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高齢アルコール依存症の遂行機能障害に対する
TinkerToyを用いた訓練の紹介

本研究で開示すべきCOIはありません。
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背景 高齢アルコール依存症と遂行機能障害

◆高齢アルコール依存症(高齢AL,65+years)入院患者の特徴（新田ら,2017)
・60歳以降の高年発症
・酒量増加のきっかけ：定年退職や配偶者の死、身体疾患
・社会経済的地位は良好
・消化器内科や救急科からの紹介でアルコール依存症治療につながる

◆アルコール依存症と遂行機能障害
前頭前野萎縮、脳室下角拡大、深部白質病変

↓
前頭葉機能障害、遂行機能障害を呈す
断酒の開始、維持の意思決定を危うくする(Ann-Pascale et al.,2017)

就労予後と関連(Moriyama et al.,2002)

→ALを対象とした認知リハビリテーション
(Mathai et al., 1998;Alfonso et al.,2011;Rupp et al.,2012;Bates et al.,2013;Gamito et al.,2014, 

Teixidor López et al.,2016; Valls-Serrano et al.,2016 )海外では報告あるが本邦では未検討

69歳男性 本研究対象者MRI画像

本研究の目的：高齢ALに対し、遂行機能改善に焦点化した訓練プログラムを開発・有効性を検証



本研究の概要

研究
デザイン

ランダム化比較対照試験(RCT）
対照群：依存症標準治療のみ
訓練参加群：依存症標準治療＋いきいきトレーニング

実施場所 国立病院機構 久里浜医療センター

目標症例 30(訓練参加群15名、対照群15名）

効果指標
神経心理検査:MMSE,FAB,TMTA,ZOOMAP
心理尺度:QOL,アルコール問題に関するVAS、FRSBE

評価時期
訓練参加前、参加後の2時点で、対照群と訓練参加
群を比較する。

• 主傷病名がアルコール依存症の診断

• 65歳以上男性

• 依存症専門医療機関に入院中

• MMSEスコア18点～28点

• 入院日より2週間以上経過

• 本人よりインフォームドコンセント、
同意取得可能である

組
入
基
準

• 認知機能低下の主要な要因がアル
ツハイマー型認知、血管性認知症、
レビー小体認知症、前頭側頭型認
知症、頭部外傷

• 主治医より介入プログラムへの参
加が不適と判断された人

除
外
基
準

方法対象者の選定

訓練以外の交絡要因を統制し、エビデンスレベルの高い研究デザインを採用
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①解毒期

アルコールを体から抜く

・点滴(ビタミンB1投与）

・離脱症状を抑える薬物療法

・不眠・不安・幻聴などの

併存精神症状の治療

②身体の回復期

内科治療により

お酒で弱った身体を整える

・肝機能障害、胃腸、心臓、

糖尿病等の合併症治療

・画像・心理検査等施行

③心の回復期

お酒の問題を振り返り、

気づく、断酒に向けた取組み

・酒害教育

・自助会参加の促し

・認知行動療法 等

入院期間：0日 2週間 4週 12週

介入内容 依存症標準治療(対照群と訓練参加群 両方に実施)

心の回復期が最も大切だが、認知機能低下があると適応が難しい



介入内容 いきいきトレーニング (訓練参加群のみに実施)

リハビリツールとしてTTTに注目した点
①加藤(2009) “発散性思考，アイデアの流暢性、
および計画性などの能力が関与する課題“
②課題の難易度の設定調整しやすい
③遂行機能に加え、立体構成の要素も含む
④木製で高齢者にとって手になじむ。

•メタ認知方略の１種

• 目標志向的活動と組み合わせて実施

• TinkerToyを用いた作品づくりを通じて、

自身の行動を振り返り、行き当たりばっ

たりではない、計画に基づいた、効率的

に行動する能力の向上

自己教示
訓練

•主体的に計画・行動をする能力の向上

をねらいとして、実現可能かつ効率的な

計画を立てる練習

•例：日帰り温泉プラン、買い物プラン、

退院後の1日スケジュール、1泊2日旅

行、自助会への道順を考える等

計画立案
課題

TinkerToyTest(TTT)
Lezak(1982)による遂行機能検査の１つ。形状の異な
る50個の部品を組み合わせて、被験者に自由な発想で
作品を創作してもらい、採点、評価

自己教示訓練＆計画立案課題の２つを組み合わせ
週2回(1回60分)×5週間、合計10回で実施



結果 いきいきトレーニング参加 69歳男性 TinkerToy作品変遷

診断：認知機能低下、アルコール問題否認、依存症治療適応なしと前医で判断。
現病歴：40代より妻と別居。60歳から独居で朝から食事をとらずに飲酒。
低栄養、糖尿病の悪化、連続飲酒にて、精神科初回入院。
いきいきトレーニング参加。全10回完了。
【転帰】
プログラム開始後しばらくして、「酒はやめる、これからどうやって生きていくべきか」と相談あり。
本人希望で、退院後は病院の近くにアパートを借りて独居することに。
退院後6か月経過時点で、週5日デイケア通所継続。

