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17の文献のメタ解析によって認知トレーニングがアルツハイ
マー病に対して有効であることが確認された。特に言葉と視
覚的学習が有効であった。

認知トレーニングはアルツハイマー病に有効



Researchers designed the activities with 
increasing difficulty to allow observation 
of the participants’ brain activation, as the 
tasks got progressively harder. Findings 
demonstrated that individuals with higher 
levels of cognitive reserve were able to 
activate this network in the brain while 
working on more difficult tasks, while 
participants with lower levels of reserve 
were not able to tap into this particular 
network.

2007年 コロンビア大学 Yaakov Stern



NEUROLOGY 2007;69:1442-1450

○高い教育を受けた人は高い認知予備能があるため認知症を臨
床上の認知症症状が顕在化する時期をおくらせるようである。

○不健康なライフスタイルはこれとは別に認知予備能を低下させ
たり、病理的進行に直接的に影響を与える可能性がある。

カロリンスカ研究所 スウェーデン 等 2007年





リスザルの脳の一部を人工的に脳梗塞の状態にし、片手の
手の指に麻痺を起こした。そして、麻痺した指を動かさざるを
得なくなるような強力な訓練をさせた。すると指の機能が回復
した。 一次運動野の手指をつかさどる領域のとなりにある、
通常は手首を動かす指令を発する神経細胞が、指を動かす
指令をも発するように変わった。





Maguire 等 ロンドン大学の神経学研究所 1999年

ロンドンのライセンスを得たタクシードライバーはそれ以外の人に比べて海
馬の後部が著明に肥大していた。海馬は空間的学習と記憶に関係した部位
である。大人でも環境の要求に応じてその部分が可塑性の変化をきたす。



.

直径180cm
深さ60cm
プラットフォーム
水面下2cm（ミ
ルクパウダーに
て不透明）

モリスの水迷路



プリンストン大学 1997年



1997年 プリンストン大学

大人のマーモセットモンキーの歯状回の顆粒前駆細胞の増殖は
一回のストレスで減少する。





空間トレーニングの反復実施でAβやタウ病変が軽減する

Learning decreases Aβ*56 and Tau pathology and 
ameliorates behavioral decline in 3xTg-AD mice.

アルツハイマー病のモデルマウス・3xTg-ADマウスを用いた実験から、長期間の
水迷路空間トレーニングで学習能力が改善し、Aβやタウ神経病理が軽減すると
分かった。この実験で3xTg-ADマウスは、生後18ヶ月まで3ヵ月毎に一週間のトレ
ーニングを受けた。

この結果、空間トレーニングに応じて6―12ヶ月に学習能力が改善した。
空間トレーニングによって、認知機能低下と関連するAβオリゴマーが軽減し、細
胞外プラークへのAβの再配分が遅延した。このことから、空間トレーニングの効
果を完全に引き出すには明らかな神経病理が発現する前に空間トレーニングを

実施することが必要と分かった。

また学習により、タウ病変軽減の基礎を成すと考えられるグリコーゲン合成酵素

キナーゼ3β活性低下がもたらされた。
この結果から、空間トレーニングを反復実施することでアルツハイマー病の神経

病理の発現や空間記憶の低下を有意に遅延しうると示唆された。

Lauren M. Billings 2007年 カルフォルニア大学



アルツハイマーモデルマウスの水迷路訓練による効果



Experience decreases extracellular Aβ plaque formation. Aβ pathology 
was investigated in the 12 month experienced 3xTg-AD mice and naive  
3xTg-AD-H mice to determine whether changes in pathology

underlie cognitive improvements.

アルツハイマーモデルマウスの
アミロイド斑に対する認知訓練の影響



マウスの生体で長期的な観察をしたところ、アミロイド斑は1-2日
の短期間で出現し、その部位にミクログリアが活性化され集まり、

その後わずかな期間で周辺の神経細胞に障害を与えることが

わかった。

ハーバード大学 ワシントン大学



Alzheimer's vaccine clears plaque but has little 
effect on learning and memory impairment

アルツハイマーのワクチンによって脳からβアミロイド斑は消
失したが学習や記憶の能力は回復しなかった。

2年間にわたる老犬によるワクチンの効果の研究。

βアミロイド斑を持った老犬にワクチンを接種した。

ワクチンを接種した犬からはβアミロイド斑は消失したが、

行動の検査ではワクチンを接種しない犬と変わりはなかった。

今後はダメージを受けた神経細胞の回復を図る必要がある。

2008年4月the Journal of Neuroscience
カルフォルニア大学アーバイン校



Subliminal Instrumental Conditioning Demonstrated
in the Human Brain

Mathias Pessiglione1,2,,,Predrag Petrovic1,Jean Daunizeau1,Stefano Palminteri2,Raymond 
J. Dolan1andChris D. Frith1

