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姿勢制御障害の評価と治療戦略

千里リハビリテーション病院 理学療法士 後藤 祐貴

自己紹介

名前：後藤 祐貴(Goto Yuki)
場所：大分県→大阪府

千里リハビリテーション病院
職種：理学療法士

https://twitter.com/pt_reha

https://www.instagram.com/pt_0717/

Twitter →

Instagram→

Reha on demandでは
こんなこともやってました→

講義スケジュール

姿勢制御障害の評価と治療戦略
ー姿勢定位障害ー

6月16日

姿勢制御障害の評価と治療戦略
ー症例を中心にー

7月1日

姿勢と視床

姿勢と評価姿勢と感覚系

姿勢と特徴的な現象

空間認知身体認知

Pusher現象 Lateropulsion
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今回の講義で抑えて頂きたいポイント

Point!!
Eric R. Kandel et al.金澤一郎 宮下保司（訳）2014 カンデル神経科学 ｐ.919

姿勢定位とは

姿勢定位（postural orientation）
身体の各部位の位置を他の部位や環境に適合させることである．

姿勢平衡(postural equilibrium)
身体のバランスを維持するには，身体に作用する外力に対して
能動的に抵抗する必要がある．

姿勢平衡と姿勢定位

定位(orientation)とは
動物が刺激に対して体の位置または姿勢を能動的に定めること．
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視覚系

体性感覚系前庭迷路系

姿勢定位には，視覚系，前庭迷路系，体性感覚系という
3つの入力系が関与することが知られている．

身体図式

Shumway-Cook A, Woollacott M (著) , 田中 繁, 高橋 明：モーターコントロール 原著第3版ー運動制御の理論から臨床実践へー. 医歯薬出版, 東京, 2009.

空間と自分の位置を把握

筋肉や関節の状態頭部の傾きと加速度

姿勢定位に関わる主要な３つの入力系

Point!!

Shumway-cook A, Woollacott M : Motor Control : Theroy and practical applications, Williams & Wilkins, Baltimore Maryland: 1995.

Horak, F.B. : Postural orientation and equilibrium : What do we need to know About neural control of balance to prevent falls? Age and Ageing, 2016.

大脳皮質

基底核
視床

脊髄

脳幹
脊髄

体性感覚

前庭感覚

視覚

70%

10%

20%

感覚の重みづけ

Peterka RJ : Sensorimotor Integration in Human Postural Control, J Neurophysiol 88 : 1097–1118, 2002.

姿勢と視床

姿勢と評価姿勢と感覚系

姿勢と特徴的な現象

空間認知身体認知

Pusher現象 Lateropulsion
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Daviesは本現象を呈する例の多くは重度の左片麻痺や
感覚障害，半側空間無視(USN)や病態失認などの高
次脳機能障害を複数合併することから「押す人症候
群(pusher syndrome)」と記述した．

Davies PM: Steps to follow: A guide to the Treatment of Adult Hemiplegia. Springer-Verlag, Tokyo, 1985.

Pedersen PM, Wendell A, et al.: Ipsilateral pushing in stroke: incidence, relation to neuropsychological symptoms, and impact on rehabilitation. The Copenhagen 

Stroke Study. Arch Phys Med Rehabil. 1996; 77: 25‒28.

Daviesにより

「すべての姿勢において非麻痺側上下肢により
重心を過度に麻痺側へ偏倚させ，それを修正す
る介助には強い抵抗を示す」と報告．

しかし，Pedersenらの研究にて，関連性を認めず，
症候群という根拠にかけると報告．
現在は「contraversive pushing」
「pusher behavior」と表現されることが多い．

Pusher現象とは

自覚的視覚的垂直判断 (subject visual verticality : SVV)

自己身体に対する外部の物体がどの程度真っ直ぐになっているかという

視覚的な要素を判断する能力．

自覚的身体的垂直判断 (subject postural verticality : SPV)

非視覚的に(閉眼で)自分の姿勢が垂直であるかどうかを判断する能力．

SPVは一般的に閉眼で，視覚的影響を取り除いた状態で実施されるが，開眼
との違いをみることで，視覚以外の知覚要素をみているかを判断する．

自覚的触覚的垂直判断 (subject haptical verticality : SHV)

