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地域における認知症予防教室の効果

発 表 者 田中 琴子 （鳥取県：鳥取市鹿野町総合支所 市民福祉課）

共同研究者 中宇地 康子、雁長 悦子、齋藤 路子
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鳥取市鹿野町総合支所 田中琴子です。

地域における認知症予防教室の効果につい

て、発表します。
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目的です。

鳥取市では認知症が介護認定の原因疾患の

２１．６％を占めており、脳血管疾患に次いで２番

目に多い要因で、認知症予防対策や生活習慣病

予防対策に重点的に取り組んでいます。

平成２１年度 S町にて、認知症予防検診で経過

観察の必要な者を対象に、認知症予防教室を実

施し、翌年からは、自主活動として継続してい

ます。

今回の研究はその活動の効果を検証すること

を目的とします。
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教室の概要です。

この教室は、平成２２年度から継続している自

主的な活動で、S町保健センターで実施してい

ます。
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会員は約２０名で、平成２２年から徐々に増えて

きています。

ねらいは、認知症予防、閉じこもり予防、地

域貢献などです。

支援者として大事にしていることは、会員自

らが役割を持ち、仲間づくりを大切にして生き

生きと活動できるよう支援することです。

さらに、生活習慣病予防にも重点を置いてい

ます。
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教室の日程です。

認知症になると衰えるといわれている実行機

能障害を予防するために、会場やお茶の準備を

はじめ、名簿チェックや血圧測定、体操、司会

・進行など、当日の運営は全て自分たちでして

います。

また、その日のメインとなる活動は、このよ

うな内容です。調理実習の献立や、町内散策の

コースなどの計画も、自分たちで決めて実施し

ています。

年に数回は鳥取西地域認知症キャラバン・メ

イトを講師に迎え、回想法や創作ダンス等を行

うほか、グループホームへの慰問、地域の講演

会や集会で活動紹介などもしています。
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評価指標として、認知機能、精神面、身体機

能を検証することとしました。
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対象及び方法は次のとおりです。

継続参加者５名を参加群、非継続参加者５名

を対照群としています。

認知機能はタッチパネル式スクリーニングテ

スト及び TDASを行いました。次に精神面は教

室の継続参加者に基本チェックリストの比較と

アンケートによる意識調査を行いました。

また身体機能は、教室の継続参加者に体力測

定とアンケートによる意識調査を行いました。
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タッチパネル式スクリーニングテストとは、

鳥取大学医学部浦上教授が考案した、アルツハ

イマー型認知症のスクリーニングテストプログ

ラムです。タッチパネルパソコンにより、これ

らの５項目をテストします。１５点満点中１３点以

下の者は TDASというより詳細なスクリーニン

グテストを実施します。
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結果です。
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TDASの点数を見ると、参加群は平均値が４．６

点から２．８点に減少し、対照群は１０．０点から１９．２

点に増加しており有意な差がみられました。

TDAS判定区分では、参加群は教室開始時に

は「経過観察」だった２名が、現在は「問題な

し」に改善しました。

対照群は「専門医受診」の者が１名から３名

に増加しました。
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精神面では、基本チェックリストの「うつ」

に関する５項目をみました。

参加群では、うつの該当者がなくなり、対照

群では３名に増加していました。
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次に、教室参加者へのアンケート調査結果で

す。すべての人が気持ちの変化があったと回答

し、

・気持ちが明るくなった、楽しく元気になっ

た、といった意見や

・計画性ができ、教室が待ち遠しくなった、

といった回答がありました。
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次に身体機能は、長座体前屈は平成２３年の４０．４

cmから４４．４cmに有意に改善しました。次に脚

力ですが、１９．１～２１．３cmに改善しました。

また、教室参加者への意識調査についてはす

べての人が変化があったと回答し、

・歩けるようになった

・足がふらつかなくなった

といった全員良好な変化の回答がありました。
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生活習慣では、

・少なくても一日５，０００歩以上歩く

・塩分や糖分を控える

などの良好な改善が見られました。
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考察です。
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今回の検証では、教室の継続参加者は認知機

能の改善がはかられており、反対に継続してい

ない者は認知機能の低下があり、この教室は、

認知症予防効果があったといえます。

その要因としては、第１に、認知症の中核症

状の一つである、実行機能障害として衰えると

いわれる、段取りや計画する能力を発揮できる

ような教室内容の工夫があります。年間計画や

教室内容を自分たちで計画・実践すること。ま

た、認知症の予防に効果的であると言われてい

る回想法や、レクリエーション、などを取り入

れたこと。教室の最後には振り返りファイルに

記録をすることなど、日々の活動が要因になっ

ていると思われます。

第２に、仲間との交流が、仲間意識の醸成や

QOLの向上をもたらしたことがあげられます。

この教室では役割活動や仲間づくりも目標に、

お互いに助け合い、意見や気持ちを尊重し合え

るような日々の関わりを大切にしています。精
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特定保健指導による医療費抑制効果についての検証

発 表 者 尾室 万里子 （鳥取県：鳥取市福祉保健部健康子育て推進局 保健医療福祉連携課）

共同研究者 由木 留美子、藤木 尚子、中原 美須子、椿 福子、加藤 敏明

神面での安定は、認知機能に関わりがあると言

われており、前向きな気持ちで生活に張りを持っ

て過ごせることが、認知機能改善と相乗効果に

なったのではないかと思われます。

第３として、体力の維持・向上だけでなく、

生活習慣病を予防するための健康づくり活動へ

と波及したことがあげられます。教室参加者は、

日常生活に運動を取り入れたり、塩分や糖分を

控えたりするなど、生活習慣が改善されていま

す。

そのことが、生活習慣病を予防し、認知症予防

にもつながっていると思われます。
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まとめです。

この教室は、認知症予防だけでなく、精神面、

身体機能でも効果が見られ、さらには生活習慣

病予防など健康づくり活動の実践といった効果

も見られました。

これは、単に認知症予防に効果的と言われて

いるメニューの実践だけでなく、自分たちでの

計画・運営や仲間との交流、生活習慣の取り組

みなど様々な要因が影響していると思われま

す。

この教室の成果を踏まえ、今後は、教室を通

じて、認知症の正しい理解や認知症の予防、ま

た、生活習慣病予防が認知症予防につながると

いうことを地域に啓発し、若い人から高齢者ま

で、健康でいきいきと暮らせるまちづくりを目

指していきたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。
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１ 研究目的

鳥取市で実施している特定保健指導の成果に
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