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本書
の

特徴

■高次脳機能障害のある人々を支援するために，作
業療法士を目指す学生が身につけるべき知識と技術
を網羅．
■障害の分類から画像の見方，評価の際に必要とな
る検査について概説し，高次脳機能障害によっても
たらされる多様な症状に対する評価と作業療法介入
の実際を多くの症例とともにわかりやすく紹介．

● 主 な 内 容 ●
第1章

高次脳機能障害と作業療法

Ⅰ．はじめに／Ⅱ．高次脳機能障害とは―その歴史的背景／
Ⅲ．高次脳機能障害のリハビリテーション／
Ⅳ．高次脳機能障害と作業療法／Ⅴ．作業療法の効果／
Ⅵ．まとめ

第2章

高次脳機能障害の分類と類型

第4章

評価と介入の実践過程

Ⅰ．高次脳機能障害に対する作業療法実践過程の概要／
Ⅱ．作業療法実践課程の実際

第5章

機能障害別アプローチの実際

Ⅰ．認知の障害（視覚失認，半側空間無視，視空間認知の障害，
身体失認，地誌的失認）／

Ⅰ．はじめに／Ⅱ．高次脳機能障害とは／

Ⅱ．行為の障害（失行症，前頭葉性行為障害）／

Ⅲ．失行症と動作の抑制障害／Ⅳ．視覚認知の障害／

Ⅲ．遂行機能障害／Ⅳ．注意障害／

Ⅴ．左角回における感覚情報の統合／Ⅵ．視空間失認／

Ⅴ．記憶障害／Ⅵ．失語症／

Ⅶ．聴覚の障害／Ⅷ．記憶障害／Ⅸ．注意の障害／

Ⅵ．社会的行動障害

Ⅹ．前頭葉機能の障害

第3章

脳損傷との関連とその画像の見方

第6章

社会支援と作業療法

Ⅰ．高次脳機能障害者を取り巻く社会状況／

Ⅰ．はじめに／Ⅱ．脳画像を見る前に／

Ⅱ．高次脳機能障害者に関わる支援制度／

Ⅲ．自験例／Ⅳ．おわりに

Ⅲ．社会支援の実際と作業療法士の関わり

各章の冒頭に 学習課題・キーワード・
概要 を提示

第4章

★ 巻末には各 キーワードの説明

評価と介入の実践過程

3 章■
大脳皮質
大脳半球の一番外を覆っている灰白質．グリア，ニ
ューロンの細胞体，樹状突起，軸索からなる．細胞
神経心理学
体が多く灰色に見える．大脳皮質の下には何百万も
高次精神活動を脳の構造との関連において研究する
の軸索が走っている．
学問である．対象は心理現象で，心理現象の脳内基
様式特異性
盤を探ろうとする科学であり，人間の心理現象の構
この場合の様式とは視覚・聴覚・体性感覚，あるいは
造を知り，患者の治療に貢献するものである．
運動などを示す．大脳における様式特異性とは，特
認知心理学
定の領域で処理される情報が視覚なら視覚だけ，聴
人の〈こころ〉を対象とし，こころの機能を情報処
覚なら聴覚だけ，といった情報処理の単一性のこと
理過程として分析しようとする科学で，そのプロセ
をいう．
スをモデル化して考える学問である．
一次領域
機能回復
一次感覚野と一次運動野があり，様式特異性が最も
脳損傷で生じた中枢神経組織は，原則として破壊前
強い大脳皮質．一次感覚野は各感覚器官から情報を
の神経構造が回復することはないといわれている．
受け取る領域．それぞれ一次視覚野は後部後頭葉に
しかし失われた機能には回復が生じ，そのメカニズ
あり視覚系から，一次体性感覚野は頭頂葉前部にあ
ムは様々であるが，損傷を受けていない脳部位が，
り体性感覚系から，一次聴覚野は上側頭葉にあり聴
損傷した脳部位の機能にとって代わる「機能の再建」
覚系から入力を受ける．一次運動野は前頭葉後部に
や，損傷した脳部位の機能を違う神経回路，違うメ
あり骨格筋の動きを制御するニューロンを含む．
カニズムを使って実現する「機能の再構成」などが
1 失認の特徴について説明しなさい．
（I）
高次連合野
ある．
2機能的代償
視覚失認の症状について説明しなさい．
（I）
上記の一次感覚野は，隣接する感覚連合野に情報を
送り，一次感覚野から来た情報を分析する．そのた
3損傷した機能の回復が起こらなくても，失った機能
視覚失認の過程について説明しなさい．
