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認知症の薬物療法

中 村 祐（香川大学医学部精神神経医学講座)

認知機能障害（記憶障害，失語，失行，失認，実行機能障害）は，認知症の中核をなすが，これに

対しては，回復までは期待できないが，薬物療法（アセチルコリンエステラーゼ阻害剤）を行うこと

ができる．認知症の進行抑制は，認知症に対して希望と時間を持って対応するために極めて重要であ

る．また，認知症においてみられる妄想，不安，焦燥感などの周辺症状の多くはケアや環境を工夫す

ることにより対応することが可能であるが，薬物療法によっても改善を期待することができる．

索引用語：認知症，アルツハイマー型認知症，アセチルコリンエステラーゼ阻害剤，ドネペジル，

BPSD

認知症の薬物治療の基本

以前の認知症の呼称は，「痴呆」であった．

「痴」は「知る」に病垂が付いたもので，「認知障

害」を意味する．一方，「痴呆」の「呆」は「注

意障害」や「意欲障害」を意味する．認知症の薬

物治療においては，「痴呆」の「呆」も重要なタ

ーゲットである．

認知症の薬物治療で大切なことは，「薬はリス

クである」ことを常に念頭に置く必要がある．こ

れを前提として，認知症の薬物治療の基本は以下

の5点である．

1. できるだけ薬に頼らない．

2. 薬の種類はできるだけ少なく．

3. 薬は一カ所の調剤で処方をうける．

4. 薬の服用回数は最小限に留める．

5. 無理矢理服用させない．

認知症に対して最も有効で安全な薬は

認知症に対して最も有効で安全な薬は，「水分」

である．充分な水分の補給を行うことが肝要であ

る．その理由は，「認知症では喉が渇かない」，

「自分から水分を欲しがらない」，「少しで充分と

言う」などである．積極的に水分補給を行わない

と徐々に脱水に傾き，種々の認知症で見られる症

状の発現に繫がる．それを防ぐためには，「食間，

風呂上がり，外出後に補給する」ことが効果的で

あり，「少量のお菓子をつける」などの工夫を行

うとスムーズに水分を取らせることができる．

中核症状の薬物治療

現在我が国で唯一アルツハイマー型認知症に対

する薬剤として認可されているのがドネペジル塩

酸塩（アリセプト ）である．ドネペジルは，従

来は，「軽度及び中等度のアルツハイマー型痴呆

における痴呆症状の進行抑制（承認当時は痴呆症

という用語が使用されていたため）」という効能

であったが，2007年に，高度アルツハイマー型

認知症への10mg/dayへの増量が用法として追

加され，「アルツハイマー型認知症における認知

症症状の進行抑制」という適応を有するようにな
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った．しかし，アルツハイマー型認知症以外の認

