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脳外傷の高次脳機能障害 (神経心理学的障害)

- 精神科的問題がみられた症例をもとに-

先 崎 章

AkiraSenzaki:NeurobehavioralDisabilityfollowingTraumaticBrainInjury:

7CasesthatExhibitedNeuropsychologicallmpairmentsandNeuropsychiatricSyndromes

昨今日本で話題になっている高次脳横能障害とは,欧米では神経行動障害 (neurobehavioral

disability),神経心理学的障害 (neuropsychologicalimpairment)に該当するものである.脳外傷

後の症状の特徴は,蝶形損傷と,びまん性軸索損傷に由来する.脳外傷後の永続的な高次脳機能障害

の様相は様々である.本稿では,(1)全般性の注意障告,(2)記憶障害, (3-a)注意転換の障害や

高次の保続,(3-b)遂行機能障吉,(4)発動性の低下,行動の開始の困難,(5)情動の障雷,(6)

自分の行動の帰結を認知できず自己の行動を修正できない障害,が目立つ症例を提示し,各種神経心

理障害の様相,経過と精神科的問題について概説した.脳外傷による認知や行動の障害には,診断,

治療,社会復帰の全額域にわたって様々な問題が山積しており,精神科医に求められるものは大きい.

<索引用語 :高次脳機能障害,神経行動W.害,神経心理学的障害,脳外傷,びまん性軸索IL1傷>

【昨今話題になっている高次脳機能障害とは】

昨今日本で話題になっている高次脳機能障害と

は,脳外傷や脳血管障害,低酸素脳症などの脳損

傷に由来する記憶障害,注意障害,遂行機能障害

(実行機能障害),判断 ･問題解決能力などの障害

をいう.また,主として前頭葉の損傷に起因する

社会的行動障害も ｢行政的に｣高次脳機能障害の

範暗に含めて扱う13･18).そもそも ｢学術的に｣は

高次脳機能障害 (higherbraindysfunction)と

いえば,比較的局在の明確な大脳の巣症状である

失語,失行,失認,あるいは半側空間無視などを

指す概念である.ところが,救命救急医療の進歩

によって,従来なら脳浮腫や脳循環不全,合併症

で死亡していた例が救命されるようになり,記憶

や注意の障害,遂行機能障害,判断 ･問題解決能

力の低下などの神経心理学的障害や,前頭葉～辺

縁系損傷による情動障害,行動障害をもちながら,

残 りの長い人生をすごさざるをえない者が増加し

てきた19).これらの者への支援対策を推進する観

点から,高次脳機能障害を ｢行政的に｣広 く定義

することになったlB).障害者自立支援法下では精

神障害者保健福祉手帳にて諸制度を利用する14,29)

なおこの ｢行政的な｣高次脳機能障害は,欧米で

は神経行動 障害 (neurobehavioural disabili-

ty)37),神経心理学的障害 (neuropsychologi9al

impairment)に対応するものである.なお日本

では,銃器による開放性脳外傷はまれであるため,

本稿の脳外傷は閉鎖性脳外傷 (closedheadinju-

ry)のみを扱う.
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【損傷に由来する症状特性】

脳外傷 (closedheadinjury)の症状の特徴は,

蝶形損傷 (sphenoidalinjury)と,びまん性軸索

損傷 (diffuseaxonalinjury,以下 DAIと略す)

に由来する20).両者の合併も多い.煤形損傷とは,

頭蓋骨と脳実質との相対的な関係から脳の前頭葉

底面 (眼嵩面)と側頭葉の前方～外側底面に損傷

を負うことである.加速度的な衝撃による脳の動

きが,蝶形骨の大翼や前頭骨によってはばまれ脳

が損傷する.この損傷は前頭前野を含む情動回路

を損なう.一方DAIでは,大脳全体の皮質下,

すなわち白質の神経繊維にびまん性の断裂が生じ

る30).神経ネットワークの障害により情報処理ス

ピードの低下が生じ,注意障害,遂行機能障害や

易疲労性と関連する20･26)

脳外傷の急性期に脳浮腫,低血流や低酸素によ

り側頭葉内側部,すなわち海馬 ･扇桃体の損傷が

加わろ.これは記憶障害や情動障害と関連する.

さらに打撲部位の損傷 (coupinjury),そして打

撲部位と対極にある部分の損傷 (contrecoup in-

jury)と対応する局在機能の障害がみられる.こ

のように,脳外傷の症状は,損傷部位の解剖学的

な理由に基づいている.

ちなみに,錐体路を含む範囲に挫傷があれば片

麻痔を,脳幹の挫傷があれば四肢麻痔を生じるが,

完全麻痔は少ない.びまん性軸索損傷の身体症状

で比較的頻度の高いものは,体幹や構音の失調で

ある.上部脳幹 (中脳背側)のshearinginjury

が生じた場合にみられる.一方,頭頂葉や片半球

にのみ限局した損傷は通常みられないため,失行

や半側空間無視は少ない.

明らかな脳挫傷がCTやMRIで確認される蝶

形損傷に比べて,DAIでは,急性期に大脳皮質

下,脳梁,基底棟,脳幹などに散在している組織

断裂による小さな点状出血が画像では確認しづら

い.受傷後数カ月の内に,損傷した軸索が変性,

吸収され,大脳 ･小脳にまたがる全体的な皮質下

の軽度萎縮と側脳室,第ⅠⅠⅠ,第ⅠⅤ脳室の軽度拡大

が完成する (症例 1,症例 2).
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【脳外傷による高次脳機能障害の類型】

脳外傷後の永続的な高次脳機能障害は,受傷直

後の意識障害や通過症候群から脱却した後に正確

に評価できる.

