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信頼性・妥当性の検討
東京都健康長寿医療センター 宮前史子
１．はじめに
少子高齢化の進展に伴い、2017 年現在、我が国の総人口に占める 65 歳以上人口の割合
は 27.7%である。65 歳以上に占める認知症発症の者の割合が増加しており、朝田ら 1)が 2013
年に報告した全国の認知症有病率調査によると、全国の 65 歳以上高齢者の認知症有病率
は 15%であった。一方、世帯構造をみると、世帯主が 65 歳以上の世帯のうち、単独世帯は
2010 年から 2025 年の間に 515 万世帯（30.7％）から 649 万世帯（34.8％）に増加すると
推計されており、世帯大分類上最も多い世帯になるものと予想されている 2)。少子高齢化と
世帯構造の変化、そして認知症の発症者数の増加から、今後、地域で一人暮らしをしている
高齢者が認知症を発症するという状況がありふれた事柄になっていくだろう。
認知症の本人やその家族・支援者の QOL の向上を目指すためには、認知症の初期の段階
から認知症支援体制の構築は喫緊の課題である。我が国では、2015 年以降、省庁横断的に
認知症対策に乗り出しており、その大きな柱の一つは認知症の早期発見と早期診断である。
しかし、支援体制の構築とともに一般市民の認知症への理解がなくては、サービスの円滑
な利用にはつながらない。2005 年から認知症サポーター養成といった市民による支援者を
増やす啓発活動が進められているが、そのような取り組みに加えて、高齢者が早いうちに自
分自身で認知機能や生活機能の低下に気づき、自発的に予防的支援や生活支援の利用を動
機づけるようなツールを用意しておくことが、早期支援の体制づくりに寄与することにな
るであろう。このような背景から、一般住民の認知症理解と啓発のため開発された「自分で
できる認知症の気づきチェックリスト」3)について、その開発の経緯と信頼性・妥当性の検
討について解説する。
２．認知症とは何か
認知症とは、何らかの脳の器質的障害によって、いったん発達した知的機能（認知機能）
が持続的に低下し、それにより社会生活や日常生活に支障をきたし、自立した生活を送るこ
とができない状態（生活障害）ということができる。これに加えて、様々な「身体合併症」
や「行動・心理症状」がおこり、障害や症状が相互に影響を及ぼし合う。このような背景を
もとに、社会的孤立や生活困窮、差別や排除など認知症の人とその家族は様々な社会的困難
に直面し、QOL（生活の質）を低下させていく 4)。
通常、認知症の重症度は、認知機能障害と生活機能障害のレベルによって総合的に判断さ
れる。自立した生活に必要な機能は日常生活動作（ADL）と呼ばれている。食事や入浴、排
せつ等、自分の身の回りのことを自立して行う能力を基本的日常生活動作能力（BADL）と
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いい、BADL よりも高次な、電話の使用や買い物、食事の支度、掃除、洗濯、自動車やバス、
電車などを利用しての移動、服薬管理、金銭管理といった、一人で自立した生活を維持する
ための能力は、手段的日常生活動作（IADL）と呼ばれる。
認知症が軽度の段階では、IADL に明らかな障害が認められるが、BADL は保たれている
状態である。中等度になると BADL が部分的に障害され、重度になると BADL が全面的に
障害される。軽度認知障害（MCI）の時期は評価と早期の予防的介入、軽度認知症の時期は
鑑別診断と身体機能や社会的問題を含めた総合的なアセスメントと、医療・介護サービスの
一体的提供等の支援をしていく必要がある 5)。このような MCI から認知症の初期の時期を、
新オレンジプランでは、
「本人や家族が小さな異常を感じた時」と表現し、
「速やかに適切な
機関に相談」できるようにすることを目指している。では、この「小さな異常」
、つまり、
認知症初期の認知機能や生活機能の低下を評価するツールにはどのようなものがあるのだ
ろうか。
３．認知症のスクリーニング・ツール
一般的に、認知症のスクリーニング検査の方法は大きく 3 つに分けられる。ひとつは、
