
　　　　それでは早速、最初の先生のお話を伺うことに
いたしましょう。最初はクリーブランド大学のロバート Ｐ．フリ
ードランド先生で、「アルツハイマー病の早期診断について」
です。どうぞよろしくお願いします。 
  
　皆様、こんにちは。先生、ご紹介ありがとうございました。
また、「アルミニウムと健康」連絡協議会の皆様に感謝い
たします。本日はこのような訪日の機会をいただきまして、
まことにありがとうございました。ちょうど数日前は御釈迦
様の誕生日であったということで、すばらしい時期に日本
に来ることができてうれしく思います。 
　アルツハイマー病、そして痴呆に関して、どの様な診断
手法があるかということをお話させて頂きます。 
  
 ■ はじめに　 
　アロイス・アルツハイマーは、ミュンヘンとババリア地方で
生活を送り、1915年に亡くなったドイツの精神科医です。
彼は記憶喪失と痴呆の早期発症についての脳の病理
に関する記述を残していました。それは51歳で発症し、
55歳で亡くなったある女性の症例ですが、それまでに見
たことの無いような脳の特異な病理が認められました。そ
の後、このような病理をアルツハイマー病と呼ぶことになり
ました。今日私はこのアルツハイマー病についてと、さらに
痴呆とは何かということ、そして最良の診断方法はどのよ
うなものかということについてお話ししたいと思います。 
  
 ■ 痴呆とアルツハイマー病 
　アルツハイマー病には極めて特徴のあるプロセスが見
られます。アルツハイマー病の診断をする際は重要なステ
ップが2つありますが（図1）、まず痴呆があるかどうかを調べ、
次に痴呆がある場合はその原因がアルツハイマー病なの
か何か他の原因によるものなのかを知る必要があります。 
　痴呆は複数の症状の集まったもの、つまり症候群であ
り疾病ではありません。頭痛の原因がたくさんあるように
痴呆の原因も多岐に渡っています。アルツハイマー病は、
ヨーロッパと北米では痴呆の主因ですが、痴呆の原因は 

他にもたくさんあります。 
　痴呆は後天的な精神機能障害であり精神遅滞ではあ
りません。また慢性的なもので一時的なものではありません。
通常は元に戻すことはできませんが、痴呆患者さんの中
には治療によって完全に痴呆が元に戻る人もいます。残
念ながら現在のところアルツハイマー病はそうではありません。 
  
 ■ 痴呆の症状 
　痴呆の患者さんにはほぼ必ず、記憶、言語機能、視覚
空間能力、人格、気分、認知に関する障害がみられます。 
　視覚空間能力に障害があると、どこか目的地にたどり着
くのが困難になります。この道筋を探すという能力に障
害があると物体と物体の間や自分とその周りの世界を空
間として捉え、描き、関係付けることが困難になります。 
　痴呆における記憶障害は、たいてい最近のできごとに
関するものです。逆に何年も前に起こったできごとは神経
系にしっかりと定着しているので忘れにくいのです。 
　認知、すなわち理解するという機能に関しては、認知
障害のある患者さんは、抽象化、判断、計算、それに私た
ちが遂行機能と呼んでいる意思決定に問題があります。
例えば京都に住む方が今日のこの会議に参加するにあ
たって、移動手段にタクシーを選んだとすればそれは問
題のある意思決定と言うことができます。京都－東京間
の移動にはタクシーよりも適当な手段が他にあるわけで
すから、これは、遂行機能に障害があるかもしれないとい
うことです。 
　また痴呆の患者さんには必ず社会活動や仕事をこな
すための機能に問題が認められます。もちろん多くの痴
呆の患者さんは高齢であり、もう仕事をしていないことも
あるので仕事をこなす機能の障害は分からないかも知れ
ませんが、日常生活に支障をきたしていることは分かります。 
　精神機能、記憶、認知に障害が見られたとしても、社会
活動や仕事をこなす機能に支障がなければ痴呆であると
はいえません。精神的能力の低下を訴える人は大勢いま
すが、多くの場合は問診によって社会活動や仕事をこな
す機能に支障をきたしていないことが分かります。 



