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高齢者におけるアルコール関連問題

　久里浜医療センターから来ました松下と申します。今日はよろしくお願いします。このような場にお
招きいただき大変光栄に思います。私は基本的には精神科の医者で、随分長いことアルコールの患者さ
んに接してきました。久里浜医療センターは、昭和 39 年からずっとアルコールの病棟でアルコール患
者さんを診療していますが、だいぶ前から患者さんも男女で分けて、それから男性のほうは年齢で分け
て診療するようになっていました。中年を主体とした病棟と、それよりもう少し高齢の方が多くて体力
的に弱っているような方とか、少し認知機能が怪しくなってしまった人を専門に見る病棟とあって、私
は高齢の方の病棟を長いこと担当していましたので、高齢のアルコール関連問題ということでお話をさ
せていただきます。
１．本日のテーマ（スライド１）
　今日お話しさせていただく内容としては、高齢の
方と若い方で何か違いがあるのか。アルコールに効
果といいますか、酔い方などが何か違うのかという
ことと、この辺りは堤先生が嫌というほど示されま
したが、アルコールに関する体質ということで、東
アジアの人たち、特に日本人、中国人、韓国人は、
アルコールの代謝酵素に遺伝的な多型があるもので
すから、その辺りの影響。
　それから高齢者におけるアルコールの問題、それ
から認知機能です。脳萎縮、アルコールと老化とい
うことに関してお話を進めさせていただきます。
２．アルコール依存症の推計値（スライド２）
　その前に、疫学調査から示された日本の依存症者
数、それからこれは住民調査で推計されたアルコー
ル依存症の方の数、多量飲酒者の数です。厚生労働
省が把握しているアルコール依存症の数は、大体
４万人から５万人くらいです。ところが、一般住民
の方を対象にして ICD10 というアルコール依存症
の診断基準があるのですが、それに該当するかどう
かを聞いていって推計すると、全国に 100 万人を超
えるアルコール依存症の人がいるはずだということ
になっているのです。なので、単純に比較しますと、
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アルコール依存症でありながら、実際は認められていない、診断されていない方がかなりいるのではな
いかと推計されています。その影には、多量飲酒、週に１日以上、１回に 60 グラム以上、日本酒です
と３合くらいです。それを多量飲酒だと定義すると、980 万という非常に多くの方がいるはずだという
ことになります。
（スライド３）
　ただ、日本人の飲酒量、飲み方には特徴があるよ
うで、これはOECDに加盟している国の中で、多
量飲酒者がその国の総飲酒量に占める割合を見たも
のですけれども、日本では大体 20％存在する多量
飲酒者が、総消費量の 70％を消費しているという
数字があります。なので、飲む人はやたら飲むのだ
けれども、飲まない人はそんなに飲まないという二
極化といいますか、そういう傾向があるのではない
かと指摘をされます。
３．高齢者と飲酒について
　さて、アルコールと老化についてお話を進めたい
と思うのですが、高齢者でいわれていることは、同
じ飲酒量でも高齢者のほうが血中アルコール濃度が
高くなりやすいということと、脳のアルコールに対
する感受性が高齢者のほうが高いのではないかとい
われています。つまり高齢の方はお酒に弱くなるは
ずだということなのです。まず、体重当たり５グ
ラムとか６グラムとか同じ量のアルコールを飲んで
いただいても、高齢の方のほうが血中のアルコール
濃度は高くなりやすいのですが、その理由としてい
われているのは、体の中に占める水分の割合が、高
齢になれば若い人よりは少なくなりますので、アル
コールは水に溶けますから、水分が少なくなれば、
分母が小さくなるので割合が高くなると考えられま
す（スライド４、５）。
　また、こちらはアルコールの分解なのですが、年
を取ると胃の粘膜が萎縮します。これは単なる老化
だけではなくて、ピロリ菌の存在が大きいようなの
ですけれども、日本の高齢の方の多くはピロリ菌を
持っているので、どうしても萎縮性胃炎を起こしま
す。胃粘膜の中にアルコールを分解する酵素が存在
していて、アルコールが胃袋に滞留している間に分 スライド 5
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解を受けるのですが、胃粘膜が萎縮してしまうと、
このアルコールを分解する酵素がいなくなりますの
で、胃粘膜でのアルコールの分解が悪くなり、血中
のアルコール濃度が上昇するのではないかと考えら
れています（スライド６）。
　なので、若い人と高齢の方でアルコール依存症の
方でも、病院を受診する動機が少し違ってきます。
酔いやすくなったり、よく転ぶようになった。そ
れから酔って失禁をするようになったり、けいれん
発作という形で現れる方もいらっしゃるというよう
に、酔い方が変わってきます。暴言や暴力、言動の
異常や物忘れ、あるいは身体疾患の悪化といったよ
うなところからわれわれの病院に来られる方が多い
ということです（スライド７）。
　この辺り、酔いやすくなったりよく転ぶようにな
る、失禁する。あるいは外で飲んで、そのまま寝て
しまって、救急車を呼ばれ、そこからご家族が気付
くということもあるようです。高齢の方は、どうし
てもお酒に弱くなるのですけれども、ただ患者さん
たちは、それにあまり気付かず、量そのものは、む
しろ若い時よりも少ないとおっしゃるのですけれど
も、ご家族に聞いても、高齢になって、例えば中年
