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高次脳機障害に対する

リハビリテーション

-概要編-

社会福祉法人 農協共済 別府リハビリテーションセンター

言語聴覚士 甲斐祥吾

令和4年4月7日 リハオンデマンド LIVEセミナー 自己紹介

2003年 大学卒業後3年間サラリーマン(営業)を経験
2006年 大分リハビリテーション専門学校入学
2009年 農協共済別府リハビリテーションセンター入職

～2012年 回復期リハ病棟
～2017年 高次脳機能障害専門外来
～2022年 回復期リハ病棟

執筆論文 指導者は中島恵子教授(京都文教大学臨床心理学部 臨床心理学科)
＜筆頭著者＞
・脳梗塞後に万引きを繰り返す症例への環境構造化の取り組み.高次脳機能研究36(2).2016
・親亡き後に独居となった若年高次脳機能障害者の長期経過 .高次脳機能研究37(4).2017
・高校英語教諭への原職復帰を果たした伝導失語の一例.高次脳機能研究第38(4).2018

＜共 著＞筆頭:野村心(作業療法士)
・高次脳機能障害者に対する農園芸プログラム可視化の有用性.高次脳機能研究34(4).2014
・脳損傷後のanger burstに対する認知・行動的アプローチ～自らコーピングの案出に至った若年症例～

高次脳機能研究37(3).2017
・記憶障害者への社会生活・復職におけるメモリーノートの汎化に向けた取り組み

─誤りなし学習，試行錯誤学習の時期，目的に即した活用と適応─.作業療法37(1).2018
・自己身体定位障害障害が残存したまま自宅退院となったBalint症候群の一例.高次脳機能研究39(3).2019

本日の内容

１．高次脳機能障害が難しい要因
①個別性が高い ②２つの背景がある
③ネットワークが複雑

２．高次脳機能障害をひも解くための三大評価
①画像所見 ②神経心理学的検査の分析と解釈
③行動観察

３．高次脳機能障害の種類
①注意障害 ②記憶障害
③遂行機能障害 ④社会的行動障害

４．アプローチの基本姿勢
①当事者に思いをはせる ②気づきの促し
③ワーキングメモリを鍛える
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高次脳機能障害が難しい要因
①個別性が高い

宮本礼子ら:総合臨床実習を通した作業療法士学生の高次脳機能障害に対する
理解と困難さの質的検討.日本保健科学学会誌15(2).2012

作業療法士学生の高次脳機能障害に対する
理解と困難さの質的検討

■高次脳機能障害特有の困難要因
・障害の程度による対応の難しさ
・介入後の変化の捉えにくさ
・同じ患者でも症状が常に一定なわけではない
・介入の意図が不明確

高次脳機能障害が難しい要因
②２つの背景がある

学術的背景・行政的背景の違い

学術 行政

背景

・脳損傷に起因する
認知機能障害全般を指す

・100年以上前から、
研究が進められている

・麻痺、失語症のない認知機能障害者が
使える福祉サービスがなかった

・2001年から厚労省が
高次脳機能障害支援モデル事業を開始

症状
・失語、失行、失認、健忘、
注意障害、判断障害等

・注意障害、記憶障害、
遂行機能障害、社会的行動障害

高次脳機能障害は精神保健福祉手帳、障害年金(精神)の対象

中島八十一:高次脳機能障害支援モデル事業について:高次脳機能研究 26(3).2006
岩田誠:高次脳機能障害Q&A基礎編.2011

高次脳機能障害情報・支援センターHPより、表作成
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行政的な背景