知症の治療薬は現在（2009年10月時点）のとこ

ろない．

3―1）ドネペジルの効果

ドネペジルは，神経伝達物質であるアセチルコ

リンの分解を抑制し，見かけ上シナプス間隙での

アセチルコリンの濃度を上昇させる作用があると

考えられている．見かけ上アセチルコリン濃度を

上昇させることにより，認知機能の向上，感情の

安定化，注意力の上昇，活動性の上昇が期待でき

る．ドネペジルの主たる効能は，記憶障害などの

中核症状の維持にあり，進行抑制効果が中心とな

るために，本人，家族，介護者がその効果をはっ

きりと実感することが難しいことがある．また，

ドネペジルは，脳内のアセチルコリンの減少度合

いに応じた投与量が必要であり，また，個人によ

り障害されている部位も微妙に異なるために，そ

の効果には個人差がある（図1）．そのために，

継続的に服用せず，薬本来の効能が発揮されてい

ない事例が多くあると考えられる．

患者本人（但し軽症）が自分自身で実感できる

効果には，具体的には次のようなものがある．

・頭がスッキリする．モヤモヤが取れる．頭痛

が減った．

・意欲が出た．前向きに物事が考えられる．明

るくなった．

・失敗が減った．計算などの間違いが減った．

・他人から注意されることが減った．

家族・介護者が具体的に実感できる効果には，

次のようなものがある．

・表情が柔らかくなった．イライラしなくなっ

た．落ち着いた．

・挨拶をするようになった．周りの変化に気づ

くようになった．電話に出るようになった．

・新聞，テレビを見るようになった．

・会話の量が増えた．

・混乱することが減った．

・置き忘れ，仕舞い忘れが減った．

・家事や庭いじりなどをするようになった．

このように，投与後短期間では以下のような効

果がみられる．

1. 注意力の向上（頭の霧が晴れるなど）

2. 感情機能の改善（意欲・活気が出る，笑顔

が出る）

3. 焦燥感（イライラ）の低下（落ち着く）

4. 認知機能テストでの成績向上

また，長期では，アルツハイマー型認知症の進

行抑制が主な効果であるが，以下のような効果が

みられる．

1. 海馬などの萎縮の抑制

2. 脳血流の維持

3. 認知機能テストの成績低下の抑制

4. ADLの維持

3―2）高度アルツハイマー型認知症においての

ドネペジル増量と注意点

ドネペジルは，その作用メカニズムから脳内の

アセチルコリンの減少度合いにより増量が必要で

ある．高度アルツハイマー型認知症においては，

ドネペジルの用量は10mg/dayであり，高度認

知症に進行した時点で，5mg/dayから10mg/

dayへ速やかに増量することが望ましい（図

2） ．但し，増量効果も個人差があることに留

意する．また，増量時には，悪心，嘔吐，下痢な

どの消化器症状が見られることがあるので，7.5

mg/dayなどの用量を経て増量を行う，もしくは，

増量時にPPI（プロトンポンプ阻害剤）を用い
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図 1 個人差によりドネペジルの効果は異なる



