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研究 ノー ト

効 果 的な認知症予 防事 業 に関す る実践 的研究
一音楽療法とレクリエーション活動の取り組みに対する比較検討

横 井 和 美1)、 国 友 登 久 子2)、 島 田 淳 子2)、 辻 利 美 子3)

  D滋 賀県立大学人間看護学部

       2)長浜市健康推進課
・)NPO法人音楽療法の会さざなみ

研究 の背景 高齢化が進 み認知症予 防活動 を地域 で展開す るにあた って、地域住民 が認知症 や認知 症予

防 に対 して理解 をもち、活動 を主体 的に取 り組 む基盤が な くてはな らない。 そのため、 地域 の高齢 者 に

受 け入 れ易 く主体的 に活動 できる認知症予 防の具体 的な方法 の提供 が必要 とな る。

目的 認知症予防活動の体験学習 と して提供 した音楽療法 と レク リエー ションの体験 は、認知症予 防事

業が住民 に受 け入れ易 く継続 した活動 とな り、 かつ認知症予防 と して効果 が期待 で きる ものなのか、参

加状況 や事業開催前後の高齢者 の総合力 の比較 か ら検討 した。

方法 認知症予防事業 に参加 し測定 デー ターの提供協力 を得 た48名 を分析対象 とした。認知症予 防 事業

と して行 なった音楽療法 と レク リエー ションの体験教室開催前後 に、 かなひろいテス ト、 ステ ッ ピング

テスh、Timed up＆go、 閉 じこもりチェ ックな ど総 合力を測定 し各教室の前後 の変化 を比較 した。

結果 5ヶ 月間 という期間限定 においては、音楽療法 の体験教室参加者 はかなひろいテス ト、 ス テ ッピ

ングテス ト、Timed up＆go、 閉 じこもりチ ェツクな ど、 すべて の項 目の有 意(P<0.05)な 改 善が

み られ、教室終了後 も自主活動がみ られた。一方、 レク リエー ションでの機能改善 はみ られなか ったが、

展開方法 を変 えることで 出席率 が上昇 し自主活動 もえ られ た。

結論 認知症予防活動 の体験学習 として提供 した音楽療法 と レク リエー ションの体験 は、5ヶ 月 間 とい

う期 間限定 において は、音楽療法 の方 に改善 の変化 がみ られ た。体験教室 の方法 を吟味す ることで 、 い

ずれ も体験教室後、 自主 グループの形成 がなされ活動が継続 され、認知症予 防 としての活動 が地 域 に根

付 きかけた。

キーワー ド:認 知症予防、音楽療法、地域生涯学習、健康教育、高齢者

1.緒 言

 認知症の発生率は65歳 以上の高齢者全体では数%に と

どまっているものの、年を重ねるにつれてその発生率 は

上昇 し、85歳 以上では約20%に 達する。わが国の高齢人

口の構造が、平均余命の延長と共に後期高齢者が増加す

ることを考えれば、認知症予防は21世紀のわが国の高齢

社会の重要な課題である。認知症そのものを予防する方

法と可能性について、現在、様々な取 り組みがなされて

おり、認知症予防の根治的防止は、今後の研究成果が期

待 されている領域である。       ・
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 病的な認知症状態に限 らず、加齢に伴 う認知機能 の低

下は、生活活性度を低下(社 会交流の減少、閉 じこもり

傾向)さ せる要因となり、容易に要介護状態に移行 する

ことが知 られてきていることか ら、認知症の根源的 発生

を防止するだけでなく、老化 に伴い認知機能が低下 する

ことで、生活活性度が低下 し、要介護状態に移行す るこ

とを防止することも同時に求められてきている。認知症

の早期発見 ・早期治療は認知症を増悪 ・進行させない成

果が期待できると考えられ認知症予防活動が求められて

きている。 しか し、認知症予防がどの程度、効果を上げ

ることができるか、認知症予防の方法論は確立されてお

らず手探りの状態であり、高齢者の認知 レベルを上昇 さ

せるたあに有効な脳活性化プログラムについて も研究段

階である1)2)3)。

 認知症予防のプログラムが開発されたとしても、高齢

者の関心 ・興味を引き高齢者 自身が楽 しめる内容で な ぐ
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ては、持続性も期待できないし、プログラムを受けいれ