訓練参加を通じて、退院後の目標が明確化、断酒に積極的に取り組む
MMSE21点→29点、その他の神経心理検査も全て成績が改善



結果 “いきいきトレーニング” ランダム化比較対照試験の中間解析

訓練参加群
(mean±SD)

対照群
(mean±SD)

年齢 73.2±5.8 73.8±3.2

教育年数 12.8±2.2 11.8±1.9

観察期間 37.5±5.7 39.9±5.9

問題飲酒
開始年齢

61.0±15.6 64.6±13.8

→MMSE,FAB得点
訓練参加群が有意に改善！

→遂行機能検査、アルコール問題に
関する指標、QOL有意差みられず。

◆対象者の概要
割付24名,解析対象21名(訓練参加群11名、対照群10名、脱落3名)
訓練前(ベースライン時)の属性に有意差なし。
訓練前(ベースライン時)のFAB得点のみ有意差あり。訓練参加群＞対照群
◆分析方法
訓練参加群 VS 対照群で、効果指標に差がみられるか検討
ANCOVA;共分散分析(ベースライン時の有意差FAB得点を調整済)
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MMSE,FAB得点は断酒後の自然回復を超える改善が認められた



まとめ

何が効果的に作用したのか？
【１】創造性の刺激
自由度の高い課題が、参加者の創造性を刺激
→普段考えないこと、やらないことに思いをめぐらし、手を動かすという活動が、
前頭前野の賦活を促し、FAB、MMSEの向上につながった可能性

【２】少人数グループという治療構造
訓練場面以外、訓練終了後も参加者同士の積極的な交流、会話がみられたことから、
参加者が仲間意識や、安心感が持てることにつながった
→認知機能が低下していても無理なく楽しく参加
→参加のモチベーション維持に貢献した可能性

本研究の限界
今回の認知機能の改善が、依存症治療成績や、参加者の生きがい、QOLにどう影響したのか
本研究データから示すことができなかった。 「遂行機能UP→依存症予後も良好になる」
→今後、研究デザイン再検討が必要

いきいきトレーニング(自己教示訓練＋計画立案課題)
高齢ALに受け入れられ、一般認知機能および前頭葉機能が改善
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補足 “いきいきトレーニング” ランダム化比較対照試験の解析結果

効果指標の説明 項目

訓練前(mean,SD) 訓練後(mean,SD)

訓練参加群
(n=11)

対照群
(n=10)

訓練参加群
(n=11)

対照群
(n=10)

一般知能 MMSE 25.7(2.3) 24.6(2.0) 28.3(1.5) 25.4(2.0)

前頭葉機能 FAB* *13.8(1.2) *11.2(2.3) 15.5(1.1) 12.3(2.1)

計画、注意 TMT-A 63.0(23.4) 55.8(25.7) 52.4(25.4) 44.6(14.1)

遂行機能(From 

BADS)
動物園地図 3.4(3.9) 1.4(7.0) 8.6(5.3) 4.1(11.2)

QOL
目標志向性 18.3(6.0) 17.6(4.0) 19.0(3.7) 19.0(3.9)

充実感 16.0(5.0) 12．0(5.4) 14.7(5.2) 12.0(5.7)

ビジュアル
アナログスケー
ル(1点-10点)

アルコール問題
へ

の理解度
6.7(2.3) 7.8(2.2) 6.5(2.8) 5.5(3.1)

飲酒渇望 4.8(3.1) 5.9(4.2) 4.6(3.5) 3.1(2.3)

アルコールをや
める自信

5.7(3.3) 6.3(2.3) 6.2(3.0) 7.2(3.0)

前頭葉機能に
関する

問題行動の評価

FrsBe(self 

rating)
92.1(17.2) 102.6(20.3) 91.5(14.3) 101.2(18.8)

* = FAB得点について、訓練参加群と対照群の間に、訓練前成績に有意差が認められた。(t=-3.23,df=19,*p<.05)

訓練参加群
(mean±SD)

対照群
(mean±SD)

年齢 73.2±5.8 73.8±3.2

教育年数 12.8±2.2 11.8±1.9

観察期間 37.5±5.7 39.9±5.9

問題飲酒
開始年齢

61.0±15.6 64.6±13.8

共分散分析を実施し,訓練参加群
VS対照群で,訓練前後で比較検討
プログラム出席率=96％
脱落率=8.3％

→MMSE、FABで
トレーニング参加群が有意に改善！

→断酒による自然回復を超える
認知機能の改善が認められた！



課題提示方法 および 参加者の反応

①目標設定

• 今日は何を作る？

• 作るものの名前、

• イメージを言語化

②ストップ！

• 今、何をしている？

• 目標に対して何パー
セントできた？

③ふりかえり

•目標通りにできた？

•達成率は何パーセント？

•始め考えたのと、実際ど
こがちがった？

自己教示 自己教示

・考えてもみなかったことだ
・おもしろい
・なに作るか考えてきたんだ～
・こどもの頃を思い出す

・案外むずかしい！
・発想が全然ないことにきづいた。
・思ったようにできない
・計画しないと部品が足りない

・もともとモノ作りが好きだったこ
とを思いだした。退院したら、も
のづくりをがんばりたい

楽しい。あっという間に時間が
過ぎる


