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若年性認知症という残された課題
朝 田

隆

Takashi Asada : Young‑onset Dementia : An Unresolved Challenge

若年性認知症には経済，医療・ケア，家族の絆など，どの面をとっても老年性の認知症とは異なる
固有の問題点がある．ところが従来は医療・保健・福祉のいずれの場でも，この疾患群に関する実態
が深く検討され，対応策が練られることは稀であった．
本稿では，まずわが国と欧米における疫学的な報告を紹介した．次に中心的な疾患であるアルツハ
イマー病，前頭側頭葉変性症，レビー小体型認知症について若年例の特徴に注目しつつ記載した．最
後に当事者と家族において，受診など医療に関する事柄，退職のプロセス，生活の経済的基盤，家族
の要望に注目して行った予備的な実態調査の結果をまとめた．
以上を踏まえて，若年性認知症の当事者と家族の特殊性に配慮して，関連諸領域と連携することの
重要性を述べた．
索引用語：初老期認知症，疫学，アルツハイマー病，前頭側頭型認知症，レビー小体型認知症

は じ め に

介する．

近年，認知症のなかでも 65歳未満で発症する
いわゆる若年性認知症が注目され，話題になって
いる．

定

義

いわゆる「若年性認知症」は通称である．正式

その背景を次のように考える．わが国の認知症

には 18歳以降 44歳までに発症する認知症を若年

介護は，介護保険制度の開始とその整備などによ

期認知症，45歳以降 64歳で発症するものを初老

り世界のトップレベルに達したと思われる．そう

期認知症と呼ぶ ．なお発症年齢の上限について

なってみて初めて，若年性認知症患者では経済，

は，60歳とするものと 65歳とするものとの 2通

医療・ケア，家族の絆など全てが極めて深刻であ

りがあって統一されていない．

ると気付かれた．またその処遇，治療，そして家

基本的に後天性・進行性に認知機能の低下をも

族への支援などには，老年性の認知症とは異なる

たらすことで，生活に支障をきたすものであれば

固有の問題点がある．映画「明日の記憶」の大ヒ

何でも認知症の原因疾患になり得る．ところが，

ットもあってか，この大きな課題が実は，ほぼ手

認知症とくに若年期・初老期認知症の疫学調査で

付かずのままだと注意が喚起されるようになった．

は，いわゆる高次脳機能障害を認知症として含め

本稿ではこのような若年性の認知症について今

るか否かで結果が大きく異なってくる．これをど

日の医学的ならびに保健・福祉に関する知見を紹

う扱うかは，調査が政策医療的な視点に立つのか，
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精神経誌（2008）110 巻 1 号

