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研究成果の概要（和文）：交通事故や脳卒中などによる脳損傷後の高次脳機能障害に対し、社会復帰を促進する
ための評価・介入の有効性および作用機序について検証した。1）高次脳機能障害患者における脳構造の変化と
して脳梁の繊維数の減少が認められる一方、大部分の皮質構造が保たれることが明らかとなった。2）社会生活
においては認知の処理速度および心の理論の能力が重要であることが示された。3）社会認知に特化したグルー
プ訓練では、他者の表情を読み取る能力が向上した。社会復帰を見据えた介入においては、社会生活に直結する
能力に特化したリハビリテーションが有効であり、その選択において脳構造等の生物学的評価が一つの指標に成
り得ると考えられる。

研究成果の概要（英文）：To determine the effectiveness of interventions addressing cognitive 
impairments to improve social function in patients with brain injury. 1) Neuroimaging analyses 
revealed that patients exhibited volume reductions in connectivity via the corpus callosum, however,
 most of the cortical grey matter volume were intact.2）Impairments in cognitive processing speed 
and theory of mind were the best predictors of social function. 3)Through the group treatment using
 "Social Cognition and Interaction Training", ability of judging facial expressions of others was 
improved  in patient with brain injury. These results suggested that focused rehabilitation approach
 might be useful to improve social function. Furthermore, neuroimaging method would give us 
biological evidence to select an optimal intervention.

研究分野： リハビリテーション
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１．研究開始当初の背景 
外傷性脳損傷や脳卒中による脳損傷後に

は、麻痺などの身体的な後遺症に加え、様々
な認知機能の障害が生じる。平成 13 年度か
ら行われた厚生労働省の高次脳機能障害モ
デル事業により、注意障害・記憶障害・遂行
機能障害・社会行動障害などの認知機能障害
を中核とする一群の後遺症は「高次脳機能障
害」と行政的に規定された。高次脳機能障害
をもつ患者は全国に約 30 万人いると推定さ
れる (中島，2011)。このうち外傷性の脳損傷
患者は、主たる原因が交通事故であり、受傷
者の大半が若年者である。脳損傷に伴う後遺
症は、医療経済面での負担と生産人口の喪失
という点で、重大な社会的損失を招いている。 
高次脳機能障害のうち、注意・記憶・遂行

機能の障害については、米国では 1980 年代
から認知リハビリテーションが行われてお
り、介入による改善を認める報告も見られる
(Cicerone, et al., 2011)。一方で、感情コントロ
ールの障害・対人技能の拙劣さなどの障害を
含む社会行動障害については、障害そのもの
に複数の要因が関与しており、病態メカニズ
ムも不明な点が多く、系統的なリハビリテー
ションは皆無といえる。 

 
２．研究の目的 
高次脳機能障害患者の社会行動障害・社会

機能障害の神経基盤を明らかにする。さらに
社会機能に重要な要素に焦点をあてた認知
リハビリテーションを行い、その有効性につ
いて検証することを目的とする。 

 
３．研究の方法 
研究 1)  
18 歳以上 65 歳未満の脳損傷例を対象に、認
知機能・身体症状・精神症状および社会機能
を各種評価・スケールを用いて多面的に評価
する。これらの評価から、社会機能に関連す
る因子を抽出する。 
研究 2) 
研究 1) の対象者に対し、神経画像評価と

して、Magnetic resonance Imaging (MRI) を利
用し、安静時脳機能画像、拡散強調画像など
の構造画像を撮像する。脳白質繊維の拡散異
方性、脳灰白質体積、安静時における脳活動
の解析等により、脳損傷患者における脳の機
能的・構造的異常の検出を行う。 
研究 3)  
社会行動障害に対する介入として、Social 

Cognition and Interaction Training (社会認知な
らびに対人関係のトレーニング: SCIT) を用
いた集団リハビリテーションを実施し、介入
前後での社会認知・社会機能の比較を行い介
入の有効性について検証する。 

 
４．研究成果 
研究 1) 

70 名の脳損傷患者 (年齢平均 39.9±15.2 歳、
男性49名、受傷からの経過月数平均107±121

か月、外傷後健忘期間平均 40.8±43.1 日) を
対象に、認知機能評価・症状評価、社会機能
評価を実施した。認知機能は知能、記憶、遂
行機能、社会認知を評価する目的で Wechsler 
Intelligence Scale(WAIS-Ⅲ)、リバーミード行
動記憶検査、語流暢性課題、目から心を読む
テスト Reading the mind in the Eyes test (Eyes 
test) を実施した。身体症状評価については
Chalder 疲労尺度、ピッツバーグ睡眠評価尺度
を用いた。精神症状は Beck Depression 
Inventory (BDI-2)で抑うつ気分を評価した。社
会機能は WHODAS の他者評価による客観的
社会機能に加え、WHOQOL26 主観的満足度
の評価を行った。これらの評価に基づき、社
会機能を予測する因子について検討を行っ
た。 

 
 

 
図 1 社会機能に関連する因子 

 
結果、WHODAS を用いた客観的な社会機

能には、脳損傷の重症度（外傷性脳損傷にお
ける外傷後健忘期間の長さ）、年齢に加えて、
WAIS-Ⅲの群指数として評価される認知の処
理速度と Eyes test の課題成績が関連するこ
とが明らかとなった。主観的満足度を表す
WHOQOL26 の得点には、BDI-2 で評価する
抑うつ気分が関連していた。Chalder 疲労尺度
で評価する疲労の強さは客観的社会機能・主
観的満足度の両者に関連していた（図 1）。 
これらの結果から、リハビリテーションや

