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地域在住高齢者における三次元複数対象追跡課題の
トレーニング効果の検証
Examination of the Training Effect of the Three Dimensional Multiple Object Tracking
Task on Community Dwelling Elderly
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ABSTRACT: [Purpose] To investigate the training effect of the three-dimensional multiple object tracking task
(3D-MOT). [Subjects and Methods] The subjects were 25 community-dwelling elderly. Changes in the mini-mental
state exam, the trail making test part A (TMT-A), 5 m walking speed, timed up and go test (TUG), and the functional
reach test were compared between an intervention group which performed the 3D-MOT and a control group. [Results]
In the intervention group, the TMT-A result was signiﬁcantly shorter after the intervention, and a signiﬁcant positive
correlation was found between the percentage changes in the TMT-A and TUG results. [Conclusion] The 3D-MOT
appears to raise attention function and dynamic balance ability, and it should therefore be effective at preventing falls
among the community-dwelling elderly.
Key words: three-dimensional multiple object tracking task, community dwelling elderly, fall prevention
要旨：
〔目的〕三次元複数物体追跡課題（3D-MOT）のトレーニング効果を検証した．〔対象と方法〕地域在住高齢
者 25 名とした．トレーニング課題を 3D-MOT とする介入群と対照群の間での Mini Mental State Examination，Trail

Making Test part A（TMT-A），5 m 歩行，Timed Up and Go Test（TUG），および Functional Reach Test の変化を比較
した．〔結果〕介入群では TMT-A が介入後に有意に短くなった．介入群において TMT-A と TUG の変化比率の間に
有意な正の相関が認められた．〔結語〕3D-MOT は注意機能および動的バランス能力の向上が期待され，したがって
地域在住高齢者の転倒予防に有効な課題である．
キーワード：三次元複数対象追跡課題，地域在住高齢者，転倒予防
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各群の人数に大きな偏りが生じないよう準ランダムに割