　実際、忘れるということは正常で健康なことなのです。
例えば今朝雨が降っていましたが、今現時点で私たちはそ
のことを皆覚えているはずです。数年後に今日の「アルミ
ニウムと健康」フォーラム2002のことを尋ねられたとした場合、
この催しが行われことと今日得た知識をいくつか思い出し
て頂ければと思いますが、今朝雨が降っていたことは覚え
ていて欲しいとは思いません。 
　というのは今朝雨が降っていたことを忘れてしまうのは
それが重要なことではないからです。日常生活には無数
の出来事が起こり、重要なものもあればそうでないものも
あります。脳は重要でないことを忘れるようにできている
のです。ですから忘れること自体は正常なことなのです。
年をとるに従って物事を忘れやすくなりますが、この種の
物忘れは通常は社会活動や仕事の妨げにはなりません。 
  
 ■ アルツハイマー病の診断は誰がすべきか？ 
　アルツハイマー病の診断は神経科医、精神科医、内科医、
家庭医、一般医、プライマリーケア・ドクターあるいは老人病
専門医と、幅広い範囲の医師が行うことができます（図2）。
ただし、その医師がアルツハイマー病の病態について経験
と関心を持っていることが条件になります。 
　残念ながら米国ではこのような専門家のなかに、こうし
た状態に無関心な医者や経験の少ない人がたくさんいる
というのが現状です。たとえば痴呆という診断はありませ
んから患者さんを痴呆だと診断する医師はすべて間違っ
ているわけです。もちろん次に何が痴呆の原因なのかを追
求するのであれば良いのですが、医師が患者さんに痴呆
だという診断を下し、そしてそこで終わってしまっている場
合は、その医師は全く状況を理解していないことになります。 
  
 ■ 軽度認知障害 
　記憶障害を抱えているけれども社会活動や仕事に支
障はなく、ただ心理テストでは検知できる記憶機能の低下
がある人もいます。こういう人たちは記憶力の低下を訴え
ます。そして医師や心理学者が記憶をテストすると記憶
機能の低下が見られますが、認知機能に関して他に問 

題はなく、社会活動や仕事にも支障はありません。 
　こうした患者さんはたいてい65歳以上なのですが、い
くつかの研究ではアルツハイマー病のリスクが高く、その
発症の割合は1年に10～15%という結果が出ています。
この場合の特徴は、このような人たちには記憶機能の低
下があり、それがテストによって見つかるということです。 
　私は記憶力の低下を訴える患者さんを大勢診ていま
すが、そういう人たちをテストすると記憶力にはなんの障
害もみつかりません。そういう人たちは痴呆でも軽度認知
障害でもありません。 
　私が先週診た87歳の患者さんは記憶力に問題がある
と言っていました。忘れてばかりいるのでアルツハイマー
病ではないかと心配していましたが、「何を忘れたのです
か？」と私が尋ねますと、忘れてしまったはずのことを全部
私に話してくれました。この患者さんは忘れてしまったは
ずのことをすべて覚えていたのです。 
　この患者さんがアルツハイマー病だったとしたら忘れて
しまったことを覚えてはいないでしょう。忘れてしまったこ
とは19世紀のあまり有名でない小説の著者といったたぐ
いで、まったく些細なことでした。この方はおそらく強迫観
念気味だったのと、いつもはこうしたことを覚えているのに
忘れたと思い込んで心配したのだと思います。 
　「あなたは87歳で、加齢とともに記憶機能は変化する
ので、この種の物忘れは大丈夫ですよ、アルツハイマー
病の徴候ではありません」と言って私は彼に安心してもら
いました。加齢にともなう記憶機能の変化はありますが、
痴呆は健康的な老化とは無関係です。痴呆は脳の何ら
かの障害の徴候であり、医師は各症例で最も可能性のあ
りそうな痴呆の原因を探すことが必要です。 
  
 ■ 診断へのステップ 
　この診断へのステップには、まず、現在抱えている疾患
や患者さんの訴えている障害、特に行動の変化がその人
の生活にどのような支障を及ぼしているか等を含む包括
的な病歴を知る必要があります。次いで精神状態の検査
や血液と脳の臨床検査を含む、完全な身体検査、神経 