脳外傷後の永続的な高次脳機能障害の様相は

様々であるが,いくつかの類型がある.以下のよ

うに分けるとわかり易い.(1)全般性の注意障害が

他の障害に比べて目立つ例 (前頭前野損傷例,軽

症のDAI例),(2)記憶障害が目立ち,知能低下や

注意障害,遂行機能障害が軽度な例 (DAIの一

部,急性期の循環不全による海馬損傷例),(3)前

頭前野背外側部の損傷や皮質下のネットワークの

障害により (3-a)注意転換の障害や高次の保続

が目立つ例,同時処理ができない例,(3-b)逮

行機能障害が目立つ例,(4)発動性の低下,行動の

開始の困難が目立つ例 (前頭葉内側部損傷,重症

のDAIなど),(5)情動の障害 (易怒性など)がみ

られ,社会的行動障害が前景に立っている例 (前

頭前野 ･眼嵩野損傷,辺縁系の損傷を合併してい

る場合),(6)自己の行動の帰結を認知できず,行

動を修正できない,あるいは外界の言外にある意

味や,自己の障害に対する認識が低下していて適

切な行動がとれない例 (前頭前野損傷),(7)全般

的な知能低下の影響が大きく,記憶や注意,遂行

機能の障害について個別に取り扱うよりは,全般

的な知能低下として対応するのが現実的である例

(広汎な脳挫傷例).実際は(1)～(7)のいくつかが重

複 していて,しかもそれぞれの障害の重症度は

様々である.

本稿では,脳外傷では神経心理学的障害によっ

て様々な精神医学的,心理的問題が生じることを

示す.総説であるが,神経心理学的評価の実際や

経過,リハビリテーションの流れがわかるよう,

長期間治療に関与した症例を交えて述べる.症例

番号は上記(1)～(6)の番号に対応する.プライバシ

ー保護のため,個人が特定できる情報や,年齢性

別を省いた.また本人より本誌掲載の同意をとっ

た.
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表 1 神経心理ピラミッド33)

ニューヨーク大学医療センター脳損傷者通院プログラムで

Ben-Yishay3)らが用いている図表

【各種神経心理学的な機能障害について】(表 1)

各種神経心理学的障害はそれぞれが独立して存

在するのではない3,22).まずは覚醒度や注意力が

基盤にあり,記憶や遂行機能が保たれ,さらに上

位の機能である論理的な思考力や自身の障害に対

する気づさが成される.一例として表 1のような

仮説がある.上位の働きが十分なされるためには,

それより下位の機能が適切に働 くことが必要であ

る.以下,各機能障害別に概説する.

【注意障害】

全般性の注意はすべての認知機能の基盤である.

注意障害が重い場合には,他の各種機能検査もす

べて低く結果が出てしまい,あまり意味をなさな

い.注意は視覚,聴覚の感覚野のみでなされるの

ではない.前頭前野の働 きによる知覚のtop

downcontrolが必要である.すなわち,どの外

部刺激を意識的に選択して拾い上げ,どの刺激を

捨てるのか,調節や重み付けをする働きが必要で

ある.課題に関連する文脈情報を保持し,情戟を

処理する過程で,競合的なものに重みをつけるこ

とが必要である37).そして必要があれば,注意の

対象を,別のものに変更する.

注意は,｢選択｣｢持続｣｢分配｣｢転換｣の要素

に分けられる.脳外傷では,より複椎な注意の力,

す な わ ち ｢分 配｣｢転 換｣を み るPASAT
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(pacedauditoryserialadditionaltask)でしば

しば低下が明らかになる22).

【易疲労性】

注意力の低下を補うために,過度な努力が必要

である.脳外傷者に単語学習課題をさせると,再

認の成績が健常者と差がない場合でも,課題遂行

中に脳血流量が増加する割合が健常者に比べて高

い24).すなわち,注意力が低下している脳外傷者

では,課題で同程度の成績を得るために健常者よ

りも高い認知的労力 (cognitiveeffort)を必要

とする.また,前頭葉症状である思考の硬さがみ

られ,自身に適切な事柄を臨機応変に行うことが

できない.融通をきかして休息がとれない.脳外

傷者はしばしば過度に注意を持続させることで疲

労し破綻する37).

【症例 1】注意障害 と易疲労性が前景に立つび

まん性軸索損傷例.過度の認知的労力を必要とし

幻覚妄想が出現した.

20歳代に受傷.Japan Coma Scale(以下,

JCSと略)2桁以上の意識障害が 2カ月間続 く.

意識障害から回復し,受傷 3カ月目には体幹失調

や構音障害が軽減し,自立歩行が可能となった.

記銘力障害 〔三宅式記銘力検査有関係 (以下,三

宅式 ･有と略)5-8-8,無関係 (以下,無と略)0-

0-0〕の代償手段 として日常生活でメモリーノー

ト12･13)を利用することを習慣化し,在宅生活に戻

った.

受傷 1年半後には,知的低下は軽度 (WAIS-

RVIQ62 PIQ82)で,記銘力障害 も日常生活

に支障のないレベルにまで改善 (三宅式 ･有7-9-

10,無 2-2-2)した.注意 障害 は数値 上 軽度

〔PASAT2秒 総反応数29/50 正答数 27/50,

TrailMakingTest(以下,TMTと略)A122

秒 B179秒〕であったが,易疲労性が目立ち,

課題に15分間程度集中すると,頭重感が出現し

検査に取 り組めなくなった.MRIでは図 1のと

おり,大脳全体の軽度萎縮と脳室の拡大がみられ

た.この受傷 1年半時に,本人の強い希望で復職.
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(対 1 症例 1の.MRITl強調画像

人J悩令体の軽度萎縮と脳室 (荊1日,節l＼')の軽度拡大がみらiLる

配置転換にて時間プレッシャーのない単純作業部

門に移った.会社の労働評価は良 く,復職 2年後

に受傷前と同様の職種に戻った.

