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作業療法学科）

御挨拶

第 7 回作業療法神経科学研究会学術集会
会長 石岡俊之 (埼玉県立大学)
COVID-19 感染拡大の中，日々の臨床にてご活躍いただいている医療職の皆様に感謝申
し上げます．
この度，2022 年 7 月 2 日（土）に第 7 回作業療法神経科学研究会学術集会を開催させて
いただきますことを御案内申し上げます．
今回の学術集会のテーマは，「損傷脳から探る作業療法の可能性」として特別講演，招待講
演および指定討論を一般演題と併せてご用意いたします．特別講演には，東京都立大学人間
健康科学研究科の金子文成先生に，招待講演には，金沢大学医薬保健研究域保健学系の中嶋
里帆先生にお願いしております．両先生ともリハビリテーション科や脳神経外科の医師らと
ともにご活躍されており最先端の研究成果とその成果から臨床への提案をいただけること
とを楽しみしております．
指定討論は，「その人の脳を読み解く臨床症状の「鍵」ｰ作業療法臨床で見られる脳損傷
症状と評価をつなげてｰ」として，ご講演いただく両先生とともにクライエントの行動や疾
患特有の脳の損傷領域からクライエント固有のプログラムを立案するための思考過程を皆
様と考える場となればと思っております．
本研究会は，臨床の療法士だけでなく人を対象とした学問の研究者も一堂に会し，互いの
利となる経験ができることを主旨として創設しました．北海道大学学術交流会館での開催を
予定しておりますが，先般の COVID-19 感染拡大により一堂に会す環境の変化を求められ
ております．必要に応じて本会の主旨に沿うよう開催方法の変更をすることになりましたら
御連絡させていただきます．
逼迫した状況が続いておりますが皆様や皆様の関係者様のご健勝を祈念し，学術集会当日
にお目にかかれることを心待ちしております．
是非とも，ご参加，一般演題のご登録および周囲への周知をよろしく御願いします．
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＜学術集会参加者へのお知らせ＞
1）参加登録
作業療法神経科学研究会ホームページ http://www.ot-neuroscience.com/

内の第 7 回

学術集会、「参加登録方法について」のリンクより参加登録をお願いします。
・参加費：

会員 2,000 円

非会員 5,000 円

学部生（大学院生除く）無料

2）作業療法神経科学研究会への入会手続き
・ 作業療法神経科学研究会ホームページ http://www.ot-neuroscience.com/より
入会手続きを行って下さい。
・ 年会費は 5,000 円です。会計年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までです。
・ 会員特典として年 4 回開催予定の研修会の参加費が無料となり、学術集会の参加費
が割引になります。
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タイムスケジュール
時間

プログラム

9:30-10:00

受付

10:00-10:05

開会式

10:05-11:35

特別講演：
金子 文成 先生（東京都立大学 人間健康科学研究科）
座長：石岡俊之（埼玉県立大学保健医療福祉学部作業療法学科）

11:35-11:45

総会

11:45-12:45

休憩（昼食：各自）

12:45-14:00

一般演題発表 座長：澤村大輔（北海道大学大学院保健科学研究院）

14:15-15:45

招待講演：
中嶋 理帆 先生（金沢大学 医薬保健研究域 保健学系）
座長：石岡俊之（埼玉県立大学保健医療福祉学部作業療法学科）

16:00-17:15

指定討論：その人の脳を読み解く臨床症状の「鍵」ｰ作業療法臨床で見られる
脳損傷症状と評価をつなげてｰ
司会：澤村大輔（北海道大学大学院保健科学研究院）
登壇者：金子 文成 先生、中嶋 里帆 先生、荒井 英俊 先生、斉藤 弘匡 先生

17:15-17:30

表彰式・閉会式
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特別講演
７月２日（土）10︓05－11︓35

