
【 練 習 】  
●「これから言う2つのものは、どこが似ているか考えて答えてください。  
　　まずは練習してみますね。 『電車』と『バス』 」　　 (正答:「乗り物」、「交通機関」)  
・正答が出た場合は「はい、結構です。次の質問も、同じように答えてください」と言い本番へ。 
・答えに戸惑ったり、誤答の場合は「電車とバスは両方とも乗り物ですね、次の質問も同じように 
　答えてください。」と言い本番へ。 
・沖縄県の場合は “『電車』と『バス』”を“『船』と『飛行機』”に言い換える。  

【 本 番 】  
・被験者が複数回答した中に正答が含まれていれば可。 
　正答がでなくても、ヒントをあたえず先に進む。  
・15秒程度何も反応がない場合は次の質問に進む。  

●質問1:「バナナ」と「みかん」は? 　　　　　　(正答:「果物」「フルーツ」「食べ物」) 
●質問2:「テーブル」と「いす」は? 　　　　　　(正答:「家具」) 
●質問3:「チューリップ」「バラ」と「菊」は? 　(正答:「花」「植物」)  

前 頭 葉 機 能 検 査 ( FAB ) 

検査日：　　　年　　　　月　　　　　日 

被験者：　　　　　　　　(男・女)　　　歳　　　　　 

検査者：

検査１番：概念化

〈テスターが被験者の答えた言葉を記録する〉 

質問1： 

質問2： 

質問3：

得点　　　３問正答：3点 

　　　　　２問正答：2点 

　　　　　１問正答：1点  

　　　　　正答なし：0点 

得点：１８点 満点



検査２番：知的柔軟性

●質問：「" かきくけこ”の"か"から始まる言葉をできるだけたくさんあげてください。 
　　　　　 人の名前・地名などはいけません」  
・質問を勘違いされた方(“かき”“きく”“くま”…など)には、 
「“か”から始まる言葉をできるだけたくさん あげてください」と再度伝える。  
・人の名前・地名の例は出さない。 
・最初の 5 秒間黙っている時は「例えば “ かえる ”」とヒントをだす。 
・(開始から)10 秒間黙っている時は「“か”から始まる言葉をなんでもよいから言ってみてください」 
　と回答を促す。その後、無言の状態が続いても声をかけずに(開始から)60秒間は待つ。 
・制限時間は60秒間、時間内に10語言えたら終了。ストップウォッチを使用する。  
・採点基準...同じ単語のくり返しは 1 語とカウントし、名詞・形容詞・副詞・動詞のいずれも可。 

〈テスターが被験者の答えた言葉を記録する〉 得点　　　10語以上：3点 

　　　　　６語以上：2点 

　　　　　３語以上：1点  

　　　　　２語以上：0点 



検査３番：行動プログラム

●質問：「あなたは右利きですか、左利きですか」  
・被験者の利き手を聞き、右利きの場合テスターは左手で(被験者とテスターが鏡の状態になるように) 　 
　以下(1)~(3)を行う。下記は被験者が右利きの場合を想定。  

●指示①：「私がやることをよく見ていてください 」 
・テスター自身の右手を、手のひらを上にして机の上に置き、 
(1)自分の左手をグーにして、自分の右手のひらをたたく 
(2)次にその左手をパーにして(手刀で)、自分の右手のひらをたたく 
(3)最後に、左手をパーのままで、手のひら同士を合わせる(拍手) 
以上の連続動作を1組とし、それを3回くり返す。  

●指示②：「では、右手を使って同じことをしてみましょう。まず、私と一緒にやります。 
　　　　　　次にひとりでやっていただきますのでよろしくお願いします。それでは一緒にやっ 
　　　　　　てみましょう 」 
・被験者と一緒に、(1)~(3)の連続動作を3回くり返す。 
・指示2ができない場合でも指示3に進める。  

●指示③：「今度はひとりでやってみましょう」  
・途中でやめた人には「もう少し続けてください」と連続動作をくり返すように促す。 
・途中で間違えた時点で終了する。 

得点  
ひとりで連続動作を 6 回以上できたとき　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　３点 
ひとりで連続動作を 3 回以上できたとき　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　２点　 
一人ではできないが(指示2で)テスターと一緒なら連続動作を3回できたとき　  　　　　１点 
それ以外 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　  ０点



【 練 習 】  
●指示①：「次のゲームは2つの約束があります。1つ目の約束は、私が指で1回ポンとたたいたら、 
　　　　　　続けて自分の指で2回ポンポンとたたいてください。わかりましたか?」 
・被験者が指示を理解したか確認し練習する。テスターが指を動かしてから教示をくり返さない。  
・ポン・ポン・ポン(1-1-1)とタップし、1回ごとに被験者に続けて指でタップさせる。  

