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《総説》

運動が認知機能および認知症予防に与える影響について

早川 幸博，又吉 忍

椙山女学園大学看護学部

Ⅰ. はじめに

2018年 8 月，フランスでは，同国内で承認されていた 4 種の抗認知症薬（ドネペジル，ガラン
タミン，リバスチグミン，メマンチン）の保険償還が停止され，全額自己負担となった．その際
に，「アルツハイマー型認知症（AD）の治療効果と副作用のバランスを再評価した結果，健康
保険の適用を正当化するには不十分である」という見解が示されている1）．

ドネペジルは，1999年に，わが国で初めて使用可能となった抗認知症薬であり，ADの中核的
病態とされるアセチルコリン（ACh）仮説2）	（ADでは脳内でAChが低下することにより記憶・
学習障害が出現する）にもとづいて開発された薬剤である．AChを分解するアセチルコリンエ
ステラーゼ（AChE）を選択的に阻害することにより，脳内のAChを用量依存的に増加させて，
コリン作動性神経を賦活化し，抗認知症薬としての効果を発揮する3）．ガランタミンとリバスチ
グミンもAChEを選択的に阻害するという点ではドネペジルと同様な作用機序を有しており4），5），
3 剤の有効性に関しては差がないことが報告されている6）．
メマンチンは上記 3 剤とは作用機序が異なり，N−メチル−D−アスパラギン酸（NMDA）受

容体拮抗薬として，ADの脳内で生じる神経伝達物質（グルタミン酸）の過剰な活性化を阻害す
ることで神経細胞の脱落を抑制し，記憶・学習障害改善作用および神経保護作用を発揮する7）．

ドネペジルの臨床効果に関しては，Rogersらにより，ADにおける認知機能障害の進行を約 5
年にわたり抑制したことが報告されている8）．また，ドネペジルがAD患者のADL改善に寄与す
ることもエビデンスとして示されている9）．

しかし，AChE阻害剤の認知機能改善効果は概して小さく，投与後 6 か月の間に，Alzheimer’s	
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Disease	Assessment	Scale-cognitive	subscale（ADAS-cog）で平均2.37点の改善に留まり6），治
療者が臨床的に認知症の症状の改善を実感できないことも多い10）．

ADは，病理学的には，1）	アミロイドβからなる老人班，2）	リン酸化タウ蛋白質による神経
原線維変化，3）	広範な神経細胞の脱落を特徴とする11）	が，アミロイドβの脳内での沈着がAD
の発症・進展メカニズムの最上流にあるとするアミロイドカスケード仮説12）が提唱されている．
現在，アミロイドβをターゲットとして，新たなAD治療薬の開発が試みられているが，これま
でのところ，期待されたような臨床成績は得られていない13）．

現状では，ADに対する薬物療法の効果は限定的であるため，非薬物療法による認知症の発症
予防と症状の改善への取り組みに注目が集まっている．本総説では，認知症に対する非薬物療法
の構成要素の中で，運動（身体活動）に焦点を当て概説する．

Ⅱ. 認知症の発症に係わる生活習慣に関連した可変要因

「ランセット認知症予防・介入・ケアに関する国際委員会（Lancet	
International	Commission	on	Dementia	Prevention,	Intervention	and	
Care）」は，生活習慣に関連した可変要因の制御により，認知症の 3
分の 1 以上が予防できる可能性があることを報告している14）．（図1）
その中で，運動が好ましい影響を与える可能性がある要因として，「肥
満」，「糖尿病」，「高血圧」，「身体活動性の低下」，「抑うつ」が挙げ
られており，運動不足の解消により認知症患者数を3%減らすことが
できると推計されている．3%という数字は，認知症予防に与えるイ
ンパクトとして，一見，限定的な印象を与える．しかし，わが国の
認知症患者数が2025年には700万人を超える可能性がある15）	ことを
考えると，この数字は決して小さいものではない．

Ⅲ. 運動（身体活動）が脳機能に与える影響のメカニズム

運動（身体活動）が認知機能に良好な影響を及ぼす機序としては，
生物学的，行動学的，社会心理学的レベルで諸要因が複雑に影響しあい，それらの総体として効
果が得られるものと考えられている16）．

運動が脳内変化にもたらす影響として，記憶を司る脳内部位（海馬）の血流増加によりシナプ
スの可塑性が増加し，記憶力が改善するという機序が示されている17）．海馬での神経保護やシナ
プスの可塑性には脳由来神経栄養因子（brain-derived	neurotrophic	factor：BDNF）が重要な役
割を果たす18）．AD患者では海馬でのBDNF発現が著明に低下している19）ことが報告されている
が，運動は海馬でのBDNF発現を促進する20）．ヒトで，頭部MRI画像解析を用いた研究により，
有酸素運動が海馬の血流と容積を増加させて認知能力を改善することが報告されている21）．

また，運動習慣を有する者では脳内や血清のアミロイドβ量が少ない22）	ことが明らかとなっ
ており，運動がアミロイドβのクリアランスを促進し，AD発症に対して抑制的に働く可能性が
示唆されている．

図 1 認知症の危険因子 14）
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Ⅳ. 運動（身体活動）が認知機能および認知症予防に与える影響

