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研究成果の概要（和文）：高齢者を対象として、認知機能と身体機能（Up & Go テスト）の関連について検討した。そ
の結果、調査開始時の認知機能低下は身体機能低下および高次ADL（日常生活活動度）の自立度低下と関連を認めた。
また、1年以上経過した後のMMSEの低下は身体機能の低下と関連を認めた。
以上の結果から、身体機能や高次ADLの軽度低下を認める高齢者では認知機能が低下している可能性が示唆された。ま
た、経過とともに生じる身体機能の低下は認知機能の低下を反映している可能性があり、これらの検査を定期的に行う
ことは認知機能低下を予測しうることが考えられた。

研究成果の概要（英文）：In this study, the association between cognitive function and physical function 
was examined in older adults. As a result, the decrease of cognitive function was associated with the 
decrease of physical function, and with the dependence of advanced ADL at baseline. Also, the decrease of 
cognitive function during about one year was related to the decrease of physical function.
This study suggested that older adults with the decrease of physical function / advanced ADL may have the 
decrease of cognitive function. The investigation of physical function / advanced ADL regularly was 
thought to be useful for the prediction of the decrease of cognitive function in older adults.
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１．研究開始当初の背景 
日本では超高齢社会を迎え、要介護高齢者

の増加が医学的・社会経済的に大きな問題と
なっている。なかでも、認知症高齢者の増加
は著しく、その対策は急務である。対策とし
て、認知症高齢者を出来るだけ早期に把握し、
その進行の予防を行うことが必要である。し
かし、現状では、すでに認知症が進行し介護
が必要な状態になってから医療機関や福祉
施設などを訪れる高齢者が多い。その原因と
して、現在の一般的な認知機能検査では、進
行した認知症は把握できるが、早期の認知症
（認知機能低下）は正常範囲内と判断され、
その対応が遅れることが指摘されている。ま
た、その検査を一人に実施するにあたっての
所要時間は比較的長く、多数の地域高齢者を
対象とした健診などの場で行うことは実際
的に不可能である。したがって、現在、地域
社会で増加する認知症高齢者を早期に把握
する方法は確立されていない。 
われわれがこれまでに行ってきた地域高

齢者を対象とした虚弱の関連因子について
の縦断的検討において、身体機能の指標とし
て Up&Go テスト、5 メートル歩行時間、開眼
片足立ち時間を実施してきた。その結果、
Up&Go テストは、高齢者の転倒発生と関連す
ること、また 3 年後の基本的および高次 ADL
悪化と関連することが明らかとなった。
Up&Go テストは、歩行・バランス機能の指標
であり、椅子に座った状態から 3メートル先
まで通常の速度で往復し、椅子に座るまでの
時間を計測するものである。また、今回の予
備研究として、外来通院患者 30 名を対象と
して、Up&Go テストと長谷川式簡易知能評価
スケールによる認知機能との関連を検討し
た結果、有意な負の相関を認めた。Up&Go テ
ストの各動作別（起立、歩行、方向転換、着
席）の所要時間と認知機能の検討では、最後
の着席動作が認知機能と最も強い負の相関
を認めた。以上のことから、Up&Go テストの
ように身体機能検査の中には、認知機能と関
連を強く認める検査があり、しかも簡便で健
診の場で多人数に対しても実施可能である
と考えられた。 
 
２．研究の目的 
高齢者における認知機能低下を早期に把

握する方法は非常に困難であり、確立されて
いない。また、地域の健診などにおいて多数
の高齢者を評価する場合は、簡便な検査が必
要とさる。本研究では、高齢者を対象と
して認知機能検査と身体機能検査の関
連について横断的かつ縦断的に検討す
ることにより、高齢者の認知機能低下を
早期に把握可能な、簡便な身体機能検査
を確立することを目的としている。本研
究により、簡便な身体機能検査で、認知機能
の悪化を早期に把握可能となれば、健康診査
や診療の場で活用可能となり非常に有意義
と考える。 

３．研究の方法 
研究対象者は、高知県内の研究地域に在住

する 65 歳以上の高齢者である。研究期間（平
成 22 年度～平成 26 年度）内に、対象者
に対して認知機能検査を含む調査（高齢
者総合機能評価）を実施した。 

