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要 約  

 

【はじめに】アルツハイマー型認知症（AD）は、認知症の中で最も多く 60％以上を占め、

65 歳以上では加齢に伴い 5 歳毎に発症率が倍になるため、対応策の構築が喫緊の課題であ

る。そこで、A 市の全公民館 11 ヶ所で、軽度認知障害のスクリーニングからフォローアッ

プまでを継続的に実施する取組みを開始した。研究目的は、レクリエーションをベースに

dual-task（2 つのことを同時に行う課題）、 n-back task（N 個前の問題を答える記憶保持課

題）を組入れた介入による効果を測定することである。学習課題のみの single-task との比

較を行った。【方法】dual-task 群 304 名、single-task 群 78 名の６か月間の介入の比較。【結

果】dual-task、single-task ともに認知機能が向上したが、dual-task 群のほうが多くの認知領

域が向上した。【結論】視空間認知や注意などの機能低下は、生活の支障のみでなく安全

性も低下するため、リスクの低減は最重要課題であり、当研究結果から介入によって向上

することが示された。  

 

キーワード：認知機能, 予防的介入 , dual-task, n-back task 

 

 

Ⅰ．はじめに  

 厚生労働省による認知症有病率推定値は、65 歳以上人口の 15％であり、認知症有病者数

は約 462 万人と推計されている（2012 年推計）1）。認知症の比率は、アルツハイマー型認

知症（AD）が最も多く 60％以上を占め、次いで 15～20％程度が脳血管性認知症とされる

が 2)、特に高齢者では両病変の混合型が多い 3)。AD は年々増加の一途を辿っており 4)、65

歳以上の高齢者は、加齢に伴い 5 歳毎に発症率が倍になる 5)。このため対応策の構築が喫

緊の課題であるが、治療においては 2000 年に開発されたアミロイドワクチンは、脳内アミ

ロイド βが除去された後も認知機能の低下を抑制できなかった 6)。従って現状においては、

発症前の予防的対策が最も重要であるため、AD を発症前に把握できる検査指標を確立し、

進行抑制に取り組むプロジェクト：Alzheimer’s Disease Neuroimaging Intiative (ADNI)が世界

的に発足した 7)。日本においても、J-ADNI が 2007 年にスタートしたが、地域的な取り組

みは模索段階と言える。  

 この背景から我々は、A 市の全市民を対象に、市内の全公民館 11 ヶ所において、脳のわ

かがえり教室（AD の予防的介入）を開始した。この取組みは、A 市社会福祉協議会の認

知症予防事業と大学の共同事業であり、軽度認知障害（Mild Cognitive Impairment：MCI）
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のスクリーニングからフォローアップまでを継続的に実施する取組みである。スクリーニ

