第 60 回 熊本神経心理研究会
（日本医師会生涯教育講座 2 単位）
カリキュラムコード：２９認知能の障害 ３４言語障害
謹啓 時下 先生方には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます
さてこの度 『第 60 回 熊本神経心理研究会』を開催いたします。
つきましては ご多忙中とは存じますが会員の皆様には多数ご出席賜りますようお願い申し上げます。謹白
熊本神経心理研究会
記
2019 年 8 月 3 日（土） 18：00～21：00
熊本大学医学総合研究棟３階講習室
〒860-8556 熊本県熊本市中央区本荘 1 丁目 1 番 1 号
18:00~18:45 症例検討会 一般演題
座長：尾関 誠
先生
熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション部
演題１：「両側側頭後頭葉病変により視覚失認及び相貌失認，大脳性色覚障害を来した 1 例」
田端 啓那先生 済生会熊本病院リハビリテーション部
演題２：「中大脳動脈領域の梗塞により、強制把握、運動開始困難様の症状を呈した症例」
坂本 佳先生 熊本機能病院
演題 3：「寛解期に注意，記憶障害を認めた橋本脳症の 1 例」
原田 しずか先生 熊本大学脳神経内科

18:45～19:00 Meet the expert（フィコンパディスカッション）
座長 稲富 雄一郎先生 済生会熊本病院脳神経内科
「知ってほしいその症状—てんかん診断のポイントー」
演者：橋本 洋一郎 先生 熊本市民病院 首席診療部長・神経内科部長

19:00～ 教育講演 ＣＣ ３４：言語障害 1 単位
座長：永友 真紀先生
熊本保健科学大学 保健科学部
「脳出血と神経心理学」
演者：田川 皓一 先生 長尾病院 高次脳機能センター

20:00～ 特別講演ＣＣ ２９：認知能の障害 1 単位
座長：橋本 洋一郎 先生 熊本市民病院 首席診療部長・神経内科部長
「認知症の症候学」
演者：松田 実 先生 清山会医療福祉グループ顧問 いずみの杜診療所
＊参加費として 1000 円徴収いたします。
後援：熊本県医師会 熊本市医師会
共催：熊本神経心理研究会/エーザイ株式会社
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症例検討会 一般演題
演題１：両側側頭後頭葉病変により視覚失認及び相貌失認，大脳性色覚障害を来した 1 例
田端啓那，岩切夏華，石田名奈，田口智子，ナクラ早都子，山田浩二（済生会熊本病院リハビリテーション部）
稲富雄一郎，米原敏郎（同 脳神経内科）
【はじめに】両側側頭後頭葉病変により連合型視覚失認，相貌失認，大脳性色覚障害を来した 1 例を経験した．
発症初期からの本人の内省と経過を含め報告する．
【症例】85 歳，女性，右利き，ADL 自立．這って階段を上るところを家族に発見され，当院に救急搬送された．
【神経学的所見】意識清明，見当識良好，両上四分盲を認めた．視力は右 0.9，左 0.5．運動，感覚系に異常な
し．
【神経心理学的所見】HDS-R 27/30，MMSE 26/30，MOCA-J 21/30．物体の形態認知や模写は可能．ただし模
写可能なものに関しても，視覚性呼称は困難であった．ADL では，食事が何か分からず手をつけられず，食札
を読み上げるなどの介助を要した．周囲がモノクロの世界であると表現し，色の判別も困難であった．相貌認知
は自身の顔写真，家族の識別とも困難であった．また触覚，聴覚刺激により物体，相貌認知ともに一部補完可
能であった．VPTA では図形の模写 0/3，絵の呼称 6/16，物品の呼称 2/16，色名呼称 16/16．色相の照合 8/16
と遅延反応，誤りを認め，VPTA-FFT Ver.2 では，顔パターン:命名 21/24 に誤反応を認めた．
【画像所見】頭部 MRI では，両側側頭葉海馬傍回，紡錘状回，舌状回，楔部皮質下，両側頭頂葉帯状回峡部
に新規梗塞を認めた．SPECT では梗塞巣に合致した集積低下を認めた．
【経過】第 9 病日には色相の区別が可能となり，視覚による認知は模写したものが一部呼称可能となった．相貌
認知に関しては，親近者の判別に改善を認めた．
【考察】本症例は両側側頭後頭葉病変により，連合型視覚失認に加え，相貌失認，大脳性色覚障害を併発して
