第２４回
脳機能とリハビリテーション研究会 学術集会
プログラム・抄録集

テーマ
～ 臨床問題から拡がる多職種ネットワーク ～

と き：２０１７年８月２０日（日）
会 場： 千葉県立保健医療大学（幕張キャンパス）

大会長：村山 尊司（千葉県千葉リハビリテーションセンター）

主 催：脳機能とリハビリテーション研究会

大会長 挨拶

本研究会は、科学的なリハビリテーションを確立することを目的の中心に据え、「臨床研究」と
「基礎研究」の 2 つの柱を立てて活動してきました。この両者における知見の情報交換は、リハビ
リテーションにおける問題点を解決に導くうえで大変重要であると考えています。実際の現場では、
これまでに報告が乏しい症状や考察に難渋する症例など、多様な臨床問題にしばしば直面します。
また、経験的には良く知られていても、その背景となるメカニズムの理解にまでは至っていない症
候なども数多く存在します。このような臨床問題を多職種に向けて投じることは、職種の壁を越え
た議論の波紋を生み、問題解決の糸口に繫がることが期待されます。第 24 回脳機能とリハビリテ
ーション学術集会では、『臨床問題から拡がる多職種ネットワーク』をテーマに掲げました。参加
者間でのコミュニケーションが生まれやすくなるように、ポスターセッションの座長制や本研究会
が軽食を準備するランチタイム制を新たに導入しました。活発なディスカッションとともに、新た
な出会いや繋がりが生まれる機会になれば幸いです。
教育講演では、高次脳機能障害研究の最前線でご活躍されている 前島伸一郎 先生にご講演を頂
きます。シンポジウムでは、2 名の若手コメディカル研究者に大脳基底核を中心とした基礎研究の
最先端についてご紹介して頂きます。イブニングセミナーでは、湧井 健治 先生をお招きし、脳神
経外科手術の実際について動画を交えながら解説して頂きます。一般演題では、過去最多のエント
リー数となり、たくさんの大変興味深い発表が集まりました。
是非、大勢の方々にご参加いただき、本学術集会を参加者相互の情報交換の場としてご活用頂け
たら幸甚です。スタッフ一同、有意義な学術集会になりますよう、万全の準備で皆様のお越しをお
待ちしております。
2017 年 7 月吉日
第 24 回 脳機能とリハビリテーション学術集会 大会長
村山尊司（千葉県千葉リハビリテーションセンター）

＜会場・アクセス＞
会場周辺マップ

会場キャンパス内マップ
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会場（所在地）：千葉県立保健医療大学 幕張キャンパス（千葉市美浜区若葉 2-10-1）
交通：JR 幕張駅南口改札（総武線）
、JR 海浜幕張駅北口改札（京葉線）
、京成幕張駅出入り口改札から会場まで、
各々徒歩約 15 分
お車：当会場内の駐車場はスタッフ優先のため台数に制限がございます。極力公共交通機関でお越し頂くか、別
の駐車場（P）をご利用ください。予めご了承の程、よろしくお願い致します。
お食事：ポスター会場にて本研究会が軽食を準備いたします。他の会場内でも飲食可能なエリアがございますの
で、昼食をご持参頂いても結構です。また、会場周辺には、飲食店、コンビニエンスストア、フードコート併
設ショピングモール（上記マップ参照）がございます。
喫煙について：会場敷地内は全面禁煙です。禁煙のご協力をお願い致します。
トイレについて：各会場のフロアにございます。
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第 24 回 脳機能とリハビリテーション研究会 学術集会
タイムテーブル
時間

メインホール

ポスター会場

（図書館棟 大講義室）

（学生ホール棟 1 階）

9：00

10：00

9：15 - 受付開始
9：20 - 9：50 スライド受付
9：55 - 開会の辞
10：00 - 11：00
【教育講演】
大脳皮質下損傷後の高次脳機能障害
講師： 前島 伸一郎
司会： 村山 尊司

11：20

11：20 - 12：50
【一般演題】

9：15 - 9：50
ポスター受付・貼付

ポスター掲示

口述セッション
（臨床・基礎）
座長（臨床）： 小笹 佳史
座長（基礎）： 武田 湖太郎
12：50 - 14：50

12：50

ランチタイム
（本研究会が軽食を準備いたし
ます。是非ご利用下さい）

15：00

13：10 - 14：40
【一般演題】
ポスターセッション
（臨床・基礎）
座長：
13:10 - 大塚 裕之
（R5, K5 - R8, K8）
13:20 - 石井 大典
（R9, K9 - R12, K12）
13:30 - 山本 哲
（R13, K13 - R19）
13:40 - 迫 力太郎
（R20 - R27）

15：00 - 16：00
【シンポジウム】
今後の臨床を支える若手コメディカル研究者
シンポジスト： 佐賀 洋介
シンポジスト： 野々村 聡
座長： 山本 竜也
ポスター掲示

16：20

16：20 - 17：20
【イブニングセミナー】
脳神経外科手術の実際
－様々な modality を駆使して－
講師： 湧井 健治
司会： 高杉 潤

17：20

17：20 - 17：30 【表彰式 / 閉会の辞】

17：30

17：30 - 18：00 【定期総会】

17：20 - 18：00
ポスター撤収可

18：00
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目次
10：00 - 11：00 【 教 育 講 演 】

抄

司会 村山 尊司（千葉県千葉リハビリテーションセンター）

録

メインホール（図書館棟 大講義室）

頁

大脳皮質下損傷後の高次脳機能障害
講師：前島 伸一郎

7

（藤田保健衛生大学 医学部 リハビリテーション医学Ⅱ講座 教授）

15：00 - 16：00 【シンポジウム：今後の臨床を支える若手コメディカル研究者】

抄

座長 山本 竜也（つくば国際大学）

録

メインホール（図書館棟 大講義室）

頁

皮質－基底核回路の解剖と機能
シンポジスト：佐賀 洋介

8

（理学療法士：国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 モデル動物開発部）

失敗を成功に活かす大脳基底核の直接路と間接路
シンポジスト：野々村 聡

8

（理学療法士：玉川大学 脳科学研究所）

16：20 - 17：20 【イブニングセミナー】

抄

司会 高杉 潤（千葉県立保健医療大学）

録

メインホール（図書館棟 大講義室）

頁

脳神経外科手術の実際
－様々な modality を駆使して－
講師：湧井 健治

7

（社会医療法人社団 健脳会 千葉脳神経外科病院 院長）
※頁番号をクリックすると、その頁にジャンプします。
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目次
11:20 – 12:05 【一般演題】口述セッション：臨床研究
座長 小笹 佳史（昭和大学 藤が丘リハビリテーション病院）
メインホール（図書館棟 大講義室）
R1

R2

陳旧性右被殻出血と左頭頂葉皮質下出血により右半側空間無視と視覚性運動失調を呈した１症例
黒河内聡（医療法人社団大和会 平成扇病院 リハビリテーション科）
余剰幻肢の感覚受容野に対する評価
山本竜也 (つくば国際大学 医療保健学部 理学療法学科）

抄
録
頁
9

9

切断肢に関連する体性感覚野の即時的な可塑的変化を裏付ける大腿切断例
R3

－Referred Phantom Sensation の体部位再現における経時的変化の検討－

10

杉山聡（千葉脳神経外科病院 リハビリテーション科）
R4

頭部外傷後遷延性意識障害例の長期的白質変化と意識障害改善度との関連
阿部浩明（一般財団法人広南会 広南病院東北療護センター リハビリテーション科）

12:05 – 12:50 【一般演題】口述セッション：基礎研究
座長 武田 湖太郎（藤田保健衛生大学 医療科学部）
メインホール（図書館棟 大講義室）
K1

K2

K3

K4

視床損傷後に生じる異常な痛みと情動関連領域の因果的関係：視床痛サルモデルを用いて
長坂和明（産業技術総合研究所 人間情報研究部門）
能動的運動による脳損傷後の機能回復メカニズム
田中貴士（大阪大学大学院 医学系研究科 分子神経科学）
脳筋骨格系モデルによる 2 足歩行シミュレーションのリハビリ応用
市村大輔（医療法人社団 大和会 平成扇病院リハビリテーション科）
覚醒度と short-latency afferent inhibition の関係性
小井詰喜希（広島大学大学院 総合科学研究科 身体運動科学研究領域）

10

抄
録
頁

11

11

12

12

※頁番号をクリックすると、その頁にジャンプします。
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目次
13:10 – 13:18 【一般演題】ポスターセッション：基礎研究・臨床研究
座長 大塚裕之（平成扇病院）
ポスター会場（学生ホール棟 1 階）
Patterned electrical stimulation と随意運動を同期させた介入が随意運動の改善に効果的だった 1 症例
R5
石橋清成（茨城県立医療大学大学院 保健医療科学研究科）
K5
R6
K6
R7
K7
R8
K8

