（69）

2001.2.1

原

著

澤田

69

高齢者の知的機能および日常生活動作に及ぼす
TEAS治療の効果について
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Abstract
We investigated whether TEAS affected intellect in the elderly, prevented the decline of daily activity and/or
improved HDS-R and elderly activity valuation scale in 93 aged patients over 70.
As a result, HDS-R and the elderly activity valuation scale increased after 8 weeks, in the physical exercise group
that also received TEAS treatment, indicating a tendency to improve. Improved intellect was measured by asking
subject to guess the time and date, recollect some words, and remember five items in HDS-R. All items on the
elderly activity valuation scale were improved except for hearing and appetite. Many patients showed increased
scores in combination with TEAS. Before treatment, patients in both groups were divided into 4 subgroups by HDSR score and change in HDS-R was investigated after treatment for 8 weeks. Those scoring 16 points or more on the
initial test tended to show an increased score in both groups, those showing 11-15 points initially demonstrated an
increased score only in exercise in the combined group, and those showing 10 points or less did not demonstrate any
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change in either group.
Based on these results, physical therapy combined with TEAS appeared to accelerate daily activity and promote
intellect and cognition in the elderly.
Key Words : elderly, transcutaneous electrical acupuncture point stimulation (TEAS), revised version of
hasegawa's dementia scale (HDS-R), intellect, daily activity