調査項目は聞き取りによる基本的日常
生活動作能力（ADL）、老研式活動能力指標
（手段的 ADL、知的 ADL、社会活動度）、基
本チェックリスト、Geriatric Depression 
Scales（GDS）-15 の他に、認知機能の評価と
して Mini-mental State Examination（MMSE）、
身体機能の評価として Timed Up & Go test
（TUG）を実施した。基本的 ADL は歩行、階
段昇降、食事、入浴、排泄、洗面、整容の 7
項目をそれぞれ 3：自立、2:少しの介助が必
要、1:多くの介助が必要、0:全介助の 4段階
に評価し、合計 21 点満点で評価した。TUG は
椅子に座った状態から起立し通常の速度の
歩行で 3メートルの距離を往復し、もとの椅
子に座るまでの時間を計測したものである。 
今回は通常の TUG（以下、3m-TUG）に加え、

歩行距離を 1 メートルにし、1 メートル先に
も椅子を置き、1 メートル歩行し、その椅子
に座った後、すぐ起立しもとの椅子に歩行し
座る、この往復の動作を 3回繰り返した時間
を計測する検査（1m-double chair TUG：
1m-dcTUG）を行った。 
調査は期間内に複数回実施し、第 1回調査

から 1年以上経過した後、第 2回調査を実施
した。まずは、第 1回調査時の調査結果から
認知機能（MMSE）と身体機能等の関連につい
て横断的に分析を行った。続いて、第 1回調
査時と第 2回調査時の MMSE の変化を検討し、
その変化と身体機能等との関連について分
析を行った。最終分析対象者は 89 名（男性
41 名、女性 48 名）となった。 
 

４．研究成果 
(1)第 1回調査結果 
 
Table 1. 第 1 回調査結果 
年齢, 歳 78.7±5.6 
男 / 女 41/48 
基本的 ADL, /21 20.8±0.7 
老研式活動能力指標, /13 10.9±2.6 
 手段的 ADL, /5 4.6±1.1 
 知的 ADL, /4 3.3±0.9 
 社会活動度, /4 3.0±1.1 
基本チェックリスト 
：二次予防事業対象者 

 

 No.1～No.20, 10/20 以上, 
(%) 

12 (13.5) 

 運動器関連, 3/5 以上, (%) 33 (37.1) 
 栄養機能, 2/2 以上, (%) 3 (3.4) 
 口腔機能, 2/3 以上, (%) 26 (29.2) 
GDS-15 4.1±3.7 
MMSE 26.4±2.8 
3m-TUG 12.3±3.8 
1m-dcTUG 23.6±11.1 



ADL：Activities of Daily Living 
GDS：Geriatric Depression Scales 
MMSE：Mini-mental State Examination 
TUG：Timed Up & Go test 
 
第 1 回調査結果を Table 1 に示す。対象者

は基本的 ADLおよび高次 ADLは比較的自立し
ているものの、基本チェックリストの運動機
能では 37.1％が二次予防事業に該当する結
果であった。MMSE は平均 26.4 点であった。 
 
(2)第 1 回調査における認知機能と身体機能
の関連（横断的検討） 
 第 1回調査における認知機能の関連因子に
ついて横断的に検討した（Table 2）。その
結果、MMSE は年齢（r=-0.277, p=0.009）と
有意な逆相関を認め、老研式活動能力指標
（r=0.263, p=0.014）、およびその中でも社
会活動度（r=0.271, p=0.012）と有意な正相
関を認めた。 
 認知機能と身体機能の関連については、
3m-TUG （ r=-0.246, p=0.026 ）、 1m-dsTUG
（r=-0.328, p=0.003）はどちらも MMSE と有
意な逆相関を認め、3m-TUG よりも 1m-dsTUG
の方が強い関連を認めた。 
 
Table 2. 第 1 回調査における認知機能の関
連因子 
 r（Pearson） p 
年齢 -0.277 0.009 
基本的 ADL 0.003 0.980 
老研式活動能力指標 0.263 0.014 
手段的 ADL 0.176 0.105 
知的 ADL 0.203 0.061 
社会活動度 0.271 0.012 
GDS-15 0.014 0.908 
3m-TUG -0.246 0.026 
1m-dcTUG -0.328 0.003 
ADL：Activities of Daily Living 
GDS：Geriatric Depression Scales 
TUG：Timed Up & Go test 
 
