第1章

リハビリテーション臨床のための脳科学

はじめに「リハビリテーションと脳科学」
日本は，以前から脳卒中の多い国として知られている．現在では，死亡原
因の第 3 位であるが，昭和 26 年から昭和 55 年の 29 年間は日本の死因のトッ

プであった1）．死亡者数の減少には，脳画像診断技術や手術機器，薬物など
の脳神経外科領域におけるめざましい発展が背景にあると考えられている．
脳は大脳，中脳，小脳，脳幹に大きく分けられ，大脳には 140 億，小脳に

は 1,000 億もの神経細胞があると言われている2）．さらに，大脳の表面に広
がる大脳皮質の中には，約 10 万個のニューロンがあり，1 つのニューロン
には 1 万個のシナプスがある．つまり，全部で 10 億個ものシナプスによっ
て無数の神経回路が連結することで，神経ネットワーク（回路網）を構成し，
私たちの普段の生活を支えている．近年では，脳画像診断技術によって，脳

のどの部分にどの程度の大きさの腫瘍や血腫，梗塞巣があるのかなどをかな
り正確に知ることができ，脳神経外科手術は脳の中の神経細胞や神経ネット
ワークを傷つけることのないように行われている．
脳神経外科手術は，古代インド，エジプト時代に始まり，中世以降におい

てもインカ帝国で盛んに手術が行われていたと考えられている3）．その証拠
に，文明の遺跡の中から，頭頂部や側頭部，後頭部に穴が開けられた数多く
の頭蓋骨が発見された（図 1.1）．さらに，頭蓋骨に開けられた穴の周辺には
骨の再生部分がみられたことから，人為的に頭蓋骨に穴を開けてその後も生

き延びたと推察されている．つまり，はるか大昔から身体に生じた異変を観
察して，脳に何か異常が起きたのではないかという仮説を立て，治療を施し

ていたことになる．
近年，科学技術の発展に伴い，非侵襲的に脳機能を計測するさまざまな手
法が開発されている．その一つの手法である脳機能イメージング法は，ある
課題に対する脳の血流動態や電気化学的反応である神経活動など，脳の活動
状況を画像化して可視化することが可能な技術である．その主な方法には，
機能的磁気共鳴画像（functional magnetic resonance imaging：fMRI） や

ポジトロン断層撮影法（positron emission tomography：PET），機能的近
赤外分光法（functional near infrared spectroscopy：fNIRS）
，脳波計など

があげられる．脳機能イメージング法によって，脳卒中後の機能回復には，
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図 1.1 文明の遺跡の中から発見された頭蓋骨
7000 年前の頭蓋骨が見つかり，その頭頂部にかなり大きな穴が 2 箇所開いている
のが発見された．この穴には骨増殖がみられたが，それは穴を開けた後，この人

物がかなり長期間生きていたことを示している．頭蓋骨，特に頭頂部には静脈洞
があり，ここが出血した場合には今の医療技術をもってしても止血が困難である．
今のような性能のよい道具や詳しい知識がない時代にも難しい手術が行われてい
たと考えられる．
（Alt KW, Jeunesse C et al：Evidence for stone age cranial surgery．Nature．1997;387:360 より，一部改変）

損傷を受けた神経ネットワークの再構築といった可塑性が生じることが証明

され，可塑性を考慮したリハビリテーションの方法論の必要性が重要視され
ている．つまり，脳機能イメージングによって得られる情報と，リハビリテー
ションを関連づけて臨床思考することが，リハビリテーションそのものの発
展へと繫がる可能性がある．この両者の間の架け橋として「仮説」という推
論作業があり，それがリハビリテーションにおける「評価」と「治療」を大

きく左右する部分になると考えられる．
いうまでもなく日常の運動や行為は，膨大な神経ネットワークを構成して
いる脳が，身体といういわば 道具 を利用して環境と相互作用しているこ
とで成り立っている．つまり，身体に生じた運動麻痺や感覚障害，高次脳機
能障害は，脳の損傷によって神経ネットワークに異常が生じた結果である．
脳機能イメージング法によって得られた基礎的データや臨床データは，脳領
域間の連結や役割，損傷部位がどのような役割をもち，どのようなリハビリ

テーションによって機能回復（可塑性）が得られるのかといった知識を提供
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セクション［1］
上肢の運動麻痺に対するリハビリテーション
上肢の運動は，意図に基づいたものであり，手を対象に到達させ，それを
把握し操作するという行為をつくりだす．上肢の運動麻痺に対するリハビリ

テーションでは，これらの機能を再獲得させることが目的となる．上肢の機
能は，対象物に対する，①到達（reach）
，②手の構え（approach）
，③把握・
操作（grasp，operation）という「構成要素」からなる．上肢の行為は，把
握・操作運動が行為の主目的で，それらを達成するために，到達運動や手の
構えの運動が行われていると考えられる．本項では，上肢の運動麻痺に対す

るリハビリテーションを実践するために，上肢機能の神経機構と，その神経
機構に基づくリハビリテーションの実際について述べていく．

1 上肢の到達・把握運動に関与する神経機構
上肢の運動制御は，大きく 2 つの情報処理系の機能によって達成される．
1 つは，把握対象まで腕をもっていく到達運動で，もう 1 つは対象に手の形

や傾きを合わせる把握・操作運動である．Arbib1）は，手の運動のための視
覚的制御システムの中枢は頭頂連合野とし，そのシステムは到達運動と把
握・操作運動を別々に制御しているという仮説を提唱した．到達運動には，
対象の「位置」の情報が必要であり，把握・操作運動には対象の「大きさ」