の方のようにウイスキーのボトル１本を空けてしま
うなどという方はほとんどいないのですが、量が変
わらないのだけれども、影響が非常に出やすくなる。要はアルコールに弱くなって、その結果お酒の問
題がクローズアップされてくるケースが多いということなのです。
４．アルコール代謝酵素の遺伝子型と依存症
　次に、アルコールに対する体質についてお話を進めたいと思います。ここは堤先生がおっしゃってい
たので、重複する部分もあるかもしれませんが、どうして依存症になるかを考えていくと、遺伝という
のは、かなり大きな要素を占めます。例えば双子研究や家系などを見ていくと、アルコール依存の方の
家系の中には、依存の問題を持っている方が多いということで、何らかの体質はあるだろうといわれて
います。その体質で一番はっきりしているのがアルコールの代謝酵素です。ただ、もちろんそれだけで
依存症になるわけではなく、飲酒の環境や生活環境も影響します。例えば仕事柄お酒を飲む機会が多い
営業職のような方というのは、リスクは高いといえるでしょうし、飲酒を許容するような環境が依存を
形成しやすくなります（スライド８）。
　あとは心理因子といいますか、ストレスや不安、抑うつなどは、やはりお酒の問題を助長するという
傾向がはっきりしています。どちらかというと、新寄希求性などといったりするのですけれども、新
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しいもの好きの性格だったり、少し衝動的になりや
すいような方。最近は発達障害ばやりなので、発
達障害でいえば、ADHDというのがあるのですが、
ADHDの方は非常に依存傾向が強くなりやすいと
いわれていて、アルコールも例外ではないというこ
となのです。こういった元々の体質、環境、それか
らパーソナリティーみたいなものが交互に作用して
依存が形成されると考えていいだろうと思います。
　その体質のほうですが、先ほど堤先生が示されま
したが、アルコールは、アルコール脱水素酵素は
ADHという名前なのですが、それにMEOS とい
うのは、先ほどの CYP2E1 ですけれども、主には
ADHによってアセトアルデヒドに分解され、さら
にアセトアルデヒドは、このALDHという酵素で
無害な酢酸に分解されます。このADH、ALDHど
ちらにも、日本人の場合、韓国人も中国人もそうで
すが、遺伝多型があるということです（スライド９）。
　こちらはALDHですけれども、ご存じのように、
遺伝子は両親から一つずつもらいます。この白と赤
で色分けしているのは、白はお酒を飲んでも赤くな
らない人です。赤いのは、お酒を飲むと赤くなる人
です。ただ、お酒を飲んで赤くなるといっても、た
くさん飲んで赤くなるというのは話が別で、それは
単に飲み過ぎということです。ビールコップ１杯
くらいの少量で赤くなるような方です（スライド
10）。それも体質的にALDHという酵素の働きが悪
いせいでアセトアルデヒドがたまり、顔が赤くなる
ということなのです。お父さんかお母さんか、どち
らか片方だけ赤いタイプを持っている方というの
は、赤くはなるのですが、全然飲めない体質ではな
いのです。赤くなりながらでも結構飲めるというの
は、赤タイプといいますか、赤体質といいますか、
白というのは全然顔色が変わらない方です。両親と
も、両方から赤くなるタイプをもらってしまうと、
真っ赤になって、いわゆる奈良漬けで酔っ払ってし
まうような人です。こういう方が日本人の中には大
体７％から 10％くらいいるということです（スラ
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イド 11）。
　それから赤くなっても少し飲める人と本当に飲め
ないという人がいるのですが、世界を見渡していく
と、こういう方がどこにいるかというと、アジアに
限局をされています。中国の南のほう、それから日
本です。これは赤くなる体質の方の割合が高いほど
黒い色が濃くなるのですが、中国の南のほうにあっ
て、日本人にも結構いらっしゃいます。日本の中で
も割合は結構違うようで、割合が高いのは日本の真
ん中のほうです。例えば奈良だとか、真ん中のほう
が赤くなる人が多く、日本の両端、例えば北のほう
や南のほうは、どちらかというと少ないようです。
北のほうや南のほう、例えば沖縄の方などは、割合
で言うと３割弱くらいですから、割とよく飲むとい
うのは、そういう体質が影響しているのだろうと思
います。先日韓国へ行ってきたのですが、韓国の人
は割と少ないのです。この辺りから日本人の起源な
どを推測するにも役立つようですが、こういう分布
になっています（スライド 12）。
　アルコール依存の方とそうではない人で、ALDH
の赤くなる体質の人の割合を比べると、赤がアル
コール依存で緑が依存ではない人ですが、見ていた
だくと分かるように、明らかに依存症の人は赤くな
らない人が多いです。赤くなる人、ほとんど飲めな
いようなタイプの方は、一般人口だと１割弱くらい
なのですが、アルコールの人では、ほとんどどころ
か全く見当たりません。私ども久里浜で 4,000 人か
5,000 人くらいの依存症の方の遺伝子を調べて、見
つかったのが３人だけです。だから、ほとんどこう
いう体質を持っている人は、依存症になる心配はし
なくていいということになります（スライド 13）。
　ただ、全くいないわけではないので、完全に予防
するとは言い切れないのですが、問題なのは、赤
くなりながらも依存症になる方が 15％弱くらいい
ます。保存してある血液を使って、ALDH の赤く
なる体質の人が依存症の方の中でどのくらいいるか
を見ていくと、1979 年では、わずか 2.5％しかいな