ところが,流れ作業のスピー ドについていくた

めには,常に注意を持続させ,過度の認知的労力

が必要であった.疲労が臨界点を超えると作業効

率は低下し,急激にミスが多 くなった.精神疲労,

頭重感,頭痛,めまい ((lizziness),焦 りと緊張

が持続 した.遅れた仕事を取 り戻そうとして休息

をとらず,職場での焦燥がさらにひどくなり ｢仕

事ができないやつ｣と自分のことを噂 し合い,広

く放送 してし)る幻聴が出現するようになった.

休職 とrisperidon内服により諸症状は軽快 し,

2ヵ月後に復職 した.その後 6年間,時間プレッ

シャーのない職種で仕事が続いている.｢休憩時

間にはきちんと休む,疲れる前に休息をとる,無

理をしない,頑張らない｣という標語を遵守する

ように指導している.適度な休息を口分で臨機応

変にとれないため,職場では保健師が介入し休息

させる体制をとっている.

【身休愁訴】

入院治療を要した脳外傷者の半数以上に,疲れ

やすさ,頭痛,めまい,いらいら (i汀iLabiliLy)

がみられる23).脳外傷による脳神経系の損傷に虐

接由来する症状 と,注意力低下を補う過度な労力

に山来する症状 とが重なる.

【幻覚妄想】

脳外傷後の幻覚妄想状態が,たまたま合併した

疾揖なのか,脳外傷による疾患なのかの判別は難

しい.しかし,脳外傷が重症の場合は軽症の場合

に比べて幻覚妄想状態になる割合が高 く,脳外傷

後の精神病が存在する6).

【記憶障害】

脳外傷 では記憶障害 について,(1)逆向健忘

(retrograde amnesia),(2)外傷後健忘 (I)ost-

い･aumaLic amtleSia-PTA),(3)前 向 健 忘

(anLerogradeamnesia)とに分けて議論される.

このうち(2)の外傷後健忘は,意識障害からIq復し

た後,受傷後の記憶を想起できない期間で,注意

の障害が入り交 じった病態である3り.日常生活上

問題になるのは(3)前向健忘である.びまん性軸索

損傷の場合,この健忘の原因は,海馬 CAl錐体

細胞の損傷の他に,前頭葉底面 (前脳基底部)の

機能不全,白質の神経回路網ネットワークの障害

が考えられる2日.

日常記憶 (everycla)･mcmor)r)の評価法 とし

て開発されたリバーミー ド行動記憶検査 (Re＼reト

meadBehavioralMenlOryTest,以下,RBMT

と略)にて,記憶障害者が可能な｢l常生析レベル
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図2 症例 2のMRITl強調痢像

大脳今休の冊立葛綿と脳賀 (折Ill,第lV)の輯度拡人がみられる.LXH に比べて側疏腿内

側部の萎縮が廿llj:っている.

が把握できる35).標準プロフィール点 2∠l点満点

で,7点以上なら病棟内の自室や トイレ,訓練室

への道順を間違えることがない,9点以下なら多

くの∩常生活上の行動に指示や監視を要する,15

点前後なら1人での通院が可能である,17点以

上なら計画的な買い物が可能である,と∩安がつ

く9)ので臨床上有用である.

【症例 2】r67復期に記憶障害 ･見当識障害が著

明で困惑が強かったびまん性軸索損傷例.lo種

後の現在も記憶障害が症状の中核にある.

｢い学生時に受傷.1カ月間の昏睡状態 (JCS3

宿)から回復 した.SLTA検査で失語なし.受

傷3カ月tlには失調も蛙減 し応用歩行が可能とな

った.この時,知能は軽度低下 レベルに回復 し

(lVtSC-RVIQ66 PIQ61),注意障害 も大きく

はFl立たなくなった (順境 5桁).ところが,重

度の記鈴)J障害があり (三宅式 ･有 1-1-1 比ey

図形模写 30/36 即時再生 0/36),時間や場所の

見当識障害が重度であった 〔MiniMellLalSLaLe

Examination(以下,Mi11SEと略)時間項RO/

5,場所項nI/5〕.数十秒前の記憶 も残 らないた

めに,入院病棟では ｢なんでここにいるの ? 夢

なの ? 僕の病気はなんなの ?｣｢(自分は)生き

ているの ?｣と困惑と不安が強かった.経過を掲

I_IlHLi

示 し看護師 と常時確認することと,ch)orprom-

azi11eの投与により落ち訴いた.しかしその後 も,

時々周囲の状況を被害的にとらえ ｢看護婦さんに

殺される｣と不安気に訴えた.おだてられるとそ

れまでの体験や発言は忘れ,笑顔で病棟行司-1に参

加 した.4カJlH,退院を希望 し,｢退院できな

いのなら死ぬ｣と病棟のベランダの柵に足をかけ

よじ登 り飛び降りようとするところを保-kFされた.

その数分後には,円分の行動は忘却していた.抑

うつ感情は否定 した.廿宅に退院し,家族 との生

柄で落ち着いた.

受傷 後 1年 6カ月時 に は,射1能 (1VISC R

VIQ66 PIQ80),記銘)J(三宅式 ･有 03Ll)

ともにわずかに回復した.メモリーノー トやカレ

ンダーを利用する生活習慣を碓得し,見当識は同

役 (MMSE時間項nLl/5,場所項目5/5)した.