Ⅰ．研究目的
我が国の高齢化は、他国に例をみない程に急速

療法にTEAS治療を併用した群（TEAS併用群）に
て検討した。

に進み、21世紀の半ば（2050年）には、国民の３
人に１人が65歳以上の高齢者となる超高齢社会を

Ⅱ．研究方法

迎えると言われている1）。それに伴い介護や支援

１．対象

を必要とする寝たきりや痴呆性老人あるいは虚弱

Ｎ病院（ケアミックスの病院）に入院中の患者

老人は、現在の約200万人から2025年には約520万

で、70歳以上の高齢者105名（男性30名、女性75

人に達すると予測され1）、なかでも痴呆性老人の

例）を対象とした。しかし、経過中に退院した12

増加は深刻である。本間は痴呆性老人は1997年で

名（男性４名、女性８名）は脱落例として扱い、

は65歳以上の約6.9%（約120万人程度）であった

残る93名（男性26名、女性67名、平均年齢80.2

ものが2020年には8.6%（約270〜280万人程度）に

歳）を調査対象とした。対象者の７割は内科系疾

達すると推定している2）。

患であり、３割は整形外科系疾患であった。ただ

このように高齢化の進行と共に増加する痴呆性

し脳卒中後遺症患者は除外した。

老人に対しては、薬物療法、運動療法、作業療法

対象者は、全員理学療法室にて運動療法（病態

など様々な試みが展開されているが、未だ予防法、

に応じた一般的機能回復訓練）を受けている患者

治療法ともに確立されていない。その中で、鍼灸

であった。これらの患者を治療開始前（治療前）

治療（TENS含む）も一つの治療方法として試み

に改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R：

られているが、現在までのところアルツハイマー

Revised version of Hasegawa's Dementia Scale）のス

型痴呆症に対しては、石崎らによる鍼灸治療 3）、

コアを基準にして４つに層別化（21点以上、20〜

E.ScherderらによるTENS治療4）、血管性痴呆症に

16点、15〜11点、10点以下）し、各層毎に封筒法

対しては頼らによる鍼治療（電気鍼群と鍼刺群）

にて運動療法のみを行う運動療法単独群と運動療

5）等の報告をみるのみである。

法にTEAS治療を併用するTEAS併用群に分けた。

鍼灸治療はその治療原理を内的治癒力の賦活に

21点以上では運動療法単独群11名（平均年齢76.8

おくことから副作用が極めて少ない安全な治療法

歳

であり、高齢者に適した治療法の一つと考えられ

用群14名（平均年齢78.6歳

ている。特にTEAS(Transcutaneous Electrical

性12名79.1歳）、20〜16点の層では運動療法単独

Acupuncture point Stimulation）6）は、鍼を用いな

群12名（平均年齢76.3歳

男性３名71.7歳

女性８名78.8歳）、TEAS併
男性２名75.5歳

男性6名75.3歳

女

女性６

い鍼治療の原理を応用した治療法であり、安全

名77.2歳）、TEAS併用群12名（平均年齢81.3歳

性・簡便性に優れていることからより高齢者に適

男性４名77.3歳

した治療法である。

では運動療法単独群12名（平均年齢81.3歳

そこで我々は、将来的には鍼灸治療による痴呆
性老人への予防及び治療を視野に入れ、現状にお

２名80.5歳

女性８名84.0歳）、15〜11点の層
男性

女性10名81.2歳）、TEAS併用群13名

（平均年齢81.2歳

男性６名82.2歳

女性７名80.3

いては先ずTEAS治療が高齢者の知的・認知機能

歳）、10点以下の層では運動療法単独群９名（平

および日常生活の活動性に及ぼす効果について、

均年齢83.9歳 男性２名84.0歳 女性７名83.9歳）、

運動療法のみを行う群（運動療法単独群）と運動

TEAS併用群10名（平均年齢83.4歳 男性１名80歳
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表１．改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）

女性９名83.8歳）であった。

３．TEAS治療の方法
TEAS治療は左右の合谷―手三里に2Hzで軽度の

２．評価方法
評価は、HDS-Rおよび老人行動評価尺度を使用

筋収縮が生ずる程度の強度（約100V程度）で15分
間通電した。治療は、週３回で８週間実施した。

した。評価は治療開始前（治療前）、治療４週間

刺激装置はポインターＦ３（伊藤超短波製、電極

目（４週間目）、治療８週間目（８週間目）に同

は半円球型の直径11mm電導ゴム）を使用した。

一検者が同一場所で行なった。
HDS-Rは、見当識（年齢・日時・場所）、記銘

４．統計処理

力、注意と計算、数字の逆唱、記憶の再生、物品

治療前、4週間目、8週間目の全体および層別化

呼称、言語の流暢性に関する項目から構成されて

での両群間スコアの比較には二元配置の分散分析

いる。スコアの最高点は30点であり、20点以下を

を用い、両群間におけるスコアの改善（増加）・

痴呆、21点以上を非痴呆とした場合に最も高い鑑

変化なし・悪化（減少）のカテゴリーによる患者

別性を示す（表１）7)-11)。

数の比較にはχ2検定を用いた。統計ソフトはSPSS

老人行動評価尺度は、移動・視覚・聴覚・排
泄・摂食・入浴・整容の身体機能の項目と病棟作

8.0J（Windows）及びStatView-J 4.5（Macintosh）
を使用した。

業の手伝い・個人的な反応・集団行動の社会的行
動の項目から構成されており、スコアの最高点は

Ⅲ．結果

50点である（表２）。

１．HDS-Rの変化
全体についてHDS-Rの変化を運動療法単独群お
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表２．老人行動評価尺度（改訂版）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
入 浴
身体機能
移 動
５．完全な移動（外出や散歩）
４．短距離の移動（ベットからトイレ、病室から食堂
へ）
３．歩行器または介助による限定的移動
２．加齢や手術により移動不可能
１．変性疾患（パーキンソン、多発性硬化症など）
視 覚
５．読んだり手仕事が出来る位にみえる
４．ほとんどの人を見ただけで認知できる
３．ほとんどの場所は一人で歩くくらいに十分に見え
る
２．明暗の判断（白内障,緑内障,加齢）のみ可能
１．全盲
聴 覚
５．よく聞こえる
４．困難ではあるが、普段は何を言っているか理解で
きる
３．補聴器を使ったり、大声を出せば理解できる
２．音は聞こえるが何を言っているかわからない
１．全聾
排 泄
５．いつも自分で（室内）便器を使用する
４．時々コントロールする（思い出したり、忘れたり
する）
３．コントロールできないが、必要な援助を介助者に
合図して知らせる
２．便意のコントロールはできるが排泄はできない
１．失禁しても全くわからない（便意、尿意）
摂 食
５．難なくきちんと自分で食べる
４．食器を使うことができ、最小限の監督下で自分で
食べられる
３．介助者に協力的で、飲み物は自己摂取可能
２．説得されて食べるか、食べさせられる
１．全介助。柔らかい食物や飲み物を病室へ運ぶこと
が必要

５．清潔に保ち、一人で入浴したり、洗える
４．気づいたとき、むりなく入浴、洗える
３．手伝いまたは介助者の監督下で入浴する
２．手伝いで浴槽へ入ることができる
１．介助者による入浴が必要
整 容（整髪、ひげそり、更衣、化粧）
５．忘れることなく、毎日自分で整容する
４．時折自分から、あるいは気づかせてあげれば整容
を試みる
３．手助けを求め、身ぎれいにしていたい
２．介助者が整髪やひげをそってあげると感謝する
１．自己管理できない