外部環境である視覚的情報が完全に遮断され，身体部位とは異なる外部の物
体定位を判断する能力．

自覚的垂直判断ーSVV・SPV・SHVー
右半球損傷例
(pushing群とコントロール群)のSPVの差異

Karnath H, et al：The origin of contraversive pushing : evidence for a second graviceptive system in humans. Neurology : 55 : 1298-1304, 2000

自覚的視覚的垂直判断(SVV)は障害されておらず，

視覚的フィードバックを用いた治療アプローチ

の有効性を提唱している．

Pusher現象ー垂直判断と姿勢の関係性ー

【本研究で提示した5症例】

SCP平均5.8点
重度なUSNを合併

【Pusher現象を示さない5症例】

4症例はUSNを示していた

【Pusher現象を示す症例】
開眼時：ほぼ鉛直に定位

閉眼時：大きく非麻痺側へ偏倚(17.9°)
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Perennouら
回復期の脳血管障害患者80例(pushing例やpushing・姿勢偏倚がない脳卒中群，pushingはないが
姿勢偏倚はある脳卒中群など)を対象とした報告．

Pérennou DA,et al：Lateropulsion, pushing and verticality perception in hemisphere stroke: a causal relationship? Brain 131:2401-2413,2008

Karnathらの報告では「非麻痺側へ偏倚」であったが

Fukataら 急性期の脳血管障害患者43例(そのうちpusher10例・neglect10例・pusher＆neglect11例
を検討)を対象とした報告．

そのうち，6例のpusher現象を示す群(SCP：4.3点)について

SPVが約11°麻痺側へ偏倚していたと報告

SVVにおいてはneglectの有無が判断の動揺性に大きく影響
SPVではpusher現象の有無が影響

また，SPVの傾斜方向性は麻痺側へ偏倚していたと報告
Fukata K, et al : Influence of unilateral spatial neglect on vertical perception in post-stroke pusher behavior. Neuroscience Lett : 131, 2401-2413, 2020.

Pusher現象ー垂直判断と姿勢の関係性ー

Baccini M, et al : Scale for contraversive pushing : cutoff scores for diagnosing pusher behavior and construct validity. Phys Ther 88 : 947-955, 2008.

これまでのpusherの出現率に関する報告は1.5～63%までとさまざまであるが，
対象選定の条件，判定スケールの相違という要因が大きく影響していると考えられる．

下肢の麻痺を伴う脳卒中患者327名を対象➡出現率10.4%

運動機能障害を有する脳卒中例の10～20％に
Pusher現象はみられるものと考えられる．

Pedersen PM, et al : Ipsilateral pushing in stroke : incidence, relation to neuropsychological symptoms, 

and impact on rehabilitation. The Copenhagen Stroke Study. Arch Phys Med Rehabil 77 : 25-28, 1996.

なんらかの運動機能障害を呈する患者105名を対象➡出現率18.1%

下肢に運動機能障害を有した患者1099名を対象➡出現率14.2%
阿部浩明：Contraversive. Pushingと脳画像情報. PTジャーナル 44 : 749-756, 2010.

阿部浩明：姿勢定位と空間認知の障害と理学療法.脳卒中理学療法の理論と技術.メジカルビュー社,東京,457-478,2013.

Pusher現象ー出現率ー

Johannsen L, et al : Pusher syndrome following cortical lesions that spare the thalamus, J Neurol 253 : 455-

463, 2006.

Karnath HO, et al : Posterior thalamic hemorrhage induces pusher syndrome, 

Neurology 64 : 1014-1019, 2005.

さらに，病巣が大きく，視床外側に加え上部
の白質まで病変が及んでいるケースに強い傾
向あり．

視床損傷がない症例におけるPushingの責任病巣として

特に島後部と中心後回皮質下では両側半球で共通して特異的．

島後部，中心後回の皮質下，上側頭回の一部，
下頭頂小葉の一部の損傷が特異的な病巣であったとの報告．

Pushing群 ➡視床後外側部に病変が集中
非Pushing群➡視床前内側部に病変が集中

Pusher現象ー責任病巣ー

Abe H, et al : Delay in pusher syndrome recovery is related to frontal white matter lesions. Int J Neurol Neurother 4 : 065, 2017.