I．はじめに

り付けた．なお，本研究は甲南女子大学倫理委員会の承
地域在住高齢者の転倒は，身体，認知および心理機能
と関連がある

認を受けて実施した．

1)．その中でも注意機能に関しては，その

低下と転倒の間に関連性があるだけでなく，その機能の

2．方法
トレーニングにより転倒頻度が減少することが報告され
介入群に対して Neuro Tracker（CogniSens Athletic 社
ている 2)．この転倒数減少は，周辺環境に存在する転倒
製）を用いて 3D-MOT による介入を実施した．実施手
誘発要因を認知する機能が向上したためと考えられてお
順は次のとおりである．モニタの空間に立体的な黄色
り，周辺環境に対する認知機能向上を目的としたトレー （図 1 では黒色）の球が 8 個映し出される（図 1a）．追
ニングは，高齢者の転倒予防に有効と考えられる．
跡対象となる 3 個の球が赤色（図 1 では灰色）に変化す
そのようなトレーニングに三次元複数対象追跡課題
る（図 1b）．全ての球が黄色に変化し 8 秒間移動する（図
（Three-dimensional multiple object tracking task；以下， 1c）．移動が止まると球には数字が表示されるので，対
3D-MOT）を用いる方法がある．3D-MOT によるトレー
象者は追跡対象であった球の数字を答える（図 1d）．追
ニ ン グ効 果は ス ポ ー ツ の分 野に お い て報 告されてい
跡対象であった正解の球が赤色で示される（図 1e）．な
る 3‑5)．この課題の認知機能への効果には注意機能，作
お，追跡対象である球の速度は対象者が正しく答えた次
6)
業記憶，情報処理速度を向上させ ，また，3D-MOT の
の試行では加速し，間違えて答えた次の試行では減速す
適応は高齢者にも及ぶことが報告されている 7)．このこ
る． そ の 1 セ ッ ト は 20 試 行 か ら な り， セ ッ ト 毎 に
とを考慮すると，3D-MOT の効果はスポーツの分野だ
3D-MOT のパフォーマンスを表す指標であるスコア（以
けでなく，高齢者の日常生活動作にまで及ぶ可能性が考
下，3D-MOT スコア）が算出される．このスコアは実
えられる．つまり，周辺環境に対するこれらの認知機能
施したセットにおける追跡可能な球の速度閾値を表して
の向上は，転倒を誘発するような周辺環境への適切な対
おり，この値が大きいほど動きの速い球を追跡できるこ
処を可能にすることで，転倒予防につながることが期待
とを意味している．
される．
介入頻度を 1 日に 2 セットで週に 1 回，5 週間の介入
しかし，地域在住高齢者を対象とした 3D-MOT の効
とし，全ての介入が可能だった場合計 10 セットを行う
果は明らかではない．そこで本研究では，3D-MOT ト
計画を立てた．なお，対象者の都合や体調に合わせて自
レーニングの効果を地域在住高齢者の転倒と関係のある
由に休むことができることを事前に伝え，毎回確認して
歩行・動的バランス能力，および認知機能への効果を検
か ら 介 入 を 行 っ た． 対 照 群 は 5 週 間 の 介 入 期 間 に
証した．
3D-MOT による課題を与えなかった．
評価は認知機能，注意機能，歩行能力，および動的バ
II．対象と方法
ランス能力に対して介入期間の前後に実施した．認知機
能 評 価 に は Mini Mental State Examination（ 以 下，
1．対象
MMSE）を用いた．注意機能の評価には Trail Making
本研究を行った対象施設において通所介護を利用され
Test part A（以下，TMT-A）を用いた．TMT-A の時間
ている地域在住高齢者のうち，屋内移動を補助具使用の
は紙面上の 1 から 25 までの数字を小さい順から線で結
有無を問わず歩行で行っているもの，および 3D-MOT
ぶよう指示し，検者による口頭での開始合図から，全て
の実施に明らかな影響を与える視力障害，認知機能障害， の数字を結ぶまでの時間をストップウォッチで計測し
神経学的疾患，整形学的疾患のないものに対して本研究
た．歩行能力評価には 5 m 歩行を実施した．5 m 歩行の
の主旨，目的，方法を十分説明し，研究への参加の同意
時間を 2 回連続して計測し，最小値を採用した．動的バ
を得られた 25 名を対象とした．対象者の介護認定の内
ランス能力の評価には Timed Up and Go Test（以下，
訳は，要支援 1 が 5 名，要支援 2 が 6 名，要介護 1 が 3
TUG）と Functional Reach Test（以下，FRT）を実施し
名，要介護 2 が 5 名，要介護 3 が 3 名であった．対象
た．TUG の時間は 2 回連続して計測し，最小値を採用
を 3D-MOT による介入を行う群（介入群）と対照群とに， した．FRT の距離は 2 回連続して計測し，最大値を採
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用した．
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が中止となった．本実験プログラムを最終評価まで達成