マカクサル内包梗塞モデルにおけるミクログリアマーカーIba1 の発現量増加
加藤隼平（産業技術総合研究所 人間情報研究部門）
橋・小脳出血により認知機能障害を呈した一症例
野口光（茨城県立医療大学大学院 保健医療科学研究科）
脳出血モデルラットにおける早期トレッドミル走行は大脳皮質の萎縮を抑制し機能改善を促進する
玉越敬悟（新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科）
中高齢者における有酸素性運動介入が脳血流動態および認知機能に与える影響
濵崎愛（筑波大学 人間総合科学研究科）
脳出血後の運動機能障害は脳梗塞と比較して自然回復が早い－モデル動物を用いた検証－
玉越敬語（新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科）
視覚刺激を用いた有酸素運動で運動持続時間が増強した認知症の一例
押見心太朗（医療法人社団大和会 平成扇病院 リハビリテーション科）
有酸素運動の運動学習促進効果は運動強度に依存しない
大塚裕之（平成扇病院 リハビリテーション科）

13:20 – 13:28 【一般演題】ポスターセッション：基礎研究・臨床研究
座長 石井大典（国際医療福祉大学 成田医療学部）
ポスター会場（学生ホール棟 1 階）
R9
K9
R10
K10
R11
K11
R12
K12

発声失行の疑われた失語症例の経過
田中麻衣子（磯子中央病院 リハビリテーション科）
内包損傷前後のサルモデルにおける fNIRS による脳機能モニタリング
川口拓之（産業技術総合研究所 人間情報研究部門）
強制把握を認めた前頭葉損傷患者に対する自己身体の感覚を利用したアプローチ
菅原光晴（清伸会 ふじの温泉病院）
視覚系メタ認知の変動と多次表象モデル
新國彰彦（京都大学 こころの未来研究センター）
認知症患者における着衣障害の検討
菅原光晴（清伸会 ふじの温泉病院）
内部モデルの獲得における小脳の役割
山中ひとみ（筑波大学附属病院 リハビリテーション部）
中脳内側部梗塞後 Claude syndrome を呈した症例の症候と臨床経過
濃畑陽二郎（印西総合病院 リハビリテーション部）
快感情を惹起する味覚刺激により持続性注意は一過性に向上する
鈴木悠哉（小張総合病院 リハビリテーション科）

抄
録
頁

13
21
13
21
13
21
14
22

抄
録
頁

14
22
14
22
15
23
15
23

※頁番号をクリックすると、その頁にジャンプします。
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目次
13:30 – 13:38 【一般演題】ポスターセッション：基礎研究・臨床研究
座長 山本 哲（茨城県立医療大学）
ポスター会場（学生ホール棟 1 階）
重度体性感覚障害の責任病巣として内包後脚と放線冠が考えられた被殻出血例
R13
江原真人（AOI 国際病院リハビリテーション科）
K13
R14
R15
R16
R17
R18
R19

視空間の側方傾斜が立位姿勢制御に与える影響
大村優慈（国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 理学療法学科）
慢性期脳卒中下肢麻痺 1 例に対する下肢 CI 療法の試み
井上晃穂（千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーション療法部 理学療法科）
中心性頸髄損傷による運動障害が慢性期において下肢優位に増悪した症例
廣瀬道宣（杏林大学医学部付属病院 リハビリテーション室）
神経筋電気刺激とミラーセラピーの併用介入が麻痺手の使用頻度に与える影響－2 症例の経過比較－
唯根弘（東京医科大学茨城医療センター リハビリテーション療法部）
ステロイド精神病後に飛び降りた一症例の活気低下に対する有酸素運動の介入
川野裕亮（平成扇病院）
パーキンソン患者に対する足圧分布測定の有効性
井出亮太郎（筑波大学附属病院リハビリテーション科）
急性脳症により視覚認知障害を呈した１症例の脳画像所見と臨床所見の関連
山本哲（茨城県立医療大学 理学療法学科）

13:40 – 13:48 【一般演題】ポスターセッション：臨床研究
座長 迫 力太郎（昭和大学藤が丘リハビリテーション病院）
ポスター会場（学生ホール棟 1 階）
R20
R21
R22
R23
R24
R25

リハビリテーションとボツリヌス療法の併用により動作改善を認めたマシャドジョセフ病の一例
金村智紀（医療法人北祐会 北祐会神経内科病院 リハビリテーション部）
左前大脳動脈梗塞 1 例における MRI 所見と下肢運動麻痺の経過
加藤將暉（国家公務員共済組合連合会 虎の門病院分院 リハビリテーション部）
小脳出血例におけるリハビリテーション病院退院時の認知機能の予後
若旅正弘（茨城県立医療大学付属病院 理学療法科）
左被殻出血患者の FIM 認知項目の予後と血腫の進展方向との関連
若旅正弘（茨城県立医療大学付属病院 理学療法科）
Ipsilateral pushing と円背を伴う高齢脳卒中片麻痺例の理学療法経過
奈村英之（袖ヶ浦さつき台病院 リハビリテーション部）
歩行練習により痙縮の減弱を認めた高位頸髄損傷症例－歩行中の筋放電パターンの変化による考察－
棚町兼也（茨城県立医療大学大学院 保健医療科学研究科）

抄
録
頁

15
23
16
16
16
17
17
17

抄
録
頁

18
18
18
19
19
19

pusher syndrome を呈した症例に対する起立台を使用した
R26

前額面上の身体軸傾斜角識別課題後の即時的な身体軸傾斜改善効果の検証

20

辻本直秀（一般財団法人広南会 広南病院 リハビリテーション科）
視床出血例を 4 つに分類した検討（第 2 報）
R27

－全体型に着目して初期 CT 画像・経過 CT 画像から歩行獲得能力を検討する－

20

迫力太郎（昭和大学藤が丘リハビリテーション病院）

※頁番号をクリックすると、その頁にジャンプします。
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【教育講演】
大脳皮質下損傷後の高次脳機能障害
前島 伸一郎
（藤田保健衛生大学 医学部 リハビリテーション医学Ⅱ講座 教授）
大脳皮質下白質は神経線維の密度が高い脳内領域である。主にミエリンと呼ばれるタンパク質で被われた神経
線維が走行している。神経線維は他の神経細胞と比較して迅速に情報を伝達する。とくに反射やバランスを含む
多くの協調運動が皮質下で担われているため、大脳皮質下白質の損傷では歩行障害や構音障害、嚥下障害、パー
キンソ二ズムなどをきたすことが知られている。
一方、大脳皮質下損傷で、失語症、半側空間無視、記憶障害、遂行機能障害、認知症などさまざまな高次脳機
能障害を生じる。失語症や半側空間無視は、被殻や視床の病変でみられることが多い。とくに脳出血の急性期で
は約 8 割の患者にみられるという。皮質下損傷による失語症の特徴として、程度の差こそあれ、アナルトリー、
喚語困難、理解障害、音韻性錯語、書字障害のすべてが存在する。復唱は保たれることが多い。被殻出血では 20mL
までなら失語症は改善するが、30mL を越えると残存することが多い。視床出血では、血腫が小さくても失語や
半側空間無視がみられることが多いが、視床に限局している場合は一過性で消退することが多い。記憶障害は大
脳辺縁系の記憶回路が皮質下で損傷された場合に生じうる。すなわち、視床前核や視床背内側核、尾状核頭部な
どの病変で記憶障害が生じる。その発現機序として、皮質下白質の線維の障害によるものだけではなく、皮質へ
の直接的な障害や diaschisis などによる二次的な機能低下を考えなければならない。

【イブニングセミナー】
脳神経外科手術の実際
－様々な modality を駆使して－
湧井 健治
(社会医療法人社団 健脳会 千葉脳神経外科病院 院長)
脳神経外科手術は手術顕微鏡の導入とともに手術成績を飛躍的に発展させた。脳動脈瘤クリッピング術、腫瘍
摘出術、AVM 摘出術、脳内血腫除去術、バイパス術、血栓内膜剥離術等の micro neurosurgery に対し手術顕微
鏡はなくてはならないものである。さらに手術 device の進化により手術を安全に、かつスムースに行うことがで
きるようになった。顕微鏡手術に関しては術中ナビゲーションシステムの導入により腫瘍の位置を正確に知るこ
とができるようになり、術中モニタリングにより術中の機能温存が図れるようになった。また術中蛍光造影など
により術中の血流状態の把握が可能となり、また腫瘍の残存等の確認が可能となった。最近では内視鏡の導入に
より、より低侵襲な手術が行えるようになった。さらにカテーテルによる血管内治療の進歩により開頭せず血管
内からの治療も可能となってきた。これら脳神経外科手術の実際につき供覧する。

目次トップに戻る
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【シンポジウム：今後の臨床を支える若手コメディカル研究者】

皮質－基底核回路の解剖と機能
佐賀 洋介
（理学療法士：国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 モデル動物開発部）
大脳基底核はパーキンソン病や強迫性障害、不安症などの疾患と深く関わっており、運動機能やモチベーションにお
いて臨床上でも非常に重要な領域である。大脳皮質と基底核は回路構造（ループ）を構成しており、5 つの異なるループ
が存在しているということが約 30 年も前に解剖学的な知見から提案されている（Alexander et al., 1986）。これまでに運
動に関連した研究はヒト、サル、げっ歯類などで示されてきたが、高次機能や、辺縁系機能（例 モチベーションなど）に関
して明らかになってきたのは近年のことである。最近の研究により、機能的、病態生理学的に大脳基底核には 3 つの運
動・連合・辺縁系テリトリーがあるということが明らかになってきた。本シンポジウムでは、解剖学的な大脳皮質と基底核の
連絡を再確認し、生理学的、病態生理学的な側面からも大脳基底核の働きは何かということを考えてみたい。