社会的行動
病棟作業の手伝い（ベッド作り、シ−ツたたみ、他患者
の食事の世話など）
５．自己の動機づけがあれば、何もいわれなくても通
常行う
４．報酬があれば通常行う
３．説得すれば時折行う
２．できない。その気がない
１．できない。身体的に不可能
個人的な反応
５．他人と会話を始め、しかも、ほぼ適切である
４．ひとりの患者や職員と親しい関係が持てる
３．職員や他患者との非言語的な接触をしようとする
２．介助者の注意に、適切に（言語的、非言語的な）
反応する
１．介助者の注意の喚起にほとんど反応しなかったり、
不適切な反応しかしない
集団行動
５．アイディアをだし、容易に意見を出す
４．会話や計画に参加する。アイディアは出さない
３．説得されれば、受け身的であるが、集団の中に入
ろうとする
２．直接注意されれば、最小限に応ずる
１．何が起きているのか全く認識できない

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

よびTEAS併用群で比較した（図１）。その結果、
運動療法単独群では治療前は16.05±1.0点（平
均±標準誤差）、４週間目は16.98±1.1点、８週間
目は17.68±1.2点であり、TEAS併用群では15.78±
0.9点、17.49±1.1点、18.08±1.1点であった。二
元配置の分散分析では、両群とも治療前、４週間
目、８週間目では、スコアは有意（F=18.146 p＜
0.001）に増加したが、両群間では、有意（交互作
用F=0.804

p=0.449）な差は認められなかった。

そこで治療前と８週間目のスコアの差より３点
（10%）以上の増加を「改善」、２点〜−２点の範
囲を「変化なし」、３点以上の減少を「悪化」と

図１． HDS-Rの変化
□は運動療法単独群、●はTEAS併用群を示す。両群とも
８週間目では、HDS-Rのスコアが増加し、改善傾向を示し
たが、両群間での有意な差は認められなかった。
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表３．HDS-Rによる改善・変化なし・悪化の比較
治療前と８週間目のHDS-Rのスコアの差から（改善、変化なし、悪化）のいずれかに判定し、両群間で比較した。TEAS併用
群において改善する患者が多かったが、両群間での有意な差は認められなかった。

改善

変化なし

悪化

運動療法単独群

18

20

6

TEAS併用群

27

17

5

（χ2検定ｐ=0.48 n=93 人数）

図２．HDS- R のスコアの層別化による比較
□は運動療法単独群、●はTEAS併用群を示す。治療前のHDS-Rの点数を21点以上（Ａ）、20〜16点（Ｂ）、15〜11点（Ｃ）、
10点以下（Ｄ）の４つに層別化し、両群で比較した。16点以上（Ａ、Ｂ）では両群ともスコアの増加が認められ、15〜11点
（Ｃ）ではTEAS併用群のみスコアの増加が認められ、10点以下（Ｄ）では両群ともスコアの変化は認められなかった。

表４．HDS-Rのスコアの層別化による改善・変化なし・悪化の比較
15〜11点の層のみTEAS併用群において改善した患者が有意に多かった。（χ２検定 p=0.055）しかし他の層では、両群間で
の有意な差は認められなかった。

改善

変化なし

悪化

χ2検定

21点以上
（n=25）

運動療法単独群
TEAS併用群

4
6

7
6

0
2

p=0.34

20〜16点
（n=24）

運動療法単独群
TEAS併用群

7
7

4
4

1
1

p=1.00

15〜11点
（n=25）

運動療法単独群
TEAS併用群

3
9

7
4

2
0

p=0.055

10点以下
（n=19）

運動療法単独群
TEAS併用群

4
4

2
3

3
3

p=0.93
（n=93 人数）
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表５．HDS-R の質問項目別における比較
両群間で有意な差は認められなかったが、両群ともに日時の見当識、記憶の再生、物品呼称において改善した患者が多かった。

