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平均寿命と健康寿命の推移

https://www.meijiyasuda.co.jp/mybizsupport/contents/common/bizinfo/myilw/pdf/report_02.pdf#search
より引用
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死亡と生活の障害に影響する疾患
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野村周平，我が国の疾病負担に基づく医薬品、医療機器及び医療技術
の開発等の資源配分の確立ための研究（H30 -特別-指定-005）



https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/html/zenbun/s1_2_2.html



75歳以上の“うつ状態”は加齢により増加

年齢 全体 男性 女性

75～80歳 27.8％ 20.6％ 32.0％

81～85歳 33.3％ 26.1％ 37.3％

86～90歳 34.8％ 33.5％ 34.5％

91～100歳 46.0％ 43.3％ 47.1％

Van’t Veer-Tazelaar P Jet al:Journal of affective disorders 106(3)::295-299,,2008

＊うつ状態：CES-D16点。うつ病（1％）とは異なる



高齢者のうつ状態の要因

• 脳の老化、病理

認知機能の低下、神経栄養因子の低下

• 身体の病気

• 虚弱（フレイル）

• 薬の影響

• 心理、環境面の要因

ストレス、喪失体験

社会的孤立・ひきこもり、不活発な生活



年齢

認知機能の低下

日常生活の困難さ

転倒のおそれ

日中ひとりでいること

職業

75歳以上のうつ状態の危険因子

独身

教育年数

女性

慢性の身体疾患の存在

van't Veer-Tazelaar PJet al：Journal of affective disorders106(3):：295-299,,2008

危険因子
うつ状態（CES-D≧16)



身体の病気にうつ病が合併する割合

がん ２３－３８％
脳卒中 ２１－２４％
慢性疼痛 ２１－３２％
糖尿病 ２４％
虚血性心疾患 １６－１９％
認知症 １１－４０％

生活習慣病対策はうつ病対策にもつながる

青木孝之、診断と治療，2003より改変引用



ストレス対策

１．ストレスの原因を取り除く（心理・環境面の対処）

２．ストレスを和らげる

気分転換、リラクセーション（入浴、呼吸法、

ヨーガ、アロマ、マッサージなど）

考え方の工夫（認知療法など）

３．ストレスの抵抗力を高める

健康的な生活習慣（身体活動、食事・栄養バランス、睡眠）

４．ソーシャルサポート



期待される運動の心理学的効果

１．ストレスおよび不安の低減

２．気分の改善

３．睡眠の改善

４．認知機能の改善、認知症の予防



運動のメンタルヘルスに関する大規模調査

25歳から64歳の3403名対象

週2～3回運動を行う者は、全く運動を行わない者に比べて、
うつ、怒り、疑い深さ、ストレス感が少ない。

Hassmen P, et al, 2000

米国15歳から54歳の5877名を対象
規則的に運動を行っている人は、うつ病や不安障害がすくない。

Goodwin et al, 2003



高齢者の運動頻度とうつ得点

Lindwall et al, Journal of Aging Physical Activity 15:41-55, 2006 

毎日
数回/
週

1-3回/
週

運動
しない

軽い運動

より強い運動



PHD(public health dose);中等度の運
動を週180分程度行ったときの運動量。
うつ病の改善効果が高い

軽症から中等症のうつ病に対する運動の効果

Dunn et al, 2005



運動の睡眠への効果

総睡眠時間、
睡眠潜時の短縮
深睡眠の延長
REM睡眠の短縮

Kubitz, 1996



厚生労働省，高齢者の医薬
品適正使用の指針（総論編）

薬剤起因性老年症候群と代表的な原因薬剤



うつの予防に関する心理社会的介入効果

身体運動

技術訓練

回想療法

社会活動

複合的な介入

Forsman et al,  Health Promotion  International 26:85-107,2011 

社会活動に効果がみられるが、身体運動に効果が見られない



精神健康と歩幅、歩行時のつま先の高さが関連

対象：鴻巣市の健康な地域住民126名（平均年齢66.2歳）
方法：精神健康(GHQ-12)、歩行機能（三次元歩行解析）で測定

Nagano et al. Sensors (Basel). 2019;19(22):4908



認知症の現状

• 認知症の人 462万人

認知症予備軍（軽度認知障害、MCI）400万人

2025年には認知症の人が700万人？

厚生労働科学研究費補助金 （認知症対策総合研究事業） 総合研究報告書「都市部における認知
症有病率と認知症 の生活機能障害への対応」平成23 年度～ 平成24 年度総合研究報告書.