(正解は2-2-2)  
・指示①ができなかったら指示2には進まずに0点とする。  

●指示②「２つ目の約束は、私が指で2回ポンポンとたたいたら、 
　　　　　自分の指で１回ポンとたたいてください」  
・被験者が指示を理解したかどうか確認して練習する。指を動かしてからは教示をくり返さない。  
・ポンポン.ポンポン.ポンポン(2-2-2)と指でタップし、１回ごとに被験者に続けて指でタップさせる。  

(正解は1-1-1)  
・本番前に約束の確認を求められても「思った通りでいいですよ」などと答え、約束の確認をしない。  
・指示2ができなかったら指示3には進まずに0点とする。  

【 本 番 】  
●指示③：「では今の2つの約束を使って、私に続いて、自分の指でたたいてください」 
・テスターは下記の回数を指でタップし、1 回ごとに被験者に続けて指でタップさせる。 
・途中で間違えてもやり直させず、最後まで課題を終わらせる。  

1 ー １ ー ２ ー １ ー ２ ー ２ ー ２ ー １ ー １ ー ２ (計10の連続動作)  

・上記□に被験者のタップ数を記録しながら検査を行うとよい。 (正答:2-2-1-2-1-1-1-2-2-1) 

検査４番：反応の選択

得点 

失敗なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３点 

失敗２回まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２点 

失敗３回以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１点  

テスターと同じ回数指でタップしてしまうことが続けて４回以上ある　　　　　　　　 ０点  

全くたたかない、全て１回(２回) たたく、ただたたいている　　　　　　　　　　　　 ０点 



検査５番：GO/NO-GO

【 練 習 】  
●指示①：「今度は約束が変わります。1つ目の約束は、私が指で1回ポンとたたいたら、  
　　　　　　同じように自分の指で1回ポンとたたいてください」 

・被験者が指示を理解したか確認し練習する。テスターが指を動かしてからは教示をくり返さない。  
・ポン・ポン・ポン(1-1-1)とタップし、1回ごとに被験者に続けて指でタップさせる。(正解は1-1-1) 
 ・指示1ができなかったら指示2には進まずに0点とする。   

●指示②「2つ目の約束は、私が指で2回ポンポンとたたいたら、あなたはたたかないでください」  
・被験者が指示を理解したかどうか確認して練習する。指を動かしてからは教示をくり返さない。 
 ・ポンポン・ポンポン・ポンポン(2-2-2)と指でタップする。 (正解は0-0-0)  
・本番前に約束の確認を求められても「思った通りでいいですよ」などと答え、約束の確認をしない。 
・指示2ができなかったら指示3には進まずに0点とする。  

【 本 番 】  
●指示③：「では今の2つの約束を使って、私に続いて、自分の指でたたいてください」 
・テスターは下記の回数を指でタップし、１回ごとに被験者に続けて指でタップさせる。 
・途中で間違えてもやり直させず、最後まで課題を終わらせる。  

1 ー １ ー ２ ー １ ー ２ ー ２ ー ２ ー １ ー １ ー ２ (計10の連続動作)  

・上記□に被験者のタップ数を記録しながら検査を行うとよい。 (正答:1-1-0-1-0-0-0-1-1-0) 

得点 

失敗なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３点 

失敗２回まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２点 

失敗３回以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１点  

テスターと同じ回数指でタップしてしまうことが続けて４回以上ある　　　　　　　　 ０点  

全くたたかない、全て１回(２回) たたく、ただたたいている　　　　　　　　　　　　 ０点 



検査６番：自主性

●指示①：「手のひらを上にして、両手を机の上にのせてください」 
●指示②：「私の手を握らないでください」  

・テスターは、目をあわせず何も言わずに、自分の両手を被験者の手のそばによせ、 
　手のひらを合わせるよう にそっとつけ、手を握らないでじっとしていられるか１～２秒間観察する。  
・握ってしまった場合「私の手を握らないでください」ともう一度言ってから、同じ動作をくり返す。 

