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レビー小体型認知症の知識 

平成26年12月9日（火） 
アスティス 認知症研修会 

臨床像と治療の進歩 



1817 パーキンソンがパーキンソン病を発見 
1906 アルツハイマーがアルツハイマー病を発見 
1912 レビーがパーキンソン病の脳内でレビー小体を発見 
1919 トレティアコフが「レビー小体」と命名 

1976 
小阪憲司が、大脳皮質にレビー小体がみられ、認知障害・パーキンソン症状を示
す症例[65歳・女性]について、世界で初めて報告 

1978 小阪憲司が、3症例に基づき、大脳皮質型のレビー小体について詳細報告 

1979 小阪憲司が欧州での初症例を報告 

1980 小阪憲司が「レビー小体病」を提唱 
1984 小阪憲司が「びまん性レビー小体病」を提唱 

1990 小阪憲司がびまん性レビー小体病」を「通常型」と「純粋型」に分類 

1995 レビー小体による認知症に関する初の国際ワークショップ開催[英国] 

1996 
レビー小体型認知症の国際的研究グループ[CDLB]による診断基準の発表。 
「レビー小体型認知症」の命名が決定 

2005 

診断基準改訂版の発表 
「パーキンソン病」「認知症を伴うパーキンソン病」「レビー小体型認知症」をまとめ
て「レビー小体病」とよぶことが記載される 

2007 
米国のレビー小体型認知症・パーキンソン病ワーキンググループが、「レビー小体病」について同様の提
案を行う 

2007 「レビー小体型認知症研究会」発足[日本] 

2008 「レビー小体型認知症家族を支える会」発足[日本] 

 

レビー小体型認知症をめぐる歴史的出来事 



 

超高齢社会 

●高齢化社会 
 65歳以上の人口が総人口に占める割合が７～１４％ 
●高齢社会 
 同割合が１４～２１％ 
●超高齢社会 
 同割合が２１％以上  
 
●日本では1970年調査で高齢化社会、 
 1995年調査で高齢社会 
 2007年に超高齢社会になったとされている。 



 

認知症の有病率 

●厚生労働省研究班（代表研究者・朝田隆筑波大教授）
は、このたび新たに０９年～１２年度、専門医などがいて
診断環境が整っている茨城県つくば市、愛知県大府市、
島根県海士町、佐賀県伊万里市、大分県杵築市など８
市町で選んだ高齢者５３８６人分の調査データを使い、
国立社会保障・人口問題研究所による高齢者人口（１２
年）に有病率を当てはめて推計しました。   

●その結果「６５歳以上の高齢者のうち認知症の
人は推計１５％で、２０１２年時点で４６２万人にのぼ
ることがわかりました。軽度認知障害（MCI）と呼ばれる
『予備軍』が約４００万人いることも初めてわかりました。     
 
 



1）公益法人・エイジング総合研究センター 2009年               
2）厚生労働省.,平成22年国民生活基礎調査 
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（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

死亡場所の推移 



地域包括ケアシステム 

●団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介
護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活
支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現
していきます。 
●今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢
者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの
構築が重要です。 
●人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以
上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の
進展状況には大きな地域差が生じています。 
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地
域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げて
いくことが必要です。 





①早期の診断に基づき、早期の適切なケアに結びつける仕組み 
 が不十分である。このため、早期の適切なアセスメントによる 
 ケアの提供、家族への支援があれば、自宅で生活を送り続け 
 ることができる認知症の人でも、施設や精神科病院を利用せ 
 ざるを得なくなっている。 
②不適切な薬物使用などにより、精神科病院に入院するケース 
 が見受けられる。 
③一般病院で、身体疾患の合併等により手術や処置等が必要 
 な認知症の人の入院を拒否したり、行動・心理症状に対応でき 
 ないので精神科病院で対応してもらう等のケースがある。施 
 設でも、行動・心理症状に対応できないので、精神科病院に入 
 院してもらうケースがある。 
④認知症の人の精神科病院への入院基準がないこともあり、必 
 ずしも精神科病院への入院がふさわしいとは考えられない 
 認知症の人の長期入院が見られる。 
⑤退院支援や地域連携が不十分であり、精神科病院から退院し 
 てもらおうと思っても地域の受け入れ体制が十分でない。 



