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高次脳機障害に対する

リハビリテーション

-評価編-

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28日 リハオンデマンド LIVEセミナー

前回のおさらい

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

本日の内容

１．脳の損傷部位と出現する症状の対応
①前頭葉 ②脳幹・小脳
③側頭葉・辺縁系 ④頭頂葉・基底核等

２．ワーキングメモリ

３．神経心理学的検査の分析・解釈
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．症例検討(橋梗塞例)

本日の内容

１．脳の損傷部位と出現する症状の対応
①前頭葉 ②脳幹・小脳
③側頭葉・辺縁系 ④頭頂葉・基底核等

２．ワーキングメモリ

３．神経心理学的検査の分析・解釈
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．症例検討(橋梗塞例)

脳の損傷部位と出現する症状の対応
①前頭葉

イラスト：Wikipedia.脳,イラストAC酒向正春監修.大村優慈著.リハに役立つ脳画像.2016

部位 機能

前頭葉背外側 中央実行系、推論、意思決定

内側(前部帯状回) 意欲、発動性、洞察、抽象思考
ワーキングメモリ容量

眼窩部 抑制、意思決定、価値判断3
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脳の損傷部位と出現する症状の対応
②脳幹・小脳

部位 機能

小脳 視空間認知、注意、遂行、情動

橋 感情(失禁)、注意、遂行

中脳 注意、遂行
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脳の損傷部位と出現する症状の対応
②脳幹・小脳

部位 機能
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脳の損傷部位と出現する症状の対応
③側頭葉・辺縁系

部位 機能

側頭葉下部
側頭極

抑制、自伝記憶、社会認知

扁桃体 情動調節（特に嫌悪）

海馬 単純情報の連合記憶、
記憶項目とその文脈の連合記憶

部位 機能

海馬傍回
前方 記憶内容の処理（符号化と検索）

単一記憶項目の記銘と再認

後方 街並み認知、地誌的記憶
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脳の損傷部位と出現する症状の対応
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部位 機能

側頭葉下部
側頭極

抑制、自伝記憶、社会認知

扁桃体 情動調節（特に嫌悪）

海馬 単純情報の連合記憶、
記憶項目とその文脈の連合記憶

部位 機能

海馬傍回
前方 記憶内容の処理（符号化と検索）

単一記憶項目の記銘と再認

後方 街並み認知、地誌的記憶

1

2

11

3

2

3 4

4

脳の損傷部位と出現する症状の対応
④頭頂葉・基底核等

部位 機能

縁上回
身体認知、音韻ループ(言語性短期記憶)
手指模倣(有意味:左、無意味：両側)

角回 視空間認知、書字、計算、IQ

島皮質 情動、自己認識、社会認知

部位 機能

視床
注意/情動/遂行機能(背内側)、
空間認知(背外側)、記憶(前核)

尾状核 眼窩部の抑制、認知、損傷で意欲低下

被殻 前頭葉、視床との連絡による類似機能
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本日の内容

１．脳の損傷部位と出現する症状の対応
①前頭葉 ②脳幹・小脳
③側頭葉・辺縁系 ④頭頂葉・基底核等

２．ワーキングメモリ

３．神経心理学的検査の分析・解釈
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．症例検討(橋梗塞例)

ワーキングメモリ

苧阪直行:脳とワーキングメモリ.2003

＜保持を重視する立場＞
・一時的に呈示された情報の表象を課題処理のために
必要な一定時間だけ保持する

・不要になれば消去される

＜保持と処理の両者を重視する立場＞
・より広い定義
・保持した情報を柔軟に処理
・判断、推論などの高次処理を含む

■目標志向的な課題や作業の遂行にかかわるアクティブな記憶

■前頭前野に局在はせず、複数の脳内領域が分散協調的に働く

ワーキングメモリ

中央実行系
(背外側前頭前野)

視空間
スケッチパッド

(右頭頂葉)

エピソード
バッファ

音韻ループ
(左頭頂葉)

言語 エピソード
長期記憶

視覚的意味

ワーキングメモリのモデル(Baddeley,2000)
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).2007一部改変

ワーキング
(処理)

メモリー
(容量・保持)