14

それとも医学的研究の視点に立つのか次第だろう．

の報告で AD が最多であると示されている．も

後者の立場では，若年期・初老期認知症というと

っとも 17〜51％と幅は大きい．

き，アルツハイマー病（AD）に代表される変性

次に来るのが VaD，もしくはピック病を含む

性認知症を重視しがちである．本稿でもそのよう

FTD である．これらは AD の半分程度を占めて

な観点からこの問題を扱う．

いる．そして DLB あるいは認知症を伴うパーキ
ンソン病（PDD）がこれに続く．もっともこれ

疫

学

らについては，最近になってその疾患概念が知れ

1）患者数

わたったので，従来は過小評価されていた可能性

基本となる今日のわが国の疫学的な現状が実は

も否定できない．

あまりわかっていない．患者数は 3万人とも 10

その他の内訳としては，プリオン病，皮質基底

万人とも言われるが，実態は不明である．わが国

核変性症，いわゆるアルコール性の認知症なども

にある唯一の疫学調査は平成 9年に報告された厚

ある．

生科学研究「若年痴呆の実態に関する研究」
（班

⑵老年期の認知症との比

長：一ノ渡尚道）である ．

認知症全体における基礎疾患を扱った Mendez

この調査の概要を紹介する．これは青森県全域，

と Cummings が基礎疾患頻度について報告して

群馬県全域，徳島県全域，そして北九州市と 王

い る．そ れ に よ れ ば，純 粋 の AD（35%），AD

子市において平成 8年 8月から同年 10月にかけ

と VaD の混合型（15%)，DLB（15%)，純粋の

て実施された．調査方法は 2段階式で，1次がス

VaD（10%)，FTLD（5%）という順番である ．

クリーニング，2次がより詳細なものになってい

つまり若年発症例と大きな差はないと思われる．

る．1次の回収率は 63〜84％であったが，2次の
それは全ての調査地域で 90％を超えている．結

中心的な基礎疾患とその特徴

果として，全国の患者数は，最少で 25,613人，

1）アルツハイマー病

最多で 37,434人と推定されている．そして基礎

⑴基礎的知見

疾患として最多は脳血管性認知症（VaD）であ

AD のうち常染色体優性遺伝形式をとるものは

り，これに AD が続くという結果になっている．

2％程度とされる ．このような遺伝子の発見は，

ところで以下に詳述するように，若年性認知症

現在のところ最も有力な成因仮説であるアミロイ

（ここでは 60歳以下で発症する認知とする）のう

ドカスケード説に沿ってなされてきた．とくに若

ち，多 数 を 占 め る の が，ア ル ツ ハ イ マ ー 病

年発症 AD 例における分子レベルの研究が大き

（AD)，前頭側頭型認知症（FTD)，そしてレビ
ー小体型認知症（DLB）だといわれる．ところ

な進歩をもたらした．
21トリソミーであるダウン症候群では，40歳

がこの報告書では FTD や DLB などの変性性認

以前にアミロイドの沈着が始まる

知症が扱われていない．つまり今日の臨床感覚と

当初第 21染色体が注目された．そこで第 21染色

ところから，

の間には多少ともギャップがある．しかしその背

体上にあるアミロイド前駆体蛋白（APP）遺伝

景には，この 10年間に認知症医療が大きく変化

子 が 発 見 さ れ た．次 い で 第 14染 色 体 上 の

したことがある．

presenilin‑I（PS‑I）遺伝子の異常が発見された．
これを有する者の大半では，50歳以前に発病す

2）基礎疾患

る ．さらに第 1染色体上の presenilin‑II（PS‑

⑴既報のレビュー

II）遺伝子の異常も指摘された ．この遺伝子に

これについて，欧米ならびにわが国からの報告

よる AD の平均発症年齢は 55歳，平均罹病期間

を表 1にまとめてみた．要約すると，まず大多数

は 11年余りとされる．PS‑I と PS‑II による AD
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表 1 欧米と日本における初老期認知症の基礎疾患
AD

FTLD

VaD

DLB/
PDD

miscellaneous

Western countries
Woodburn et al. (1999 ) Scotland①
Panegyres et al. (2000) Australia②
Ratnavalli et al. (2002) England③
Harvey et al. (2003) England④
M cM urtray et al. (2006) U.S.A⑤
Total

(n＝114)
(n＝150)
(n＝88)
(n＝220)
(n＝278)
(n＝850)

Com
Cli
Com
Com
Cli

53
21
22
34
17
27

12
24
17
12
3
12

11
5
13
18
29
18

NR
NR
10
6
4
4

24
50＊
39
30
47
39

Japan
Yokota et al. (2005) Japan⑥
Shinagawa et al. (2007) Japan⑦
Total

(n＝34)
(n＝185)
(n＝219)

Cli
Cli

38
39
38

15
21
20

24
13
14

3
1
1

20
26
27

AD, Alzheimerʼ
s disease; VaD, vascular dementia ; FTLD, frontotemporal lober degeneration ;
DLB/PDD, Dementia with Lewy bodies/Parkinsonʼ
s disease with dementia.
NR, non reported.
Com, Community‑based study; Cli, Clinical‑based study
＊ : Dementia due to psychiatric disease was included
①
Woodburn K, et al. Int J Geriatr Psychiatry. 1999 ; 14: 362‑367
②
Panegyres P, et al. M ed J Aust. 2000; 173: 279 ‑280
③
Ratnavalli E, et al. Neurology. 2002; 58: 1615‑1621
④
Harvey R, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003; 74: 1206‑1209
⑤
McMurtray A, et al. Dement Geriatr Cogn Disord. 2006; 21: 59 ‑64
⑥
Yokota O, et al. Eur J Neurol. 2005; 12: 782‑790
⑦
Shinagawa S, et al. Dement Geriatr Cogn Disord. 2007; 24: 42‑47

表 2 アルツハイマー病の関連遺伝子
以下の点突然変異（常染色体優性)
amyloid precursor protein（APP）遺伝子
presenilin‑I（PS‑I）遺伝子
presenilin‑II（PS‑II）遺伝子
危険因子
アポリポ蛋白 E 遺伝子 4アレル