受傷後 3年時には遂行機能の低下は｢l立たず 〔遂

行機能検査 BehaVioural AssessmellL of Llle

DyseI(ccutiveSyndrome(以下,BADSと略)

16/24〕,知的には境界以上になった (＼VISC-R

VIQ82 PIQ94).しかし一方,記銘力障害の回

復は乏しく (RBMT標準プロフィール点 4点),

新 しい場所では家族 とメモや地図を確認しながら

行動することが必要であった.誤ったことが一度

記憶されると,後でなかなか修正ができないとい
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う特徴がある.10年経過 した現在,ボイスレコ

ーダーとメモリーノー トを活用して地域作業所に

適所中である.

記憶障害者にも ｢潜在学習｣(implicit learn-

ing)の能力が残存 している.さまざまな情報や

代償方法の習得に際して試行錯誤をして学習する

と,誤 りを排除できずに,逆に誤 りが強化され

る2).そして,誤ったことが一度記憶されるとな

かなか修正がきかない.一般的に,記憶障害を有

する患者に対 しての再学習, リハビリテーション

は,誤 りなし学習の課題であることが必要である.

なお困惑は,この症例のように意識障害からの

回復期や記銘力障害例でよくみられる8).年表や

写真,ホワイ トボードを利用して自身の経過をい

つも確認できる環境をつくること,安心感を与え

る環境を整えることが必要である.

【行動障害】

脳外傷後には,表 2に示すように様々な行動障

害がみられる.回復期を過ぎた脳外傷者の行動障

害の多 くが,前頭葉損傷に由来する神経心理学的

障害である8).

一つのことに固執する,些細なことにとらわれ

て肝心な重要事項が抜け落ちてしまう,臨機応変

に物事が行えない群には,しばしば高次の保続,

セットの切 り替えの障害,ステレオタイプの思考

から抜け出せない神経心理学的障害をみることが

できる (症例 3-a).

注意,記憶,知能,流暢性がほぼ正常域にあっ

ても,日常生活上の物事を一人では行っていくこ

とができない,自ら行動が遂行できない群がある.

この場合,遂行機能障害として細かくその原因,

介入法を吟味する余地がある (症例 3-b).

また,自己の行動の帰結を適切な情動を伴った

形で認識できない群がある.行動や意志決定に際

して,罪や不安,危供といった,辺縁系からの情

動の情報を,うまく活かすことができない.すな

わち,前頭前野腹内側面 (眼嵩面)の損傷によっ

て,現在体験されていることや将来の帰結につい

精神経誌 (2007)109巻 3号

表 2 脳外傷後の行動障害の分類B)

psychiatricsyndromes

強迫不安障害 (phobicanxietydisorder)

気分障害 (a仔ectivedisorders)

牒うつ病

うつ病

ヒステリー

統合失調症様障害 (schizophreniformdisorders)

post-concussionalsyndrome

frontallobesyndromes

前頭葉眼嵩野 (disinhibited,egocentric)

前頭葉背外側 (dysexecutive)

前頭葉内側 ･帯状回 (aspontaneous)

temporo-1imbicsyndromes

挿話性制御不能症候群 (episodic dyscontrolsyn･

drome)

辺縁系気分障害(temporo-1imbicaffectivedisorders)

dysphoric

manic-depressive

anxiety/panic

psychotic

てのイメージに,情動的な信号を伴わせることが

できない5,10) (症例 6).

さらに,脳外傷後には本稿の各症例に示すよう

に様々な精神症状がみられ,行動障害と一体 とな

っている.

【セットの維持 ･転換の障害】

前頭葉性の機能障害の一つに心の構え (セッ

ト)の維持 ･転換の障害がある.一つの概念や心

の構え (セット)から,他の概念や心の構えに移

ることが困難になる.高次の保続といえるもので,

発想や視点の転換が困難で,一つの考えや視点に

こだわ り,柔軟な思考ができな くなる.検査16)

では,Wisconsin Card Sorting Test(以下,

WCST と略)で達成カテゴリー数が低下してい

る,TrailMaking Test(TMT)で partBが

partA に比べて極端に時間がかかる,あるいは

失敗する,Modi丘ed Stroop Test(MST)ⅠⅠⅠ

(字を読 まずに字の色をいう課題)で間違えてし

まう.ステレオタイプな反応を抑制することがで

きない.このような神経心理学的障害が,しばし
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[叫3a 1;[三例 3aの h′lRIT】強調IdifTlfi
rFlFJ-Lfu前iiLi盛皮'Ef卜の1tlfljがyl･ELllである.イT'前頭柴の1日傷は潜lリ)で門外側部もIu似されている.

ば行動障害の基盤をなしている.

【症例 3a】前頭葉挫傷後の回復期～維持lBjに

不安障鴇 (パニック障害)が生 じr=例.その基盤

には,前頭葉の1-苧外側部損傷に由来する思考の切

り替えの悪さがある.

中年時に受傷.運動麻樺,失語なく,受傷 2カ

月で在宅生活になった.普段とは違う場面に遭遇

すると不安,過呼吸,動陣が出現し行動できなく

なる.例えば,いつものfliい物袋 と財布がないと

玄関で動作が止まって外出できない.いつも買い

物 している店が閉まっていると他の店へ行けず立

ちす くんでしまう.抑 うつ気分は否定.par°:くI

eLincやbcllZOdl-azepine系抗不安薬内服では改

善せず.｢頭が切り替わらない｣｢一つのことが現

にのぼると,他のことに考えが阿らない｣｢いつ

ものことでないことがおこると頭の｢いが真っ臼に

なる｣と訴えた.生活全般において一つのことに

こだわり,考えを他に切り替えられず,常時家人

の監視,助言を必要とした.受傷 6カ月時点の神

経心FJ!学的検査結果では,知能や全般性注意力は

ほぼ正常 (WAIS 良VIQI02 PIQ76,順 唱 8

柄,逆唱7桁)で,記憶障害や遂行機能障害も軽

皮 (RBMT標 準 プ ロ フ ィ ー ル 点 1J点,

BADS16/24)であったが,前頭葉性の高次の保

続 ･セットの切 り替えの陣営が明 らかであった

〔ModifiedStl･00PTestI76秒 (誤 0)1日 02秒

(誤 1)lIl180秒 (誤 6),TMT A155秒 (誤 0)

B失敗多 く数分 間で中断,慶 膿 バ ー ジ ョン

WCST第 1段階達成カテゴ リー数 1(本人が混

乱 し第 2段階は実施イこ可能)〕.MRIを図3-aに

示す.受傷 5年日の現在,柔軟に思考が切り荷え

られない様子は続いているが,valpl･OaLe内服 と

ルーチン化した在宅生活をおくることによって不

安障害は落ちついている.

