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飲酒と脳神経疾患
松井 敏史
杏林大学 高齢医学講座
1．はじめに

お願いします。昨年になりますけども、玉木理事長の方から直接お電話いただきまして、今度の講演
会はアルコールと臓器のことをやるので、認知症の話をしてほしいと。それで今日参った次第です。1
時間弱になりますが、しばしお付き合い願えればと思います。
私、今杏林大学のもの忘れセンターに普段おります。認知症の方を主に拝見しておるのですが、新患
の方が年間 600 人ぐらい、全部予約制なのですが、2 カ月～ 3 カ月待ちといった状況です。
アルコールも認知症に関わります。飲めば中枢神経に影響し、酔うわけです。酔いとは頭にアルコー
ルが効いているわけです。アルコールの効き方もいろいろありますが、急性に効いたものが酔いだとす
れば、認知症はどちらかというと慢性に効いた状態を指すと
思います。日本は高齢化社会になっておりまして、今 5 人に 1
人か、4 人に 1 人が高齢者です（スライド１）。今後 40 年ぐら
いの間はまだ増えます。高齢化率 40 パーセントまで増えると
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いわれています。つまり 3 人に 1 人が高齢者を越えて、2 人に
1 人まではいかないですが、そこまで高齢者の方が増えるわけ
です。自然認知症の方も増えてまいります。ざっと見ると、認
知症の方の頻度というのは、65 歳ですと 1 パーセント～ 2 パー
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セントです。5 歳増えると倍々に増えていきます。つまり 65
～ 70 だと 1 パーセント～ 2 パーセント。70 ～ 75 歳だと 2 パーセント～ 4 パーセントなのです。5 歳越
えると倍々に頻度が増えていきます。計算すると 90 越えるとほぼ 2 人に 1 人が認知症です。年を取れ
ばもの忘れの病気は起きてくるわけです。
アルコールの関係する認知症の方の割合は、私の方で統計を取ってみると、認知症の 10 パーセント
～ 20 パーセントぐらい。決して少ない数ではないです。治療はお酒を控えたり、やめたりということ
を指導するわけです。でもなかなか認知症の方は厄介です。先だっても外来にアルコールの関連の認知
症の方がいらしたのですけれども、どのぐらい飲んでいますかと言うと、2 合って言うのです。2 合以上、
覚えていないわけです。家族に聞くと、朝 2 合、昼 2 合、夜 2 合飲むわけです。本人と話して、アルコー
ルがかなり脳を委縮していますという画像を見せながら話をします。本人もその場では覚えているわけ
です。じゃあやめると。でも帰り際に、ビールはよかったんでしたっけと言われて。なかなかお酒をア
ルコールが関係している認知症の方がやめるのは難しい。覚えていられないわけです。ご家族は実際に
困っているわけです。認知症があって、本人は覚えていないと。飲み続けるわけです。足腰が立たなく
なる。おしっこが垂れ流しになるわけです。生活が崩れてくるわけです。ただ週に 1 回焼酎の 4 リット
ルを持つときだけは馬鹿力が働いて、自分で買いに行くそうなのです。でもそうこうしていくと、食事
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も取れなくなってきて、結局施設に入って、なかば強制的にアルコールをやめるということがあります。
中にはそのまま、悪いまま施設に入る方もいるし、ある方はお酒の問題が強ければ、食事が食べられる
ようになって、またよくなって、ご自宅に戻る方がいます。ただ認知症の方のアルコールの断酒率は高
く、お酒を飲むことを忘れることがあるので、入所して、うちへ戻ると、断酒している間にお酒を飲む
のを忘れて、家族がお酒だ、お酒だって言って、ノンアルコールを飲ませているうちに、何となくビー
ルを飲んだような気持ちになって、その後眠剤を飲んで寝る方もいらっしゃいます。余談はそのぐらい
にして次にまいりたいと思います。
2．認知症とは

まず認知症の大まかなところから話をしていきたいと思い
ますが、認知症は将来なりたくない病気のトップに入ります
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（スライド２）。がんももちろんなりたくない病気のトップに
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入ってくるのですが、がんと認知症が違うところは、認知症は
自分の人生が決められないところにあります。自分が認知症
になってしまえば、お金の管理もできなければ、どこで過ごす
かということを決められない可能性があるわけです。漠然とし
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た不安が非常に強いです。がんであればもちろんうまくコント
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ロールもできるかもしれないし、限られた時間の中で、自分の
人生をどうやっていくかということができる時代になっていると思います。認知症に関しては、そこが
大きな問題です。自分で人生を決められない。
だから介護している方も、自分の親御さんを見ていらして、認知症になってくるのを見て、自分自身
も、看ている、介護している自分自身もやはり、将来自分がこうなったらどうなるのだろうというのを
漠然として持つわけです。また同時にどんどん高齢化社会になっているわけです。自分が年を取ったと
きには看てくれる人がいないかもしれないわけです。そういった漠然とした不安が強いです。これは一
般の方が持っているイメージになりますが、大体当っています。なりたくない。怖い。アルツハイマー
型が多いのですね。どんどん進むと名前も分からなくなって、いずれ寝たきりになる。まあ当っている
と思います。今テレビなんかでもよく認知症のことがドラマになったりしますし、特集を組まれたりし
ています。
ただ認知症の方も、初めから認知症なわけではないです（ス
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ライド３）
。一般には何も問題がないわけです。普通に子育て
も認知症になる方も、一般には 70 代ぐらいから認知症になっ
ていくのですが、最初は何ともない。漠然として、少し忘れっ
ぽくなった。人の名前が覚えられない。ちなみに人の名前が覚
えられないのは、年齢のもの忘れといわれています。例えば皆
さんが今日お昼ご飯何食べましたかと言われて、食べたこと忘
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れたらかなり怪しいです。ですけど、付け合せのお味噌汁の具
が何だとか、個々の細かいところまでは覚えていないかもしれません。それは「いわゆる年齢のもの忘

－ 12 －

飲酒と健康に関する講演会

れということになるかと思います。問題ない方も最初は正常なわけです。アルコールの方に関して言う
と、年とともにもの忘れが普通にあるわけですけれども、アルコールを飲むことによって、この認知症
のところのハードルを越えてしまうと。お酒をうまくやめたりということが進ませないコツになると思
います。
でも認知症一般に関してはそうです。最初は問題ないです。でも何かしらの原因で徐々に徐々に年齢
と比べるともの忘れが進んできて、あるところまでいくと認知
症という診断がされることになります。
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認知症は症候です（スライド４）
。つまり症状です。背景に
ある病理が必ずあります。アルコールの方で言うと、アルコー
ルを飲んでいるということが原因でもの忘れが起きて、認知症
になるわけです。では認知症とは簡単に何かというと、もの
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忘れがあって、もう一つ必要な項目があります。自分で自宅
で過ごせない状況を指します。自立した生活ができない。つ
まり金銭管理ができなくなったり、料理が作れなくなったり、
1 人で病院に行けなくなったり、お薬の管理ができなくなった
り、日常生活を送るにあたって、自立した生活ができなくなる。
もの忘れがあり、社会生活に支障を来たした状態、それを認知
症といいます。アルコールも主要な認知症の原因の一つになっ
ています（スライド５）
。一番多いのはアルツハイマー型認知
症です。アルコールの関連の認知症は、先ほど 10 パーセント
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ぐらいとお話しましたけども、若い方に限っていうと、もう少
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し順位が上がってきます。65 越えると、アルツハイマー型の
頻度は高くなりますが、つまり 65 以前でアルコールの問題があって、認知症があった場合には、アルコー
ルの関連の認知症の割合はかなり高くなってまいります。65 歳未満ではトップ 3 に入る認知症の原因
になります。
3．認知症の原因としてのアルコール性認知症

これはもの忘れセンターで、認知症の背景疾患を調べてみた
ものです（スライド６）
。一番多いのはアルツハイマー型認知
症です。100 人の方が来ると、4 人に 1 人がアルツハイマー型
と診断されます。100 人来ると 50 人がいわゆる神経変性性の
認知症です。アルコールはここに入ります。一応改善の可能性
のある認知症というものになります。アルツハイマー型という
のは、
どんどん、どんどん神経が壊れていく病気です。アルコー
ルに関して言うと、アルコールを飲んでいる限りは悪さするか
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もしれません。だけどもやめる、あるいはうまく生活のスタイ
ルを変えることによって、そこで症状をこれ以上進まなくする
ことができます。そういう意味では改善の可能性のある認知症になります。大体 10 パーセント～ 20 パー
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セントの間に入ると思います。
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統計を見ますと、日本は多くアルコールを飲む方がいるわ
けです（スライド７）
。依存症は統計によれば 80 万人ですね。
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れは少し前のデータになりますが、不適切飲酒は 1 日 1 合以上、
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日本酒でいうと 1 合、ビールで言うと 500mL ぐらいでしょう
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1 日日本酒換算で 3 合以上の多量飲酒の方は 800 万人です。こ