得点  

被験者がテスターの手を握らなかった場合　　　　　　　　　３点 

被験者が躊躇して、どうしたらよいのか聞いた場合　　　　　２点 

被験者が躊躇せずにテスターの手を握った場合　　　　　　　１点 

注意されたあとにもテスターの手を握った場合　　　　　　　０点







検査名 点数 内容

右側頭葉

①非言語的聴覚機能検査 /９

②熟知相貌

１、見た事ない人 /８

２、性別や年齢判断 /８

③物体・色・形の認知

１、物体の認知 /３

２、色の認知 /７

３、形の認知

模写 /８

選択 /６

④目に見える状況の理解 /３

⑤視覚性記憶検査

１、③の３【形の認知】 　　　点

２、即時 点　　　

３、５分後 　　　点

側頭葉・頭頂葉検査結果と内容



検査名 点数 内容

左側頭葉

①言語理解

１、語彙の理解 　　/１５

２、構文解析 　　/４

②語想起 　　　点

③言語性記憶

三宅式

有関係対語

1回目 　　　点

２回目 　　点　　

３回目 　　　点

無関係対語

1回目 　　　点

２回目 　　　点

３回目 　　　点

側頭葉・頭頂葉検査結果と内容



検査名 点数 内容

頭頂葉

①複数の知覚の認識検査 /４ 触覚：　　痛覚：　　温覚：冷　　熱

②物品認知の検査 /５

③視空間認知・構成機能

１、大小の認知

同じ形 /９

違う形 　　　/６

２、位置関係の認知

奥行き /５

奥行き２ /５

重なり /４

傾き /４

立体の認識 /３

３、物体の立体認知 /６

側頭葉・頭頂葉検査結果と内容



右側頭葉の検査
①非言語的聴覚機能検査 
検査者：今から音を鳴らすので、何の音かを答えてください。 
　１犬の鳴き声　　　　　　　　　２ドアが閉まる音　　　３雨の音　 
　４バイクのエンジンの音　　　　５トイレの水を流す音　６インターホンの音　 
　７蝉の声　　　　　　　　　　　８踏切の音　　　　　　９信号機の音 

②熟知相貌の検査　 
１、見たことない人の顔を区別できるか　 
検査者：今から２枚の顔写真を見せるので、同一人物か別人物か答えてください。 

２、今から見せる人を性別や年齢を推測することができるか　 
検査者：今から２人の顔写真を見せるので、女性を選んでください。 
検査者：今から２人の顔写真を見せるので、年上だと思う方を選んでください。 

③物体、形、色の認知の検査　　　 
１、物体の認知 
検査者：今らかある物の一部を見せます。(スプーンの一部が映った写真も見せる) 
　　　　ここに当てはまる物はどれですか？この中から選んでください。 
　　　　(ドライバー、スプーン、ペンの先端の写真から選んでもらう。) 
２、色を組み合わせる 
検査者：同じ色同士を結んでください。　　 
３、形の認知　 
模倣 
検査者：８つある図を全て見ながらで良いので、紙に描いてください。 
選択 
検査者：同じ図を線で結んでください。 

④目に見える状況の理解の検査　　 
検査者：今から見せる写真の状況を具体的に説明して下さい。 
　　　　(１枚目が終われば２枚目の写真を見せる。計３枚) 

⑤視覚性記憶の検査　 
検査者：今からこれらの図形をなるべく正しく写してください。 
　　　　制限時間はないので、焦らず写してください。 
　　　　 
　　　　(写し終えた直後に) 
　　　　もう一度同じ図形を描いてください。次は何も見ずに描いてください。 
　　　　 
　　　　(２回目書き終えた５分後に) 
　　　　先ほど描いた図形ももう一度何も見ずに描いてください。 
　　　　※５分間の間は記憶させる課題はしない。



①言語理解 
１、語彙の理解(単語の理解) 
検査者： 
今から私が言うものの写真を見つけて、指してください。 
「さかな」「にわとり」「とら」「りんご」「ギター」 
「鉛筆」「コップ」「おはし」「電話」「肉」「靴」 
「飛行機」「靴べら」「靴下」「ライオン」「たまご」「ケーキ」 
「つくし」「体温計」「ほうき」「銃」「ナイフ」「カッターナイフ」「車」 

２、構文解析(文章の理解) 
検査者：今から音声を流します。写真の状態を正しく説明している文章を言ってい 
　　　　ると思ったら手を上げてください。 

場所：公園で遊ぶ 
道具：ハサミで切る 
原因：風邪で休む 
様態：一人で歩く 
時間：７時間で閉まる 

②語想起 
検査者：今から(「野菜」か「動物」から一つ決める)の名前をできる限り多く 
　　　　言ってください。制限時間は６０分。 

③言語性記憶検査 
三宅式記銘力検査を説明(別紙参照)

左側頭葉の検査



①複数物品の認識検査 
・触覚 
検査者：今から物を手のひらに当てるので、触れているか触れていないかを答えて 
　　　　ください。手のひらを上にして、目を閉じてください。 
　　　　５回検査者が「触ってますか？」と尋ねる。 
　　　　１回目ティッシュ触れている　　　　２回目ティッシュ触れていない 
　　　　３回目ティッシュ触れていない　　　４回目ティッシュを触れている 
　　　　５回目ティッシュを触れている 