脳卒中患者(1660名)のうち右半球損傷でpushingを
呈する156名を調査
そこからさらに選択基準により9名を抽出

9名の対象群の詳細

重度の運動麻痺，感覚障害，重度のUSN

3名は早期回復群/６名は回復遅延群

回復遅延群で抽出された脳損傷領域

上縦束の走行域
皮質脊髄路の走行域 と合致．

運動麻痺の重症度と極めて高い相関がみられる皮質脊髄路損傷と，
USNとの深い関与が知られる上縦束の損傷．
これまで回復遅延する症例は重度の運動麻痺と重度のUSNを呈していると報告されていた．
今回の報告はその裏付けとも考えられる．

Pusher現象ー予後ー

姿勢と視床

姿勢と評価姿勢と感覚系

姿勢と特徴的な現象

空間認知身体認知

Pusher現象 Lateropulsion
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側方への突進現象を指し，
不随意的に一側に身体が傾いてしまう現象．

Maeda K, et al : Lateropulsion due to a lesion of the dorsal spinocerebellar tract. Intern Med 44 : 1295-1297, 2005.

Lateropulsionとは？

pushingのように

押す現象や修正に対する抵抗はみられない

Pusher現象との比較として

修正に対する抵抗の有無を評価
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延髄外側部梗塞で出現するWallenberg症候群
の１つとしてよく知られている．

脊髄小脳路や前庭脊髄路
などの損傷が関与している
と考えられている．

Maeda K, et al : Lateropulsion due to a lesion of the dorsal spinocerebellar tract. Intern Med 44 : 1295-1297, 2005.

これまでの報告から

Lateropulsionー責任病巣ー

Wallenberg症候群の症状

・Horner症候群(眼裂狭小，瞳孔
縮小，発汗減少など)

・同側の顔面と対側上下肢・体幹
の温痛覚障害

・同側の小脳失調
・構音障害
・嚥下障害
・嗄声
・眼振
・眩暈
・嘔気と吃逆

内側毛帯は内側を通り，錐体路は腹側を通るため，
位置覚や振動覚などの深部感覚や随意運動は保たれる．

Maeda K, et al : Lateropulsion due to a lesion of the dorsal spinocerebellar tract. Intern Med 44 : 1295-1297, 2005.

LateropulsionーWallenberg症候群ー

自覚的視覚的垂直判断(SVV)
との関連が指摘されている．

SVVの傾斜を評価

同様にlateropulsionの予後は良好と報告されている．
経過をみていく上で，Burke Lateropulsion Scale(BLS)などの評価も．

Burke Lateropulsion Scale

Bronstein AM, et al : Dissocistion of visual and haptic vertical in two patients 

with vestibular nuclear lesions. Neurology 61 : 1260-1262, 2003.

D’Aquila MA, et al : Validation of a lateropulsion scale for patients recovering from stroke. Clin Rehabil : 18, 102-109, 2004.

Cnyrim CD, et al : Central compensation of deviated subjective visual vertical in Wallenberg’s syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 78 : 527-528, 2007.

SVVの偏倚は時間経過とともに代償される．

Lateropulsionー垂直判断/予後ー

姿勢と視床

姿勢と評価姿勢と感覚系

姿勢と特徴的な現象

空間認知身体認知

Pusher現象 Lateropulsion
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その他の垂直性障害

Contralesional Lateropulsion (以下，CL)

この現象は，体幹筋の不均等や運動麻痺，感覚障害によっても麻痺側の傾斜が生ずることが
議論されていたが，上記の機能障害があっても垂直姿勢を維持できる症例は存在する．

大脳半球損傷後に観察される麻痺側へ傾斜する現象．

脳幹や小脳損傷後に観察されるLateropulsionとは区別される．

非麻痺側上下肢を用いて積極的に麻痺側へ押す行為や他動的な姿勢の矯正に
対する抵抗は観察されないのが特徴である．

近年，Daiらは発症から30日を経過した大脳半球損傷患者220名を調査し，

CLの出現率は15%であったと報告している．

また，CLがバランス指標や歩行能力に影響する因子であることも報
告されている．

CLの関連領域に関する報告は無いが，この現象は臨床上注意すべき現象
であり，今後更なる研究が必要と考えられる．

評価(SCP)
AとB，Aのみなどの

ようにABCの項目
すべてに該当せ
ず，かつSCP合計
が0.5以上の場合
にCLと判定される．

Dai S, Piscicelli C, et al : Balance, lateropulsion, and gait disorders in subacute stroke, 2020.