ングは年２回、MCI のスクリーニングスケールである Japanese version of the Montreal 

Cognitive Assessment (MoCA-J) を用いて実施している。このフォローアップには保健師の

訪問と月１回の認知症予防教室を開催し、予防的介入と認知機能評価を実施している。  

AD の要因は、食生活では高血圧、肥満、喫煙、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病

と、その重複である 8)。高血圧症の人は、将来 AD になる確率が約 2 倍となり、肥満（BMI30

以上）は 2.1 倍、喫煙は 1.8 倍、脂質異常症（総コレステロール値 250mg/ dl 以上）は 2.9

倍、糖尿病（HbA1c7%以上）は 4.6 倍と報告されている 9)。また、AD の脳では、酸化修飾

産物が増加している 10)。従って、食生活の改善は予防上重要な位置付けを占める。運動習

慣においては、継続的な有酸素運動による BDNF（brain derived neurotrophic factor;脳由来神

経栄養因子）の増加と海馬の容積の増加が報告されている 11)。脳トレーニングにおいては、

n-back task（N 個前の問題を答える記憶保持課題）の有効性が検証されており、メタ分析の

結果、前頭葉と頭頂皮質領域の活性化が認められた 12)。また、dual-task（2 つのことを同時

に行う課題）は single-task（運動のみ、学習のみといった単一課題）に比較して、より脳が

活性化することが報告されており、活動中における前頭前皮質の活性化 13,14) が検証されて

いる。以上の先行研究から本研究においては、食生活の指導および運動と n-back task、

dual-task を組み合わせた課題が脳の活性化につながると考えた。  

 また、認知機能維持のための非薬物療法は、大半が音楽療法や園芸療法などの快適な感

情を促進するための方法であり、快適な感情は、脳内報酬系領域を活性化して継続の動機

づけになる。さらに、中立状態を基準に、肯定的な感情と否定的な感情の影響を比較した

研究では、肯定的な感情が注意と思考・行動のレパートリーの範囲を広げ、否定的な感情

は思考・行動のレパートリーを縮小したという報告がある 15)。加えて、自己効力感の向上

が記憶力の向上に影響するという報告もある 16)。そこで、快適で肯定的な感情を向上させ

るための介入が必要であると考え、本介入にはレクリエーションを取り入れた。この介入

方法は、食生活の指導とレクリエーションをベースとした運動・n-back task、dual-task を

組み入れたものである。この介入方法による認知機能の向上効果を測定することを目的と

した。  

 

Ⅱ．方法  

対象：広報により応募した高齢者 382 名。  

このうち、dual-task 群 304 名、single-task 群 78 名。  

期間：2015 年 6 月~12 月。  

介入方法：MCI のスクリーニングは半年に 1 度、年 2 回実施し、スクリーニングスケール

は Japanese version of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA-J) を用いた。これは 30 点満

点で、得点が高いほど認知機能が高く、カットオフ値は 26 点である。使用にあたり原版開

発者の Dr. Ziad Nasreddine, 日本語版翻訳者の鈴木宏幸 Drの使用許諾を得て実施している。 

フォローアップは月１回の認知症予防教室であり、年間を通じて継続開催している。介入

方法は食生活の指導とレクリエーションをベースとした運動・n-back task、dual-task を組

み入れたものである。運動は、作業療法士による指導のもとに有酸素運動を実施した。

n-back task は、1-back task : 1 つ前の課題に答える、2-back task : 2 つ前の課題に答える、
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3-back task : 3 つ前の課題に答える、というように n-back を上げていく遅延再生課題である。

dual-task の実施については、dual-task による運動方法を普及しているコグニサイズ普及事

務局に登録して実施している。ステップを踏みながら計算するといった、2 つのことを同

時に行う課題である。  

比較対象の single-task は、学習課題のみを行った。  

分析方法：前後比較は対応のある T 検定を行い、年齢との相関は Pearson 積率相関係数を

用いた。  

倫理的配慮：研究者所属機関の倫理審査委員会の承認を得た。対象者には、目的と方法、

参加の自由と拒否権、プライバシーの保護、データ管理方法、結果の公表を口頭と文書で

説明し、同意書の提出をもって参加とした。  

利益相反：本研究は、A 市社会福祉協議会と共同の事業であるが、利益相反はない。  

 

Ⅲ．結果  

回収率は 100%で、対象者の平均年齢は 72.6±7.04 歳、男性 129 名、女性 253 名であった。

MoCA-J 得点の年齢ごとの単純集計結果は図１の通りで、年齢と各認知機能項目との相関

係数は図内に示した。  

 

 

 

 

 

最も年齢と高い相関があった認知機能は、遅延再生課題であり、70 歳代、80 歳代と急

降下しており（r = -0.52）、次いで Trail Making および時計描画テスト（どちらも視空間認

知能力、r = -0.37）、語想起（思考力、r =-0.35）、順唱・逆唱・持続注意・計算（集中・注
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図１．MoCA-J 得点の年齢毎の集計と各項目の年齢との相関 Pearson 積率相関係数 , n=382 
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意・記憶力、r =-0.34）、反復課題（記憶力、r =-0.30）が年齢に相関して下降していた。年

齢と相関が無く、年齢が上がっても維持されていた認知機能は、図形模写、抽象的思考、

動物名想起、見当識であった。  

介入前後の MoCA-J 得点の比較は表１に示した通り、介入前の合計得点の平均は

dual-task 群、single-task 群ともに 26 点未満であり、カットオフ値に届いていなかった。  

 

表２．介入の効果検証：Dual-task と Single-task の比較    対応のある T 検定, n=382 

MoCA-J の 

項目  
項目の内容  （最大得点） 

Dual-task Single-task 

前後平均 有意差 前後平均 有意差 

Trail Making 
視空間認知：数字とひらがなを「1→

あ→2→い・・」と交互に結ぶ。（１点） 

0.51  

0.86
 
 

0.011 
0.69  

0.64  
n.s. 

図形模写 

課題  

視空間認知：正確に図形を模写

する。（１点） 

0.97  

1.00  
n.s. 

0.99
 
 

1.00
 
 

n.s. 