当事者やその家族を救済する目的で

2001年 厚労省が高次脳機能障害者支援モデル事業を開始

高次脳機能障害支援コーディネートマニュアル.2006

精神保健福祉手帳、障害年金の申請が可能

【行政的な高次脳機能機能障害】

記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害

大分県：諏訪の杜病院、別府リハビリテーションセンター

高次脳機能障害支援コーディネーターを置き、相談・支援業務を担う

高次脳機能障害支援拠点機関

頭部外傷の特徴

イラスト：Wikipedia.脳挫傷

頭蓋骨に接する箇所が脳挫傷になりやすい
前頭葉外側面、前頭葉眼窩部、側頭極など

頭部外傷では前頭葉症状が出やすい

行政的な高次脳機能障害のモデルは
脳外傷患者の症状(=前頭葉症状)が多い

■若年例が多い、身体麻痺は少ない、認知機能の低下が主体
■主介護者が親であることも多く、親なき後問題が課題
■小児期の受傷が、青年期以降に高次脳機能障害として顕在化

高次脳機能障害を難しくしている要因
③ネットワークが複雑

■高次脳機能の局在とネットワーク
・前頭前野は、他の大脳皮質領域や大脳基底核、視床、視床下部、脳幹網様体、
大脳辺縁系などと豊富な線維連絡を有するため、他の領域の影響を受ける

・しかし、他の領域の障害で常に前頭葉症状が出るわけではない

植村研一ら:高次脳機能の局在とネットワーク:高次脳機能研究 28(2)2008

若旅 正弘ら.橋梗塞後に認知機能障害を呈した症例.脳科学とリハビリテーション 15.2015

■Hoffmannら(1998)
橋梗塞4例すべてで遂行機能低下

■若旅ら(2015)
橋梗塞例で、注意障害、遂行機能障害

本日の内容

１．高次脳機能障害が難しい要因
①個別性が高い ②２つの背景がある
③ネットワークが複雑

２．高次脳機能障害をひも解くための三大評価
①画像所見 ②神経心理学的検査の分析と解釈
③行動観察

３．高次脳機能障害(行政的)の種類
①注意障害 ②記憶障害
③遂行機能障害 ④社会的行動障害

４．アプローチの基本姿勢
①当事者に思いをはせる ②気づきの促し
③ワーキングメモリを鍛える

脳損傷後は、何らかの高次脳機能障害を疑う

渡邉修:高次脳機能障害の評価.臨床リハ26(1).2017

高次脳機能障害診断基準

国立障害者リハビリテーションセンター・高次脳機能障害支援センターHP

Ⅰ．主要症状等
1.脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている
2.現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が
記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である

Ⅱ．検査所見
MRI,CT,脳波等により認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、
あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる

Ⅲ．除外項目
1.脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を有するが
上記主要症状（I-2）を欠く者は除外する
2.診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する
3.先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する

Ⅳ．診断
1.Ⅰ～Ⅲをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する
2.高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の
急性期症状を脱した後において行う。

3.神経心理学的検査の所見を参考にすることができる
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高次脳機能障害をひも解くための三大評価

■記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害により

日常・社会生活に支障が生じている

障害者手帳診断書の生活能力の状態の判断

＝保護的環境でない場合(単身での生活)を想定

蒲澤秀洋:チームで支える高次脳機能障害のある人の地域生活.中央法規.2017

入院生活で問題ないから、高次脳機能障害ではない?

高次脳機能障害の診断の整理

■「高次脳機能障害」と、ただ診断するのではなく、

神経心理学的検査の読みと行動評価の掘り下げが重要
石合純夫:高次脳機能障害の定義-病巣と症候の整理-.リハ医学51(12).2014

■CT、MRIなどで脳の器質的病変を確認

高次脳機能障害をひも解くための三大評価

それぞれをバランスよく評価

神経心理学的検査の
分析と解釈

行動観察
⇒ADL・IADL

脳の損傷部位確認
⇒CT・MRI

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
①画像所見

渡邉修:高次脳機能障害の評価.臨床リハ26(1).2017

脳の損傷部位が

左右、前後、どこなのかで症状を推定

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
①画像所見

■言語機能
・発話
・聴覚的理解
・書字
・読解
・計算

■聴覚性注意
■言語性記憶
■音韻ループ

■視覚認知
■視覚性注意
・受動的注意
・能動的注意

■視覚性記憶
■風景、相貌認知
■視空間スケッチパッド

視覚、動作

右半球

言語、聴覚

左半球

脳の左右による働きの違い

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
①画像所見

イラスト：Wikipedia.解剖学における方向の表現

脳の背側・腹側

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
①画像所見

前頭葉の部位
ブロードマン
別名

機能 障害

背側前頭前野 46野
遂行機能
中央実行系
注意配分

遂行機能障害
注意障害

内側前頭前野
24野,32野
前部帯状回

意欲、情動 意欲低下(アパシー)