失敗を成功に活かす大脳基底核の直接路と間接路
野々村 聡
（理学療法士：玉川大学 脳科学研究所）
大脳基底核を構成する神経核間のネットワークは一般的には運動出力の調節に関わっていると認識されている
が、近年の研究によって、大脳基底核のとくに線条体は、運動のみならず学習にも関わっていることが明らかに
されている。線条体には、線条体から大脳基底核の出力核に直接投射をする直接路細胞と、いくつかの核を介し
て出力核に到達する間接路細胞があり、
前者は運動のアクセル、
後者はブレーキとして働くことが知られている。
しかし、直接路と間接路の学習に関わる固有の機能は依然未知の部分が多い。そこで著者は、被験体として遺伝
子改変動物（ラット）を使用し、電気生理学的な手法と光遺伝学的な手法を組み合わせることで、直接路と間接
路の学習に関わる固有の神経メカニズムを調べた。本発表では、近年注目を集めている光遺伝学についての解説
をしたのち、本研究結果を紹介することで、大脳基底核の直接路と間接が学習に果たすそれぞれの役割について
概観する。

目次トップに戻る
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【一般演題】口述セッション：臨床研究
R1: 陳旧性右被殻出血と左頭頂葉皮質下出血により右半側空間無視と視覚性運動失調を呈した１症例
黒河内聡 1、大塚裕之 1, 2、市村大輔 1, 3、高木洋平 1、佐野哲孝 1
1 医療法人社団大和会
3 電気通信大学

2 杏林大学

平成扇病院 リハビリテーション科

医学部統合生理学

大学院 情報理工学研究科

【症例】50 代男性右利き。9 年前に右被殻出血を発症。今回、左頭頂葉皮質下出血を発症した。意識清明。コミュニケ
ーション良好。右上下肢、手指の運動麻痺は BRSⅥレベル。右側への滑動性・衝動性眼球運動および頭頸部運動が遅
延している。右上下肢の表在・深部感覚は正常。半盲はみられない。発症 4 ヶ月後の MRI 所見では、右半球に陳旧性
の被殻出血に伴う低信号、左半球に、上頭頂小葉、頭頂間溝、角回の皮質下、楔部、楔前部に高信号を認めた。右半側
空間無視は、ADL 場面においても認め、右視空間および物体の右側に対し生じた。視覚性運動失調は、左右の周辺視
野で生じた。
【考察】右半側空間無視は、左後部頭頂葉損傷による右視空間への注意障害を、右半球で代償できなかっ
たために生じたと考えられる。視覚性運動失調は、頭頂葉皮質下出血に伴い、皮質下損傷に伴う連合線維と交連線維の
離断により生じたと考えられる。

R2: 余剰幻肢の感覚受容野に対する評価
山本竜也 1, 2、小坂尚志 2、中園徳生 2
1 つくば国際大学

医療保健学部 理学療法学科

2 医療法人竜仁会

牛尾病院 リハビリテーション科

60 歳代 男性 右利き。4 年前に左橋出血を発症。意識清明、コミュニケーション良好（軽度構音障害）
。右上下肢にお
いて重度運動麻痺（Brunnstrom stage：上肢Ⅲ 手指Ⅳ 下肢Ⅳ）
、体性感覚脱失（表在・深部・温痛覚）
、異常感覚（しび
れ）を認めた。本症例は本来の麻痺肢とは異なる「もう一本の腕（余剰幻肢）
」の存在を訴えた。この幻肢は随意的に
動かすことができ、また情動を伴う外部刺激（ライターの火など）に対しては感覚が生じるものであった。方眼紙を用
いて余剰幻肢の受容野を評価したところ、本来の麻痺肢よりも広範囲な領域に感覚が生じ、また、幻肢ではなく顔（眼
の周辺や頬など）に感覚が生じる空間領域が存在していた。初回評価１週間後の再評価により、幻肢の拡大や顔領域の
存在に関する再現性を確認した。これらの結果は非麻痺肢や本来の麻痺肢とは異なる感覚受容野を余剰幻肢がもつこと
を示すものである。

目次（一般演題・口述）に戻る
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【一般演題】口述セッション：臨床研究
R3: 切断肢に関連する体性感覚野の即時的な可塑的変化を裏付ける大腿切断例
−Referred Phantom Sensation の体部位再現における経時的変化の検討−
杉山聡 1、高杉潤 2
1 千葉脳神経外科病院

リハビリテーション科

2 千葉県立保健医療大学

リハビリテーション学科 理学療法学専攻

【目的】幻肢の体性感覚が他の身体部位の触刺激で誘発される現象を Referred Phantom Sensation（RPS）と言う。RPS
の体部位再現の図（マップ）は長期経過で変化を示した報告はあるが、短期間で経時的に調べた報告はない。今回我々
は RPS のマップが短時間で常に変化する大腿切断例を報告する。
【症例】60 歳代女性。人工膝関節置換術後、感染によ
り右大腿切断術が施行され 5 年経過した。
【方法】症例は閉眼、長座位にて、検査者は大腿切断部周囲の触覚検査中に
報告される RPS の部位を基にマップを作図した。検査は同時刻に 1 日 1 回 4 日間（4 日目は 5 分後に再検査し計 5 回）
実施した。
【結果】RPS のマップは大腿前面と断端部に、膝、下腿、足部、足指が示されたが、各配置は毎回変化し特
に足指は著変した。
【考察】切断部位に関連する体性感覚野の体部位再現は固定化されず、即時的な可塑的変化を示す
症例と考えられた。

R4: 頭部外傷後遷延性意識障害例の長期的白質変化と意識障害改善度との関連
阿部浩明 1、下地啓五 2、長嶺秀頼 3、藤原悟 4、出江紳一 5
1 一般財団法人広南会

広南病院東北療護センター リハビリテーション科

2 東京都健康長寿医療センター

放射線診断科

4 一般財団法人広南会広南病院

脳神経外科

3 一般財団法人広南会広南病院東北療護センター
5 東北大学大学院

診療部

医工学研究科

頭部外傷後遷延性意識障害（PVS）の改善度と拡散テンソル画像（DTI）所見との関係を調査した。PVS17 例の PVS 重
症度を広南スコア（KS）を用いて当院入院時と 1 年後に評価した。当院入院時と 1 年後に撮像された DTI を用いて FA
値を算出した。FA 値の解析は TBSS（7 例）と TSA（17 例）を用いた。全脳の FA 平均値と FA 値 > 0.2 となる voxel
数（VsFA0.2）も求め 1 年後の FA 所見の変化と KS の改善度と関連を調査した。TBSS では多くの白質領域で 1 年後に
FA 値が低下し、特に脳梁膝周辺に集中した。脳梁膝通過線維の TSA でも同様に有意な FA 低下がみられた。KS の改
善度と、VsFA0.2 の変化には有意な相関がみられた。PVS 例では 1 年後の FA 低下が確認され、長期的な白質の微細構
造変化があることが確認された。この変化は PVS 改善の程度を反映する一指標となる可能性があると考えられる。

目次（一般演題・口述）に戻る
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【一般演題】口述セッション：基礎研究
K1: 視床損傷後に生じる異常な痛みと情動関連領域の因果的関係：視床痛サルモデルを用いて
長坂和明 1, 2, 3、高島一郎 1, 2、松田圭司 1、肥後範行 1
1 産業技術総合研究所
3 日本学術振興会

人間情報研究部門

2 筑波大学大学院

人間総合科学研究科

特別研究員 DC2

視床後外側腹側部の脳卒中後、しばしば異常な痛みを伴う視床痛が生じる。この視床痛は原因が不明で明確な治療法が
なく、超難治性の慢性疼痛として知られている。我々はこれまでに、マカクサルを用いて、ヒト患者によく似た痛み行
動を呈するモデル動物を確立し、機能的磁気共鳴画像法によって情動関連領域の異常な活動亢進が生じていることを報
告してきた。本研究では、この活動亢進と痛み行動との因果関係を調べるために、脳活動を可逆的に抑制するムシモル
を活動亢進領域に微量投与し、痛み閾値を評価した。結果、島皮質へのムシモル投与によって、疼痛閾値が上昇した。
すなわち、視床痛における痛みの知覚に、島皮質の活動異常が密接に関与していることが考えられる。また、本研究結
果は、視床痛で生じている異常な脳活動を調節するような介入手段を確立することが、治療法確立のために重要である
ことを示唆する。

K2: 能動的運動による脳損傷後の機能回復メカニズム
田中貴士、山下俊英
大阪大学大学院 医学系研究科 分子神経科学
脳が損傷を受けると機能障害が生じるが、損傷を免れた神経の代償的な再生によって障害された機能はある程度回復す
る。この神経再生や機能回復にはリハビリテーションが効果的であるが、その詳細なメカニズムは明らかではない。本
研究では、神経再生を二重に阻害（神経再生シグナルの抑制、かつ神経再生阻害シグナルの強化）している因子（チロ
シン脱リン酸化酵素：SHP-1）が脳損傷マウスの大脳皮質において増加していることを見出した。そこで、薬理学的お
よび遺伝学的に SHP-1 を抑制した結果、脳損傷後の神経再生や運動機能の回復が顕著に促進された。さらに、バラン
ス能力を必要とする能動的な運動の継続により SHP-1 の減尐が誘導され、脳損傷後の神経再生や運動機能の回復が得
られることが明らかになった。神経再生を阻害している SHP-1 の減尐が、リハビリテーションによる脳損傷後の機能
回復メカニズムの主要因である可能性が示された。