か。このくらいいるわけです。もちろん全員の方が認知症にな
るわけではありません。この中の方で、酒害が慢性に中枢神経
に及ぶ方でアルコール性認知症の原因になったり、あるいはリ
スクになったりします。横須賀でも、久里浜医療センターに私
おったのですが、そちらでも以前に調査をしています（スライ
ド８）
。一般に普通に高齢の男性の方は習慣因子があるという
ことです。この方すべてが認知症になるわけではないです。も
ちろん。リスクが強い方で飲酒が悪さをする可能性があるとい
うことです。背景にいわゆるこういった土壌があるということ
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になります。

スライド 8

認知症に関しては、もちろん頭の中を直接見られないわけで
す。直接切ったりはできません。ただ画像診断が発達してい
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㻹㻾㻵㻌

るので、このスライドにあるのは全部似たような機械ですが、
MRI、これは磁石の力で頭の中を見ます（スライド９）。ある
いは CT。これはレントゲンの力で頭の中を見ます。これは脳
血流検査といいますが、放射性物質を注射して、頭の中がどの
くらい働いているか見ることができます。CT と MRI は仲間
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᳨ᰝ㻌
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で形を見る検査です。形態をみます。委縮していないかどうか。

スライド 9

脳血管障害がないか。形を見る検査はこの 2 つ。脳血流検査、
これは働きを見ます。認知症に関しては、形を見る検査。あと
は機能を見る検査。つまり形態と機能を画像検査によって調べることができます。これが認知症の診断
上非常に大事な強力なツールになります。
4．アルコール認知症の画像所見

アルコールの頭の影響を順番に見ていきます。まず急性のも
のでいうと、まあお酒飲む方はご経験あるかもしれませんが、
いわゆる記憶がない。よく転ぶ。酔っ払えば転ぶわけです。急
性の頭の障害が出る方がいます。これは広義の意味でのアル
コールの関連の認知症ということになります。例えばこの方
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は脳挫傷を起こしたのですね（スライド 10A）。亡くなったか
ら、
頭の病理が残っているわけです。脳挫傷を起こした方です。
脳ヘルニアを起こして亡くなっているわけです。あるいはこの
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CT です。形態見る検査ですね。ここに血腫があります。頭を打って硬膜下血腫を起こしているのです。
高齢の方は注意が必要です。例えばアルコールが原因でなくても、頭を打って、1 カ月ぐらいした後に
急に歩けなくなったり、もの忘れが出た場合には、硬膜下血腫という血の固まりが出ている場合があり
ます（スライド 10B）
。これは医療機関を受診して、CT を撮れば診断がつきますので、いわゆる血腫
除去をすればいいです。ここにたまっているものを取れば治るわけです。アルコールの方はよく転ぶの
で、こういった急性のものを起こす方がいます。
あるいはここは乳頭体という場所ですが、アルコールの量が増えるにつれ、一緒に食事をしなくなる
方がいます。依存症の方は特にそうです。アルコールは好きですけど、ご飯食べなくなる。食事を取ら
なくなるのです。大体アルコール依存症の方はそうなります。軽いアルコールから始まって、どんどん
アルコール度数が強くなってきて、最初は食事と一緒にアルコールを取っていたのが、次第におつまみ
になってきて、つまみも塩だけでよくなってきて、最後は何も取らなくなって、アルコールだけで食事
を取らなくなります。そうすると、体の栄養が悪くなってきます。そういった方がこういった乳頭体と
いうところから出血を起こしたりして、これはウェルニッケ脳症というのですけれども、脳症を起こす
ことがあります（スライド 10C）
。原因はビタミン B1 が減るのですがアルコール依存症者の代表的な
認知症になります。アルコールばかり飲んでいて栄養を取らないと、ビタミン B1 が減ってきて、そう
すると突然脳症を起こします。後で事例を説明します。
これは脳幹部といいます（スライド 10D）。呼吸にかかわる場所なのですが、ここが溶けてしまった
方です。これもアルコールで、こういった急性の変化が頭に起こることがあります。急に呼吸障害を起
こしたり、体の中の電解質を図ると、ナトリウムがズンと減ってくる方がいます。MRI を撮ると、こ
ういうところにポコッと、これはもう治らないのですね。溶け
てしまった状態です。

⬻യ䞉እയᛶ䛟䜒⭷ୗฟ⾑

くも膜下出血を起こした方もいます（スライド 11）。骨折を
して、そこから頭の中に血が漏れだします。こういういった所
に血が残っていますが、この方 45 歳の男性です。転んで、頭
が痛いと言うので撮ったらここにくも膜下出血。大事には至
らなかったのですけど、たんこぶができていますね。たんこ
ぶだけじゃなかったのですね。脳の中に出血が起きています。
こういった急性のものがアルコールの方で、起こることがあり
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スライド 11
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ます。あとさっきも写真お見せしましたけど、硬膜下血腫とい
うのはこういうものです（スライド 12）
。まだ新しいので白く
見えていますが、脳が押されています。転ぶと、頭を打って、
こういうことが起こることがあります。
アルコールと脳の関係でいくと、神経への作用はさまざまな
病態があります（スライド 13）
。おおきく分けると急性のもの
と慢性のものがあります。まず順番に、全部説明できないので、
代表的なものをお話していきます。ここに丸で囲っています
が、これはアルコールが原因で起こる、アルコールの認知症
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スライド 12
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の代表的な疾患です。ウェルニッケ脳症といいます。先ほどお
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話しましたが、ビタミン B1 が減って、アルコールの方はビタ
ミン B1 減る方がいるのですね。それで脳症を起こした状態で
す。治ればいいのですが、慢性に移行するとコルサコフ症候群
といって、アルコールが原因の認知症に移行します。
これはアルコール依存症の方の、時々ウェルニッケ脳症を起
こす方は若い方がいらっしゃるのですが、典型的なアルコール

ᯇᩄྐ, ᯇୗᖾ⏕, ᵽཱྀ㐍䠖䛆䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ䛸ేᏑ䛇 ㄆ▱. ⢭⚄⛉ 18:611-617, 2011

の方の絵になります（スライド 14）
。お酒が転がっています。
今カタカタ震えています。いわゆる離脱症状が出ています。お

スライド 13
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酒が切れてきています。汗をかいています。振戦（しんせん）
が起きています。アルコール依存症はたばこ吸う方も非常に多
いです。8 割ぐらいの喫煙率です。一般の方ではたばこ吸わな
い方が増えていますが、アルコール依存症の方は 8 割たばこを
吸います。また万年床でお酒を買うとき以外、外にも出ません。
5．ウェルニッケコルサコフ症候群とその画像所見

症例をお示しします（スライド 15）
。この方は私が実際に診

スライド 14

た方です。今も外来に通っています。私、まだ久里浜医療セン

ᥦ♧

ターに時々行っておりますので、そこで診ている方です。学校
の先生だったのです。ちょうど退職間際だったのですが、当時
58 歳男性でした。
お酒を飲み始めた経過は一般的ですね。ただ習慣飲酒、自
宅でよく飲む、週に 3 日以上飲むようになったのは、割合遅
いと思います。経過見ています。大学時代、たまに飲む程度。
勤務真面目だったのですね。ただその習慣飲酒が始まったころ
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スライド 15

です。酒量が増えています。仕事仲間と飲むこともたびたびで
す。ちょうどここに入院する少し前です。異動になったので、
少しストレスがかかったようです。お酒がさらに増えています。入院になるに至ったのは夏休みなので
す。もともとお酒が好きで毎日飲んでいたのが、学校は休みがあります。夏休みに。それで毎日お酒を
夜だけでなく昼も飲むようになり、連続飲酒に入ってしまったのです。とうとう始業になっても学校に
来られなくなってしまいました。それでかかりつけの先生とい
うか、近医から病院に紹介されています。
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頭の写真を撮っています（スライド 16）。外傷はありません
でした。さきほど説明したとおり、アルコール症の方はよく頭
を打ったりするものですから。この方の写真です。MRI にな