認知症の診断基準
（米国国立加齢研究所/アルツハイマー病協会）

1.仕事や日常生活に支障をきたしている

2.以前と比較して、遂行機能が低下している

3.せん妄や主要な精神障害が否定される

4.病歴と客観的な認知機能検査の両方により認知機能の低下が
確認される

5.次の2領域以上の認知機能低下あるいは行動異常が存在する

a.新しい情報の記名・記憶障害

b.論理的思考、遂行機能、判断力の低下

c. 視空間認知機能低下

d.失語

e.人格・行動・態度の変化
19 McKhann G, et al.: Alzheimers Dement. 7: 263-269, 2011.



• 認知症の予防

危険因子の改善

防御因子の強化



アルツハイマー病のリスク因子・抑制因子

認知症疾患診療ガイドライン2017（日本神経学会）



運動が認知症のリスクを低下する結果

• フィンランドの住民1449名（65歳から79歳）の調査

中年期に週２回以上運動習慣は21年後、認知症リスク52％、ADのリスク62％低下

Rovio S, et al．Lancet Neurol. 2005;4:705-711

• 米国在住65歳以上1740名を対象とした平均6.2年間の前向き調査

週3回以上運動を行う人の認知症発症リスク38％低下。身体機能が低いほどリス
ク低下は大きい Larson EB et alAnn Intern Med. 2006;144:73-81

• スウェーデンの3000名の調査
中年期の運動習慣は認知症のリスク低下

軽い運動（ガーデニングやウォーキングなど）37％、通常のスポーツ66％低下

Andl R, et al J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008 ;63:62-6



運動の実施時期からみた認知症予防効果

• 認知症発症群と非発症群の比較

10年以上前の運動実施に有意差なし

9年前の運動実施に有意差あり
Sabia et al, BMJ357. 2709, 20172019

• 動物実験の結果から、運動はアミロイドの沈着を抑制する
• アルツハイマー病発症の10-15年前からアミロイドβタンパク質が脳

内に沈着



アルツハイマー型認知症の神経病理



軽度認知障害
Mild cognitive impairment, MCI

• 正常認知と認知症の中間状態（2013年時400万人）

• 基本的な日常生活機能は正常

• 年間10%程度がアルツハイマー病に進行

正常 軽度認知障害 認知症

回復することも多い



軽度認知障害から認知症への移行する危険因子

• 高血圧、糖尿病、脂質異常症、脳血管障害の既往が危険因子

→これらのコントロールが進行を抑制する可能性

Li J, et al: Neurology. 76:1485–1491, 2011



少し物忘れが始まっても運動は有効

1週間に150分以上の運動（1回50分のウォーキングを3回

以上）を24週間継続したひとは、認知機能検査、記憶検査

が有意に優れていた

物忘れを自覚する50歳以上の170名が参加した
無作為比較対照試験

効果は介入終了後12ヶ月後にも認められた

Lautenschlager NT, et al. JAMA 300:1027-1037, 2008.