統計解析においては 2 群間での年齢および体重の差の

したのは残りの介入群 11 名，対照群 11 名の 22 名であっ

検定には対応のない t 検定を，男女比の比較には χ 2 検

た．各群の年齢，体重および男女比に有意な差は認めな

定を行った．期間（初期評価 vs. 最終評価）を個人内因

かった（表 1）．

子に，介入の有無（介入群 vs. 対照群）を個人間因子に

介入群の 3D-MOT の平均実施セット数は 9.1 セット

二元配置分散分析を行った．交互作用が有意であった場

であった．3D-MOT スコアは介入初日（0.65 ± 0.37）

合，単純主効果の検定を行った．3D-MOT スコアの介

と 比 較 し て 介 入 最 終 日（0.86 ± 0.44） で 有 意 に 高 く

入初日と介入最終日との比較には対応のある t 検定を

（p<0.05），3D-MOT スコア変化比率の平均値は 1.41 で

行った．介入初日の 3D-MOT スコアに対する介入最終

あった．二元配置分散分析の結果，TMT-A 時間に有意

日のスコアの変化比率および各評価項目の初期評価値に

な交互作用を認め（F=7.38, p<0.05），介入群の期間に

対する最終評価値の変化比率を算出した．これら変化比

有意な単純主効果（F=7.12, p<0.05）が示された（表 2）．

率間の関係を Pearson の相関係数により検討した．統計

また，介入群の 3D-MOT スコア変化比率と TUG 変化

解析にはエクセル統計 2012 を用い，有意水準を 5 ％と

比率の間に有意な負の相関，TUG 変化比率と TMA-A

した．

変化比率の間に有意な正の相関が認められた（表 3，
図 2，3）．

III．結 果
IV．考 察
対象者 25 名のうち介入群 2 名，対照群 1 名の合計 3
名においては最終評価までに本実験プログラムへの参加

表1

対照群および介入群における対象者属性
対照群（n=11）

介入群（n=11）

80.4 ± 10.2
53.3 ± 10.4
3/8

81.7 ± 7.8
51.9 ± 5.5
2/9

年齢（歳）
体重（kg）
男／女（人）

平均値 ± 標準偏差．

表2

3D-MOT のトレーニングを行った介入群に TMT-A の
有意な短縮がみられたことは，3D-MOT トレーニング
に よ る 注 意 機 能 向 上 を 示 唆 す る． こ の こ と か ら，
3D-MOT ト レ ー ニ ン グ が 影 響 を 与 え る 注 意 機 能 と，
TMT-A に必要な注意機能とは一部共通していることが
考えられる．また，TMT-A の長さと高齢者の転倒頻度
の多さとが関連していることから 1,2,8,9)，TMT-A を短縮
させる 3D-MOT トレーニングは地域在住高齢者の転倒
予防に効果的だと考えられる．
今回，3D-MOT スコアは介入初日よりも介入最終日

対照群および介入群における各評価項目の初期評価および最終評価
対照群（n=11）
初期評価

MMSE（点）
25.5 ± 2.9
TMT-A（秒） 210.3 ± 80.7
5 m 歩行（秒）
7.9 ± 4.0
TUG（秒）
17.1 ± 5.1
FRT（cm）
26.8 ± 7.8

最終評価

介入群（n=11）
単純主効果

26.8 ± 7.8
228.3 ± 81.6
7.4 ± 2.7
17.4 ± 5.1
24.3 ± 4.0

初期評価

最終評価

27.1 ± 2.5
242.8 ± 110.5
8.1 ± 2.2
19.5 ± 11.6
26.5 ± 7.4

26.9 ± 1.9
201.9 ± 98.6
7.7 ± 2.0
17.8 ± 11.8
27.2 ± 6.1

単純主効果

*

平均値 ± 標準偏差．*：p<0.05.

表3

3D-MOT スコア変化比率と各評価項目変化比率間の相関

3D-MOT スコア
MMSE
TMT-A
5 m 歩行
TUG
FRT
**：p<0.01.

3D-MOT スコア

MMSE

0.21
−0.50
0.20
−0.80**
0.02

−0.26
−0.18
−0.18

TMT-A

5 m 歩行

TUG

−0.35
−0.46

−0.15

0.16
−0.08

0.74**
−0.27

FRT

交互作用

*
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者の転倒予防に効果的な介入手段であると考えられる．
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TUG 変化比率
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なお本研究では 3D-MOT の課題を理解できるものを
対象としており，認知機能の低下が顕著なものを対象に
していない．対象者の機能に合わせた介入方法やその効

1.0

果を今後の課題として検討していきたい．
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で有意に増大した．その増化率はおよそ 40 ％であり，
対象者の平均年齢が 60 歳代の先行研究 7) と類似した結
果であった．これは，今回の対象者の平均年齢は 80 歳
代であることを考慮すると，先行研究よりも高齢の対象
者に 3D-MOT トレーニングが適応であることを示唆す
るものである．本研究では，3D-MOT スコア変化比率
と TUG 変化比率に有意な負の相関が認められた．また，

TUG 変化比率は TMT-A 変化比率と有意な正の相関が
認められた．これらのことから，3D-MOT スコアが改
善した対象者ほど TUG 時間は短縮し，この効果は注意
機能の改善に関連しているものと考えられる．TUG の
長さと高齢者の転倒頻度の多さには関連性があり 8,10‑13)，
3D-MOT トレーニング効果と関連して TUG 時間が短縮
することから，3D-MOT トレーニングは地域在住高齢
者の転倒予防に効果的だと考えられる．
これらより，本研究の介入群で実施した 3D-MOT ト
レーニングには注意機能向上効果があり，注意機能向上
に関連した動的バランス能力の向上が期待できる．また，
機器によるトレーニングの提供には特別な技術を求めな
いという利点があることから，この方法は地域在住高齢
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