が 1つより 2つの場合はより早期から AD を発
症しやすくなる．そして APOE 4/4のケースの
多くが 50歳代で発病するとされる ．
ところで AD には病巣の局在性が顕著な focal
variants という下位分類の概念がある．傷害さ
れる部位によって症状は異なるものの，こうした
タイプの AD では，発症は概して初老期であり，
初期には記憶障害が目立たない．例えば左の側
頭・頭頂葉であれば，呼称，構成行為，計算に支

の進行速度の比 では，前者がより急速に悪化す

障をきたす．前頭葉であれば遂行機能，行為障害

ると言われる ．

が，また右頭頂葉であれば視空間機能の障害，さ

アポリポ蛋白をコードするアポリポ蛋白 E 遺

らに後頭葉なら視覚障害を呈する ．

伝子（APOE）の発見は AD の基礎・臨床研究に

⑵若年例の臨床的特徴

大きなインパクトを与えた．APOE には 2，3，4

これは以下のようにまとめられる．①伝統的に

という 3つのアレルがあり，3が野生型で，4を

進行が速いとされたが，生存期間の中間値は 9年

持つと AD を発症しやすい．ヒトは両親からそ

以上で，57％は 5年後も在宅生活可能とされ，

れぞれ 1つずつのアレルを引き継ぐが，4アレル

意外に良い ．②言語，集中の能力低下が顕著で，
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失行など巣症状や神経症状を伴う．③攻撃性，徘

2）前頭側頭型認知症（FTLD)