赤くなる体質にも 種類ある
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１．ほんの少量のアルコール（奈良漬を食べただけ）でも反応が出る

赤赤型

２．反応は出るが 赤赤型ほどは強くない
赤型

スライド 11

スライド 12

Li et al. Ann Hum Genet, 2009

非活性型 の分布

スライド 13

85.8

14.2

0

49.6
40.9

9.4

0

20

40

60

80

100

白型 赤型 赤赤型

アルコール依存
コントロール

遺伝子多型の頻度

アルコール依存（ 名）：Yokoyama A, Matsushita S, et al, Alcohol Alcohol, 2013
コントロール（ 名）：Matsuo K, et al, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2006

%



－ 32 －

飲酒と健康に関する講演会

かったのですが、だんだん近年になるにつれ、その
数字の割合が上がっていき、時代によって依存症の
なりやすさというのは随分違うということがいえま
す。ですから、以前は赤くなる人というのは、ほと
んど飲むことはなかったのかもしれないのですが、
お酒が非常に入手しやすくなって、しかも価格も安
くなって、赤くなる人でも飲む人が結構出てきまし
た。これは遺伝子と環境因子の交互作用というので
すが、その好例として海外でも注目をされています。
ですから、こういった環境もかなり大きく影響する
ということなのです（スライド 14）。
　もう一つ、アルコールを分解するほうのADHと
いう酵素にも遺伝子多型があって、これは遺伝子多
型の中でもゆっくり代謝するのが欧米型で、代謝が
早いのが変異型といわれるのですけれども、非常に
代謝の早いのが、日本人を含むアジアの人に多いの
です。シルクロードを伝わって中東のほうにも伝
わっているようなのですけれども、かなり分布には
地域差が大きくあります（スライド 15）。北米や南
米にはほとんどいません。このADHもアルコール
の問題には関係していて、依存症の方とそうではな
い人を比べると、依存症の人に多いのは、欧米型の
アルコールをゆっくり代謝するタイプの方の割合が
非常に多いのです。
　依存症ではない人だと、せいぜい７％くらいしか
いないのですが、アルコール依存症の方は、そうい
う方が３割くらいいるということで、アルコールを
ゆっくり代謝するというのが、アルコール依存のリ
スクになりやすい。逆に言うと、変異型のほうはア
ルコールの代謝が早いので、アセトアルデヒドが結
構作られてきてしまいますので、アセトアルデヒド
というのは、かなり不快な反応、心臓がドキドキし
たり、顔が赤くなったり頭が痛くなったり、そうい
う反応を起こさせるので、それがアルコール依存の
予防になっていると思われます（スライド 16）。
　このADHの遺伝子多型の頻度ですが、これを依
存症の方の中で、依存症の方を年齢によって分けて
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比べると、この１／１型という遅いタイプを持って
いる人の割合というのは、年齢によってだんだん下
がっていくのです。高齢の方ですと 13％くらいし
か持っていません。遺伝子の遺伝的なリスクという
のが年齢によってだんだん下がっていくことが分
かっていて、高齢になるほど、こういった本来の体
質の影響を受けなくなるということが分かっていま
す。ですから、これは例えば環境や習慣などがかな
り影響していくのではないかと思われます（スライ
ド 17）。
　ここまでを簡単にまとめますと、先ほどからお話
ししていますように、加齢によって人はアルコール
に弱くなるということと、代謝の遅いタイプのアル
コール脱水素酵素、分解酵素と、それからアセトア
ルデヒドの分解の活発なほうがアルコール依存症の
リスクを高めるのですけれども、高齢の依存症の方
には、このADHの遅いタイプの人というのは、若
い、中年の方より少ないのです。最近では、本来だ
と顔が赤くなって、あまりたくさん飲めないはずの
人の中から依存症になってくるタイプの人が増えて
いる。この辺りは環境要因がかなり大きく影響して
いるだろうと思います（スライド 18）。
５．アルコールと認知機能
　話が全然変わっていきますが、高齢の方というと、
どうしても認知機能といいますか、認知症の影響が
テーマになることが多く、依存症の方の中には、後
でお話をしますが、残念ながら認知症になってしま
う方も決して少なくはありません。ところで、こち
らは飲酒と認知症がどう関係していくかという疫学
調査です（スライド 19）。前から少量の飲酒は認知
症を予防するのではないかということが疫学調査か
ら指摘をされていて、これは古いのですけれども、
アメリカで行われた調査で、前向きの調査です。認
知症になった人と認知症になっていない人を比べ、
どのくらい飲めばどのくらい認知症のリスクが上が
るかを見たものなのですが、全然飲まない人と比べ
ると、週に１から６ドリンクで、１ドリンクとい

スライド 17

スライド 18

ここまでのまとめ
⚫加齢によってアルコールに“弱く”なる
⚫代謝速度の遅いタイプの と活性型 がアル
コール依存症のリスクを高める

⚫高齢のアルコール依存では遅いタイプが減少
⚫最近では非活性型 をもつ、本来ではアルコー
ル依存にならないタイプの依存症が増えている

32.3

26.7

21.2

13.4

5.9 4.4 3.9 4.4

0
5

10
15
20
25
30
35

－ 歳 － 歳 － 歳 － 歳

アルコール依存
コントロール

遺伝子多型頻度の年齢による変化
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高齢になるほど遺伝の
影響を受けなくなる

スライド 19

週間の飲酒量（ドリンク：ビール に相当）

歳以上の米国市民
人を対象として行われ

た 年間の追跡調査
追跡中に認知症を発症した

名と非発症の 名の
比較
週に ドリンクの飲酒が認
知症のリスクが最も低く、認
知症を予防する可能性を示
唆した
男女に分けても結果は同様
であり、酒類による違いは認
められない

Mukamal KJ, et al. JAMA, 2003

飲酒量と認知症の関係
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うのはビール 350cc に相当しますから、１日１本弱
くらいの飲酒量だと、むしろ認知症を予防している
のではないかと結論付けています。もちろん飲酒量
が上がればリスクも上がるのは当然なのですけれど
も、こういったような疫学調査の結果があります。
　それから脳卒中です。先ほど三浦先生もお示しさ
れていましたけれども、出血性のほうはあまり変わ
らないようなのですが、血管が詰まるほうに関して
は、少量の飲酒が少し予防していく可能性があると
いうことを、これもちょっと古いですが、指摘をさ
れています（スライド 20）。認知症も原因によって、
例えばこちらはアルツハイマー病ですが、飲酒とア
ルツハイマー病の関係を調べた多くの研究のまとめ
ですけれども、少量の飲酒はアルツハイマー病のリ
スクを下げる可能性があると報告をしています（ス
ライド 21）。
　もう一つ認知症の原因として多いのが、血管性の
認知症です。血管性の認知症に関しては、残念なが
ら幾つかの研究をまとめてみても、あまりリスクを
下げるということはなさそうだと結論していて、ア
ルツハイマーに関しては予防する可能性があるとさ
れています（スライド 22）。認知症と飲酒のリスク
を見てみますと、少量の飲酒は、認知症の予防効果
が指摘をされていますが、この辺りは、お酒の種類
で、先ほどもワインやビール、スピリッツなどとおっ
しゃっていましたが、ワインの効果は調査によって
まちまちで、お酒の種類による違いというのはない
のではないかと思います。ワインの産地、例えばボ
ルドーの研究家は、ワインの効果を認めたりしてい
る研究もあるのですが、トータルで見ると、あまり
変わりはないという風潮です。ただ、多量飲酒が認
知症のリスクになるのは、これは当然で、元々飲酒
をする習慣のない人が少量の飲酒をした場合に同じ
効果があるとは証明されていないので、ぼけ予防の
ためにお酒を飲むというのは、お勧めはできません
（スライド 23）。
　では、なぜ認知症を予防するかということになり