Mini-Mental State Examination（MMSE）や 改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDSR）に代表される簡便な認知機能検査である。認知症のスクリーニング検査の要件としては、
課題のやさしさと動機づけのしやすさ、検査器具は廉価で検査手順が簡単で、他の検査との
間に相互の干渉が少ない検査構造であることがあげられる。もう一つは、Clinical Dementia
Rating（CDR）に代表される、認知症の本人をよく知る人からの日常生活の情報を得て評
価者が評価する行動評価である。
そして、介護予防・日常生活支援総合事業で使用されている「基本チェックリスト」のよ
うなチェックリスト尺度である。対象が地域在住の高齢者である場合は、健康診断やアンケ
ート調査で質問項目として併用できる簡便さが備わっていることが必要である。この点で
言えば、先に上げた２つのタイプのスクリーニングよりも、チェックリスト尺度の形式が最
も実施コストが低く、現実的であろう。
これまで開発されたチェックリスト尺度には認知機能の低下を評価するもの、生活機能
の低下を評価するもの、そしてその両方を評価するものの３つがある。
まず、認知機能の低下についてたずねる尺度については、記憶、例えば、SMQ（shortmemory questionnaire）6)のように、最近のなくし物やエピソードの想起など近時記憶と遠
隔記憶に関する項目を評価するものがある。また、全般的な認知機能を評価する尺度もあり、
SPMSQ（short portable mental status questionnaire）7)の場合、時間と場所の見当識、遠
隔記憶、近時記憶、計算について問うている。一方、生活機能の低下の評価尺度には、Lawton
ら 8)が作成した電話、買い物、食事の支度といった IADL の 8 領域を項目に用いたものが
多い。そして、日常生活全般に関わる認知機能と生活機能の両方を問う尺度は、例えば
IQCODE（Informant Questionnaire on Cognitive Decline）9)がある。これは、近時記憶、
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遠隔記憶、時間・場所の見当識、金銭管理（financial awareness）
、学習、実行機能などの
認知機能や生活機能を幅広く評価することができ、MCI と認知症を弁別するツールとして
も有用であることが示されている。
尺度の弁別力についてみると、先行研究から、弁別力は認知機能を測る尺度の場合、他者
評価による尺度は比較的弁別力が高いが、自己評価による認知機能の尺度は感度が低い傾
向にある 10)。しかし、 IADL の評価を認知症のスクリーニングに用いた先行研究のレビュ
ーでは、IADL を使った方法が有効であるとの報告がある 11)。つまり、IADL の項目は自己
評価であっても弁別力が高い可能性がある。
わが国でも、国外の認知症スクリーニング尺度の標準化がなされている 12), 13)。しかしな
がら、日本の生活状況に即して作成された項目を地域在住高齢者のデータを用いて検証し
た尺度がない。また、認知症の診断を用いた弁別的妥当性の検討を行っていないうえ、実用
に耐える弁別力の自己評価式尺度が非常に少ない。わが国の介護予防・日常生活支援総合事
業で広く使用されている「基本チェックリスト」の場合、認知症関連 3 項目があるが、項目
開発の際に科学的な検討はなされていない。この 3 項目は、認知症（CDR1 以上）のスクリ
ーニング・ツールとしては感度と陽性的中率が低いと報告されている 14)。
４．自記式認知症チェックリストの開発
（１）項目の作成と選出
以上概観したとおり、我が国で使用されているチェックリスト尺度には、地域在住高齢者
のデータを用いて科学的な手続きを経て開発され、信頼性と妥当性について検討し、かつ、
ある程度の弁別力を有するものがない。そこで著者らは、認知症の診断基準に沿った、認知
症初期の認知機能と生活機能について評価できる項目を収集し、地域高齢者が簡便に回答
できるチェックリスト尺度の開発を行った。
まず、本研究では、先行研究と専門職の日常臨床の経験の聴取をもとに、認知機能と生活