改善

変化なし

悪化

χ2検定

1．年齢

運動療法単独群
TEAS併用群

7
4

31
40

6
5

p=0.44

2．日時

運動療法単独群
TEAS併用群

18
22

19
18

7
9

p=0.82

3．場所

運動療法単独群
TEAS併用群

4
1

35
46

5
2

p=0.14

4．言葉の記名

運動療法単独群
TEAS併用群

2
4

41
41

1
4

p=0.44

5．計算

運動療法単独群
TEAS併用群

9
9

23
31

12
9

p=0.51

6．数字の逆症

運動療法単独群
TEAS併用群

8
14

26
21

10
14

p=0.30

7．記憶の再生

運動療法単独群
TEAS併用群

19
27

13
16

12
6

p=0.19

8．物品呼称

運動療法単独群
TEAS併用群

20
29

16
10

8
10

p=0.24

9．言葉の流暢性 運動療法単独群
TEAS併用群

19
11

20
30

5
8

p=0.11
（n=93 人数）

して患者数を集計した結果、運動療法単独群では

な差は認められなかった。そこで全体の層別にし

改善18名、変化なし20名、悪化６名に対し、TEAS

たがって改善・変化なし・悪化の患者数を集計し、

併用群では27名、17名、５名と改善例は多かった

各層毎に両群間におけるχ2検定を行ったところ、

が、両群間におけるχ2検定では有意（p=0.48）な

15〜11点の層でTEAS併用群が有意に改善した患

差は認められなかった（表３）
。

者が多かった（表４）。

４つの層別化に従って各層毎に両群を比較した
（図２）。その結果、二元配置の分散分析において

さらにHDS-Rの各項目につき、治療前と８週間
目とのスコアの差について、1点以上の増加を「改

10点以下の層では両群ともに治療前、４週間目、

善」、変化がない場合を「変化なし」、１点以上の

８週間目でのスコアの変化（F=0.470

減少を「悪化」として患者数を集計した（表5）。

および両群間（F=0.239

p=0.629）、

p=0.789）には有意な差

両群とも日時の見当識・記憶の再生・物品呼称の

は認められなかった。21点以上・20〜16点の層で

３項目で改善した患者は多かったが、両群間にお

は両群ともに治療前、４週間目、８週間目でのス

けるχ2検定の結果は、有意な差は認められなかっ

コアは有意（F=6.397・9.024 p=0.004・0.001）に

た。そこで上記の３項目につき４つの層別化につ

増加したが、両群間では有意（F=0.168・0.168

いて、両群を比較したところ、日時の見当識では

p=0.846・0.864）な差は認められなかった。15〜

20〜16点の層でTEAS併用群の改善が顕著であり、

11点の層では両群ともに治療前、４週間目、８週

記憶の再生および物品呼称では15〜11点の層で

間目でのスコアは有意（F=5.463

TEAS併用群の改善が顕著であった（図３）
。

p=0.007）に増

加したが、両群間では、有意（F=2.161 p=0.127）

2001.2.1

（75）

原著

75

図３．日時の見当識（ａ）
、記憶の再生（ｂ）
、物品呼称（ｃ）についての比較
21点以上の層は◇を運動療法単独群、◆をTEAS併用群、20〜16点の層は△を運動療法単独群、▲をTEAS併用群、15〜11点
の層は□を運動療法単独群、■をTEAS併用群、10点以下の層は○を運動療法単独群、●をTEAS併用群として示す。日時の
見当識では20〜16 点の層、記憶の再生および物品呼称では15〜11点の層でTEAS併用群にスコアの増加が認められた。

