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ブレインパフォーマンス維持向上のコツ

定期的な運動習慣やバランスの良い食事、社会とのかかわりや精神的な活発さを保つことを意識したライフスタイルは、

ブレインパフォーマンス※を上げる可能性があります。

監修：東京都健康長寿医療センター 脳神経内科 部長 岩田 淳 先生

ブレインパフォーマンスを維持向上させる12のポイント

脳の活性化には、週に2回30分以上、

ウォーキングなどの有酸素運動を。

健康的な食生活

野菜・果物※2、魚※3の摂取量は認知機能

低下リスクに関連。積極的にバランスよく。

知的活動への取り組み

考える・記憶する・判断するなどの

知的活動が認知機能低下を予防。

日常生活の中で積極的に知的活動を。

禁煙

喫煙者は、ブレパ低下リスクが非喫煙者の

1.5～2倍。※1 1日でも早い禁煙を。

節度ある飲酒

過度な飲酒はブレパの低下にも影響あり。※4

飲み過ぎには要注意。

社会的活動への参加

孤独感が認知機能を低下させることも。

社会参加で認知機能の活性化を。

生
活
習
慣
の
改
善

そ
の
他

体重のコントロール

肥満は認知機能障害の原因になることも。

減量の基本は、食事改善と運動。

こころの健康の維持

うつ病で認知機能低下リスクが2倍に。※6

積極的な休養を心がけ、睡眠は量より質を!

血圧のコントロール

中年期の高血圧はブレパ低下の要因に。

予防のためには減塩を!

聴力の維持

中年期の聴力低下で認知機能の低下リスク

も増大。予防にはコミュニケーションが大切。

血糖のコントロール

血糖コントロールが悪いと、認知機能が低

下します。※5 空腹時血糖100mg/dl以上

で糖尿病発生リスクが2倍超に。

脂質のコントロール

コレステロールの増加は認知機能低下の原

因に。食物繊維の多い食品を積極的に。

心
身
の
管
理

定期的な運動

※ブレインパフォーマンス（脳の健康度：通称ブレパ）：「記憶する」「考える」「判断する」など、脳のパフォーマンスを指す言葉。

※ブレパサイズはエーザイ株式会社の登録商標です。

※1：認知症疾患診療ガイドライン2017，「認知症疾患診療ガイドライン」作成委員会, p131, 2017, 医学書院

※2：Jiang et al. Front. Aging Neurosci. 2017;9(18), Wu et al. J Nutr Health Aging.2017;21(10)

※3：Bakre et al. Public Health Nutr.2018;21(10), Zhang et al. Am J Clin Nutr.2016;103(2)

※4：Elwood P, et al. PLoS One. 2013:8(12): e81877

※5：Profenno LA, et al. Biol Psychiatry. 2010; 67(6): 505-512.

※6：Wong WD, et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2013; 22(4): 345-359



2

ブレパサイズ®とは？

音楽に合わせて手足を動かし、さらに知的課題の実践も盛り込んだ、

体と脳を活性化するデュアルタスクの運動プログラムです。

気軽に
所要時間は

約15分

一人でも
動画を見ながら

一人でもできる

ブレパに良い
体を動かしながら

頭を使う知的課題で

脳に刺激を

楽しく
音楽に合わせて

続けられる
好みや難易度で動画を選択できる

達成度を感じられる仕掛けや

励ましの声掛けで継続を図る

【監修】

国立研究開発法人

国立長寿医療研究センター

老年学・社会科学研究センター長

島田裕之先生

脳の健康を保つために大切な要素のひとつが、運動です。運動だけではなく、動きながら知的課題を実践する
デュアルタスクにより、さらに脳が活性化することが知られています。ただし、続けると段々慣れて脳が活性化され
なくなりますので、上手くできるようになったら他の課題に変えましょう。

効果を得るために最も大事なのは、どれだけ継続できるかです。継続のため、脳に良いだけではなく、課題その
ものの楽しさにもこだわって監修しました。気軽に楽しく始められる入門編として、脳の健康が気になる皆さまが
デュアルタスク運動を始めるきっかけとなることを期待しています。