Perennou DA, Mazibrada G, et al : Lateropulsion, pushing and verticality perception in hemisphere stroke : A causal relationship? Brain. 131, 2401-2413, 2008.

Perennouらの研究
においてCL群は
麻痺側に約7°偏倚

深田和浩，網本 和，藤野 雄次 : 脳卒中後の垂直性障害と理学療法：理学療法ー臨床・研究・教育, 28 : 11-16, 2021.

垂直性障害ーContralesional Lateropulsionー

姿勢と視床

姿勢と評価姿勢と感覚系

姿勢と特徴的な現象

空間認知身体認知

Pusher現象 Lateropulsion

１

２

３

４

目次
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視覚系

体性感覚系前庭迷路系

姿勢定位には，視覚系，前庭迷路系，体性感覚系という
3つの入力系が関与することが知られている．

身体図式

Shumway-Cook A, Woollacott M (著) , 田中 繁, 高橋 明：モーターコントロール 原著第3版ー運動制御の理論から臨床実践へー. 医歯薬出版, 東京, 2009.

空間と自分の位置を把握

筋肉や関節の状態頭部の傾きと加速度

姿勢定位に関わる主要な３つの入力系

Shumway-cook A, Woollacott M : Motor Control : Theroy and practical applications, Williams & Wilkins, Baltimore Maryland: 1995.

Horak, F.B. : Postural orientation and equilibrium : What do we need to know About neural control of balance to prevent falls? Age and Ageing, 2016.

大脳皮質

基底核
視床

脊髄

脳幹
脊髄

体性感覚

前庭感覚

視覚

70%

10%

20%

感覚の重みづけ

Peterka RJ : Sensorimotor Integration in Human Postural Control, J Neurophysiol 88 : 1097–1118, 2002.

Karnath HO：Pusher syndromeーa frequent but little-known disturbance of body orientation perception. J Neurol 254 : 415-424, 2007.

垂直軸の知覚ー2つのシステムー

①視覚や前庭系，頚部の固有感覚情報

Karnath H, et al：The origin of contraversive pushing : evidence for a second graviceptive system in humans. Neurology : 55 : 1298-1304, 2000

②体幹からのGravity Receptor入力

・視覚で方向付ける知覚とは別に，重力で方向付ける感覚が人間には
存在すると思われる．

・この第２の重力システムは人間の真っ直ぐな姿勢のコントロールにおいて
決定的なシステムとなる．

Gravity Recepter System

※あくまで可能性

高草木薫：大脳皮質・脳幹ー脊髄による姿勢と歩行の制御機構. 脊髄外科, 2013.12, 27巻３号：208〜215

自己の身体を認知する仕組みは，行動
を発現するための基盤．

特定の環境下で，その空間における自
身の身体位置や体幹・手足の姿勢を

リアルタイムに認知．

体性感覚，前庭感覚，視覚など
の信号は体幹や上下肢の位置情報
を時々刻々と脳に刻んでおり，
脳の中では，身体が体表モデルと連携
した内的姿勢モデルとして構成される．

身体図式(body schema)

身体図式とは

高草木薫：大脳皮質・脳幹ー脊髄による姿勢と歩行の制御機構, 脊髄外科, 2013.12, 27巻３号：208〜215

「自分の身体の姿勢や動きを制御する際にダイナミックに働く

無意識のプロセス」

森岡 周：リハビリテーションのための脳・神経科学入門 改訂第2版. 2016

身体図式(body schema)

身体イメージ(body image)

「自分自身の身体について意識的にもつ表象」

身体図式と身体イメージ

高草木薫：大脳皮質・脳幹ー脊髄による姿勢と歩行の制御機構. 脊髄外科, 2013.12, 27巻３号：208〜215

自己の身体を認知する仕組みは，行動
を発現するための基盤．

特定の環境下で，その空間における自
身の身体位置や体幹・手足の姿勢を

リアルタイムに認知．

体性感覚，前庭感覚，視覚など
の信号は体幹や上下肢の位置情報
を時々刻々と脳に刻んでおり，
脳の中では，身体が体表モデルと連携
した内的姿勢モデルとして構成される．

身体図式(body schema)