スライド 20

飲酒と脳卒中のリスク

日の飲酒量（純アルコール換算（グラム））

虚血性脳卒中 出血性脳卒中

少量の飲酒は脳梗塞のリスクを減らす可能性あり
Reynolds K, et al. JAMA, 2003

少量でもリスクは減らさない

スライド 21

スライド 22

脳血管性認知症との関係 飲酒と認知症リスク
研究のまとめ ２

Peters R, et al. Age Aging, 2008

少量飲酒が脳血
管性認知症のリス
クを下げることは
ない

飲酒と認知症リスク研究
のまとめ １

Peters R, et al. Age Aging, 2008

アルツハイマー病との関係

少量飲酒はアルツハ
イマー病のリスクを
下げる可能性があ
る
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ますと、HDL コレステロールを増加させることに
よる虚血の予防効果や血小板凝集の抑制、フラボノ
イドによる抗酸化作用などが指摘はされています
が、この辺りをしっかり研究したものは、僕はあま
り存じ上げません（スライド 24）。ただ、これは比
較的最近の研究で、中年くらいの時から少し長く調
査した研究ですけれども、こちらで見ますと、少量
だからいいというわけではないという結果で、飲酒
量によってどのくらい認知機能が低下するかを追い
掛けているものです。実線は飲まない人なのですが、
飲まない人でも年を取ればだんだん認知機能が下
がっていくわけです。飲んでいると、もちろん多量
になれば、傾きが強くなるわけですが、少量だから
いいかというと、そうでもなく、やはり飲まないよ
りは少し落ちるのが早いという研究の結果も出てい
ます。さらに右側、小さくて見えないと思うのです
が、結構少量から、これは海馬の大きさ、アルツハ
イマーですと海馬の萎縮というのが非常に有名です
けれども、少量でも海馬の萎縮につながっていると
いう調査で、これは男性だけなのですが、14 ドリ
ンク以上、ユニットですね。これは確かイギリスな
ので、１ユニットはちょっと変わって、純アルコー
ル８グラムですから、１週間に 14 ×８で 110 と少
しです。110 グラムくらい取ると、全然飲まない人
よりは海馬が少し萎縮しやすいということです。少
量だからいいというわけでもないのではないか。少
量の飲酒は認知症を予防する効果が指摘されている
一方で、中途量の飲酒でも海馬を萎縮させて、認知
機能を低下させるという可能性も示唆されています
ので、なかなかこの辺りは難しいところがあります
（スライド 25、26）。
６．高齢のアルコール依存
　続いてアルコール依存の方について、高齢のアル
コール依存症のことについてお話をさせていただき
ます。依存症がどうのこうのというよりも、アルコー
ル依存症の方というのは、当たり前ですが、多量飲
酒による影響が最も顕著に現れる病気なので、アル

スライド 23

スライド 24

スライド 25

Topiwala A, et al, BMJ, 2017

中等量飲酒と海馬萎縮・認知機能

言語流暢性（文字流暢性）テスト結果の変化

週間飲酒量と海馬萎縮

対象は英国の一般公務員を対象とした 研究（ ～
年）に登録され第 期（ ～ 年）の調査に参加した
例の中から無作為に抽出され、参加に同意した 例（ 質

問票 点未満、平均年齢 ± 歳）を対象として、試験終了時
（ ～ 年）に脳 検査を実施し、 年にわたって前向きに収集
されたアルコール消費に関するデータを用いて 週間のアルコール摂取量と認
知機能について解析。主要評価項目は、海馬萎縮、灰白質密度、白質
微細構造などの脳構造評価と、研究期間中の認知機能低下や、画像撮
影時の認知能力などの脳機能

は純アルコール に相当
は純アルコール （ビール 缶 本）

 コレステロールを増加させることによる虚血予防効果

血小板凝集の抑制

 ワインなどに含まれるフラボノイドによる抗酸化作用

少量飲酒の効果

少量の飲酒は認知症の予防効果がある
酒類による効果の違いは認められていない
（ワインの効果は調査によってまちまち）

多量飲酒は認知症のリスクとなる
元々飲酒する習慣のない人が少量飲酒した場合
に同じ効果があるとは証明されていない

飲酒と認知症リスク
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コール依存症の人に現れているものを見ていくと、
お酒の影響がどんなものかを示唆するところがあり
ます。ちなみにこちらは久里浜医療センターを受診
される高齢の方の数と、市全体の新規受診者に占め
る割合です（スライド 27）。見ていただいたら分か
るように、男女とも年々増え続けているというのが
現状です。女性の場合は元々数が少ないので、少し
ばらつきがあるのですが、数は着実に増えていると
いうところです。
　高齢者の増加は、久里浜医療センターだけの現象
ではなく、他の 11 の専門病院で調査をしても似た
ような傾向があって、高齢のアルコール患者さんは
増えているということが示唆されています（スライ
ド 28）。疫学調査を見ますと、これは海外の数字で
すけれども、大体高齢者の中から年間で0.2から４％
くらい発生するといわれているので、高齢人口が増
加すれば、当然患者さんの数も増えると予想されま
す（スライド 29）。
　これは有病率を日本とアメリカで比べた、スケー
ルが全然違うので、あくまでも参考なのですけれど
も、DSMという診断基準を使って、一般住民を対
象にし、こういった年代の方でどのくらいアルコー
ル依存の人がいるかという割合を比べたものです
（スライド 30）。若い世代はアメリカのほうが有病
率はかなり高いのですけれども、中年になってくる

スライド 28

全国11専門病院の新規受診者に占める
60歳以上の者の数および割合の変化
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スライド 29

高齢アルコール依存症の発生率

欧米では高齢者を一定期間追跡調査した結果から、
男性高齢者の問題飲酒またはアルコール依存症の発
生は年間 ～ ％と推定されている

高齢者人口の増加につれて
増加することが予想される

スライド 26

ここまでのまとめ
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一方で、中等量の飲酒でも海馬を萎縮させて認知
機能を低下させる可能性も示唆されている
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と、日本のほうが上回っていて、高齢もそうです。
アメリカの社会の問題、違いなのかもしれませんが、
アメリカをはじめとしたヨーロッパでは、若い人の
飲酒の問題が非常にクローズアップされていて、ア
ルコール依存も多いといわれていますが、日本の場
合は若い人もそれなりにいらっしゃるのですが、む
しろ中年くらいに多く、特に高齢の人の有病率はだ
いぶ違うといえます。
　女性でも、高齢ではさすがにあまりいないのです
が、若い人ではほとんど見られないのに、中年くら
いから少し増えてくるので、文化によってといいま
すか、依存症の在り方も違うのかなというところで
す。高齢の依存症の方の特徴としては、当然身体合
併症が多いです（スライド 31）。特にがんや糖尿病、
高血圧、脳神経障害、それから栄養障害がかなり多
いのです。これはアルコール依存の方の年代によっ
て、どういう病気を持っているかを比べたものです
が、健忘症候群、いわゆる物忘れの病気やがんが高
齢の方で多くなります（スライド 32）。その他うつ
だとか不安などの精神症状は若い人に多く、高齢に
少ないといえます。認知症の合併が多いというとこ
ろが特徴で、認知症というと、アルツハイマー型認
知症とか血管性認知症とか、最近だとレビー小体型
とか前頭側頭型認知症とか、こういった病気が四大
認知症といわれ、認知症の原因として最も多いとい
われています（スライド 33）。アルコール関連認知
症というのも当然知られていて、割合を見ていくと、
年齢によって、高齢になってから認知症を発症した
人と 65 歳未満で発症した人で認知症の原因を比べ
てみると、高齢の方ですと、アルツハイマー病が過
半数で、脳血管性、その他と続くわけですが、若年
を見ていくと、アルツハイマーは多いのですが、脳
血管性が多くなり、前頭側頭型が来て、その次にア
ルコール関連の認知症が来ます。なので、認知症の
原因の４番目ということになり、アルコールが認知
症の、特に若い人の認知症として決して少なくはな
いということが指摘されます（スライド 34）。