前頭葉眼窩部 11野、47野
抑制、自己制御
報酬や罰と関わる

感情・欲求
コントロール低下

苧阪直行:意識と前頭葉-ワーキングメモリからのアプローチ-.心理学研究77(6).2007

脳の前後による働きの違い
前＝出力・遂行・意欲・抑制
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高次脳機能障害をひも解くための三大評価
①画像所見

DLPFC=背外側前頭前野

OFC=前頭葉眼窩部 三村將.頭部外傷後の前頭葉機能障害.2018

前頭葉の外側

MPFC＝内側前頭前野

ACC=前部帯状回

前頭葉の内側

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
①画像所見

平山和美:視覚背側経路損傷による症状の概要.高次脳機能研究: 35( 2 ).2015

コーヒーカップを見たときの視覚処理
■どのように使うか・・・無意識的制御
→視覚性運動失調

■どこにあるか、どう使うか・・意識下
位置や運動の情報を意識に上る形で処理
→半側空間無視、失行

■それが何か
→意味記憶障害

赤いか、動いているか

筒形で、ぶつかると硬い音がし、
飲み物を入れ、「カップと呼ばれる」

筒形か、何個にみえるか

脳の前後による働きの違い
後ろ＝入力・認知

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
①画像所見

左：言語、聴覚 右：視覚、空間

後ろ：入力、認知

前：出力、遂行・意欲・抑制

脳の左右前後による働きの違い

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
②神経心理学的検査の分析と解釈

調べる機能 検査名

スクリーニング検査 MMSE、HDS-R

全般的知能 ウェクスラー式知能検査(WAIS-Ⅲ、Ⅳ)

記憶 ウェクスラー式記憶検査(WMS-R) 、S-PA
リバミード行動記憶検査(RBMT)、Rey複雑図形

注意・遂行機能 標準注意検査法(CAT)、TMT-J
遂行機能症候群の行動評価(BADS)
ウィスコンシンカード分類検査(WCST)

言語 SLTA、WAB

視覚認知・視空間認知・構成 標準高次視知覚検査(VPTA)、BIT行動性無視検査
Rey複雑図形

行為・失行 標準高次動作性検査(SPTA)

渡邉修:高次脳機能障害の評価.臨床リハ26(1).2017 一部改変

神経心理学的検査の種類

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
②神経心理学的検査の分析と解釈

【対象】大脳損傷患者
【役割】ヒトの大脳の仕組みを理解する神経科学の手法

診断や治療に供するための症候学としての臨床医学
森悦郎.神経心理学の役割.神経心理学35.2019

神経心理学的検査のあるある

■退院サマリーを書くために、とりあえず点数を出す
■「IQ80です」「平均以下です」「判定は異常です」等に留まる

神経心理学的検査の目的
１．鑑別診断
２．障害の精査と残存機能の評価
３．回復や治療効果の評価

武田克彦:神経心理学的序論.高次脳機能障害の考えかたと画像診断.中外医学社.2016

神経心理学とは

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
②神経心理学的検査の分析と解釈

立神粧子：前頭葉機能不全その先の戦略 Rusk通院プログラムと神経心理ピラミッド．2010（一部改変）

受容

記憶

注意と集中力

抑制【抑制困難症】発動性【無気力症】

覚醒、心的エネルギー【神経疲労】

神経心理学的リハビリに取り組む意欲

自己同一性

論理的思考,遂行機能
多様な発想力

コミュニケーションと情報処理
スピード・正確性

認知機能の働き方には順番がある

リハビリも土台から構築していく

神経心理ピラミッド
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高次脳機能障害をひも解くための三大評価
②神経心理学的検査の分析と解釈