（I）
め，隣接する領域は様式特異性があり，一種類の感
を別の方法で繰り返し練習したり，代替手段，環境
4 視覚失認の介入法について説明しなさい．
（I）
覚系の情報のみを受け取る．一方，一次領域から遠
調整により代償し，生活を再建する．
5 半側空間無視とはどのような症状であるか説明しなさい．
（I）
い部位に存在する感覚連合野は複数の感覚系からの
情報を受け取り，複数の感覚情報を統合する．この
2 章■
6■第半側空間無視の評価に用いられる机上検査を挙げて，
その特徴について説明しなさい．
（I）
大脳皮質が高次連合野である．運動連合野は一次運
視覚失認
7 半側空間無視患者の ADL 評価で注意すべき点について述べなさい．
（I）
動野より前方にある前頭葉で，一次運動野より遠い
（→ 本文 p.81 参照）
8半側空間無視
車いすからベッドに移乗するまでに起こりうる左半側空間無視症状を挙げなさい．
（I）
部位ほど高次となる．感覚，運動の連合野とも高次
であるほど様式特異性は弱い．
本文 p.88 参照）
9（→車いすで移動する際に起こりうる左半側空間無視症状を述べなさい．
（I）
脳の働きの三つの水準
視空間認知の障害
10 半側空間無視患者に対する起居動作訓練における注意点を述べなさい．
（I）
第 3 章では高次脳機能障害を理解する枠組みとして，
（→ 本文 p.100 参照）
11身体失認
脳の働きを「実現」
「機能」
「形態」の三つの水準に
机上訓練で左方探索を促すために配慮すべき点を述べなさい．
（I）
区別して捉える山鳥（2007）の考え方を取り上げた．
本文 p.113 参照）
12（→
歩行が可能な半側無視患者に対してはどのような点に注意が必要か述べなさい．
（I）
この三つは，
「脳」という解剖構造である臓器（＝形
地誌的失認
13 人の空間認知における二つのシステムについて説明しなさい．
（I）
態）の損傷により，脳の「働き」
（＝機能）が障害さ
（→ 本文 p.122 参照）
れ，それによって外に現れる「行動・認知」
（＝実現）
14失行症
視空間認知障害に分類される障害像をすべて挙げなさい．
（I）
に障害が生じる，という関係にある．
本文 p.138 参照）
15（→
Balint
症候群の 3 徴について説明しなさい．
（I）
脳画像
前頭葉性行為障害
16（→
視空間認知と体性感覚の関係について述べなさい．
（ I 脳内病変を知る一つの手段として利用される．臨床
）
本文 p.148 参照）
的によく用いられる画像検査として，
CT（Computed
17遂行機能障害
視空間認知障害の目標設定に重要な要素は何かを述べなさい．
（I）
Tomography）
，MRI（Magnetic Resonance Image）
，
（→ 本文 p.163 参照）
18 Balint 症候群に対する作業療法士の役割について重要な点は何か述べなさい．
（I）
SPECT
（
Single
Photon
Emission
Computed
Tomog注意障害
19（→
視空間認知障害の治療理論において代償や補償を用いる利点について述べなさい．
（I）
raphy）が挙げられる．例えば早期の認知症では，脳
本文 p.176 参照）
20記憶障害
身体図式とはどのようなものか説明しなさい．
（ I ） 画像上変化を認めないにもかかわらず，行動異常や
記憶障害を認めることがある．つまり，画像検査か
（→ 本文 p.190 参照）
21 Gerstmann 症候群の四徴候を述べなさい．
（I）
らだけで，目の前の対象者の障害を正しく把握でき
失語症
22（→
病態失認の評価方法を説明しなさい．
（
I
）
るわけではない．臨床では何を画像から得たいかを
本文 p.198 参照）
明確にし，目的意識をもって画像に臨むことが重要
社会的行動障害
23 半側身体失認に対する作業療法アプローチを例示しなさい．
（I）
である．
（→ 本文 p.212 参照）
■第

