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有料老人ホーム入居者の認知機能とADL,QOLとの関連性
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要約

本研究では，心身の健康状態と社会経済的状態が比較的均質な集団として，有料老人ホームに入居する
200名の高齢者のうち参加同意が得られた47名を対象に,Mini‑MentalStatementExamination(MMSE)によっ

て評価された認知機能と日常生活動作(ActivitiesofDailyLiving:ADL),QOLの関連性を包括的に検討し
た。MMSE得点に基づき(24/23cut‑off値), 6名の認知機能低下者と41名の低下傾向なし者のADL(老研式
活動能力指標）とQOL(SF‑8)を比較，分析した。 t検定の結果は認知機能低下傾向のある高齢者の社会的

役割と手段的日常生活動作(InstrumentalActiviliesofDailyLiving: IADL)がそうでない個人と比較して
低下していることを明らかにした。また重回帰分析の結果より, IADLが認知機能低下の予測因子として重
要であることが示唆された。

キーワード：有料老人ホーム入居者，認知機能,ADL, IADL,QOL,MMSE

望月, 1999)。中島(2006)によると，認知機能とは，

はじめに

「日常生活を送るために必要な記憶，見当識，注意，

現在65歳以上の高齢者の総人口に占める割合は25. 1％

言語，記憶，思考，判断などの脳機能」であり，

これ

に達し，今後ますます増加することが見込まれている

が障害されることで人間は環境に適応したり，新しい

（内閣府, 2016)。急速な高齢化に伴い，高齢者が人間

問題に適切に対応したりすることができなくなる。ま

として生きていく尊厳と生の充実や喜びが担保された，

た，認知機能はADL(横井・岡本・櫻井・中村・水池，

高い生活の質(QualityofLife:QOL)を実現する社会

2003)と"L(小長谷・渡邊・太田・高田, 2009)を

づくりが急務な課題となっている。

規定する主要な要因であることも分かっている。

高齢者が心身の健康を維持しながら，

自立し，活動

的な老後を過ごすことがQOLに繋がる。QOLは個人の

しかしながら，有料老人ホーム入居者の認知機能，

ADL,QOLを包括的に調査した研究は筆者らの知る限

おかれている環境や生活に対する満足，幸福感などの

りほとんどない。また，高齢者ほど認知機能の個人差

肯定的な意識評価を反映する（佐藤, 2005)。加齢に伴

は大きい｡その相違は健康状態や社会経済的状態によっ

い認知機能や身体機能が低下する高齢者では，

日常生

て修飾されるかもしれない(竹田・近藤・平井,2010)｡

活動作(ActivitiesofDailyLiving:ADL)のレベルい

認知機能に関する研究は，障害のある高齢者や施設に

かんによって,QOLは大きく影響される(伊勢・高野．

入居した比較的虚弱な高齢者を対象にした研究が多い
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（横井他, 2009 ;村田・津田・稲谷, 2005)。認知機能