(3)第 1 回調査と第 2 回調査の認知機能・身
体機能の比較 
 第 1回調査と第 2回調査の相関関係につい
ては MMSE（r=0.459, p=0.006）、3m-TUG
（r=0.711, p=0.000）、1m-dcTUG（r=0.780, 
p=0.000）のいずれも有意な正相関を認めた。 
第 1回調査と第 2回調査の認知機能・身体

機能の平均値の比較を Table 3 に示す。MMSE
は第 1回と第 2回の比較において有意な変化
は認めなかった。3m-TUG、1m-dcTUG も、認知
機能と同様に有意な変化を認めなかった。し
かしながら、第 1回調査から第 2回調査まで
のMMSEの変化を個々の対象者で確認すると、
7 点の悪化から 5 点の改善までの変化の幅が
見られた。 
 
 
 

Table 3. 第 1 回調査と第 2 回調査の認知機
能・身体機能の比較（対応のある t検定） 
 第 1回 第 2回 p-value 
MMSE 26.4±2.1 26.4±3.1 0.953 
3m-TUG 11.6±3.1 11.8±3.6 0.728 
1m-dsTUG 22.4±7.0 23.7±9.0 0.218 
MMSE：Mini-mental State Examination 
TUG：Timed Up & Go test 
 
(4)認知機能の変化の関連因子（縦断的検討） 
 第 1 回調査と第 2 回調査の MMSE の変化と
第 1回調査結果との相関関係を Table 4 に示
す。第 1回調査における老研式活動能力指標
と MMSE の変化が正相関の関連をしめす傾向
を認めた（r=0.315, p=0.069）。それはつま
り第1回調査において老研式活動能力指標が
低い（高次 ADL の自立度が低い）程、MMSE の
低下が大きいことを示した結果である。第 1
回の身体機能と MMSE の変化との関連は認め
なかった。 
 
Table 4. MMSE の変化と第 1 回調査結果との
関連 
 r（Pearson） p 
年齢 -0.046 0.797 
老研式活動能力指標 0.315 0.069 
手段的 ADL 0.186 0.291 
知的 ADL 0.234 0.182 
社会活動度 0.276 0.114 
GDS-15 -0.065 0.713 
3m-TUG 0.026 0.891 
1m-dcTUG -0.119 0.531 
MMSE：Mini-mental State Examination 
ADL：Activities of Daily Living 
GDS：Geriatric Depression Scales 
TUG：Timed Up & Go test 
 
 次に第 1 回調査と第 2 回調査間の MMSE の
変化と身体機能の変化の関連について検討
した結果を Table 5 に示す。3m-TUG の変化は
MMSE の変化と有意な負の相関を示した。つま
り、3m-TUG の遅延と MMSE の低下は正相関を
認めたことを示す結果である。 
 
Table 5. MMSE の変化と TUG の変化との関連 
 r（Pearson） p 
3m-TUG -0.422 0.023 
1m-dcTUG 0.016 0.933 
MMSE：Mini-mental State Examination 
TUG：Timed Up & Go test 
 
（5）まとめ 
今回、比較的 ADL が保たれている高齢者に

おいて、横断的検討では認知機能と高次 ADL、
特に社会活動度に関する項目が関連を認め、
また、認知機能と身体機能は有意な関連を認
めた。このことから、高次 ADL や身体機能の
軽度低下を認める高齢者では認知機能が低
下している可能性が示唆された。 



縦断的検討において高次ADLの自立度が低
い程、1年後の MMSE の低下が大きいことが示
された。また、身体機能の低下にともない認
知機能が低下することが示された。 
 以上のことから、老研式活動能力指標によ
る高次ADLの低下は認知機能低下のリスクで
あり、また、経過の中で 3m-TUG による身体
機能の低下は認知機能の低下を反映してい
る可能性があり、これらの検査を定期的に行
うことは認知機能低下を予測しうることが
考えられた。 
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