スライド 30

スライド 31

アルコール依存症有病率の日米比較
（性・年齢別）
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国内調査：
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身体合併症が多い
高齢者のアルコール依存症の特徴

◆ がん
◆ 糖尿病、高血圧
◆ 脳・神経障害
◆ 栄養障害

スライド 32

アルコール依存症の年代による比較

歳以下 歳 歳以上 p

女性の割合 41.2 % 12.4 % 9.6 % < 0.0001

依存症の家族歴あり 36.6 % 28.5 % 20.2 % 0.0103

仕事あり 62.2 % 56.8 % 30.1 % < 0.0001

痙攣発作既往あり 21.4 % 18.9 % 8.1 % 0.0031

健忘症候群 0 % 2.0 % 4.5 % 0.04

癌の既往 1.1 % 4.6 % 13.3 % < 0.0001

他の薬物乱用 23.2 % 9.5 % 5.8 % < 0.0001

重いうつ状態（過去 日） 14.9 % 14.6 % 4.5 % 0.0014

強い不安・緊張（過去 日） 36.6 % 19.4 % 10.1 % < 0.0001

希死念慮（生涯） 26.7 % 17.4 % 7.9 % 0.0002
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　こちらは私どもの病院に入院している依存症の方
と、それから一般の高齢者、これは老人会の方に協
力していただいたのですが、MMSE という認知症
の検査ですけれども、24 点取れると、一応合格と
いうことになるのですが、24 点取れないと認知症
の疑いといわれるくらいの検査なのですが、24 点
取れない人の割合を依存症の人と一般の高齢者で比
べていくと、グリーンの依存症の人が非常に高いこ
とがお分かりいただけると思います。アルコール依
存の方ですと、認知症のリスクが、そうではない方
の５倍以上高いといわれていて、多量の飲酒が認知
症の強いリスクになっているということが伺えます
（スライド 35）。
　なぜそんなに認知機能を落とすのかということで
すが、アルコールそのものが神経に対して直接毒と
して働くということと、アルコール離脱という、い
わゆる禁断症状が起きているときというのは、非常
に神経細胞に強い負担をかけてきます。こういった
アルコール離脱を繰り返すことが脳のダメージを大
きくしていきます。それから栄養障害です。依存症
の方の多くは、飲むと食べられないという人が多い
ので、結構な割合で栄養障害を合併されています。
これも当然脳には強いダメージを与えます。それか
ら堤先生が肝硬変のお話をされていましたけれど
も、肝臓が悪くなるということは、その影響は全身
に現れるのですが、脳も例外ではなく、後ほどお示
ししますけれども、肝臓が悪くなるということは、
脳にも影響を及ぼします。あとは酔って転んだりす
る外傷、それから栄養障害とも関係しますけれども、
かなり痩せた人が多いので、エネルギーの蓄えが少
ないので低血糖を起こしやすいのです。それから血
圧が上がることで脳血管障害を起こすなど、さまざ
まな要素、要因が関係して、中枢神経系に強い負担、
ダメージを与えるだろうと考えられています（スラ
イド 36）。
　なので、高齢の方の中にも、お酒の問題というの
は相当数存在するわけです。こちらは介護従事者に

スライド 33

スライド 35

スライド 34
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Moriyama Y, et al, Psychogeriatrics, 2006

 アルツハイマー型認知症
脳血管性認知症
 レビー小体型認知症
前頭側頭葉認知症
 アルコール関連認知症
 その他（正常圧水頭症、ビタミン欠乏性、甲状腺機能低下、
などなど）
診断方法の発達により診断可能となったものも多い
適切な治療により治癒可能な認知症もある

認知症の原因となる疾患
認知症≠アルツハイマー

４大認知症
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対するアンケート結果ですけれども、関西だけなの
ですが、ケアマネさんとかヘルパーさん、介護士さ
ん、看護師さんなど 1,230 人ですから、それなりに
大きな調査です。利用者の中でお酒の問題がある、
そういう経験をした人がどのくらいいるかという
と、介護従事者の８割が利用者のアルコール問題を
経験していることになりますので、介護サービスを
受けている方の中にも、お酒の問題というのは相当
数存在するということになります（スライド 37）。
　ちなみにこちらはMRI で見た脳萎縮で、上がア
ルコール依存の方で下が依存ではない方です（スラ
イド 38）。灰色の部分は脳みそなのですが、黒いと
ころは隙間です。隙間といっても、中身は水です。
上下で比べていただくと、アルコール依存の方は灰
色の部分が小さくて、黒い部分が非常に大きいとい
うのがお分かりいただけると思います。なので、ア
ルコールというのは、非常に強く脳萎縮を起こしま
す。これは若い人ですけれども、19 歳の女性の依
存症の方と 37 歳の依存症ではない人で、ここが脳
室という場所です。本来ですと、こちらの方のほう
が、37 歳なので少し微妙ですけれども、脳萎縮し
ていてもいいくらいなのですが、これは 19 歳です
から、比べていただくと、いかにアルコールが年齢
に関係なく脳を萎縮させるかがお分かりいただける
と思います（スライド 39）。
　これは日本の論文ですけれども、何も依存症だか
ら脳が萎縮しているというわけではなく、依存症で
はない人を対象にして、飲まない人と多量に飲んで
いる人を比べると、30 代、40 代、50 代で、前頭葉
のボリュームが小さくなっているということが報告
されています。ですから、多量にお酒を飲むことが
脳を萎縮させるということは明らかです（スライド
40）。ちなみに久里浜でも、患者さんのMRI を基本
的には多く撮っていますので、MRI を使って、灰
白質といわれる脳の表面の部分、それから白質と呼
ばれる脳の内側の部分、それから水がたまる髄液と
いうところに分けて、そのボリュームを比較してみ

