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川島寛司. 慈恵医大誌. 1978 

６０歳以上 ８８例 （早発４０例，晩発４８例） 

発症年齢による臨床症状の違いはない 



川島寛司. 慈恵医大誌. 1978 

39例の早発うつ病の患者：60歳以前の初発時と60歳以降の再発時の症状 

60歳以降の再発時には精神運動抑制は少なく，心気，不安，焦燥，自責感，
希死念慮が高まり，妄想形成しやすく，せん妄や仮性痴呆が現われた 



Hageman JM. Br J Psychiatry. 2012 

高齢者うつ病では心気，一般身体症状，焦燥，消化
器系身体症状のスコアが高く，自責感，性的関心の
スコアが低い 
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うつ病性 仮性認知症 

うつ病の症状により 
注意・集中力や判断力が低下し， 
一見認知症のようにみえる状態 
 
うつ病相では認知機能検査の成績が
低下している 
 
うつ病の治療により改善する可逆的な
認知機能障害 



 

中核症状は 
        「発動性の低下」「興味・関心の喪失」「感情の平板化」 

 

アパシーは器質的基盤がより明確 （主に前頭葉機能の障害） 
 

認知症の初期症状として認めることが多い 
 

客観的に活動性が低下し「元気がない」状態となり，様々な出来事に興味
や関心を示さなくなる 

      →うつ病との鑑別が困難なことも 
 

 
 
 
 
 
 

うつ病では抑うつ気分や悲哀感，自責感，絶望感などの感情症状が目立
つが，アパシーでは感情は平板化 
 

うつ病では自らの活動性の低下に苦痛に感じている 
 

アパシーでは周囲や自己の状態に対しても無関心であるので，自らの「元
気がない」状態に対してあまり苦痛を訴えない 
 

食欲は正常なことが多い 

アパシー 

鑑別のポイント 



  仮性認知症 アルツハイマー病 

物忘れの認識 

  自覚 ある 少ない 

  深刻さ ある 少ない 

  構え 誇張的 無関心 

反応速度 緩徐 障害されない 

質問に対する態度 
努力放棄 

「わからない」 
取り繕い 

見当識 正常/一定しない 障害されていることが多い 

記憶機能 
正常/短期・長期記憶が

同等に障害 
病初期より遅延再生が障害 

 再認 障害されない 障害される 

描画・構成 不注意、貧弱、不完全 本質的に障害される 

失語・失行・失認 ない 進行するとみられる 

妄想 貧困・罪業・心気 物取られ 

仮性認知症と認知症の鑑別 



61歳 うつ病 

(HDS-R 14点) 

時計描画テスト 
 

HDS-R: 長谷川式簡易知能スケール改訂版 

72歳アルツハイマー病 

(HDS-R 17点) 

64歳アルツハイマー病 

(HDS-R 20点) 

83歳アルツハイマー病 

(HDS-R 17点) 

79歳アルツハイマー病 

(HDS-R 21点) 



Woolley JD et al. J Clin Psychiatr. 2011 

若年発症の神経変性疾患の28.2％に精神疾患の病名がついていた 
前頭側頭型認知症の52.2％，アルツハイマー病の23.1% 
精神疾患の病名ではうつ病と双極性障害が多かった 
前頭側頭型認知症では他の変性疾患と比べて双極性障害と診断されてい
ることが多かった 



 前頭側頭型認知症では気分変動や多幸感，抑制欠如，衝動性などが
双極性障害の，アパシーや共感性の欠如，がうつ病の診断根拠 

 アルツハイマー病では記憶障害や気分障害がうつ病の診断根拠 

気分障害と神経変性疾患の症状のオーバーラップが誤診の原因 

Woolley JD et al. J Clin Psychiatr. 2011 



認知症とうつ病の合併 

アルツハイマー型認知症の40～50%にうつ症状が認められ，
10～20%にうつ病が合併する 

Wragg RE. Am J Psychiatry. 1989 
 

血管性認知症では60%にうつ症状が認められ，27%にうつ
病が合併する 

Cummings JL. Arch Neurol. 1987 

 
レビー小体型認知症の初期の段階で，61.9%に抑うつ症状
が認められる 

Borroni, B. Arch Gerontol Geriatr. 2008 
 



Ownby RL, et al. Arch Gen Psychiatry. 2006 

うつ病の既往はCase-Control研究（OR 2.03)，Cohort研究（OR 1.90）
ともにアルツハイマー病の独立した危険因子であった 



うつ病はアルツハイマー病，血管性認知症いずれのリスクも増加させる 

da Silva. et al. Br J Psychiatry. 2013 



うつ病の発症年齢によるリスクの差について結果は一致していない 
若年発症も高齢発症もいずれも認知症のリスクになる 
うつ病は認知症のリスクファクターでもあり前駆状態でもある 