版であり，身体機能， 日常身体的役割機能，体の痛み，

とADL,QOLの関連性は，個人の特性以外にも，周囲

全体的健康観，活力，社会生活機能， 日常精神的役割，

の居住環境や社会経済的状態,健康状態の多様性によっ

心の健康の8項目の下位尺度がある。また，身体的健康

て異なっている。

を評価する身体的サマリースコア(PhysicalComponent

そこで今回，有料老人ホームに入居者の心身の健康

Summary:PCS)と精神的健康を評価する精神的サマリー

状態と社会経済的状態が比較的均質な高齢者集団を対

スコア(MentalComponentSummary:MCS)がある。

象に,Mini‑MentalStatementExamination(MMSE)に

SF‑8は福原・鈴鴨(2004)により信頼性・妥当性が確認

よって評価された認知機能とADL,QOLの関連性を同

されている。

③MMSE(Mini‑MentaIStateExamination):全般的

時に包括的に調べるとともに，認知機能の低下を予測

認知機能を評価する尺度としてAmiSE(Folsteinetal,

する要因の抽出を図みた。

1975)を用いた。 11項目30点満点で測定する。下位尺

度には時間の見当識，場所の見当識，即時想起，計算，

方法

遅延再生，物品呼称，文の復唱，口頭指示，書字指示，
自発書字，図形模写がある。

調査対象者

対象は,福岡市内のN有料老人ホームに入居中の高齢

データの統計的解析

者200名のうち, 2015年4月, 5月に実施した計2回の測

MMSEの総得点, IADLの下位尺度及び総得点,QOL

定会の何れかに参加した47名の高齢者である。その内

のPCS,MCSのそれぞれについて，相関関係を求めた。

訳は男性が14名,女性が33名であり,平均年齢は80.9i

認知機能低下傾向群と認知機能低下傾向なし群の比較

6.9歳,最高年齢は93歳であった。全ての対象者に本研

には，対応のないt検定を用いた。また，認知機能の低

究の趣旨と内容，得られたデータは研究の目的以外で

下を予測する要因を特定するため,MMSE得点を目的変

使用しないこと，および個人情報の漏洩に注意するこ

数，手段的自立，知的能動性，社会的役割，身体機能，

とについて説明し，同意を得たうえで協力を求めた。

日常身体的役割機能，体の痛み，全体的健康感，活力，

さらに，研究への参加は自由意志であり，被験者にな

社会生活機能，

らなくても不利益にならないことを口頭で説明し同意

とした重回帰分析（変数減少法）を行った。データ解

を得た。なお，本研究は久留米大学御井学舎倫理委員

析は,IBMSPSSStatisticsVersion22の解析ソフトを用

会の承認後に実施した（研究番号261)｡

い，有意水準は5％とした。

日常精神的役割，心の健康を説明変数

手続き

認知機能の評価にはMMSE(Mini‑MentalStateExam‑

結果

ination)を用いた｡MMSEにはcut‑off値があり,23点以下
を認知機能低下傾向とし対象者を評価した。認知機能

対象者のMMSE得点の平均点は27.3点,最低点はl9点

低下傾向群6名と認知機能低下傾向なし群41名に分類し

であり,MMSEを10点以下とした重度の認知機能障害(渡

た。

辺・高山, 2010)を呈する対象者はいなかった。結果

質問紙構成

をTablelに記す。

①老研式活動能力指標(InstrumentalActivitiesof

MMSE得点とADL,QOL得点との相関係数には有意

DailyLiving: IADL) :高齢者のADLを評価する尺度と

差がなかった｡QOLとADLの相関分析については,PCS

して，古谷野・柴田・中里・芳賀・須山(1987)によ

と手段的自立(r=.303),MCSと手段的自立(r=.460),

る老研式活動能力指標を用いた。 l3項目2件法で， 「は

知的能動性(r=.382), IADL総得点(r=.432)の間に

い」という回答に1点， 「いいえ」という回答に0点を与

有意な正の相関があった(Table2)。

え，高得点であるほど活動能力が高いことを示す。下

認知機能低下傾向の有無によるIADLの下位尺度得点

位尺度には，手段的自立，知的能動性，社会的役割が

についてr検定を行ったところ,手段的自立と知的能動

あり，

性に有意差は見られなかった。しかし,社会的役割(r=‑

これらの総得点をIADL総得点とした。

②MOS8‑ltemShort‑FormHealthSurvey(SF‑8)

l.882, df=45, p<. l)とIADI,総得点(r=‑l.699, df=

日本語版：健康全般に関する客観的および主観的内容

45,p<. 1)には有意傾向がみられた(Figurel)。認知機

のQOLを評価する尺度として，福原・鈴鴨(2004)に

能低下傾向の有無によるQOLのサマリースコアの群間

よるSF‑8を用いた。SF‑36 (Wareetal,

比較では, PCSとMCSに有意差は見られなかった。

1992)の短縮
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認知機能の低下を予測する要因を特定するために，
重回帰分析を行った。重回帰分析の結果，関与する独

Tablel.

立した因子として抽出されたのはIADL総得点のみであっ
た(Table3)｡

参加者の特性

評価下位尺度
年齢
ADL

平均値±柳準偏差
（歳）
(0‑5点）
（0‑4点）
(0‑4点）
(0‑13点）

80.9±6.9

全体的健康感
身体機能

（点）
（点）

49.7士6.7

日常役割機能(身体）

（点）

50．9±7.4

体の痛み
活力
社会生活機能
心の健康
日常役割機能(精神）

（点）

49.9±9.0

（点）
（点）
（点）

50.7i7.l

手段的自立
知的能動性
社会的役割
IADL総得点

QOL

MCS
MMSE

Table2.

ADL

下位尺度

社会的役割

3.8±0.5
3.2il.0
ll.8il.5

49.lr8.1

53.l±6.6
52.l±7.l
51.4±7.5
48.6士7.2

52.0士6.6
27.3±2.8

各説明変数間の相関係数

手段的自立知的能動性社会的役割

IADL総得点

PCS

MCS

MMSE

卓＊

､503
.183

.223

●＊

IADL総得点

､642

PCS

,303

●中

､649
本

MCS

､460
.159

＊中

､823

.168

.152

､266

､382

.213

432

.391

.207

.224

.274

‑.097

車＊

MMSE

4.8士0.5

手段的自立

知的能動性

QOL

（点）

（点）
（点）
（0‑30点）

PCS

質問紙

2017

申＊

＊＊

＊な

−

‑.061

1■■

●●

p<.05
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︵艇嘩︶自白く

４
２１
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■認知機能低下傾向群(n=6)

