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Effect of multitask program in sitting position for nursing care users 

               ‐Focus on cognitive function, brain function, mental health‐  
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The purpose of this study is to make clear whether a multitasking program is effective for the frail elderly. 

At two nursing care home in Tokyo, we randomly separated to conduct experiments into an experimental 

group(86.1±5.5) and a waiting group(82.5±9.5). There was no significant difference between the two 

groups before the intervention. The experimental group performed LifeKinetik’multitasuk training for 

15minutes, twice a week, for 6 weeks. LifeKinetik’s multitasking program features visual training. After 

six weeks of training, significant differences were observed in cognitive function, mental health, and 

reverse stroop correct answers in the experimental group. All of them were performed in sitting motion, 

but significant improvement was observed in the experimental group even in open-eye one-footed standing 

and maximum walking. Currently, fall fractures account for 30%of the factors of nursing care 

certification. LifeKinetik's multitasking program may help weaken elderly balance brain power and 

prevent falls. Thus, the experiment suggests that Lifekinetik's mutitaskin program can be an effective 

program for the frail elderly. 
 

  

【緒言】 

  高齢者が急増する我が国では、年齢とともに

身体機能及び認知機能の低下した状態（フレイ

ル）がみられるようになり、さらに進むと自立し

た生活が困難な要介護状態に至る。フレイルに陥

ることを予防するため、各自治体では介護予防教

室を開催している 1）。教室では脳を活性化させ

る認知機能低下の予防プログラムが多く取り入

れられており、世界的にもこの取り組みは広がり

を見せている。指先、上肢、下肢を動かす脳のト

レーニングやドュアルタスクトレーニング（以

後：DT）はコグニサイズ 2）をはじめ複数ある。

ドイツで開発されたライフキネティック（以

後:LK）は、眼球を積極的に動かす視覚機能トレ

ーニングが特徴のマルチタスクトレーニング（以

後:MT）である 3）。はじまりは、アスリートの集

中力やパフォーマンス向上目的が主であったが、

現在ドイツでは幼児から高齢者までがライフキ

ネティックを行い、記憶パフォーマンスの改善や

コルチゾール放出減少 4）などが報告されている。 

熊本県上天草市が実施した平均年齢 65.6歳の

男女を対象にした、LK トレーニングの効果測定

では、目と手の協調性による反応速度の向上や記

憶力の向上がみられた。我が国では高齢者の運転

による事故や転倒・骨折が問題となっており、視

覚運動機能のトレーニングは重要である。とくに

有酸素運動や全身運動が困難な高齢者に対する

効果的なプログラムの開発は急務である。これま

で、後期高齢者又は介護保険利用者の LKプログ

ラムによる認知機能、脳機能、精神健康度、身体

測定による身体の変化は明らかにされていない

が、視覚運動機能や認知機能に対する効果がみら

れる LKプログラムは、心身機能が低下した高齢

者にも有用と考えられる。 

 

【目的】 

LK プログラムが通所介護利用高齢者に対し、

認知機能、脳機能、メンタルヘルス、身体能力に

おいて、維持、向上の効果を明らかにすることを

目的とした。 

 

【方法】 

1． 対象者 

本研究の主旨を事前に口頭及び文書で説明し、 

同意が得られた 22 名を対象とした。東京都内の

2 施設で研究対象者を、MT（LKプログラム）実施

群と待機群に無作為に分ける。介護度は要支援 2

以上で、デイサービスに週 2 回通所している、15

分間のトレーニングが可能な高齢者とした。 
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2．介入方法 

都内 A施設は 2019 年 8月より、B施設は 10月

より介入を開始した。実施群は週 2 回 15分間、6

週間 LK トレーナーと一対一になり、座位で MT、

視覚機能トレーニングを行った。待機群はその間、

通常通りに過ごした。両群とも実施前とトレーニ

ング期間終了後に質問紙調査、NIRS 検査、体力

測定を行ない、両群のデータより効果を比較検討

した。 

 

3．実施方法 

(1)LK プログラム実施方法 

・実施前に研究対象者の体温、血圧、脈拍を施

設で確認した。 

① 準備体操(3分) 

② LK トレーニング 2種目(9 分)（図 1参照） 

・道具リレー（４動作の記憶）、指ゲーム（巧

緻性と語想起）、 ボールダンス（上肢下肢非

対称移動）、 パラレルボール（上腕並行交

差の動き）、眼球の時刻合わせ、ボールで計

算（目の追跡運動）他 

③ 整理体操(3分) 