脳卒中後運動麻痺に対するニューロリハビリテーション
−最近の動向と神経科学に基づくアプローチ−

講師︓金子 文成（東京都立大学 人間健康科学研究科）
座長︓石岡 俊之（埼玉県立大学）
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特別講演
脳卒中後運動麻痺に対するニューロリハビリテーション
−最近の動向と神経科学に基づくアプローチ−
東京都立大学 人間健康科学研究科

金子 文成

脳卒中後に生じる感覚運動麻痺は，その機能的再生が難しいとされ，特に上肢においては，5 割
から 8 割の患者で実用的なレベルに回復しない。このため，神経系機能のポジティブな適応を促す治療
手段の確立が期待される。我々は，上肢運動麻痺治療用にクロスリアリティ（xR）や体性感覚入力に
よる他動的な脳内運動イメージ再生（運動錯覚）法，およびロボットを開発してきた。また，ニューロリ
ハビリテーションとして近年実用化が期待される方法として，非侵襲脳刺激法やニューロフィードバックなど
がある。本講演では，脳卒中後の運動麻痺治療に関するエビデンスを俯瞰しつつ，我々が開発してき
た方法の原理的検証や臨床試験の結果，およびニューロリハビリテーションにおける位置づけを解説する。
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招待講演
７月 2 日（土） 14︓15－15︓15

損傷脳研究から解明される脳機能

講師︓中嶋 理帆（金沢大学 医薬保健研究域 保健学系）
座長︓石岡 俊之（埼玉県立大学）
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招待講演
損傷脳研究から解明される脳機能
金沢大学 医薬保健研究域 保健学系

中嶋 理帆

脳損傷患者に対するリハビリテーションを行う中で，私たちは脳の神秘を目の当たりにすることがある．その一つ
に機能シフトがある．脳は病変の進展に伴い，自らの機能的恒常性を維持するために，脳機能がダイナミックに
移動する．また，局所の脳損傷は健常脳では知ることができないたぐいまれな情報を知る機会を与えてくれる．
脳の局所損傷が脳機能に及ぼす影響を知ることにより，脳の特定の領域が果たす役割を知ることができる．我々
は，覚醒下脳機能マッピングと画像統計解析という手法を駆使して脳機能の解明に挑んできた．臨床に基づく脳
研究は作業療法の可能性を大きく広げるかもしれない．
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指定討論
７月 2 日（土） 16︓00－17︓15

その人の脳を読み解く臨床症状の「鍵」
ｰ作業療法臨床で見られる脳損傷症状と評価をつなげてｰ
登壇者︓
金子 文成（東京都立大学 人間健康科学研究科）
中嶋 理帆（金沢大学 医薬保健研究域 保健学系）
荒井 英俊 (医療法人ひまわり会 札樽病院)
斉藤 弘匡（社会医療法人社団カレスサッポロ 時計台記念病院）

話題提供者︓澤村 大輔（北海道大学保健科学研究院 リハビリテーション科学分野）
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指定討論
その人の脳を読み解く臨床症状の「鍵」
ｰ作業療法臨床で見られる脳損傷症状と評価をつなげてｰ
話題提供者︓澤村 大輔（北海道大学保健科学研究院）

近年では、脳画像技術や解析技術の目覚ましい発展により、非侵襲的に高い空間解像度で脳の構造、機能
が可視化できるようになってきている。リハビリテーション領域においても脳機能／構造イメージングは増々注目され
ようになってきている。特に、脳機能／構造イメージングは脳損傷や脳疾患により生じる症状のメカニズムの解明や
リハビリテーション効果の検証（神経可塑性の評価）、また予後予測の一助としても積極的に利用されるようにな
ってきている。これらの脳・神経科学を基盤としたニューロリハビリテーションの評価、治療介入効果における研究がな
され、現在では様々な手法が開発されてきている。しかしながら、現状ではこれらの手法が臨床において十分に取り
入れられているとは言い難く、その原因としては新しい手法を開発する側の研究者と臨床家との相互交流の機会が
少なく、情報共有が十分になされていない点があげられる。ニューロリハビリテーションのエビデンスの確立には臨床で
その効果を実践する Scientific Clinician が必要不可欠である。本指定討論では、現在、脳損傷、脳疾患のリ
ハビリテーションに従事するセラピストにニューロリハビリテーションの評価、治療介入について発表いただく。登壇され
る先生方には神経科学、またはニューロリハビリテーションの知識、経験から、ニューロリハビリテーションの有益性、ま
た導入可能性などについて議論していただく。この指定討論における相互交流が、未来の Scientific Clinician
創出に繋がることを願う。
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一般演題
1. Interfering Effect of Cross-modal Conflict During Working Memory Tasks:
A Near-infrared Spectroscopy Study
Jiahong Cui（北海道大学大学院保健科学院）