この例では,神経心理学的検査で明らかになっ

た高次の水準での保続,思考の切り潜えの悪さが,

本人の行動様式に現れている.すなわち,発想や

視点の転換が阿難で,一つの考えや視点にこだわ

り柔軟な思考ができない様子は,脳損傷山兼の機

能障筈その t)のである.本人を和解するうえで,

神経心理学的検査 (評価)が宥Illであることがj)

かる.

【遂行機能障半】

当初,遂行機能 (実行機能)は,H的をもった

一連の活動を有効に成し遂げるために必要な機能

で,円ら11倍を設定し,計画をたてて,行動を効

果的に行う能力とLezakにより定義された15･16)

その要素は(1)volition(動機付けと意図.未来に

向けて思考し,何をしたいのかを構想する能力),
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(2)planning (目標を達成するための段階を考え,

それらの評価および選択を行い,行動を導く枠組

みを決定する能力),(3)purposefullaction (複

稚な行動を構成する一連の各行為を,順序よく,

まとまった形で,開始,維持,変換し,また中止

する能力),(4)effectiveperformance(常に目標

を意識し,遂行中の行動がどの程度目標に近づい

ているかを評価する能力.自己監視能力,自己修

正能力,行動制御能力)と区分される.さらに遂

行能力には,周囲の環境刺激や状況を正しく認識

する能力,発動性,注意の持続などの要因も深 く

関与している.そして,前頭葉背外側部に限局し

た損傷がなくても,広 くネットワークの障害とし

て遂行機能障害はしばしば認められる.

遂行機能障害は,Andrewl)が表 3にまとめて

いるように,行動を ｢立案｣｢賦活｣｢調整｣する

3段階の階層のいずれが障害されているのか,と

いう視点をもつとわかりやすい.

【症例 3-b】前頭葉挫傷後に著明な遂行機能障

害,病識の低下がみられた例.職業リハビリテー

ションにより社会復帰した.

30歳代に受傷 した会社員.開頭血腫除去術に

より救命されたが,右前頭葉背外側部を中心に前

頭葉を大きく損傷した.失語,運動麻痔や失調は

ない.受傷から1年後,知能,注意,流暢性はほ

ぼ正常域 まで回復 し (｢知能｣WAIS-RVIQ83

PIQ87,｢注意｣順唱6桁,逆唱4桁,｢流暢性｣
頭文字,カテゴリーとも10個以上/分),記銘力

は軽度低下していた (｢聴覚記憶｣三宅式 ･有 8-

8-8,｢視覚記銘｣ペントン視覚記銘正確数6/10)

が,日常生活上の口頭指示は記憶可能であった.

しかし,遂行機能障害とセットの維持や転換の障

害が著明 (BADS10/24,慶鷹バージョンWCST

第 2段階にても達成カテゴリー数 0)で,これら

機能低下に対する認識はなかった.本人は直ちに

元の仕事に戻れると思っていた.

本人の特徴として ｢計画が立てられない,行動

を開始できない,作業が中断してしまう,結果を

気にしない,段取 りが悪い,思考が硬 くて切 り替
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表 3 遂行機能障害の3段階の階層とそれぞれに対応する

前頭葉機能1)

I.立案する階層 (Schemaassembly)
ゴールを設定することやプランニングの障害

意図を明確に述べること,ゴールをわかりやすく設

定すること,プランニング,予測

ⅠⅠ.賦活する階層 (Schemaactivation)

開始 と配列の障害

自発性,行動の調整,展望記憶

IH.調整する階層 (Schemaregulation)

Ilトa.抑制と制御の障害

利用行動,衝動性,保続,脱抑制,攻撃性

111-b.監視と評価の障害

判断,決定,推論,問題解決,作言も 自己監視,
注意 と気づき

えが悪い,工夫ができない,自分の障害を認識で

きない｣ことがあった.厚生労働省編一般職業適

性検査 (GATB)ではすべての項目でEランク

であった.

更生施設に入所して復職訓練12･13)を開始した.

復職に関する職場の受け入れは好意的で,受傷 1

年半後,清掃の職種に配置転換し,訓練士が同行

し職場での実習を始めた.ところが,現場では具

体的な指示がないと行動を開始せず座 り続ける.

