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離島における認知症の現状

発 表 者 三浦 源太 （大分県：姫島村国民健康保険診療所）

共同研究者 佐藤 新平、匹田 貴雅
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高齢化の進展にともない認知症が増加してい

ます。疫学調査での６５歳以上有病率は１０％とも

１５％ともいわれます。そのため精神科などの専

門科だけでなくかかりつけ医の診療が必要と

なっていますが、地域によって対応状況は異な

ると思われます。そのため、内海・本土近接型

離島での認知症医療を調査しましたので報告い

たします。

MKN�L±
'( 

��' [�þ
�Ib���'c
�=>?���' [Ib �þ�'c

[�^þþþ' c^�

'c

-./0 þ�� [Ib ��§c

qY¢~v þ
-.8Øùde¤W T þ

fðTÂgTÕ þ

[�F}hi���{��	���

姫島は大分県北端の離島で、人口２，２７４人、高

齢化率３７％です。将来推計では平成３２年におい

て高齢者数９３９人、高齢化率５５％と予測されてい

ます。島内の医療介護施設としては有床の当診

療所、高齢者生活福祉センター「姫寿苑」、グルー

プホーム「ひだまり」があります。

なお、精神科医師常勤の病院まで、海路と陸

路で約１．５時間を要します。
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今回の調査の対象は平成２５年９月時点で、診

療所から抗認知症薬投与中の５１名と、介護保険

調査時にほぼ全例に行っている改訂長谷川式ス

ケールが２０点以下の６７名から重複を除いた９３名

です。（以下改訂長谷川式スケールは HDS−Rと

略します）
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診断のついている症例は、アルツハイマー型

認知症５４名、レビー小体型認知症４名、脳血管

性認知症１４名、ピック病０名でした。病型不明

例も２１名ありました。
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病型不明例では、超高齢、周辺症状がない、

合併する疾患が多い、すでに施設介護されてお

り生活が安定している、などから積極的検査、

治療が行われていませんでした。
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発見のきっかけは、家族本人の気づきが合わ

せて３８％でしたが、日常診療の中で発見につな

がった例も２３％あり、かかりつけ医の大きな役

目と思われました。
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精神科を受診していたのは３６％、神経内科、

脳神経外科を加えてもいわゆる専門科を受診し

ていたのは半数未満でした。診療所で診断され

ている方は３１％おられました。
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診療所での抗認知症薬の使用状況です。下の

グラフの帯グラフに示すように使用経験の長い

ドネペジルの処方が最多です。一方、上のグラ

フで HDS−Rを見ると、より進行した認知症に

はメマンチンが処方されており、これにより周

辺症状を含めて病状安定した方が多い印象で

す。
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介護度別では要介護１の方が最多でした。要

介護３と要介護４で HDS−Rが逆転しているの

は元気の残っている認知症が介護としては手間

を取る状況を表しているものと思われます。ま

た、介護保険を利用していない２１名のうち１９名

はアルツハイマー型認知症でしたが、ほとんど

で同居家族が手助けすることで支障なく生活し

ていました。
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生活の場としては対象者の半数以上は在宅で

の生活を送っていますが、認知症の進行に応じ

て施設的生活の提供も行われています。
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現在の診断治療の流れです。姫島診療所には

CTがないため、除外診断のための画像診断は

島外医療機関に依頼しています。特に国東市民

病院での VSRADを組み合わせたMRI検査は客

観的に説明が容易で、非専門医に非常に有用で

す。以前は専門医受診を必須と考えていました

が、経験の蓄積で典型例は診療所で診断治療が

可能と思われます。
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まとめです。今回の調査で認知機能低下が把

握されていた対象者は高齢者人口の１１％であ

り、認知症病型別頻度も従来の疫学調査と同程

度でした。

認知症の発見にかかりつけ医が多く関わって

いました。

認知症の進行によって、投薬や、島内の各種

サービスが提供されていました。
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マムシ咬傷治療の迅速化と標準化の試み

発 表 者 黒瀬 匡雄 （岡山県：岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院）

共同研究者 塩田 哲也、武 進、政近 房子、北谷 貞子、金島 敬子、菅 晴美、前田 恵利子、
谷 好恵、工藤 由佳
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今後の方向としては、県内３カ所の「認知症

疾患医療センター」との連携をはかります。

大分県が、かかりつけ医の認知症診療のレベル

アップを目指して開催する「オレンジドクター」

研修などに参加し、画像診断以外ので診断力・

臨床力の向上を目指したいと考えています。

また、高齢者健診で行われる「基本チェック

リスト」の認知症項目だけでなく、短時間で実

施できる描画テストも健診に追加したいと思い

ます。

最後に、島内でも独居高齢者が多くなる傾向

があり、糖尿病、高血圧、不整脈などの認知症

リスクに積極的に取り組むとともに、計画的に

施設整備も進める必要があると強く感じまし

た。

（緒言及び方法）岡山市の北端に位置する中山間

地にある当院には、マムシに咬まれた患者が救

急来院する。時間外の場合、外科以外の当直医

に初期治療をゆだねざるを得ない。また乾燥ま

むしウマ抗毒素（以下、抗血清）は唯一の特異

的治療剤であるが、強い副作用と効果の不確か

さの可能性から、できるだけ使用を差し控えた

い。そこで我々は、平成１０年からマムシ咬傷治

療の迅速化と標準化を図り、分かりやすいマニュ

アルを整備し治療にあたってきた。
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（結果）カルテが残っている平成１４年から２４年ま

でに経験した、マムシ咬傷と確定した３１例につ

いて検討し、以下の結果を得た。図１は治療マ

ニュアルの抜粋である。局所処置を含めた治療

法は、当時から必要だと言われていたものを網

羅して記載している。下段は抗血清使用基準で、

最も頻繁に使うのは�と�である。
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症例は３１例で、男性１７例女性１４例（図２）、１６－

９３歳、平均７０．０歳、７０歳台が最多だった（図３）。
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