スライド 36

スライド 38

スライド 37

でみた脳萎縮

アルコール依存症（50歳男性）

非依存症（59歳女性）

介護現場で飲酒問題を経験した
介護従事者の割合

関西で居宅介護に従事す
るケアマネ、ヘルパー、看護
師等 名を対象に行っ
たアンケート調査結果

関西アルコール関連問題学会編：
介護現場でのアルコール関連問題

筒井書房、

79

21

ある
ない

大 量 飲 酒

直接
毒性

繰り返す
アルコール
離脱

栄養
障害

肝臓
障害

頭部
外傷

脳血管
障害

神 経 系 へ の 障 害

Oscar-Berman M, et al. Alcohol, Health & Research World, 1997より改変

低血糖
繰り返し
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たのですが（スライド 41）、これは脳の写真ですけ
れども、脳というのは表面が褐色になっていて、こ
こが灰白質と呼ばれる場所で、ここに神経細胞がた
くさん集まっているわけですが、その内側が白質と
いって、神経細胞同士を結ぶ繊維がたくさん走行し
ているところです。穴が開いたところが水のたまる
場所なのですけれども（スライド 42）、こういうふ
うに分けて、その容積を依存症の人とそうではない
人で比べていくと、灰白質も白質も髄液腔も、全て
のところで依存症の人のボリュームが小さくなって
いるということが分かっています（スライド 43）。
　また、これは先ほどの顔が赤くなる、ならないな
のですけれども、アルコール依存症の方同士で、顔

スライド 41

MRI元図 灰白質 白質 髄液腔

SPM2を用いた自動解析と容積の定量化

スライド 42

灰白質

白質

髄液腔

スライド 43

非依存症 アルコール依存症 P
(n=56) (n=73)

年齢 47.1 ± 11.1 49.4 ± 9.3 0.19

全脳容積 (mL) 1757.0 ± 122.0 1756.1 ± 130.5 0.97

灰白質容積 (mL) 680.6 ± 42.7 658.2 ± 50.0 0.0083
灰白質の割合（%） 38.8 ± 2.3 37.6 ± 2.4 0.0031

白質容積 (mL) 455.9 ± 37.4 427.4 ± 37.8 <0.0001
白質の割合（%） 26.0 ± 1.4 24.3 ± 1.3 <0.0001

髄液容積 (mL) 620.5 ± 83.3 670.5 ± 85.3 0.0011
髄液の割合（%） 45.2 ± 3.0 38.1 ± 3.0 <0.0001

灰白質、白質、髄液腔容積の比較
－アルコール依存症 非依存症－

スライド 40

飲酒と前頭葉萎縮

依存症ではない 人（男性 名、女性 名）を対象として飲酒量と で評価した前頭葉
萎縮との相関を検討。飲酒頻度と量により少量飲酒（週に 日未満）、中等量飲酒（週に 日以上、
日本酒換算 合（純エタノール ）未満）、大量飲酒（週に日本酒換算 合以上）に分類。
ロジスティック解析で前頭葉萎縮のリスクには年齢（ ）、飲酒量（

）が認められたが、喫煙、高血圧、糖尿病、高脂血症は有意にならなかった。
Kubota M, et al., JNNP, 2001

スライド 39

でみた脳萎縮

アルコール依存症（19歳女性） 非依存症（37歳女性）
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の赤くなる体質の方と顔が赤くならない体質の人で
脳萎縮に何か違いがあるかを比べてみると、赤くな
る体質の人のほうが、灰白質といって、神経細胞が
集まっているところが小さくなっています（スライ
ド 44）。なので、顔が赤くなるにもかかわらず、ア
ルコール依存症になるくらいたくさん飲むというこ
とは、先ほど堤先生のお話にあったように、がんの
リスクを高めるということもあるのですが、脳萎縮
のほうにもあまりいい影響はなさそうだということ
です。
　これは依存症の人とそうではない人とを比べて、
脳のどの部分が萎縮しているかを見たものです（ス
ライド 45、46）。色の付いているところの萎縮が強
いのですけれども、左の脳と右の脳のちょうど境目
の部分ですとか、前頭葉の脇のほうです。この辺り
の萎縮がかなり強いということが分かります。先ほ
どの繰り返しになりますけれども、真ん中のこの辺
り、それから基底核と呼ばれる場所、こういうとこ
ろが依存症の人では小さいということが分かりま
す。脳というのは、例えばアルツハイマー病になれ
ば海馬が小さくなるように、病気によってそれぞ
れ萎縮している場所は変わってくるのですが、アル
コール依存症の人の脳萎縮のパターンで何か病気に
近いものがあるかというと、それは特になく、ただ
こういうパターンで萎縮するのは高齢者なのです。
高齢の方は、この真ん中のところが、特に前頭葉と
か頭頂などの境目のところが非常に強く萎縮をする
特徴があります。アルコール依存症の萎縮のパター
ンは、それに非常に近いのです。お酒をたくさん飲
むと脳が小さくなるということと、パターンとして
は高齢のパターンに近くなるということで、脳の老
化をより促進するのではないかと考えられます。ち
なみにこちらはアルコール依存症の方の顔が赤くな
る人とならない人の比較なのですが、顔が赤くなる
人でどこが萎縮しているかを見ると、ちょうど海馬
と呼ばれる場所です。顔が赤くなるタイプの方とい
うと、アセトアルデヒドがたくさん体にたまってく

スライド 44

スライド 45

スライド 46

ALDH2 1*1 ALDH2 1*2 P
(n = 36) (n = 37)