高齢者の認知機能は身体機能と関連し，特に，歩行速度は将来の認知症発症リスクを推測する
上で重要な指標となる23）．これまでに，歩行速度が遅い者や歩幅が狭い者は認知症発症リスクが
高い24），25）	ことが報告されている．歩行速度低下の目安としては，普段どおりの速さで歩いた場
合に1.05m/秒以下であること26），また，日本人高齢者を対象とした研究において，歩幅が狭い者

（男性≦61.9cm，女性≦58.2cm）は歩幅が広い者（男性≧70.6cm，女性≧65.1cm）と比較して，
認知機能低下リスクが3.39倍高いことが示されている25）．Welmerらは，60歳以上の健常高齢者
を 6 年間追跡した研究報告の中で，認知症発症者では，認知処理速度の低下に引き続いて，歩行
速度が低下する可能性を指摘している27）．																																																															

これまで，数多くの「観察研究」において，運動習慣を有する者では認知機能の低下が遅く，
認知症発症のリスクが低いことが報告されている28）-34）．また，余暇身体活動量と認知機能は密
接に関連しており，余暇身体活動量が多いほど認知症発症リスクが下がることが報告されてい
る35）．久山町研究では，余暇時間に週1回以上運動を行っている者は，週1回未満の者に比べ，
AD発症リスクが41%低下することが示されている36）．一方で，Sabiaらは，認知症患者では，診
断が確定する平均 9 年前から身体活動が減り始めることを報告し，この現象により，身体活動性
の高い者で認知症発症リスクが一見低くなるというバイアスが生じている可能性があるとし，身
体活動による認知症発症予防効果を疑問視している37）．
「介入研究」に関しては，Northeyらが，50歳以上の地域在住者を対象として運動の認知機能

改善効果を検証したランダム化比較試験をメタ解析し，運動の頻度・期間にかかわらず，1回45
分以上の中等度強度の運動（有酸素運動・レジスタンス運動・複合的トレーニング・太極拳）が
認知機能改善効果を有することを報告している38）．この研究は，認知機能を改善するために，ど
のような種類・強度・時間・頻度・期間の運動が必要であるかを明確に提示した点で画期的なも
のである．しかし，運動の認知症発症予防効果に関しては，長期間の運動介入の影響をランダム
化比較試験により検証した 5 つの研究のシステマティックレビュー 39）	において，長期間の運動
介入によっても認知症の発症は抑制されないことが報告されている．

既にADを発症した患者に対する運動療法が認知機能や認知症に伴う行動・心理症状
（behavioral	and	psychological	symptoms	of	dementia：BPSD）に及ぼす効果に関しては，全般
的認知機能低下やうつを改善する効果が認められる40），41）ものの，健常者と同様な運動強度では
効果が得られにくい42）ため，より高強度での運動が必要となる可能性が指摘されている40）．

Ⅴ. 軽度認知障害（MCI）に対する運動の効果について

軽度認知障害（Mild	Cognitive	Impairment：MCI）は，本人および第三者（家族等）から認
知機能低下に関する訴えがあり，認知機能は正常でないが認知症の診断基準を満たさない状態で
あり，基本的な日常生活機能は保たれているものと定義される43）．

MCIの有病率は65歳以上の高齢者では15 〜 25%と報告されており，そのうち5 〜 15%程度が
1年間に認知症へ移行する44）．しかし，MCIから正常な認知機能への復帰も16〜41%に見られ
る44）	ため，MCIは認知症予防を目的とした介入対象として注目されている45）．MCIでは薬物療法
が認知機能障害の進行を抑制するというエビデンスが無い46）	ため，非薬物療法としての運動の
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効果が期待されている．これまでに，MCIに対する運動の認知機能改善効果の検証を目的とし
て，いくつものランダム化比較試験が施行されており，運動の有効性が示唆されている47）-51）	が，
システマティックレビューにおいてはMCIに対する運動の介入効果は明確には確認されていな
い52），53）．

Ⅵ. まとめ

運動（身体活動）が認知機能および認知症予防に与える効果と限界に関しては，既に，十分な
エビデンスが提示された感がある．今後は，これらの知見を有効に活用して，実際に，地域や臨
床現場での高齢者支援に役立てることが期待される．
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運動（身体活動）が認知機能に与える影響

Effect of exercise on cognitive function and risk of dementia

Yukihiro Hayakawa, Shinobu Matayoshi

Sugiyama Jogakuen University School of Nursing

Abstract
  Since the clinical effect of drug therapy for Alzheimer's disease is limited, the role of exercise in 
treating dementia has garnered a lot of attention. Many observational studies have indicated that exercise 
and physical activity could reduce the risk of dementia. Additionally, a systematic review indicated that 
an exercise program comprising of aerobic-type training, resistance-type training, multi-component 
training, or tai chi at moderate intensity for at least 45 min per session is beneficial for cognitive 
function. On the other hand, it has been reported that long-term exercise intervention had no significant 
effects in reducing the risk of dementia. Previous studies have already presented enough evidence related 
to the effect and limitations of exercise as a therapeutic strategy for cognitive function improvement. 
Therefore, further utilization of the evidence is necessary to provide practical support to the elderly.
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