■注意機能 眼前のリアルタイムの作業

■遂行機能 将来の予定、予想される事象
本田哲三：高次脳機能障害のリハビリテーション.2010

例1)カレーライスを作るための一連の行為
注意機能
野菜をきれいに切る、1時間集中する、肉を切りながら玉ねぎを炒める
遂行機能
必要な材料、子供はいるか?、煮込み時間を逆算して洗い物をする

例2)自動車運転
注意機能
前方注意の持続、歩行者/標識/信号に気づく、信号→歩行者へ注意切替え
仕事のことを考えながら運転にも集中する、など
遂行機能
小学生の登校時間帯で対向車が停車→「子供が横断するかも」
対向車がパッシング→「急いで右折」ではなく、バイクや歩行者へ配慮

注意機能と遂行機能の捉え方

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
②神経心理学的検査の分析と解釈

自動車運転の可否判断

高次脳機能障害学会HPおよび脳卒中、脳外傷等により高次脳機能障害が疑われる場合の自動車運転に関する
神経心理学的検査法の適応と判断.高次脳機能研究40(3).2020より表作成

・運転適性判断のゴールドスタンダードは
実車評価である

・この指針では神経心理学的検査法に
焦点をあて、手順をフローチャートで示す

・必要に応じて、シミュレータまたは実車に
よる評価へ進める形を提案

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
②神経心理学的検査の分析と解釈

自動車運転の可否判断

高次脳機能障害学会HPおよび脳卒中、脳外傷等により高次脳機能障害が疑われる場合の自動車運転に関する
神経心理学的検査法の適応と判断.高次脳機能研究40(3).2020より表作成

評価 検査基準 (太字は神経心理学的検査の種類)

認知症 MMSE24点以上、HDS-R21点以上
S-PA、WMS-R、RBMT＝これらで記憶障害がないこと

半側空間無視 BITですべての項目カットオフ以上
ただし、線分抹消1分、文字抹消2分40秒、星印抹消1分40秒以内

注意と
処理速度等

TMT-J 20～60歳代はPartAとPartBの総合判定が正常か境界
70・80歳代は60歳代の判定表にて判定

構成能力 Rey複雑図形 34/36点以上(Taylor の採点法60～70歳健常例基準)
コース立方体組み合わせテスト IQ80-90以上(橋本ら2002)

遂行機能 FAB、WCST、BADSは境界以上の成績で判断
知能良好で、前向性健忘のない純粋な遂行機能障害のみであれば
運転を控える必要はない

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
②神経心理学的検査の分析と解釈

就労の可否判断

雇用形態、業種、職場の理解度、発症前の本人の貢献度なども影響
自動車運転に比し、可否判断は基準化しづらい

先行研究 太字は神経心理学的検査の種類

用稲ら(2008) 非就労群では、かなひろい、CAT(順唱、視覚性抹消、記憶更新)
BADSの年齢補正得点、修正6要素で低下

先崎(2009) BADSと その ２年後の就労状況とが相関

澤田ら(2010) RBMT、TMT-AおよびBで就労群は非就労群に比し有意に良好

赤嶺ら(2015) 就労群は非就労群に比し、
認知訓練実施前のWMS-R遅延再生が有意に良好

実施後のWCSTの達成カテゴリー変化量、WAIS-Ⅲ積木

北上ら(2017) WMS-R図形の記憶、言語性対連合Ⅰ、精神統制、視覚性再生Ⅱの
4 つが就労の可否の予測に有用な可能性

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
③行動観察

橋本圭司：はしもとクリニック経堂HPより

チェックリスト

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
③行動観察

認知関連行動アセスメント(CBA)
森田秋子(ST)開発



リハオンデマンド
高次脳機能障害-概要編- R4.4.7

6

高次脳機能障害をひも解くための三大評価
③行動観察

セラピスト「今日から担当させていただきます甲斐です」

患者Ａ（左片麻痺）ベッド端座位、目線が合わず、発話なし。

具体例①：初回インテーク

意識障害

アパシー

交叉性失語

抑うつ状態

視覚失認

運動開始困難

注意障害(選択性、転換性)