ワーキングメモリシステムとして考える

「学校から自転車で帰っていると花火が始まった」
「すごくきれいだった」「来年は彼女と見たいと思った」

「きれい」

「彼女」

「来年」

ワーキングメモリ

音韻ループ
(左頭頂葉)

視空間
スケッチパッド

(右頭頂葉)

会話の処理

６９７８３

「ろく」
「きゅう」
「なな」
「はち」
「さん」

ワーキングメモリ

音韻ループ
(左頭頂葉)

視空間
スケッチパッド

(右頭頂葉)

順唱の処理

「６」
「９」
「７」
「８」
「３」

ケース1 音韻ループで繰り返す ケース2 視空間スケッチパッドへ記銘

６９７８３

「ろく」
「きゅう」
「なな」
「はち」
「さん」

ワーキングメモリ

音韻ループ
(左頭頂葉)

視空間
スケッチパッド

(右頭頂葉)

逆唱の処理

「６」
「９」
「７」
「８」
「３」

ケース2 視空間スケッチパッドへ記銘
音声を一瞬で数字へ換え、逆から読む
左右半球使う

ケース1 音韻ループで繰り返す
「ろく」「きゅう」と頭で言いながら
「さん」「はち」「なな」と口で言う
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脳画像の診かた

■CT・MRIの画像診断本と症例の画像を比べる

■読影した医師へ質問する

本日の内容

１．脳の損傷部位と出現する症状の対応
①前頭葉 ②脳幹・小脳
③側頭葉・辺縁系 ④頭頂葉・基底核等

２．ワーキングメモリ

３．神経心理学的検査の分析・解釈
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．症例検討(橋梗塞例)

神経心理学的検査の分析・解釈
①注意障害

分類 Sohlberg(1987)

選択的注意
必要な情報のみを選択し、それ以外はノイズとして捨てる

持続的注意
覚醒の低下、高い負荷のかかる情報処理
時間とともに枯渇する注意資源

転換性注意
ひとつの刺激から別の刺激に注意を向ける

容量分配性注意
同時にふたつ以上の刺激へ注意を向ける

損傷部位と分類を合わせて分析
視覚性選択的注意、聴覚性転換性注意など

神経心理学的検査の分析・解釈
①注意障害

３ ６ ９ ７ ２ ４⌒⌒⌒⌒⌒

■左半球損傷：聴覚性注意

■右半球損傷：視覚性注意

＜PASAT＞音声提示される数字を連続加算

＜TMT-A＞ ＜TMT-B＞ ＜SDMT＞ ＜視覚性抹消課題＞

PASATが低値である場合の分析例
■右半球損傷：前頭葉の機能低下で、中央実行系がうまく働かない？→WCSTと比較
■左半球損傷：音韻ループに数字が残らない？→数唱と比較

選択的、転換性注意 選択的、転換性注意 選択的、持続的注意

神経心理学的検査の分析・解釈
①注意障害

CAT(CPT)反応時間ばらつきが、日常生活や運転の注意維持と関連

⑦【症例A 50歳代男性】
右中大脳動脈脳梗塞

TMT-A 80秒
自動車不可

【症例B 40歳代男性】
左被殻出血

TMT-A  73秒
自動車可

①病巣の違い
②TMTは同等

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

船山ら(2016)

神経心理学的検査の分析・解釈
②記憶障害(記銘力)

論理的記憶障害(石合2012)
・外傷性脳損傷にみられる(前頭葉損傷)・長い話が頭からこぼれる
・対連合学習は良好 ・数唱は5～8桁も可能

石合純夫:遂行機能と論理的記憶障害.リハ医学49(5).2012

前半しか覚えられない

断片的にしか覚えられない 良好

・ウィスコンシンカードソーティングテストの結果で判断
達成カテゴリー数、保続で異常＝前頭葉背外側機能低下を疑う

・背外側部を鍛える課題を行う(NbacK課題など)
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神経心理学的検査の分析・解釈
②記憶障害(記銘力)

ウィスコンシンカードソーティングテストのダウンロード

神経心理学的検査の分析・解釈
②記憶障害(記銘力)

比較的良好 不良

WAIS-Ⅲ,Ⅳの類似と比較

・類似課題は、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

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

・つまり、中央実行系での情報の振り分けはできるが、情報統合(概念形成)が苦手
・収束的思考課題を実施
(例)①バナナで始まって野球で終わる バナナ→細長い→バット→野球