る動機にもならない。さらに、集団でプログラムを楽し

むことが社会との交流を促すきっかけを与え認知症予防

の契機となることから、高齢者が個人で楽しめる内容よ

りも、ク、、ループ・集団として楽しめる方法を選択するこ

とが重要であると言われている 1)。しかし、また、この

選択肢においても特に推奨されているものはなく模索状

態である。そして、今日、地域でその人らしく暮らせる

ための地域社会システムづくりが求められたことを背景

に、高齢者の認知症予妨活動が健康教育の一環として地

域で行われるようになってきた4)5)。

A町は、滋賀県の中でも高齢化率23.1%と高い地域で、

介護保険認定者の71.1%が認知症判定者と多く、平成12

年度より、軽度~中等度認知症の人を対象に認知症進行

予防事業を行なってきた。さらに、保健行政として、健

康な人を認知症にさせない予防事業への必要性から新た

な認知症予訪事業への取り組みが平成16年から試行され

た。この認知症予防事業は誰もが受け入れ易く継続して

参加していけるようにと模索され、高齢者の福祉的なア

プローチとして行われている苦楽療法とレクリエーショ

ン活動に着眼し体験学審を組み入れた。今回、我々は、

この認知症予防事業が住民に受け入れ易く継続した活動

となり、かっ認知症予防として効果が期待できるものな

のか、参加者の参加状況や事業開催前後に測定した認知

機能、身体運動機能、社会機能の変化より検討した。

ll.研究方法

上対象

認知症予防事業の対象者は、 A町在住のおおむね60，...._，

75歳の者で、特に認知症予防に関心のある人、認知症の

心配を抱えている人、地域の活動など社会的な参加が少

ないと思う人などとし広報募集による参加申し込み者と

した。分析対象は平成16年度と17年度に行なわれたA町

認知症予防事業「脳いきいき教室Jの参加者66名の内、

研究の協力が得られた48名とした。

2.事業評価の方法

前述したように認知症予防では、高齢者が楽しみなが

ら行う余暇活動が学習や記憶に関連しており認知症の予

防効果が期待されているO そのため、認知症予防事業と

して提供する事業内容が対象者の負担にならないこと、

また、対象者自身も自己能力が理解し易いことに配慮す

る必要があると考え、簡便で負担が少ない測定方法を用

い、認知機能面、身体運動機能面、社会機能面などの測

定から評価を行った。

認知機能の評価では、対象者が健常者であるため広く

前頭葉機能として把握し易く集団で行なえるかなひろい

テストを用いた。かなひろいテストはエイジングライフ

横井和美、国友登久子、島田淳子、辻利美子

研究所の判定方法 6)を用い、測定値が境界域の者は後日

MM  S CMini-Mental State)を行ないこ段階で認知機

能状態を把握した。

身体運動機能の評価では、対象者の運動能力・反応力

また事業参加持の動作の安全性を把握できる運動機能の

測定方法として、ステッピングテストとTimedup & 

go7)を行なった。

ステッピングテストは、産位で行う方法8)を取り入れ、

椅子に座り、両足を30cm間隔に開閉動作を繰り返し、

20秒間の回数を測定し敏速性が判断できる。

Timed up & goは、背中を垂直にして椅子に座り、

検者のかけ声に従い椅子から立ち上がり、 3m先の目印

までできるだけ早く歩いて折り返し再び椅子に座り、そ

の時間を計測する O このことから、立位や歩行といった

日常生活に近い一連の動作の中で動的バランスを評価し、

それに伴って必要な下肢や、体幹の筋力と協調性、方向

転換に必要な立ち直り反応など総合的が評価でき、対象

者の活動性を評価する指標とした。

社会機能の評価に、閉じこもり度チェック 9)を用いた。

単なる外出頻度や、人との交流状況のみを指標と:するの

ではなく、健康管理、関心と意欲、活動、社会参加の 4