da Silva. et al. Br J Psychiatry. 2013 



双極性障害も認知症発症のリスクを増加させる 
その推定危険率はうつ病より高い 

da Silva. et al. Br J Psychiatry. 2013 



Boot. et al. Neurology. 2013 

DLB 147例とAD 236例について後方視的に19のリスクファクターを調査 

Risk factors：不安，抑うつ，脳卒中，PDの家族歴，ApoEε4アリル 
Opposing risk factors：癌，カフェイン摂取 



Boot. et al. Neurology. 2013 

抑うつはコントロールと比較して6.0倍，ADと比較しても4.3倍 



The Baltimore Longitudinal Study of Aging 

1,239 認知症の無い人 (≥ 50歳) 

中間値 24.7年間追跡 

Dotson et al. Neurology. 2010 

うつのエピソードを繰り返すと認知症発症のリスクが高くなる 
1回のエピソード毎に14％リスクが増える 



Byers, AL. and Yaffe, K. Nat. Rev. Neurol. 2011  

脳血管病変 

グルココルチコイド 
の増加 

うつ病 認知症 

前頭葉線条体の異常 

神経成長因子の変化 

免疫系の変化 

アミロイド斑の増加 

海馬の萎縮 

うつ病から認知症発症に関係すると考えられる機序 
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脳器質的要因 
（脳血管障害など） 

 
 
 

認知機能の低下 
ストレスに脆弱 

心理・社会的要因 
●負のライフイベント 
●役割喪失 
●不十分なサポート 

発症 

高齢者うつ病の要因 

身体的要因 
●身体疾患 
●併用薬剤 



Post-Stroke Depression（卒中後うつ病） 
  

   脳卒中後，特に左前頭葉梗塞後に高率（約30%）にうつ病を発症する 
Robinson RG and Price TR. Stroke. 1982 

 

MRI-Defined Vascular Depression 
 

   高齢発症のうつ病患者ではMRIで高率（約60%）に 
   深部白質の血管病変を認める 

Krishnan KRR, et al. Biol Psychiatry. 1988 
Krishnan KRR, et al. Am J Psychiatry 1997 

 

 うつ病の無症候性脳梗塞 
 

老年期発症の大うつ病性障害患者の93.7%に無症候性脳梗塞を認める 
Fujikawa T, et al. Stroke.  1993 

脳器質的要因ー脳血管病変とうつ病 

Alexopoulos GS, et al. Arch Gen Psychiatry. 1997 



橋本病（慢性甲状腺炎） 
30歳～60歳の女性に多いが，若年期は無症候性で，高齢になると甲
状腺機能が低下 
精神症状：無力感，集中力の低下，易疲労感，意欲低下，活動性の低
下，食欲低下，寒がり，物忘れなど 
身体症状：低体温，除脈，皮膚乾燥し黄色味がかる（カロチンネミア），
粘液水腫（non-pitting edema），こむら返り，嗄声，眉の脱毛，巨大舌 
精神症状は血中のT3やT4の値と相関せず，甲状腺機能正常時にも 

 

潜在性甲状腺機能低下症 
T3やT4値は正常範囲内にあるが，TSHが高値 
60歳以上の高齢期の女性の20% 
単極性非精神病性大うつ病の10%強，双極性障害の約20% 
甲状腺ホルモン補充療法は，甲状腺機能が正常下限か潜在性甲状腺
機能低下症の場合に有効性が高い 