㻢㻝㻌㻹㻌㼔㼑㼍㼘㼠㼔㼥㻌㼏㼛㼚㼠㼞㼛㼘㻌

ります。形を見る検査です。下の段一般の方はこんな写真で
す。比べると分かりますでしょうか。上の段の患者さんの脳が
委縮しています。委縮しているから黒っぽいところ、脳室と
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いいますが、開いています。脳が縮んでしまっているのです。
ここは海馬といいます。記憶の場所です。そこもやせてしまっ

Automated segmentation for volume quantification and
statistical analysis by SPM2 (Good et al., 2001)
AIA Study

Anatomical scan
(MPRAGE)

ています。一般の方はこんなに、60 歳でも脳がつまっています。

Gray matter

White matter

CSF

Volume quantification
for each patient

でもアルコールを飲んでいる方はこんなふうに脳が委縮して
segmentation

きます。

normalization
&
modulation

今の方は結局どうなったかというと、入院して、内科の治療

Collecting scan data
for each group
and analyzing statistically

をして、その後断酒の治療をして、3 カ月入院しました。完全

smoothing

には回復しなかったのですが、自宅に戻れるぐらいまでよくな

スライド 17

りました。その後ずっと断酒を続けてもう 4 年経っていますが、
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まだ私の所に通っています。だいぶ頭もすっきりしてきて、当

alcoholic patients
healthy participants

42
40

% of white

続いています。お元気です。

White matter

44
% of gray

週に 1 回病院でも会合がある。そこにも毎週参加して、断酒が

Gray matter

38
36
34
32

このようにアルコール依存症の方は脳が縮む方がいらっ
しゃるのです。どこが縮むか調べて、今調べることができるわ
けです。調べてみました。今は MRI を撮ると、脳神経の場所
と脳神経をつなぐ繊維の部分と水の部分を分けることができ

30

30

40

50 60
Age

70

r=0.53, p<0.0001 for normal subjects
r=0.53, p<0.0001 for alcoholic patients
difference in % of gray matter, p<0.001
by ANCOVA (age adjusted)

29
28
27
26
25
24
23
22
21

Cerebrospinal fluid

% of csf

時のことはよく覚えていないのですけどね。断酒会に通って、
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Age

70
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48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28

30

40

50 60
Age

70

r=0.54, p<0.0001 for normal subjects r=0.65, p<0.0001 for normal subjects
r=0.43, p<0.0001 for alcoholic patients r=0.60, p<0.0001 for alcoholic patients
difference in % of gray matter, p<0.0001difference in % of gray matter, p<0.0001
by ANCOVA
by ANCOVA
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ます（スライド 17）
。つまり MRI を撮ると脳細胞の体積を量
ることができるのです。だから健常の方とアルコールを飲む方
で、脳の委縮が違うかというのが分かります。まず脳の容積を
量っています（スライド 18）。神経細胞を見てみますと、この
緑の所から健常な方の脳の委縮です。当然年を取ると脳の容積
が委縮してくるので脳の容積は減ってきます。アルコールの
方はこの赤線の部分です。赤い方がアルコールの方の脳の個々

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

スライド 19

の容積です。線を引くと、ここに線が引けます。例えばアルコー
ルの方の 60 歳の方は、健常な方の何歳に相当するか。75 歳ぐらいです。つまりアルコールをたくさん
飲んでいる方、依存症で入院するような方は、脳の細胞が 15 歳年取ります。では脳と脳を結ぶ神経線
維があります。白質といいますが、そこの容積はどうなるかというと、例えば 50 歳のアルコールの方、
延ばすと健常な方の 70 歳相当です。神経と神経を結ぶ繊維の部分は 20 歳年取るわけです。これはアル
コール依存症の方と健常な方を比べている。だからもの忘れがある方、ない方というのは考えていませ
ん。もの忘れがなくても、お酒の量がある所を超えると、脳は委縮します。次に、脳のどこが委縮する
か調べています（スライド 19）
。アルコール依存症の方はここが委縮します。小脳というバランスを取
る場所です。ちなみにこの画像は健常な方とアルコール依存症者の方 50 名ずつを比べています。統計上、
委縮がある場所を色分けしてだしています。あとアルコール依存症の方で萎縮が目立つのはてっぺん側
です。また頭の右側の脳と、左側の脳のところの隙間が空いてきます。あとは前頭葉といいますが、頭
の前側になります。ここです。横側から前側になりますが前頭葉が萎縮するのがアルコール依存症者の
特徴です。つまりお酒飲んでいて、MRI 撮って、小脳がやせていたり、頭の前側が縮んでいたり、あ

－ 17 －
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とはてっぺんの所に隙間が空いてきている方は、アルコールが
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悪さしている可能性があります。
アルコールの方の中でも、もの忘れがある方とない方がいま
す。今度はアルコールの方を、もの忘れがある方とない方で
分けると、もの忘れがある方で萎縮度の違うのはここです（ス
ライド 20）
。海馬。海馬がやせてきます。海馬がやせる病気と
いうのはアルツハイマー型認知症です。でもアルコールの方も
海馬やせるのです。最近調べてみると、同じお酒の量を飲んで
いても、赤くなるタイプの方、つまりお酒に弱い方ですね。ア
ルコールというのは代謝されると、アルコールがアセトアルデ

スライド 20
Different brain regions vulnerable to atrophic changes in alcohol
dependence (red) and Korsakoff’s syndrome (blue)
A.

B.

ヒドという毒物に変わって、最後酢になって流れます。でも赤
くなるタイプの方はアセトアルデヒドが高くなり、脳に影響し
ます。ですから、お酒に弱い方が、飲めるからといって飲んで
いると、早く海馬が委縮します。
アルコールが影響する脳の部位は比べて、並べて見ると大体
分かります（スライド 21）
。アルコールが悪さする場所という

スライド 21

のは小脳だったり、頭のてっぺん側です。そこにもの忘れがあ

る方は、海馬の委縮が上乗せされます。どのくらい委縮するかというと、繰り返しますが、全く問題な
い方と比べて、神経線維は 15 歳年を取ります。脳の容積ですと、つまり 15 歳から 20 歳ぐらい。アルコー
ル依存症の方は 60 歳のアルコール依存症の方だったら、脳年齢は 80 歳ということになります。
先ほど症例として出した先生は 58 歳でした。じゃあ 60 を
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超えたもっと高齢者の方はどういう脳の病気を持っているか。

㻟㻡
㻟㻜

実は、どんどんアルコール依存症者の高齢者の割合は増えてい

㻞㻡
㻞㻜

るのです（スライド 22）
。今大体 4 人に 1 人から 3 人に 1 人が

⏨ᛶ

㻝㻜

高齢者のアルコール依存症です。その方たちが断酒を求めて

㻡
㻜



㻡㻡
ᖺ

入院してきます。その方たちはどういう脳の病気を持っている
か。まずもの忘れの検査をしてみるのです（スライド 23）。こ

スライド 22

れはアルコールで入院した方です。断酒目的で入院した方の認
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知機能を調べています。縦軸に、これはもの忘れの検査です。
のに長谷川式というのがありますが、似ています。長谷川式も
30 点です。長谷川式は少し難しいので、2 点ぐらいここから引
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30 点満点。MMSE という検査をしています。よく使われるも
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6．高齢アルコール依存症者の脳画像－脳萎縮＋脳血管障害
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60 歳になりますと、アルコール依存症者は MMSE が大体
23 ～ 24 点です。長谷川式だと大体 20 点ぐらいです。もう認
知症の手前です。つまりアルコールで入院する方は酒害あって

－ 18 －

ᮍ‶




ᩘ





ᖹᆒ್





ᶆ‽೫ᕪ





スライド 23

ᶆ‽ㄗᕪ





飲酒と健康に関する講演会

依存症になって入院する方は、60 を超えるともう認知症です。
平均的に。脳が縮むから当たり前です。
通常の方の認知症の好発年齢が 70 過ぎですから、アルコー
ルは 10 歳発症を早めています。認知症の。これが高齢者の方の、
アルコールの方の脳画像です（スライド 24）。さっきの先生と
違うところは、黒いポチポチが増えています。年取った分だけ
脳梗塞が増えているのです。アルコールの認知症の方の典型的
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な脳画像というのは脳の委縮だけではありません。脳血管障害