②帰納法(複数の物事や事例から、共通項を統合して結論を得る)
30分で別府へ行く＋別大国道渋滞＝高速使う

神経心理学的検査の分析・解釈
②記憶障害(再生)

・前頭葉は機能していると推察
・記憶を保持できないのみなら健忘症候群
・再生不可でも再認できれば、メモが有用な可能性

IQや遂行機能の検査結果をみる
良好

概ね年齢相応
不良

境界、異常

・メモリーノート導入
・記憶障害への気づきを深める
・様々な場面でメモリーノートを活用

・注意、遂行などの機能を上げる
・記憶障害への気づきを深める
・周囲がメモを書いて渡す
・誤りなし学習で関わる

記銘は良好だが、忘却

遅延再生(30分後)

神経心理学的検査の分析・解釈
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

BADSから分かる遂行機能

・手順書の有用性
・所要時間

・教示の理解(ワーキングメモリー)
・独力での計画性

＜動物園地図検査＞
・指定箇所のみ行く
・何度も通れる道、
一度のみ通れる道が
ある

・ラクダ道は一度だけ
使用可能

神経心理学的検査の分析・解釈
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

BADSから分かる遂行機能

＜修正6要素検査＞
・口述(人生の思い出)×2題、絵カードの書称×2題、計算×2題＝6個の課題
・制限時間は10分。必ずすべての課題に手をつける(完了する必要はない)
・同じ種類の課題は続けてはいけない

(例) 絵カード書称左を10枚行い、書称右に移る×
→計算か口述を行う○

神経心理学的検査の分析・解釈
③遂行機能障害

Rey－Osterrieth複雑図形の検査
・Rey(1941)によって開発、Osterrieth(1944)により標準化された神経心理学的検査
・模写と再生には、視覚的知覚、視空間構成、運動機能、記憶などの諸機能が関与
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神経心理学的検査の分析・解釈
③遂行機能障害

萱村ら(1997)

【結果】
3分後再生の正確さに寄与する因子は
模写の正確さではなく、模写の構成方略

【考察】
模写の構成方略は
1) 図の記憶過程に促進的に関わる
2) 再生の正確さの有効な予測変数である
※特にsection3が3分後再生と相関

萱村俊哉ら:Rey－Osterrieth複雑図形における構成方略の評価とその意義.神経心理学13(3).1997

【対象】
健常大学生64名(男子33名，女子31名)

【方法】
正確さ、構成方略と3分後再生の結果を検討

Rey複雑図形から分かる遂行機能

神経心理学的検査の分析・解釈
③遂行機能障害

剣持ら(2013)
【対象】
認知症患者でMMSE得点が15点以上かつ25点以下の97症例

【方法】
①模写時方略
・大きな長方形の描き方 Aをまず描くか

②骨格要素の描出
・A～Eを描く前に他を描いていないか

①、②について、MMSE、FABとの関連を検討
【結果】
模写時方略、骨格要素の描出の各項目と
1)MMSEが相関、2)FABと関係の傾向

【考察】
・本研究の評価法は効率的な課題遂行のための
計画能力を評価

・既存の評価法と組み合わせることによって、
遂行機能障害を網羅的に評価できる可能性

剣持龍介ら:Rey複雑図形模写課題における認知症患者の遂行機能障害の評価:簡易尺度の作成と妥当性の検討.高次脳研究33(2).2013

Rey複雑図形から分かる遂行機能

神経心理学的検査の分析・解釈
③遂行機能障害

コース立方体組み合わせテスト、RCPMから
分かる遂行機能

手本が正方形=スムーズ

手本が菱型=混乱

RCPMの結果

良好

不良

視空間認知(入力)は可能
前頭葉の影響
→セットの維持転換
→方略の案出困難

視空間認知(入力)が不良
前頭葉の影響も考えるが、
視知覚検査で掘り下げ
→向き、形、大きさなど

福井俊哉.遂行(実行)機能をめぐって.認知神経科学12(3.4).2010

神経心理学的検査の分析・解釈
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

社会的行動障害 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

神経心理学的検査の分析・解釈
④社会的行動障害

Ａ
前頭前野背外側部

(客観的な功利的判断をする場所)