側面から高齢者の生活意欲や社会活動性の程度をみるも

ので、合計得点30点以上が「とりあえず、安心Jで19，...._，29

点は「少し心配Jで時点以下は「心配」と評価できる O

この他にも、対象者の生活に対する意欲や興味の項目

が把握できる自作のアンケートで参加意見を把握した。

身体計測の説明は、認知症予防の啓発講演後、各認知症

予防事業の体験教室終了後に行い、測定の実施は参加申

し込み後に測定日を設定し共同研究者が行った。測定値

の集計と分析は研究者が行い、認知症予紡教室担当者間

で参加者の測定値を共脊した。教室開催前後に測定され

た数値をグループごとに、対応のある t検定にて変化の

状態を把握した。分析はエクセル統計にて行い、統計的

有意水準は pく0.05とした。

3.倫理的配慮

認知症予防事業の広報の概要説明時に、健康チェック

や身体計測を行う意義や内容を説明し、参加申込書の記

入時に、事業評価や研究報告の目的以外には使用しない

こと、事業参加は任意であり、いつでも中断できること

を説明し、データー提供の協力と同意を得た。さらに、

測定終了後にデーターを返却した後、壁名での情報提供

の協力と同意を得た。

4.認知症予防事業の概要

認知症予防事業は、「脳いきいき教室』と称し、認知

症予防啓発の講義および音楽療法とレクリエーションの

2つの体験教室があり、期間限定の教室であることを周

知し希望者を募った。両体験教室とも定員15名で 1回2

時間、隠週に月 2回、 5ヶ月間実施した。この教室開催
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前と終了時に、前項の測定を事業担当者が実施した。

教室の内容は、毎回、血圧測定と問診を行い当日の健

康状態を把握し、 10分程度のストレッチ運動を行った後、

1時間の活動を実施した。活動終了時、毎回30分程度、

参加者の感想や意見を述べるグループワークを行づた。

(図 l参照)

1 )音楽療法教室の概要

認知症予防としての音楽療法は、日本音楽療法学会認

定苦楽療法士が、参加者の情報を基に 1時間の音楽活動

を計画し実施した。懐かしい歌の歌唱による回想や、リ

ズム活動・コード演奏により注意・集中力の向上や身体

の活動性を高めることが目的である O 方法としては、実

施期間を三期に分け、一期ごとに到達目標を設定し、最

終回には参加者で合奏できるレベルに到達する能動的音

楽療法が主として行われた。実施場所は、平成16年度は

保健センターのみで、行ったが、平成17年度は保健センター

と小地域(字単位)の会館で実施した。この教室は合計 3

グループ実施した。

認知症予防醜鹿r脳いきいき教室」

認知症予防啓発講演による導入、各教室おためし体験

参加希望者の健康チェックと器知萄・身体運動面・社会面の測定

ι 
音楽撮法の教室

定員15名隔週金10囲
10分間:苦手加者の健康チェック

血E測定、問診
5分間:見当識を確認する挨拶

1待問:音楽療法

30分間:休憩、本自の感想・意見、

次回のリクエスト

よ工

立
レクリヱーションの教室

定員15名隔 週金10臨
10分間:参加者の健康チェック

血圧測定、問診

5分間:見当搬を確認する挨拶

10分間:体操・歌

1時間:レクリエーション活動
30分間:休憩、本自の感想・意見

次回のリクエスト

よエ
5ヶ月間の教室終了後の健康チェックと認知商・身体運動面・社会函の測定

ι 

図 1 認知症予紡事業の概要

2 )レクリエーション教室の概要

レクリエーションは、指導経験を有する保育士が地域

リハビリテーション広域支援センターの作業療法士の支

援を得て行った。参加者が主体的に計画を立てて楽しん
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で実行すること 10)をねらいとし、参加者が希望する内容