徊，幻覚・妄想などが認知障害以上に目立つ．こ

⑴疾患群概念の整理

うした症状が介護者の負担感の主因とされるだけ

ピック病をはじめとする大脳の前方部に主たる

に，家族介護者の辛さは想像に難くない ．

病巣をもつ変性性認知症は前方型認知症と通称さ

⑶神経心理学的特徴

れる．前方型の多くを占めるものが FTD 疾患群

かつてアメリカでは Consortium to Establish

である．これは 1994年にマンチェスター大学と

a Registry for Alzheimerʼ
s Disease (CERAD）

ルンド大学のグループ

からその特徴的な臨床

という大規模な研究組織があった．この研究の一

所見と病理学所見をもとに提唱された概念である．

環として，早発性（65歳未満発症：98名）と晩

もっともこの用語や診断に関して混乱を生じた．

発 性（65歳 以 上 発 症：323名）の AD 患 者 と の

そこで 1996年にマンチェスター大学から前頭側

間で，性，教育歴，認知症のステージを制御した

頭葉変性症（fronto‑temporal lobar degenera-

上で神経心理学的所見が比

された．その結果，

tion: FTLD）という新概念が示された．この下

早発例では言語機能と集中力は不良だったが，記

に FTD，従来は側頭葉優位型ピック病とされた

憶と見当識は優れていたとされる．そして全ての

語義失語を主徴とする意味性認知症（semantic

テストの成績について 4年の追跡期間における低

dementia:SD)，そ し て 進 行 性 非 流 暢 性 失 語

下率が有意に大きかったと述べられている ．
⑷画像所見，病理学的特徴

（progressive nonﬂuent aphasia:PA）などが位置
付けられた．

MRI 画像所見からは，高齢発症例に比べて若

なおパーキンソン症候を伴う第 17染色体 17

年発症例では側頭・頭頂葉移行部における萎縮が

q 21‑22に関わる常染色体優性の FTDP‑17，あ

有意に強いが，海馬の萎縮は弱いとされる ．

るいは運動ニューロン疾患を伴う認知症，皮質基

PET や SPECT を用いた研究でも同様の指摘が

底核変性症の一部といった疾患単位もここに位置

なされている ．

する ．

一般に若年発症 AD 例では脳の萎縮はびまん

このような FTLD と診断された 353症例を検

性かつ高度であるのに対して，高齢発症例では側

討 し た 研 究 報 告 が な さ れ て い る ．こ こ で は

頭葉内側部に限局しがちである．また老人斑と神

FTD，SD，PA に 3分類した上で検討された．

経原線維の出現量については，若年例の前頭葉や

そ の 結 果，平 均 発 症 年 齢 は，FTD 57.5歳，

頭頂葉では生理的上限の 10倍もみられるものの，

SD 59.3歳であり，PA の 63.0歳より有意に早

生理的にも出現しやすい側頭葉では 2〜3倍程度

かった．また FTD と SD の 2/3は男性であった

にとどまる．また Meynert 基底核や青斑核では

が，PA では男性は 1/3強という性差も示されて

神経原線維変化が生理的上限を超えて出現し，神

いる．

経細胞の脱落も認める．これに対して高齢発症例

一方病理学的分類としての，FTLD スペクト

では，全ての部位で増加率は 1.5倍程度で一定し

ラ ム に お い て，最 も 多 い の が ピ ッ ク 球 を 欠 く

ている．

FTLD‑lacking distinctive histology（ldh），次

両者が病理学的に最も異なる点は，若年例では

は 20〜25%程度を占める FTLD‑Pick である．

アストログリアの反応など激しい変性が認められ

さらに 10％程度とされる運動ニューロン疾患を

るのに，高齢発症例ではこれが乏しいことである．

伴う認知症という下位分類もある ．今日言うと

また前者では，６層からなる大脳皮質の構造が全

ころの FTD を，臨床家は伝統的にピック病と呼

層にわたって侵されるが，後者では部分的にとど

んできた．しかし多くの FTD 症例ではピック病

まる点も重要である ．

に特徴的とされる 3リピートタウの凝集塊である
ピック球を欠いている．そしてある種の FTD で
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図 FTD とその関連疾患の臨床像と病理所見の対応
MND : motor neuron disease,SD : semantic dementia,FvFTD : frontal or behavioral
variation of FTD, PNFA : progressive non‑ﬂuent aphasia, CBD : corticobasaldegeneration, DLDH : dementia lacking of distinctive histology
矢印の濃さは，臨床像と病理所見の対応関係の強さを示す．
〔Pickʼ
s disease.Dementia,3rd ed.(ed.by Burns,A.,Oʼ
Brien,J.,et al.).Hodder Arnold,
New York, p.684 2005 を改変〕

は，FTLD‑U とこれまでは呼ばれ，ピック球と

いてタウ遺伝子の変異を検査した ．2例の遺伝

は異なるタイプの封入体がみられる．これは体内

性 FTD 患者においてのみ異常を確認したが，孤

に蓄積し不要となった蛋白質を除去する物質ユビ

発例では変異は全く認められなかった．

キチンを含んでいる．このユビキチンがどんな蛋
白質と結合しているのかに近年注目が集まってい

3)レビー小体型認知症（DLB）

た．これが TDP‑43という遺伝子発現を調整す

DLB について近年診断基準の改定がなされ，

る蛋白質であることが明らかにされた

．

いささか複雑化している．しかしその病理と臨床

以上に述べた FTLD の臨床的な下位分類と病

の基本が，以下の 3点であることに変わりはない．

理学的なそれとは 1：1に対応しない．このこと

①黒質線条体病変によるパーキンソニズム，②認

が FTLD の全体像を複雑でわかり難いものにし

知機能と神経精神医学徴候の基盤をなす皮質病変，

ている ．これを図に示したが，今後さらなる整

③自律神経系の傷害である ．

理が待たれる．

DLB は AD と似てはいるが，多少とも異なっ

ところで欧米の報告では，FTD の 40%は家族
性であり，常染色体優性の遺伝様式を示す

た臨床症状，経過をとる．発症年齢は 50〜83歳

．

と AD よ り 若 干 低 く，ま た 死 亡 時 の 年 齢 は

そしてタウ遺伝子との関係から第 17染色体が注

68〜92歳とされる ．近年本疾患の有病率が予

目されてきた．しかしタウ遺伝子異常によって説

想以上に高いとして注目されるようになった．そ

明し得る FTD は，孤発性はもとより家族性の例

して変性性認知症としては AD に次いで多いと

においても稀だとされる ．

も言われ，認知症全体に占める割合を 20％とし

一方，欧米とは異なり，わが国の例では家族例
は少ない．筆者らは日本人 FTD の 24症例にお

た 報 告 も あ る ．性 差 で は，男 性 が 女 性 の
1.5〜2倍程度多い ．
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パーキンソン病に特徴的な病理所見であるレビ

