　レビー病理と双方向性に作用する病態生理

アウエルバッハ神経叢にレビー小体が形成されることで
便秘が生じ、レビー病理が迷走神経背側核を
障害するとさらなる増悪を認める。

それに対して、レビー病理プラスアル
ツハイマー病理を相当程度合併してい
ると認知機能障害は非常に強くなりま
す。そうすると、レビー小体型認知症
という病像になる。そういう神経病理
的な背景を持っているのです。
　山内　非常にシンプルな感じになる
のですね。
　眞鍋　レビー小体という大きなくく
りの中で、ある特定の症状を持ったも
のをパーキンソン病といっているだけ
と考えていただくとわかりやすいかと
思います。
　山内　診断にも結びつきますが、レ
ビー小体自体がつかまえられれば簡単
という気がしますが、いかがでしょう。

　眞鍋　現在、皮膚生検、皮膚のバイ
オプシーでレビー小体を見つけようと
いう取り組みがなされていて、確かに
それで見つかる場合もあるのですが、
まだこの診断の信頼度が低いものです
から、この辺は改良されているところ
です。あとは核医学検査が勝負になっ
てきます。
　山内　現在のところ、診断はどうい
うかたちでなされるのでしょうか。
　眞鍋　MIBG心筋シンチグラフィ、
それから線条体のドパミントランスポ
ーターのリアップテイクを見るDAT- 
SPECTという核医学検査、あともう一
つが終夜ポリソムノグラフィ、この３
つが診断には欠かせないツールになり

図３　終夜ポリソムノグラフィ

レビー小体型認知症では、レム睡眠行動障害を伴うことが多く、
中核的診断項目である。上記PSGでは、レム睡眠期に随意筋の収縮
（REM without atonia）を認める（矢印）。　（自験例）
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改善に対してのアセチルコリンエステ
ラーゼ阻害剤、実際、これはドネペジ
ルしか認められていません。これに関
しては３㎎からスタート、そして２週
間後に５㎎に増量というのが一般的な
使い方だと思いますが、薬剤に対する
過敏性が多い疾患でもありますので、
例えばその方の身長、体重、それから
パーキンソニズムの重篤度に応じて、
１㎎から投与しても、現在、レセプト
に症状を詳記していただければ問題な
いことになります。それからLドパ製
剤に関しては、パーキンソン病と同等
に考えて、300㎎をまず使い切って反
応性を確かめることが必要かと思って
います。
　山内　初期治療に関してはそこそこ
に介入できるかなというところですね。
最後に、これはご本人も家族もいろい
ろとたいへんだと思うケアになります
が、特に社会とのつながりについては
いかがでしょうか。
　眞鍋　レビー小体型認知症の患者さ
んは基本的にほかの認知症性疾患の患
者さんに比べて認知機能が非常によく

保たれている方が多いのです。それは
アルツハイマー病理がどの程度合併す
るかに規定されますが、もし社会機能
が十分に残っている方であれば、社会、
コミュニティとの接点、接触を断ち切
らないことが絶対的に必要です。どん
どん外に出ていくことが認知リハビリ
テーションのベースになります。
　それから、ご家族などの状態を見て
いると、非常に疲弊してくるケースが
多いのです。私たちはレビー小体型認
知症サポートネットワークという患
者・家族会組織を運営しているのです
が、ここでよくいうのが、まず症状を
正確に知っておいてくださいというこ
とです。ごはんを食べている最中に寝
てしまう症状が出るのですが、これは
自律神経障害によって起こります。そ
のときに無理にその場で全部食べても
らう必要はなく、妊婦さんのように小
分けに取っていただいて、１日のトー
タルカロリーをトントンにならせばい
い。そういった病態を知っておくこと
をご家族には強く申し上げたいですね。
　山内　ありがとうございました。

度が上がることにもなります。我々内
科医は多面的にその辺をアプローチし
ていくことで患者さんの予後の改善に
寄与できると思います。
　山内　これらの疾患には、イメージ
的には睡眠障害が絡むという気もしま
すが、いかがですか。
　眞鍋　おっしゃるとおり、レム睡眠
行動異常症、この病気に非常に特徴的
な睡眠の症状です。レム睡眠期に大声
をあげたり、手足をばたばた動かすよ
うな症状ですが、これはだいたい８～
９割の方に出てくるといわれています。
　山内　こういったものは予後にも絡
むのでしょうね。
　眞鍋　レム睡眠行動異常症そのもの
は予後の規定因子といわれていまして、
これが存在している患者さんですと非
常に認知機能障害が強く出る傾向にあ
るのです。認知機能障害が進行してし
まいますと全体的な体の健康状態も低
下していくことになります。
　山内　多面的に見ながらということ
ですが、睡眠に関しての薬の介入には
どういったものがあるのでしょうか。
　眞鍋　私たちが以前報告しているの
ですが、抑肝散加陳皮半夏という漢方
がレム睡眠を少し減らす作用があって、
それによってレム睡眠行動異常症が少
し治まるケースがあります。ただ、ゴ
ールドスタンダードはクロナゼパムに
なります。作用機序としては一緒です
が、これによってレム睡眠を抑えるこ

とで睡眠随伴症状を抑えようというこ
とです。
　山内　薬ですが、基本的なところで
いいますと、どういった薬剤が使われ
るのでしょうか。
　眞鍋　先ほど少しお話ししましたア
セチルコリンエステラーゼ阻害剤、こ
れが認知機能および覚醒度の改善、意
識明晰度の動揺に対して非常に有用性
が高いのです。ただ、一つ問題なのは、
アセチルコリンエステラーゼ阻害剤は
症状を見定めて使わないと、かえって
興奮してしまったりすることがあるの
で、症状を選んできちんと使うことが
必要になります。それから運動の症状、
パーキンソニズムに対してはLドパ製
剤です。ドパミンアゴニストと答える
医師がたまにいるのですが、ドパミン
アゴニストは非常に幻視を誘発しやす
いので、安全性と有用性の面からLド
パ製剤を用いていただくことになりま
す。
　山内　そのあたりの使い方はかなり
専門的と考えてよいのでしょうね。
　眞鍋　いえ、ここはプライマリーで
対応していただいて全く構わないとこ
ろです。
　山内　そうですか。具体的には少量
から使うということで、どのぐらいの
間隔でドーズアップするとか、あるい
はドーズダウンするというのはいかが
なのでしょうか。
　眞鍋　まず認知機能および覚醒度の
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