や時期を計画に取り入れ実施した。平成16年度は、参加

者の曙好に合わせて料理・園芸・手芸・ゲーム等幅広い

分野で毎回内容を変え実施し、準備はスタッフが行った。

平成17年度は参加者の希望により旅行と料理の 2つに活

動内容をしぼり、準備から参加者主体で企画に加わる方

法に修正した。レクリエーション教室は、保健センター

のみで 2グループで実施した。

ill.結果

1.事業開催地域の特徴

A町は、滋賀県の湖北地域にあり、古くから農業を中

心とした集落で形成され町土の約 6軒を農用地が占め稲

作や果樹園を中心とした農業を展開している地域である O

地域の主な交通手段は自動車で主要な公的交通機関はパ

スで、交通の便がいいとは言えない地域である。人口は

7， 718人 (2005年現在)で高齢化率23.1%であり、合併

したB市の高齢化率19.7%に比べると高い地域であるo

A町の介護保険認定者は、町内高齢者の18%を占め、そ

の内71.1%は認知症判定者で認知症が問題視されている。

このことより A町は、平成12年度より認知症予防啓発講

演を年 3"'4回保健センターや地域の公民舘で行い延べ

250名余の参加を得ていた。また、軽度~中等度認知症

の人を対象に認知症進行予防の通所教室を週 l田実施し

たりしてきた。 A町の保健センターは社会福祉協議会施

設と併設されており、構造的に健康事業と福祉事業の連

携が行い易く、前事業の参加者は必要性に応じて福祉事

業へつなげられた。

2.認知症予防事業の参加状況

平成16年度と17年度の認知症予防事業全体の参加状況

を表 lに示した。認知症予防啓発講演の参加者は 2年間

で93名であり、教室参加申込者は平成16年26名、平成17

年40名で合計66名であった。各教室前の身体機能の測定

参加者は54名で、その内48名から測定値の提供の協力が

得られた。

音楽療法教室の参加者(以下音楽群と略す)の出席率

は、 3グループとも約60%であった。レクリエーション

教室の参加者(以下レク群と略す)の出席率は、平成16

年度は60%、平成17年度84%と上昇していた。 1，...._， 2回

のみの参加中断者は、小地域での音楽群で 8名、平成17

年度の音楽群で 1名であった。小地域での参加中断者は

8名で、期間中 l回のみが 4名、 2回が 4名であり、理

由は「他の行事と開催日が重なった。Ji地元の地域で行

なわれ、誘われたので l回だけ参加した。」であった。

データー提供者達の出席率は77"'89%と高く継続した参

加であった。
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表 1 認知症予防「脳いきいき教室jの参加状況

16年度 17年度

音楽群 レク群 音楽群 レク群

実施筒i'JT数(箇所)
保健センター 1 1 1 1 

小地域 1 

教室説明会参加者(名)保健センター 44 49 

保健センター 15(13) 11(10) 12(8) 9(9) 

小地域 内 (8)
参加者数(名)
〔〕内はデー告提供者数 合計 26Ui'3'j'..........................................40lZ5] 

保健センター 62(77) 60(80) 58(82) 84(84) 

小地域 60(89) 
参加率(%)

〔〕内はデ-$1提供者参加率

保健センター o 1 1 0 

小地域 8 
参加中断者(名)

( )内は単位

3.認知症予訪体験教室の内容と身体機能測定の変化

音楽療法教室のプログラムは、図 2に示すように、参

加者の測定値を基に実施期間中の到達目標設定が音楽療

法士により行われ、提供する音楽活動も選定されていた。

音楽群の分析対象者は 1グループ目が13名、 2グループ

目が 8名、 3グループ目が 8名と合計29名(男性 3名、

女性26名)で平均年齢70:t6歳であった。グループごと

の変化では著名な有意差は認められなかったが、音楽群

全体の変化を検定してみると、かなひろいテストは教室

開催前の平均 (mean士S.Dで表示)が21.4土11.1点で

終了後が25.5士12.6点と有意(t値3.142 pく0.01)