スライド 24

を合併します。だから神経が悪くなり、血管も悪くなるのです。
スライドを読みます。
こういう方です。63 歳男性。60 歳定年退職です。その後昼
酒が習慣化しました。次第に酩酊時の転倒、失禁歩行異常が出
てきました。だから酔っ払っているときに容易に転ぶように
なったわけです。それはアルコールによる急性症状だけではありません。慢性の変化がもう及んできて
いるのです。脳梗塞はこの場所（基底核）にあると、いろいろな問題が起きます。これはいわゆるラク
ナ梗塞といいます。隠れ脳梗塞ともいいますが、隠れているだけではないですね。無症候とも呼ばれま
すが、無症候では決してありません。高齢の方にはこれが非常に後々悪さをしてきます。これ（下段）
は健常な方です。高齢アルコール依存症の方では（上段）脳の委縮があるから隙間がいっぱい出てきて
います。それだけではありません。ここにポツポツした脳梗塞が出てきます。健常な方にはありません。
だからこれは年を取って、ほかの原因もあるかもしれない。でもお酒の問題がそこに加わると、脳は縮
むし、脳血管障害を起こすということです。
7．脳血管障害のリスク因子としての習慣飲酒

これはドックの受診者の頭部 MRI 画像です（スライド 25）。
アルコールの方ではないです。ドックをやっても、このポツポ
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ツした脳梗塞というのは見つかるのです。先ほどの無症候脳梗
ⓑ㉁ኚ

塞ですね。ラクナ梗塞見つかります。ここです。深いところに
こういうのがポツポツできるのです。もう一つ、これは神経と
神経を結ぶ白質というところです。神経線維が通る所が、水っ
ぽく、白っぽくなってきます。これは虚血病変と呼ばれます。
脳血管障害の一種です。この方はアルコール依存症の方では
ないです。脳ドックの方です。地域の住民の方の脳ドックし
たところ、70 代ぐらいの方で容易にこういう病気が見つかる
わけです。まだ何もしていないかもしれません。けれども、後々
悪さをしてきます。
こういった脳血管障害がどういった原因で起こるか調べて
みます（スライド 26）。少し煩雑な図ですが、簡単に言います。
年齢が高くて、血圧が高くて、たばこを吸って、お酒を飲ん
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スライド 25

㧗㱋⪅㻠ே䛻䠍ே䛜⬻᱾ሰ䜢ᣢ䛱䚸≀ᛀ䜜䛻㛵㻌
Variables
SBI (+) (N=38)
Clinical
Sex (male/female)
16/22
Age, y
79.35.4
≀ᛀ䜜Ⅼᩘ
24.63.9
㧗⾑ᅽ (+), n/N (%)
23/38 (60.5)
Diabetes mellitus (+), n/N (%)
2/38 (5.3%)
Habits of smoking and alcohol consumption
䝍䝞䝁 (+), n/N (%)
14/38 (36.8%)
15/38 (39.5%)
㣧㓇 (+), n/N (%)
Blood biochemistry and MTHFR polymorphism
Homocysteine, µmol/L
13.64.1
6.52.4
ⴥ㓟, ng/mL
445.1215.2
䝡䝍䝭䞁 B12, pg/mL
Predicted creatinine clearance, mL/min 51.117.0
Packed cell volume, %
37.44.9
Total cholesterol, mg/dL
188.441.6
HDL-cholesterol, mg/dL
58.515.0
MTHFR genotype, n
C/C
8
C/T
23
T/T
7
Values are meanSD or as indicated.

SBI (-) (N=115)

P

14/101
75.85.0
25.83.4
40/115 (34.8)
5/115 (4.3%)

<0.0001
0.0004
0.070
0.0046
NS

11/115 (9.6)
15/115 (13.0)

<0.0001
0.0003

11.03.3
7.72.7
561.2261.0
54.714.1
36.93.5
196.534.5
58.113.7

0.0004
0.012
0.014
NS
NS
NS
NS

43
51
21

NS

Matsui T, Arai H, Yuzuriha T, et al. Stroke 32: 1116-1119, 2001

スライド 26
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でいる方で脳梗塞が起きます。無症候性脳梗塞が起きます。一
般の方でいうと、頑固おやじのイメージです。たばこ吸って、
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血圧が高くてお酒も飲むと。だけども少し足がよぼよぼしてき
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て、手足が震えてきて、すぐ怒ってしまう。そういう方のタイ
プです。脳血管障害が起きるタイプです。並べると、年齢、男性、
血圧、たばこ、飲酒です（スライド 27）
。つまりアルコール依
存症の方の脳が委縮したり、脳血管障害が多かったのは、ここ、
アルコールの要素が突出しているわけです。しかもたばこも吸

スライド 27

うわけです。またお酒飲みすぎると血圧が高くなります。脳血
管障害のリスクがいっぱい増えているわけです。結果、あのよ
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うな脳病変を起こすことになります。
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アルコール依存症で入院する方の脳梗塞の頻度を調べてみ
ます。さっきの住民の研究の方でいうと、ラクナ梗塞のパーセ
ントは、高齢者の中で大体 10 ～ 20 パーセントです。はっき
り 5 ミリ以上に分かる脳梗塞は、いわゆる高齢者の方と 10 ～
20 パーセント。平均すると 30 パーセントの場合もありますが、
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まり脳梗塞のリスクを 3 倍増やします。さっきのモヤモヤした

スライド 28
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白質病変ですね。虚血病変。これは軽いものを含めると 8 割に
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なります（スライド 29）。高齢者の方は大体 4 割から 5 割です。
ほぼ倍にします。だからアルコールというのは脳を委縮させる
だけではなくて、脳血管にも影響を及ぼします。
8．アルコールによる認知症発症の機序
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2 割です。だけどもアルコール依存症で入院する方の脳梗塞の
合併率は 60 歳を超えると半分、50％です（スライド 28）。つ
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アルコールが脳血管障害を促進するいくつかの機序がいわ
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スライド 29

れています。まずアルコールには脱水作用があります。寝てい
る間に血管から水分を奪っていきます。利尿作用があるので、
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おしっこはジャンジャン出ます。でも結果血管の中は脱水に
なります。あとは栄養を取らなくなります。だから血管が早く
老化してしまいます。血圧が高くなる。塩分が増えてしまう。
血管に悪いことをしてしまいます。同時にたばこが加わると、
より動脈硬化が進むことになります。アルコールといろいろな
病気の関係は、直線だったり J カーブだったり、先ほどの演者
の先生がおっしゃっていましたけれども、J カーブというのも
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スライド 30

あります。飲酒と直線的な関係にある疾患はこれです（スライ
ド 30）
。血圧とか中性脂肪というのは、飲めば悪くなります。認知症はいわゆるメタ解析といって、い
ろいろな観察研究を集めた解析がされています。認知症に関して言うとこのスライドになります（スラ
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イド 31）
。飲んでいる方の方で少しリスクが低下するという結
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果です。いろいろな研究を並べているのですけれど、飲んでい
ない人よりは少し飲んでいる人の方がいいという結果です。そ
れをもって J カーブと呼んでいます（スライド 32）。
ほかに J カーブが言われている疾患は心臓の病気、あと糖尿
病、認知症もこの J カーブという現象が見られます。ちなみに
ここは一番病気が起きづらいところです。1 日ビール 350mL。
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スライド 31

の方は、アルコールは体にいい、体にいいと言いますけど、そ
う言っている方は大体この辺（3 合以上）です。ここで（2 合
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以内）おさまっている方というのは、うまく付き合えている方
です。お酒が良い効能というよりは、結果的にそこにおさまっ
ている。あるいは人と付き合いがあって、付き合いのお酒が
あったり、お酒が主じゃない飲み方をしている方になります。
反対にお酒が主になって、お酒におぼれてしまっている方に、
この J カーブのよい面を適用するわけにはいかないわけです。
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スライド 32

認知症の方も当然そうです。だからお酒がどうかかわっている
かというのを見ることで、この方はお酒が悪さしているか、悪
さをしていないかというのは、ある程度類推することができます。
今日、皆さんつまらない話、つまる話、いろいろ話を聴いておられて、今日は少し疲れたから、一杯
飲んで帰るかというのはここです（機会飲酒）。毎日飲んでいるけれども、今日も飲むかという方はこ
こじゃないですよね。こっちですよね。だから付き合いでおさまっている分には、そんなに認知症に関
しては悪くないという結果です。だけどもアルコールが認知症を防いでいるわけではないです。どちら
かというと。結果的にここにおさまっている。
9．高齢者のアルコールの問題