※ブレパサイズはエーザイ株式会社の登録商標です。
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ブレパサイズ®の構成

ブレパサイズ®は、体を温め血流を促すストレッチ、

腕・足の動き、動きに加えて知的課題を行うデュアルタスク（二重課題）、クールダウンストレッチで構成されています。

ケガをしないようにストレッチで十分に

体をほぐします。

1 ストレッチ

音楽に合わせて、軽く息が弾む程度

に腕・足を動かします。

2 動き

画面に表示される画像を声に出すな

ど、脳を刺激します。

3 知的課題

リラックスできる動きをしながら、使った

筋肉をゆっくりほぐし、呼吸を整えます。

4 クールダウンストレッチ

※ブレパサイズはエーザイ株式会社の登録商標です。

約3分 約7分 約3分 約2分
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実施前の準備 （1/2）

動画の投影について

動画へのアクセスはこちら

場所の準備について

 参加者の前後左右１m以上の間隔を取り、接触が無いようスペースを確保してください。

 座学との組み合わせで机がある場合にも、参加者と十分な距離をとれるように準備してく

ださい。

 段差など足元の安全確認を行い、足元に邪魔になるものやコードの配線などがないことを

確認してください。

 足腰の状況を含めて、座って行いたい方には椅子をあらかじめ準備してください。

ブレパサイズ®実施に際して

 体調や運動能力、持病の有無に応じ、無理のない範囲で実施してください。特に運動

能力がわからない参加者がいる場合には、徐々に難易度や強度を上げてください。

 軽く息が弾む程度の運動が適していますが、可能であれば各自脈拍数を測定してもら

い、適正な運動強度を把握したうえで実施してください。

 熱のある方、体調がすぐれない方はお休みいただくよう指示ください。

 運動しやすい服装と履物での実施を促してください。

 十分にストレッチを行ってから、動きに移ってください。

 途中で痛みを感じる、あるいは気分が悪くなった実施者については、中断し様子をみてく

ださい。

 水分補給を促し、脱水に注意してください。特に長いプログラムの場合は特に、途中で

複数回の水分補給を促しましょう。

 ふらつき、転倒に注意してください。

https://sodan.e-65.net/bp4/

※ブレパサイズはエーザイ株式会社の登録商標です。

※二次元コードからもご覧いただけます。

座位実施の椅子の選択について

 安定性の高い椅子を選んでください。

 背もたれのある椅子に座る場合、実施者が少し浅めに座っているか確認してください。

体をねじるとき、背もたれに手をぶつけないように注意を促してください。

 手を動かすため、ひじ掛けが無い椅子をご使用ください。

 車いすでご参加の方がいた場合、ひじ掛けや背もたれなどに

手をぶつけないように注意を促してください。

パソコンあるいはタブレットを、TVやプロジェクターに接続します。パソコンあるいはタブレットを

インターネットに接続し、相談e-65にアクセスし、当日実施する動画を選択します。

※新型コロナウイルス感染拡大防止に留意してご活用ください。
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実施前の準備 （2/2）