2. 経頭蓋直流電気刺激による非利き手の巧緻動作パフォーマンスへの影響
渡邊 陽裕（北海道大学大学院保健科学院）

3. 本態性振戦患者の熱凝固術後に顕在化する重心変位の特徴
佐藤 淳矢（東京保健医療専門職大学リハビリテーション学部）

4. 動作遂行過程の左 USN を呈した症例に対する電気刺激の効果 ―Single case design を
用いた ABAB デザイン研究―
三神 駿太（時計台記念病院リハビリテーション部）
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Interfering Effect of Cross-modal Conflict During Working Memory Tasks: A
Near-infrared Spectroscopy Study
Jiahong Cui1), Daisuke Sawamura2), Satoshi Sakuraba3), Ryuji Saito1), Yoshinobu
Tanabe4), Hiroshi Miura1), Masaaki Sugi5), Kazuki Yoshida2), Akihiro Watanabe1),
Yukina Tokikuni1), Susumu Yoshida3) and Shinya Sakai2)
1) Graduate School of Health Sciences, Hokkaido University, 2) Faculty of Health Sciences, Hokkaido
University, 3) Health Sciences University of Hokkaido, 4) Shinsapporo Paulo Hospital, 5) Tokeidai
Memorial Hospital

[Background and Object] Little is known about the interfering effect of cross-modal cognitive
conflict and its neural basis compared to unimodal cognitive conflict. The purpose of this study
is to characterize the two types of cross-modal conflicts that cause semantic competition
(focusing on vision while ignoring auditory distractors and focusing on audition while ignoring
visual distractors) through a single WM task and its brain activity.

[Methods] 31 healthy, right-handed, young males (mean age = 23.08±1.91) recruited in this
study. Two types of paced serial addition test (PSAT), paced auditory serial addition test (PASAT)
and paced visual serial addition test (PVSAT) were performed under distractor and no distractor
conditions. In the distractor condition, one of the PASAT or PVSAT was utilized as a target task,
while the other was employed as a distractor stimulus. In addition, oxygenated hemoglobin
(Oxy-Hb) concentration changes in the three brain regions, dorsolateral prefrontal cortex
(DLPFC), ventrolateral prefrontal cortex activity (VLPFC), inferior parietal cortex (IPC), based
on previous studies, was measured during PSATs by near-infrared spectroscopy (NIRS). To
investigate the interfering impact of cross-modal conflict, a two-way repeated-measurement
analysis of variance (ANOVA) was used. Pearson's product-moment correlation analyses were
used to examine correlations between Δtask performance of PASAT and PVSAT (distractor
condition - no-distractor condition) and ΔOxy-Hb changes (distractor condition - no-distractor
condition).

[Results] The results showed significantly lower PASAT performance in the distractor condition
than the no distractor condition, but not in the PVSAT. The Oxy-Hb changes in the bilateral
VLPFC and IPC significantly increased in the PASAT with distractor condition compared with no
distractor condition, but not in the PVSAT. Moreover, there were significant positive correlations
between Δtask performance accuracy and ΔOxy-Hb changes in the bilateral IPC only in the
PASAT.

[Discussion] These results imply that visual cross-modal conflict significantly impaired auditory
working memory performance and bilateral VLPFC and IPC are key regions in inhibiting visual
cross-modal distractors.

