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【要

旨】

脳卒中後の上肢麻痺患者に対し，東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座では，経頭蓋磁気刺激
と集中的作業療法の併用プログラムである NEURO を実施している．この取り組みの中で，上肢に対する三
次元動作解析の臨床応用として，上肢機能の変化を客観的かつ定量的に示すことを目的に，NEURO 介入前
後で三次元動作解析装置を用いた計測を進めている．データの蓄積は未だ不十分であるが，拳上動作および
リーチ動作に関する動作解析を行い，既存の評価法と矛盾しない結果が得られた．さらに，上肢機能の小さ
な変化を鋭敏に評価できる可能性が示唆された．今回は，われわれが実施した，上肢に対する三次元動作解
析の二つの例を紹介する．
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1.

はじめに

われわれ，東京慈恵会医科大学リハビリテーショ
ン医学講座では，脳卒中後の上肢麻痺患者に対し，

三次元動作解析が臨床的に活用される場面を想像

経頭蓋磁気刺激と集中的作業療法の併用プログラム

し，まず思い浮かぶのは「歩行分析」であろう．健

である NEURO
（NovEl intervention Using Repetitive

常者における正常歩行のみならず，疾患に特徴的な

TMS and intensive Occupational therapy）を行い，

異常歩行や治療効果として歩容の変化を議論する報

上肢機能の改善に関して大きな成果を上げてきた．

告も数多く目にする．これに対して，複雑で細かい

そして，この NEURO 介入前後で，上肢機能の変

動作となる上肢の運動に関する三次元動作解析は，

化を客観的かつ定量的に示すことを目的に，三次元

報告の数は圧倒的に減少するが，国内の論文のみを

動作解析装置を用いた計測を進めている．

検索してみても，以下のテーマに集約されるような
報告が散見される．

2. NEURO
（NovEl intervention Using Repetitive

・リーチ動作の解析：重心移動，リーチ距離，体

TMS and intensive Occupational therapy）

幹角度など
・投球動作の解析：重心移動，肩関節角度など

大脳皮質に対する非侵襲的刺激法の一つである経

・挙上動作の解析：肩関節角度，体幹角度など

頭蓋磁気刺激（transcranial magnetic stimulation；

・巧緻動作の解析：ボタンかけ動作，スプーン使用，

TMS）は，当初，末梢の筋の運動誘発電位（motor
evoked potential；MEP）を測定する電気生理学検

ピアニストの手指関節角度など
・関節角度の解析：ゴニオメータでの計測との比較

査として利用された．その後，TMS を連続的に行
う 反 復 性 経 頭 蓋 磁 気 刺 激（repetitive transcranial

など
これらの報告において，多くの場合，その対象は健

magnetic stimulation；rTMS）において，大脳皮質

常者である．

の神経細胞の機能を局所的に変化させ得ることが明
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らかとなり，治療的手段として広く活用されるよ

しかし、NEURO において低頻度 rTMS と集中的

うになった．

作業療法を併用することで，集中的作業療法を単

rTMS では刺激頻度，刺激強度，刺激時間など，

独で実施した場合と比較しても脳卒中後の上肢麻

特徴的なパラメータを予め決定して刺激を行うが，

痺を有意に改善し，さらに，その効果が持続する

とくに，刺激頻度に関しては 5 Hz 以上の場合を高

ことが示された 2)（図２）．

頻度 rTMS，1 Hz 以下の場合を低頻度 rTMS と定
義し，高頻度 rTMS は刺激部位の大脳皮質神経細
胞の興奮性を局所的に亢進させるのに対し，低頻
度 rTMS は刺激部位のそれを局所的に抑制するこ
とがわかっている．
このような大脳皮質の神経細胞に対する磁気刺
激の影響とは別に，そもそも，脳卒中などで片側
の大脳に障害が生じた場合，反対側の健側大脳の
活動性が亢進し，この健側大脳の過活動性が患側

図 2：NEURO における上肢機能（FMA）の変化

（障害側）大脳に対する半球間抑制を過剰に惹起し，
そして，患側大脳に残存する機能に抑制的な影響
を与えるという仮説が存在する．

2008 年４月より開始された NEURO は，これま
でに，全国の関連病院を含めて 2,000 名を超える治

これらの事実を基に，脳卒中後遺症の機能障害

療実績に達し，治療成績としては８〜９割で何ら

に対して機能向上を目的に rTMS を行うことを仮

かの改善を認めているが，この取り組みの中で持

定すると，①患側大脳に高頻度 rTMS を適用し直接

ち上がってきた課題の一つに，上肢機能の変化を

的に患側大脳の活動性を高める，あるいは，②健側

評価の上でどのように客観的かつ定量的に示すか

大脳に低頻度 rTMS を適用し半球間抑制を減弱さ

という問題がある．

せることで間接的に患側大脳の活動性を高める，
といった，二通りの方法が可能性として浮上する．

３.