「認知症になっても地域生活を継続できる社会」を理念に、認知症は病
院や施設を利用せざるを得ないという考え方を否定。このため従来の
流れも否定し、標準的な認知症ケアパスの構築を目標とするとしている。
そして、７つの視点からの取組を挙げている。 

  １．標準的な認知症ケアパスの作成・普及 
  ２．早期診断・早期対応 
      かかりつけ医の認知症対応力の向上 
      認知症初期集中支援チームの設置 
      アセスメントツールの検討・普及 
      身近型認知症疾患医療センターの整備 
      ケアプラン作成体制の整備 
  3.地域で生活を支える医療サービスの構築 
      認知症の薬物治療ガイドライン策定 
      一般病院での認知症の手術、処置等の実施の確保 
      一般病院での認知症対応力の向上 
      精神科病院入院が必要な状態像の明確化 
      精神科病院のからの退院・在宅復帰の支援 
  4. 介護サービスの構築 
      医療・介護サービスの連携 
      認知症にふさわしい介護 
      グループホーム活用 
      在宅生活困難の場合の介護保険施設 
      介護保険施設等での認知症対応力向上 

2012年6月18日 
厚生労働省発表 
新たな認知症の医療
とケア 



５．地域での日常生活・家族の支援の強化 
    介護予防 
    認知症地域支援推進員の設置 
    互助組織等への支援 
    認知症サポーターキャラバン 
    権利擁護推進 

    市民後見人育成と活動支援 
    家族支援 
６．若年認知症対策 

    ハンドブック作成 
    居場所づくり 
    ニーズ把握 
    就労支援 
７．人材育成 
    認知症ライフサポートモデルの策定 
  医療・介護従事者への研修ほか 
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高齢者認知症の型別頻度（小阪憲司先生） 

（スーパー総合医シリーズ；認知症医療：中山書店：３１～３７） 



◆剖検◆ 
20% 

95万人 

◆臨床診断◆ 
12% 

61万人 

◆疫学◆ 
4% 

20万人 

「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」 
（平成23年度～平成24年度）総合研究報告書 

 Imamura et al 1999, Nagahama et al 2004 
   Kosaka et al 1996, Akatsu et al 2002, Wakisaka et al 2003 

  

 
 

レビー小体型認知症 推計患者数 





 

レビー小体型認知症臨床の要点 

●レビー小体型認知症（ＤＬＢ）は頻度が高いうえに、初 
 期には認知症よりもＢＰＳＤや神経症状が目立つこと 
 が多く、誤診されることが多い。 
 
●認知症診療では常にＤＬＢを考慮して、早期に診断し、 
 適切な治療を行うことが必要である。 
  
●特に高齢者では常にＤＬＢを念頭に置いて診療する 
 ことが大切である。 
 



 
 

 レビー小体型認知症(DLB)の臨床症状 

パーキンソ 
ニズム 

幻視 

認知機能 
変動 

 認知機能障害（進行性） 

注意障害 遂行機能障害 
視覚認知 
機能障害 

（必須症状） 

レム睡眠行動障害 

③示唆的特徴 

④支持的特徴 

抗精神病薬に 
対する過敏性 

転倒・失神 

意識障害 

妄想 

うつ症状 

起立性低血圧 

尿失禁 

①中心的特徴 

②中核的特徴 

幻視以外の幻覚 

小阪 憲司先生（横浜市立大学 名誉教授） 
森  悦朗先生（東北大学大学院医学系研究科 高次機能障害学分野 教授） 
池田  学先生（熊本大学大学院生命科学研究部 神経精神医学講座 教授） 



転倒 

認知機能の変動 

幻視 

大きな寝言 

 

ＤＬＢの特徴的な症状 



 幻 視 





睡眠時の異常行動（大きな寝言） 



転倒リスクが非常に高い 



パーキンソンニズム 



認知機能の低下 初期には目立たない 



認知機能レベルの変動 



レビー小体が主に 
脳幹(中脳、橋、延髄) 