に上昇していた。座位ステッピングテストは開催前が

29. 5:t5. 0匝で終了後が31.1土5.4回と有意(t値2.746

pく0.05)に増加、 Timedup & goも開催前が6.8土

1.6秒で終了後が6.3:t1.3秒と有意(t値2.621 pく

0.05)に短縮していた。また、社会面での閉じこもり度

も開催前が27.9:t7.0点で終了後が30.9士5.3点と有意

( t値3.018 pく0.01) に上昇していた(表 2)。参加

しての意見では、「歌うことが好きになったJIよく歌を

口ずさむようになったJI現在の自分の能力を精一杯発

揮しているj と多く述べられていた。平成16年度よりこ

の教室が発展し自主グループが形成され官楽療法を取り

入れた音楽活動が続けられている O

一方、レクリエーション教室のプログラムは、参加者

が主体的に計画を立てて実施する方法とし、教室担当者

は企画されたレクリエーションの準備と計画のためのグ

ループ支援を行った。

レク群の分析対象者は 1グループ臣が10名、 2グルー

プ目が 9名と合計19名(男性 4名、女性15名)で平均年

齢70:t6歳であった。レク群は、グループごとにも全体

総数でもかなひろいテスト、座位ステッピングテスト、

Timed up & go、閉じこもり度など、いずれも測定値

変化に有意な差はみられなかった。 16年度のレク群終了

者の意見に、「現在の自分の能力が十分発揮できたとは

思えないJと不満足の意見があり、音楽療法教室の意見
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表2 認知症予防教室の参加者の測定値前後比較

mean土S.O.

音楽群 N=29 レク群 N=19

かなひろいテスト(点) 前 4土 11.1コい 30.9土 14

後 25.5土 12.6 32.5 ::t 13.7 

t値 3.142

座位ステッピングテスト(回数) 前 5±51*  30.6 ::t 5.3 

後 31.1 ::t 5.4 31.6土 6

t俵 2.746

Timed up & go(秒) 前 8 ::t 1.6 了 6.3土1.7

後 6.3土1.3 6.5土 2.1

t値 2.621

閉じこもり度チェック(点) 前 27.9土 7 1**  31.3 ::t 5.9 

後 30.9土 5.3 _j 32.7土 4.8

(N=21) t値 3.018
*pく0.05 * * Pく0.01

参加者の事前情報 教室の毘襟設定 実施上の特徴

<第1期>
誰もが演奏できる

く第2期>
量産易度の高い合奏曲

く第3期>
美しい演奏による自己表現

く第1奴>
設もが演奏できる。

く第2期>
難易度の高い合奏曲。

<第3期>
音楽性の高い演奏を可能にする

く第1期>
なじみの泊で歌唱

<第2期>
なじみの砲で楽器演奏

く第3繍>

自信をもって音楽活動する

図2 音楽療法教室のプログラムと実際

参加者の
善事前情報

教室の内容や
目標の設定

実施上の
特徴

図 3

16年度保健センター

準備はスタッフ

毎回、単発の内容で実施
料濯、劉芸、手芸、カラオケ

グランドゴルフ、ゲーム、小旅行

17年度保健センター

レクリェーション教室のプログラムと実際
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との差がみられた。そこで、 17年度は、参加者が主体的

に計酒を立てて実施する方法に、他がメンバーに企画し

たレクリエーションを取り入れるという方法を組み入れ

た。また、事業期間を 2期に分け各自ごとの作業内容の

企画や役割分担を早期に明確化するなど図 3に示すよう

な展開方法をとった。平成17年度の出席率は平成16年度

の60%から84%と上昇し、教室終了後にも自主グループ

が形成され、 17年度の事業で行なわれた旅行と料理を実

施する活動が続けられた。

4.認知症予防事業後の展開

認知症予防教室の前に測定した値は、参加者の情報と

して活用し、各教室のプログラムの企画や修正を行うの

に役立てた。終了後の測定は各フ。ログラムの評価として、

また参加者岳身が自己の身体能力を認識する意味で実施

した。保健事業としては、認知症予防に対する啓発と認

知症の早期発見・早期対応の目的を有していたので、教

室終了後のかなひろいテストで低得点を示していた参加

者に対しては、個別に面接しMMSにて状態把握した後、

高齢者介護福祉課のケアサービスを紹介し継続を図った0

16年度の音楽群では 3名、 17年度では 3名と合計すると

参加者の約 1割を認知症の平期発見・早期対応につなげ

ることができた。また、運動機能を測定するステッピン

グテストやTimedup & goで低得点を示した 1名の参

加者に対しては、転倒予防教室を紹介した。今回の認知

症予防事業の展開を図 4に示した。

教室開催前のかなひろいテスト調査では、音楽群の平

均がレク群の平均より低い値(t値2.308 pく0.05)