系の検査を行います（図3）。医師がその人の生活のす
べて、すなわち受けてきた教育、職業や仕事以外の活動
などを知ることは大変重要です。心理学テストは、記憶や
その他の精神能力面を評価する標準化された検査が行
える心理学者に診てもらっている場合には有効です。 
　検査の結果を比較検討する際は加齢にともなう一定
の変化があるため、患者さんの年齢や教育レベルを考慮
することが大切です。年をとっていても昔受けた教育は、
職業や仕事以外の活動と同じように検査の成績に影響
を与えます。各自が昔持っていた能力との比較で評価を
しなければなりません。大学の数学の教授がなんらかの
障害を抱えていても、やはり私よりは数学の能力は高い
可能性があります。ですから能力の変化を検討する際は、
どんな場合でもその人が以前もっていた能力と比較しな
ければならないのです。 
　また例えば、かつて店で働いていたことがある人ならば
簡単なお金の計算はできるはずです。つまり医師は患者
さんについて知り、その徴候や症状をその症状が発現す
る前の能力と比較する必要があります。 
　これは仕事以外の活動、特に趣味に反映される可能
性が大いにあります。その人が何を好んで行い、継続し
てその活動を行っているかどうかということに反映されます。
自分がアルツハイマー病だと考えた私の87歳の患者さんは、
新聞を読み、観劇に出かけ、日常の活動について私に話
し、世間の出来事について知っていました。 
  
 ■ 臨床検査 
　痴呆は様々な臓器の疾病が原因で起こることもありま
すので、それを調べるために一連の血液検査を行います。
検査では血球数、肝機能を反映する酵素類、カリウム、カ
ルシウム、ビタミンB12等の特に重要な項目の数値を調べま
す。X線CTスキャン、コンピュータ断層撮影、または磁気共
鳴画像法のいずれかの方法によって脳の構造画像診断
も行う必要があります。 
　症例によっては他の検査、例えば脊椎穿刺、尿検査、
EEGいわゆる脳波記録法による脳波検査、脳の生検、 

遺伝子検査、脳内血管を調べる脳血管造影や、心室と
心弁の機能を見る心エコー検査を行います。痴呆の診
断に脳生検を行うことは非常に稀で、私の25年の診療
経験のなかでも脳生検が必要だった患者さんは2人だ
けでした。 
　一人はクリーブランドのアルミ鋳造工場で働いていた
65歳の男性で、その仕事の内容には溶けたアルミニウ
ムを注入する作業が含まれていました。彼には痴呆と、
筋萎縮性側索硬化症と呼ばれる運動神経の疾患が認
められました。この患者さんの病状が、仕事で取扱って
いたアルミの毒性によるものかどうか見極めるために脳
生検が必要だと私は考えました。脳の生検を行い、アル
ミやその他の金属について分析した結果、アルミを扱う
仕事に就いていたにもかかわらず脳内にアルミは全く存
在していませんでした。 
　この患者さんが亡くなった後に、その病気は運動神経
疾患に関連したものであり、仕事でアルミを取り扱ってい
たことによるものではないことが判明しました。この患者さ
んの疾病には毒物は全く関係していませんでした。これは、
脳生検がどのような場合に行われるかの一つの例ですが、
これは非常に稀なことでアルツハイマー病が疑われる診
断の際に脳生検を行うことは適切ではありません。 
　今日は遺伝子検査について多くのことを聞かれると思
いますが、遺伝子検査は、家系的な要因が関与している
ことがはっきりとしているほんの少数の症例で役立つもの
です。 
  
 ■ 痴呆における構造画像診断の利用 
　患者さんによっては構造画像診断が原因の特定に役立
つことがあります。しかしこの診断方法では痴呆を、うつ、正
常な老化、甲状腺疾患やビタミンB12欠乏症などの代謝障害
と区別することはできません。しかし前頭側頭型痴呆の患者
さんは特殊な脳の萎縮パターンがみられるので、画像診断で
分ります。また、髄膜炎、脳腫瘍、卒中、血管性痴呆、脳血栓、
頭蓋内感染症の患者さんは構造画像診断で判明すること
があります。 