２．老人行動評価尺度の変化

有意な差は認められなかった。

老人行動評価尺度の変化を運動療法単独群およ

さらに老人行動評価尺度の各項目について、治

びTEAS併用群で比較した（図４）。その結果、運

療前と８週間目とのスコアの差より１点以上の増

動療法単独群では治療前は33.59±1.2点（平均±

加を「改善」、変化がない場合を「変化なし」、１

標準誤差）、４週間目は35.20±1.2点、８週間目は

点以上の減少を「悪化」として患者数を集計した

35.84±1.3点であり、TEAS併用群では35±1.1点、

（表７）。両群間におけるχ 2検定の結果では有意

37.27±1.1点、39±1.1点であった。二元配置の分

な差は認められなかったが、両群とも聴覚と摂食

散分析では両群とも治療前、４週間目、８週間目

の項目を除く他の項目では改善例は顕著に多く、

でのスコアは有意（F=15.731

しかもTEAS併用群の方がより多かった。

p＜0.001）に増加

したが、両群間では有意（交互作用F=1.093
p=0.338）な差は認められなかった。そこで治療前
と８週間目とのスコアの差より５点（10%）以上

３．HDS-R及び老人行動評価尺度における変化量
の関係

の増加を「改善」、４点〜−４点の範囲を「変化

HDS-Rおよび老人行動評価尺度について、治療

なし」、５点以上の減少を「悪化」として患者数

前と８週間目のスコアとの変化量を相関図として

を集計した結果、運動療法単独群では改善12名、

比較した（図５）。両群を比較するとHDS-Rおよ

変化なし27名、悪化５名に対し、TEAS併用群で

び老人行動評価尺度ともにスコアが増加した患者

は改善17名、変化なし30名、悪化２名と改善例は

数（第１象現に位置する患者）は運動療法単独群

多かった（表６）が、両群間におけるχ2検定では

では44名中20名（45.5％）、TEAS併用群では49名
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表６．老人行動評価尺度による改善・変化なし・悪化の比較
治療前と8週間目の老人行動評価尺度のスコアの差から（改善、変化なし、悪化）のいずれかに判定し、両群間で比較した。
両群間での有意な差は認められなかった。

改善

変化なし

悪化

（χ2検定ｐ=0.34 n=93 人数）

表７．老人行動評価尺度の質問項目別における比較
両群間で有意な差は認められなかったが、両群とも、聴覚と摂食を除いたすべての項目では、改善例が顕著に多く、しかも
TEAS併用群でより多かった。

改善

変化なし

悪化

χ2検定

1．移動

運動療法単独群
TEAS併用群

12
23

26
23

6
3

p=0.11

2．視覚

運動療法単独群
TEAS併用群

13
15

25
30

6
4

p=0.75

3．聴覚

運動療法単独群
TEAS併用群

6
7

34
39

4
3

p=0.93

4．排泄

運動療法単独群
TEAS併用群

23
21

17
23

4
5

p=0.62

5．摂食

運動療法単独群
TEAS併用群

5
11

33
36

6
2

p=0.14

6．入浴

運動療法単独群
TEAS併用群

12
19

25
24

7
6

p=0.55

7．整容

運動療法単独群
TEAS併用群

12
20

24
20

8
9

p=0.35

8．手伝い

運動療法単独群
TEAS併用群

14
19

20
24

10
6

p=0.42

9．個人的な反応

運動療法単独群
TEAS併用群

10
14

29
27

5
8

p=0.61

10．集団行動

運動療法単独群
TEAS併用群

13
18

21
28

10
3

p=0.08
（n=93 人数）

図４．老人行動評価尺度の変化
□は運動療法単独群、●はTEAS併用群を示す。両群
とも８週間目では老人行動評価尺度のスコアが増加
し、改善傾向を示したが、両群間での有意な差は認
められなかった。
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図５． HDS-Rの変化量と老人行動評価尺度の変化量との関係
□は運動療法単独群、●はTEAS併用群を示す。HDS-Rと老人行動評価尺度において治療前と８週間目との変化量を相関図と
して示した。HDS-Rおよび老人行動評価尺度の両方のスコアが増加（第一象現）した患者は、TEAS併用群で多くみられた。