軽度認知障害に対する運動＋認知刺激プログラム

• 実施群154名と健康教育を実施した154名のRCT
プログラム90分間40週実施したひとは、ミニ・メンタルステート検査

（MMSE）、記憶検査、言語流暢性検査の得点が有意に良好

Shimada H, et al. J Am Med Dir Assoc. 2017 



ストレスになることは神経細胞や認知機能にマイナス

Uno H, et al, J Neuroscience , 1989，カールソン神経科学テキストブック

健常なサル 慢性ストレスにさらされたサル

ストレスによる海馬神経細胞の著明な減少

楽しく体を動かすプログラムが必要



余暇活動や趣味の活用

例；ダンス週に数回（認知症発症76％減）

Verghese J, et al. N Engl J Med. 2003;348:2508-2516

楽しく継続できる運動プログラムが必要



運動が盛んな地域つくりの重要性

• 346地域在住の高齢者40,308名の分析

• 運動が盛んな地域では、運動グループに参加していない人でも認
知症リスク低下の恩恵を受ける可能性

→運動が盛んな地域つくりが認知症予防に重要

Tsuji T et al. Med Sci Sports Exerc, 51(11):2217-2223, 2019



アメリカ国立衛生研究所が推薦する認知症予防

• 定期的な運動

• 果実と野菜豊富な健康的な食事

• 家族や友人と時間を過ごす

• 社会交流と知的な活動

• 2型糖尿病のコントロール

• 高血圧と脂質異常症の改善

• 適正な体重の維持

• 禁煙

• 過度の飲酒を避ける

• 十分な睡眠

• うつ病の治療
https://www.nia.nih.gov/health/assessing-risk-alzheimers-disease



認知症発症率は 30 年間で低下
(フラミンガム心臓研究データから)

• 第 1 期（1970 年代後半～1980 年代前半）；100 人あたり 3.6

• 第 2 期（1980 年代後半～1990 年代前半）；100 人あたり 2.8, 22%↓

• 第 3 期（1990 年代後半～2000年代前半）； 100 人あたり 2.2, 38%↓

• 第 4 期（2000 年代後半～2010 年代前半）；100 人あたり 2.0, 44%↓

（ただし高校卒業以上の学歴の者に限る）

Satizabal CL. et al, N Engl J Med 2016; 374:523-532



ふだん運動をしない高齢者に対する
2年間の運動実践効果の検討

• 地域に住む認知機能正常で歩行状態がやや低下している高齢者
1635名（70-89歳）を無作為に分類

• 運動実践群(818名）；センターで週2回、自宅で3-4回
ウォーキング（30分）＋筋力運動（10分）＋柔軟運動とバランス運動（10分）

• 健康学習群(817名）；週１回

健康に関する勉強会（60-90分）＋上肢のストレッチ運動（5-10分）

Sink KM, et al. JAMA. 2015 ;314:781-790

・24ヶ月間継続
運動群 98名(13.2%)
健康学習群 91名(12.1%)

両群に差は無い



フレイル

加齢に伴う様々な機能変化や生理的な予備能力の低下によって
健康障害を招きやすい状態
地域の高齢者のおよそ10％が該当し、加齢と共に増加

健康と要介護状態の中間

対策をとれば機能が戻る可能性

こころと認知、身体、社会など幾つかの面がある

健康 フレイル 要介護状態



フレイルの多面性

社会性フレイル
引きこもり
社会交流の減少

身体フレイル

歩行機能の低下
筋力低下、低栄養

精神フレイル

うつ
意欲の低下
認知機能の低下

フレイルは互いに影響しあう

Gobbens RJ et al, J Nutr Health Aging ,14;175-181,2010





http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/060200/p045713_d/fil/4.pdf
吉澤ら、日本公衆衛生学雑誌66，306-316,2019