身体図式とは

25 26
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視覚情報と体性感覚情報の両方に反応．
視覚的イメージを伴った身体イメージの形成に関係

上側頭回の後部と下頭頂小葉の下部に相当．
垂直軸の身体表象や空間における身体の垂直の意識といった身体表象に関与．

高草木薫：大脳皮質・脳幹ー脊髄による姿勢と歩行の制御機構, 脊髄外科, 2013.12, 27巻３号：208〜215

側頭-頭頂皮質における自己身体の認知

側頭-頭頂皮質

身体図式はすべての感覚情報が収束する側頭-頭頂皮質で生成される．

Leinonen L et al：Functional properties of neurons in lateral part of associative area 7 in awake monkeys. Exp Brain Res 

34:299-320, 1979.

側頭-頭頂接合部 :Temporo-Parietal junction(TPJ)

下頭頂小葉 (40野：縁上回，39野：角回)

Takakusaki K：Neurophysiology of gait：from the spinal cord to the frontal lobe. Mov Disord 28 : 1483-1491, 2013.

側頭-頭頂接合部
(Temporo-Parietal junction:TPJ)

Corbetta M, et al : The reorienting system of the human brain : from environment to theory of mind. Neuron 58 : 306-324, 2008.

能動的注意 背側経路

意識的に向けている注意
自ら意識し、集中するような注意

受動的注意 腹側経路

予期しない出来事、新しい方向に注
意を向けること
自分の意志とは関係なく注意が向く

SMG：縁上回

STG：上側頭回

姿勢定位障害と半側空間無視との関連
VANDAN

森岡周：半側空間無視のメカニズム. 理学療法ジャーナル 51 : 855-863, 2017.

上縦束が損傷してもUSNが出現する可能性がある．

Karnath HO, et al : The anatomy of spatial neglect based on voxelwise statistical analysis : a study of 140 patients. Cereb Cortex 14 : 1164-1172, 2004.

主にSLFⅡの離断が最もUSN出現に関与．

姿勢定位障害と半側空間無視との関連

縁上回，前頭眼野，頭頂間溝，
上頭頂小葉，下前頭回

Karnathらの報告：

右半球障害のうち，左USNを呈した患者の病巣

に集中している．

前頭-頭頂ネットワークを構成する領域

白質線維(上縦束:SLF)

森岡周：半側空間無視のメカニズム. 理学療法ジャーナル 51 : 855-863, 2017.
Corbetta M, et al : Spatial neglect and attention networks. Annu Rev Neurosci 34 : 569-599, 2011.

Karnath HO : Spatial attention systems in spatial neglect. Neuropsychologia 75 : 61-73, 2015.

TPJは能動的注意と受動的注意の
切り替えに関与．

側頭-頭頂接合部(TPJ)
これらが損傷すると

受動的注意ネットワークの機能不全に陥る．

これらにより，

視線が偏倚したり，視線を移動できなくなり，

USNが出現すると考えられた．

姿勢定位障害と半側空間無視との関連

SLFⅡはTPJから下前頭回，島皮質，

中前頭回に情報を伝達する経路を構成．

どちらも頭頂連合野，またそれらの連絡線維に障害が生じ，
出現する可能性がある病態と考えられている．

Pusher現象とUSNは別物であるが，
臨床的に合併しやすいと言われている．

Corbetta M, et al : The reorienting system of the human brain : 

from environment to theory of mind. Neuron 58 : 306-324, 2008. 森岡周：半側空間無視のメカニズム. 理学療法ジャーナル 51 : 855-863, 2017.

姿勢定位障害と半側空間無視との関連

Pusher現象と半側空間無視

その裏付けでもあるのではないか

姿勢と視床

姿勢と評価姿勢と感覚系

姿勢と特徴的な現象

空間認知身体認知

Pusher現象 Lateropulsion

１

２

３

４
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吉尾雅春(編)：症例で学ぶ 脳卒中のリハ戦略. pp.15, 医学書院, 2018

高草木薫：大脳皮質・脳幹ー脊髄による姿勢と歩行の制御機構. 
脊髄外科, 2013.12, 27巻３号：208〜215

視床と連絡線維

視床の他の核からの入力のほか，
上丘，一次視覚野，聴覚野，体性感覚野
からの情報を受け，

上頭頂小葉や

頭頂葉内側面の楔前部に投射する．

吉尾雅春(編)：症例で学ぶ 脳卒中のリハ戦略. pp.15, 医学書院, 2018

吉尾雅春：視床と周辺の機能解剖, PTジャーナル, 第52巻第5号, 2018.