高齢者の方で依存症になりやすい、つまりアルコール認知
症にかかりやすいお酒の飲み方が分かっています（スライド
33）
。大体皆さん、男性の方だとバリバリ仕事をしたわけです。
60 歳、定年まで。酒は好きだった。付き合いがあって、毎日
酒飲んで付き合いしていたわけです。でも退職し仕事辞めたわ
けです。仕事辞めたけど、酒はやめないわけです。付き合いが
減ったと同時に付き合いのお酒も減ってもいいのに、付き合い
のお酒は減ったのに、自分で飲むお酒が増えるわけです。毎日
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スライド 33

土日になります。日曜日に。朝からお酒を飲み始めます。今仕
事をしている方で、土日になるとお酒が増える方はまずいです。付き合いのお酒ではなくて、付き合い
がなくなったときに、仕事がなくなったときに、容易にお酒の方に行ってしまう可能性があるわけです。
高齢者の方のお酒を飲む方は、1 人で寂しいからと、飲みます。でも呼ばれても飲むわけです。1 人
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の質を悪くします。ぼんやりとして寝た気にはさせますが、深
くはしない。しかも眠剤と合わせると、いわゆる前のことも後
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れない、寝られないってお酒を飲むわけです。でもお酒は睡眠
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さいと言います。だけど本人はお酒飲みたいから、はい、寝ら
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ないから。主治医は眠剤飲んで、しっかりお酒やめて寝てくだ
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ますね。のこのこ出かけて行って、結局飲むわけです。寝られ
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を飲むわけです。暇だからと、飲みます。でも忙しくても飲み
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であっても、1 人でなくとも、いわゆる後付け理由をしてお酒

スライド 34

のこともスポッと抜ける場合があります。非常に危険なことが
夜起きることになります。あと食事を取らない。先ほどもお話
しましたが、ビタミン不足になってきて、コルサコフ症候群と
いうアルコールが原因となる認知症を起こすことになります。
実際入院するような方の高齢者の方をいろいろ検査してみ
ます（スライド 34）
。葉酸という葉っぱに含まれるビタミンで
す。脳の委縮に関係するといわれています。いわゆる他の認知
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症の方はこの辺り、十分足りているわけです。しかし、アルコー

スライド 35

ル認知症の方は減るのです。葉酸が減ります。脳の委縮を促進
します。葉っぱ食べながらお酒飲む人いないわけですね。
文献では 15 パーセントに飲酒が関係する健康問題があると
いわれています（スライド 35）
。この辺りは調べ方によって変
わってくると思います。
「百薬の長は」と皆さん言いますね。
でも吉田兼好はきちんと残りを言っています。「よろずの病は
酒よりこそ起これ」と書いてあるのです。でもアルコールの
方は前半しか採用しません。後ろはどこかに行ってしまいま
すね。酒はいい、酒はいいって。1 日ビール 350mL でおさまっ
ていればあまり問題はないわけです。J カーブのこっち（2 合
以上）に来ていて、お酒はいい、お酒はいいと言うと、それは
まずいです。

䜰䝹䝁䞊䝹䛸ㄆ▱㻌
䠄㻭㼘㼏㼛㼔㼛㼘㻌㻾㼑㼘㼍㼠㼑㼐㻌㻰㼑㼙㼑㼚㼠㼕㼍㻕㻌
㔜䛺䜰䝹䝁䞊䝹㛵㐃ᝈ㻌
㻢㻜ṓ௨ୖ䛾䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ
䛾㻡㻜䠂௨ୖ䛻ㄆ▱䛾ᚩೃ
䛒䜚㻌
ㄆ▱䛾ཎᅉ䛿䛥䜎䛦䜎㻌
㻌 㻌 䜴䜵䝹䝙䝑䜿䞉䝁䝹䝃䝁䝣ೃ
⩌䚸䜰䝹䝁䞊䝹ᛶ䚸⬻⾑⟶ᛶ䚸
እയ㻌㼑㼠㼏
᩿㓇䛻䜘䛳䛶ᝏ䛿㜵䛢䜛䚹
䜎䛯䚸ᨵၿ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹
㻩㼞㼑㼢㼑㼞㼟㼕㼎㼘㼑㻛㼠㼞㼑㼍㼠㼍㼎㼘㼑㻌
㼐㼑㼙㼑㼚㼠㼕㼍㻌

スライド 36

10．アルコールと高齢者の健康寿命を縮めるその他の臓器障害

この後、堀江先生から話があるかもしれませんが、アルコー
ルは 60 の病気に関わるといわれています（スライド 36）。認
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知症もアルコールが原因となって起こる可能性のある疾患の
一つであります。60 の病気に関わります。今日私の主題では
ないですが、肝臓が悪くなる方もいます（スライド 37）。食道
がんを起こす方もいます（スライド 38）
。骨も悪くなるのです
（スライド 39）
。これは男性の方で調べてみたのですけれども、
10 歳骨が年取ります。男性の方は骨粗鬆症になりづらいので
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スライド 37

飲酒と健康に関する講演会

すけれども、アルコールの方は骨が 10 歳年取ります。まずカルシウム取りません。カルシウム取らな
いといって、
お酒飲む前に牛乳飲む方が増えたのです。でもお酒やめないですね。あと動かなくなります。
骨粗鬆症というのはカルシウムを取っても、重力の加重をかけないと骨が付きません。だからアルコー
ルの方、寝てばかりしてお酒飲んでいても、どこにも骨つかないのです。カルシウムは取らない。動か
ない。あと日の光も浴びない。真っ暗にして飲んでいます。あとは栄養を取らない以外に、アルコール
が先に入ると、サーッと腸の粘膜が溶けます。アルコールとい
うのは水の親和性もあれば、脂の親和性もあります。腸の粘膜

ṇᖖ䛺㣗㐨

㣗㐨䛜䜣

が溶けるのです。だからお酒飲み過ぎた次の日は下痢になりま
す。だから栄養がうまく吸収されないです。取らない上に吸収
されません。長く続けば骨粗鬆症になります。筋肉がやせてき
ます。サルコペニアといいますが、筋肉もやせてきます。
これはアルコールの方の骨の中を見たものですが、CT を
撮っています
（スライド 40）。普通の方は中にカルシウムがしっ
見ています。カルシウムが引っ付いていればこういうふうに
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見えるわけです。アルコールの方はこんなのです。中スカスカ

A.

です。圧迫骨折を起こすわけです。筋肉もやせます（スライド
取らない。鍛えないのです。

Bone area ratio (%)

41）
。先ほどお話した理由です。ずっと寝てばかりして栄養を

B.
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これは女性の方です（スライド 42）
。女性の方のアルコール
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Matsui T, Yokoyama A, Matsushita S, et al. Alcohol Clin Exp Res 2010; 34: 869-74.

の方は、いわゆる摂食障害を起こすような方がいまして、やは

スライド 39

り栄養の問題が非常に出ます。この方 40 代です。40 代で大腿
骨の壊死を起こしているわけです。

80

Mean Z-score: -0.45 㼼1.02

40

r = 0.33, p < 0.0001
Number of patients

かり詰まっています。これは骨の腰椎の柱の部分、梁の部分を

スライド 38
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アルコールの問題というのは全身に及びます。特に高齢者に
これが起こると大変なことになるわけです。高齢者の方は最後
には寝たきりになり亡くなるのですが、飲酒は寝たきりを促進
㻟㻜㻜

するわけです（スライド 43）。先ほどお話した通り。梗塞があ
ります。廃用症候群といって、筋肉とか骨がやせます。骨折、
認知症、これはアルコールの 4 大疾患と書きましたが、これは
寝たきりの 4 大疾患なのです。つまり、アルコールの量が増え
るということは、高齢者にとっては早く年を取らせてしまうの
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せてしまいます。それがビール 350mL でおさまっている分に

2䞃᭶ᚋ

はいいのです。だけどもアルコールが主になって、酒害の割合
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いう話をしました。認知症だけではなく、体全体を早く老いさ

けです。もっと簡単に言うと、健康寿命を縮めるのが、飲酒の
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です。先ほどもお話しましたが認知症は 15 歳脳が年を取ると

が増えてくると、こういったことをより促進することになるわ
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スライド 40
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スライド 41
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最も、高齢者にとっての飲酒の問題を表しています。

⭣㦵㦵㢌ቯṚ

今日本は女性に関して言うと、平均寿命が世界 1 位です。今、
健康寿命ということがいわれています（スライド 44）。健康寿
命というのは、自分の力で、人の手を借りないで元気でやれる
寿命になります。日本人は平均寿命マイナス 6 年が健康寿命で
す。言い換えれば、亡くなる前の 6 年間は、日本人は人の手を
借りています。施設に入ったり、介護を使ったり、あるいは病
院に入ったり。アルコールの問題は健康寿命を縮めてしまうの