目次（一般演題・口述）に戻る
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【一般演題】口述セッション：基礎研究
K3: 脳筋骨格系モデルによる 2 足歩行シミュレーションのリハビリ応用
市村大輔 1, 2、佐野晢孝 1、山﨑匡 2
1 医療法人社団

大和会 平成扇病院リハビリテーション科

2 電気通信大学

大学院 情報理工学研究科

リハビリ現場では体系的に確立された介入方法が必ずしも存在しない。多様な症状を呈する患者に対し、試行錯誤的な
介入を実施しているのが現状である。その様な現場の苦難や苦労、そして実際の患者のためにハビリ応用を見据えた神
経筋骨格系モデルの歩行シミュレーションを紹介する。小脳の神経回路モデルと筋骨格系動力学モデルからなる 2 足歩
行の数理モデルを構築し、その挙動を計算機シミュレーションによって検証した。さらに小脳患者一症例との比較をし、
類似性を確認した。また、安定した歩行を実現するための神経振動子のパラメータを自動的に獲得するために、遺伝的
アルゴリズムを使用し、実際に歩行動作が獲得できることを示した。今後、患者の個人因子等、数多くのパラメータを
含んだ精緻なモデルを構築し、計算機上でその挙動を再現することで、計算機シミュレーションによるリハビリの可能
性を検討していく。

K4: 覚醒度と short-latency afferent inhibition の関係性
小井詰喜希 1, 2、平野雅人 1, 3、窪田慎治 4, 5、田中新也 1、大高洋平 2、船瀬広三 1
1 広島大学大学院

総合科学研究科 身体運動科学研究領域

2 東京湾岸リハビリテーション病院
4 日本学術振興会特別研究員

PD

リハビリテーション部

3 日本学術振興会特別研究員

5 国立精神・神経医療研究センター

DC1

神経研究所モデル動物研究開発部 外来研究員

皮質内 acetylcholine（ACh）は大脳基底部より皮質全体に投射されており、覚醒状態と神経系の可塑性に影響を与えて
いる。また末梢電気刺激と経頭蓋磁気刺激法によって観察される short-latency afferent inhibition（SAI）は皮質内 ACh 活
動性を反映すると考えられている。本研究では被験者の覚醒水準の変化が SAI に与える影響について調査した。右利
き健常成人 9 名に対して光刺激を用いた選択反応時間課題によるヴィジランス課題を全 5 ブロック実施した。反応刺激
への反応時間をパフォーマンスの指標とした。また課題前後と各ブロック間に SAI を測定した。課題前半（ブロック
1-2）に比べ課題後半（ブロック 3-4）で反応時間が有意に低下し、SAI は有意な抑制量の低下を認めた。以上より覚醒
度の変化に伴う皮質内 ACh 活動性変化を SAI が反映する可能性があると考える。

目次（一般演題・口述）に戻る
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【一般演題】ポスターセッション：臨床研究
R5: Patterned electrical stimulation と随意運動を同期させた介入が随意運動の改善に効果的だった 1 症例
石橋清成 1, 2、山本哲 3、岡本善敬 4、若旅正弘 2、河野豊 5
1 茨城県立医療大学大学院

保健医療科学研究科

3 茨城県立医療大学

保健医療学部 理学療法学科

5 茨城県立医療大学

医科学センター

2 茨城県立医療大学付属病院
4 筑波大学附属病院

リハビリテーション部 理学療法科

リハビリテーション部

Patterned electrical stimulation（PES）は脊髄での相反抑制を増強させる末梢神経電気刺激法である。今回 PES と随意運
動を同期させた介入により、随意運動が改善した症例を経験したので報告する。症例は 50 歳代女性。脳腫瘍術後の右
下肢の単麻痺。足関節背屈運動は困難で、表面筋電図では前脛骨筋の筋放電は認めず。右総腓骨神経に対して PES（100
Hz の間欠的刺激）を週 5 回 2 週間実施、PES と同期した足関節背屈運動を意図させた。介入 4 日目より随意的な足関
節背屈運動が出現し、2 週間後には前脛骨筋の筋放電を認めた。一方、拮抗筋であるヒラメ筋の筋放電は認めなかった。
末梢神経電気刺激と随意運動の同期は、皮質脊髄路の興奮性増大をもたらし、随意運動改善効果が期待されている。PES
と随意運動の同期は、相反抑制増強により拮抗筋の共収縮を防ぎつつ、随意運動を改善させる可能性が考えられた。

R6: 橋・小脳出血により認知機能障害を呈した一症例
野口光 1, 2、若旅正弘 2、河野豊 3
1 茨城県立医療大学大学院

保健医療科学研究科

3 茨城県立医療大学付属病院

2 茨城県立医療大学付属病院

理学療法科

脳神経リハグループ

脳幹・小脳の損傷により、認知機能障害が出現することが報告されているが、ADL 動作における問題についての報告
は尐ない。今回われわれは右橋から小脳脚にかけての脳出血後に危険性に対する認識の低下を認めた症例を経験したの
で報告する。症例は 70 歳代男性。発症前に認知機能障害なし。右橋から小脳脚にかけての脳出血の発症後 32 病日目に
当院に転院。右上下肢の指節失調と体幹失調を認めた。頭部 MRI では大脳の萎縮はなく、今回の病変以外に病変は認
めなかった。本症例は歩行訓練時に尿道留置カテーテルへの注意が不足しており、指摘しても理解できない場面が観察
された。危険性に対する認識は不十分であり、注意障害を中心とした認知機能障害と考えられた。これらの認知機能障
害は、脳幹から小脳の損傷により出現した注意障害と考えた。小脳を含む脳損傷においては、認知機能障害の合併に注
意してリハビリテーションを施行する必要があると考える。

R7: 中高齢者における有酸素性運動介入が脳血流動態および認知機能に与える影響
濵崎愛 1、赤澤暢彦 2, 3、栃木悠里子 1、吉川徹 1、妙圓園香苗 1、西村真琴 1、棚橋嵩一郎 1、前田清司 3
1 筑波大学

人間総合科学研究科

2 国立スポーツ科学センター

3 筑波大学

体育系

加齢に伴う認知機能の低下を抑制することは重要である。本研究は、中高齢者を対象に有酸素性運動の介入が認知機能
および脳血流動態に与える影響について検討した。54-74 歳の健康な中高齢者 33 名を 8 週間の有酸素性運動介入を行う
運動群（15 名）と運動を行わない対照群（18 名）に分けた。認知機能は、ストループテストを用いて、一致課題と不
一致課題の誤答率と反応時間から評価した。さらにストループテスト中の脳血流動態は近赤外線分光法（NIRS）によ
り測定し、酸素化ヘモグロビン濃度の変化から評価した。8 週間の介入により、運動群では実行課題における誤答率の
有意な減尐と反応時間の有意な短縮、およびストループテスト時の左前頭前野の酸素化ヘモグロビン濃度変化の有意な
増大が認められた。このことより中高齢者における有酸素性運動の介入は脳血流動態を増大させて、認知機能を向上さ
せる可能性が示唆された。
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R8: 視覚刺激を用いた有酸素運動で運動持続時間が増強した認知症の一例
押見心太朗 1、市村大輔 1, 2、大塚裕之 1, 3、高木洋平 1、山崎匡 2、佐野哲孝 1
1 医療法人社団大和会
3 杏林大学

2 電気通信大学大学院

平成扇病院 リハビリテーション科

情報理工学研究科

医学部統合生理学

【はじめに】Erickson ら（2011）は有酸素運動によって高齢者の認知機能改善、海馬自体の増大を報告した。しかし、
認知症患者は注意力、集中力の低下から、単純な運動継続が困難である。我々は、その問題を解決するため、視覚刺激
を運動中に付加したところ、運動持続時間の延長が認められたため、ここに報告する。
【方法】対象 80 代女性。MMSE13
点。混合型認知症と診断された症例である。視覚条件として、ストリートビューを投影し、ペダリング運動に同期して
前方へ移動するシステムを用いた。対照条件と視覚条件、運動持続時間を各 6 回計測し、その各計測値を比較した。
【結
果】対照条件で 168（±51）sec、視覚条件で 616（±175）sec と、有意な持続時間増大が認められた。
【考察】単純な運
動継続が困難な認知症患者に対しては、注意を引きつける本研究のようなツールを用いて、有酸素運動を行う必要があ
ると考えられる。

R9: 発声失行の疑われた失語症例の経過
田中麻衣子 1、荒木謙太郎 2
1 磯子中央病院

リハビリテーション科

2 千葉大学大学院

医学薬学府

脳梗塞発症後、意図的な発声が困難となった症例を経験したので報告する。症例は 50 代右利き男性で両側前頭葉上前
頭回に脳梗塞を認め、超皮質性運動失語及び高次脳機能障害を呈した。失語症は軽快し短文レベルの自発話が可能とな
ったが発声が困難であり、口型のみ及びささやき声での表出が主で「喉の動かし方がわからない」と訴えがあった。咳
やくしゃみでは声門閉鎖や有声が確認され、会話時にもごく稀に有響成分を認めた。呼吸機能に問題はないが、意図的
な深呼吸や息止めなどの運動は拙务。発話は非努力的で、構音レベルでの障害は認められない。声帯に発声が困難をき
たすほどの障害はなく、意図的発声と非意図的発声に解離がある。本症例の発声障害は意図的な声門閉鎖と呼気の調節
のコントロールの障害であり、呼吸・発声レベルの失行であると考えられた。構音レベルでは障害がない為、本例にお
いては発語失行とは異なった独立した病態であると推察した。