年齢 48.6 ± 8.6 50.2 ± 10.0 0.44

MMSE (points) 28.1 ± 1.8 27.5 ± 2.5 0.29

全脳容積(mL) 1761.0 ± 122.9 1750.6 ± 139.0 0.72

灰白質容積 (mL) 670.5 ± 47.3 646.2 ± 50.3 0.037
灰白質割合（%） 38.1 ± 2.1 37.0 ± 2.5 0.046

白質容積 (mL) 428.2 ± 35.1 426.6 ± 40.8 0.85
白質割合（%） 24.3 ± 1.2 24.4 ± 1.4 0.86

髄液腔容積 (mL) 663.0 ± 76.6 677.9 ± 93.5 0.46
髄液腔割合（%） 37.6 ± 2.6 38.6 ± 3.3 0.14

非活性型 をもつアルコール依存症は
灰白質容積が減少している

アルコール依存症と非依存症の比較
（ 年齢補正）

Matsui T, Matsushita S and Higuchi S, et al. submitted

水平断 冠状断

アルコール依存症と非依存症の比較
（ 年齢補正）
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るわけですが、アルコールによってやられる脳の場
所と、アセトアルデヒドによってやられる脳の場所
というのは違うようで、アセトアルデヒドによって
こういった海馬の萎縮が促進されている可能性が考
えられるという結果でした。アルコールでやられる
部分を黄色で表していて、アセトアルデヒドでやら
れる部分が青なのですけれども、このように少し違
う様子が分かりました（スライド 47、48）。
　ただ、アルコールによって起きてくる脳の萎縮と
いうのは、可逆性といいますか、少し良くなるとい
うことが分かっていて、８カ月の間を置いて２回
MRI を受けていただき、２回でどのくらい脳のボ
リューム、容積が変化したかを調べていくと、こち
らの四角はアルコール依存症なのですが、８カ月き
ちんとお酒をやめられた方です（スライド 49）。下
向きの三角は、８カ月の間に依存症が再発してし
まった人です。丸は少量飲酒と書いてありますが、
これはほとんど飲まない人で、要するにコントロー
ルということですが、ほとんど飲まない人だと、そ
れでも数％くらいの範囲で脳というのは膨らんだり
縮んだりしているわけですが、アルコール依存の
方がお酒をやめると、人によっては 25％くらいボ
リュームが回復するということが分かります。飲み
続ければ、当然脳は小さくなっていくわけですがお
酒をやめることで脳の萎縮が少し良くなるというこ
とが分かります。これは久里浜の１人の男性なので
すけれども、この方が入院したときの写真が上で、
この方は３年間きっちり断酒をされたのですが、３
年間お酒をやめた後、こうやって上下で比べていた
だくと、脳室の大きさなどが随分小さくなったのが
お分かりいただけると思います（スライド 50）。こ
れは別の論文から引っ張ってきたものですが、同じ
ことを見ています（スライド 51）。
　このように脳萎縮というのは、お酒をやめること
で回復をするということです。ただ、アルコールの
影響というのは脳萎縮だけではなく、血圧が高くな
ることによって脳血管の障害を起こしてきます。こ

スライド 47

スライド 48

スライド 49

断酒後の脳萎縮の変化
○ 少量飲酒
▽ 依存症再発
□ 断酒継続

初
回
の
検
査
結
果
か
ら
の
変
化

（
％
）

治療を受けたアルコール依
存症の人と依存症ではな
い少量飲酒者を対象とし
た調査。依存症の人には
断酒直後と治療を終えて
ヶ月後の 回 を施行。
依存症ではない人にも ヶ
月の間をあけて 回 を
実施。初回と 回目の脳の
容積の変化を調査。

Cardenas VA, et al., NeuroImage, 2007

アルコール依存症 非依存症
活性型 非活性型

活性型 と非活性型 の
アルコール依存症の脳の比較

（ 年齢補正）

非活性型 をもつアルコール依存症で
は海馬傍回領域が萎縮
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ちらの白い穴が開いたように見えるのは、小さな脳
梗塞を起こしている場所ですけれども、ラクナ梗塞
と呼ばれているものや、あるいは脳の真ん中のほ
うに白いのがべたっと見えますが、本来こういう白
いのはあまり映らないのです（スライド 52）。この
白質の部分に虚血性の変化、血液の流れが悪くなっ
て、MRI で見るとこのように見える。いわゆるビ
ンスワンガー型と呼ばれるものですが、アルコール
の方には結構いらっしゃいます。これがビンスワン
ガータイプです（スライド 53）。脳梗塞を持ってい
る割合を、アルコール依存の方とそうでない方で比
べると、依存症の方で脳梗塞を持っている割合が高
いとか、それから脳梗塞の数が複数になってくると、
MMSE の点数もだんだん下がってきます（スライ
ド 54）。物忘れというか、だんだん認知症に近付い
ていくということになります（スライド 55）。また、
ビンスワンガー型のほうも、アルコール依存症の人
で、重度、あるいは中等症というふうに判断をされ
る人の割合が多くなって、この白いところが多く
なって重症になっていくと、だんだんMMSEの点
数も下がり、認知機能に強く影響するということが
分かります（スライド 56、57、58）。
　アルコールの困るところは、こういった脳萎縮や
脳血管障害だけではなく、硬膜下血腫で頭の中で出
血をしてしまったものですとか、それからウェル

スライド 52

スライド 53

Binswanger typeの例

入院時 歳の男性
歳を過ぎてからの問題飲酒のため入院。

入院中は特に問題行動もなく、病棟内での
は概ね保たれていたが、 は
と軽度認知機能障害がみられた。

入院時の では白質に 強調で高信号
が散在する 病タイプの所見で
あった。

FLAIR

T2

T1

脳血管性認知症
知
的
機
能
障
害

軽度

高度

正常老化

ビンスワンガー病

多発梗塞性認知症

脳
卒
中

脳
卒
中

歳男性 多量飲酒者歳男性
FLAIR FLAIR T1強調画像 T2強調画像

ビンスワンガー型 多発小梗塞型

スライド 50

入院時 歳の男性アルコール依存症例。 歳頃から習慣的に飲酒を始め、
歳頃から休日は朝から飲酒していた。臨床上は明らかな認知機能の低下

を認めなかった。入院時と 年間断酒後の 画像を示す。

断酒後の脳容積の変化

松下幸生：日本医師会雑誌、 年

スライド 51
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ニッケ脳症といって、ビタミン B１が不足するこ
とによって起きてくる脳の病気ですが、脳の奥のほ
うで出血をしてしまう病気です。それからこれは聞
き慣れない名前だと思いますが、橋中心性髄鞘崩壊
症といって、橋という脳幹部なのですけれども、こ
こに脱髄を起こして、まるで打ち抜いたように見え
ますけれども、このような脳の病気が見られます（ス
ライド59）。こちらは肝硬変の人の脳のMRIです（ス
ライド 60）。この方はアルコール依存症で肝硬変が
あってということで、お酒をやめるために久里浜に
入院をされた方です。脳のMRI を撮ると、この人

スライド 55

脳梗塞の有無による 点数の比較

MMSE 点数

脳梗塞あり

単発 多発 梗塞なし P value

26.5 ± 2.7 24.1 ± 4.6 25.6 ± 3.9 0.02

スライド 57

アルコール依存症と正常飲酒者における
深部白質病変の比較

アルコール依

存症

正常飲酒

なし

軽症

中等症

重症

%

χ2 = 31.2, df = 3, p < 0.0001

スライド 54

0% 50% 100%

SBI (+)
SBI (-)

脳梗塞頻度の比較
アルコール依存と正常者（70歳未満）

アルコール依存
(N = 194)

コントロール
(N = 115)