いると考えられた．急性期の回復過程において，形態，相貌，色相認知に改善を認めた．
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演題２：中大脳動脈領域の梗塞により、強制把握、運動開始困難様の症状を呈した症例
坂本 佳，田中美帆，市原倭香子（熊本機能病院 総合リハビリテーション部），木原薫（同 脳神経内科）
【はじめに】右中大脳動脈領域の梗塞により，前頭葉外側部と側頭葉の一部が損傷した症例に，強制把握と間
欠性運動開始困難様症候を認めた．その病態の理解と発生機序を明らかにするため，報告する．
【症例】 69 歳，男性．既往に左耳難聴，高血圧，糖尿病．X 年 Y 月 Z 日 左不全麻痺を来たし，急性期病院に
脳梗塞の診断で入院した．MRI 上では右中大脳動脈領域の中前頭回，下前頭回，側頭葉に梗塞巣を認めた．
Z+27 日に当院回復期病棟に入棟し，リハを開始した．神経学的所見では，Br-stageⅢ-Ⅳ-Ⅱ，表在覚は軽度鈍
麻していた．位置覚と運動覚は関節の自他動運動が困難なため精査困難であった．神経心理学的には，
MMSE14/30 点，RCPM20/36，構音障害，左半側空間無視，全般性注意障害，左上肢の運動維持困難を呈し
ていた．健側である右手にも手指の運動において，拙劣さを認めた．FIM は 90 点であった．
【経過】
主動作筋と拮抗筋の同時収縮：リハ開始時より，左上肢で主動作筋と拮抗筋が同時収縮し，指示に対する関節
運動を実行することができなかった．関節は強直様症状を呈しており他動でも全く動かせなかった．本人の認識
も「左手が動かない」というものであった．
動作の緩慢さと開始遅延 ：Z+33 日後，起き上がり時に左上肢でベッド柵をつかむ動作が観察された．しかし関
節運動の指示に対する自動関節運動は見られず．Z+38 日後に，運動の目標物を提示すると，左上肢の自動
運動が観察される．しかし，動作がスムーズに開始できなかった．特に，言語指示による動作がスムーズに開始
できない印象があった．さらに動作を継続して行うことが困難であった．この症状は退院時まで継続した．
物を握りこむ動作：セラピストの手を，左手掌に当てると，セラピストの手を握りこむ動作がみられた．離してくださ
いとの指示に対しても離せなかった．本人も「離そうとするのに，離れない」と説明した．鉛筆を持つことはできた
が，指を変えて持ち直すことはできなかった．左手には把握反射も観察された．この症状は退院時まで継続した．
Z+118 日には，Br-stageⅤ-Ⅴ-Ⅳとなり，独歩自立にて自宅退院した．
【考察】本症例の場合，日常生活では麻痺側上肢を使用することができているにも関わらず，動作を行うよう提
示すると，動作の開始遅延や緩慢さが見られていた．このことより，症例の呈した症状は，運動開始困難と推測
することができる．また，本態性把握，把握反射も観察されている．これまでの報告では，運動開始困難や把握
反射などは，主に前頭葉内側面，脳梁の病巣により生じるとされている．しかし，本症例の病巣は，補足運動野
や前補足運動野と隣接した部位に梗塞巣が観察されるにすぎない．中川 1）は「道具の脅迫的使用や拮抗失行
例でも，病巣ごとの病巣の広がりのわずかな差異が，病状のばらつきを生み出していると考えると分かりやすい
かもしれない」と述べている．本症例も，中前頭回や下前頭回の内側部に，行為の抑制をつかさどる機能が含ま
れていたのかもしれない．
【文献】中川賀嗣 動作における「大脳内側面・底面（眼窩面）」の役割 神経心理学 33, 251-262,2017
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演題 3：「寛解期に注意，記憶障害を認めた橋本脳症の 1 例」
原田しずか（熊本大学脳神経内科, 済生会熊本病院神経内科），稲富雄一郎（済生会熊本病院神経内科），中
島 誠（熊本大学脳神経内科）, 米原敏郎（済生会熊本病院神経内科）
【症例】甲状腺機能低下症の既往がある初発時 51 歳，男性．教育歴 12 年，発症前 ADL は自立し，農作業や
車の運転も可能であった．数日の全身倦怠，頭痛の後，急激に昏睡に至った．当院入院時には JCS III-200 で，
局在症候は明らかでなかった．血清抗サイログロブリン抗体, 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体が陽性であった．