ると，副作用を軽減することが可能である．

3―3）興奮，焦燥，落ち着きのなさがみられた

時の対応

認知症においてみられる興奮や焦燥は，基本的

には認知症の進行，環境や身体状況の変化や不適

切な介護・対応に起因することがほとんどである

（図3）．基本的には，環境面，身体面，ケアを見

直すことにより，これらの症状は軽減されること

が多い（図4）．ドネペジルの投与初期に活動性

の上昇がしばしばみられることがあり，外見上軽

度の興奮や焦燥，落ち着きのなさとみられる場合

がある．活動性の上昇は，実際には効果が現れて

いる証拠でもあり，多くの場合時間とともに消退

する．ドネペジルの投与初期に，興奮，焦燥，落

ち着きのなさがみられた時は，許容できる範囲で

あれば，服用を続けて経過観察を行う．症状の著

しい場合は，服用を一旦中止して，診断を見直す

必要がある．また，ドネペジルを安定して服用中

に興奮，焦燥がみられた時は，中止せずにまず環

境や身体状況の変化を検索し，介護や対応を見直

すことが望ましい．抗精神病薬や抗不安薬での対

応は，基本的には勧められない．

認知症の周辺症状（BPSD）に

対する薬物治療

認知症の周辺症状（BPSD, Behavioral Psy-

chological Symptoms of Dementia）は，基本的

には認知機能障害に続発して生じると考えられて

いる．したがって，適切な認知機能障害の治療を

行うことにより，BPSDを軽減することができ

ることをまず念頭に置く必要がある．また，認知

症の原因となっている疾患により対応が異なる場

合があるので，その際は注意を要する．

4―1）重要な基本的な注意

BPSDに対して，抗精神病薬，抗不安薬，睡

眠導入剤などを使用する場合は，意識障害，歩行

障害，転倒，認知機能障害の悪化などが生じるこ

とが多く，基本的にはまずケア，環境調整にて対

応し，それらの対応では難しい場合にのみ薬物療

法を試すべきである．安易に薬物療法に頼ること

は勧められない．また，BPSDを適応に持つ薬

剤は実際にはなく，安全性が確立されていないこ

とから，服用に際しては充分な注意，インフォー

ムドコンセントが必要である．

BPSDがみられた場合は専門医への受診を勧

めるとともに，患者の日常生活での変化がなかっ

たかどうかに目を向ける．日常生活，体調，介護

図3 中核症状と周辺症状（BPSD）の関係

図2 高度アルツハイマー型認知症におけるドネペジル

増量効果

高用量ドネペジル（10mg/日）による高度アルツハイマ

ー型認知症患者に対する二重盲検比 試験（24週）及び

長期投与試験（52週）に参加した被験者でウオッシュア

ウトの期間の短い群（2～4週）の SIB -J（Severe
 

Impairment Battery-Japan）の評点の経過．文献2の図

を改変．
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の仕方などに変化があるようであれば，それらに

ついて見直す．身体的に異常を来している場合も

少なくなく，一般医を受診し，身体的な診察を受

けることも重要である．

また，ドネペジルを服用することにより周辺症

状が軽減されることも多く，薬物療法を行うに当

たっても，抗精神病薬，抗不安薬，睡眠導入剤な

どは最終的に用いるべきである．

4―2）幻覚・妄想

認知症でみられる幻覚・妄想のほとんどは誤認

症状であることから，基本的に統合失調症でみら

れる幻覚・妄想とは異なることに留意する．これ

らの症状に対しては，低用量の非定型抗精神病薬

（リスペリドン，クエチアピン，ペロスピロン，

ジプレキサ，アリピプラゾール）が奏功すること

が多い．しかし，米国食品衛生局（FDA）より

「認知症高齢者における臨床治験においてプラセ

ボ（偽薬）投与群に比して，非定型抗精神病薬投

与群の死亡率が増加するために，精神病症状を伴

う認知症高齢者に非定型抗精神病薬の投与は承認

しない」という警告が出ており，注意が必要であ

る．やむなく投与する場合は，本人，家族に充分

なインフォームドコンセントが行われるべきであ

り，同意書に相当するものを取得していることが

望ましい．

塩酸チアプリド（グラマリール ）が幻覚や妄

想に対しても有効なことがあり，ケアなどで対応

が困難である場合はまず本薬剤を試すことが勧め

られる（興奮・焦燥の項参照）．

また，幻覚がしばしば見られるレビー小体型認

知症の場合は，非定型抗精神病薬に感受性が強く，

パーキンソン症状などの錐体外路症状（歩行障害，

転倒，動作緩慢，手の振戦など）などの副作用が

出現しやすいので，原則使用しないことが勧めら

れる（やむを得ず使用する場合には，クエチアピ

ンを少量使用する）．レビー小体型認知症では，

脳内のアセチルコリンの減少が強く，ドネペジル

が有効なことが多いが，現在のところ，ドネペジ

ルの適応症ではないことに留意が必要である．ド

ネペジル以外では，抑肝散が有効なことが多いが，

甘草が多く含まれている処方であるため，低K

血症に注意が必要である．また，ドネペジルと同

様に適応症ではないことに留意が必要である．

4―3）興奮，焦燥，敵意，攻撃行為

興奮や焦燥，不眠などに対しては，塩酸チアプ

リドが奏功することが多い．低用量から開始し，

徐々に増量することが望ましい．また，抑肝散が

これらの症状に対して有効な場合がある．

図4 興奮，焦燥，暴言，暴力などの周辺症状（BPSD）に関連する因子
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4―4）うつ症状

認知症の初期では，うつ症状を伴うことが多く，

うつ病と鑑別することが困難なことが多い（図

5）．認知症と診断された場合でも，うつ症状が

認められた時は，SSRIや SNRIを服用する場合

がある．いずれも低用量から開始し徐々に増量す

ることが望ましい．これらの薬剤は，高齢者にお

いては吐き気や嘔吐以外に眠気や認知障害を悪化

させることがあるので注意する．また，薬物相互

作用についても注意が必要であり，他に服用して

いる薬剤があれば注意が必要である．

4―5）不 眠

認知症高齢者の不眠は入眠困難，途中覚醒，早

朝覚醒などがみられるが，概して日内リズムのズ

レに起因していることが多い．生活リズムの是正

が第一であり，薬剤の使用はなるべく避けるべき

であるが，実際は睡眠導入剤を用いて強制的に生

活リズムを作る必要がある．このような場合は，

筋弛緩作用のあるベンゾジアゼピン系睡眠導入剤

は転倒・骨折のおそれがあるので避けるべきであ

る．したがって，仕方なく睡眠導入剤を用いる場

合は，筋弛緩作用の弱い非ベンゾジアゼピン系睡

眠導入剤（ゾルピデム，ゾピクロン）を低用量か

ら用いるべきである．比 的睡眠導入作用の強い

塩酸ゾルピデム（マイスリー ）は，5mg/dayか

ら開始する．
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図 5「うつ」と認知症の鑑別困難な場合の初期治療と対応
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