12

経頭蓋直流電気刺激による非利き手の巧緻動作パフォーマンスへの影響
渡邊陽裕 1),澤村大輔 2),時國幸奈 1),三浦拓 1),境信哉 2)
1)北海道大学大学院保健科学院,2)北海道大学大学院保健科学研究院
[背景と目的]
複雑かつ不慣れな運動の遂行には，背外側前頭前野(DLPFC)が重要な役割を担っており，非利き手における
巧緻動作でその活動がより顕著となる(Sawamura et al., 2019)．一方で，経頭蓋直流電気刺激 (tDCS)
は大脳皮質の興奮性を修飾する非侵襲的脳刺激法であり，その効果は刺激する脳領域および運動の種類によ
り異なることが明らかにされている．これまで DLPFC における陽極 tDCS が非利き手の巧緻動作パフォーマンスに
及ぼす影響については十分な検討がなされていない．本研究では，DLPFC における陽極 tDCS が非利き手にお
ける巧緻動作パフォーマンスに与える影響を調査する．
[方法]
本研究は，Double-blind 無作為化比較試験であり，先行研究(Morgan et al.,2020)をもとに右利きの
健常成人 70 名(女性 35 名，平均年齢 22.7±1.63 歳)が参加した．全ての参加者は 20 分間の tDCS 刺
激を付与される Active 刺激群(35 名)と初めの 1 分間だけ刺激を付与される Sham 刺激群(35 名)に無作為
に割り付けられた．tDCS の陽極は左 DLPFC，陰極は右眼窩上部に貼付した．運動課題には巧緻性を要す
る Purdue Pegboard 課題を用い，単純ペグボードテストと 4 つの工程からなるアッセンブリーテストを行い，パフ
ォーマンスを評価した．各テストは tDCS 刺激前，刺激中(オンライン)，刺激後(オフライン)の計 3 回実施した．
統計解析には，群×時間の 2 要因分散分析，多重比較補正に Bonferroni correction を用いた．
[結果]
分散分析の結果，ペグとアッセンブリーのいずれにも有意な時間の主効果と群×時間の交互作用が認められた．
アッセンブリーの群間比較では，オフラインにおいて Active 刺激群の有意に高いパフォーマンスが確認された
(Corrected P =0.035,Cohenʼs d = 0.82)．ペグの群間比較では，全ての時間で有意な差は認められな
かった．
[考察]
DLPFC をターゲットとする陽極 tDCS は順序学習の要素を含むアッセンブリーテストのオフラインのパフォーマンスを
変調させた．この結果は，tDCS が非利き手の巧緻動作，特に認知機能が要求される動作パフォーマンスの向
上に寄与する可能性を示唆する．
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本態性振戦患者の熱凝固術後に顕在化する重心変位の特徴
佐藤淳矢 1,3,5) 平孝臣 2) 北田航也 3) 安藤俊貴 3) 石岡俊之 4)
1)東京保健医療専門職大学リハビリテーション学部 2)東京女子医科大学脳神経外科 3)三愛病
院リハビリテーション科 4)埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科 5)埼玉県立大学大学院博
士後期課程
[背景と目的]
本態性振戦(Essential Tremor; ET)は通常 4～12Hz の振動が姿勢時および動作時に手，前腕，頭部な
どに生じる運動障害で小脳機能異常との関連が示唆されている．薬物療法後の外科的治療として視床の Vim
核を標的とした熱凝固術がある．しかし，周術期の振戦以外の症状について十分な検証がされていない．平衡
機能検査として足圧中心位置(COP)の変位を測定する重心動揺計があり，小脳症状などの定量指標として活
用されている．そこで本研究では，ET 患者の周術期の症状の特徴を解明するために平衡機能を測定し，その
特徴や振戦症状との関係性を検証した．
[方法]
研究施設で熱凝固術を施行した Vim 核を標的とした 15 名の ET 群と Vim 核以外を標的とした 15 名のジスト