語想起 
思考力：特定の文字で開始する

単語を多数思い出す。（１点） 

0.45
 
 

0.68 
n.s. 

0.61
 
 

0.73
 
 

n.s. 

反復課題 
記憶力：二つの構文的に複雑な

文章の反復。（２点） 

0.98
 
 

1.52 
0.000 

0.99
 
 

1.59
 
 

0.000 

抽象的 

思考  

抽象的思考：２つの物の共通点を

考える。（２点） 

1.23 

1.81 
0.001 

1.86
 
 

1.94
 
 

n.s. 

動物名想起 
再生能力：動物名を想起する。 

（３点） 

2.77
 
 

2.93
 
 

n.s. 
3.00

 
 

3.00
 
 

n.s. 

時計描画 

テスト 

視空間認知：指定された時刻を示

す時計の描画。（３点） 

2.26
 
 

2.74
 
 

0.001 
2.85

 
 

2.97
 
 

n.s. 

遅延再生 

課題  

記憶再生：5 つの名詞を覚え、約５

分後に遅延再生する。（５点） 

2.49 

3.75 
0.011 

2.99
 
 

3.48
 
 

0.007 

順唱 ,逆唱 ,持

続注意 ,計算  

集中・注意・記憶：復唱 ,逆唱, 

ターゲット検出 ,減算課題。（6 点） 

4.82 

5.69 
0.000 

5.55
 
 

5.54
 
 

n.s. 

見当識 

課題  

見当識：日付と正確な場所を答え

る。（6 点） 

5.24
 
 

5.56 
n.s. 

5.84
 
 

5.92 
n.s. 

総合得点 
30 点満点でカットオフポイントは 

26 点。 

21.72
 
 

26.39 
0.000 

25.37
 
 

27.07
 
 

0.000 

 

 

介入後の比較においては、dual-task 群、single-task 群ともに有意な認知機能の向上があ

り、平均値はカットオフ値をクリアした（p<0.01）。  

dual-task 群と single-task 群との結果の比較においては、Trail Making、時計描画テスト（視



日本看護福祉学会誌 Vol.22 No.2 

2017 年 3 月 

- 5 - 

 

空間認知能力）、抽象的思考、順唱・逆唱・持続的注意・計算（集中・注意・記憶力）にお

いて dual-task 群のみが有意に向上した（p<0.05）。反復課題（記憶力）、遅延再生課題（記

憶再生能力）、総合得点（MCI の有無）においては、dual-task・single-task ともに有意な機

能向上が見られた（p<0.05）。  

 