↑

２０
手段的自立

知的能動性

社会的役割

IADL総得点

Figurel.認知機能とADLの関連性

Table3．MMSE得点を目的変数とした重回帰分析の結果

説明変数

標準化偏回帰係数

ADL手段的自立
知的能動性
社会的役割
IADL総得点

‑0.041
0.034
0.011

0．274↑

QOL全体的健康感
身体機能

‑0.036
‑0.161

日常役割機能(身体）

‑0.082

体の痛み
活力
社会生活機能
心の健康
日常役割機能(精神）
決定係数
調整済み決定係数

‑0.042
‑0.078
‑0.083
‑O.061
‑0.215
0.075
0.055

.062↑

モデルの適合度
N

47

fp<.1
考

は見られなかったが,ADLとQOLの間には有意差が見

察

られた。ADLとQOLは先行研究でも多く関連性が示さ

本研究では, IADLが認知機能を予測する独立した因

子として抽出された。認知機能とQOLとの間に関連性

れており(石原他,2001 ;青木,2008;Wadaetal,2004),
研究の妥当性が裏付けられた。
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有料老人ホーム入居者を認知機能認知機能低下傾向

平井・村田， 2007)。また，社会活動は認知機能とも密

と認知機能低下傾向なしの2群で群分けし,ADL,QOL

接に関連する。 これらの知見と本研究の結果から，社

を比較した｡MMSEで23点以下の認知機能低下傾向あり

会的活動を含むIADL低下の予防が認知機能を低下させ

と判断された高齢者は47名中6名(12.8%)であった。

ないために重要であることが示唆された。ADLのそれ

朝田(2013)によると，認知症ではないが認知機能低

ぞれの要因より，総合的にADLが低下することで認知

下傾向のある軽度認知機能障害は, 13%と推測されて

機能の低下を予測することが推察された。

一方,QOLとADLとの間に一部関連性があることが

いる。本研究における認知機能低下傾向は，先行研究

示された｡健康関連QOLを評価する尺度であるSF‑8は，

の出現率と近似していた。
認知機能障害の進行に伴い高齢者のADLが低下する

国民標準値に基づいたスコアリングによって得点化さ

とされている（横井他, 2003)｡Stucketal (1999)は，

れ，国民標準値と比較して点数を解釈することができ

認知機能， うつ，飲酒，転倒，運動機能，服薬，栄養，

る。身体的健康認識であるPCSは, IADLの下位尺度の

身体活動，主観的健康感，喫煙，社会的活動，視覚を

手段的自立とのみ，精神的健康認識であるMCSは，手

ADLの関連因子として報告している。また，認知機能

段的自立,知的能動性,IADL総得点と関連がみられた。

が高い高齢者はQOLが高いことが報告されており （小

ADLは健康度を高め，健康度の高さはQOLを高めると

長谷他， 2009)，高齢者の認知機能とADL,QOLの関連

いう双方向の関係にある（青木, 2008)｡ADLとQOLは
先行研究でも多く関連性が示されており(石原他,2001 ;

が示されている。

今回有料老人ホーム入居者のMMSE得点の平均点は，

青木, 2008;Wadaetal, 2004),本研究は先行研究を

27.3点であった。最低でもl9点であり，対象者の高齢

支持するものとなった。また，本研究の対象者は住居

者の多くが満点近くの点数であった。その天井効果に

環境が均一であり，外的要因を受けにくくこれら要因

より，認知機能低下傾向の有無による群間に有意差が

がADL,QOLの関係を著明に左右していないことが分

認められなかった。認知機能とQOLの関連性を検討し

かった。

本研究では，有料老人ホームの中でも比較的元気な

た先行研究では，対象者は比較的虚弱な対象者であっ

た（横井他, 2009 ;村田他, 2005)。測定会に参加でき

高齢者であり,MMSE得点は満点に近かった｡その天井

る比較的元気な地域在住の高齢者では，環境など外的

効果により認知機能とADL,QOLに相関関係を認めな

要因の影響を受けやすい（小長谷他， 2009)。また，社

かった。しかし, IADLが認知機能を予測する独立した

会経済状況が低い対象者は認知症の発生リスクが上が

因子として抽出されたこと，認知機能低下傾向の高齢

るとの報告がある(Evansetal, 1997)。これらの知見

者は社会的役割,IADL総得点が低い傾向の差が見られ

より，社会経済状態の高さが認知機能を維持し，住居

たことにより,IADLが認知機能低下の予測として重要

環境が均一で比較元気であった対象者は，外的要因の

であることが示唆された。

影響を受けにくくQOLへの影響が見られなかったのか
もしれない。
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ABSTRACT

Thepurposeof thisstudywastoinvestigatetherelationshipamongcognitivefunction,ADLand"L
comprehensivelyamongarelativelyhighhomogeneouselderlypersongroupthatamentalandphysicalhealthcondition

andsocioeconomicstatusinthepaynursinghome.Wedividedpanicipantsintotwogroupsbasedonwhetherornot

theyhavecognitivedysfunction(cutoffMMSEscore23/24), andcomparedtheirADLandQOL. Theresultsofthis
smdyshowedthatelderlypeoplewithdeclmedcognitivefunctiontendtolowersocialroleandlADLlevels. ThelADL
wasextractedasanindependentfactorpredictingdisruptivecognitivefunction, itwhichis importantpreventiveand
predictivefactor.
Keywords:paynursinghomeelderly,cognitivefunction,ADL,IADL,QOL,MMSE
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