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始めに
本研究は、将来の在宅認知リハビリテ－ションの効果的な運用のために、在宅における
訓練の理想的な方向性を検討することを目的として企画された。
認知リハビリテーションと言っても、現在世界で行われている内容はさまざまである。
我々の認知リハビリテーションの基本方針は、脳の損傷によって障害された認知機能の回
復を目標にしている。そこで、認知の概念であるが、最近の認知科学の見解によると、認
知科学は周辺の認知的学問を情報の観点から見直そうとする試みであると書いてある（文
献１）。外傷性脳損傷者では情報処理が大きく問題になる以上、情報の観点からリハビリテ
ーションを考えていくという考えに、我々は賛同して認知リハビリテーションの基礎にし
ている。欧米での外傷性脳損傷者のリハビリテーションの考え方には、神経心理学リハビ
リテーションとして問題にしている考えと認知リハビリテーションを提唱している考えが
あるように思われる。前者は生産性をあげること、つまり大きく生活の質をあげるような
行動変化を目標にしている。認知リハビリテーションの言葉を使っての脳損傷のリハビリ
テーションはこれに対して認知機能、言い換えると教育課程で学んで培われた情報を中心
とする機能崩壊を、教育的手段で取り戻そうとする活動であると考えられる（文献２）。そ
れはとりもなおさず教育的な観点と、さらに最近の脳科学で神経リハビリテーションのパ
ラダイムシフトと言われている脳の可塑性が生涯続くという証明が元になっている。繰り
返しになるが、我々は後者の失われた脳機能の回復をはかることを大原則としている。最
近神経リハビリテーションへの脳科学の貢献が言われている（文献３）が、これは損傷さ
れた脳の再組織化を図ることによって、脳機能の回復を促すという方向性である。脳の可
塑性はかなり成熟した脳でも起こるという研究結果を発表（文献４）した経験からも、我々
は後者の教育的立場と脳の再組織化の立場からの認知リハビリテーションが基本概念であ
る。
そこで、なぜ在宅の問題になるかである。それは、英国のように各都市にほぼ１つある
脳障害の方の Headway House

のようなデイケア施設（必ずしも認知リハビリテーショ

ンをやっている施設ではないが）のない日本では、脳損傷、特に血管障害による脳損傷よ
りも回復が見込まれる外傷性脳損傷を受けた方の頭の機能回復の問題を日本的観点から考
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えなければならない。これには認知リハビリテーションが在宅でどの程度効果的に実施さ
れ、どのようなやり方がもっとも日本の社会に適しているかの研究になっていくのである。
これは外傷性脳損傷者が１５歳から３５歳の年齢層男性に対象者が多いことにも関係する。
若年青年の脳損傷による機能不全は一生の問題となり、その方の人生の価値を貶めるので
回復訓練は系統的にすることが必要である。このような施設がない日本では、施設がなく
てもできる方法の考案が在宅訓練である。家族や近隣の専門家の協力を頼んでの認知リハ
ビリテーションは現実的であると思われるが、これを効果的に運用するような研究は欠け
ている。在宅認知リハビリテーションが効果的になる条件については、対象者の年齢、訓
練当初の認知機能、事故前の学歴や職歴、指導員との関係、対象者の積極性ややる気、訓
練量、などいろいろな要因があると思われるが、どのような条件を満たしていれば認知機
能改善に寄与するかを検討することが必要となる。
我々の従来行ってきた認知リハビリテーションも原則的には在宅訓練である。訓練材料
である練習帳や聞き書き取りＣＤ（ホームペ－ジ http://tbirihab.jimdo.com/参照のこと）
は１週間単位で作ってあり、その訓練成果を１週間（一部２週間の方もいる）のグル－プ
学習の機会、つまりリハ教室としての２時間の会合をもっていて、適切な効果性の高い在
宅認知リハビリテーションを目指し、その成果はすでに公表している（文献５）。その成果
の内容をかいつまんで述べると３種の認知機能（注意力、記憶力、遂行機能）と知能テス
トに変わると考えられている大人の読みのテスト、計４種類の評価方法を用いての効果判
定の結果、注意力と読みテストはほぼ１年間の我々の方式の訓練で統計的に有意に改善す
る。記憶力の改善には個別に違いがあり、一般的になお時間を要するが１年間の個別の改
善例もないわけでなくすでに報告してある（文献６）。そのような結果を踏まえて、我々が
今までやってきたリハ教室形式ではない、より対象を増やした全国規模の認知リハビリテ
ーション展開のための方法を模索する今回の研究になった。ここでは、どこでもいつでも
行える認知リハビリテーションが理想となる。
対象
当初に設定した対象は外傷性脳損傷の男性７－８名としたが、対象者を選択できない場
合もあり、結果として女性を排除しないことにした。また外傷性ではなく血管障害による
在宅訓練希望者も対象として受け入れたので、当初の在宅訓練対象者は１２名となった。
内訳は、外傷性脳損傷（以後ＴＢＩと略称）者の男性８名と女性２名、および血管障害者
２名であった。この１２名のうち、訓練不能者１名、訓練拒否者１名、訓練継続しなかっ
た者２名（１人は中途で国立障害者リハビリテーション研修の試験に受かったと言って中
断した。 そのあとに紹介されてきた方は継続しなかったため記載していない）であった。
最後まで訓練を継続した者は、ＴＢＩの方は男性５名、女性１名で、血管障害者２名で、
その総数は８名であった。４ヶ月やって他の訓練機関に移った方も入れると９名になる。
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その個々の方の資料は表１と表２を参照のこと。