上肢機能評価と三次元動作解析

安保ら 1) は，脳卒中後の上肢麻痺を有する患者を対
象に，低頻度 rTMS と集中的作業療法を併用する

NEURO では，介入前後における上肢機能の変化

独自のプログラムである NEURO を世界に先駆けて開

をとらえるため，既存の 10 種類以上の評価法を用

発し，上肢麻痺の改善に取り組んできた（図１）．

い，上肢の「運動」に限定しても，以下に示す 6
種類の評価を行っている．
・Brunnstrom Recovery Stage（BRS）
・上田式 12 段階片麻痺機能テスト
・Fugl-Meyer Assessment（FMA）
・Wolf Motor Function Test（WMFT）
・簡 易 上 肢 機 能 検 査（Simple Test for Evaluating
Hand Function；STEF）

図 1：NEURO の概要

・Action Research Arm Test（ARAT）

それまでの報告では，低頻度 rTMS を単独で実

これらの評価法の中で，厳密な意味で間隔尺度

施した場合，脳卒中後の運動麻痺に対する改善効

といえるのは STEF のみである。STEF は重度の

果は極めて軽微なものにすぎないとされていた．

麻痺の評価には不向きであり，BRS や上田式 12 段
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階片麻痺機能テストは重度から軽度の麻痺を全体

課題は肩屈曲 180 度（FMA 上肢 -A-stageIV）で「肘

的に評価できるが小さな変化をとらえられない，

を伸ばしたまま親指が上を向くように挙上する」

さらに，FMA は小さな変化をとらえるのに優れる

よう指示し，動作は合計５回行った．計測は赤外

が中等度レベルの麻痺の評価に偏るなど，それぞ

線カメラ６台を含む三次元動作解析装置（VICON、

れの評価法に固有の特徴があり，複数の評価法を

Oxford Metrics 社）を使用，赤外線カメラのサン

用いなければならない理由はここにある．

プリング周波数は 100 Hz，マーカー貼付位置は

また一方で，NEURO 施行により評価の上では改
善を認めるが，患者自身がその変化をなかなか自

Plug-In-Gait Model 標準マーカーセットの上肢 19
点とした（図３）．

覚できないといった例も少なくない。
そこで，間隔尺度として小さな変化を厳密にと
らえ，かつ，患者自身が視覚的に機能の変化を実
感できる評価法を模索する中，定量的なデータに
基づき，厳密で網羅的な評価法を構築すべく，上
肢の運動に関する三次元動作解析を行う必要性が
生じてきた．
以下では，我々の施設で実施した，脳卒中後片
麻痺患者の NEURO 施行前後における上肢の三次
元動作解析の中から，二つの例を提示する．

図 3：Plug-In-Gait Model 標準マーカーセット上肢 19 点

結果は、既存の評価法として BRS 上肢Ⅳ手指Ⅳ
４.

挙上動作の三次元動作解析

で変化を認めず，FMA 上肢項目は 47 点（A 26 点，
B 6 点，C 11 点，D 4 点）から 55 点（A 32 点，B 6 点，

最初に、FMA の評価項目のうち「上肢 -A-stage

C 13 点，D 4 点）へと改善を認めた．
一方，上肢屈曲 180 度を動作課題とした三次元

IV」の課題である肩屈曲 180 度を端座位で実施した，

動作解析では，肩関節の挙上距離が有意に減少し，

一症例の三次元動作解析の結果を提示する．
対象は 48 歳の男性，平成 21 年６月に発症した
脳出血の後遺症として左片麻痺が残遺，急性期治

さらに，肩関節の内外転および内外旋の角度が有
意に拡大する結果が得られた（表１）．

療終了後に回復期リハビリテーション病院へ転院

表 1：計測結果

し約５か月間入院，回復期病院退院後は専門的な
リハビリテーションは受けていなかった。その後，
NEURO を希望し当院を紹介受診、平成 25 年１月
に入院となった．
入 院 時、ADL は 自 立（Barthel Index 100 点），
左上肢機能は BRS 上肢Ⅳ手指Ⅳ、FMA 上肢項目
は 66 点満点で 47 点（A 26 点，B 6 点，C 11 点，D 4 点）
であった．
また，図４には前額面での麻痺側肩峰の軌跡を，