に現れると 
パーキンソン病 

中脳 

橋 
延髄 

脳幹 

レビー小体が主に 
大脳皮質 

に広く現れると 
レビー小体型認知症 

レビー小体 
（中脳黒質） レビー小体 

（大脳皮質） 

レビー小体型認知症の原因 

小阪憲司：第二の認知症、紀伊国屋書店、ｐ99改変 



アセチルコリン仮説 コリン仮説 

脳内コリン作動性神経系の顕著な障害により 

アセチルコリン量が減少 

頭頂皮質 

後頭皮質 

海馬 

中隔（大脳辺緑系） 
マイネルト核（前脳基底部） 

前頭皮質 

・ChAT活性低下          

・コリン作動性ニューロンの脱落 

 コリン仮説 



引用：Tiraboschi P. et al.: Neurology, 54（2）, 407-411（2000） 

海馬のアセチルコリン合成酵素(chAT)活性(in vitro) 

●対象●Consortium to Establish a Registry for Alzheimer‘s Disease
（CERAD）の神経病理学的診断基準に基づき診断 

 

●方法●海馬におけるChAT活性を、死後脳剖検より測定 

ＤＬＢはＡＤよりコリン産生能が低い 



ＤＬＢに対する薬物治療 

ＤＬＢにおいて、アセチルコリン起始核であるマイネルト基底核などにＬｅ
ｗｙ小体が出現し、コリン作動性神経がＡＤ以上に脱落していること、大脳
皮質におけるコリンアセチルトランスフェラーゼ活性がＡＤ以上に低下し
ていること、コリン神経系の障害が幻覚などの臨床症状と関連している
こと、さらには大脳皮質において神経原線維変化が比較的少なく、皮質
のシナプス後ムスカリン受容体はＡＤに比べて保持されていることが報
告されている。これらのことから、コリンエステラーゼ阻害薬の使用が作
用機序の観点から合理的である。 

P<0.001 vs 健常 

海馬におけるChAT活性 

Tiraboschi P. et al.: Neurology, 54（2）, 407-411（2000） JAAD Alzheimer’s Desease SLIDE KIT  

BRAIN MEDICAL Vol.25 No.1 2013-4 49-55 



 

DLB診断基準改訂版の要点 



Probable DLB（ほぼ確実） 

Possible DLB（疑い） 

１項目 ２項目 １項目以上 １項目以上 

中心的特徴（必須症状）
※ 

進行性の認知機能低下により、生活に支障をきたしている 

中核的特徴 

１ 認知機能（注意・集中）の変動 

繰り返し出現する具体的な幻視 

誘因のないパーキンソニズム 

２ 

３ 

示唆的特徴 

１ レム睡眠行動障害（RBD) 

顕著な抗精神病薬への過敏性 

大脳基底核での 
ドパミントランスポーター取り込み低下 

２ 

３ 

小阪 憲司先生（横浜市立大学 名誉教授） 
森  悦朗先生（東北大学大学院医学系研究科 高次機能障害学分野 教授） 
池田  学先生（熊本大学大学院生命科学研究部 神経精神医学講座 教授） 

  

 レビー小体型認知症(DLB)の臨床診断基準要約 

(第3回DLB国際ワークショップ) 



 

DLB診断のポイント 







 

DLB の SPECT像（3D-SSP） 



MIBG(１２３I-METAIODOBENZYLGUANIDINE)による 
心筋交感神経シンチグラフィ 

AD DLB 

MIBG心筋シンチグラフィでは、ADでは心筋描出が 
良好であり、DLBでは心筋描出がみられない。 



 

DLB例（左）と 
ATD病変を混在するDLB例のMRI像 



 

DLBの治療のポイント 



 

変性性認知症における自律神経病変 





 
レビー小体型認知症、アルツハイマー病および
その他の神経変性疾患の排尿障害 



 

認知症などの中枢疾患による 
排尿筋過活動/OABのメカニズム 



蓄尿で賦活される脳部位 
   （健常ボランティアのPETでの検討） 



 

レビー小体型認知症の排尿障害と前頭葉 
機能、心筋MIBGシンチグラフィとの関連 



 

ドネペジルに 
プロピベリンを追加した際の認知機能 



ご清聴ありがとうございました。 

人は、他者から人として遇されなければ「人たる特性」をもつ
ことができません。 
あなたが、私を人として話しかけてくれることによって、私は
人間となるのです。 
 （ユマニチュード入門：医学書院；イヴ・ジネスト、ロゼット・マレスコッティ） 