表１

対象一覧（開始時）

No. 性別

年令

学歴

損傷条件

授傷からの年数

１．男性

65 歳

高卒

交通事故

１４

無

在宅

２．男性

40 歳

大卒

交通事故

１２

無

デイケア

３．男性

59 歳

高卒

脳出血

２

無

在宅

４．男性

59 歳

大卒

交通事故

６

無

デイケア

５．男性

43 歳

大卒

転落

４

無

在宅

６．男性

49 歳

大卒

前交通動脈破裂

２

無

７．女性

49 歳

高卒

交通事故

２

無

８．男性

30 歳

大中退

交通事故

１０

有

９．女性

40 歳

高卒

転落

１３

無

表２

就労の有無

補則

デイケア
在宅
デイケア中途中断

訓練指導員と訓練期間と訓練材料

No. 指導員との関係

訓練期間（月数） 訓練量（練習帳に換算）TEA と JART のスコア増減

１．

妻

１０

練習帳

５１冊

５％

－２４％

２．

父親

１０

練習帳

４７冊

２５％

１４％

３．

大学教員

１０

練習帳

３０冊

１３％

－２％

４．

大学教員

７

練習帳

２５冊

１０％

１０４％

５．

妻

１１

練習帳

７０冊

２２％

３６％

６．

妻

８

練習帳

３９冊

４％

３％

７．

夫

１０

練習帳

３８冊

２７％

４％

８．

母親

１０

練習帳

１３冊

－１８％

１８％

９．

母親

４

練習帳

１０冊

練習帳は１冊が１週分であるので、標準の１０ヶ月毎週やるとすると４０冊。訓練材料について
の情報は本研究実行中心母体のＴＢＩリハビリテーション研究所のホ－ムペ－ジ
（http://tbiribab.jimdo.com/）を参照されたい。９番の方は訓練後査定をしていない。
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在宅認知リハビリテーションの実行
在宅認知リハビリテ－ションの訓練方法は、在宅で家族指導員（家族のうちの誰が指導
員であるかは表２に示してある）のもとで、練習帳（当所のオリジナルに作成したもので、
大体一週間１冊、月曜日から金曜日までの訓練曜日指定がある。練習帳一覧はホ－ムペ－
ジ参照のこと）を使用した訓練である。訓練開始前に神経心理学的テストを実施した。適
切な練習帳を本人の希望によって選び、訓練を開始する。最初の１ヶ月は訓練方法の検討
も加味していたので、練習方法の変更もあった。練習帳を使って最低その該当日程に沿っ
て訓練を計画すると、大体月に４冊の練習帳訓練になる。
練習帳訓練の時間がない場合や聞き書き取りなら出来ると言う方は聞き書き取りのみの
訓練になった。１日に練習帳と聞き書き取りの両方の訓練を予定する方もあった。聞き書
き取りの訓練は、聞き書き取り自体は１回１０分ではあるが、その後、かなで書き取った
ものを漢字に書き直すこと、適切な漢字を探し出すことなどでほぼ１時間かかるとして、
一回の聞き書き取りを練習帳１日分と換算して数量化している。表２の訓練量にはそのよ
うに換算した聞き書き取りの訓練が含まれている。
訓練結果の査定
訓練前後に行う神経心理学的テストが中心になる。その内容はつぎのようである。
１．注意力の査定
日常の注意テスト、ＴＥＡと略号(文献７).
２．記憶力の査定
リバミ－ド行動記憶テスト、日本版、ＲＢＭＴと略称（文献８）。
３．遂行機能の査定
日本版、遂行機能障害症候群行動評価