の人達であった。 2年次ともレク群からは、認知機能が

低値で継続した支援が必要と判断される者はいなかった。

今回の認知症予防事業は、保健事業から福祉事業への継

続だけではなかった。教室終了後の参加者の活動状況を

みると、 16年度には音楽群から自主クゃループが形成され、

17年度の参加者も加入し予防事業で行なった音楽療法の

方法を取り入れた音楽活動を継続していた。また、レク

群においても17年度より自主グループが形成され同方法

の活動を行っている。いずれのグループに対しても、保

健センターは場所の提供と相談を適宜受けるのみで、活

動は住民が主体的に行い発展していった。

百.考察

1 . 認知症予防事業の経過からの検討

認知症予防活動を地域で展開していくためには、地域

住民が認知症や認知症予訪に対して理解を深め、主体的

に活動に取り組めるよう何度となく啓発を繰り返す必要

がある 1)2)0 A町は平成12年度より認知症予防の啓発活

動を行ない地域高斡者の約 1，__， 2割の人へ認知症予訪活

動の必要性を提唱してきた。いかし町4予防のための具体

図4 認知症予防事業の実際の展開

認知症予防議座『脳いきいき教室j

認知症予防啓発講演による導入、各教室おためし体験

参加希望者の健康チェックと窃知面・身体還勤蕗・社会函のiA1J定

工エ
音楽療法の教室

定員15名隔週金10回
10分間:参加者の健康チェック

血圧測定、問診
5分間:見当織を確認する挨拶

1時間:音楽療法

30分間:休憩、本臼の感怒・意見、

次回のリクエスト

工エ

ι 
レクリヱーションの教室

定員15名柄遇金10図
10分間:参加者の健康チェック

血圧測定、問診
5分間:見当織を確認する挨拶

10分間:体操・歌

1時間:レクリヱーション活動
30分間:休想、窓日の感怒・意見

次回のリクエスト

よL
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的な方法を提供する支援には至っていなかった。今回、