参加者の方々に、ブレパサイズ®は体と脳を活性化するデュアルタスクの運動であり、

「ちょっと難しいのがちょうどいい！」「間違っても大丈夫！」ということをお伝えすることが重要です。

難しいと感じる動作が脳を活性化 参加者に合わせたレベルでブレパサイズ®

• 実施された方は、「意外に少し難しい」、「ちょっとだけできない」、「ちょっと混乱して間違

ってしまった」と感じると思います。この状態が実は脳への良い刺激になっており、ブレパの

維持・向上に役立つと考えられています。

• ブレパサイズ®は、脳を活性化する運動であり、「ちょっと難しいことがちょうどいい」という

ことを、実施前に参加者の方々に伝えてください。以下、声掛け例です。

「今日は、 ブレパサイズ®という、体と脳を活性化させる運動をします。途中で、音楽のリズ

ムに合わせて動きを覚えたり、知的課題と呼ばれるクイズのようなものに挑戦します。ちょ

っと難しいと感じることがあるかもしれませんが、この『ちょっと難しい』が脳の活性化につな

がります。間違う位がちょうどいい脳への刺激です。みんなでやってみましょう。」

• 実施中に戸惑っていたり、間違って微妙な表情をしたり、逆に笑い出している方が出て

きたら、実施者全員に対して、「難しいのがちょうどいい」というメッセージをお伝えください

。以下、声掛け例です。

「上手くできることがゴールではないです、難しいのがちょうどいいんです！」

「みなさん、今とっても脳が活性化されてますよ！」

「混乱しているときが、いい刺激になってます！」

「間違ってしまう、それが脳にいいんです！」

「集中してますね、脳にいい刺激になってますよ！」

• ブレパサイズ®は、練習を重ねて正しく実施できることを目指すものではありません。逆に、

慣れてきて簡単にできるようになったら、脳への刺激が十分ではない状態です。この場合

、ブレパサイズ®のレベル（動きの複雑さ、知的課題）をより難易度の高いものに変える

必要があります。

• 参加者の大半が難しすぎて動くこともできないといった場合は、レベルを下げる必要があり

ます。参加者の様子や年齢層を見ながら、レベルを選択してください。

チャレンジ1

チャレンジ2

チャレンジ3

チャレンジ4

チャレンジ5

低 高難易度

難易度選びの
ポイント

ちょっと難しい状態を保つことが
脳への刺激を与え続けるコツ！

※ブレパサイズはエーザイ株式会社の登録商標です。
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好みに合わせて選べるブレパサイズ®

ブレパサイズ®は、好みに合わせて選べるように3つのシリーズを用意しています。

また、足に不安のある方のために、座位の動画もあります。

※ブレパサイズはエーザイ株式会社の登録商標です。

対戦形式で行う

ダンスと球技、

どっちが好き？

運動は一人で

する方が楽しい

体を動かすことが

苦にならない

NO

格闘技の技をまねてかっこよく。

力強く動きながら、脳を活性化し

ます。

各シリーズの座位。

ファイター

シリーズ 所要時間

約15分

約15分

ダンス

球技
インストラクターの指示に沿って

手足を臨機応変に動かし

脳に刺激を与えます。

リズム

約15分

音楽に合わせて楽しく踊りながら、

脳を元気に。

ダンス

約17分

各シリーズのレベル感

初めての方でも楽しく体を動かす

ことができます。どのシリーズが適

切か迷った場合は、まずはファイ

ターからお試しください。

座ったままで行えます。立位が難

しい方はこちらをご選択ください。

ファイターやダンスと比べると難易

度は少し高いですが、リズムに合

わせて手を「くるんくるん」と回す

楽しい動きとなっています。

難易度はファイターとリズムの中

間となっており、ダンス・ヨガ・エア

ロビクスが好きな方におススメで

す。

YES NO

YES

迷ったらまずは
ここから！

低

ー

高

中
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レベルに合わせて選べるブレパサイズ®

ブレパサイズ®には動画があるため、専門のインストラクターがいなくても、適切なレベルの動画を選択することで

脳への刺激を与える設計となっています。そのため、自宅での実施を促すことも可能です。

※1：ファイター、ダンス、リズムの各シリーズには、それぞれ座位の動画があります。 ※2：ダンス、リズムには、練習動画があります。

ちょっと難しい状態を保つことが、脳への刺激を与え続けるコツ！実施者に合わせた難易度をお選びください。

動画へのアクセスはこちら

3シリーズ × 5つのチャレンジ動画 × 立位もしくは座位※1 ＝合計30パターンから選べます！

動作名

果物野菜の名前

図形

カードの色

シルエット

動物の名前

動作名（一つ前）

文字の色

じゃんけん

日本語・英語で
カウント

低 高難易度

チャレンジ１ チャレンジ２ チャレンジ３ チャレンジ４ チャレンジ５

ファイター※1

ダンス※1※2

シリーズ 基本の動き

格闘技をテーマにした
力強い動き

音楽に合わせた
ダンスのような動き

基本の動きと一緒に行う知的課題

サイコロの数字 曜日 矢印の向き カウント 足し算、引き算リズム※1※2 臨機応変に
ガイドに合わせる動き

難易度選びのポイント

https://sodan.e-65.net/bp4/
※ブレパサイズはエーザイ株式会社の登録商標です。※二次元コードからもご覧いただけます。
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自宅実施をご希望される場合は