神経疲労

半側空間無視

高次脳機能障害を紐解くための三大評価
③行動観察

1. 内容を取捨選択できない

2. 書字が追い付かない

3. 前半しか書きとれない

4. 漢字が浮かばない

5. ななめに書いてしまう

6. 文字が乱雑になる

7. メモを見ても思い出せない

8. メモの必要性を感じていない

具体例②：メモを活用できない

論理的記憶障害、ワーキングメモリー

処理速度の低下

言語性短期記憶障害

失書

構成障害

抑制コントロール、ペーシング障害

健忘症

病識欠如

本日の内容

１．高次脳機能障害が難しい要因
①個別性が高い ②２つの背景がある
③ネットワークが複雑

２．高次脳機能障害をひも解くための三大評価
①画像所見 ②神経心理学的検査の分析と解釈
③行動観察

３．高次脳機能障害の種類
①注意障害 ②記憶障害
③遂行機能障害 ④社会的行動障害

４．アプローチの基本姿勢
①当事者に思いをはせる ②気づきの促し
③ワーキングメモリを鍛える

高次脳機能障害の種類
①注意障害

Sohlberg(1987)

選択的注意、持続的注意、転換的注意、容量分配性注意

Koziol(2013)

トップダウン(能動的)注意、ボトムアップ(受動的)注意

船山(2016)

選択的注意、注意の維持、
注意のコントロール(制御、転換、配分) 、ワーキングメモリ

分類

刺激を探せない、時間がかかる
・視空間障害(半側空間無視/バリント症候群)の影響も疑う
・これらでなければ、覚醒度や処理速度の低下を疑う

武田克彦:高次脳機能障害の考えかたと画像診断.中外医学社.2016
森岡周:高次脳機能の神経科学とニューロリハビリテーション.協同医書.2020

高次脳機能障害の種類
①注意障害

視床

前部帯状回背外側前頭前野

下頭頂小葉
(縁上回・角回)

注意障害は、様々な病巣をもつ患者が多く、
病巣よりは注意機能を支えるネットワークで診る

廣實真弓、平林直次:Q&Aでひも解く高次脳機能障害.医葉薬出版.2013

高次脳機能障害の種類
②記憶障害

分類
記憶する情報のモダリティ

視覚性記憶 言語化しにくい図形で評価「三角の右に丸」等は×
言語性記憶 聴覚的に物語や単語のペアを評価する

記銘してから想起するまでの時間

即時記憶 ごく短時間(1分ほど) 注意集中に含む
近時記憶 記銘後、数分から数日して想起

情報の想起の仕方

再生 覚えた情報を頭から能動的に探し出す
再認 提示された情報が正しいか否か判断

障害した部位

側頭葉内側 エピソード記憶障害が顕著
視床 特に両側性の損傷でエピソード記憶障害
前脳基底部 自由再生が障害、手がかり再生・再認は比較的良好

武田克彦:高次脳機能障害の考えかたと画像診断.中外医学社.2016
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高次脳機能障害の種類
②記憶障害

側脳室

海馬

偏桃体

部位 側頭葉内側 前脳基底部 視床

原因疾患 脳炎、低酸素脳症 くも膜下出血 傍正中動脈の梗塞

症状 エピソード記憶障害 エピソード記憶障害 エピソード記憶障害

側脳室
下角

海馬

イラスト：Wikipedia.海馬、側脳室、視床

視床

高次脳機能障害の種類
③遂行機能障害

武田克彦:高次脳機能障害の考えかたと画像診断.中外医学社.2016

分類
(Lezak1982,1995)