 

 
図 1 トレーニングの様子 

 

(2)評価・測定 

① MMSE(ミニメンタルステート） 

短時間で実施可能な認知機能のスクリーニン 

グ検査である。評価項目は 11 問で、見当識、単

語の記銘、計算、図形の描写などで構成されて

いる。 

② GHQ-12(精神健康調査) 

2～3週間前から現在までの健康状態で精神

的・身体的問題があるかどうかについての質問

文で構成されている。短い質問 12問で簡便な検

査である。 

③ ストループ検査(遂行機能、選択的注意機能

検査)ストループ効果（文字色と文字言語の不一

致の処理）により選択的注意が反映される。逆

ストループ効果も同時に測定可能であり、選択

的注意を多面的に測定できる。 

④ 単語記憶テスト・語想起テスト 

研究対象者が 10単語を聞いた直後に、1分間 

内でその単語を思い出し書き出す。次の 1 分間

でなるべく多くの動物の名前を書き出す。その

後、1分間内で先程の 10単語を思い出し書き出

す。 

 

⑤ NIRS検査 

ストループ課題中に、近赤外分光方式酸素計

Hb13(アステム社製)を使用し、脳内酸素化ヘモ

グロビン値を計測する。研究対象者の前額部に

近赤外線を照射し、 その反射光を測定すること

で、前頭葉活動をとらえることができる。 

⑥ 体力測定 

・握力：握力測定器で利き手を 2回測定（上肢

筋力の検査） 

・開眼片足上げ：60秒が最大で、60秒に達しな

い場合 2 回測定（静的バランスの検査） 

・TUG(タイムアップアンドゴー)：座位から立ち

上がり、3ｍの印を回って戻って座る（機能的移

動能力の検査） 

・5ｍ通常歩行及び最大歩行：助走含めて 11ｍ

を普通歩き、早歩きを 1回ずつ行う（下肢筋力

の検査） 

 

4. 統計解析 

  結果の検討には、介入前後の質問紙検査、NIRS

検査、体力測定のデータを比較した。対象者が少

ないことから、介入前の比較をノンパラメトリッ

ク検定の Mann-Whitney 検定（U 検定）、介入前

後の変化を Wilcoxon 符号付き順位検定（Z 検定）

で行った。更に 2 群間の変化を 2要因分散分析で

行った。IBM SPSS Statistics ver.25.0を使用

した。 

 

5．倫理的配慮 

 本研究は、筑波大学体育系研究倫理委員会の承

認（承認番号：体 019-27）を得て開始した。実

施前に文書による同意を得た。実施中は当日の体

調や移動中の転倒に充分な注意をはらって実施

した。 

 

【結果】 

1． 属性について 

脱落者 3 名を除く 19名の属性（年齢、性別、

住居環境、機能訓練の有無）は実施群、待機群に

有意差は認められなかった。 

 

2． 介入前の実施群、待機群の結果 

質問紙調査、ストループ検査、NIRS 検査、体

力測定結果では実施群、待機群に有意差は認めら

れなかった。 

 

3．介入後の実施群、待機群の結果 

① 質問紙の結果 

・MMSE、GHQ12、遅延再生において、実施群で有 

意な改善がみられた。また MMSEでは交互作用に

有意差がみられ、GHQ12では有意傾向がみられた。

（表 1参照） 

 



 

表 1 実施群：介入前後の各調査項目の変化 

トレーニング
開始前

トレーニング
終了後

 Wilcoxon
符号付き
順位検定

分散分析
交互作用

ｎ 中央値 中央値 P値 P値

MMSE 9 24 26 0.012* 0.001**

GHQ12 9 10 4 0.030* 0.050*

即時再生 9 4 4 0.084

遅延再生 9 1 4 0.026* 0.153

語想起 9 7 9 0.136  
 注：***p＜0.001, **p<0.01, *p<0.05 

 

・ストループ検査の正答数において、実施群で

は有意差がみられ、交互作用でも有意差が認め

られた。（表 2 参照） 
 

表 2 実施群：介入前後の逆ストループ正答数の変化 

トレーニング
　開始前

トレーニング
終了後

 Wilcoxon
符号付き
順位検定

分散分析
交互作用

ｎ 中央値 中央値 P値 P値

ストループ

正答数 9 17 17 0.088

時　間 9 33.7 33.7 0.214

逆ストループ

正答数 9 12 12 0.012* 0.002*

時　間 9 36.2 36.2 0.866  
注:***p＜0.001, **p＜0.01, *p＜0.05 

・NIRS では、実施群には有意傾向はみられず、 

逆ストループのチャンネル 1（左前頭葉）では待 

機群に OXHｂ（酸素化ヘモグロビン濃度）の有意

な低下がみられた。(P=0.047) 