スライド 42

です。
11．無症候性脳梗塞と高齢者の寝たきりの関係（スライド 45）

さっきの脳梗塞のスライドをもう一度出します（スライド

䛣䛣䜎䛷䛾䜎䛸䜑
㔞㣧㓇䛾䠐ᝈ䛿䠛
⬻⾑⟶㞀ᐖ

ᗫ⏝ೃ⩌

㦵ᢡ

ㄆ▱

46）
。アルコールの方で増えてくる無症候性脳梗塞。高齢者に
とってどんな問題が出てくるか。これはさっきと同じスライド
になります。おさらいすると、脳が委縮して、小さいポツポツ
が出ています。この方は酔っ払っただけではないです。転倒だ
とか失禁とか歩行異常、つまり寝たきりになりやすい症候を
持っているわけです。
まず脳梗塞や、先ほどの神経と神経を結ぶ白質病変、虚血病
変になると転びやすくなります（スライド 47）。虚血病変はわ
れわれも感じることができます。前はテレビ見ながら、人の話
も聞いて、ご飯食べられた方が、食事中に一つ一つのことしか
できなくなった場合は、少し白質病変が起きています。前は人
の話も聞いて、自分のいろいろなことができた。同時にいろい
ろなことができなくなります。神経がいろいろなところに繊維

スライド 43

ᗣᑑ䠄healthy longevity䠅
㼃㻴㻻䛜ᥦၐ䛧䛯᪂䛧䛔ᣦᶆ䛷ᖹᆒᑑ䛛䜙ᐷ䛯䛝
䜚䜔ㄆ▱䛺䛹ㆤ≧ែ䛾ᮇ㛫䜢ᕪ䛧ᘬ䛔䛯ᮇ㛫㻌
ᅜ㐃䛾ୡ⏺ಖᶵ㛵㻌䠄㼃㻴㻻䠅䛿ᗣᑑ䛸䛔䛖᪂䛧
䛔ᑑ䛾ᣦᶆ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜎䛧䛯䚹䛣䜜䜎䛷䛾ᖹᆒᑑ
䛿䛔䜟䜖䜛䛂ᐷ䛯䛝䜚䛃䜔䛂ㄆ▱䛃䛸䛔䛳䛯ㆤ䜢
せ䛩䜛ᮇ㛫䜢ྵ䜐䛯䜑䚸⏕ᾭ䛾ᗣ䛺ᮇ䛸䛻
䛝䛺㛤䛝䛜䛒䜛䛣䛸䛜ᣦ䛥䜜䛶䛔䛯䚹᪥ᮏ䛷䛿䛣
䛾ᐷ䛯䛝䜚䛾ᮇ㛫䛜Ḣ⡿ྛᅜ䛸ẚ䜉䛶䜒㛗䛟䠒ᖺ௨
ୖ䛻䜟䛯䜛䚹ཌ⏕ປാ┬䛾ᥖ䛢䜛䛂ᗣ᪥ᮏ䠎䠍䛃䜒
䛣䛾ᗣᑑ䛾ᘏఙ䜢┠ⓗ䛻✀䚻䛾⟇䛜䛺䛥䜜
䛶䛔䜛䚹㻌㻌

スライド 44

を延ばしています。そこが水っぽくなったり、やせると、白質
病変が増えています。あるいは歩いているときに呼びかけて、
歩いていられる方は、まだ白質病変はないです。ただし話しか
けられて止まってしまうような方は、アンテナを張るのが難し
くなっています。ひょっとしたら白質病変が増えているかもし

䛺䛬↓ೃᛶ⬻᱾ሰ䛜
ၥ㢟䛛䠛

れません。
これは重心動揺を使ったり、あるいは転倒の転倒歴を調べた
ものです（スライド 48）
。認知症の方にです。どうして認知症
の方が転ぶかというと、合併する脳梗塞のせいです。認知症の

スライド 45

方が転ぶのは脳がやせてきて転ぶのではないのです。認知症の
悪化に伴って転ぶのではないのです。合併する脳梗塞が悪さをします。さっきのポツポツした脳梗塞が
あるとバランスが悪くなります。転びやすくなります。もう一つあります。ここに書いてありますがお
薬です。寝られない。徘徊する。薬が足されます。ぼんやりしたりするのですが、そうした症状を抑え
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る向精神病薬は飲むと転びやすくなります。徘徊しても転んで
しまうので、なかなか兼ね合いが難しいのですが、だけども合
併する脳梗塞は、認知症の方を転ばせます。認知症の程度では
ないです。繰り返しますが脳梗塞が悪いのです。
またさっきのポツポツした脳梗塞は眠りとも関係します（ス
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ライド 49）
。

㻢㻝ᡯᖖ䛺᪉㻌

白質病変と眠りの関係を調べました。そうすると、この白質
病変、
虚血病変が増えれば増えるほど、朝早く目が覚めます（ス

スライド 46

ライド 50）
。眠りの質が悪くなるのです。最近朝早く目が覚め
るなと、年かな、違いますね。白質病変が増えています。眠り
の質が悪くなります。昼間寝ると、またこの質が悪くなって、
⬻᱾ሰ䜔ⓑ㉁ኚ䛜䛒䜛䛸
㌿䜃䜔䛩䛟䛺䜛

昼間寝ると寿命に関わります（スライド 51）。さっきウトウト
していらっしゃる方がいるので、少し寿命が縮んでいるなと
思って見ていたのですが、2 時間以上がよくないそうです。2
時間、これはだめです。15 分ぐらいはいいです。だから今日
話を聴きながら、とつとつ寝ながら、まあ 1 時間ぐらいでおさ

スライド 47

まっていれば体にいいと思います。2 時間超えると昼夜逆転に
つながります。これは認知症で亡くなった方がどういう睡眠を
者さんを見てもらって、寝てるか起きているか全部調べていま
す。そうすると、昼間寝ていて、夜に起きている方は早くなく
なったのです。
あと無症候性脳梗塞があると飲み込みが悪くなります（スラ
イド 52）
。私の所属する高齢医学には、入院病棟があるのです
が、半分が誤嚥性肺炎で入院します。高齢者の誤嚥性肺炎の

Table 1 Characteristics of falling or non-falling patients with AD
Variables

fallers (N=48)

non-fallers (N=69)

P

Age (years)*
Gender (male/female)
Body Mass Index (kg/m2)*
MMSE (points)*
Psychotropic drug use. n/N (%)

75.6㼼5.0
12/36
21.4㼼2.8
15.7㼼5.8
18/48 (37.5%)

73.0㼼6.7
23/46
22.0㼼2.8
16.5㼼6.0
9/69 (13.0%)

0.025
0.333
0.416
0.464
0.002

MRI findings
Infarctions, n/N (%)
Periventricular WMLs
0㼻, No (absence)
I㼻, Moderate (caps,pencil thin)
II㼻, Severe (smooth "halo" lings)
Subcortical WMLs
0㼻, No (absence)
I㼻, Moderate (punctate foci)
II㼻 or III㼻, Severe
(small and large confluent areas)

Y-SD
YY
-S
SD

取っているかを見たのです。看護師さんにずっと 30 分毎に患

↓ೃᛶ⬻᱾ሰ䛜䛒䜛䛸㌿䜃䜔䛩䛟䛺䜛䚹

23/48 (48.0%)

19/69 (27.5%)

14/48 (29.2%)
15/48 (31.3%)
19/48 (39.6%)

37/69 (53.6%)
22/69 (31.9%)
10/69 (14.5%)

0.004

0.024

8/48 (16.7%)
20/48 (41.7%)

22/69 (31.9%)
31/69 (44.9%)

0.056

20/48 (41.7%)

16/69 (23.2%)

X-SD

MMSE=Mini-Mental State Examination, WMLs=White Matter Lesions
*Data are mean (SD)..
Horikawa E, Matsui T, Arai H, et al. Intern Med 2005; 44: 717-21.