具体的症状

意志、目標の設定 指示されなければ実行に移せない
自発性低下、運動開始困難

計画の立案 必要なものに重きを置き、取捨選択できない
遂行困難な計画、固執

目的ある行動
計画の実行

計画通りにいかず、衝動的な行動が目立つ
保続、抑制障害

効果的に
行動すること

変わった行動やうまくいかない行動をとる
自己モニタリングの障害

遂行機能に含まれる機能

流暢性、柔軟性、セットの維持転換、概念形成、抽象的思考、行為の抑制
プランニング、情報・行動の組織化、フィードバックの利用、意思決定

廣實真弓、平林直次:Q&Aでひも解く高次脳機能障害.医葉薬出版.2013

高次脳機能障害の種類
③遂行機能障害

■セットの維持転換

例) ・行きつけのラーメン屋の定休日が火曜日
・今日は木曜日だが、ラーメン屋が閉まってた
・「今日は火曜日か」

→定休日に引っ張られる
→「臨時休業」という発想に至らない

ウィスコンシンカード
ソーティングテスト(WCST)

■プランニング
BADS
動物園地図検査

BADS
修正6要素検査

高次脳機能障害の種類
③遂行機能障害

■概念形成、情報・行動の組織化

＜WMS-R 言語性対連合＞
対連合学習により記銘

＜WAIS-Ⅲ 類似＞
共通点を答える課題

みかん-バナナ
船-自動車
ハエ-樹木
仕事-遊び

金属-鉄
赤ん坊-泣き声
粉砕-夕暮れ
学校-八百屋

・知識(例:奥の細道の作者は?)に比し、
全般性知能との相関が低い

・言語障害の影響でなければ、
前頭前野の損傷との解釈が高まる

・最初よりも4試行後に反応低下あれば
前頭葉障害を疑う

Charles J.Golden(櫻井正人訳):高次脳機能検査の解釈過程.協同医書.2008

高次脳機能障害の種類
③遂行機能障害

側頭葉下部

小脳

前頭葉眼窩部

視床被殻

前部帯状回
背外側
前頭前野

イラスト：Wikipedia.脳、側脳室

出現しうる脳部位

高次脳機能障害の種類
③遂行機能障害

橋 中脳

イラスト：イラストAC

出現しうる脳部位
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高次脳機能障害の種類
④社会的行動障害

廣實真弓、平林直次:Q&Aでひも解く高次脳機能障害.医葉薬出版.2013

分類 症状

依存性・退行 すぐに他人を頼る、子供っぽくなる

欲求コントロール低下 無制限に食べたり、お金を使ったりする

感情コントロール低下 すぐに怒ったり笑ったりする、感情を爆発させる

対人技能拙劣 相手の立場や気持ちを思いやることができず
よい人間関係が作れない

固執性 ひとつのことにこだわって他のことができない

意欲・発動性の低下 自分からは何もしない

抑うつ 悲しみや絶望感、悲壮感などで精神的に落ち込む

感情失禁 ちょっとした刺激で怒ったり笑ったりする

■脳損傷の直接的な結果として理解できるのか
■その他の主要症状やそれにより障害された日常生活や社会生活から

2次的に引き起こされる症状でもある

武田克彦:高次脳機能障害の考えかたと画像診断.中外医学社.2016

高次脳機能障害の種類
④社会的行動障害

秋山知子, and 三村將. 社会性の神経心理学 (特集 社会脳).分子精神医学4(1).2004

どこを損傷しても社会的行動障害が出現する可能性

「社会脳(social brain)」と呼ばれる
神経ネットワークを形成する主な脳領域

三村將:前頭葉の臨床神経心理学.高次脳機能研究36(2).2016

本日の内容

１．高次脳機能障害が難しい要因
①個別性が高い ②２つの背景がある
③ネットワークが複雑

２．高次脳機能障害をひも解くための三大評価
①画像所見 ②神経心理学的検査の分析と解釈
③行動観察

３．高次脳機能障害の種類
①注意障害 ②記憶障害
③遂行機能障害 ④社会的行動障害

４．アプローチの基本姿勢
①当事者に思いをはせる ②気づきの促し
③ワーキングメモリを鍛える

アプローチの基本姿勢
①当事者に思いをはせる

これでは、高次脳機能障害=「やっかい」と思われてしまうことも

アプローチの基本姿勢
①当事者に思いをはせる

■頭の風船がいつもパンパン。感情がバカでかくなった気分

■ささいなことで簡単に破裂(針でチョンッ)