　しかし脳スキャンは病歴の調査や検査に代わるもので
はありません。米国の医療制度では、医師が患者さんを
長い時間応対することが推奨されていないために問題が
発生しています。医師にはすばやく患者さんを診て、検
査を指示するというプレッシャーがかかっています。しかし
スキャンは問診や検査を通して患者さんについて調べる
方法の代わりにはなりません。 
  
 ■ 痴呆の画像診断 
　ここで、気脳図をみてみましょう（図4）。これは、以前
患者さんを診断するのに用いられていた方法です。空
気を脊髄液腔に注入することによって、側脳室内、即ち
側頭葉と前頭葉内に脳脊髄液を含む脳内の液体が占
める空間が拡大していることが分かります。これはこのア
ルツハイマー病の患者さんの脳が萎縮してしまっている
ためです。 
　現在、幸いにも私たちは磁気共鳴画像法によって脳の
構造について同じような診断をすることできます（図5）。
ここに白く見えるのが脊髄液で満たされた中央空間です。
また脳の表面の形状から脳質が縮んでしまったため表層
の白い部分、特に萎縮つまり脳組織の損失があるこの部
分に脊髄液が増えているのが分ります。 
　X線CTスキャンでも同様のパターンを見ることができます 
（図6）。ここでは、頭蓋骨は白く、脳の内部の脊髄液空
間は黒く見えます。アルツハイマー病の患者さんではこ
の部分が広がっており、脳室が大きくなっていることと
表面が萎縮しているのがこの黒い空間によって分かり
ます。 
　脳はこの萎縮している灰色の部分です。米国とカナダ
では、コンセンサス委員会が、脳腫瘍が示唆される病歴が
ある場合にこの画像診断検査が必要であるとの結論を下
しました。しかし私の経験では、脳腫瘍がある可能性が示
唆されていない場合でも、画像診断検査をするとこの髄
膜腫の患者さんのように、MRIスキャンで腫瘍が検出され
ることがあります（図7）。この患者さんを最初に診断した
とき、私はこの人をアルツハイマー病だと考えました。 

　スキャンを実施した後に私はこの患者さんを再度調べ
ましたが、この腫瘍に関連する病巣の徴候を見つけること
はできませんでした。おそらく、病巣が20～30年かけて成
長してきたので、脳がその腫瘍の存在に適応してしまっ
ていたからだと思います。このようなケースに気付くことは
大変重要です。なぜならこのような障害は治療が可能で
あり、もしかしたら元に戻すことができたり、完治したりする
こともあるからです。しかし、残念ながらこれはよくあること
ではありません。 
  
 ■ 治療可能な痴呆の主な原因 
　治療可能、あるいは元に戻る可能性のある痴呆は主に、薬
物、うつ、あるいは各種の全身性の代謝障害によるものです。 
　多くの高齢者は、たくさんの薬剤を服用していますが、
薬物の相互作用によりその中のある薬物が他の薬物の
代謝に影響を及ぼして毒性を生じるということが非常に
よく起こります。 
　これは、高齢者にとって特に重要な問題です。なぜなら、
高齢になると薬物代謝能力が低下し、体重も減少し、血
液量や血液が溶解する体液量が少なくなり、薬物と結合
する蛋白質も少なくなっていますので、脳の中に取り込ま
れる薬物の量が多くなっているからです。 
　高齢者に使用されてはいるけれども、脳の機能に影響
を与えるために使用は勧められない薬物は数多くあります。
このことは高齢者の特殊なニーズを考慮した老人病専門
医学の重要性を示しています。多くの薬物、特にうつ治
療薬と心臓病や高血圧治療薬は、脳に影響を及ぼしたり
その機能を妨げたりすることがよくあります。 
　実際には薬の用量を調節するか服用をやめさえすれ
ばいいだけなのに、アルツハイマー病に違いない、と高齢
の患者さんやその家族が決めてしまうことがあります。ま
た高齢者はたくさんの薬を飲んでいますが、そうした薬が
もう必要なくなっていることもよくあります。年をとると若か
ったときと同じ治療法は必要でなくなることがあるからです。 
　うつも治療可能な痴呆のよくある原因です。うつ病は
高齢者によくみられますが、記憶やその他の認知機能に 



