
毎日のアクティビティもお忘れなく！

リハくん 脳さん



プリント教材『ピコトレ』は、基礎的なトレーニングだけではなく、応用的なトレーニングにも重きを

置いています。また、どちらかといえば、お一人様用の教材ではありますが、サポーターになってくれる

人がいればやりやすさが増すだけでなく、学習効率の面からもプラスになります。

サポーターとしてアドバイスしていただけるよう、ご家族や仲間に声をかけてみてください。
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課題別問題集（１）～（１５）
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エッセンス『ピコトレ』の活用法 トレーニング編

あなたの衰え（認知機能低下）のタイプは？

主な原因

・刺激の乏しさ
・マンネリ化
・コミュニケーションの欠乏
・趣味の乏しさ
・現役からの引退

主な原因

・脳の病気・障害

主な原因

・不健康な生活習慣
・老化現象
・各種疾患
・生活意欲の低下
・廃用症候群

3



教材の種類（１０６種）
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プランの概要

教材の大まかな分類とはたらき

視空間認知・構成課題

課題別問題集（１）
『ピコパズル』 行為としての手と目（眼）のアクティブな協応を

意図し、形だけではなく、距離感や左右・上下の位
置関係、変換の手順、バランス、動き、色調、直線
と曲線が織りなす法則性にもこだわりながら、知的
活動を促す教材に仕上げています。
また、「読み、書き(描き)、算盤(計算)」の基本を
担保し、手仕事的活動、ものづくり（絵画、造形）
への展開を踏まえた内容のものになっています。

課題別問題集（６）
『図形模写と幾何学的ぬり絵』

課題別問題集（９）
『対称変換と描画』

課題別問題集（10）
『重ね図形と展開図』

自由記述欄 知識・想起・計算・思考・推理課題

課題別問題集（７）
『符号変換と算数』

「読み、書き（描き）、算盤（計算）」の基本を
担保しているのは、視空間認知・構成課題と同じ
です。
知識・想起・計算・思考・推理課題は、いわゆ

る応用問題としての位置づけになります。原理や
知識を実際の事象に当てはめて用いることをねら
いとしており、思考や発想の過程が重要視される
内容になっています。

課題別問題集（８）
『語想起』

課題別問題集（11）
『健康クイズ・なぞなぞ・暗号』

課題別問題集（12）
『思考・推理と図形問題』

課題別問題集（14）
『英語で学ぼう』

課題別問題集（15）
『郷土の歴史』

イシュー（課題）を特定し、はっきりした目標を持ちましょう！
それから

必要な教材を選んでいきます。

トレーニングプラン 視覚探索課題

課題別問題集（２）
『ピコ迷路』 視覚探索は、注意を要する認知機能の一つです。

それは、特定のオブジェクトやそれに関連する特徴
を、それ以外のオブジェクトや特徴の中から見つけ
出すための積極的な視覚的走査の過程で機能します。
とりわけ『探索と気づき・発見（正誤判断）』に関
連する課題群は、予見的・先験的な表象過程や注意
制御のあり方を特徴づけるものです。不注意とも関
連づけられる変化の見落とし、不変化の見落としを
テーマとするものもあります。また、リフレーミン
グ（枠組みの捉え直し）による検出など、既存の知
識や記憶の再生・再認、認知的枠組みを柔軟に変更
することをテーマとする課題もあります。

課題別問題集（３）
『キャンセレーションタスク』

課題別問題集（４）
『探索と気づき・発見（正誤判断）』

課題別問題集（５）
『追跡課題』

課題別問題集（13）
『初心者の地理 （地図・地形）』
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評価するにあたって、家族、職場の仲間、教師などの生活や仕事の場での情報が重要です。また、病院などの施設におい

ては、看護師、各専門職などからの情報が必要となります。その上で、どのような認知障害の特徴があり、どれが生活上の

困難の原因となっているか推測します。

次に、特定の機能に対応した神経心理学的検査を行います。人の認知機能は多面的であり、画像診断などと照らし合わせ

ながら複数の心理学的な検査によって総合的に判断する必要があります。なお、検査に当たっては場所、騒音などの環境、

課題の難易度など十分に配慮する必要があります。

（１）行動観察による評価

（２）神経心理検査を用いた評価

（３）課題を用いた評価

『ピコトレ』は、「（３）課題を用いた評価」に相当します。このことからも、トレーニングと並行して評価が行われる

ことは明らかです。そして、さまざまはフェイズで得られるインスピレーションを具現化するプロセスでは、特定の側面

（機能）についてより詳細な情報を得ることを目的とした「掘り下げ検査」が行われます。バラエティ豊富な『ピコトレ』

は、「掘り下げ検査」としても活用できます。

スクリーニング検査から掘り下げ検査への流れは、次ページに記されています。子どもの評価で使用される検査とは全く

違いますが、基本的には子どもの評価もこのような流れで行われます。

そして、トレーニングは関連職種の意思統一を図った上で実施します。連続したサービス構築の観点から、早期から支援

コーディネーターを加えた訓練・支援体制を確立することも必要とされます。

リハビリ的な活用
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【掘り下げ検査】

【記憶】
・全般的記憶検査：WMS-R（ウェクスラー記憶検査）
・言語性記憶検査：三宅式記銘力検査
・視覚性記憶検査：ベントン視覚記銘力検査、REY図形テスト
・日常記憶検査：RBMT（リバーミード行動記憶検査）