具体的な体験学習を組み入れた認知症予防の啓発を行っ

た結果、 A町の高齢者のうち93名と約 5%の高齢者が啓

発講演会に参加し、 3.7%の高齢者66名が認知症予防体

験教室に参加し具体的な活動の方法を習得する機会を得

た。また、認知症予防教室参加者の 1部の高齢者が、認

知機能面、身体機能面、社会機能面などのスクリーニン

グを行うことで、状態に応じた保健福祉サービスを受け

ることができ、認知症の早期発見・早期対応につなげら

れた。さらに、体験教室で習得した方法をベースに、教

室終了後も地域住民が主体的に活動を行っていることは、

提供した認知症予防内容が、地域住民に受け入れられ継

続できるものであることが明らかになった。

また、認知症予坊には、地域の高齢者が主体的に活動

に取り組むという地域社会システムづくりが必要されて

いるω。今回、体験教室後に自主クゃループが形成され新

たな地域活動が始まったことは、住民に提供した保健事

業が地域活動の発展に寄与できたものと言える。この発

展は、保健事業が健康教脊の一環として参加者の自己評

価を賦活し、現在の昌己の状態を認識し主体的な活動を

起こす動機づけになったと考える。自らが体験し習得し

た認知症予防の知識をもって活動していくことは、主体

的に行なえる認知症予防活動の自身と活動の定着化につ

ながる。
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2.認知症予防体験教室の検討

認知症予防の具体的な内容は、地域住民に受け入れら

れ長期にわたって継続できるものとして、多くの地域で

は週 1'"'-'2回、園芸、手芸、料理、ゲーム、運動、旅行

などの余暇活動を提供しているO 参加住民の希望であっ

たり、提供側の人的社会資源もあったり、認知症予防の

内容や方法は地域によってさまざまである O 効率的な認

知症予防を考えるならば、認知症になりかけたときに特

に低下する機能のエピソード記録、注意分割機能、計画

力の認知的機能を刺激する認知症予防プログラムが望ま

れる 1)2)とされているが、具体的にどのような内容の展

開で、どのような効果が得られたのか評価までの報告は

なされていない。もともと認知症の発症要因が多岐にわ

たっていることから予紡の評価は容易でないと思われて

いる。

しかし、今回、限定した期間で体験学習として提供し

た音楽療法とレクリエーションに対して種々の機能面か

ら変化を比較したところ違いがみられ、予防評価の可能

性が示された。

音楽療法教室のプログラムでは、 4'"'-'5ヶ月間という

短期間ではあったが、総合的に種々の能力向上が期待で

きることが示された。昔懐かしい歌を歌う活動は誰もが

参加できる内容であり、さらに、音楽療法士が参加者の

状態に合わせてプログラム作成をすることで認知機能が

低い人や活動性の低い人でも集団の参加ができていた。

合奏という役割をもった協同作業で仲間意識が高まり自

主グループの形成に至ったと考えるO また、クツレープ合

奏の能動的な音楽活動によって注意分割機能や計調力な

どが刺激され認知機能の測定結果が向上したと考える。

音楽療法は認知症の非薬物療法としても有用で、12)1釦ヘ
認知症予防としての活用でも期待される。しかし、初期

に教室を中断される方もあり、音楽に対する好みや集回

への適応に対する配慮など再検討する必要がある O また、

音楽活動に対する経験者の地域内でのリーダーの育成が

できれば、自主グループの形成や活動の継続が図れるこ

とが期待される O

レクリエーション教室は、プログラムの修正を行うこ

とで参加者の出席率が高くなり、自主グループの形成が

可能となった。平成16年度は、参加者全員の希望を重視

した活動内容であったが、それぞれの内容が単発で継続

されておらず、種々の測定項目の値にも変化はなく能力

発揮に対する満足が得られていなかった。平成17年度は、

テーマを限定しチーム性にして準備から計画まで参加者

が主体的にかかわることを支援し、参加メンバーが互い

に企画・準備した内容を提供しあった。測定結果の変化

はみられなかったが、自らがすべて実施し他のチームに

企画したレクリヱーションを提供できたことが自信につ

ながり、自主活動クツレープの形成に至ったと考えるO

横井和美、国友登久子、島田淳子、辻利美子

今回、認知症予訪体験教室として取り入れた音楽療法

やレクリエーションの内容から、体験教室終了後も活動

が継続された理由を考察すると、合奏や料理・旅行など

継続的に計画して達成するという過程が満足感を得たり、

種々の機能の変化が測定値として自に見える形で示され

たりしたことで自己能力を認識し維持・向上の確認でき、

さらなる活動継続への動機付けになったと考えるO 認知

症予防として提供する体験方法には、やれる行動を順序

だてて実行する方法をとり、最終的に複雑な行動を獲得

する過程を計画的に組み入れておくことが、対象者遠の

次への発展につながることが示唆された。

3.研究の限界

今回、認知症予防の体験教室としては、誰もが参加し

やすく継続して行えるという視点から音楽療法とレクリ

エーションという 2種類の体験教室からの検討である。

また、今回の体験教室の効果をみる指標にした各機能の

測定は、測定しやすく高齢者が自己機能を多面的に容易

に判新できる方法であり、認知機能を判定する測定方法

としては広域であるO 分析の対象者にしても、継続参加

した結果に対して肯定的に受け入れられた者からの提供

であり、より多くの対象者の分析が必要と考える O 今後