支障をきたすことがあります。これらはうつが原因であって、
脳の特異的な構造変化が原因ではなく、アルツハイマー
病とは無関係です。うつと分かって治療すれば患者さん
はよくなるのです。もちろん多くのアルツハイマー病の患
者さんもうつを併発しており、うつを治療すると改善する
のも事実です。 
　多くの高齢者は自分がうつかもしれないとは決して認
めないので、うつかどうかを調べる際にその人に尋ねると
いう方法は採れません。高齢者はうつを弱ってきた証拠
だと考えますので、うつがあるとは言わないでしょうし、う
つだと気付くことも無いかもしれません。うつは隠されて
しまうのです。 
　うつと診断する際の重要な徴候としては、各種の活
動に対する関心の低下、体重の減少、食欲の減退、睡
眠障害などがあります。また、特に甲状腺疾患やビタミ
ンB12欠乏症などの全身性の代謝障害の多くも記憶力
を妨げることがあります。特に菜食主義の人はビタミン
B12欠乏症に気をつける必要があります。甲状腺疾患
もB12欠乏症もアルツハイマー病に似た痴呆の原因とな
ります。 
  
 ■ アルツハイマーの共同研究者たち 
　最近分かったばかりの別の痴呆形態に関しては、アロ
イス・アルツハイマーとミュンヘンの研究室で一緒に研究し
ていたフレデリック・レヴィが最初に記録していました。こ
れは1906年頃のアルツハイマー先生の研究グループの
写真です（図8）。後列右側の人がレヴィで、アルツハイマ
ー先生の共同研究者でした。 
　アルツハイマー先生（後列右から3番目）はグルンバッ
ハ夫人（前列左側）と一緒に研究していました。彼女は
検査技師で、精神科医であったアルツハイマー先生は
染色法や脳の検査法についてはほとんど知らなかった
といわれています。アルツハイマー先生はそれらの方法
をすべてグルンバッハ夫人から教わったので、彼女が
男性であったとしたら、私たちはこの病気をグルンバッハ
病と呼んでいたかもしれません。 

 ■ 痴呆のその他の主な原因 
　レヴィ小体型痴呆はアルツハイマーと関連していますが、
病理は異なります。多くの患者さんはパーキンソン病と似
た運動障害を示します。 
　日本における最も一般的な痴呆は、大小の卒中発作に
よって起こる血管性痴呆です。痴呆は前頭／側頭に分
布し、領域パターンでは脳の前部に集中し、アルツハイマ
ー病に関連する病理は認められません。 
　AIDS、つまりヒト免疫不全ウィルス感染は、米国の若年
層における痴呆の主な原因です。 
　クロイツフェルト・ヤコブ病は、ゆっくりとした作用を示す
伝染性物質による感染に関連した珍しい病気です。イギ
リスでは、狂牛病に感染した牛の肉を食べたこととの関
連があるとされる、このクロイツフェルト・ヤコブ病の新種あ
るいは変異型の症例が現在100例以上見つかっています。
私の知る限り日本でも牛にこの狂牛病が2例見つかった
ようです。 
  
 ■ アルツハイマー病- 除外診断 
　痴呆がある場合、症状がアルツハイマー病の特徴と一
致し、かつ他に原因がみつからなければアルツハイマー
病と診断することができます（図9）。これは、脳生検以外
に決定的な診断検査法がないけれども、脳生検は普通
行うものではないため除外による診断になるのです。現
在決定的な診断検査法を求めて取り組んでいるところ
です。 
  
 ■ 日本における血管性痴呆の有病率の増加 
　血管性痴呆は、日本に特に多くみられます。池田は、日
本の痴呆の症例のほぼ半数が血管性痴呆によることを
発見しました。これは卒中が日本の主な死因の一つであり、
ヨーロッパや米国に比べてかなり多いためと考えられます。 
　なぜ日本に多いのかを明らかにするために、名古屋
にある国立長寿医療研究センターでは脳血液循環、代謝、
および卒中に関する貴重な研究が数多く行われてい
ます。 