Neuron, Volume 59, Issue 4, 561-567, 28 August 2008

1 Wellcome Trust Centre for NeuroImaging, Institute of Neurology, University College 
London, 12 Queen Square, London WC1N 3BG, UK

被験者には500分の1秒足らずの間、1つのヒントが見せられた。
被験者たちは、報酬を受け取れる場合に限って63％の割合で正しいボタンを
選ぶことができた。ただし、報酬がないときは、偶然による割合を上回ること
はなかった。
被験者の脳をスキャンした結果、ヒントを短時間見せられても、脳の中央処理
センターは動かないことが分かった。その代わりに動いたのが線条体であっ
た。



達成感と学習意欲
大阪市立大学と生理学研究所の研究グループによると、数字を使った
テストで、正解したことを知らせると達成感がえられ線条体が活性化さ
れることにより学習意欲がわく、という結果がえられた。

黄色く光っているところが線
条体、正解したことを知らせ
ると活発に働く。

大学生１４人に、パソコンで数字を使ったテストをさせ、脳の動きを特殊な装置で調
べた。学生には事前に「知能の検査です」と告げた。正解するたびに画面上のマス
目が埋まり、自分がどれだけ正しく答えたのか分かる。マス目が埋まっていくことで
学生は達成感を得、好成績をあげることで「自分は頭がいい」と実感する仕組み
だ。
達成感を与えるマス目を表示せずに同様のテストをしたときと比べると、脳の記
憶や計算に関係する部分はどちらも同じように働いていたが、線条体は「マス目あ
り」のテストの時だけ活発に働いていた。



最新の研究論文よりわかることは何か？

○大人になっても脳神経細胞は増殖する（特に海馬の細胞）。

○使うことによって脳神経細胞の増殖は増強されるがストレス下では増殖は抑
制される。

○脳の予備能は脳神経細胞の量だけでなく神経細胞のネットワークの質にもよ
るようである。

○脳の予備能は使うことにより増強されアルツハイマー病などの認知症の発症
を遅くする。

○脳を使うことによりアルツハイマー病の原因になるアミロイド斑を減らしたり脳
機能を維持することが可能である。

○アミロイド斑は比較的短期間で出現しすぐに周囲の神経細胞に障害を与える。

○一度神経細胞に障害が与えられるとアミロイド斑が取り除かれても回復しが
たい。

○学習を高めるには即時的に正解したことを知らせ、線条体を活性化させるこ
とが有効である。

ブレインリハビリテーション協会 会長 永田博一



認知症短期集中リハビリテーションの実践と効果に関
する検証 (1)

(解析結果のまとめ）

「認知症短期集中リハビリテーション」は、極めて有効であり、

臨床的認知症重症度の進行予防、心の健康維持（意欲、活動性）

を通じて、ADLの改善が認められる。

さらに、周辺症状の改善によって在宅系居所への復帰効果が

期待される。

認知症短期集中リハビリテーションの実践と効果に関する検証・研究事業
平成20年3月 社団法人全国老人保健施設協会

HDS-RあるいはMMSEで15-25点に相当する者を対象に老人保健施設
において認知症短期集中リハビリテーションを行い、それらのデータを解
析した結果。



認知症短期集中リハビリテーションの実践と効果に関する検証
(１)



認知症短期集中リハビリテーションの実践と効果に関する検証(2)
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認知症短期集中リハビリテーションの実践と効果に関する検証・研究事業
平成20年3月 社団法人全国老人保健施設協会



（認知リハビリテーションの内容と各種指標との関係）

回想法 現実見当識 記憶訓練 音楽療法 運動療法 作業療法  言語ｺﾐｭﾆｹ 学習訓練 N of Tx

 ー ｼｮﾝ療法 療法

 ＨＤＳＲ ＊＊ ＊

 ＡＤＬ ＊＊

 意欲 ＊

 抑うつ 

 活動 ＊ ＊＊＊

 周辺症状 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊＊

 Ｎｍスケール ＊ ＊＊＊＊

認知症短期集中リハビリテーションの実践と効果に関する検証・研究事業
平成20年3月 社団法人全国老人保健施設協会

**** ： p<0.0001  *** : p<0.001     ** : p<0.01    * : p<0.05

認知症短期集中リハビリテーションの実践と効果に関する検証 (3) 