｢できるだけきれいにする｣といった漠然 とした

指示には,サブ ･ゴール (明確で実現可能なとり

あえずの目標)を設定できず無為を続けた.臨機

応変にトイレに行 くこともできず失禁した.そこ

で,1日の行動をパターン化し,仕事の手順をマ

ニュアルとして作成し,それをチェックしながら

行動すること,わからないときや困ったときには

人に聞 くなどの援助を求めることを更生施設で半

年間繰 り返し練習した.その場その時の肯定的な

フィードバックとマニュアルへの記載,行動の言

語化を原則にした. トイレはタイマーを1時間毎

に鳴るように設定して行動開始の手がかりを与え

た.結局,機能障害の気づきも得られ,復職に至

った.受傷 5年後,勤務先が事業撤退で閉鎖され

失職したが,障害者職業センターのジョブコーチ

の介入 (基本的には,上記と同様)により,障害

者枠雇用で,新たな会社に清掃職として就労した.
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r■I'iLi呈rJ前琉前世fのltlイ鮎がEUlである.特に,イ丁前頭fl戯作外側部IJ:欠Jilしている

【就労 ･復職の成否】

この例が再雇用に至った安岡として,障害特性

にあった職業訓練を行ったこと,たまたま本人の

l｢尊心が高 くなく,以前の仕事には固執しないよ

うになったこと,家族の障害に対する理解があり

本人を心二哩的に支えていたことがあげられる.逆

に,本人のn尊心が高 く能力にあった職種を受け

入れない場合や,家族が障害の受け入れや適切な

対応をしない場合には,就労は岡難を極める.ま

た,脳外傷者の就労の成否は,職業 リハビリテー

ション,カウンセリングの有無に大きく影響され

るIll38)

訓練では,本人に肯定的にフィー ドバックする

ことを横み上げ,障害への気づさと本人なりの対

処法を習得させること,それらを継続していくこ

とが必要である38).

【l｢己の障害についての気づさの低下】

脳外傷者には症例 3-I)のように,しばしば自

己認知 (selr-aWa1-eneSS)の低下,∩己の障害に

対する気づさの低下がみられる17).自己認知の低

下は,長期的な予後,社会生活上の予後を悪 くす

る30･34).気づさの低下を治療するためには,信腫

された治療関係をつくり支持的な雰幽気のIflで,

両面 したことや失敗を取 り扱うことが必要であ

る17).
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【発動性の低下】

前頭葉損傷由来の無気力,発動性の低下や無感

情の中で,最も著明なものは,前帯状阿回路を含

む,前頭葉内側面の損傷によるものであるl).節

部′帯状阿は,辺縁系の構成物であり,高次の行動

の発動や開始に閲与 している.葛藤状況の監視や

行動の述択機能に閑適が深い.一jj,前頭前野1Jf

外側部の損傷でも,遂行機能の低下,あるいは

workingmemolTの障害により,結果 として無

気力がみられる.また,前頭前野腹内側面 (限筒

面)の障害でも,辺縁系の情動が適切に喚起さjt

ず,結果として無気力がみられる32).

【症例 4】前野言葉性の 粁しいn発性の低下がみ

られ,川年以上にわたり社会参加をうなが して

いる例.知能,記憶の回復が頭打ちになった後に

ち,能力障害,社会参加の程度に向 Ⅰ二がみられて

いる.

20歳代に受傷.受傷 1年後には,四肢不全麻

痔のため動作緩慢ではあるが,つかまり歩行が可

能となり在宅生活になった.無為,llJ発性の低下

が著しく,うながさないと終｢‡臥床を続けた.抑

うつ気分は否定した.この受傷 1年後の神経心llli

学的検査では,lJ:･ll能をはじめとする諸機能に低下

を認め 〔｢見当識｣MMSE時間項｢=)/5 場所項

目2/5,｢知能｣WATS RVIQ66 PIQ69,｢聴
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ItxIJ 症例 1のMRITl･)'S.調画像

Ill一服蛸f軌 LJfJl野の111伽が 掛り｣で,州別部を含めてほとんど火山 している.また,

脳や体の 基節がみられ,特にILtd仙川l雌i矧 付則部の萎縮がlい一えっ.

覚注意｣Audi()M()torMethod (以下,AMM

と略)総反応数 日/50正答数 4/50,｢記憶｣三宅

式 ･石3]3,無 110〕,特に ｢流暢性｣の低下

(頭文字し･い ･れ 2.3/分,カテゴリ-2.〃分)

が著 しかった.

受傷3-｣年後までは,円宅外に生清の場がな

い状態であったが,外来通院での作業嫉法や薬物

療 法 (amanLadine,mcLhy)phenidaLc)の効 果

もあってか,受傷 5年後には,家族の送 り迎えに

よって,地域での趣 味的な所動に参加できるよう

になった.受傷 6年後には作業所レベルの活動が

できるまで社会的適応状況は向上 し,10年後の

現在に-至る.

受 傷 6年 まで のFAM (FLlnCLional Assess-

menL Measure)39)のEmpl()),ability (雇用 ･家

事 ･家業)項 目 (7段階)は ｢1年後｣1(全 介

助) ,｢5年 後｣2(最 大 介 助) ,｢6年 後｣

3(叫等度介助) と向上 した.一方,その経過小

の神経心理学的検査では,受傷 5年後,6年後 と

でIJ:大 きな変化がなかった (以下,｢5年後｣ ,

｢6年後｣の昭 に,HDS lミ21 ,L9,WATS lく

VIQ8] ,76 PIQ92 ,99,Allrvl総反応数 35

･38正答数 3() ,33,RBMT標準プロフィール

点 11 ,1],流暢性頭文字 し･い ･れLI,3.7/分,

カテゴリー5.3 ,Ll,7/分,BADSll ,】0).