■ひとつのことに注意がへばりついて、ひきはがせない

■頭の中は、自転車乗車中に向かい風(周囲の情報入力)が強く、
バランスが取れないような感覚

■固執の正体=鼻の下にウ○チがついているような違和感
⇒一度気になると、それが頭を支配する

■「幼児化」、「すぐキレる」は心外

鈴木大介(2020) 『脳コワさん支援ガイド』

高次脳機能障害の内観

アプローチの基本姿勢
①当事者に思いをはせる

■関啓子(2013) STの当事者『話せないと言えるまで』
・BITでは、右に引き寄せられる(磁石に吸い寄せられる)感覚
・半側空間無視の知識により方向定位を獲得

■鈴木大介(2016)ルポライター『脳が壊れた』
・左方向を見てはならない＝心理的忌避感、障壁
・左側に「妻の母が裸でいる」「猫の死骸がある」との感覚

■私の受け持ち患者
・「左、左ってみんなに言われるけど、見てるつもり」
・「それ以上ってなると、左を向いて右のかかとを見る感覚」

半側空間無視の内観
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高次脳機能障害のアプローチの基本姿勢
①当事者に思いをはせる

関啓子 『2012年日本ST協会九州地区学術集会講演より』

■潜在意識では「病気のせいで夫へ迷惑をかけて申し訳ない」

■「旦那さんのお仕事は?」⇒「旦那?」⇒「ごめん」⇒(涙)

■感情失禁を起こした事象の話題は避けてほしい

■「辛いですよね」でなく、関係のない話へ切り替えてほしい

感情失禁の内観

高次脳機能障害のアプローチの基本姿勢
①当事者に思いをはせる

鈴木大介(2020) 『脳コワさん支援ガイド』

■筆に水をつけて、半紙に字を書いた状態(墨汁なし)
→頭の中のインクが薄く、すぐに消えていく

例)打ち合わせにて
「３月１８日の14時から2階会議室で、令和5年度の計画を話し合います」
→「３月、１４？？」「ちょっと待って・・・(汗)」

■内容をまとめて話すことは、
体育館に散らばった言葉(書類)を走って探し回る感覚

例)ひとつを取りにいって、次のとこまで走って・・・、
せっかく集めた言葉が飛んで行くこともある・・・

ワーキングメモリ制限の内観

高次脳機能障害のアプローチの基本姿勢
②気づきの促し

リハビリの最初の関門であり、最大の難関である

正しい認識に至るためには

暮らしの中での適度な失敗と失敗体験から肯定的に学び、

社会適応を悪化させないようにするフィードバックが必要

先崎章：生活支援のための認知リハビリテーションと心理療法.
高次脳機能障害精神医学・心理学的対応ポケットマニュアル.2009

高次脳機能障害者にとって病識を得ること

高次脳機能障害のアプローチの基本姿勢
②気づきの促し

予測的

気づき

体験的気づき

知的気づき

Crosson, B, et al.：Awareness and compensation in 
postacute head injury rehabilitation. Journal of Head 
Trauma Rehabilitation, 1989.