・痛覚 
検査者：今から物を手のひらに当てるので、どんな感覚がしたか答えてください。 
　　　　手のひらを上にして、目を閉じてください。 
・温覚 
検査者：今から物を手のひらに当てるので、どんな感覚がしたか答えてください。 
　　　　手のひらを上にして、目を閉じてください。 

②物品認知の検査 
検査者：何を触っているか答えてください。 
　　　　手のひらを上にして、目を閉じてください。 
　　　　(物品を手のひらにのせる)

頭頂葉の検査



③視空間認知、構成機能の検査 
１、複数物体の大小の認知 
・同じ形の物体 
検査者：大きさの大きい方から順に指をさしてください。 
・違う形の物体 
検査者：大きさの大きい方から順に指をさしてください。 

２、複数物体の相対的位置関係の認知 
・奥行きの認知 
検査者：物品を手前から順に答えてください。 
　　　　(２回行う) 

・物体の重なりの認知 
検査者：奥にある物体を答えてください。 
　　　　(4回実施) 

・線の傾きの認知 
検査者：傾いている線を選んでください。 
　　　　(4回実施) 

・立体の認識 
検査者：(問題を見せながら)箱の数を答えてください。 
　　　　(３回実施) 

３、物体の立体認識 
検査者：；この中から立体物を選んでください。

頭頂葉の検査



 

有関係対語１ 有関係対語２ 有関係対語３ 有関係対語４ 有関係対語５

人ー猿 えびすー大黒 運動ー体操 海ー船 花ー蝶々

田舎ー田んぼ 煙草ーマッチ 金ー銀 男ーひげ 家ー庭

親切ー情 相撲ー行司 命令ー服従 春ー秋 役者ー舞台

医者ー病人 空ー星 眠りー夢 机ーすずり 立身ー出世

手ー足 汽車ー電車 火事ーポンプ 鳥ー飛行機 夕立ー雷

池ー河 氷ー雪 心配ー苦労 雨ーかさ 旅行ー名所

軍人ー戦争 寿司ー弁当 木綿ー着物 夜ー電灯 勲章ー功労

馬車ー自動車 葬式ー墓 温泉ー海水浴 病気ー薬 女中ー台所

勉強ー試験 夕刊ー号外 茶碗ー箸 竹ー虎 幸福ー満足

狐ー稲荷 華族ー平民 カルタートランプ 梅ー桜 鳩ー豆

無関係対語１ 無関係対語２ 無関係対語２ 無関係対語４ 無関係対語５

谷ー鏡 地球ー問題 将軍ー水道 火鉢ー嵐 蛍ー軍艦

酒ー村 少年ー銀行 柱ー切符 夏ーとっくり 雨戸ーすいか

下駄ー坊主 入浴ー鯨 鉄橋ー公園 心ー池 練習ー地震

忠義ー椅子 つぼみー響き 成功ー月 煙ー弟 材木ー老人

仕事ー冬 うさぎー障子 新年ー先生 犬ーランプ 縁日ー病院

娘ー石炭 田植えー神社 猫ー鉛筆 正直ー畳 玄関ー砂糖

蛙ー巡査 ガラスー貧乏 屋根ー菓子 学校ー太陽 診療ー牛

柳ー電話 水泳ー紫 財産ー郡会 松ー人形 電気ー藤

行列ー空気 停車場ー真綿 商売ー警察 頭ー秋 時間ー鉄瓶

書生ー袋 特別ー衝突 けんかー香水 時計ー嵐 羊行ー手ぬぐい

三宅式記銘力検査



有関系対語(人ー猿など)10組と 
無関係対語(谷ー鏡など)１０組の記憶検査を行う 

方法 
１：初めは有関係対語１０組の記憶から始める。 
２：検査者が「人ー猿、田舎ー田んぼ」と順番に１０組の有関系対語を言う。
３：１０組言い終わったら、検査者が有関係対語の１つ目(人ー猿なら人、田 
　　舎ー田んぼなら田舎)を言い、それに続いて被験者に２つ目(人ー猿なら猿 
　　田舎ー田んぼなら田んぼ)を言うように促す。 
４：１回目の検査が終わったら同じ内容を２回、３回と行う。 
５：有関係対語が終わったら無関係対語を行う。 
　　※初めは２～３組の対語を使って練習し、ルールを理解してもらう。 
　　　ルールが理解できたことを確認できれば開始する。 

※軽度認知障害群の中で実施

１回目 ２回目 ３回目
MMSE　２２点以上 4.0 5.1 5.5
MMSE　21点以下 1.5 2.8 3.0

重度 0.5 0.8 1.0