後外側核(LP核)

body imageや
空間における姿勢定位に関わる．

視床と連絡線維

対側の前庭神経核からの情報を受けて，

外側溝最後方の内側に位置する島皮質
周囲(頭頂島前庭皮質：PIVC)
に投射する．

吉尾雅春(編)：症例で学ぶ 脳卒中のリハ戦略. pp.15, 医学書院, 2018

この核の障害では視床性失立症(thalamic 

astsia)が生じる可能性がある．
自覚的視覚的垂直判断(SVV)の偏倚を認める．

吉尾雅春：視床と周辺の機能解剖, PTジャーナル, 第52巻第5号, 2018.

Turlough F, et al(著), 井出千束(監訳), 杉本哲太, 他(訳) : 臨床神経解剖学, 原著第6版. 医歯薬出版, 2013.

腹側中間核(Vim核)

視床と連絡線維

視覚や体性感覚情報とともに頭頂葉で
統合され，運動時の姿勢制御に関わる．

前庭入力を受けるすべての大脳皮質領域

は，前庭感覚に加えて，視覚や体性
感覚情報を受ける多モダリティ感覚領域．

島回から頭頂葉にかけての領域(シルビ
ウス裂の中心から後部にわたる領域)は

特に頭頂島前庭皮質と呼ばれる．

吉尾雅春(編)：症例で学ぶ 脳卒中のリハ戦略. 医学書院, 2018

高草木薫：大脳皮質・脳幹ー脊髄による姿勢と歩行の制御機構. 
脊髄外科, 2013.12, 27巻３号：208〜215

頭頂島前庭皮質
(parieto-insular vestibular cortex, PIVC)

視床と連絡線維ー島皮質ー

吉尾雅春(編)：症例で学ぶ 脳卒中のリハ戦略. 医学書院, 2018

高草木薫：大脳皮質・脳幹ー脊髄による姿勢と歩行の制御機構. 
脊髄外科, 2013.12, 27巻３号：208〜215

視覚や体性感覚などと統合されて
空間内での姿勢や運動を認知し，

適切に制御するのに重要な役割を
果たしていると推測されている．

SVVの偏倚や
空間における身体の位置関係を

認知できず，姿勢制御障害を呈する．

視床と連絡線維ー島皮質ー

頭頂島前庭皮質
(parieto-insular vestibular cortex, PIVC)

障害されると．．．

姿勢と視床

姿勢と評価姿勢と感覚系

姿勢と特徴的な現象

空間認知身体認知

Pusher現象 Lateropulsion

１

２

３

４
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Scale for Contraversive Pushing (SCP)

Karnath H, et al：The origin of contraversive pushing : evidence for a second graviceptive system in humans. Neurology : 55 : 1298-1304, 2000

姿勢定位障害の評価ーSCPー

①,②,③の各項目各々＞0の時にpushingがあると判定する．
つまり，pushing有の判定の最低は①0.25 ②0.5 ③1 ＝ 1.75/6.0点．

D’Aquila MA, et al : Validation of a lateropulsion scale for patients recovering from stroke. Clin Rehabil : 18, 102-109, 2004.

Burke Lateropulsion Scale (BLS)
測定条件 具体的評価方法と判定基準

背臥位からの寝返り
0～3 +1

丸太を転がすようにして反応を見る(初めに麻痺側へ転がし，次に非麻痺側へ転がす)．
0：抵抗なし 1：軽い抵抗 2：中等度 3：強い抵抗 +1：両方向に抵抗があった場合，1点追加

端座位
0～3

足底離地座位で手は膝の上に置く．麻痺側へ30°傾け，検者が患者を正中に戻そうとした時の反応．
0：抵抗なし 1：残り5°以内で抵抗 2：5～10°の範囲で抵抗 3：10°以上傾いているところで抵抗

立位
0～4

立位で麻痺側へ15～20°傾け，正中をこえて非麻痺側へ5～10°まで戻そうとした時の反応．
0：抵抗感なく重心を非麻痺側へ 1：正中をこえて非麻痺側へ5～10°で抵抗
2：正中まで残り5°以内で抵抗 3：正中まで残り5～10°の範囲で抵抗 4：正中まで10°以上離れて抵抗