R10: 強制把握を認めた前頭葉損傷患者に対する自己身体の感覚を利用したアプローチ
菅原光晴 1、前田眞治 2、原麻理子 3、山本潤 4、近藤智 5
1 清伸会

ふじの温泉病院

医療学部 作業療法学科

2 国際医療福祉大学大学院
4 国際医療福祉大学

リハビリテーション学分野

小田原保健医療学部 作業療法学科

3 国際医療福祉大学
5 厚木市立病院

福岡保健

リハビリテーシ

ョン技術課
【はじめに】前頭葉損傷により左手の強制把握を認めた症例に対して、自己身体の感覚を利用したアプローチを行い良
好な改善が得られたので報告する。
【症例】40 歳代の男性。診断名はもやもや病。左手に物を握ってしまうと離せなか
った。
【行動特性】左手の強制把握を認めたが、両手を握った場合には容易に離すことが可能であったことから、自己
身体の感覚を利用すれば左手の強制把握をコントロールできると考えた。
【アプローチ】自己身体の感覚を利用して、
両手を握った状態から左手を離すことを繰り返し行った。次に右手に物を持たせて、それを左手に握らせた状態から離
せるよう段階づけた。
【結果】自己の意思で左手を離せるようになった。
【考察】今回用いたアプローチは自己の体性感
覚からのフィードバックにより意識的にコントロール可能な段階から、握った手を離すという随意性を高めたことが強
制把握のコントロールに結びついたと考えられた。
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R11: 認知症患者における着衣障害の検討
菅原光晴 1、前田眞治 2、原麻理子 3、山本潤 4、近藤智 5
1 清伸会

ふじの温泉病院

3 国際医療福祉大学
5 厚木市立病院

2 国際医療福祉大学大学院

福岡保健医療学部 作業療法学科

リハビリテーション学分野
4 国際医療福祉大学

小田原保健医療学部 作業療法学科

リハビリテーション技術課

【はじめに】我々は認知症患者における着衣障害について、どのような誤りがあるのか検討したので報告する。
【対象】
認知症病棟に入院している認知症患者 27 例を対象とした。
【方法】認知症患者 27 例の着衣動作を実施して具体的な誤
りを観察した。
【結果】①どのように着るかわからない。②衣服を裏返しに着る。③袖の左右を誤る。④ボタンを掛け
違う。⑤ズボンの片側に足を 2 本通す。⑥季節に合った衣服を選択できない。⑦ズボンをかぶる。⑧暑いのに着込む。
⑨何枚も重ね着をする。
【考察】認知症患者の着衣障害は、袖の左右を誤るなどの右脳損傷で生じる着衣失行と類似し
た誤りも認められた。しかし、これらの障害に加えて、季節に合った衣服を選択できないという見当識障害や、ズボン
をかぶるという意味記憶障害、暑いのに着込むという感覚障害、何枚も重ね着をするという行為の脱抑制など質的に異
なった誤りも要因となっていると考えられた。

R12: 中脳内側部梗塞後 Claude syndrome を呈した症例の症候と臨床経過
濃畑陽二郎 1、大塚裕之 2、市村大輔 2、葛西真也 1
1 印西総合病院

リハビリテーション部

2 平成扇病院

リハビリテーション科

Claude syndrome は中脳内側部の病巣により病巣側の動眼神経麻痺と対側の運動失調を呈する稀な症候群であり、症候
を記述した報告はあるが臨床所見の報告はない。今回、同症候群を呈した症例の症候とリハビリテーションの経過を報
告する。症例は 83 歳女性。MRI T2 強調画像では右中脳内側部に高信号を認めた。臨床所見は左上下肢及び体幹の運動
失調・右眼瞼下垂・右眼球運動障害を認めた。入院当初は、座位姿勢や起立動作が不安定であり、SARA は 20 点であ
った。約 1 ヶ月後の SARA は 15 点と改善を認め、座位姿勢が安定し端座位は自立したが、起立や移乗・歩行において
は依然不安定で転倒リスクが高く、介助が必要であった。また、左上下肢の失調症状及び右眼瞼下垂・右眼球運動障害
の改善は僅かであった。以上から、本症候を呈した症例には、早期から歩行補助具など代償手段を用いて活動性の拡大
を図る必要があると考えられる。

R13: 重度体性感覚障害の責任病巣として内包後脚と放線冠が考えられた被殻出血例
江原真人 1、高杉潤 2
1AOI

国際病院リハビリテーション科

2 千葉県立保健医療大学

健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻

被殻出血後、重度の体性感覚障害のみ残存した症例について考察した。症例は 65 歳女性、左利き。診断名は右被殻出
血。発症当日の CT 所見は右被殻および内包後脚後、放線冠に高吸収域を認めた。神経学的所見は左上下肢に中等度左
片麻痺と体性感覚（表在・深部感覚）の重度障害を認めた。神経心理学的所見は軽度の失語と全般性注意障害を認めた。
発症後 1 か月では運動麻痺はほぼ改善したが、体性感覚障害は重度のまま残存していた。
臨床所見および画像所見から、本例の体性感覚障害の責任病巣は、視床や体性感覚野ではなく、内包後脚の後方に位置
する上視床放線（視床後外側腹側核と一次体性感覚野を結ぶ経路）と放線冠の関与が推察された。運動麻痺の回復が良
好であったのは、これら前方に位置する皮質脊髄路の損傷は免れたためと考えられた。これら領域の損傷による感覚障
害の報告例は極めて尐ないため、今後症例報告を重ねる必要がある。
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R14: 慢性期脳卒中下肢麻痺 1 例に対する下肢 CI 療法の試み
井上晃穂 1、村山尊司 1、松澤和洋 2、小針友義 1, 2
1 千葉県千葉リハビリテーションセンター

リハビリテーション療法部 理学療法科

2 千葉県千葉リハビリテーションセンター

更生園

近年、CI 療法を下肢運動麻痺例に応用する報告が増えているが、その報告は尐なく効果や適切な訓練強度は明らかに
されていない。事例を蓄積し効果を検証する必要がある。症例は左視床出血による右片麻痺の 40 代男性。下肢の運動
麻痺は Brunnstrom Recovery StageⅢ。歩行はプラスチック短下肢装具とＴ字杖を使用し、屋内歩行自立レベル。下肢 CI
療法は 1 日 3.5 時間を 3 週間（平日 15 日間）実施した。立位・歩行に関連する量的な課題指向型訓練、機能を生活に
転移させる手法の 2 つの要素から構成した。下肢 CI 療法終了後、10m 歩行、Timed Up and Go test、Berg Balance Scale、
6 分間歩行に向上がみられたが、Fugl-Meyer Assessment は変化がみられなかった。下肢 CI 療法は、立位・歩行場面で
の麻痺側下肢の効率的な身体の使い方の学習を高める可能性がある。

R15: 中心性頸髄損傷による運動障害が慢性期において下肢優位に増悪した症例
廣瀬道宣 1、若林俊夫 1、長坂和明 2
1 杏林大学医学部付属病院

リハビリテーション室

2 筑波大学大学院

人間総合科学研究科

中心性頸髄損傷は、下肢に比べて上肢優位に障害が生じる症例が多く、歩行能力をはじめとする下肢運動機能は回復す
るが、手指巧緻動作の回復は不良であることが知られている。本症例は 30 歳代男性で、交通外傷により中心性頸髄損
傷となり、C6 髄節レベル以下で運動麻痺と表在、深部感覚の脱失が出現した。T2 強調 MRI では、高信号領域が脊髄
中心部およびその周囲に散在して確認された。受傷から 3 ヶ月後までに Frankel 分類 B から D まで回復し、独歩可能
となるが、6 ヶ月後急激に下肢優位に運動機能増悪を認め、独歩困難となった。この時期に撮像した画像所見では著明
な変化は認められなかった。本症例は中心性頚髄損傷患者の特徴的な回復経過から逸脱した症例であり、非常に珍しい
ケースである。このような症状のメカニズム解明や予測のためにも、長期的な経過観察を含め、画像所見や身体機能評
価を蓄積することが重要と思われる。

R16: 神経筋電気刺激とミラーセラピーの併用介入が麻痺手の使用頻度に与える影響－2 症例の経過比較－
唯根弘 1, 2、白石英樹 3
1 東京医科大学茨城医療センター
3 茨城県立医療大学