【機能障害と社会的適応状況との関連】

この例では,神経心理学的検査によって把握さ

れる機能障鞘の改善がすでに頭打ちとなっても,

能力障害や社会的適応状況のJt度では向上が認め

られうることを示している.この例では,恕者本

人の要因,すなわち神経心理学的検査では把握で

きていない機能に向上がみられたこと,患者を取

り巻 く事柄の要田,すなわち,たまたま本人の気

に入る趣 味所動場所が見つかった,介護者に送迎

ができるだけの余裕ができたことが埋山として考

えられる.

t)つとも,このような機能障害の尺度での改善

度と能力障溝や社会的適応状況の尺度での改善度

との碑離は,神経心理学的検査の意義を否定する

i)のではない.機能障告を ｢数値｣評価.して把握

し,障害の程度に合わせて環境調節を行い,生活

を整えさせていくことが社会的適応状況のレベル

向上に必要である.機能障害自体の回復は頭打ち

となっても,適切な訓練や環境設定によって能力

障鴇や社会的適応状況の改善が得られうるという

こと,しかもそれが受傷後数年を過ぎてもいえる

ことを強調したい.
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図5 症例 5の iuRlT2感調LEtliI簡

両側1前iL-1'i紫脈祁即に以似がみられ,相にイT'側で押目である.イ;前血盟と対極のん:側i)rl･･-紘

i)-1Li射こもIL1朗がみられろ (C()uplnJLll･)･とC()nu-ecoupmJury).

【前頭葉性の情動障韓】

前頭前野 ･旧謂野損傷により,情動の抑制障'占,

攻撃性元進が出現する.限間脳回路日の不全で,

気分の急激な変動や欲求の変化を,周岡の状況や

社会規職に合わせて制御することができない.情

動を誘発する刺激があり,苛々した気分が生 じる

と,抑制することができないまま,過剰な感情的

反応や攻撃的行動に移行 しエスカレー トし,病的

な過剰興喬,攻撃行動に至る.攻撃的行動を抑制

する聞値が低下 している.この病態は,周岡から

得られる様々な認知的情報を手がかりとして,n

らの感情 を抑制 ･調整する過程が障害 されてい

る7)と考え認知障碧に含めうる.

【症例 5】通過症候群か らl可復 した後 も易怒 ･

興邦がみられた前頭前野 ･限筒野損傷例.環境を

塵え向精神薬内服にて社会的に適応 した年活を継

続 している.

精神科疾患の既往なし.20歳代に受傷.保存

的治療にて2週間の意識障害 (JCS3-2桁)よ

り阿復 した. 喚覚脱出以外の神経学的異常なし.

SLTA上失語な し.受傷 3カHH,注意力低下

(順唱3桁),持続力低下,見当識障害 (MMSE

時間項nO/5 場所項R1/5),知能低下,記銘プJ

障害 (三宅式 ･宥 ()n0)がみられた.また易刺

I_)nt)

激性 と衝動性の他に,通過症候肝 とおもわれる幻

聴がありhaloPeridolを投与していた.

受傷 4カ月口には ｢もう一人の｢1分が (頭の中

に)いる｣ と語 り,見知 らぬ男性の声で絶えずrl
分の行動をチェックする幻聴にrkI惑していた.H

常動作を促すと,｢もう一人のltl分が部屋をILl'.る

なと言っている｣とr'7室に閉 じこもった. しかし

病識は乏 しく ｢(悪いところは)ない｣と服薬は

拒否 した.易怒性がn立ち,検h'Lや訓鮎への.Ll'.棟

の声かけなど些卿な働 きかけに形相を変え,仁王

立ちし拳を握 りふ りあげ ｢貴様に,俺を帯同する

資格はない !｣と大声で怒鳴 り立てた.

その後｢1然経過か,受傷 6カ月｢IにゑJ聴は消過

し,受傷 15カ月口には,見当識,注意,記憶,

言語性知能 ともかなり改善 した (MMSE時間項

n4/5 場所項n5/5,順旧5桁,三宅式 ･有 1｣

3,WAIS-RVIQ64 PIQス ケ ー ル ア ウ ト

FIQ49).拳で壁 を殴 り,手指骨を骨折 したこと

i)あったが,易刺激性 と衝動煙はhaloperidolを

規則的に服薬するようになり軽減 した.受傷 2年

｢は らに神経心理学的陪賓は改享年をみせ (WAIS

R VIQ71 PIQ54 FIQ61,Rcy図形即時 内生

16/36,慶腰バージョンWCST第 1段階達成 カ

テゴリー数 3,PASAT2秒正答数 54/60),作業

所で作業が可能になった.社会的立場ができ情動
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Lx16 症例 6のMRIT'2強調Elhf像

両側前頭柴皮'Ffド (旧端野 を介む)に損俊がみられる.また,イTlllEJil-d盛皮'B'下の朋Ili

が抑 l)Jである.

はさらに落ちついた.REHi物理的に家人と離れ

るため,家人への暴言も減った.

その後 10年間,現場で作業を行う会社員 とし

て保護的就労が続いている.現在,sulpiride,

carbamazePine内服にてn宅外では情動はほぼ

安定 している.家人に対してはしばしば声を荒げ

て怒るが,暴jJ行為に至ることはない.家族 ･親

族内で本人に役割があたえられ,自尊心が保てる

ということ,毎｢Ⅰの行動を∩記に記し,怒 りに至

る過程を後でふりかえる習慣を身に着けたことが

精神症状の安定につながっている.

【辺縁系のIhlj-･動障鴛】

一方,辺縁系を含む側頭葉内側部にダメージを

うけた例で,誘L木卜なく突然,激しい情動興部や破

壊行動が生じることがあり,挿話性衝動制御不能

症候群 (episodicclyscontrolsyndrome)とよば

れる8).ヘルペス脳炎後退症 として有名だが,脂

外傷後にもみられる.突然かみつく,ひっかく,

大声で怒る,食器をなげる等,一定時間持続 し,

突然平静にもどる.誘因なく攻撃し,対象者の区

別なく生じる点で,前述の前頭葉性の抑制障割̀こ

よる攻撃性冗進とは区別される36).発作様に生 じ

るため側頭葉内側部の電気生理的異常との聞達が

示唆されるが,てんかん波との関連は明らかでは

ない.てんかんと合併 しうるがてんかんとは別な

ものとされている25).