も、より住民に受け入れ易く簡便で効果的な認知症予防

の体験教室の検討を重ね、その測定には、住民の負担が

少なく協力が得られる範囲で認知症評価により適してい

る方法河川の検討が必要と考える O

v.結語

高齢化が進み認知症予防活動を地域で展開するにあたっ

て、地域住民が認知症や認知症予妨に対して理解をもち、

活動に主体的に取り組む基盤がなくてはならなし1。その

ため、地域の高齢者に受け入れ易く主体的に活動できる

具体的な予防方法の提供が必要となる O 今回、認知症予

防活動の体験学習として提供した音楽療法とレクリエー

ションが、認知症予妨事業が住民に受け入れ易く継続し

た活動となり、かっ認知症予防として効果が期待できる

ものなのか、参加状況や事業開催前後の高齢者の総合力

の比較から検討した。 5ヶ月間という期間限定において

は、音楽療法の参加者に認知機能・身体運動機能・社会

機能の測定値の改善がみられた。体験教室の方法を吟味

することで、いずれも体験教室後、自主グループの形成

がなされ認知症予防事業で取り入れた方法の活動が継続

され、認知症予防としての活動が地域に根付き始めた。

謝辞

本研究に快く参加して下しました「脳いきいき教室」

受講者の皆様、認知症予防事業の運営にご協力ください



効果的な認知症予防事業に関する実践的研究

ました皆様に深謝申し上げます。

この研究は、滋賀県立大学人間看護学部地域交流看護

実践研究センターの共同研究事業の一つであり、また平

成17年度ニッセイ財団研究助成を受けて行なわれた研究

の一部である。

文献

1 )矢富直美監修，杉山美香編集:痴呆予防のすす

め方 ファシリテートの理論・技法とその事例，真

興交易(株)医書出版部， 2003. 

2 )矢富誼美:地域における認知症予防活動の考え方と

方法，日本痴呆ケア学会誌第 1巻 1号p63-68. 2002. 

3 )鎌田ケイ子:痴呆予防の考え方，月刊総合ケア，

Vo1. 13 No.10， p 6 -9， 2003. 

4 )中嶋登美子:地域における痴呆予防教室の運営，月

刊総合ケア， V 01. 13 N o. 10， p 29-33， 2003. 

5 )松本裕子，蒲田脊希子，大津和子，他:地域ものわ

すれ外来の実践と脳リハピワ教室 網野プロジェク

ト，地域保健35巻 5号， p 62-70， 2004. 

6 )高槻絹子著:二段階方式テスト実施・判定マニュア

ル，エイジングライフ研究所

7 )鈴木隆雄・大淵修一監修，東京都高齢者研究・福祉

振興財団編集:介護予防完全マニュアノレ続，東京都

高齢者研究・福祉振興財団， 2005. 

8 )木村みさか，新井多聞，筒井康子，他:高齢者を対

象とした体力測定の試み(1) 65歳以上高齢者の体

87 

力の現状，日本公衆衛生雑誌， 34巻 l号 p 33-40. 

9 )厚生労働省老健局計画課 監修:介護予訪研修テキ

スト，社会保険研究所， p 156-166， 2001. 

10)寺山久美子監修:レクリエーション 社会参加を

促す治療的レクリエーション，佐藤陽子，宮脇利幸:

治療的レクリエーションと作業療法， p 14-19，三

和害届， '2004. 

11)佐藤弘美，金川克子，天津栄子，他:地域を基盤に

した痴呆予防プログラムの体系化に関する研究(第

1報)，日本末病システム学会雑誌 8 (2)， p 138“ 

140，2002. 

12)斉藤正彦:認知症における非薬物療法研究の課題と

展望，老年精神医学雑誌第17巻第 7号p711-717，

2006. 

13)宇野正威:芸術療法一美術療法と音楽療法一，老年

精神医学雑誌第17巻第 7号p749-756，2006. 

14)鈴木みずえ，磯和勅子，金森雅夫:認知症高齢者へ

の音楽療法に関する研究の動向と看護研究の課題，

看護研究Vo1.39 No.4， p 31-45， 2006. 

15)中塚博貴，松原一郎，大谷治彦: I物忘れ」患者に

おけるMRI所見，仮名ひろいテスト， Mini-Mental 

State Examinationについての統計学的脳血流

SPECT解析による検討，脳と神経2003，Vol. 55( 4) 

p328-334. 

16)斉藤溜，井上仁，北浦美貴，他:認知症予防教室に

おける対象者の判別と評価法の検討， Dementia 

Japan， 19巻 2号， p 177-186， 2005. 



88 横井 和美、国友登久子、島田 淳子1  利美子

An Empirical Study on Effective Anti-Dementia Project 
      —Comparative Investigation of Approaches with 

       Music Therapy and Recreational Activities—

K.  Yokoil), T.  Kunitomo  2), J.  Shimada  2), R.  Tuzi  3)

 "The University of Shiga Prefecture School of Human Nursing 

 'Health Promotion Division , Nagahama City 
 "NPO Music Therapy Society

, Sazanami

Key words dementia prevention, music therapy, community lifelong learning, health education, elderly