移乗
0～3

まず，非麻痺側への移乗を観察．可能であれば，麻痺側への移乗を採点する．
0：抵抗なく可能 1：わずかな抵抗あり 2：中等度の抵抗であるが，1人介助で可能
3：重度の抵抗があり，重度のpusherのため，2人介助が必要

歩行
0～3

Thが患者を正中位にしようとする介助に対する患者の能動的な抵抗．
0：押す現象みられず 1：わずかに押す現象あり 2：中等度の押す現象あり
3：重度の押す現象があり，2人介助が必要，もしくは歩行不可能．

・カットオフ値：≧3

・寝返り，座位，移乗，立位，歩行と基本動作を網羅しており，ADLに即したpusher現象の評価が行える．
・詳細な説明があり，支持面の大きな背臥位から支持面の小さい歩行まで評価でき，軽症から重度まで，

すべての回復段階を追っていける．

姿勢定位障害の評価ーBLSー

対象者の正面に視覚指標を提示し，前額面において

視覚的に垂直位を判断する課題によって
評価される．

測定方法はロッドアームフレームテスト，
暗闇のなかでスクリーンに投影する方法，
バケツ法などが用いられる．

Pérennou DA,et al：Lateropulsion, pushing and verticality perception in hemisphere stroke: a causal relationship? Brain 131:2401-2413,2008

自覚的視覚的垂直判断

(subject visual verticality : SVV)

姿勢定位障害の評価ー垂直判断ー

前額面上で傾斜できる座位装置を用いて行われる．
右あるいは左に傾斜した状態から開始し，開始時に
傾斜していた方向の反対側へと傾斜が始まり，被検

者が自分の身体が垂直になったと自覚的に判
断した角度と実際の垂直線との差を評価する．

SPVは開眼で行う場合と閉眼で行う場合があり，開
眼では外部環境を視覚的に捉えてSPVを判断する．

閉眼では視覚情報が利用できないため，そ
の他の知覚を用いたSPVと考えられる．

深田 和浩，網本 和，藤野 雄次 : 脳卒中後の垂直性障害と
理学療法：理学療法ー臨床・研究・教育, 28 : 11-16, 2021.

画像引用

自覚的身体的垂直判断

(subject postural verticality : SPV)

姿勢定位障害の評価ー垂直判断ー

Honore J, et al：The pusher syndrome reverses the orienting bias 

caused by spatial neglect. Neuropsychologia 47：634-638, 2009.

対象者が暗室で自身の触覚的な感覚を利用してロッ
ドを把持し，能動的に回転させ垂直位に定位する課
題によって評価される．

前額面，矢状面，水平面で測定するものがある．

水平面については，左USN例で時計回りに偏倚する
ことが示されている．

評価方法：
閉眼にて外部環境の視覚的情報を遮断し，直線的な
棒などの物体を徒手的に操作し，垂直に定位させる．

Perennou DA, et al：Lateropulsion, pushing and verticality perception in 

hemisphere stroke：a causal relationship? Brain 131：2401-2413, 2008.

自覚的触覚的垂直判断

(subject haptical verticality : SHV)

姿勢定位障害の評価ー垂直判断ー

Johannsen L, et al：Leg orientation as a clinical sign for pusher syndrome. BMC Neurol 23 : 6-30, 2006.

下肢がつかない状態での端座位姿勢

体幹を正中位へ近づけようとした際には

非麻痺側の股関節が外旋する．

麻痺側へ傾斜させたときには

外旋が抑制されて下腿が正中位に位置する．

姿勢定位障害の評価ーleg orientationー

43 44
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姿勢定位障害において

・脳画像所見と臨床症状を照らし合わせながら評価
していく．

・経過を見ていくことの重要性

・機能障害と残存機能を把握し，フィードバックや
代償を上手く活用しながら，最適な治療戦略の立
案やアプローチ，学習に繋げていく．

おわりに 次回

姿勢制御障害の評価と治療戦略
ー症例を中心にー

7月1日

リハオンデマンドにて

①運動制御 ②姿勢安定性

③症例掲示 ④治療戦略

内容

ご清聴ありがとうございました
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