２ 週 間 の 入 院 に よ り 有 害 事 象 な ど は 認 め ず，
NEURO を完遂，介入の前後で既存の上肢機能評価

図５には矢状面での麻痺側示指 MP 関節の軌跡を

と共に左上肢挙上動作の三次元動作解析を実施し

示した．NEURO 介入前後で示指 MP 関節の到達

た．

最高位が変化しないのに対し，肩峰の挙上が明ら
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かに減少していることがわかる。

課題は前方標的へのリーチ動作で、標的位置は

三次元動作解析による上肢機能評価では，肩関

椅子座位で前方リーチ動作を行った際の体幹屈曲

節の柔軟性と肘関節の伸展において改善する様子

角 30 度となる距離とし、動作は麻痺側と非麻痺側

が理解され、これは FMA の A 項目における著明

とで各 10 回行った。計測は光学式カメラ４台を含

な改善結果に一致する。さらに、共同運動パター

む三次元動作解析装置（Kissei Comtech 社）を使用、

ンから分離運動パターンへの移行する過程である

マーカー貼付位置は両側の肩峰、上腕骨外側上顆，

ことが示唆される。

尺骨茎状突起，示指指尖とした（図６）。

図 4：前額面での麻痺側肩峰の軌跡

図 6：マーカー貼付位置

結果は、既存の評価法として BRS 上肢Ⅳ手指Ⅳ
で変化を認めず、FMA 上肢項目の合計は 49 点か
ら 50 点へ、A 項目で１点の改善を認めた。
一方、三次元動作解析では，麻痺側のリーチ動
作における標的への到達平均時間が 1.133 秒から
0.885 秒へと短縮する結果が得られたが、上肢遠位
部の動作軌跡の検討では明らかな変化は認めず、
近位部の肩峰の動作軌跡に注目して検討した。図
７は介入前（青）と介入後（赤）における麻痺側

図 5：矢状面での麻痺側示指 MP 関節の軌跡

5.

肩峰の軌跡を示している。リーチ動作開始時にお

リーチ動作の三次元動作解析

ける肩峰の上方への立ち上がりが緩やかになり、
非麻痺側に見られる肩峰の直線的な軌跡（図７の

次に、日常生活において頻回に行われる「リー

下方）により近付く傾向を認めた。

チ動作」に着目した、一症例の三次元動作解析の
結果を提示する。
対象は 60 歳代の男性、平成 25 年 12 月に発症した
脳梗塞の後遺症として右片麻痺が残遺した慢性期
の患者である。NEURO 施行目的で入院し、前例と
同様に NEURO 介入前後で既存の上肢機能評価と
共にリーチ動作の三次元動作解析を実施した。
入 院 時、ADL は 自 立（Barthel Index 100 点）、
右上肢機能は BRS 上肢Ⅳ手指Ⅳ、FMA 上肢項目
図 7：リーチ動作における肩峰の軌跡

は 66 点満点で 49 点であった。
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６.

二つの動作解析の例より

physical performance, Scand J Rehabil Med, 7(1),
13-31, (1975).

今回提示した，三次元動作解析による脳卒中患
者の上肢機能評価の二つの例では，既存の評価法
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患者における麻痺の回復過程を注意深く観察した
結果から，「回復は多くの場合，共同運動から分離
運動へ移行する過程で，近位関節の動きより始ま
り，遠位関節の動きは回復過程の後期に起こる傾
向にある」といった内容を述べている．
二つの例のうち，拳上動作の三次元動作解析で
は，Fugl-Meyer らの唱えた中枢性運動麻痺に対す
る古典的な回復過程である，近位関節における分
離運動の出現を鋭敏にとらえることができたと考
えられる．
厳密で網羅的な評価法の構築を目標に掲げると，
現在までにわれわれが蓄積したデータは量的にも
質的にも未だ不十分なものであり，道半ばと言わ
ざるを得ない．しかし，簡便な計測システムを用
いたより鋭敏な評価方法を確立していくためには，
三次元動作解析を機能評価の主軸に据え，さらな
る精密なデータの蓄積と解析を進めていくことが
必要なのではないかと考える．
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