リハビリテーション療法部

2 茨城県立医療大学大学院

保健医療科学研究科

作業療法学科

脳卒中後の上肢麻痺に対し Electrical Neuro-Muscular Stimulation:EMS と Mirror Therapy:MT の併用介入が試みられている。
今回 EMS+MT 介入と EMS 単独介入を行った 2 症例について退院後の経過に着目し報告する。
【症例】症例 A：女性、
被殻・放線冠梗塞。症例 B：男性、視床・内包後脚梗塞。両者とも 70 歳代、右片麻痺、右利き。
【介入】症例 A は EMS+MT
介入、症例 B は EMS 介入を 1 日 30 分、週 5 回、通常介入に追加し 2 週間実施。
【結果】症例 A/B：Fugl-Meyer Assessment
上肢項目）介入前 10/19 点、介入後 56/45 点、退院後 62/58 点、Motor Activity Log）使用頻度 4.8/3.6 点、動作の質 4.4/3.1
点。
【考察】EMS 単独介入と比較し、MT との併用介入は自宅生活での麻痺手の使用頻度の向上に繋がる可能性がある。
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R17: ステロイド精神病後に飛び降りた一症例の活気低下に対する有酸素運動の介入
川野裕亮、市村大輔、大塚裕之、高木洋平、佐野哲孝
平成扇病院
【背景】健常者に有酸素運動の即時的な情動状態の改善報告がされているが、精神病後の飛び降り症例に対する報告は
ない。本研究では、ステロイド精神病後に飛び降り、うつ症状を呈した症例に対し一過性の有酸素運動前後の気分の変
化を観察した。
【方法】40 歳代女性。ハミルトンうつ尺度 23/52 点で最重度うつであった。有酸素運動にエルゴメータ
ー（OG Welness 社製）
、NUSTEP（Senoh 社製）を各 15 分実施した。各運動前後で気分・感情状態の評価指標（POMS）
、
血圧、脈拍の測定をした。
【結果】エルゴメーター前後で脈拍数の上昇し、POMS の活気の項目に有意（p< 0.01）な改
善がみられた。NUSTEP 前後では、脈拍数の上昇尐なく、POMS の項目の変化は見られなかった。
【結論】本症例の気
分変化は、運動強度に依存したと考える。しかし有酸素運動は身体の回復と共に精神機能の改善に寄与する可能性があ
る。

R18: パーキンソン患者に対する足圧分布測定の有効性
井出亮太郎、上野友之、石川公久、羽田康司
筑波大学附属病院リハビリテーション科
足底圧計測は歩行分析の一指標であり、足圧中心軌跡の変移や荷重値、足裏接地状態を時間的空間的に詳細に評価でき
る。本研究ではシート型足底圧分布計（footscan、Rsscan 社）を用い、PD にみられる特徴的な歩行を健常者歩行と比較
し検討した。PD 群は 3 名、平均年齢 57.3 歳、Hoehn＆Yahr 分類Ⅱ～Ⅳ、平均 UPDRS29.7 点であった。Heel off/Last foot
contact 時間比は PD 群 76.9％vs 健常群 63.8％、Double support/Single stance 比は PD 群 30.2％vs 健常者群 23.5％、
Fore/Rearfoot impulse 比は PD 群 41.3％vs 健常者群 29.5%であった。これらの値は、PD の特徴である後方重心、小刻み
歩行・すくみ足を表していると考えられる。足底圧分布測定パラメータが PD 患者の歩行特徴を客観的に評価しうるこ
とが示唆された。

R19: 急性脳症により視覚認知障害を呈した１症例の脳画像所見と臨床所見の関連
山本哲 1、久松由茉 1、岡本善敬 2、石橋清成 3, 4、若旅正弘 4、野口光 3, 4、高橋一史 4、對間博之 5、大黒春夏 1
1 茨城県立医療大学

理学療法学科

3 茨城県立医療大学大学院
5 茨城県立医療大学

2 筑波大学附属病院

保健医療科学研究科

放射線技術科学科

リハビリテーション部

4 茨城県立医療大学付属病院

6 茨城県立医療大学付属病院

リハビリテーション部

診療部

【はじめに】二相性けいれんと遅発性拡散能低下を呈する急性脳症（AESD）の脳画像と臨床所見の関連性を調べた報
告は尐ない。本発表は AESD により視覚認知障害を呈した症例の経過を報告する。
【症例】1 歳半の男児。発症前は正
常発達で小走りが可能であった。痙攣重積により AESD を発症し、10 日後の拡散強調像にて両側一次視覚野を含む後
頭-頭頂葉の広範囲に高信号を認めた。また単一光子放射断層撮影（SPECT）にて同部位に脳血流低下を認めたが、右
一次視覚野の脳血流は保たれていた。視覚認知機能は、発症 2 か月にて光覚弁（−）であったが徐々に回復し、左視野
の追視及び注視が可能となったが、右視野の認識の乏しさが残存した。
【考察】本症例は高梨らの報告に合致し AESD
により遅発性に拡散強調像の高信号を示し、同部位の機能低下が生じた。また SPECT にて脳血流が保たれている領域
の機能予後は比較的良好であると示唆された。
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【一般演題】ポスターセッション：臨床研究
R20: リハビリテーションとボツリヌス療法の併用により動作改善を認めたマシャドジョセフ病の一例
金村智紀 1、中城雄一 1、武井麻子 2、濱田晋輔 2、森若文雄 2
1 医療法人北祐会

北祐会神経内科病院 リハビリテーション部

2 医療法人北祐会

北祐会神経内科病院 神経内科

マシャドジョセフ病は遺伝性脊髄小脳変性症で、しばしば痙縮やジストニアなどの異常な筋緊張をともなう。ボツリヌ
ス毒素 A は神経筋接合部に作用しアセチルコリンの放出を阻害することで筋緊張を抑制する効果があり、リハビリテ
ーションの効果を増大させると報告されている。症例は 60 歳代、罹病期間 20 年のマシャドジョセフ病の女性。左優位
の股関節内転筋群の筋緊張亢進により立位保持が困難となり、内服薬の効果は乏しかった。ボツリヌ毒素 A20 単位を
左短内転筋に 1 ヵ所、10 単位を左長内転筋に 6 ヵ所、右長内転筋に 2 ヵ所に実施し、同日よりリハビリテーションを
開始。翌日より筋緊張の抑制を認め左股関節外転可動域が 5 度から 20 度に拡大し、翌々日には軽介助で立ち上がり動
作と立位保持が可能となり動作改善を認めた。脊髄小脳変性症に伴う筋緊張亢進に対するボツリヌス毒素 A とリハビ
リテーションの併用による有効例を経験したため報告する。

R21: 左前大脳動脈梗塞 1 例における MRI 所見と下肢運動麻痺の経過
加藤將暉 1、大賀辰秀 2、杉山聡 3、朝倉直之 1、足立真理 1、後藤恭子 1、中村純子 2、井田雅祥 1, 2、高杉潤 4
1 国家公務員共済組合連合会

リハビリテーション科

虎の門病院分院 リハビリテーション部

3 健脳会

2 国家公務員共済組合連合会

千葉脳神経外科病院 リハビリテーション部

虎の門病院分院

4 千葉県立保健医療大学

健康科学

部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻
【はじめに】前大脳動脈梗塞により対側下肢に運動麻痺を呈するが、MRI 所見からその経過を論じた報告はない。
【症
例】40 歳代男性、右利き。発症後 2 ヶ月の MRI（FLAIR）所見は、水平面にて左半球内側面の帯状回、補足運動野、
中心前回、中心後回に高信号を認めた。また前額断及び矢状断では、前頭葉内側の中心前回及びその直下の白質に高信
号を認めた。右下肢の運動麻痺（Brunnstrom stage）は、発症時は I、発症後 1 ヶ月は IV-1、発症後 4 ヶ月は IV-2 であっ
た。発症後 4 ヶ月時点の歩行は T 字杖と短下肢装具にて屋外自立で、感覚障害は右下肢で軽度鈍麻、軽度の注意障害
を認めた。右手の把握反射はその時点で消失し、運動開始困難は発症当初から認めなかった。
【まとめ】本症例は、前
頭葉内側の中心前回及びその直下の白質、補足運動野に梗塞巣を有し、中等度の運動麻痺が遷延したが、補装具の代用
により屋外歩行は自立した。

R22: 小脳出血例におけるリハビリテーション病院退院時の認知機能の予後
若旅正弘 1、石橋清成 1, 2、山本哲 3、岡本善敬 4
1 茨城県立医療大学付属病院
3 茨城県立医療大学

理学療法科

理学療法学科

2 茨城県立医療大学大学院

4 筑波大学付属病院

保健医療科学研究科

リハビリテーション部

小脳出血例の認知機能の予後は不明。
小脳出血例 11 例を対象。
認知機能は当院退院時の FIM 認知項目合計点（C-FIM）。
頭部 CT 画像より血腫最大径、血腫範囲、水頭症の有無、脳幹の圧迫の程度、病前の認知機能と関連する年齢・頭部
MRI 画像（萎縮、深部皮質下白質病変、脳室周囲病変）を評価。年齢、頭部画像所見及び C-FIM 評価日と C-FIM との
関連性を検討。統計解析は Spearman の順位相関係数、Mann-Whitney の U 検定を用い、有意水準は 5%。C-FIM 中央値
29 点、予後は良好ではなかった。C-FIM は血腫最大径、脳幹の圧迫の程度と負の相関あり、年齢、脳室周囲病変、深
部皮質下白質病変の程度とは相関なし。水頭症の有無、血腫範囲で C-FIM は差があり、萎縮の程度では差はなかった。
小脳梗塞では認知機能の予後は良好と報告されており、小脳出血では脳幹や大脳への影響が予後に影響する可能性が示
唆された。
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【一般演題】ポスターセッション：臨床研究
R23: 左被殻出血患者の FIM 認知項目の予後と血腫の進展方向との関連
若旅正弘 1、大村優慈 2、石橋清成 1, 3、山本哲 4、岡本善敬 5
1 茨城県立医療大学付属病院