Ｂ
両側の内側前頭回、後部帯状回、角回

(感情に関係がある領域)

■通常、Ａの場合の条件では、一人を犠牲にするのはやむを得ないと回答
■Ｂの一人を突き飛ばして5人を救うことは賛成できないという
■前頭葉腹内側部に損傷を受けた患者が、Ｂの条件において、
非常に高い確率で「一人を突き飛ばすべし」と判断することが示された

トロッコのジレンマ課題(モラルの判断)

Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001).
An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment. Science, 293, 2105-2108.

神経心理学的検査の分析・解釈
④社会的行動障害

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

気づきの評価

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
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神経心理学的検査の分析・解釈
④社会的行動障害

気づきの定量化

高次脳機能障害全般
＜PCRS＞

記憶障害
＜生活健忘チェックリスト＞

・本人、家族(または支援者)がチェックし、双方の差異から評価

障害者職業総合センター：高次脳機能障害者のための 「職業リハビリテーション導入プログラム」の 試行実施状況について.2015

神経心理学的検査の分析・解釈
④社会的行動障害

情動反応の鈍化
無関心
低社会性
始動減少
持続性低下
病識欠如

興味減少
喜び喪失
精神運動遅滞
疲労
睡眠過剰

抑うつ気分
自殺念慮
自己非難
罪業感
悲観
絶望感
食欲低下

アパシー(行動) うつ(感情)

小林祥泰:脳卒中後アパシーと血管性認知症.高次脳機能研究34(1).2014

アパシー(Apathy)

■a(=ない)   pathy(=パッション、意欲)

■感受性、感情、関心の欠如

神経心理学的検査の分析・解釈
④社会的行動障害

障害者職業総合センター：高次脳機能障害者のための 「職業リハビリテーション導入プログラム」の 試行実施状況について.2015

意欲の評価
＜CAS＞

神経心理学的検査の分析・解釈
④社会的行動障害

日本脳卒中データバンク

アパシー、脳卒中後うつの評価

日本脳卒中学会

アパシー
＜やる気スコア＞

脳卒中後うつ

＜脳卒中感情障害（うつ・情動障害）スケール同時評価表＞

本日の内容

１．脳の損傷部位と出現する症状の対応
①前頭葉 ②脳幹・小脳
③側頭葉・辺縁系 ④頭頂葉・基底核等

２．ワーキングメモリ

３．神経心理学的検査の分析・解釈
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．症例検討(橋梗塞例)

症例提示

６０歳代 男性 橋梗塞

■元来、学歴は高く、仕事もできる
■右片麻痺
■高次脳機能障害(注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害)

■看護師、介護士へは高圧的態度
■セラピストとの関係は比較的良好
■車いすのブレーキ、フットサポート操作は1か月でも定着せず
■スケジュール自己管理は困難
■「仕事はできる」「運転ができないと話にならん」との発言

行動観察
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神経心理学的所見

機能 検査名

スクリーニング検査 MMSE26/30

全般的知能 ウェクスラー式知能検査(WAIS-Ⅳ)
全検査81、言語理解112、知覚推理78、
ワーキングメモリ76、処理速度68
コース立方体IQ80、RCPM23/36

注意 TMT-J:A55秒(境界)、B295秒(異常)
標準注意検査法(CAT) 後のスライドで提示

記憶 ウェクスラー式記憶検査(WMS-R) 
言語性95、視覚性106、一般的98
注意集中力95、遅延再生92

遂行機能 遂行機能症候群の行動評価(BADS)
規則変換カード3/4、行為計画0/4、鍵探し3/4、
時間判断3/4、動物園地図2/4、修正6要素0/4
計11/24、全般的区分「障害あり」

視覚認知・視空間認知・構成 BIT行動性無視検査132/146
Rey複雑図形 模写28/36、3分後再生11.5/36

画像所見

■橋に低吸収域
■脳室周囲白質病変あり
■脳溝は目立つが、明らかな病巣はない

・・・前頭葉症状？
・・・病前はバリバリ仕事できてた
・・・巣症状はなさそう

神経心理学的所見
CAT(標準注意検査法)

■処理速度低下
■ばらつきや誤りは少ない
■注意持続はまずまず

■終盤まで持続は可能
■転換性注意が低下
■前半OK→中盤×→終盤OK

■視覚性<聴覚性注意
■逆唱が顕著に低値
■保持OK、振分け×

→中央実行系

神経心理学的所見
WMS-R(ウェクスラー記憶検査法)

■情報の把持が断片的
■人名や数字があいまい
■論理的記憶障害?
=遂行機能障害(前頭葉機能↓)

■言語性＜視覚性
■忘却はない
■100±15以内
＝記憶は良好?