ブレパサイズ®は自宅でも実施頂けるのが特徴。

プログラム中での実施に加えて、自宅で実施頂くことにより、ブレインパフォーマンスの維持向上に役立つと考えられます。

• 相談e-65に動画が掲載されていることをご案内いただき、自宅での実施をフォローしてください。好みや難易度に合わせて選べるように30パ

ターンのブレパサイズ®動画を無料でご用意しています。

• プログラム実施期間中のカレンダーなどを渡し、自宅で実施した日には○を付けるなど、実施記録を付けて、プログラムの中で確認することに

よっても、モチベーションの維持が期待できます。

• 朝10時、あるいは3時の休憩時間など一番やりやすい時間帯を決めて行うことで、習慣化しやすくなります。

• ご家族やご友人にご協力いただき、一緒にブレパサイズ®を実施してもらうことも、楽しみながら続けられる要因の一つです。

相談e-65に掲載されている
動画へのアクセスはこちら

https://sodan.e-65.net/bp4/

※ブレパサイズはエーザイ株式会社の登録商標です。

※二次元コードからもご覧いただけます。
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Q&A

参加者の継続率を上げるコツはありますか？

参加者の知識欲を満たす、脳の健康に対する意識を高める意味でも、なぜブレパサイズ®が脳を活性化するのかについて、参加者の理解を促すとよいでしょう。さら

に、ブレパサイズ®は、練習して完璧にできることをめざすものではなく、脳に刺激を与え続けるために、「ちょっと難しいのがちょうどいい！」 をめざすものです。参加者は、

できない＝良くないと思ってしまいがちなので、できない＝脳に良い刺激であることを繰り返し伝えることも、継続のために重要です。

参加者の運動機能や知的課題への反応がばらついていますが、プログラム実施のコツはありますか？

運動機能が低下した参加者がいる場合、座位での実施をお勧めしています。知的課題への反応が著しく異なる参加者がいる場合には、クラス分けを行うことを考慮

してください。知的課題が易しすぎる参加者には脳への刺激が足りず、難しすぎると実施への意欲がそがれてしまいます。

他のデュアルタスクの運動と何が違うのですか？

運動をしながら、課題を実施するデュアルタスクの運動はいくつか知られています。音楽に合わせて体を動かし、さらに知的課題を実施するというのがブレパサイズ®の

特徴です。また、デュアルタスクは、ちょっと難しい状態で実施いただく必要があり、インストラクターの関与が必須となるプログラムが多いですが、一人でやりたいという要

望にも対応できる15分の動画を準備していることもブレパサイズ®の特徴です。集合実施と自宅実施の組み合わせも可能です。

ブレパサイズ®を実施してもらうと認知症予防になりますか？

ブレパサイズ®について、認知症予防に対するエビデンスはありません。一方、認知症予防で知られるコグニサイズを制作された長寿研（国立研究開発法人国立長

寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター長）島田裕之先生にご監修いただき、デュアルタスク運動の専門家であるインストラクターとともに、脳を活性化

するための要素を取り入れて制作しました。軽く息が弾む程度の運動強度のなかで、体を動かしながら知的課題を実施するデュアルタスクで、脳を刺激します。ブレパ

サイズ®動画は、15分と気軽に楽しく始められる入門編の位置づけで、脳の健康を気づかう行動変容のきっかけとなることが期待されています。

※ブレパサイズはエーザイ株式会社の登録商標です。

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A
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運動実施者のQ&A対応 （1/2）