【n己の振る舞いが周囲にどのように波及する

かについての認矢川障害】

n己の状態や,rLl己の振る舞いがどのように周

囲に波及するかについて認知が乏しい場合には,

社会生活上大きな支障をきたす.この者では,行

動障害の項で述べたように,他人の情動の情報を

有用に活かしたり,∩己の本来ある情動を適切に

利用したりすることができない.すなわち,喜び,

達成感,快といった,意思決定や行動を促進させ

る情動的な脳の信号を,白分の行動に結びつけて,

社会通念上有用に利用することができない32)と

いう欠陥をみることができる.

【症例 6】自己の障害に対する認識がなく,か

つ∩己の行動の帰結が情動を伴った形で認知でき

ず行動を修正できない例.

中年期に受傷 した有能な会社員.2週間の昏睡

状態 (JCSll]1300)から回復 し,lTq肢麻痔な く

受傷半年で在宅生所になった.この受傷半年時点

で記憶障害や見当識障密はほぼ境界域近 くまで改

善 (RBMT標 準 プ ロ フ ィール点 19点,三 宅

式 ･宥9-10-10,無 2-4-3,HDS-R28点)し,
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前頭葉性の注意障害も目立たなくなった (MST

I21秒,ⅠⅠ22秒,ⅠⅠⅠ24秒いずれも誤 りなし).

受傷 1年後には,WAIS-RVIQ108 PIQ80と

知能もほぼ平均レベルにまで回復した.このとき

易怒性,抑制欠如がみられ,家人に暴力を振るい,

周囲の人々に対して暴言がみられるためhaloper-

idolを投 与 していた.その後,risperidonと

sodium valproateに変更し,易怒性は軽減し現

在に至る.

本人は機能低下や能力低下の自覚がなく,受傷

1年半後に復職した.職場では,周囲の状況を配

慮して物事を行うことができず,チームワークを

保って仕事を遂行することは困難であった.礼節

もなかった.会社では勤務中に ｢もっと自分の能

力を発揮できる職業に就きたい｣と発言し,職務

を遂行せず転職活動を公然と行う.仕事とは関係

のないメールやサイトの閲覧を仕事中に同僚が見

ている前で平然と行う.また,社会道徳的に逸脱

した行動を繰 り返す.返却する気持ちがないのに

借金をする.行動の帰結について指摘しても内省

や罪の意識が乏しい.本人は,悪いことをしてい

るという感情がわいてこない,周囲の人達が自分

を非難しているのがわからないと語った.

この例では右側頭葉も大きく損傷されている.

右半球損傷後にはしばしば相手の顔の表情や声の

抑揚から,相手の情動を理解することが障害され

る10).眼嵩野を含む前頭葉の損傷と右側頭葉の損

傷と悪い条件が重なった.

【お わ り に】

脳外傷後の高次脳機能障害 (神経心理学的障

害)は,障害の様相が一律ではなく,また重症度

により治療効果や帰結も様々である.そして精神

科医には,記憶障害や注意障害といった狭義の神

経心理学的障害の範囲を超えた症状の診断や対応

を,損害保険や賠償上の理由からも求められる.

診断に関する困難な場合 を,加藤12)は以下(1)

～(4)のように指摘している.(1)どこまでが脳器質

的損傷による高次脳機能障害で,どこまでが交通

2ll

事故や災害,暴力の心理的なトラウマによる精神

症状なのか判別が難しい場合,(2)脳外傷で意識障

害の持続時間が短 く,救急病院搬入時にはGlas･

gow ComaScale14点か 15点 (正常)で画像上

所見がなく,その後のMRIやSPECTなどの画

像検査や脳波がすべて正常な場合,(3)乳幼児期か

ら児童期に脳損傷の既往があり,青年期以後に行

動神経学的ないしは精神神経学的症候が発症した

場合,外傷前にすでに多動症候群 (ADHD)で

あった場合,(4)脳外傷後に,幻覚や妄想を呈する

場合,である.

またリハビリテーション領域では,本稿に示し

たように長い期間にわたる治療,訓練,カウンセ

リング,環境調節,家族指導 ･援助が必要である.

脳外傷後の高次脳機能障害 (神経心理学的障害)

には診断,治療,社会復帰の全領域にわたって,

様々な問題が山積していて,精神科医に求められ

るものは大きい.

謝 辞 いつも勉強の機会 と励 ましを与 えて下さる加藤
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Neurobehavioral Disability following Traumatic Brain Injury:
7 Cases that Exhibited Neuropsychological Impairments and Neuropsychiatric Syndromes

Akira SENZAKI

Department of Neuropsychiatry, Saitama Prefectural Rehabilitation Center

The term "higher brain dysfunction" is used to describe neurobehavioral disability or
neuropsychological impairment in Japan. Patients with sphenoidal injury and diffuse axonal
injury after traumatic brain injury manifest clinical and neuropsychological symptoms.
Following closed head injury, patients exhibit a variety of symptoms. In this paper, the

author describes neuropsychological dysfunctions/courses and neuropsychiatric syndromes in
7 representative cases who were characterized by: (1) attention deficit, (2) memory dysfunc
tion, (3-a) perseveration, (3-b) dysexecutive syndrome, (4) disorders of drive and motiva
tion, (5) emotional deficits, and (6) lack of ability to recognize the effects of his/her behavior.

There are wide varieties of difficulties in assessment, treatment, and rehabilitation for
cognitive impairment and behavioral disability after traumatic brain injury. Neuropsy
chiatrists are expected to participate in this field in Japan.

<Author's abstract>

<Key words: higher brain dysfunction, neurobehavioral disability, neuropsychological
impairment, traumatic brain injury, diffuse axonal injury>
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