理学療法科

療大学大学院 保健医療科学研究科

2 国際医療福祉大学

4 茨城県立医療大学

小田原保健医療学部 理学療法学科
5 筑波大学付属病院

理学療法学科

3 茨城県立医

リハビリテーション部

左被殻出血患者では多様な方向に血腫が進展し、様々な認知機能障害が生じる。しかし、FIM 認知項目の予後と血腫の
進展方向との関連性は不明である。左被殻出血患者 14 例を対象とし、急性期頭部 CT 画像（松果体レベルの横断像）
から、前方への血腫の進展の程度（前方比）
、後方への血腫の進展の程度（後方比）を求めた。発症 3 ヶ月時点を予後
とし、発症 3 ヶ月時点の FIM 認知項目（理解、表出、記憶、問題解決、社会的交流、合計点）と前方比及び後方比の
相関を spearman の順位相関係数を用いて求めた。有意水準は 5%。社会的交流を除く FIM 認知項目は前方比と有意な
相関を認め、前頭葉皮質下の損傷が関連していると考えられた。後方比は社会的交流のみと有意な相関が認められた。
これは松果体レベルでの側頭葉皮質下の損傷とは考えづらく、他の CT 画像横断面から扁桃体、側頭葉下部、鈎状束が
関連していると考えられた。

R24: Ipsilateral pushing と円背を伴う高齢脳卒中片麻痺例の理学療法経過
奈村英之 1、久保田彩女 1、鈴木宏幸 1、細矢貴宏 1、高杉潤 2
1 袖ヶ浦さつき台病院

リハビリテーション部

2 千葉県立保健医療大学

リハビリテーション学科 理学療法学専攻

【目的】Ipsilateral pushing（IP）と円背を伴う脳卒中片麻痺例の報告はなく、歩行の予後は明らかでない。今回、IP と
円背を伴う片麻痺例の経過を報告する。
【症例】80 歳代女性、右利き。アテローム血栓性脳梗塞の診断後、保存的治療
とリハを開始。発症前は屋外歩行独歩で自立していた。発症時 MRI（DWI）は右放線冠に高信号を認めた。21 病日目
の臨床所見は、重度円背、重度左片麻痺、感覚障害、重度 IP、左半側空間無視を認め、基本動作、歩行は重介助であ
った。歩行練習の当初は IP や円背を考慮し、長下肢装具を用い後方介助で行った。発症後 4 ヶ月では円背は変化ない
が、IP と運動麻痺の改善に伴い、歩行は 4 点杖と短下肢装具で見守りレベルに向上した。
【考察】円背高齢者の歩行に
おいて、片麻痺と IP の併発は重篤な阻害因子となるが、リハの継続により改善が見込め、4 か月後には歩行能力も向
上する可能性が示された。

R25: 歩行練習により痙縮の減弱を認めた高位頸髄損傷症例 －歩行中の筋放電パターンの変化による考察－
棚町兼也 1, 2、吉川憲一 1, 2、石橋清成 1, 2、若旅正弘 2、山本哲 3、河野豊 4
1 茨城県立医療大学大学院
3 茨城県立医療大学

保健医療科学研究科

保健医療学部 理学療法学科

2 茨城県立医療大学付属病院
4 茨城県立医療大学

リハビリテーション部 理学療法科

医科学センター

【はじめに】高位頸髄損傷症例に対し長下肢装具（LLB）を用いた歩行練習を実施し、歩行中の筋放電変化と痙縮の減
弱を認めたため報告する。
【症例・方法】50 歳代、男性、受傷後 195 日経過。残存高位は C4、ASIA Impairment Scale は C、Modified Ashworth Scale
（MAS） は 1~2 レベル。歩行練習は両側 LLB を用いて実施し、歩行中の表面筋電図を記録した。また、歩行前後の
痙縮の変化を MAS にて比較した。
【結果】歩行開始初期は前脛骨筋と腓腹筋の持続的な筋放電を認めたが、徐々に筋放電が減弱する相が出現し、歩行周
期に即した放電パターンへ変化した。MAS は各筋で低下を認めた。
【考察】歩行中の筋活動には脊髄の中枢パターン発生器が関与するとされる。本症例は高位頸髄損傷であり、歩行練習
により残存する中枢パターン発生器の活動が惹起され、痙縮が減弱した可能性が考えられた。
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【一般演題】ポスターセッション：臨床研究
R26: pusher syndrome を呈した症例に対する起立台を使用した前額面上の身体軸傾斜角識別課題後の即時的な身体軸
傾斜改善効果の検証
辻本直秀、阿部浩明、関崇志、大鹿糠徹、神将文、大木宗人
一般財団法人広南会 広南病院 リハビリテーション科
【目的】pusher syndrome を呈した左片麻痺者に対する起立台傾斜を利用した前額面上（非麻痺側側臥位）の身体軸傾
斜角識別課題（以下、A）と、姿勢鏡を用いた立位バランス練習（以下、B）実施後の即時的な身体軸傾斜改善効果を
比較した。
【対象】脳梗塞を発症した 60 歳代男性。JCS 1、下肢 BRSⅡ、軽度感覚障害、SCP 3.5、半側空間無視、注意
障害を認めた。
【方法】1 日目 AB、2 日目 BA の順に各介入を 10 分間実施した。体幹に貼付したジャイロセンサで、各
介入前後の BLS 立位課題中の抵抗出現時の身体軸傾斜角度を計測した。
【結果】両介入後、BLS 立位課題中の抵抗出現
時の身体軸傾斜角度が非麻痺側方向へ変化し、その変化量は A（7.1°と 1.4°）
、B（0.9°と 3.7°）であった。
【結論】本症
例では B より A 実施後に即時的な効果を認めたが、その有効性については更なる検証が必要であると思われた。

R27: 視床出血例を 4 つに分類した検討（第 2 報）
－全体型に着目して初期 CT 画像・経過 CT 画像から歩行獲得能力を検討する－
迫力太郎、小笹佳史
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
昨年、我々は当研究会にて視床出血の発症時 CT 画像を 4 つに分類し、内側型・外側型は歩行動作獲得の可能性が高く、
全体型では歩行獲得・獲得困難がほぼ同程度であったと報告した。今回は、全体型つまり、視床全体また周辺組織に進
展した出血例に関して初期・経過時 CT 画像の進展方向、形等で検討し、歩行動作獲得が期待できる CT 画像は、どの
ような特徴があるかを明らかにすることを目的に報告する。対象は、過去 6 年間に当院回復期病棟に入院した視床出血
45 例のうち全体型である 21 症例。歩行能力（FIM5 以上を獲得、5 未満を獲得困難）で群分けし、初期・経過時 CT 画
像の進展方向、形、周辺組織への損傷、脳室穿破有無、損傷側、濃淡等と年齢、在院日数、FIM を併せて検討した。結
果、歩行獲得 9 例、歩行獲得困難 12 例であった。CT 画像所見は興味深い傾向を示し、臨床現場で、CT 画像から歩行
能力獲得の予測に有効と示唆される結果を得た。
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【一般演題】ポスターセッション：基礎研究
K5: マカクサル内包梗塞モデルにおけるミクログリアマーカーIba1 の発現量増加
加藤隼平 1, 2、村田弓 1、肥後範行 1
1 産業技術総合研究所

人間情報研究部門

2 筑波大学大学院

人間総合科学研究科

私たちは以前マカクサルを用いて内包梗塞モデルを作成し、一次運動野（M1）第 V 層における錐体細胞の著明な減尐
を示した。この現象の理解のため、免疫組織化学を用いて免疫応答に関わるミクログリアとアストロサイトの経時的な
発現変化を調べた。マーカー分子にはそれぞれ Iba1、GFAP を用いた。M1 における Iba1 の発現量は梗塞後 3 週間にか
けて有意に増加したのに対し、GFAP の発現量は梗塞後数時間から 3 ヶ月にかけて有意差がみられなかった。これらか
ら、M1 ニューロンの消失にはミクログリアが関与していることが示唆された。また、梗塞部においてこれらのマーカ
ー分子の発現変化を調べた結果、Iba1 の発現は尐なくとも梗塞後 3 ヶ月まで増加し続けることが分かった。これはラッ
トを用いた先行研究の結果とは異なる。霊長類特異的なミクログリアの持続的な活性化が機能回復を抑制あるいは促進
している可能性がある。

K6: 脳出血モデルラットにおける早期トレッドミル走行は大脳皮質の萎縮を抑制し機能改善を促進する
玉越敬悟 1, 2, 3、石田和人 3、早尾啓志 1, 2、高橋英明 1, 2、田巻弘之 1, 2
1 新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科