身体的要因ー甲状腺機能低下症 



心理・社会的要因 
喪失体験  

近親者との死別 
  遺された悲しみ，自身への照らし合わせ 

 身体機能・知的機能の低下（老化） 
  視力，聴力，筋力，心肺機能の低下，記憶力や判断力の低下 

 役割の喪失 
  定年退職→社会的役割↓，経済力↓ 

  家庭内での役割↓「空の巣症候群」 

 環境変化 
  「主人在宅ストレス症候群」 

社会的サポートの低下 

 核家族化 

  高齢者のみの世帯↑，家庭内での孤立化 

 近隣との関係が希薄化  
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高齢者うつ病の治療 

心理・社会的アプローチ 
心理・社会的要因の理解と共感 
家族の治療への参加 
環境調整 
生活指導 
精神療法 

 

薬物療法 
軽症であれば漢方も 
抗うつ薬 
強化療法 
ベンゾジアゼピン 

 

電気けいれん療法 



心理・社会的アプローチ 

家族への指導  
自然な態度で見守る 

腫れ物に触るような扱い→「家族に迷惑をかけている」  
見守る→観察 
  精神状態や身体状態，自殺をほのめかす言動， 
  食事や服薬状況，副作用の出現 

孤立させない 

単身または同居の家族はいるが日中は単身となる場合など 
→訪問の回数，1日1回の電話，訪問看護，ヘルパーなど 

休養 

「休め，休め」→「役立たず」 

役割を持たせる 

経験に基づくアドバイス→「相談役」 
「ありがとう」の一言 



抑うつ気分に使える漢方 

「意欲低下よりもイライラが強い」 
抑肝散、抑肝散加陳皮半夏など 

「気になる事が多く、胃がもたれる」 
半夏厚朴湯・・・腹満感、喉の異物感 

香蘇散・・・もともと胃腸が弱く、副作用が出やすい。六君
子湯と組み合わせても良い 

「月経周期に伴ってイライラしたり気分が落ち込む」 
加味逍遥散・・・ほてりも冷えもある 

女神散・・・ほてりのみ、冷え無し 

当帰四逆加呉茱萸生姜湯・・・冷え症、特に手足の先が冷える 

千葉大学大学院 和漢診療学講座 岡本英輝先生 監修 

漢方 

トウキシギャクカコシュユショウキョウトウ 
34 



Nagane A, et al. Psychiatry Research. 2014 

寛解した大うつ病性障害 69例（服薬終了 19例，SSRI/SNRI 21例，三環系 29例） 
健常対照 31例 



うつ病寛解後も一部の認知機能障害が残存する 
三環系抗うつ薬は新規抗うつ薬より多くの領域の認知機能障害を
残存させる 

Nagane A, et al. Psychiatry Research. 2014 



Alexopoulos GS et al. Arch Gen Psychiatry. 1996 

高齢者うつ病(n=63) 

若年者うつ病(n=23) 

高齢発症(n=25) 

若年発症(n=38) 

 高齢者うつ病と若年者うつ病で回復率に差はない 
 高齢者うつ病の中では，高齢発症で回復が遅くなる 



 4年齢群のうつ病で回復までの期間に差はない 
 高齢者うつ病では，再発までの期間が短い 

Mueller TI et al. Am J Geriatr Psychiatry. 2004 



認知機能の状態は抗うつ薬の反応性に影響しない 
うつ病の重症度と病相期間が抗うつ薬の反応性に影響をあたえる 

Koenig AM, et al. J Clin Psychitry. 2014 



Billioti de Gage, et al. BMJ. 2014 



Billioti de Gage, et al. BMJ. 2014 

アルツハイマー病と診断された1796例と健常者7184例 
ベンゾジアゼピンの使用はアルツハイマー病のリスクを約50％
増加させる 
不安や抑うつ，不眠などの症状の影響を除外しても結果は大き
く変わらなかった 
3ヶ月以内の使用ではリスクは増加しなかった 
3ヶ月以上使用すると使用期間に応じてリスクが増加した 
半減期の長い薬剤の方がリスクは高かった 



Conclusions 

高齢者うつ病は増加の傾向にある 

高齢者うつ病では心気，焦燥，身体性症状が多い 

高齢者うつ病では認知症との鑑別も大切であるが，移行

する例も多い 

高齢者うつ病の診療に際しては脳器質的要因，身体的

要因，心理・社会的要因を考慮した，検査や治療的アプ

ローチが重要 

高齢者うつ病の薬物治療においては認知機能への影響

を含めた副作用を鑑みた薬物選択と，寛解後の再発・再

燃への注意が重要 