介入のアウトカムとなる社会機能・患者本人
の主観的満足度には、従来から報告のある認
知の処理速度に加えて、Eyes test で評価され
る心の理論の能力が関連することが明らか
となった。 
心の理論は適切な社会行動の基盤となる

社会認知の要素である。このことから、社会
機能の向上にあたっては社会認知に焦点を
当てることの有効性が示された。さらに抑う
つ気分や疲労といった症状に対する対応も
重要であることが明らかとなった。 
 
 
研究 2) 

24 名の外傷性脳損傷 (年齢平均 40.2±12.5
歳、男性 17 名、受傷からの経過月数平均 111.2
±85.2 か月、重症度：重症 19 例、中等度 1
例、軽症 4 例) に対し、3DT1 画像および拡散
強調画像の撮像を行い、脳灰白質・白質の構
造異常について解析を行った。認知機能評価



は研究 1)と同じ内容を実施した。画像解析に
は 3DTI 画像に Statistical Parametric Mapping 
(SPM8)、VBM toolbox を用いた。拡散強調画
像の解析には FSL を用いた。 
年齢・性別を統制した健常被験者と比べて、

脳損傷患者では脳梁において強い体積低下
および拡散異方性の低下を認めた(図 2)。さら
に脳梁におけるこれらの構造異常が認知の
処理速度と関連することが明らかとなった
(図 3)。 
上記の結果に基づき、脳梁について、コネ

クトーム解析を用いネットワークレベルで
白質の構造について調べた結果、左右半球の
皮質との繊維連絡において広範囲に拡散異
方性が低下していることが示された (図 4)。
脳梁が繊維連絡をもつ左右半球の灰白質に
ついては、前頭葉内側面や楔部といった内側
の構造では体積低下が認められるが、それ以
外の皮質では体積が保たれることが明らか
となった (図 5)。 
 研究 1) の結果から示されるように、認知
の処理速度は脳損傷患者の社会機能に関連
する重要な認知機能である。神経画像を用い
た解析からは、認知の処理速度における障害
の神経基盤として、脳梁が関与することが示
された。さらにネットワークレベルの解析か
らは、外傷により構造異常を来す領域と、比
較的保たれる領域が存在することが明らか
となった。これらの結果から、脳損傷患者の
社会機能向上においては、集中的に介入すべ
き機能が明らかになると共に、回復可能性の
ある脳領域が示されたと言える。 
 

 
図 2 健常者と比較して脳損傷患者で体積お
よび拡散異方性の低下を認めた領域 (脳梁)。 
 
 

 
 

 
図 3 脳梁の構造異常と認知の処理速度の関
連 

 
 
図 4 脳梁と皮質間の繊維連絡において拡散
異方性の低下を示したネットワーク 
 
 

 
図5 図4のネットワークの中で灰白質体積に
低下を認めた領域。 
 
 
研究 3) 
高次脳機能障害を専門としたデイケアに

参加した利用者のうち、家族やスタッフによ
る行動観察から、対人関係に問題があると判
断された損傷患者 4 名を対象とした。介入の
流れとしては、各対象者に Social Cognition 
and interaction Training (社会認知ならびに対
人関係のトレーニング：SCIT) の内容を説明
し参加の同意を得た後、家族に自宅での様子
を聴取した。初期評価では、神経心理学的検
査と社会認知の評価として表情認知課題を
実施した。その後、介入① (SCIT)を行い、再
度表情認知課題を実施した。続いて介入② 
Social Skills Training (SST)を行い、介入前後に
対人関係の社会的スキル評価尺度 (KiSS-18)
を実施した (図 6) 。すべての対象者は同じ曜
日にデイケアに参加し、介入は週 1 回のデイ
ケア参加時 (10-16 時)のうちの 50 分とした。 



介入①SCIT 
 Social cue を受け取る練習として、Roberts
ら (2011) をもとに SCIT を 20 回実施した。
対象者 4 名に対し、スタッフ 2 名がつきグル
ープ訓練として行った。構成は「チェックイ
ン（今の気分やその気分になった原因につい
て短くスピーチ）」「テーマの説明」「トレー
ニング」「今日の感想」で構成された。トレ
ーニングでは「表情識別訓練」と「対人場面
の推測」を順次行った。 
 
介入②SST 
 より具体的な状況でのロールプレイやビ
デオを用いたフィードバックを取り入れて
SST を 8 回行った。内容は「敬語の練習」「視
点交換の練習」「アサーティブな言い方の練
習」であった。 
 

 
図 6 介入の流れ 

 
 
 表情認知課題の結果では、介入前には嫌悪、
恐怖、怒り、悲しみの表情で得点が低かった
対象者において、介入後に得点の向上が見ら
れた (図 7)。表情識別および感情推測の練習
の後の「20 枚の顔によるテスト」においても
得点の向上が見られた (図 8)。さらにその際
の各対象者の自分の解答に対する確信度が
低くなった (図 9)。 
 

 
 
図 7  表情認知課題の結果 (平均点) 

 
 
 

 

 
図 8 「20 枚の顔によるテスト」の結果 

(平均値 合計 20 点) 
 

 
 
図 9 「20 枚の顔によるテスト」による  

確信度の変化 (平均値) 
 
 

 SCIT を用いた介入により、社会的認知障害
のある対象者が、自身の表情認知の問題に気
づくことをきかっけとし、対人場面で相手の
表情や身振り、言葉など様々な社会的情報を
吟味するという練習を積むことで特定の能
力における改善が認められた。これらの結果
から、社会認知に特化した認知リハビリテー
ションが社会機能の改善に有効であること
が示唆された。 
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