【注意】
・ＣＡＴ（標準注意検査法）
・ＣＡＳ（標準意欲評価法）

【失語症】
・標準失語症検査（SLTA）
・WAB失語症検査（ウェスタン総合標準失語症検査）
・老研版失語症鑑別診断検査

【実行機能】
・BADS（遂行機能障害症候群の行動評価）
・WCST（ウィスコンシンカード分類課題）
・TMT（トレイル・メイキング・テスト）
・ストループテスト
・WAIS（ウェクスラー成人知能検査）
・Verbal fluency test
・標準高次動作性検査
・コース立方体テスト

【社会的行動】
・適応行動尺度（ＡＢＳ）、Ｓ－Ｍ社会生活能力検査など

【スクリーニング検査（導入検査）】
・MMSE（Mini-Mental State Examination）
・FAB（簡易前頭葉機能検査）
・HDS-R（長谷川スケール）
・MOCA
・STAD（スタッド）
・トークンテスト

リハビリ状況

観察者（評価者）と各種課題
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『セパレート型教材（課題別問題集）』は、本来、心理師（士）、言語聴覚士、あるいは作業療法士など、リハビリに

かかわる専門職のプランニングとコーディネーションがあることを想定して作成されています。これらの教材は、認知症

発症・高次脳機能障害が疑われるタイプの認知機能低下に対してのアプローチの一つとして、主にリハビリテーションの

領域で活用されてきたものです。

一方、『ミックス型教材（3ヵ月バージョン、6ヵ月バージョン）』は、一般高齢者層を対象範囲とした習慣的な活用を

促すため、ホームワーク用の教材として再編成されたものです。初めてこのような教材を手にされる方には、初級向けと

して制作された『ノート簡易版・初級3ヵ月バージョン（週3日パターン）』を試された上で、『標準版・3ヵ月バージョ

ン（週5日パターン）』、『標準版・6ヵ月バージョン（週3日パターン）』、あるいは『セパレート型教材（課題別問題

集）』に取り組まれることをお勧めしています。『ノート簡易版・初級3ヵ月バージョン（週3日パターン）』への挑戦を

通じ、まずご自分の得手不得手を把握したうえで、レベルを下げて基礎的な教材から取り組みたい方は、次に『標準版・

3ヵ月バージョン（週5日パターン）』 に取り掛かれば良いしょう。さらにレベルアップしたいと思われる方は、難易度の

高い『標準版・6ヵ月バージョン（週3日パターン）』にトライすれば良いでしょう。また、苦手な種目・課題を克服した

いと思われる場合は、種類ごとにまとめられた『セパレート型教材（課題別問題集）』から特定の課題群をピックアップ

し、系列的な学習法を取り入れることで苦手分野への対処能力を高めていくこともできます。

一般の高齢者の方々は、たとえば、ピリ辛ゴボウ、はじかみ（矢生姜）、漬けニンニクなどをつまむようなつもりで、

『ちょいつまmenu』としてお好きな課題（教材）を嗜む程度から始めてください。日々の暮らしにちょっとしたアクセ

ントを与えれるようなものの一部として『ピコトレ』気軽に活用し、肩ひじを張らずに取り組んでいただいていいと思い

ます。

教材の内容をよく理解したうえでそのほかの情報も積極的に活用すること、自分自身のリスクを事前に知ること、そして、

自分ごととして考えていくことが、認知機能を維持するうえでとても大切なことであると考えています。
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一般高齢者における活用



トレーニングプラン

プランの概要

自由記述欄

『ノート簡易版・初級３ヵ月バージョン（週３日パターン）』 難易度中

『標準版・３ヵ月バージョン（週５日パターン）』 難易度低

『標準版・６ヵ月バージョン（週３日パターン）』 難易度高

特徴

以下のシリーズは、日課としてコンスタントに取り組んで

いただくことを想定して作成されたものです。

『ノート簡易版・初級３ヵ月バージョン（週３日パター

ン）』は難易度としては中等度であり、適量の課題群を1日

単位に切り分け、3ヵ月分の分量でプログラムが構成されて

います。

はじめの一歩である『ノート簡易版・初級３ヵ月バージョ

ン（週３日パターン）』は、視覚探索課題、視空間認知・

構成課題を中心としてカリキュラムが組まれています。また、

『標準版・３ヵ月バージョン（週５日パターン）』や『標準

版・６ヵ月バージョン（週３日パターン）』と比べ、さまざ

まな課題（教材）を体験させることに重点が置かれているた

め、難易度の勾配がやや粗くなっています。
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※ 後述する『カリキュラム構成』の表では、イメージのしやすさを考え、具体的な
“行為“を比喩（提喩）化することで、教材を種類ごとに組み分けしてあります。
たとえば、「数字つなぎ」は、目的の数字を“探してつなぐ“という行為であるというこ
とです。