や「傾き」の情報が必要である．対象の「位置」の認識から，空間の方向舵
として肩関節の運動がプログラムされ，伸縮機構として肘関節の運動がプロ
グラムされる．一方，対象の「大きさ」や「傾き」の認識によって，手の構
えや握る行為をなすために前腕や手・手指関節の運動がプログラムされる．
対象の空間情報は頭頂連合野で処理され，処理された情報をもとに，視覚性

の運動制御に関与する運動前野がそのプログラムを形成すると考えられてい
る2）（図 3.6）．
到達・把握運動は，これら視覚誘導性による運動制御のみで実行されてい

るわけではない．一度対象物の視覚分析がなされ記憶されれば，閉眼であっ
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到達運動（太線の実線）と把握・操作運動（太線のアミかけ線），
サッケード（太線囲み），遠心性コピー（破線）

AIP：頭頂間溝前外側部，LIP：頭頂間溝外側領域，MIP：頭頂間溝内側領域，
CIP：頭頂間溝外側壁尾側部領域，V6A：内側頭頂後頭領域，vPM：腹側運動前野，
dPM：背側運動前野
到達運動には，主に頭頂葉の背側・内側の領域（MIP・V6A など）から背側運動

前野（F2）への投射が関与し，把握・操作運動には，主に頭頂葉の外側，つまり

頭頂間溝の中にある領域（AIP など）から腹側運動前野（F5）への投射が関与し
ている．LIP は，到達対象へのサッケードに関与し，CIP は，AIP に視覚情報を送
ることに関与している．また，到達・把握運動は，遠心性コピー情報によって適
切に運動が行われているかモニターされている．
（村田哲：身体意識とミラーニューロン．Clinical Neuroscience．2011;28:909‑914 より，改変）

てもその行為は容易に可能である．また，対象の硬さや重さなど視覚では知
ることができない接触情報の予測についても，実際に接触しなくても想起可
能である．これは，過去の知覚経験が随意運動制御のための「内部モデル」
（内部表象）として蓄積されているためとする仮説がある3）．すなわち運動

を発現しなくとも，運動を準備することで期待される運動感覚が脳内で生成



セクション［2］
下肢の運動麻痺に対するリハビリテーション
歩行には多くの中枢神経系が関与しており，大脳皮質，大脳基底核，脳幹，
小脳，脊髄などの個々の領域における機能特性は存在するものの，歩行が四
肢の運動を伴う全身運動である以上，各領域が相互作用しながら階層的な機
能システムとして達成されると考えられる．脳卒中片麻痺の歩行障害は，大
脳皮質から脊髄に至る皮質脊髄路の神経連絡が破綻することが原因で出現す

る．したがって，脳卒中片麻痺の歩行障害の改善には，各領域の機能の理解
と機能システムの階層性を考慮した治療介入が必要である．本節では，歩行
に関する神経機構の解説と，それらが破綻した際に生じる脳卒中片麻痺の歩
行障害の解釈について述べていく．

1

歩行に関する神経機構
ヒトにおける下肢の機能的な役割は，自らの身体を支え，移動させるため

の手段として，直立二足歩行による移動（Locomotion）という機能を担う
ことである．直立二足歩行を可能にするためには，頸部，体幹，下肢による
体重の支持，さらには姿勢制御に必要な神経機構を獲得する必要がある．ま

た，歩行は，意図的に歩き出すことから開始され，速度を調整したり，障害
物を避けたりしながら，ほぼ無意識的かつ自動的に継続されながら目的とす

る場所まで移動し終了する．このような一連の歩行に関して，歩行の開始や
終了，障害物の回避と，無意識的かつ自動的な歩行の継続は，脳内の異なる
神経機構によって制御されている．歩行の制御を担う中枢神経機構の働きに

ついては，3 つの側面から整理されている1）（図 3.27）．第 1 の側面は，四肢
の正確な運動制御が要求される歩行動作であり，大脳皮質からの随意的な運
動信号により駆動される随意的プロセスである．第 2 の側面は，辺縁系や視
床下部から脳幹への投射系による逃避などの情動行動に関与する情動的プロ

セスである．情動行動の特徴は，誘発させる情報の種類によらず，定型的な
運動パターン（歩行動作や筋緊張亢進など）が誘発されることである．第 3
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図 3.27 歩行に関する運動制御の 3 つの側面
①四肢の正確な運動制御が要求される歩行動作であり，大脳皮質からの随意的な
運動信号により駆動される随意的プロセス（第 1 の側面）．
②辺縁系や視床下部から脳幹への投射系による逃避などの情動行動に関与する情
動的プロセス（第 2 の側面）．情動行動の特徴は，誘発させる情報の種類によらず，
定型的な運動パターン（歩行動作や筋緊張亢進など）が誘発されることである．
③随意的あるいは情動的に開始された歩行におけるリズミカルな四肢の運動や姿

勢を，脳幹と脊髄において無意識かつ自動的に遂行する自動的プロセス（第 3 の
．
側面）
（高草木薫，松山清治：脳幹・脊髄の神経機構と歩行．BRAIN and NERVE．2010;62:1118 より．一部改変）

の側面は，随意的あるいは情動的に開始された歩行におけるリズミカルな四
肢の運動や姿勢を，脳幹と脊髄において無意識かつ自動的に遂行する自動的

プロセスである．大脳基底核や小脳は，大脳皮質，脳幹，辺縁系，視床下部
と密接な神経線維連絡を介して上記のプロセスの制御に関与している．本節
では，はじめに第 2 および第 3 の側面である脊髄と脳幹における自動的およ
び情動的プロセスについて解説する．次に，第 1 の側面である大脳皮質にお
ける随意的プロセスを担う神経回路について解説し，これらのプロセスの中
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