・体力測定では、実施群に開眼片足立ちと最大

歩行において、有意な改善がみられた。開眼片足

立ち(P=0.012)、最大歩行(P=0.033) 

 

【対象者からの感想】 

1．参加者から 

・黒目が動きやすくなった。 

・視野が広がったような気がする。 

・ボールの落下速度が少しわかった。 

・左右異動作は難しかったが、段々楽しめるよう

になった。 

など、肯定的な感想が多く聞かれた。 

 

2．脱落者から 

・坐骨神経痛が痛み。15分座っていられない。 

・MTが上手くできずに辛い。 

・調査項目が認知症のテストのようで嫌だった。 

など、否定的な感想も聞かれた。 

 

【考察】 

1．認知機能、精神健康度の結果 

実施群は介入前の MMSE の得点は中央値 23-24 

点で、MT後は中央値 26点に上昇し、改善がみら 

れた。GHQ12 の得点は中央値 10 点で MT後は中央 

値 4点に改善し、2要因分散分析の結果、MMSEに 

有意な交互作用、GHQ12 の交互作用に有意傾向が 

みられた。この結果から、実施群は全般性認知機 

能と精神的健康度がマルチタスクプログラムに 

より効果が示された。メタ解析でも DT 群が単一 

の運動群に比較し有意に改善することが明らか 

になっている 5）。本邦においても、軽度認知 

障害高齢者に対して 90分 40 週にわたり DT の 

コグニサイズを実施し、DT 実施群は MMSE 得点、 

言語の流暢性等が有意に良好だった 6)。これらの 

結果から DT は軽度認知障害高齢者の認知機能の 

向上・維持に効果があることが示唆されている。 

今回実施した LKは週 2回、1回 15分 6週間で 

効果がみられ、先の研究より短い時間で結果が得

られた。ただし今回はマンツーマンで行い、集団

で同様の結果が得られるかは不明である。 

GHQ12 による精神健康度の改善もみられた。6 

週間終了後の感想では、楽しかったと述べる人が

多く、LK 内容やオリジナルの道具の利点と考え

られる。高齢者の運動による精神健康度に対する

効果は一致した結果が得られていない 7）。今回

の MT においては認知機能、精神健康度の両面の

改善がみられたが、介入群 2 名が脱落し、「トレ

ーニングがうまくできない」「言葉がうまく出な

い」などの感想が聞かれた。トレーニングを楽し

めず、脱落したものに留意する必要があり、脱落

者は精神健康度が改善しなかった可能性が考え

られた。 

 

2．ストループ検査結果 

逆ストループ検査結果で、実施群は所要時間 

の短縮はみられなかったが、正答数で有意な改善

が認められ、分散分析でも交互作用に有意差が認

められた。ストループ課題は注意力、集中力を要

する課題であり 8）、今回の介入により、注意力、

集中力が改善したことが示唆された。ドイツでは

ゴルファーを目指している 12‐17歳の青少年を

対象に 1 回 60分 3 ヶ月間 LK を実施し、失敗の確

立が著明に減少したことが報告されている 9）。

今回の検討から軽度認知障害や軽症認知症高齢

者に対して注意力、集中力の改善が示された。ま

たストループ課題は色と形態を判断する問題で

ある。LK では眼球トレーニングがあり、また色

や形態を瞬時に反応するメニューがあり、これら

のトレーニングプログラムがストループ課題に

有効だった可能性が考えられる。 

 

3．NIRS検査結果 

 実施群はストループ実施時に OXHｂに有意な

変化がみられなかったが、待機群は 2回目の測

定でストループ実施時の左前頭部の血流が低下

した。NIRS 検査では課題処理中に、左前頭部の

血流に変化があるとされているが 10)、今回はむ

しろ待機群で前頭部の血流が低下している。実



 

施群、待機群の結果から、MT を実施しなかった

待機群は前頭部の機能の低下が生じたが、脳へ

の刺激となる MTを実施するとその低下が抑え

られた可能性が考えられる。 

 