機能の低下に関する 147 項目からなるアイテムプールを作成した。次に、認知症の臨床に
精通した専門家が合議して 37 項目を選出、質問票を作成し、65 歳以上の地域在住高齢者
2,483 名を対象に郵送調査を実施した。
得られたデータから、37 の候補項目の探索的因子分析を行った結果、5 因子が抽出され
た。この 5 因子のうち、第 1 因子「認知症初期に認められる自覚的生活機能低下」と第 2 因
子「認知症初期に認められる自覚的認知機能低下」の項目を採用することとし、第 1 因子と
第 2 因子の項目で因子負荷量や IRT 分析の指標を参考にして 10 項目ずつ選び、合計 20 項
目からなる尺度項目案を作成した。
続いて、20 項目に絞った尺度項目案を用いて、地域在住高齢者 5,199 名を対象に自記式
アンケート調査を実施した。20 項目の探索的因子分析の結果から、第 1 因子に強く関連す
る 5 項目、第 2 因子に強く関連する 5 項目を選出し、10 項目の尺度項目案を作成した。こ
の時、専門職パネルでの議論の中では、因子負荷量の大きさにとらわれ、意味の似た項目ば
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かりにするのではなく、認知症初期に認められる自覚的機能低下という概念を測定する項
目として、できるだけ臨床的に妥当な項目を選択するように留意した。
５．チェックリストの信頼性と妥当性の検討
以上の検討を経て開発された 10 項目の尺度が、信頼性と妥当性の担保されたものである
か検討を行った。信頼性については、本研究では Cronbach のαを使って内的信頼性を検証
した。この係数は項目の均質さ、つまり、尺度を構成している項目が同一のものを測定して
いるかどうかを示している。
一方の妥当性は、平易に表現するならば、
「尺度が測ろうとしているものを本当に測って
いるのか」ということができる。また、妥当性は多面的な概念である。本研究では、4 つの
側面から妥当性を検討している。第一に、専門家パネルを作り、項目の内容的妥当性を検討
した。第二に、10 項目について、因子的妥当性を検討するために確証的因子分析を行った。
第三に、標準化された認知機能検査の得点を用い、チェックリストの合計点との相関をとる
ことで、併存的妥当性を確認した。第四に、認知症の初期に起こる認知機能低下、生活機能
低下という構成概念から予測されるようなことが実際に起こるかを検討するため、精神科
医が評価した CDR の０、0.5、１以上の人たちをグループにして、チェックリスト得点の集
団差を見ることで弁別的妥当性を検討した。
（１）因子的妥当性と内的信頼性の検討
確証的因子分析を行い、因子的妥当性を確認したところ、本尺度は 2 因子構造であるこ
とが確認された（図１）
。続いて、第 1 因子および第 2 因子に関連する下位尺度の Cronbach
α を算出すると、それぞれ 0.935、0.834 であり、全項目の Cronbachαは 0.908 であった。
以上の検討を経て、2 因子構造 10 項目の自記式認知症チェックリスト尺度項目案を作成し、
因子的妥当性と内的信頼性を確認した。
（２）併存的妥当性と弁別的妥当性の検討
地域に在住する 65 歳以上高齢者 7,682 名を対象に 3 段階の調査を行った（一次調査：郵
送留め置き回収法による自記式アンケート調査、二次調査：看護師による訪問調査、三次調
査：医師と心理士による訪問調査）
。三次調査まで完了した 131 名を分析対象にした。
併存的妥当性を検討するため、チェックリストの合計点と MMSE、Frontal Assessment
Battery（FAB）の得点について、スピアマンの偏相関を算出した（性・年齢・教育年数で
統制）。その結果、MMSE および FAB 得点と有意に相関した（MMSE：ρ=－0.536、p＜
0.001；FAB：ρ=－0.457、p＜0.001）。
続いて、弁別的妥当性を検討するため、Kruskal-Wallis 検定を行った。その結果、CDR1
以上群の平均得点は CDR0 及び CDR0.5 群より有意に高く、認知症（CDR1 以上）と非認
知症（CDR0 または 0.5）を有意に弁別した。以上の検討から、本チェックリストの併存的
妥当性と弁別的妥当性が確認された。