 ■ 発症に先立ってゆっくりと進行 
　アルツハイマー病に関してもう一つの重要な点として、
アルツハイマー病がおそらく何十年もかかって発症すると
いうことがあげられます。例えば私の診療所では75歳で2
年前に最初の記憶喪失症状が出た患者さんがいます。
しかし病理過程は長い年月、もしかしたら30年か40年間
かけて非常にゆっくりした速度で進行してきた可能性が
十分にあります。 
　このことは、若い時に脳スキャンに代謝変化が現れるリ
スクの高い人々が後にアルツハイマー病を発症するとい
うことによって示唆されています。 
　米国のケンタッキー州における修道女に関する研究に
よれば、高齢のカトリック修道女の中で若い頃に認知機
能に変化が見られた人は後にアルツハイマー病を発症し
ています。またダウン症の患者さんは35歳か40歳以上ま
で生存するとすべてアルツハイマー病を発症しますが、ア
ルツハイマー病の症状が発生する前の若い時から脳に
は病理状態が認められます。 
　ダウン症の人は第21染色体上に余分な遺伝子のコピー
がひとつ存在し、これがアルツハイマー病と関係しています。
  
 ■ 遺伝学とアルツハイマー病の診断 
　セント ジョージ ヒスロップ博士から常染色体優性遺伝
の家族性早発性アルツハイマー病の家系について詳しく
お聞きになることと思います。この病気は65歳より前に発
症し、男女ともリスクは同じで、その患者さんの子供のリス
クは50%です。 
　これらの遺伝子は、第21染色体、第14染色体、第1染
色体上に見つかっています（図10）。最も重要な遺伝子
は第14染色体上にあり、これはセント ジョージ ヒスロップ
博士らによって発見されました。これはプレセニリン1と呼
ばれ、初老期アルツハイマー病に関係があります。初老
期とは、65歳より前の発症、たいていは60歳より前という
ことです。 
　また、それほど一般的でない遺伝子の変異としてはこ
の第1染色体かこの第21染色体上のアミロイド前駆体蛋 

白質遺伝子とよばれる別の遺伝子の変異があります。
しかし、家族性早発性常染色体優性アルツハイマー病を
引き起こすこれらの変異が原因となっている症例は、全
部合わせても全症例の1%か2%にもなりません。ほとんど
のアルツハイマー病の患者さんには、たった今お話した遺
伝子の変異はどれもないのです。 
　第19染色体上には、アポリポ蛋白質Eという長い名前
の、そのためapo Eと呼ばれる遺伝子があります。この
遺伝子の一形態がリスクの増大に関連しており、世界
中の多くの人が熱心に研究しています（図11）。この特
別な遺伝子はε4と呼ばれ、アポリポ蛋白質E遺伝子の
変種ですが、この遺伝子のコピーが1つあると、リスクが
2～3倍に増大し、2つコピーがあると12～15倍増大する
といわれています。 
　しかし多くのアルツハイマー病の患者さんにはこの遺
伝子はなく、また逆にこの遺伝子を持つ多くの人はアル
ツハイマー病の発症に至りません。そのため私たちはこの
遺伝子の検査を勧めていません。対処する方法が無く、
不要な心配を生み出すだけだからです。検査を受けてこ
の遺伝子があると判ったら心配になるだけです。 
　この遺伝子に関して重要なことは、この遺伝子が蛋
白質を作り、その蛋白質が体内の脂質、要するに脂肪
の処理を助けるということです。この遺伝子は脂肪代謝
に大きく関係しています。脂肪代謝がアルツハイマー病
の重要部分を占めているということは、大事な手がかり
です。 
  