4．体力測定の結果 

 開眼片足立ち及び最大歩行において、実施群

は有意に改善がみられた。今回の MTは対象者の

身体状況及び安全面を考慮し、全員座位で行っ

たが、それでもバランス能力や歩行が改善した

点は注目される。今回の LKはメニューの中で眼

球を動かす運動が特徴の一つである。国内では

平均年齢 67 歳の健康な高齢者に対して、1回 15

分、1日 3回 3ヶ月視機能トレーニングを実施

し、バランス能力が改善したことを報告されて

いる 11）。また、平均年齢 77.7歳の女性高齢者

91名を対象に認知機能やバランス能力などを調

査し、認知症の疑いがある者は眼球移動速度が

低下し、注意威力や歩行速度も低下することが

報告されている 12）。このことから、LKの視覚運

動メニューが、座位で実施したにもかかわらず

バランスや歩行機能の改善の一助になった可能

性が考えられる。なお、フレイル高齢者は転倒

リスクが高く、DTが転倒予防に効果があるとさ

れている 5）。LK プログラムはバランス能力、注

意力、認知力に効果が見られたことから、転倒

予防にも効果がみられる可能性が推察される。

眼球トレーニングを含む LK は、身体的フレイル

の高齢者にとって有望な運動と考えられる。 

 

【結論】 

本研究では MMSE、精神健康度、遅延再生、ス

トループ課題による注意力、NIRSによる左前頭

葉機能低下の抑制、バランス能力、歩行速度に改

善がみられた。認知機能やストループ課題の改善

は MT による認知機能や注意力の改善効果と考え

られた。 短時間の座位で実施したにもかかわら

ずバランス能力や歩行速度が改善した背景に、LK

の特徴的な視覚運動メニューの効果の可能性が

考えられた。LK は心身機能が低下したフレイル

高齢者に対する認知機能、精神健康、運動機能の

改善プログラムに有望と考えられた。LKのマル

チタスクプログラムが、今後の日本のフレイル対

策の一助になることが期待される。 

 

【本研究の限界と今後の課題】 

本研究は男性対象者が少なかったため、男性対

象者を増やした効果検証が必要である。また、今

回はマンツーマンで実施したため、今後は集団で

実施した場合の効果についても検証が必要であ

る。更に眼球運動効果を明らかにするためには、

視野や動体視力の検査も必要である。 

 

【引用文献】 

1） 上村一貴ら(2018)フレイル予防に向けたア

クティブ・ラーニング型健康教育介入の効果.

理学療法学,45(4):209～217. 

2） 島田裕之ら（2015）認知症予防のための運動

療法.日本基礎理学療法学雑,18(2):13-18. 

3） Demirakca,T. et al(2016)The Exercising 

Brain: Changes in Functional Connectivity 

Induced by an Integrated Multimodal 

Cognitive and Whole-Body Coordination 

Training. Neural Plasticity, Article ID 

8240894:11pages 

4) Ozuak, A. (2019)Differential Learning as 

an Important Factor in Training of 

Football Technical Skills. Journal of 

Education and Training Studies, 

7(6):68-76. 

5) Karssemeijer,E.G.A. et al.,(2019)The 

quest for synergy between physical 

exercise and cognitive stimulation via 

exergaming in people with dementia: a 

randomized controlled trial. Alzheimer’s 

Research & Therapy, 11:1-13. 

6) Shimada, H. et al., (2018) Effects of 

combined physical and cognitive exercises 

on cognition and mobility in patients with 

mild cognitive impairment: a randomized 

clinical trial. Journal of American 

Medical Directors Association, 

19(7):584-591. 

7) Lindwall, M. et al., (2007) Depression and  

exercise in elderly men and women: findings  

from the Swedish national study on aging 

and care. The Journal Aging Physical 

Activity, 15(1):41-55. 

8）細田香織ら(2009) 短縮版ストループテストの 

   妥当性と信頼性の検証 .身体教育医学研

究,10: 23-30. 

9）LifeKinetik(2016)科学的検証の一例 

https://lifekinetik.jp/scientific-studie

s-2 

10)Hyodo,K.et al.(2012)Acute moderate 

 exercise enhances compensatory brain 

 activation in older adults. Neurobiology  

of Aging, 33: 2621-2632. 

11）石垣尚男ら(2012) 高齢者の視機能トレーニ 

  ングによるバランス力の改善.愛知工業大学 

  研究報告, 47: 341-345. 

12) 井上忠利ら(2016)地域在住高齢者の認知機 

  能状態別における眼球運動と生活機能の比

較 . 作 業 療 法 士 ジ ャ ー ナ ル ,50 (12): 

1331-1336. 

 