スライド 48

大きな原因は 2 つあります。一つは免疫です。免疫が悪くなっ
て肺炎を起こすのです。栄養が悪くなって肺炎を起こします。
もう一つは飲み込みです。飲み込みというのは頭から来ていま
す。高齢者の方が肺炎を起こすのは、肺が悪くなっただけでは

⬻᱾ሰ䛿╀䜚䛸㛵ಀ䛩䜛

ないです。食べ物を誤嚥しているのです（スライド 53）。誤嚥
は何に関わるかというと脳梗塞です。さっきのポツポツした脳
梗塞。さっきのポツポツした脳梗塞はドパミンの神経です。脳
幹部に伸びています。それで飲み込み反射を起こします。つま

スライド 49

りわれわれはご飯を食べると、ここで感覚神経が作動します。
一回頭に戻って、それでドパミンを出して飲み込むのです。センサーの所に食べ物が来ると、1 回頭に
戻って、飲み込めという指令があって、その間が大体 0.3 秒から 0.5 秒です。ここに脳梗塞があるとそ
れが遅れます。食べ物が咽頭部を通過して食道へ行けばいいのですが、遅れると気管に入ってしまった
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所で飲み込むのです。それが誤嚥です。飲み込み反射が遅く
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なったために誤嚥します。そこに免疫の低下が加わって肺炎を
起こすのです。
3 秒を超えると誤嚥性肺炎の発症がかなり高くなります。ど
うやって調べるかというと、飲み込みのテストをしてもいいの
ですが、もっと専門的にやれば、8 フレンチぐらいの細いチュー

Subjects without
Peiventricular WMLs
(n=46)

Sleep disorder
Complaint of insomnia, %

Subjects with
Periventricular WMLs
(n=90)

Odds Ratio
(95 % Confidence
Interval)*

23.9

34.4

0.67 (0.28–1.59)

Difficulty falling asleep, %

6.5

15.6

0.40 (0.09 –1.70)

Early morning awakening, %

17.4

18.9

0.98 (0.36 –2.65)

AB –5, %

73.9

45.6

2.51 (1.10 –5.79)

*Logistic regression analysis adjusted for age and sex.
AB –5 = awakening before 5 a.m. whether they complain of insomnia or not.

ブを鼻から入れて、12 センチぐらい入れると中咽頭というと
Kanda A, Matsui T, Ebihara S, et al. J Am Geriatr Soc 51, 432-433; 2003

ころにたどり着きます。蒸留水を 1cc 寝た状態でチュッと入れ
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ます。普通の方はもう入れた瞬間からゴックンと飲みます。こ
れは咽頭の飲み込み反射です。ここに脳梗塞がある方は、ゴッ

㛫ᐷ䜛䛸ᑑ䛜⦰䜐

クンと飲むのが遅れます。入れても、全然うんともすんとも言
わないのです。それでたまってきて、夜寝ている間に唾液を気
管に入れてしまいます。何が原因かというと、ここの脳梗塞な
わけです。あそこの場所に脳梗塞がある方は、寝ている間に
飲み込み反射が 10 秒ぐらいになります（スライド 54）。3 秒遅
れると肺炎を起こすのですね。あそこに脳梗塞があるかないか
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Manabe K, Matsui T, Yamaya M, Sato-Nakagawa T, et al. Gerontology 46:318-322, 2000.
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で、咽頭反射が全然違ってくるわけです。だからあそこの脳梗
塞は転ばせる。睡眠の質も悪くする。飲み込みも悪くするので
す。決して無症候ではないです。
認知症の方は寿命に何が関わっているか調べてみると、実は
認知機能はほとんど関わっていないのです（スライド 55）。認
知症を含めた高齢者の方が寿命を決めているのは、体の元気さ
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です。つまり認知症の方は、体が元気で精神的に穏やかであれ
ば、あまり寿命にかかわらないということになります。このス
ライドは大学の職員でどういう方が健康でいられるか調べてみ
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たのです（スライド 56）
。そうすると、早く退職すると、早く
不健康になります。ここにいる皆さんは職にしがみついてくだ
さい。そうすると認知症にならないばかりか元気でいられま
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す。認知機能は健康度には関わらないのです。あとは体が元気
なこと。ボランティア活動すること。あと奥さん大事にするこ
とです。アルコールの方はここがだめなのです。飲んで、職場
は追われるわけですね。体はガタガタになる。ボランティア活
動なんかしませんね。奥さんはあっという間に逃げます。だか
らもう長生きできないですよね。
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Yamaya M, Yanai M, Ohrui T, Arai H, Sasaki H. JAGS 49: 1-6, 2001.
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12．アルコール依存症者の断酒の効果

アルコール依存症の方は、やめたらやめたなりの効果があります（スライド 57）。脳の委縮は戻るの
です（スライド 58）
。全員ではありません。いい写真だけ持ってきました。これはさっきの学校の先生
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です（スライド 59）
。4 年間追いかけています。今脳の体積、
年経ったときに撮ったのです。実は脳の海馬の委縮の範囲が狭
パーセントあったのです。30 パーセントに戻りました。しか
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先ほどの通り測れるのです。ここが入院した当初です。もう 3
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くなりました。だからアルコールによる委縮というのは、お酒

Nakagawa T, Sekizawa K, Arai H. et al.
Arch. Intern. Med. 1997: 157: 321-324

をやめて、栄養が戻ってくれば、またふっくら戻ってくるので
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す。
筋肉も改善する方もいます（スライド 60）。少し場所が違う
のでスライドは極端な例ですね。筋肉は良くなります。骨も入
院している間に少し良くなります（スライド 61）。実は足の骨
密度は歩くので良くなるのですが、背骨の骨密度は良くなりま
せん。病院では寝ているので。動かしたところは良くなります。
脳梗塞も対処のしようがあります。アルコールの方は、断酒
はもちろん大事ですが、お薬の方法もあります。いわゆる抗パ

䠝䠠䠨䛜వ䜢Ỵ䜑䜛
㻌
㻌
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2-year mortality ratio
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ratio (95% CI)

Pvalue

Adjusted Hazard
ratio (95% CI)

薬を使うと飲み込み反射が良くなります。抗パ剤も飲み込み
に関しては一定の効果があります。肺炎の発症が 3 分の 1 ～ 4
分の 1 になります。飲み込み反射が良くなると。肺炎の発症
を減らすことができるのです。
歯磨きも大事です（スライド 63）
。これは歯磨きした方、両
方ともしているのですが、より強力にした方がこっちです。歯
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Ohrui T, Matsui T, Yoshida M, Yoneyama T, Adachi M, et al. Geriatrics and Gerontology International; 6: 101-108.
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の薬があるのですが、飲み込み反射が良くなります（スライ
がある、アルコールの問題がある、血圧高ければ、こういうお

Pvalue

Oral status

剤（抗パーキンソン剤）を使ったり、咳の副作用がある高血圧
ド 62）
。肺炎の発症を減らすことができます。あそこに脳梗塞
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磨きの効能というのは、高齢者にとっては口の中をきれいにす
るだけじゃありません。歯がなくても、粘膜をしっかりブラッ
シングをしてあげると唾液が出てきます。飲み込み物質が出て
くるのですね。だから口の口腔ケアというのは、口の中をきれ

䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ⪅䛾᩿㓇䛾ຠᯝ

いにするだけじゃなくて、刺激を与えて、飲み込み反射を良
くする作用があります。あと栄養も大事です（スライド 64）。
老人ホームですが、皆さん葉っぱ取っていなくて、葉酸が減っ
ていたのです。葉酸が減ると、脳の委縮も起こすし、飲み込
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みも悪くします。あと手っ取り早いところでは、飲み込み悪
くなってきたら、唐辛子よいです（スライド 65）。だからパッパッと振ってあげると、飲み込み反射良
くなります。年取ってきて、皆さんがお嫁さんとか、お婿さんとかから、唐辛子をいっぱいかけた食事
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を出されたら、意地悪をされているのではありません。長生き
してもらいたくて、唐辛子をいっぱい振ってもらっていますの
で、唐辛子は飲み込みをよくして肺炎を予防しているのです。
あと口の中はやはり寿命に関わるのです（スライド 66）。自

᩿㓇䛻䜘䜚
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分の口、歯がしっかりある方、入れ歯だけどきちんと入れ歯
をしている方、何もしていない方、寿命が違ってきます。しっ
かり自分の歯で噛むということが、脳血流を良くして、飲み込
みを良くして、体を元気にします。もう少しで終わります。
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13．さいごに

アルコールの認知症ですが、割合若年性です（スライド
67）
。脳萎縮と脳梗塞を合併しています。私時々前の病院で、
アルコール依存症の方に頭の話をするわけです。アルコールを
飲みすぎると、脳も委縮するし、脳梗塞が起きるんだよ、アル
ツハイマーみたいになってしまうよと言ったら、おれはアル中
ハイマーだ、と言うのですけれども。アルコールは脳も委縮さ
せるし、脳梗塞も起こすわけです。断酒することにより改善す
る可能性があります。リズムを取って、お酒をやめた状態で、
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お酒が一時的なものにならなければ、生活にとって主でなけれ
ば、付き合いがあって、奥さん大事にした状態で、体が元気で、