毎日運動しているのですが、それでもブレパサイズ®を実施した方がいいですか？

運動が、脳の活性化に良い効果を示すことが知られており、その重要性や医学的効果は多くの研究で明らかになっています※1。ぜひ今の運動習慣を継続してくださ

い。また、動きながら、知的課題の実践を盛り込んだデュアルタスクを行うと、黙々と運動するよりも、さらに脳の活性化に良いことが報告されています※2。時間があると

きは、いつもの運動に加えて、ブレパサイズ®も試してみてください。

ちょっと間違えるって、本当にブレパに良い状態ですか？

ブレパサイズ®は、練習を重ねて上手に実施することを目指すものではありません。慣れて簡単にできる状態になったら、逆に脳への刺激が十分ではなくなります。少し

難しいと感じるレベルで継続して続けることにより、脳が活性化され、ブレパの維持・向上に役立つと考えられています。ここでは（集合実施では）皆さんの様子を見

ながら、少しずつレベルを上げています。自宅で動画を見て実施するときには、簡単と感じたら、レベルを上げて、少し難しいと感じるレベルを保持しながら行うことが大

切です。

膝が痛いので椅子に座ってやりたいのですが、全身と比べて効果が減りますか？

上半身を音楽に合わせてしっかり動かすことも運動になり、血流が良くなります。椅子に座った状態でも、 動きながら、知的課題を実践するブレパサイズ®の実施は脳

への刺激に繋がります。無理をしないで、体調に合わせながら、継続してみましょう。

ブレパサイズ®が難しすぎて上手くできません。私の頭が悪いってことでしょうか？

大丈夫ですよ。ここでは（集合実施では）、少し難しい状態になるように、皆さんの様子を見ながらレベルを調整しています。慣れて簡単にできるようになったら、逆に

脳への刺激が十分ではなくなります。ブレパサイズ®のゴールは、上手に実施することではないので、少し難しいレベルで継続してみましょう。頭の良し悪しには関係あり

ません。少し難しいレベルで継続して続けることにより脳が活性化され、ブレパの維持・向上や改善に役立つと考えられています。

※ブレパサイズはエーザイ株式会社の登録商標です。

※1 Wong WD, et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2013; 22(4): 345-359 ※2 Nishiguchi S, et al. J Am Geriatr Soc. 2015; 63: 1355-6.
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運動実施者のQ&A対応 （2/2）

自宅でもやる方がいいと言われたのですが、週1回やれば十分ではないですか？

ブレパの維持・向上や改善を図るために、毎日をめざして継続実施が効果的です。朝10時といったように時間を決めるのも一案でしょう。でも忙しくて、数日休んでしまっても

気にしすぎず、なるべく継続することを目標に頑張ってみてください。

毎日自宅で１５分動画を見て実施するのは大変なので、短縮できませんか？

ブレパサイズ®は、体をほぐすストレッチ、手足の動かし体を温め血流を促し、加えて脳に刺激を与える知的課題を実践するデュアルタスク、クールダウンで構成されています。

ブレパの維持・向上を図るためには、軽く息が弾む程度の運動強度の中で知的課題を実践することが効果的とです。さらに、ケガなく実施するためにも、ストレッチとクールダウ

ンを含む15分間をお薦めしています。

自宅で実施する場合、どの時間帯にやるのがいいですか？

特にこの時間帯でなければダメということはありません。大切なのは習慣化なので、朝10時、あるいは3時の休憩時間など一番やりやすい時間帯を決めて行うと良いでしょう。

ブレパサイズ®動画のチャレンジ１～５は何が違うのですか？

チャレンジ１～５の動画において、基本的な動きは同じで、知的課題が違っています。チャレンジ1が最もやりやすく、チャレンジ５に向けて段階的に難しくなっていきます。

「知的課題」とは、３の倍数は声に出さずにカウントする、画面に出てきた絵の名前を言うなど、動きながら行うクイズのようなものです。簡単と感じたら次のチャレンジに移行

して、少し難しいと感じるレベルを保持しながら行うことが大切です。

自宅でやっていて、脳への刺激がちゃんとできているかわかりません。本当に効果がありますか？

レベル選択を見直してみてはいかがでしょうか。少し難しいと感じるレベルを選択して実施することが重要です。「あれ、何だったっけ？」「あ、間違えた」という状態が脳への刺

激になっています。ブレパの維持向上のためには、ブレパサイズ®に加えて、歩数バランスの良い食事や節度ある飲酒、体重のコントロールなど脳に良い生活習慣にも気を配

ると良いでしょう。

※ブレパサイズはエーザイ株式会社の登録商標です。
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