-4-

老年学リサーチペーパー「社会老年学」2018 年 第 6 号

図１

10 項目の尺度項目案の確証的因子分析結果

６．カットオフ値の検討
併せて、カットオフ値の検討を行った。まず、Receiver operating characteristic
（ROC）曲線という、感度・特異度を視覚的に表した曲線を描き、曲面下面積（AUC）の
大きさで検査の精度の優劣を、①健常／軽度認知障害以上、②健常と軽度認知障害／認知
症以上で比較した。その結果、①は AUC=0.66、95%信頼区間：0.55～0.78、p<0.05、②
は AUC=0.75、95%信頼区間：0.62～0.89、p＜0.01 であった。弁別力の高い②のパター
ンにおいて、両群を弁別する最適のカットオフ値は 17/18 で、感度 72.0%、特異度 69.2%
であった（表１）
。
表１ カットオフ値と感度・特異度
カットオフ値

感度

特異度

14/15

84.0%

50.0%

15/16

80.0%

61.5%

16/17

80.0%

65.4%

17/18

72.0%

69.2%

18/19

64.0%

69.2%

19/20

64.0%

73.1%

20/21

56.0%

80.8%

太字斜体は最適なカットオフを示す．
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７．本研究の意義と限界、展望
本チェックリストは、精神科医の認知症診断を外的基準とし、実際に自記式認知症チェッ
クリストの利用が想定される、地域在住高齢者から得たデータを用いて標準化できたこと
に意義がある。
同様のチェックリストはこれまで国内でも開発されてきた。しかし、医師による臨床診断
が外的基準ではなかったため、検証の根拠とするには弱いことが課題であった。また、先行
研究 12), 13)では、精神科医による臨床的診断を調査項目に含める場合、病院を受診する外来
患者を対象として調査が行われてきた。しかし、この方法だと、選択バイアスがかかり、デ
ータが偏る可能性が否めない。本研究は、地域在住高齢者を対象とした訪問面接調査に精神
科医を調査員として派遣して診断したデータを用いており、国内で実現が困難だったこの 2
点の課題を達成できた。
一方、本チェックリストの限界は、弁別力の低さにある。先行研究でも ROC 分析による
弁別力が自己評価の認知症スクリーニング尺度は他者評価の尺度に比べて低くなることが
言われていたが、本研究でも同様の結果が出ており、スクリーニング・ツールとして使うに
は弁別力に一定の限界がある。一般高齢者向けにはカットオフ値を工夫し、啓発用の尺度と
して使用することが推奨される。
しかし、自己評価によるチェックリストが今後無用になるかというと、必ずしもそうでは
ないだろう。主観的な認知機能低下の訴えは、MCI や認知症の予測因子となる可能性があ
るという報告 15)がなされており、バイオマーカーや画像診断の技術が発達し、MCI を含め
た早期認知症の診断の精度が上がってくることを考えると、自己評価の情報の重要性が増
す可能性がある。
また、これまで認知症の人は病識がなく、自己の記憶機能や生活機能の低下を過少に評価
すると考えられていたが、近年では、認知症の初期に本人は、様々な違和感や日常生活の困
難さを感じていることが明らかになっている 16)～18)。認知症の初期に体験する症状が積極的
に明らかにされない背景には、認知症への偏見、これは周囲の態度だけでなく、自分自身が
もつ認知症への無理解や恐れ、不安が関係すると考えられる。これまで「認知症の病識のな
さ」とされてきたものには、このような心理的過程が関わっている可能性がある。今後、認
知症の本人の人権が回復し、認知症に対する理解が進めば、将来、機能低下を自覚すること
とともに、機能低下があることを率直に表明することに抵抗を感じる人が少なくなるかも
しれない。人々の認識や行動が変化すれば、自己評価によるスクリーニング尺度の回答の傾
向が変化し、弁別度が変化する可能性がある。
今後、この自記式認知症チェックリストが、高齢者が自分で機能低下に気づくためのツー
ルとして活用されるには、認知症の診断後も希望をもって暮らしていけることが示される
ことが必要であろう。そうすれば、回答する高齢者は安心し、より正しい自己認知をもって
チェックリストを回答できるし、必要な手立てを主体的に考えることが期待できる。そのた
めに最も必要なのは、診断後に適切な支援が受けられることであり、Dementia Friendly な
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社会の雰囲気を醸成することだと考える。
＊本稿は著者の博士論文「自記式認知症チェックリストの開発」
（横浜国立大学, 2018）の
内容をまとめたものである。
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付

録
【自分でできる認知症の気づきチェックリスト】

問 あなたのもの忘れに関する事がらや普段の生活のご様子についてもっとも近い番号 1 つに○をつけてください．
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

財布や鍵など，物を置いた場所がわからなく
１.まったく
なることがありますか．
ない
５分前に聞いた話を思い出せないことがありま １.まったく
すか．
ない
周りの人から「いつも同じ事を聞く」などのもの
１.まったく
忘れがあると言われますか．
ない
今日が何月何日かわからないときがあります
１.まったく
か．
ない
言おうとしている言葉が，すぐに出てこないこと １.まったく
がありますか．
ない
貯金の出し入れや，家賃や公共料金の支払 1.問題なく
いは一人でできますか．
できる
1.問題なく
一人で買い物に行けますか．
できる
バスや電車，自家用車などを使って一人で外 1.問題なく
出できますか．
できる
自分で掃除機やほうきを使って掃除ができま 1.問題なく
すか．
できる
電話番号を調べて，電話をかけることができ 1.問題なく
ますか．
できる
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２.ときどき
ある
２.ときどき
ある
２.ときどき
ある
２.ときどき
ある
２.ときどき
ある
２.だいたい
できる
２.だいたい
できる
２.だいたい
できる
２.だいたい
できる
２.だいたい
できる

３.頻繁に
ある
３.頻繁に
ある
３.頻繁に
ある
３.頻繁に
ある
３.頻繁に
ある
３.あまり
できない
３.あまり
できない
３.あまり
できない
３.あまり
できない
３.あまり
できない

４.いつも
そうだ
４.いつも
そうだ
４.いつも
そうだ
４.いつも
そうだ
４.いつも
そうだ

４.できない
４.できない
４.できない
４.できない
４.できない