■対連合は良好
■WAIS-Ⅳ類似も良好
■情報の統合(前頭葉機能)は保持

神経心理学的所見
BADS(遂行機能障害症候群の行動評価)

■明らかな遂行機能障害

■独力での計画立案は困難
■行く箇所の把持は可能
■教示は分かっているが、
プランニングができない

■手順書があればスムーズ
■所要時間の延長もない
＝注意機能はまずまず

神経心理学的所見
BADS(遂行機能障害症候群の行動評価)

■絵の①(左側)、絵の②(右側)のみを１０分間実施し、終了
■終了後の教示確認では、「計算と話をし忘れた」との発言
■いったん、作業を始めると時間配分ができない
＝記憶障害ではなく、遂行機能障害(行為の抑制、自己モニタリング)
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神経心理学的所見
Rey複雑図形

模写 ３分後再生

見本

■大きな長方形から描いていない
■左下の正方形/十字の不一致
■見本と違うとは分かるが、修正困難
→視空間認知は可能(後方病変なし)
→処理(どこから修正するか)が困難

■全体の特徴は再生可能
■頂点もしっかり接合している
→記憶の保持、再生はできている
→視空間認知はやはり良好
→模写の方略(遂行)の問題と判断

神経心理学的所見
(BIT行動性無視検査)

■橋梗塞なので半側空間無視は出なさそう
■文字は認知負荷が高い、2つの刺激を処理「え・つ」を左手で抹消
■同時処理の問題＝特に「え」の誤りが多い
■半側空間無視ではないが、右片麻痺による左手での鉛筆使用のため
右空間へ意識が向きづらくなる?

神経心理ピラミッド 行動観察の分析

■看護師、介護士(男性、女性限らず)へは高圧的態度
■セラピストとの関係は比較的良好
→感情コントロールの問題よりは、職業への偏った認知
→自分よりも知識がある人は敬うべき(思考の柔軟性低下)

■車いすのブレーキ、フットサポート操作は1か月でも定着せず
→口述は可能で、意識下では手順も良好
→会話中、尿意の切迫時などに自動化しない(同時処理)

■スケジュール自己管理は困難
→予定表は見ているが準備に至らない

(プランニング、時間の逆算等)

■「仕事はできる」「運転ができないと話にならん」との発言
→知的気づきはあるが、体験的気づきに至っていない

訓練プログラム

■Nback課題
・前頭葉背外側(中央実行系)を鍛える
・次々に切り替わる刺激への対応が不十分なことへの気づき

■抹消課題
・2つ以上を処理した場合の右空間への注意を高める
・右空間の誤りへの気づき

■積み木の構成課題(見本が正方形、ひし形などセットを変える)
・視空間認知(向き、形の判断)ではなく、
処理(見本をどう見るかなどの方略)を鍛える

■疾病教育
・認知リハビリテーションを通して、リアルフィードバック

結果

■Nback課題
・かな1バック困難→2バック10枚以上達成

■抹消課題
・300個の中ら2つの仮名を探索するのに、見落しは3個以内

■積み木の構成課題(見本が正方形、ひし形などセットを変える)
・16個の構成が可能

■疾病教育
・「車の運転は厳しい」「まずは歩くこと」「仕事はできる」

■車いすブレーキ、フットサポート操作は介入3か月も定着せず
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本日の内容

１．脳の損傷部位と出現する症状の対応
①前頭葉 ②脳幹・小脳
③側頭葉・辺縁系 ④頭頂葉・基底核等

２．ワーキングメモリ

３．神経心理学的検査の分析・解釈
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．症例検討(橋梗塞例)