特定の機能の障害を
理解・認識する能力

問題が生じている時に
障害を認識する能力

起こりうる問題を
予測する能力

Crossonの概念モデル(3要素)

脳を損傷すると
集中力が低下するらしい

映画1本観るのが
きつい

映画は
休日の午前中に観よう

概要 具体例

障害の失認と否認
障害の失認：自分の行動に無関心、障害を指摘されると驚くが怒ることはない

否認：障害を指摘されると強く怒り出す、強く否定するなどの防衛反応を示す
介入方法が異なるため、両者を見極めることが重要

廣實真弓：Q&Aでひも解く高次脳機能障害.2013

高次脳機能障害のアプローチの基本姿勢
②気づきの促し

岡村陽子：セルフアウェアネスと心理的ストレス.高次脳機能研究32(3).2012

セルフアウェアネス(気づき)と心理的ストレス

■自尊心や自己効力感を感じられるプログラムを組み
心理的な配慮を常に意識することが必要

■認知訓練と心理的な介入を統合する必要性

■セルフアウェアネスの獲得とともに心理的ストレスも高まる

高次脳機能障害のアプローチの基本姿勢
③ワーキングメモリを鍛える

推奨

1. 脳卒中発症後に、認知機能障害の有無や程度を評価することは勧められる(推奨度A エビデンスレベル中)
また、その評価結果を患者の家族に伝えることは妥当である(B 中)

2. 半側空間無視に対して、反復性経頭蓋刺激(rTMS)、経頭蓋直流電気刺激(tDCS)、視覚探索訓練、プリズ
ム眼鏡を用いた訓練を行うことは妥当である(B 中)。また、鏡像を用いた訓練、冷水・振動・電気刺激を
用いた訓練、アイパッチを用いた訓練を行うことを考慮しても良い(C 低)

3. 記憶障害に対して、記憶訓練を行うことは妥当である(B 中)
4. 注意障害に対して、コンピュータを用いた訓練、attention process training(APT)、代償法の指導、身

体活動や余暇活動を行うことは妥当である(B 中)
5. 失行に対して、戦略的訓練や身振りを用いた訓練を行うことは妥当である(B 中)
6. 認知機能障害に対して、有酸素運動を行うことや身体活動を行うことは妥当である(B 中)

解説

• システマティックレビューでは記憶訓練は長期的な改善はもたらさない。
ワーキングメモリーを改善させることを示したメタ解析はある

ワーキングメモリ訓練のエビデンス
脳卒中ガイドライン2021抜粋
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高次脳機能障害のアプローチの基本姿勢
③ワーキングメモリを鍛える

■WM課題や認知課題の訓練は、訓練した課題だけでなく訓練していない課題の

成績まで上昇させる(Perrig,2009、Kawashima,2005、Uchida,2008）

■WM課題の訓練を数週間実施し流動性知能が向上(Jaeggi,2001)

■様々な領域の脳梗塞患者にWM課題を実施し注意能力が改善(Westeberg,2007)

■WM訓練によりWM課題中の前頭葉、頭頂葉領域の脳活動が増加(Olesen,2003)

■WM課題により神経系の可塑性を引き起こすと示唆(竹内,2010)

■WM課題によりドーパミン受容体の結合性が変化(McNab F,2009)

■難易度を調整せずWM課題を繰り返すのみでは、反応時間は減少しても

WM容量は増加しない(Kristofferson,1972、Phillips CJ,1984)

ワーキングメモリ(WM)向上に関わる先行研究

本日の内容

１．高次脳機能障害が難しい要因
①個別性が高い ②２つの背景がある
③ネットワークが複雑

２．高次脳機能障害をひも解くための三大評価
①画像所見 ②神経心理学的検査の分析と解釈
③行動観察

３．高次脳機能障害の種類
①注意障害 ②記憶障害
③遂行機能障害 ④社会的行動障害

４．アプローチの基本姿勢
①当事者に思いをはせる ②気づきの促し
③ワーキングメモリを鍛える

次回以降の研修

■評価編 4月２８日(木)
・脳の損傷部位と出現しうる症状の対応
・神経心理学的検査の分析方法

(事例にて、検査結果と脳部位との関連を検討)

■アプローチ編 6月 ２日(木)
・アプローチの優先順位のつけ方
・各障害への訓練の紹介
・気づきを促す方法

■生活・就労支援編 ７月 ７日(木)
・障害者自立支援法による制度、障害者年金等の話
・家族や職場への理解の促し
・就労支援に関する先行研究の紹介
・実践例(独居支援、就労支援)の症例報告