2 新潟医療福祉大学運動医科学研究所

3 名古屋大学大学院医学系研究科

本研究は、脳出血後のトレッドミル走行の実施時期の違いが運動機能回復および中枢神経系に与える影響について検証
した。実験群には、偽手術+非運動群、脳出血+非運動群、脳出血+早期介入群、脳出血+後期介入群を設けた。脳出血
モデルラットは左線条体にコラゲナーゼを微量注入して作製した。早期介入群は術後 2 日目から 8 日目まで、後期介入
群は術後 9 日目から 15 日目までトレドミル走行を 11m/分で 60 分間実施した。運動機能評価を経時的に行い、術後 16
日目に脳組織を採取した。脳切片を作製して Nissl 染色を施し、損傷体積、大脳皮質の厚さ、神経細胞数の解析を行っ
た。早期介入群は後期介入群と比較して運動機能障害が有意に改善した。早期介入群は、後期介入群および非運動群と
比較して大脳皮質の萎縮と神経細胞数の減尐が有意に抑制されていた。脳出血後の早期介入には、大脳皮質における神
経保護作用を高める効果があると考えられる。

K7: 脳出血後の運動機能障害は脳梗塞と比較して自然回復が早い－モデル動物を用いた検証－
玉越敬語 1, 2, 3、石田和人 3、早尾啓志 1, 2、高橋英明 1, 2、田巻弘之 1, 2
1 新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科

2 新潟医療福祉大学運動医科学研究所、

3 名古屋大学大学院医学系研究科

本研究は、脳出血による組織傷害と脳梗塞による組織傷害が同程度の場合の機能回復過程について比較検証することを
目的とした。Wistar 系雄性ラットを SHAM 群、脳出血群、脳梗塞群の 3 群に分けた。脳出血モデルラットはコラゲナ
ーゼ注入法で、脳梗塞モデルラットはエンドリン-1 注入法で作製した。運動機能評価には Horizontal Ladder test を用い
て、前後肢の Error 率を解析した。術後 15 日目に脳組織を採取し、損傷体積を解析した。両者の損傷体積には有意差
はなく、同程度の組織傷害であることを確認した。Horizontal Ladder test を解析した結果、術後 14 日目における前後肢
の Error 率は、脳出血群は脳梗塞群と比較して有意に低値を示した。これらのことから、脳出血後の組織傷害と脳梗塞
後の組織傷害が同程度のとき、機能障害の自然回復は脳出血の方が脳梗塞より早いことが示された。
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K8: 有酸素運動の運動学習促進効果は運動強度に依存しない
大塚裕之 1, 2、井上恒志郎 3、泉唯史 3、吉田晋 3
1 平成扇病院

リハビリテーション科

2 杏林大学

医学部

3 北海道医療大学

リハビリテーション科学部

これまでに、一過性の有酸素運動は運動学習の獲得を促進させることが報告されているが、その効果が運動強度に依存
するか明らかではない。そこで本研究は、健常な若年成人 9 名に対して、低強度（57～64%HRmax）
、中強度（64～
76%HRmax）
、高強度（76～96%HRmax）の有酸素運動が直後の運動学習に与える影響を調べた。学習課題は示指外転
運動の ballistic motor training を用いた。示指外転時の加速度の最大値を課題獲得能力の指標とし、20 分間の高強度・中
強度・低強度の有酸素運動条件と安静条件で比較した。その結果、安静条件と比較して、全ての有酸素運動条件で示指
外転の加速度の増大量が有意に高値を示した。この結果から、有酸素運動による運動学習促進効果は運動強度に依存し
ないことが明らかになった。

K9: 内包損傷前後のサルモデルにおける fNIRS による脳機能モニタリング
川口拓之 1、山田亨 1、加藤隼平
1 産業技術総合研究所

1, 2、松田圭司 1、肥後範行 1

人間情報研究部門

2 筑波大学

人間総合科学研究科

脳損傷後の機能回復メカニズムの解明や効率的なリハビリテーション介入技術の確立に向けて、サルモデルの脳機能計
測に functional near infrared spectroscopy（fNIRS）を応用する研究を進めている。頭頂部に fNIRS のプローブを装着し、
サルが左右それぞれの手で餌を把持した際の脳活動を内包損傷前後で計測した。プローブ位置と解剖画像を重ね合わせ
ると、損傷前は一次運動野、補足運動野、運動前野に感度を有するチャンネルで把持運動に連動したヘモグロビン濃度
変化が観察され、一次運動野では左右運動時の統計的有意差が見られた。損傷後は一次運動野に加え損傷側の運動前野
近辺のチャンネルでも左右運動時の統計的有意差が見られた。これは、皮質損傷モデルで核医学検査で得られたこれま
での結果と合致している。以上より、fNIRS は脳損傷後の脳機能回復モニタリングに有用であることを示した。

K10: 視覚系メタ認知の変動と多次表象モデル
新國彰彦 1, 2、小村豊
1 京都大学

1, 2

こころの未来研究センター

2 国立研究開発法人

産業技術総合研究所

メタ認知とは、自身の認知状況を、より上位の視点から評価する能力を指す。本研究では、視覚系のメタ認知に焦点を
当て、
ヒトが知覚課題を遂行している時に、自己判断の正しさに、どのくらい自覚的であったかというメタ認知能率を、
まず、多次元の計算フレームで表現し、その変動を規定する因子を抽出した。近年の研究から、我々のメタ認知は、す
べての認知状況を統一的にモニタリングする直感的スキームではなく、むしろ機能ドメイン固有な過程を経ていること
が示唆されつつある。本研究では、さらに、メタ認知能率が、判断すべき視覚特徴にも依存する結果を得た。このよう
な状況は、客観的な知覚判断と、主観的な自己評価の両者で、異なる情報ソースを利用するモデルで予測することがで
きた。これらの結果は、現在、直面する状況に応じて、客観－主観に関与する情報源の減衰率が柔軟に変化するか、複
数の分散したサブモジュールが介在していることを意味する。
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K11: 内部モデルの獲得における小脳の役割
山中ひとみ 1、井澤淳 2、上野友之
1 筑波大学附属病院

1

リハビリテーション部

2 筑波大学

システム情報系

【背景】 小脳には腕の内部モデルが表現されていると考えられている。
【目的】 小脳の機能的障害が運動制御・学習へ与える影響を調べる。
【方法】 脊髄小脳変性症の疾患例に対して視覚運動変換タスクを実施した。被験者はロボットマニピュランダムの先
端に取り付けられたハンドルを把持しながら素早い水平面上の到達運動を行う。手先を覆うスクリーン上に到達目標と
手先位置を示すカーソルを投影する。 学習タスクにおいては手先カーソルと手先位置に対して到達運動のスタート位
置を中心とする回転変換を与える。
【結果】疾患例では 45 度の回転を補償する動作が獲得されたが、残効が小さかった。
【考察】小さい残効は内部モデル
の学習効果が小さいことを示している。【結論】小脳が担う運動学的な内部モデルの機能が示唆された。同時に、脊髄
小脳変性症における運動制御学習において補償的計算論的機能の役割が示唆された。

K12: 快感情を惹起する味覚刺激により持続性注意は一過性に向上する
鈴木悠哉 1、杉野一行 2、山本竜也 2
1 小張総合病院

リハビリテーション科

2 つくば国際大学

理学療法学科

本研究では、Continuous Performance Task（CPT）を用いて、味覚刺激が持続性注意に与える影響を定量的に評価した。
味覚刺激として、スクロース（甘味）
、安息香酸デナトニウム（苦味）
、酢酸（酸味）
、水（無味）を用いた。刺激前後
に CPT を行い、これを 1 日に 2 試行ずつ 4 日間実施した。CPT 反応時間は甘味が有意に短く、次いで、無味、酸味、
苦味の順に速かった。1 試行（80 回）を 10 回ずつに区分して時系列変化を解析したところ、41-50 回の区間において甘
味条件の平均反応時間が有意に短かった。
各味覚刺激に対する快・不快の程度を評価した Visual Analogue Scale 値と CPT
反応時間との相関を検証したところ、75％の被験者において両者の間に負の相関が認められた。これらの結果は、快感
情を惹起する味覚（特に甘味）刺激により持続性注意が一過性に向上することを示唆する。

K13: 視空間の側方傾斜が立位姿勢制御に与える影響
大村優慈 1、矢野史朗 2、勝平純司
1 国際医療福祉大学

3, 4、右田正澄 1、四津有人 5、近藤敏之 2

小田原保健医療学部 理学療法学科

2 東京農工大学大学院

3 新潟医療福祉大学

医療技術学部 義肢装具自立支援学科

5 茨城県立医療大学

医科学センター リハビリテーション科

工学研究院、

4 東京大学医学部附属病院

22 世紀医療センター

視覚、体性感覚、前庭感覚への介入は、立位姿勢に影響を与えることが諸家により報告されており、リハビリテーショ
ンに応用できる可能性がある。我々は、ステレオカメラと没入型ヘッドマウントディスプレイを用いて視空間の側方傾
斜を惹起するシステムを開発し、健常男性を対象として、左への視空間傾斜が安静立位および、側方に最大限重心移動
した立位での頭部・体幹の側方傾斜角度および下肢の床反力鉛直成分に与える影響を調べた。
その結果、
安静立位では、
頭部と体幹は左側に傾斜し、床反力鉛直成分は左下肢優位になった。右に最大限重心移動した立位では、頭部と体幹の
傾斜角度および床反力鉛直成分に有意差はなかった。左に最大限重心移動した立位では、頭部と体幹は左側に傾斜した
が、床反力鉛直成分に有意差はなかった。視空間の側方傾斜は頭部と体幹を同側に傾斜させるが、側方への重心移動範
囲は足底感覚での代償によって保たれると推察された。
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