カリキュラム構成①（ノート簡易版・初級‣３ヵ月バージョン） 第１週～第１２週
単位：2W
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プランの概要

自由記述欄

『ノート簡易版・初級３ヵ月バージョン（週３日パターン）』 難易度中

『標準版・３ヵ月バージョン（週５日パターン）』 難易度低

『標準版・６ヵ月バージョン（週３日パターン）』 難易度高

特徴
トレーニングプラン

『標準版・３ヵ月バージョン（週５日パターン）』のプ

ログラムでは、難易度が最も低く設定されています。一方、

基礎的な教材を中心としながらも、『ノート簡易版・初級

３ヵ月バージョン（週３日パターン）』では段階的に応用

課題を増やすようにしました。

『標準版・３ヵ月バージョン（週５日パターン）』は、

週5回の集中した学習プログラムです。長きにわたって持

続的にトレーニングされた脳というのは、認知機能の低下

を引き起こしにくい特質を有しています。とりわけこの版

はレベルアッププログラムであり、『標準版・６ヵ月バー

ジョン（週３日パターン）』への移行を想定し作成された

ものです。

また一方で、『標準版・３ヵ月バージョン（週５日

パターン）』は研究用としても活用されることを想定し、

教材内容の多様性により、バランス良くトレーニング効果

を高めるための工夫が施されています。
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カリキュラム構成②（標準版‣ ３ヵ月バージョン） 第１週～第１２週
単位：2W
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プランの概要

自由記述欄

『ノート簡易版・初級３ヵ月バージョン（週３日パターン）』 難易度中

『標準版・３ヵ月バージョン（週５日パターン）』 難易度低

『標準版・６ヵ月バージョン（週３日パターン）』 難易度高

特徴
トレーニングプラン

『標準版・6ヵ月バージョン（週3日パターン）』のプロ

グラムでは、難易度がかなり高く設定されています。一定の

教育水準以上にある方への対応も可能なものとして、ハイレ

ベルな教材を用いたカリキュラムが組まれています。

学習における最適な難しさは、「自力では難しいけれど、

誰かの助けがあればできるかもしれない」領域にあります。

したがって、少なからず背伸びをさせられることでしょう。

本来なら、「少し頑張れば自分にもできる」という程度の難

易度でないと長続きしないのですが、『標準版・6ヵ月バー

ジョン（週3日パターン）』においては果敢なチャレンジが

期待されます。
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カリキュラム構成③-a（標準版‣ ６ヵ月バージョン） 第１週～第１２週
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単位：2W



カリキュラム構成③-b（標準版‣ ６ヵ月バージョン） 第１３週～第２４週

15

単位：2W



種目（ノート簡易版・初級）

年 月 日開始

トレーニング開始日
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トレーニング終了日

種目（ノート簡易版・初級）

年 月 日終了

種目（標準版・３ヵ月バージョン）

年 月 日開始

種目（標準版・３ヵ月バージョン）

年 月 日終了

種目（標準版・６ヵ月バージョン）

年 月 日開始

種目（標準版・６ヵ月バージョン）

年 月 日終了

課題別問題集（クリアー種目）

（１）『ピコパズル』

（２）『ピコ迷路』

（３）『キャンセレーションタスク』

（４）『探索と気づき・発見（正誤判断）』

（５）『追跡課題』

（11）『健康クイズ・なぞなぞ・暗号』

（12）『思考・推理と図形問題』

（13）『初心者の地理（地図・地形）』

（14）『英語で学ぼう』

（15）『郷土の歴史』

（６）『図形模写と幾何学的ぬり絵』

（７）『符号変換と算数』

（８）『語想起』

（９）『対称変換と描画』

（10）『重ね図形と展開図』

チェック欄 チェック欄 チェック欄
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フレイルチェック

15の質問で
簡単フレイルチェック

黒枠内の回答数を
合計しよう

4点以上の場合は
要注意

右の表を参考に、ご自分の
フレイルの度合いを把握し
てみましょう。

実施年月日



18



『ピコトレ』は５団体の置き土産です。営業目的でない限り、自由に
お使いいただくことができます。

『ピコトレ』に掲載されている教材の多くは、高齢者のリハビリや発達
障がいの療育分野での基礎的教材として使用されてきたものです。

このように『ピコトレ』教材は、「脳血管障がいのリハビリ」や一部の
「認知症領域」「障がい児の療育」等においても活用できますが、気
仙沼版は「子どもの発達支援」や「認知機能に関連した健康づくり
（フレイル予防）」の一環として活用されていくことを想定しています。

また、本教材に関しては、「尊厳を支えるケアの実現」に向け、対人
的サービスの役割・機能の考え方等を整理する中で、実践の場で
柔軟に活用されることを期待しています。

東京都健康長寿医療センター研究所
気仙沼支援 医療・福祉関係５団体

気仙沼市



施設名・お名前

印刷範囲を指定し、取り組む方の人数分プリントして
お使いください（A4用紙）。カラー印刷になります。