ように思われた．

ー小体の主要成分は α‑シヌクレインである．そ

初めて受診した病院としては，総合病院が大多

こで DLB の遺伝子研究では，パーキンソン病と

数を占める．診療科としては，精神科，神経内科，

の関係から第 2，4染色体が注目されてきた．ま

脳外科が多い．また認知症を告知された機関につ

た注目すべきは，AD におけるほどの影響力はな

いても同様である．

いにせよ，APOE 4遺伝子が本疾患でも危険因子
になるという事実である ．

なお総合病院といっても，実は調査地域におけ
る認知症専門外来を有する特定の医療機関に偏っ

多くの症例では，AD に特徴的な神経原線維変

ている．なお精神科や神経内科を受診しても数ヶ

化と老人斑に DLB に特徴的なレビー小体が共存

月，ときに 3年間も「うつ病」として漫然と治療

す る．以 前 の 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ に よ れ ば，

されていたというケースが少なくなかった．

DLB と診断される剖検例の 15％には重度の，55
％にはある程度の AD 病理がある．そして同年

2）退職までの状況に関して

齢の対照と同程度のものは 30％にすぎなかった

⑴療養のための有給休暇の利用

とされる ．

これについての有効回答は 81あった．このう

なお DLB 患者にみられる抗精神病薬への過敏

ち民間会社に勤めていた 47例については，利用

性は有名である．ある回顧的調査によれば，この

の有無はほぼ半数ずつに分かれた．公務員の 9例

ような現象がみられる危険性は AD では 7％で

中，利用していたのは 6例であった．

あるのに対して，DLB では 81％にも上ったとさ

⑵解雇のプロセスの妥当性

れる ．

発症に気付かれてから最終的に退職するまでに，
配置異動や自宅でできる仕事の割り当てなどの配
わが国における当事者と家族の問題

慮がなされたか否かを尋ねた．56の回答例のう

当事者と家族が抱える問題点は以下の 4点にま

ち 40例が，配慮が感じられたという意味で「概

とめられる．すなわち，①医療とケア，②生活の

ね妥当」と回答していた．こうした結果からは，

経済的基盤，③家庭の不和，④子供への遺伝であ

当事者が勤務していた民間会社には大企業が多い

る．こうした諸問題についても具体的なことは，

ものと推測される．

欧米でも ，またわが国でも殆ど知られていない．
そこで筆者らは最近，奈良県の「朱雀の会」と東

3）生活の経済的基盤

京の「彩星の会」という患者・家族会の会員の協

ことに男性が 40歳代，50歳代でこれらの疾患

力を得て表 3に示す項目について調査した．105

に罹患した場合，退職後に収入を失って経済的に

の有効回答をもとに結果概要を紹介する ．

困窮するのは必至である．これに対応する策とし
ては，年金，生命保険などがある．

1）受診・診断・告知

⑴障害年金の受給に関して

家族が何らかの異常に気付いた後に初めて医療

障害年金受給については，81回答のうち 41例

機関にかかるまでの期間では，ときに 3年以上と

が受給ありと回答した．

いう例もあるが，多くは 1年以内であった．いわ

⑵生命保険の高度障害認定に関して

ゆる老年認知症の場合には 2〜3年とも言われる

生命保険においては，高度障害という概念があ

ので，若年性の場合は相当速やかと思われる．と

る．これに該当するのは，いわゆる寝たきりや植

くにサラリーマンの場合，僅かなミスでも重なる

物状態あるいは絶対に回復が見込めない疾患に罹

と会社側から受診を促されることもある．逆に 3

患している場合であり，死亡に準じて保険金が支

年以上も受診していないケースでは自営者が多い

払われる．ところが若年性認知症の場合，とくに

朝田：若年性認知症という残された課題

表 3 若年性認知症患者の実態調査項目
・受診・診断・告知
・発病後の職場における処遇
・経済的基盤
・当事者・家族の要望
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⑦見守りサポーターの充実
⑧家族に対するメンタル面のケア
以上の多くは，福祉・保健の問題である．しか
し医療者も日常臨床において，こうした事柄へ配
慮することは不可欠である．これまで以上に密な
関連領域との連携が望まれる．

まだ身体的に健康である間は，認知機能障害が重
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Young‑onset Dementia : An Unresolved Challenge

Takashi ASADA
Department of Neuropsychiatry, Institute of Clinical Medicine, University of Tsukuba

Younger people with dementia present a unique challenge to modern Japanese society and
those individuals who care for them. Although illnesses causing dementia occur much less
commonly in younger than older people, it was estimated that there were about 30,000
aﬀected younger people in 1995 in Japan. For younger people with dementia, eﬀects on
families, the presence of dependent young children, and the economic implications are
particular challenges.
In this article, ﬁrstly, epidemiological ﬁndings regarding illnesses causing dementia in
younger people were described.Secondly,the three major degenerative dementia forms that
often develop in presenescence were reviewed.
Thirdly, the issue of service planning for such cases was discussed.
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s abstract
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