ニア群を対象とした．本態性振戦評価尺度(TETRAS)，本態性振戦 QOL 質問票(QUEST)を ET 群に実施
した．平衡機能として重心動揺計で COP の 1)X 軸方向，2)Y 軸方向への変位量，3)総軌跡長，4)実効
値面積を両群に計測した．測定時期は，術前，術後 1 週，術後 1 か月とした．解析は，線形混合モデルを
作成し，測定時期と群を独立変数，各平衡機能測定値を従属変数として時期と群の交互作用を算出した．
ET 患者の各時期の振戦症状と平衡機能との関連について相関解析を行った．
[結果]
平衡機能は，X 軸方向の変位量のみ有意に交互作用を認め，ET 群において術前に比べ術後 1 週間時の
COP は術反対側に変位していた．X 軸方向の変位量と振戦症状との相関解析は，術後 1 週間時のみ
QUEST と有意な相関を認めた．
[考察]
術後一週間時点で ET 群の術側反対方向への COP の変位が増大し，QOL の低下と相関していた．Vim 核
熱凝固術後に顕在化した COP の術側反対方向への変位は，ET 群の周術期 QOL と関連を示す症状の指標
として臨床使用の可能性を示唆した．一方で総軌跡長や実効値面積は有意な変化がなく動揺自体は増大して
いなかった．術後の COP の変位の増加は，Vim 核の外科的処置による重心動揺の悪化の影響ではないかもし
れない．
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動作遂行過程の左 USN を呈した症例に対する電気刺激の効果 ―Single case design を用い
た ABAB デザイン研究―
三神駿太 1)，髙橋里奈 1)，杉正明 1)
１）時計台記念病院リハビリテーション部作業療法科
[背景と目的]
半側空間無視（Unilateral spatial neglect︓USN）に対するリハビリテーションに関し，視覚探索訓練，
無視側への手がかりの提示等による治療のほか，電気刺激等による体性感覚刺激入力が USN の改善効果を
齎す可能性も示されている．本研究では，左 USN を呈した 1 症例への随意運動介助型電気刺激装置
（integrated volitional controlled electrical stimulation︓IVES，OG Wellness）を用いた USN 介
入の有効性を検討したため，報告する．
[方法]
対象は 40 代，右中大脳動脈領域出血後に動作遂行過程の左 USN を呈した（逆転模写の結果から）症
例．5 分間の無視側への手がかり提示後，視覚探索課題が行われる期間（A1，A2 期），5 分間の左手指
屈筋群への電気刺激実施後，視覚探索課題が行われる期間（B1，B2 期）を交互に行う ABAB デザイン介
入を実施（各期間 7 日，計 28 日間）．
解析には，各期における視覚探索課題の正答率（％）（正答数/ターゲット数×100）及び課題時間（秒）
に対し，目視法（最小二乗法）と Tau-U が用いられた.結果の解釈は，Vannest ら（2015）に基づき Tau
値＜0.20（小さな変化），0.20－0.60（中等度な変化）,0.60－0.80（大きな変化），＞0.80（非
常に大きな変化）とし,Vannest ら（2016）によって開発された WEB アプリを用い,有意水準は 5％とした．
[結果]
目視法の結果,正答率，課題時間共に水準,勾配に変化はないと判断された.一方，Tau-U の結果,正答率に
おいて A1-B1（Tau = 0.84 ,p < 0.05），B₁-A₂(Tau = 0.18 ,p > 0.05)，A2-B2（Tau = 0.63 ,p
< 0.05），となり体性感覚刺激介入による有意な改善効果が認められた．課題時間に有意な差は認められな
かった.
[考察]
USN が動作遂行過程で起こる場合，非視覚系からのアプローチが有効とされている（綱本ら 2001）．したがっ
て，本症例の視覚探索課題において，無視側への手がかり提示による介入に比べ，IVES による体性感覚刺
激入力がより効果を示したと考えられた．
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