᩿㓇䛻䜘䜚➽ᐜ㔞䛿ᨵၿ䛩䜛

そこにアルコールが付随しているのであれば、あまり悪さはし
ないと思います。だけどもアルコールがもとで家庭が崩壊して

ධ㝔

しまったり、体が悪くなったり、それは明らかにアルコールが
リスクとして、認知症、あるいは高齢者の病気のリスクとして

2䞃᭶ᚋ

働いているわけです。
すが、専門病院に紹介することも多いのですが、お酒を少し、
まずご飯を食べて、晩酌だけにして、奥さんの言うとおりの量
だけ飲んでください（スライド 68）
。やってみるって。やって
みるって、うまくいく方もいらっしゃいます。経過を見ている
と、もの忘れは決して良くならない。なかなか良くならない。
ただ注意力は良くなります。顔つきが良くなって、色つや良
くなって。ご本人が少し健康を実感されたら、それはお酒を

ධ㝔61ṓ⏨ᛶ
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᩿㓇⒪䛷㦵ᐦᗘ䛿ᨵၿ䛩䜛
40

p = 0.0003

38
36

Bone area ratio (%)

もの忘れセンターでアルコールの人はなかなか厄介なので

34
32
30
28
26
24
22
20

First

Second

飲んでいても、まず成功です。逆転したのです。お酒が主だっ
たところから、食事が主になって、リハビリするようになって、

スライド 61

デイサービス通うようになって、晩酌するようになったので
す。いわゆる寛解状態です。治療としては成功しています。ご本人は一生お酒飲みたいわけです。でも
いいお付き合いができるお酒が、そこで得られたわけです。マネジメントがそこでできたということに
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なると思います。たぶんアルコールと認知症に関して言うと、

㢌䛾䝗䝟䝭䞁䜢ቑ䜔䛩䛸⫵⅖䛜ண㜵䛷䛝䜛

認知症があっても悪化しないアルコールの飲み方の線引きが
あるのだと思います。
最後の図になります（スライド 69）
。何とかアルコールで
こうならないように 1 回リセットするのもよし、家族に影響
を与えないように、自分が生き生きと精神症状も起こさずに、

1.0

Proportion without pneumonia

あるのだと思います。まだうまく付き合えるというところが

1.0

0.9

䝅䞁䝯䝖䝺䝹
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䝍䝘䝖䝸䝹

0.9

amantadine (+) (n = 80)
amantadine (-) (n = 81)

ACE inhibitor (+) (n = 127)
ACE inhibitor (-) (n = 313)
0.8

0.6
0

5

10

15

20

25

30

35

0

4

8

12

Yamaya M, Yanai M, Ohrui T, Arai H, Sasaki H. JAGS 49: 1-6, 2001.

自分の自宅でずっと過ごせるように、いい付き合いができる

16

20

24

Time (months)

Time (months)

Sekizawa K, Matsui T, Nakagawa T, et al. Lancet 352:1069, 1998.
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と。それをうまくやってくれるのが、いわゆるもの忘れ外来
にいる私の使命だと思っています。以上です。ご清聴ありが

䛿䜏䛜䛝่⃭䛷䛒䛯䜎䛾䝗䝟䝭䞁䛜
䜅䛘䜛→䛷⫵⅖ண㜵
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とうございました。
【略歴】

平成 6 年

東北大学医学部卒業

同年

東北大学医学部老人科に入局

平成 16 年

ハーバード医科大学マサチューセッツ総合病院

㻤㻜㻌
㻻㼞㼍㼘㻌㼏㼍㼞㼑㻌㻔㻗㻕㻌㻔㼚㻩㻝㻤㻞㻕㻌
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アルツハイマー病研究部門博士研究員
平成 19 年

㻝㻜㻜㻌
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国立病院機構久里浜アルコール症センター
（現久里浜医療センター）内科医長

同内科診療部長

平成 25 年

杏林大学医学部高齢医学准教授
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M
F
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M
M
M
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66
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76
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69
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67
74
75
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2.1
2.5
2.6
2.5
2.2
3.3
2.5
2.7
2.2
2.4
2.1
2.2
2.1

9.4
12.0
15.2
9.6
15.6
14.6
18.2
10.1
12.2
18.9
19.2
14.7
13.8

Latency
Swallowing
Reflex (sec)

䝩䝰䝅䝇䝔䜲䞁⃰ᗘ
Concentrations
(mol/L)

ⴥ㓟
Concentrations (ng/ml)

Case Sex Age Baseline After treatment Baseline
13.2
11.5
11.9
24.0
11.6
21.6
11.9
12.9
17.0
14.6
12.6
17.2
13.9

After treatment

Baseline

8.7
6.5
7.0
9.4
8.5
8.3
8.3
4.8
7.6
7.4
8.2
8.0
7.6

5.3
8.4
4.3
9
5.7
6.5
5.2
7.2
5.6
4.8
4.2
7.4
4.9

Frequency of
Pneumonia (times)

After treatment Baseline After treatment
1.7
2.2
1.5
2.4
1.9
1.8
1.5
2.2
1.4
1.2
1.4
1.5
1.8

2
3
3
4
2
3
3
3
2
2
2
4
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*The swallowing reflex was induced by a bolus injection of 1 mL distilled water into the pharynx through a nasal catheter.
The latency of swallowing reflex was Evaluated as the time from the injection to the onset of swallowing.
F = female; M = male.

Sato E, Ohrui T, Matsui T, et al: JAGS 49: 1739-40, 2001.
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Oral Status
ኚ㔞
ᝈ⪅ᩘ
ᖺ㱋㼼㻿㻰
ᛶู䠄⏨/ዪ䠅
ṑ䛾≧ែ
⮬ศ䛾ṑ䛾ᮏᩘ
↓ṑ䛾ேᩘ䠄䠂䠅
ㄆ▱ᶵ⬟
MMSE ᚓⅬ
22Ⅼ௨ୗேᩘ (%)
ADL
Barthel Index ᚓⅬ
20Ⅼ௨ୗேᩘ (%)
⏕ணᚋ
2ᖺ (%)
5ᖺ (%)

⥲ᩘ

Group A

Group B

Group C

P-value*

403
82.8㼼7.7
86/317

99
79.5㼼6.9**
25/74

98
84.3㼼6.8
13/85

206
83.7㼼8.0
48/158

< .001
0.075

5.1㼼7.4
192/403 (47.6 %)

12.7㼼8.9
0/99 (0 %)

0
3.9㼼5.3
98/98 (100 %) 112/206 (54.4%)

< 0.001
<0.001

13.4㼼8.9**
7.6㼼8.3
81/98 (82.7%) 193/206 (93.7%)

< 0.001
< 0.001

15.8㼼7.1
19.2㼼6.3**
283/403 (70.2 %) 51/99 (51.5%)

18.8㼼6.0**
57/98 (58.2%)

< 0.001
< 0.001

112/403 (27.8 %) 14/99 (14.1%)
235/403 (58.3 %) 45/99 (45.5%)

21/98 (21.4%) 77/206 (37.4%)
54/98 (55.1%) 136/206 (66.0%)

10.6㼼9.5
15.4㼼9.4**
346/403 (85.9 %) 72/99 (72.7%)

12.8㼼6.7
175/206 (85%)

䠍䠊⬻ᐇ㉁䛾⒪
ᰤ㣴䛸㐠ື
䠎䠊⬻ෆఏ㐩≀㉁䛾⿵䛸⒪
䝡䝍䝭䞁䞉ㄆ▱⒪⸆
䠏䠊⾑⟶䛾⒪
㝆ᅽ䚸ᢠ⾑ᑠᯈ
䠐䠊つ๎ṇ䛧䛔⏕ά䛸㐺ᗘ䛺㐠ື
䠑䠊♫άື䜢䜔䜛䚹⏕䛝䛜䛔䜢ᣢ䛴䚹

< 0.001
0.002

㓇䛿䜋䛹䜋䛹䛻

Group A = ⮬ศ䛾ṑ䛛㒊ศධ䜜ṑ䛷ᄮ䛷䛝䜛䠗Group B = ධ䜜ṑ䠗Group C = ධ䜜ṑ䛜䛺䛟ᄮ䛜༑ศ.
MMSE: Mini-Mental State Examination
Mean㼼SD for continuous variables and number (%) for categorical variables.
*One-way ANOVA for different dental status
**The post-hoc significant differences from corresponding values in Group C are indicated by P<0.0001
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