中32名（65.3％）であり、TEAS併用群が多かっ

いたHDS-Rは、Cut off Pointを20/21に設定した場

た。

合、sensitivity は0.83、specificityは0.82で最も信頼
性が高く、1975年にFolstein MFらにより認知機能

Ⅳ．考察

障害測定を目的に開発され広く世界で使用されて

超高齢社会を迎えようとしている我が国におい

いるMini-Mental State Examination（MMSE）との

ては、高齢者の知的・認知機能の低下、すなわち

相関係数は0.94と高い7), 8)。また10点以下は痴呆

痴呆化は医療の問題だけではなく、介護を行う家

症であり、11〜20点の間では正常者と痴呆者が混

族をも巻き込む社会問題でもある。しかし、痴呆

在しており、21点以上は正常者であるとの報告も

に対しての有効な予防法および治療法は今だ確立

あり14）、痴呆のスクリーニングとしての信頼性は

されておらず、薬物療法、運動療法、作業療法な

高いテストである。本研究では、対象者を治療に

どの様々な治療が試行段階にある。

先だってHDS-Rのスコアにより４つに層別化し、

本研究では、鍼灸医学の立場からTEAS治療が

さらに封筒法にて無作為に運動療法単独群とTEAS

高齢者の知的・認知機能の改善および日常生活の

併用群の２群に分けた。なお、TEAS治療を使用

活動性に有効であるか否かを検討する目的で70歳

した理由については、TEAS治療は安全で在宅や

以上の患者を対象にHDS-Rおよび老人行動評価尺

施設で家族や介護者が簡単に行える治療法であり、

度を指標に検討した。

高齢者に対する既存の方法（運動療法やデイケア

対象は、ケアミックス病棟に入院中で一般的に

サービス）との併用が可能であること、そして治

行われている機能回復訓練（運動療法）を受けて

療効果については、鍼通電療法と類似しているこ

いる脳卒中後遺症のない患者であった。評価に用

とからである12）。
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的に取り入れてもよいのではないかと考えている。