 ■ 早期診断の価値 
　早期診断は、早期の治療につながり、患者さんのマネ
ジメントや治療計画に役立つため重要です（図12）。障
害が進んで経済的および法的な意思決定ができなくなる
前にそうした決定が行えるということは患者さんにとって
大変重要なことです。 
　セント ジョージ ヒスロップ博士からアルツハイマー病の
基礎科学における私たちの理解が信じられないほどの進
歩を遂げ、既に新しい治療法が様々な治験に至っている 
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ことをお聞きになると思います。これらの治療法はこの病
気が進行してしまう前のごく早い時期の患者さんに最も
効果が高いと考えられています。そのため、この病気を早
く診断することが重要なのです。 
　これまで、尿検査、血中のアミロイド蛋白質検査、MRI
で萎縮を探す脳画像診断、代謝変化の検査、またこれか
らお話しするアミロイドβ蛋白質を画像で見つける検査等
が研究されています。しかし現在のところどの検査も実用
に至っていないため、アルツハイマー病については依然
として決定的な診断検査方法はありません。 
　私たちはアルツハイマー病の患者さんの脳に非常に大
量に存在するこのβアミロイドとよばれる蛋白質の画像診
断に注目してきました。そしてアルツハイマー病の患者さ
んの脳にこの蛋白質が存在することを確認する方法を探
しています。 
　また軽度認知障害はアルツハイマー病の初期段階で
ある可能性があるため、軽度認知障害の患者さんの早期
診断についても研究が続けられています。米国では軽度
認知障害の患者さんのグループに対して非常に大規模
な介入治験が行われています。 
　私たちはクリーブランドで脳に存在するアミロイドβ蛋白
質を画像診断するために標識化合物を鼻から投与する
新しい手法を検討しています。この手法は、遺伝子操作
でアルツハイマー病の特徴を持たせたマウスでは成功し
ています。 
　この方法は、鼻の奥に脳と前頭葉があるということを利
用したものです。ちょうど目の辺り、ここに前頭葉底部の骨
があり、嗅覚神経の末端がこの骨を通って、鼻蓋に通じ
ています（図13）。底部にあるこれら小さな指状のものは、
神経の末端で、嗅覚をつかさどり、神経細胞が直接、物
理的に外界と接している唯一の部分です。 
　鼻を通じて投与された物質は、これらの神経細胞によ
って取り込まれ、脳に送られます。アルツハイマー病モデ
ルのマウスでは、老人斑に結合する化合物を鼻から投与
すると、その化合物は吸収されて老人斑に結合して標識
となることがわかりました。人や他の動物やマウスの脳画 

像診断に放射性同位体を使う手法が、アルツハイマー病
の初期にこのような老人斑の存在を発見するのに有効
かどうかを現在調査中です。 
  
 ■ 結論 
　まとめますと、アルツハイマー病の診断は除外による診
断であり（図14）、大変注意深く行うことが必要です。また
治療可能な痴呆は正しく診断して治療することが大切で
す。痴呆の患者さんは年齢にかかわらず、すべてアルツ
ハイマー病に罹っているわけではありません。したがって
どの患者さんでも回復あるいは治療可能な状態である可
能性があるのです。 
　誰でも、痴呆の原因が何であるか確かめるための総合
的な検査を受ける権利があります。また早期診断の新しい
手法も見つかっています。早期診断は重要です。なぜなら、
この病気は長い時間をかけて進行するものであり、おそら
く30年あるいは40年かけて発症する病気だからです。治
療といっても必ずしも病気を完全にたたく必要はないのです。 
　症状の進行を少し遅らせることができれば、もっと高齢
になってから発症するようになり、最終的には多くの人が
全く発症しないほど非常に高齢にならないと発症しなくな
るでしょう。 
　アルツハイマー病の発症年齢を5年遅らせるだけで、ア
ルツハイマー病になるリスクは半減すると推定されています。
今日皆様は、アルツハイマー病を発症するリスクを下げる
ためにどのように生活すればよいのか、脳の生化学や生
理学の理解がどのように進んでいるか、そして近い将来
新たな治療法が開発される希望があるのか、など多くの
研究の成果をお聞きになることと思います。どうもありがと
うございました。 
  
　　　　フリードランド先生、ありがとうございました。皆さ
んのご質問はあとでまとめてお受けします。おわかりにな
らなかった点、こういう点をもっと聞きたいということがござ
いましたら、紙に書いて、休憩時間にお渡しください。その
中から適当なものを選んで、ご質問に答えていただきます。 