キーワード説明

学習課題

1. 高次脳機能障害者に対する作業療法の実践プロセスを理解する．

■第

2. 高次脳機能障害者に対する作業療法評価の概要を理解する．
3. 神経心理学的検査において，一般的に用いられる各領域別検査やスクリーニングテス
ト項目を知り，その手順を理解する．

4. 作業療法介入の概要を理解する．
5. 作業療法介入の実際を理解する．
キーワード
スクリーニングテスト
治療的アプローチ

標準化テスト

★ 章末には 演習問題 を提示

インフォームドコンセント

適応的アプローチ

内的方略

1 章■

外的方略

この章の概要

演習問題

この章では，高次脳機能障害に対し，実際に作業療法を実践するためのプロセスの概要
を説明する．それは他の領域と異なるものではないが，対象者とその受け入れ，評価過
程，目標設定・方針決定，介入過程と成果の検討について，高次脳機能障害を有する人，
または有しているかもしれない人に対する作業療法の特徴を明確化できるよう説明した．

ICFの概念に準じてほしい，理論と実践・評価と治療のつながりをよ
りわかりやすくしてほしい，社会全体での位置づけや制度面もわか
るようにしてほしい，図表を増やして見やすく…など，第 2 版へ寄せられた多
くのご要望に，可能な限り応えました．
第 4 章 評価と介入の実践過程
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JCS で確認

意識・覚醒度を見る

総合能力を見る・MMS 実施

スクリーニングテスト
（項目抜粋）

（方法）

24

目的の到達を妨げる高次脳機能障害の代表的なものを四つ挙げなさい．
（I）

25

街並失認，道順障害の定義を述べなさい．
（I）

26

街並失認の治療的関わりにおいて，どのような方略が有効であるか述べなさい．
（I）
観念運動失行と観念失行の定義の違いについて述べなさい．
（ II ）

□簡易注意検査

順唱・図形抹消テスト

27

□簡易記憶検査

三宅式記銘力検査

28

□視覚認知

物体 / 相貌 / 色彩

□視空間認知

抹消課題 / 模写 / 自発画

□聴覚認知

生活音・鳴き声等

□聴空間認知

音源定位

□行為

拙劣さ
社会的慣習動作のパントマイム
道具使用のパントマイム
道具使用

呼称 / ポインティング / 弁別

呼称 / ポインティング / 弁別

拳―手刀―手掌 / 伸展拳―屈曲指輪
図 5.14 円抹消課題
バイバイ
/ おいでおいで
すべての刺激を抹消することができた．図形識別抹消
課題は A3 用紙に印刷されており，複数の刺激を含ん
はさみで切るまね
/ 歯を磨くまね

平面図形・立体図形

□身体失認

両側性：部位，左右，手指

呼称 / ポインティング

一側性

内観を聞く /ADL 観察

コース立方体組み合わせテスト

失行症と区別すべき鑑別診断について説明しなさい．
（ II ）
図 5.80

日常生活に即した作業療法．お茶出しに笑

顔がみられる
観念運動失行に特徴的な誤反応について述べなさい．
（ II ）

図 5.78

起居動作を促すが発動性の低下が認められる

30

道具の使用失行に特徴的な誤反応について述べなさい．
（ II ）

31

行為処理モデルの定義について述べなさい．
（ II ）

32

前頭葉性行為障害の臨床像（特徴）について述べなさい．
（ II ）

33

前頭葉性行為障害の評価（観察，机上検査，動作遂行時の徒手的介入）について述べなさ
い．（ II ）

でいる．その一方で，円抹消課題は，A4 用紙に印刷さ
はさみ使用 / 金槌の使用
れていて，1 種類の刺激しか含まれていない．こうし
た違いが，検査結果を反映したのかもしれない．