Alcoholics Controls P-value

Age (range)(yrs) 62.5 ± 3.5 (57-69) 62.9 ± 3.7 (48-69) 0.27

SBI (+), n/N 89/194 (45.9%) 21/115 (18.3%) 0.001

スライド 56

Grade 0

Grade 2

Grade 1

Grade 3

深部白質病変の評価

スライド 58

深部白質病変と臨床データとの関連

深部白質病変の重症度
DWML Grade なし 軽症 中等症 重症 p

年齢 61.6 (3.5) 62.7 (3.5) 63.0 (3.6) 62.5 (3.4) 0.21

MMSE 26. 0 (3.2) 25.7 (4.1) 24.9 (4.3) 22.2 (4.5) 0.01

高血圧あり 13.5% 14.1% 32.0% 35.7% 0.02

脳梗塞数 0.6 (1.2) 1.0 (1.5) 1.8 (2.5) 3.6 (2.2) <0.001
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は肝臓が悪いということが分かるのです。どこで分かるかというと、ここに白い片仮名のハの字のよう
なものが見えるのですが、これは通常見られないのです。だからこういうものが映ってくると、この人
は肝臓が悪いということがいえるのです。これは肝臓が悪いせいで、本来は肝臓の中に蓄えられるマン
ガンという微量な金属があるのですが、それが脳にたまってしまったために映るそうなのですけれども、
肝臓が悪いということは、ただ肝臓の問題だけではなく、こういう影響が脳にも現れているということ
です。肝硬変になってくると脳にもかなり強いダメージを与えることになり、堤先生はあまりそういう
ことをお話しされなかったのですが、肝硬変の人で認知機能が悪くなっている人というのは、なかなか
厄介なところがあります。
７．アルコールによる老化の促進
　最後に、アルコールが老化を促進するかどうか。今日は、高齢の方のお酒の問題で、特にがんや生活
習慣病などの病気が多いということをお話ししましたが、認知症にしてもがんにしても、老化による部
分がある程度あります。なので、アルコールが老化を促進するのではないかということが一つ考えら
れるわけです。いろいろ調べる方法はあるのですが、最近ではテロメアという染色体の先のほうにあ
る部分で、細胞が分裂を繰り返していくと、先のほ
うからだんだん短くなってくるので、テロメアとい
うところが短くなっていると、それは生物学的に老
化が進んでいるということを意味します（スライド
61）。
　そこで、アルコール依存の人とそうではない人で、
白血球の中のテロメアの長さを比べてみたのです。
年齢とか喫煙、飲酒量で補正したものですが、アル
コール依存の人ではかなりテロメアが短くなってい
ることが分かります（スライド 62）。他に例えばが
んを合併しているとか、重症の離脱があるとか、そ
ういったアルコール依存症の人の中で、どういうも

スライド 59

慢性硬膜下血腫 橋中心性髄鞘崩壊症

ウェルニッケ脳症 正常例

５２歳女性
アルコール依存症
アルコール性肝硬変
淡蒼球を中心にT1強
調画像で信号の上昇
が目立つ。

臨床的には肝性脳症
はみられない。

肝硬変症例

スライド 60

スライド 61

テロメア

染色体の末端にある
細胞分裂によって短縮
短いテロメアは老化のマーカー

-----------TTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG-3’
----------AATCCCAATCCCAATCCC-5’

Telomeric DNA

Kong CM. et al., FEBS J. 2013
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のがテロメアの短縮と関係しているかを調べてみた
のですが、唯一引っ掛かってきたのがビタミン欠乏
で、アルコール依存の方で、チアミンという血液中
のビタミン B１が不足をしていると、不足してい
ない人よりも、よりテロメアが短くなっていて、多
量のアルコールに加え、こういった栄養の不足も老
化を促進している可能性があることが分かってきま
した（スライド 63）。
　これは最後のスライドですが、今日のお話をまと
めますと、アルコール健康医学協会でもお酒は適量
をということですが、やはり年齢で適量は異なると
いうことです。高齢になると、適量は少し減らして
いかなければいけません。多量の飲酒は脳を萎縮さ
せます。認知機能を低下させ、認知症のリスクを高めます。それから老化を促進する可能性があるとい
うことが示唆されました（スライド 64）。ということで、これで終わりになります。ご清聴どうもあり
がとうございました。

《質疑応答》
質問者：Ｊカーブについての質問です。飲酒量と認知症の関係で、一応Ｊカーブは認められるというこ
とですが、認知症になる要因としては、むしろアルツハイマー的な病気で認知症になるほうが、血管性
のものよりもリスクは高いのではないか、逆のような感じがしますが、いかがでしょうか？
松下：あくまでもこれは疫学調査の結果なので、一つ一つの要因というのはなかなか分からないところ
があります。先ほど三浦先生のお話にもあったように、どうしても習慣的な飲酒は割と少量から血圧を
上げていきますので、その辺りが脳血管性の認知症のリスクを下げないといいますか、高める結果にな
るのではないかと思います。

スライド 63

ビタミン 欠乏の有無とテロメア長
（アルコール依存）

ビタミン欠乏あり ビタミン欠乏なし P value

テロメア長（未補正） 6.22 (0.27) 7.11 (0.19) 0.015

年齢で補正 6.24 (0.31) 7.10 (0.18) 0.018

Yamaki N, Matsushita S, et al. Journal of Psychiatric Research, in press

括弧内は標準誤差

スライド 62

アルコール依存のテロメア長

アルコール依存(kbp)
(n= 134)

コントロール(kbp)
(n = 121) p *

テロメア長（未補正） 6.88 (0.13) 12.84 (0.39) <0.0001

テロメア長（年齢補正） 6.87 (0.26) 12.86 (0.27) <0.0001

テロメア長
（年齢、喫煙、飲酒量補正） 6.81 (0.30) 13.97 (0.40) <0.0001

括弧内は標準誤差 *t-testおよび重回帰分析

Yamaki N, Matsushita S, et al. Journal of Psychiatric Research, in press

スライド 64

お酒は適量を。ただし、年齢で適量は異なります
多量の飲酒は：
脳を萎縮させます
認知機能を低下させて認知症のリスクを高めます
老化を促進する可能性があります

ま と め
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　アルツハイマーというのは、まだ十分にメカニズムが解明されていませんが、なぜかアルコールに関
しては、少量であれば予防的に働く可能性があるということなのです。ひょっとしたら、何かのライフ
スタイルを反映しているかもしれないし、少量飲酒の方だと、より健康志向的な生活をされているので
はないかと思いますので、生活の在り方なども、単にアルコールの効果というだけではなく、生活習慣
がかなり影響しているのではないかと個人的に思っています。