ステロイドパルス療法は急性症候に対して著効し，意識障害は速やかに改善した．その後プレドニゾロン漸減を
行ったが，同様の再燃を計 7 回繰り返した．アザチオプリン併用によっても，再燃抑制は困難であった．寛解期
の神経心理学的評価では注意障害，記憶障害を認め，MMSE は 22 点，CAT では digit span は順唱 4 桁(同年
代平均 7 桁), 逆唱 3 桁(3 桁) , tapping span は順唱 5 桁(4 桁), 逆唱 3 桁(4 桁)であった．各再燃時とも髄液
所見や甲状腺ホルモンは正常範囲であり，頭部 MRI では異常なく，脳波は徐波傾向のみでてんかん性放電は
認めなかった．SPECT では左側頭葉内側部に集積低下を認めた．再燃を反復するにつれて注意障害，記憶障
害は増悪し，SPECT では左側頭葉内側部に加え，両側前頭葉内側および両側後頭葉に集積低下が出現した．
血漿交換を追加後，発症から 2 年の経過で急性症候の再燃は消失した．しかし注意障害，記憶障害は残存し，
血漿交換後の MMSE は 24 点，CAT では digit span は順唱 3 桁, 逆唱 3 桁 , tapping span は順唱 4 桁, 逆
唱 3 桁であった．
【結論】本例ではステロイドが奏功する急性意識障害を繰り返した．寛解期も注意障害，記憶障害が持続し，免
疫療法の効果も限定的であった．橋本脳症では本例のように多彩な内容，経過の神経症候を伴うことが知られ
ている．本例の上述の症候発生は複数の免疫学的機序が存在することが考えられた．
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教育講演： 脳出血と神経心理学
田川 皓一（長尾病院 高次脳機能センター）
神経心理学の診断には、症候学を理解しておくこと、局在診断を理解しておくこと、それに加え、症候の発現
の原因となった疾患の病態を理解しておくことが重要である。
脳梗塞では脳動脈の閉塞血管症候群として、灌流域ごとに症候を考えていくのが望ましい。しかし、脳出血
の病巣部位は、血腫の大きさも出血の進展方向も同じとは限らない。なにより血管支配にしたがった分布をとる
わけではない。今回は、脳梗塞の病態生理と対比させながら、脳出血と神経心理学について、いくつかの話題
を提供したい。
1. 被殻出血における失語症の発現機序
ブローカ領野は左の前前頭動脈と前中心溝動脈の灌流域にある。左の中心前回は中心溝動脈の灌流域
にある。両領域が同時に損傷を受けるとブローカ失語が出現するとすれば、これらの皮質枝領域の塞栓性梗塞
で典型的なブローカ失語が出現することが予想される。
主幹動脈のアテローム血栓性脳血栓では脳動脈の閉塞は徐々に進行する。梗塞巣の拡がりは側副血行路
の発達程度に左右され多様であるが、一つの特徴的なパターンである境界域梗塞における失語症の発現機序
は塞栓によるものとは趣を異にする。
被殻出血は大脳基底核や白質に空間占拠性病巣を形成し、周囲に直接的、間接的影響を与える。影響が
言語領野へと及ぶと失語症が発現してくる。通常は、ブロ－カ失語を呈してくるが、血腫の大きさにより種々のタ
イプの失語を呈してくることがあり、脳塞栓と比較すると非定型的である。
2. 視床出血の臨床症候
視床の血管障害の症候を理解するには、視床への穿通枝の臨床像を理解しておきたい。手指のしびれを前
駆とし、片麻痺や感覚鈍麻、失語症を呈してくる視床出血は、視床膝状体動脈からの出血、いわば視床の外側
部の出血のイメージである。視床膝状体動脈領域の梗塞では Dejerine-Roussy の視床症候群が基本症候である。
視床膝状体動脈からの視床出血では、それに加えて外側に血腫が進展したときに失語症や半側空間無視を呈
してくる。
視床灰白隆起動脈や傍正中視床動脈などの内側を灌流する穿通枝の梗塞では、覚醒の障害や発動性の低
下、健忘を主徴としてくる。その領域に限局した視床出血であれば、基本的な症候は同じようなものである。視
床出血が内側部にあるか、外側部にあるかでは、同じ視床出血として語られても臨床症候の趣は大きく異なっ
てくることに留意にしておきたい。
3. 尾状核出血と高次脳機能障害
尾状核頭部からの出血は脳室へと穿破する。限局性の出血であれば臨床症候は目立たず、くも膜下出血と