□構成課題

□前頭葉関連評価

29

239

34

前頭葉性行為障害の目標設定について述べなさい．
（ II ）

35

前頭葉性行為障害の治療について述べなさい．
（ II ）
図 5.81

日常生活に即した作業療法．好きなおやつ

を選んで食べる
第 5 章 機能障害別アプローチの実際
図 5.16 頭部 CT 画像所見

FAB
（見本）
（Non―Verbal/ 標準化テスト）
スクリーニングテスト前に MMS などと同時に使用することもよい．

発症から 2 日目に撮影．向かって左が右大脳半球．画
像上，白く写っているのは血腫である．病巣は右後頭
図 5.79 運動療法（体操）では発動性が喚起されない
葉から側頭葉内側に広がる．

性を促した．このような環境設定により，症例は

問題となる領域の特定

4）治療理論 「お茶を楽しみ，好きなおやつを選んで食べる」と
問題領域の二次検査
図 4.4

表 4.2 を参照
神経心理学検査の手順とスクリーニングテスト項目

図 5.15

透視立方体の模写課題

絵の右側は見本どおりに描かれていない．また，左側

当がついているかである．先に行った情報収集や

が描かれていないために，左半側空間無視の影響も認
検査もスムーズに導入できるが，十分理解しえな

面接から，問題の背景が何であるか大方の見当が

い場合や，または知的検査に抵抗がある場合，さ

つく場合，全くつかない場合，または問題がある

らには混乱状態にあることもある．これらのこと

のかないのかよくわからない場合などがある．も
う一つは，高次脳機能検査に対して協力的である
かどうかである．一般的に，自分に起こったこと
やリハビリテーションの目的を理解できていれば，
64

められる．

から，どのような検査を組み立てていくか，また，
護師の誘導が必要．長距離の移動は下肢の耐久性
どのような検査から導入していくかを考える．
が低いために，車いすを使用し全介助．
まず覚醒状況を確認したら，次に，導入検査と
起居動作：介助なしに寝返り起き上がりが可能．
しては，MMSE は最適である．先にも述べたよ
手足の管理不良を認めず．

机上検査で左半側空間無視が認められたので，
いう自発的な行動（図 5.80，図 5.81）が生じ，笑
机上訓練を通して左半側空間無視そのものの軽減
いながらテレビを見るなど次第に発動性が高まっ
を目指した．そして，それが般化して，食事動作
た．歩行訓練ではリハビリテーション室を無目的
時と歩行時の左半側空間無視が軽減することを期
に歩くのではなく，ジュースを買いに行く等の生
待した．しかし，現実にはその効果が得られるか
活場面に即した促しにより，歩行意欲が高まった
不明であるし，得られるとしても時間がかかると
．病棟生活においても食欲が高まり，食
（図 5.82）
考えられた．そのため，食事に関しては実際に食
事自立が可能となった．

スを買いに行くための歩行訓練

べているところで介入を行った．歩行に関しては
一方，高次脳機能検査に対しても実施すること
障害物を回避する練習に加え，病棟内に手がかり
が可能となり，HDS – R 13/30，見当識・近時記憶

認められた．また，言語面では自発話の改善があ

を用意することで動作の自立を目指した．
障害，語想起・計算困難を認めた．その後，日常

り，100 語呼称検査 67/100，復唱 3 文節，聴覚的

生活に即した訓練を中心に行い，最終評価時では，

5）治療方法

車いす操作：両手の左右対称な動きにより左側

訓練室では，机上でペグ棒の移動を中心に訓練

の車いすのストッパーやフットレストの操作を忘

を行った．はじめは，右に置いた箱へペグボード

れることはなし．

図 5.82 日常生活に即した作業療法．自販機のジュー

からペグ棒を移動させることを行った．そして，
元のように棒を立てる練習を行った．次いで，ペ
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HDS – R

21/30 と見当識・近時記憶障害の改善が

理解（token test）47/167 と検査可能となった．
第 5 章 機能障害別アプローチの実際

215

223