もにHDS-Rおよび老人行動評価尺度のスコアが有

しかも本研究の全期間を通してTEAS治療による

意に増加し、HDS-Rの項目では日時の見当識、記

治療過誤や副作用は全く見られなかったことから、

憶の再生、物品呼称、老人行動評価尺度では聴覚

安全性・簡便性・操作性のよいTEAS治療は、誰

と摂食以外のすべての項目でスコアは増加した。

でも、何処でも、何時でもできる高齢者に適した

このことから、知的・認知機能では、見当識や短

治療法であると考える。

期記憶（記銘力）に関する機能、日常の生活活動

これまでTEAS治療のような軽微な物理的刺激

では移動・排泄・入浴・整容の身体機能および病

を痴呆の治療に応用した報告は少なく、現在まで

棟作業の手伝い・集団的行動の社会的行動が改善

のところE.Scherderら4）によるアルツハイマー型

されやすいことが示唆された。しかもTEAS 併用

痴呆症に対するTENS刺激の報告と、頼ら5）が血

群でスコアが増加した患者が多く、両指標におけ

管性痴呆症に対する鍼通電及び刺鍼の報告がある

るスコアの変化量の関係では、HDS-Rと老人行動

のみである。E.Scherderらは、TENS刺激はアルツ

評価尺度の両方ともに改善した患者はTEAS併用

ハイマー型痴呆症に対して短期記憶および言語の

群で多く見られた。以上のことから高齢者患者に

流暢性の改善に有効であったと報告しており、本

対して運動療法にTEASを併用した治療は、より

研究の結果とほぼ同様であった。また、頼らは、

患者の日常生活の活動性を高め、知的・認知機能

血管性痴呆症に対して刺鍼療法あるいは鍼通電療

の低下を予防し、改善させる可能性が示唆された。

法（2〜4Hz）を行い、鍼通電療法の方が痴呆スケ

さらに知的・認知機能については、その程度に

ールの改善に有効であったと報告している。しか

よって運動療法とTEAS併用療法の効果が異なる

し、既報における評価および刺激条件（刺激頻度、

ことが考えられ、この点を明らかにするために治

刺激部位、刺激時間）などは本研究のそれと大き

療前のHDS-Rスコアにて村井ら13）の判定基準に

く異なっており、比較検討は難しいものの本研究

従って４つに層別化して検討を行った。その結果、

で行ったTEAS治療の方がはるかに短時間でソフ

運動療法あるいは運動療法にTEAS治療を併用さ

トな刺激方法であり、その点においてはより臨床

せることは、正常の層（21点以上）あるいは正常

や介護の現場で普及しやすいものと考えている。

に近い層（20〜16点）の患者では両群ともにスコ

なお、TEAS併用治療およびTEAS治療が高齢者

アは有意に増加し、痴呆化の予防法としての可能

の知的・認知機能に影響を及ぼす作用機序につい

性が示唆された。ただし痴呆に近い層（11〜15点）

ては今のところ不明である。TEAS治療による脳

の患者ではTEAS併用群が運動療法単独群よりス

への影響、運動療法による身体各部からの刺激に

コアが増加し、改善例が多かったことから、運動

よる脳への影響、更には日常生活における活動性

療法にTEASを併用した方が低下した知的機能の

の向上による脳への影響など複数多要因の関与を

改善には効果的であること、すなわち治療法とし

考慮しなければならないが、運動療法単独よりは

ての可能性があることが示唆された。しかし、痴

TEAS治療を併用することの方がより効果的であ

呆状態の層（10点以下）の患者ではTEAS治療の

ったことから、TEAS刺激の脳への影響を究明す

併用によってもスコアの改善は認められなかった

ることが作用機序解明への重要な要素であると考

ことから、痴呆状態が進行している患者では、無

えている。痴呆における知的・認知活動の低下に

効であると考えられた。

ついては、皮質脳血流量の低下14), 15)や脳内活性物

本研究では、対象者の痴呆症の有無についての

質の異常15), 16)が指摘されているが、中でも皮質脳

確定診断は行っておらず、HDS-Rを指標に高齢者

血流量の低下は言語や認知機能の異常に関係する

の知的・認知機能に及ぼすTEAS治療の効果を検

と指摘されていることからこの点の解明が急がれ

討したに過ぎずない。しかし、痴呆症の治療が確

る。これまでに体表刺激と皮質血流との関係につ

立されていない現状では、本研究の結果から痴呆

いての報告は少ないが、矢野ら18）は、ヒトで上肢

の予防及び軽度痴呆症の治療にTEAS治療を積極

の鍼通電刺激は局所脳血流量および代謝を増加さ
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せると報告し、Kurosawaら19）はラットで体表刺
激（鍼刺激、接触刺激など）は脳内アセチルコリ
ンを作動させ、皮質血流量を増加させると報告し

79

６）兵頭正義，北出利勝．SSP療法．SSP療法研究
会．1984;2-3.
７）加藤伸司，下垣

光，小野寺敦志他．改訂長

ている。本研究で行ったTEAS刺激も脳血流量を

谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）の作

増加させた結果、知的・認知機能の改善を促した

成．老年精神医学雑誌．1991;2:1339-47.

ものと推測されるが、この点については現在キセ
ノンCTによる局所脳血流量測定等を行いながら、

８）長谷川和夫．老年者の認知機能の評価法．
Geriatric Medicine. 1994;32:525-31.

作用機序の一端を解明すべく検討を進めている。

９）大塚俊男．老年期痴呆の評価スケール．総合

Ⅴ．結語

10）柄澤昭秀．地域調査における老年期痴呆のス

リハ．1990;18:93-100.
TEAS治療が高齢者の知的・認知機能および日
常生活に及ぼす効果を検討する目的で、70歳以上
の高齢者患者93名を運動療法単独群とTEAS併用
群とに分けて、HDS-Rおよび老人行動評価尺度を
指標に検討した。
１）運動療法群およびTEAS併用群ともHDS-Rの
スコアは有意に増加する傾向を示した。
２）治療開始前のHDS-Rのスコアが15〜11点の層
では、TEAS併用群において有意に改善した
患者が有意に多かった。
３）HDS-Rでは、特に日時の見当識・記憶の再
生・物品呼称の３項目で顕著な増加を示した。
４）運動療法群TEAS併用群とも老人行動評価尺
度のスコアは有意に増加する傾向を示した。
５）老人行動評価尺度では、聴覚と摂食の項目に
ついてはわずかに増加しただけであったが、
他の項目では顕著に増加を示した。
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旨

TEAS治療が、高齢者の知的・認知機能および日常生活の活動性に及ぼす効果を検討する目的で、70歳
以上の患者93名を無作為に運動療法のみを行う群（運動療法単独群）と運動療法にTEAS治療を併用する
群（TEAS併用群）に分け、HDS-Rおよび老人行動評価尺度を指標に検討した。
その結果、1)運動療法単独群およびTEAS併用群ともに、HDS-R、老人行動評価尺度のスコアは有意に
増加し、改善傾向を示した。その傾向を強く示した項目は、HDS-Rでは日時の見当識・記憶の再生・物品
呼称、老人行動評価尺度では聴覚と摂食以外のすべての項目であり、両指標とも改善した患者はTEAS併
用群において多かった。2)治療前のHDS-Rのスコアを基準に対象者を4つに層別化した。21点以上および
16〜20点の層では運動療法単独群およびTEAS併用群ともにスコアは有意に増加する傾向を示した。11〜
15点の層でも両群ともスコアは有意に増加を示したが、改善例はTEAS併用群が有意（p=0.055）に多かっ
た。なお10点以下の層では、両群とも変化は認められなかった。
以上の結果から、運動療法は高齢者の知的・認知機能および日常生活の活動性を高めるが、TEAS治療
を併用することでよりその効果を高めることが認められた。
Key Words：高齢者、Transcutaneous Electrical Acupuncture Point Stimulation（TEAS）、Revised version of
Hasegawa's Dementia Scale （HDS-R）、認知機能、日常生活動作