の鑑別が困難なことも多い。しかし、限局性の出血で、発動性の低下や記憶障害純粋健忘を主徴とする症例も
あり、神経心理学的に注目されている。
前頭葉-大脳基底核-視床の線維連絡を介する二次的影響であろうか、前頭葉機能検査に低下をきたす症例
も多く、神経心理学的視点からの検討が必要である。
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特別講演： 認知症の症候学 ～神経心理学を越えて
松田 実（清山会いずみの杜診療所 いずみの杜診療所）
心筋梗塞は動脈硬化などに基づく冠動脈の閉塞機転により心筋が障害される疾患であり、その症状は胸痛
や心不全、不整脈などである。脳血管障害では脳血管の閉塞や破裂により、麻痺や言語障害などを呈する。癌
は癌細胞の増殖により各臓器が障害され、その症状は障害される臓器によって異なる。それぞれの疾患に、そ
の疾患特有の生物学的機序があり、そして呈する症状のほとんどが生物学的な機序だけで説明が可能である。
認知症という病気を生物学的機序で語るとすると、「認知症は脳神経細胞の変性や脱落によって起こり、その症
状は認知機能の低下である」ということになる。認知機能の低下を正しく把握するためには、神経心理学的な知
識が不可欠である。したがって、認知症に関わる人たちは記憶、注意遂行機能、言語、視空間認知、行為など
についての基本的な知識を持っていることが望まれる。
しかし、認知症では生物学的な機序だけでは語れない重要な側面がある。それは認知症が社会的な疾患で
あるということである。ここでいう「社会的」は、認知症の頻度の高さが社会問題であるといった意味とは異なる。
そうではなく、認知症の最も本質的な症状は、個々の認知機能の障害ではなく、「社会的能力の損失」であると
いうことである。社会的能力とは「社会の中で生きていく能力」のことであり、言い換えれば「他の人との関係性の
中で生きていく能力」のことである。これが障害されるのが認知症なのである。
そうしてみると、認知症で認められる障害や症状の根底には常に、病気に陥った本人と他の人との関係性が
存在していることが理解される。認知症の人が呈する症状の多くも、他の人との関係性によって修飾され変化す
る。「同じことを何度も尋ねる」という記憶障害だけから純粋に生物的機序で説明可能と思われる症状でも、自分
の物が盗まれると訴える「物盗られ妄想」も、すべて他の人との関係性を考慮しなくては、その機序を語りつくせ
ず、また適切な対応も生まれない。
たとえば、胃癌という病気の場合に必要なのは、内視鏡、画像、組織診断などを駆使した正確な診断技術と、
手術手技を含めた優秀な治療技術なのであり、患者と医師との関係には「説明と同意」が必要なことは言うまで
もないが、それさえ担保されれば、患者医師関係は治療的にはさほど重要な意味をもたない。極端に言えば、
患者が医師のことを「あまり人の話を聞いてくれない嫌なやつだ」と思ったとしても、正確な診断をして最も適切
な治療手技を施すことができれば診療は成功であり、それができる医師が「よい医師」なのである。
しかし、認知症ではそうした冷めた人間関係をもとにしては、決して臨床はうまくいかない。認知症の臨床では、
診断においても治療やケアにおいても症候のきめ細やかな分析とともに、その人の置かれた社会的状況やその
人の心理状態を把握することが重要である。そして、信頼感に満ちた患者医師関係の確立そのものが重要な治
療行為なのである。そしてこのことは、画像診断や遺伝子を含めた生化学的診断がいかに進歩しようと、変わる
ことはないであろう。
実際の講演内容そのものは、この抄録とは異なる可能性が高いのですが、演者の基本的な考えを知ってお
いてもらうための拙文を披露しました。
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会場までのご案内

～自家用車で来られる先生へ～
・立体駐車場は正門から入って右折、ゲートを通り、道なりにすすみ、右手側です。
・駐車場をご利用の場合、駐車券をお渡ししますので、当日に受付でお申し出ください。

※数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関でご来場くださいますよう、よろしくお願いいたします。
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