Ⅳ．考察  

 AD の予防的介入は、まだ試行錯誤の状態にあるが、今回の取り組みにおいて、年齢に

相関して下降する認知機能と、比較的維持されていた認知機能が抽出できた。最も年齢と

高い相関があった認知機能は、遅延再生課題であったが、これは 5 つの名詞を覚え、約５

分後に遅延再生する課題である。新しいことを記憶し、それを維持して再生する脳力は、

年齢に比例して急降下していた。次いで、Trail Making および時計描画テスト（どちらも

視空間認知能力）が年齢に伴い下降していたが、視空間認知は、眼の前の光景を眼で見た

後に、その情報を受け取った脳が、それが何なのかを認識する能力である。この能力が低

下すると、道に迷う傾向が強くなる 17)。次には、語想起（思考力）、順唱・逆唱・持続注

意・計算（集中・注意・記憶力）、反復課題（記憶力）と年齢との相関が見られた。語想起

課題の遂行力低下は、単語が想起できない状態であり、会話中に言いたい言葉が出てこな

いという状況が増える。集中力の低下は、活動の安全性や継続性に影響し、注意が障害さ

れると、刺激に対して注意を保持することができなくなるため、行動面としては散漫にな

る 18）。記憶力については、復唱・逆唱・文章の再生などの情報を一時的に保って再生する

課題である。加齢に起因する記憶の低下（加齢性記憶障害）は、加齢に伴う神経細胞の調

節機能の低下 19）、脳のネットワーク機能の低下 20）に伴うことが明らかにされている。  

これらの機能低下は、日常生活を送る上での支障となるだけでなく、安全性も低下する

ため、リスクの低減は最重要課題である。一方、年齢が上がっても維持されていた認知機

能は、図形模写、動物名想起、抽象的思考、見当識であった。これらは、箱型の模写・動

物名の再生などの幼少期からの見慣れた形、聞きなれた名前の再生であり、新しい事物を

記憶する課題ではない。また抽象的思考についても、課題は誰でも知っている事物の共通

点課題である。このような見覚え・聞き覚えの積み重ねがあるものについては、年齢が上

がっても認知機能が維持されることが示された。  

今回の介入前後の比較において、介入後に向上した認知機能は、Trail - Making・時計描

画テスト（視空間認知能力）、抽象的思考、順唱・逆唱・持続的注意・計算（集中・注意・

記憶力）、反復課題（記憶力）、遅延再生課題（記憶再生能力）が有意に向上した。これら

は全て年齢に相関して低下する認知機能であり、視空間認知・集中・注意力の向上は、安

全性の向上にもつながるものである。  

dual-task 群と single-task 群との結果の比較においては、dual-task 群のほうが single- task 群

に比較して有意に向上した認知機能項目が多く、視空間認知、抽象的思考、集中・注意・記

憶力において、dual-task 群のみが有意に向上した。2 つの課題を同時に実行するには、前

頭前皮質を中心とした前頭葉の働きが必須であることから 21）、この課題によって前頭葉が

トレーニングされると考えられ、実際に脳波や近赤外分光法を用いた検査結果において、

dual-task を行っている時の前頭葉の活性化が報告されており 22,23）、本研究結果においても、
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これを肯定する結果が得られた。前頭前野の加齢による機能低下は，他の脳領域が支える

機能に比べて早くに生じる 24)ことから、高齢者の認知機能トレーニングにおいては、早期

から前頭前野を含む前頭葉の活性化に取り組むことの必要性が高い。神経細胞を再生する

神経幹細胞の数は、高齢になっても維持されていることが明らかにされており 25,26)、本取

組みによって認知機能を維持できることが十分期待できる。  

n-back task については、1958 年に Wayne Kirchner によって紹介された、一時記憶能力の

測定方法であるが、能力チェックだけではなく、一時記憶能力を向上する効果もあること

が明らかになり、脳トレーニングの手法として扱われるようになっている 27)。これまでに、

流動性知能の向上 28）、ドーパミンの密度の増加 29）が明らかにされており、これらの組合

せによる相乗効果が期待できる。  

また本介入は、肯定的感情を向上させて脳内報酬系領域を活性化するため、レクリエー

ションをベースとしている。この肯定的感情の経験量の増大は、活動に対する満足感が高

まり成功が増える 30）、免疫機能が向上する 31）、他者への信頼感が増し、関係を近づける 32）、

心身の健康に正の影響を与える 33）、疾患からの回復が早い 34）といった心身への影響が報告

されており、肯定的感情の向上をターゲットにすることで、さらに効果的な介入になると考

えられる。 

 

Ⅴ．結論  

レクリエーションをベースとした運動・n-back task、dual-task を組合せた介入は、学習

課題のみを行う single-task よりも多くの認知機能領域が改善した。介入前の認知機能にお

いては、年齢に相関して下降する認知機能と、比較的維持されていた認知機能が抽出され

た。年齢に相関して低下していた認知機能は、遅延再生、視空間認知、思考・集中・注意・

記憶力であり、新しいことを記憶する課題であった。年齢と相関がなく、維持されていた

認知機能は、図形模写、動物名想起、抽象的思考、見当識であり、見慣れた形、聞きなれ

た名前の再生課題であった。視空間認知などの機能低下は、日常生活を送る上での支障と

なるだけでなく安全性も低下するため、リスクの低減は最重要課題であり、当研究結果か

ら介入によって向上することが示された。  
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Abstract 

【Introduction】Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia that 

accounts for more than 60% of cases, and because the rate of incidence doubles every 5 

years above the age of 65, formulating countermeasures is an urgent challenge. 

Therefore, City A began to implement continuous measures, from screening of mild 

cognitive impairment to following up, at all 11 of its community centers. The purpose 

of the research is to measure the effect of intervention incorporating recreation-based 

dual-task (the task of doing two things at the same time), and n-back task (the memory 

retention task to answer the N-th previous question). Comparison was carried out with 

single-task using only learning tasks.【Method】Comparison of intervention over the 

course of 6 months between a dual-task group of 304 people and a single-task group of 

78 people.【Result】Cognitive function increased with both dual-task and single-task, 

but the dual-task group saw a greater increase in cognitive area.【Conclusion】

Functional decline in areas such as visual-spatial ability and attention are not only 

causes difficulties in daily life but also decreases safety, so reduction of risk is the 

most important issue, and it has been shown from our research results that it is 

improved through intervention. 
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