社会的な交流と知的活動
効果が期待できる認知的アプローチの条件

藤原佳典（東京都健康長寿医療センター研究所）

１．豊富な知的活動（認知機能を使用する活動）がある

２．知的活動には新しい学習が含まれる

３．他者との交流・会話が豊富にある

４．知的活動・他者との交流は自分にとって満足・楽しみがある

５．長期間に渡って継続することができる



新型コロナによる高齢者の生活変化

• デイサービスやリハビリテーションに通わなくなる

• 散歩や外出の機会がへる

→廃用症候群（歩行が遅くなる、足腰が弱くなる）の増加

→糖尿病など生活習慣病の悪化
岩田淳.コロナと認知症.日本認知症予防学会東京支部会報,2020年７月

ストレスや認知機能悪化に対する予防策が必要

さらにひととの交流が減り、脳の活動性も低下
→うつや認知症リスクが高まる



COVID-19の感染拡大前後で身体活動時間は3割減少
（荒井秀典・山田 実,2000）

• 65-84歳の高齢者1600名に対するインターネット調査

• 運動を意識的に実施していた高齢者は50%

• 身体活動時間は3割（週60分）減少

• 運動としてはウォ―キングと自宅内での運動が最も多く、いず
れも一人で実施

https://www.ncgg.go.jp/hospital/documents/kansenyobo.pdf

2020



週3回未満の外出頻度で認知機能低下

週３回以上の外出 週３回未満の外出

Ishiki A et al, Plos One;11(1):e0147025 2016



認知症とうつ病は共通の生物学的背景

• うつ病も認知症も海馬の働きが低下する

• 脳由来神経栄養因子

神経細胞を活性化する

うつ病や認知症で低下。運動で増加する



Cotman CW, Berchtold NC.Trends Neurosci. 2002 ;25:295-301から改変引用

5日間運動
したラット

休んで
いたラット 歩行距離（14日間の平均）

*P <0.05

運動量と神経栄養因子の関係



運動強度とBDNF,ストレスホルモン

乳酸閾値（最大酸素摂取量の50-60％程度）

• 乳酸閾値以下の強度→BDNFが増加

• 乳酸閾値以上の強度→ストレスホルモン分泌増加

Soya et al, Biochemical and Biophysical Research Communications 358,2007 



P=0.006

内嗅領皮質 歯状回 海馬支脚

３ヶ月の有酸素運動によりヒト海馬で血流が増加



認知症への移行率（3年）

軽度認知障害+ うつ 21%
軽度認知障害 7%
正常 + うつ 3%
正常 3%

うつは認知症に移行しやすい

10年以内のうつ病の既往 1.60倍
10年以上前のうつ病の既往 1.92倍
アルツハイマー型認知症になりやすくなる

佐々木恵美、朝田隆：老年精神医学雑誌2006

Jorm AF. Gerontology 46:219-227, 2000



利根プロジェクト (2001~)
厚生労働科学：メディカルフロンティア

目的 認知症前駆状態・うつ状態の疫学調査

対象 2001年5月1日現在で茨城県利根町在住、

65歳以上

調査 筑波大学精神神経科

利根町役場

認知機能、気分状態、身体機能など評価



茨城県利根町

東京都心の北東45ｋｍ
人口約2万人，農業とベッドタウンの町



認知症予防介入研究

対象：介入群＋非介入群 合計1023名

• 正常 665名

• 軽度認知障害 300名

• 認知症 58名



介入方法

介入方法：

栄養 （EPA, DHA, Ginkgo, Lycopene）

有酸素運動（簡単なダンス運動）

睡眠改善と短時間昼寝

期間：3年間



介入の効果（３年後）

• 軽度認知障害群： 記憶が有意に改善

• 正常群： 記憶、注意、推論が有意に改善

• 認知症群： 記憶、注意、推論が有意に改善



注意機能 記憶 総合スコア

視空間認知 言語流暢性 類推



Tamura M, et al. Int J Geriatr Psychiatry. 2015

運動継続は前頭葉萎縮を抑える

継続できる運動が必要



音波による全身振動刺激が高齢者の気分、
自律神経系機能、脳機能に及ぼす影響

対象；
立位を維持できる75歳以上の入居者24名（男性7名，女性17名，
平均年齢 88.0歳，MMSE23点、常時杖使用者3名，手押し車使用
者3名を含む）

方法；
1回10分音波振動板に乗って立位を保持，週5日以上，8週間実施

崔，水上；日本老年医学雑誌 57(4)441449,2020



〇結果 即時効果

安定度・活性度が有意に上昇

気分
副交感神経系が活性化

自律神経系への効果

気分の改善とリラックス効果



〇結果 2ヶ月間の効果

処理速度が向上ストループ検査

脳NIRS Hb13（アステム社製）

前頭葉の血流が上昇



ご清聴ありがとうございました
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