
THE BONE Vol.31 No.3 2017-秋号

Ⅰ．フレイル　4．認知的フレイル

44（280）

教室に参加した305名と非参加者305名
との間で1年後の状態を比較したとこ
ろ，運動教室参加者は非参加者に比べて
基本チェックリストのなかで“運動器”
の部分に改善がみられただけでなく，

“認知”の部分にも改善が認められたこ
とを報告している9）．すなわち，運動は
認知機能の改善に対しても効果が期待
できる．海外でも，MCI者に運動もしく
は認知トレーニングの両方を行うこと
で，歩行速度やバランス，認知機能の一
部が改善し，認知トレーニングだけでは
認知機能は改善しないことが報告され
ている10）．
　また，Suzukiらが国立長寿医療研究セ
ンターで行った研究によると，平均年齢
75歳の100名の軽度認知障害（MCI）者を
対象に，6 ヵ月間複合的な運動を施行し
た結果，対照群（健康教育教室参加者）に
比べてMMSEの得点と論理的記憶スコ
アが高得点であったほか，MRIでの大脳
皮質の萎縮度が小さいことを示した11）．
この研究からも運動が認知機能低下の
防止に効果があることがわかる．また最
近，国立長寿医療研究センターでは，運
動（exercise）と認知（cognition）トレーニ
ングを組み合わせたデュアルエクササ
イズ（コグニサイズ）を推奨し，その効果
を検証している．

おわりに

　認知的フレイルとは認知症に至らな
い状態で，認知機能障害と身体的フレイ
ルが共存する状態と操作的に定義され
ている．身体機能の低下は認知機能の低
下をもたらす可能性があり，認知機能の

低下もまた身体機能の低下をもたらす
可能性がある．その意味で，認知的フレ
イルな高齢者に対して運動を中心とす
る介入を行うことは重要であると考え
られる．
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　高齢者に対しベンゾジアゼピン系薬剤や抗コリン作用を有する薬剤の長期使用は，
転倒や認知機能障害などフレイルに繋がりかねない薬物有害作用が起きやすいことが
報告されており，可能な限りこれらの使用を控えることが重要である．高齢者の薬物
療法ガイドラインを参考にポリファーマシーやpotentially inappropriate medica-
tionを避けるようにすると同時に，歩行機能や認知機能など高齢患者の機能障害を評
価しながら治療方針を再考することも必要である．

　高齢者では高血圧や糖尿病，骨粗鬆
症などの生活習慣病のほか，慢性心不
全や脳卒中，関節症などADLを阻害す
る慢性疾患を複数有することが多いた
め，薬の数は増大しやすく，さらに完
治されないことで薬が中止されること
が少ない．高齢者の薬の多さ（ポリ
ファーマシー）は近年医学的な問題に
留まらず，医療経済を含む社会的な問
題にもなってきている．特にフレイル
や要介護高齢者における薬物療法にお
ける弊害（薬物有害作用）は起こりやす
く，病状やADLの悪化をきたしやす
い．本項では，フレイルと薬物療法と
の関連につき概説する．

ADLや認知機能を低下させ得る薬剤

　一般的に薬剤投与に伴って有害な事
象が起こることを薬物有害作用（ある
いは薬物有害事象）と呼ぶ．薬物有害作
用には副作用のみならず，内服の過誤
や予期せぬ中止などに伴う有害作用を
含んでおり，高齢者では特に多い．
　薬物有害作用はあらゆる薬剤によっ
て起こることが知られているが，この
なかでフレイルを引き起こしかねな
い，すなわちADLや意欲・認知機能の
低下をきたし得る薬剤がある．
　ベンゾジアゼピン系薬剤は催眠作用
を有する睡眠薬・抗不安薬であるが，
ふらつきやめまい感の副作用が出現し
やすく，転倒や骨折の誘因となること
が知られており，これは非ベンゾジア

ゼピン系睡眠薬でも多いことが知られ
ている．さらに，ベンゾジアゼピン系
薬剤については長期の連用により認知
症発症の危険性の増大も報告されてお
り（図1）1），長期の連用者では定期的
に中止・減量を進めるようにされたい．
　抗コリン作用を有する薬剤も認知症
やアルツハイマー型認知症の発症が増
加しやすい（図2）2）．抗コリン作用はさ
まざまな薬剤において認められており，
古い世代の抗ヒスタミン薬や胃薬（ヒス
タミンH2受容体拮抗薬），抗精神病薬，
抗うつ薬，さらにベンゾジアゼピン系薬
剤などにも含まれているが，それらの薬
剤の累積および用量依存性に薬物有害
作用として短期的にはせん妄の増加が，
長期的には認知機能の低下が認められ
ることが報告されている．
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