ＢＡＤＳと略称（文献９）。

４．言葉の読み能力査定、事故前の知能レベルをある程度推定
大人の読みテスト

日本版、ＪＡＲＴと略称（文献１０）

以上の４つのテストのうち、訓練前後にすべての方の施行したのが、１，２，４であった。

脳波検査による情報処理の特例的検討
神経心理学検査では、対象者の情報処理の時間的側面の検討が不足している。今回、脳
波測定を実施することにより、対象者の情報処理の時間的側面について検討を加える試み
を実施した。
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脳波は音刺激に関する事象関連電位を以下の 3 種類測定した。
１．単純ボタン押しの事象関連電位
１ＫＨｚの音が 2 秒間隔で対象者に呈示され、対象者は音が聞こえたときになるべく
早くボタンを押すように教示された。音が呈示されたタイミングで脳波を加算平均し
た。加算回数は 32 回である。
２．２音弁別ボタン押しの事象関連電位
１ｋＨｚと２ｋＨｚの２種類の音が、0.9 秒間隔で対象者に呈示され、対象者は低い
方の音（１ＫＨｚの音）が聞こえたときになるべく早くボタンを押すように教示され
た。脳波は、１ｋＨｚの音が呈示されたタイミングで加算平均した。加算回数は３２
回である。
３．２音弁別カウントの事象関連電位
１ｋＨｚと２ｋＨｚの２種類の音が、0.9 秒間隔で呈示され、対象者は低い方の音（１
ＫＨｚの音）を心の中で数えるように教示され、さらに数えた音の数の報告が求めら
れることも教示された。脳波は、１ｋＨｚの音が呈示されたタイミングで加算平均し
た。加算回数は２０回である。
脳波測定は、メディカルシステム研修所（http：//www.kenn.co.jp/）の協力により行い、
測定部位は 10－20 法 19 部位（Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, T5, P3,
Pz, P4, T6, O1, O2）、HPF 0.05Hz、LPF 30Hz、サンプリング 1kHz、基準電極は両耳朶
とした。

訓練状況
表２にも示したように、訓練がほぼ７ヶ月以上順調にすすんだのは、１，２，３，４，
５，６，７，の７名であった。８の方は訓練量が少ないが訓練は１０ヶ月続いた。
１の方は出生の国籍が日本ではないので、日本語を書くことが苦手で、今回の訓練前の
７年間は家にいて何もせず、テレビをみて過ごしていたということであった。本人は少し
多幸的で愛想がよく「やります。やります。」と練習には積極的態度を示すので、一番簡単
な聞き書き取りから始めた。しかし、半側無視があって、一方向に字がかけない上に、ほ
とんど漢字がかけないため、練習帳訓練に切り替えた。練習帳はやさしいものを探すのに
苦労したが、幸いに数学教育研究会で発行している小学生低学年の国語ドリルが日本語の
書き方の訓練になった。
６の方は途中で都の職業訓練校に通ってその間はあまりやりたがらなかったが、妻にう
ながされて練習帳を続けたということである。練習帳開始が他の方より遅れている。この
方については訓練効果が、都の訓練によるものなのか、我々の認知訓練によるものは分か
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らないことと、血管障害による記憶障害が主な症状であり、外傷性脳損傷の方と認知機能
障害の型も異なっている。
８番目の方は最初からあまり乗り気でなかったが、最近１年くらいてんかん発作があり、
認知機能低下が想定されるので、認知訓練が必要でないでしょうかと説明したら、母親は
乗り気で開始したが、なかなか進まなかった。最初は月に６０時間の就労時間であったが、
後に７８時間に増えて、就労した日は全く認知訓練はできず、休みの日に聞き書き取りを
やっていた。訓練量は他の方と比較して圧倒的に少ない。
９の方は国立障害者リハビリテ－ションセンタ－の試験に受かって、１０月より国立障
害者リハビリテ－ションセンタ－の１年間の訓練を開始した。このため、当所の訓練は中
断した。
そこで訓練が７ヶ月以上続いた１から８番までの８名が在宅認知訓練状況と訓練結果の
評価の対象となった。前にも述べたが、この内訳は外傷性脳損傷者６名と血管障害による
脳損傷の方２名である。
訓練時間については、家族を指導員にした在宅訓練で訓練時間がよく取れていることが
認められ、他の専門家に依頼した方お二人については１ヶ月の訓練冊数が多少少なかった
り、開始が遅れたりしている。家族指導員による訓練の方が恒常的に訓練時間が取れてい
る印象である。つまり、表２に示されているように訓練冊数も家族が指導員をやっている
対象者は専門家の指導による方よりも多い。

結果
今回の結果は対象が少数例であるために、統計的処理はしていないがもっとも改善を示
した注意力については表２と図１に示されている。
訓練がすすまなかった８番例を除いて、１から７までの方については皆、注意力テスト
のＴＥＡ得点を上げている。これは注意力の改善が示されていると考えられる。ただ、最
高齢の１の方と血管障害の６の方ではＴＥＡテスト得点の増加程度は低く、その他の５人
の方では１０％以上の増加率を示した。特に２０％以上のＴＥＡテスト得点の増加を示し
た方３名（２，５，７、

表２参照）は皆期間内に月曜日から金曜日までほぼ毎日認知訓

練を実行していた。
また実施した練習帳冊数が多いほど、毎日の訓練時間は長いと推定される。そこで、練
習帳実施冊数と訓練前後でのＴＥＡテスト得点の変化との関係を図２に示す。これをみる
と実施した練習帳の冊数が多いほど、つまり毎日の訓練時間が長いほどＴＥＡテスト得点
が増加、つまり注意力が改善している。
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それではこのＴＥＡの著明な改善例５名に共通するはじめにあげた、対象者の年齢、訓
練当初の認知機能、事故前の学歴や職歴、指導員との関係、のどれが最も訓練量に影響す
るのであろうか？ 年齢は４１歳から６０歳であり、十分な社会経験保持者であり、訓練当
所の認知機能は日常会話においては十分にコミュニケーション可能であり、外傷性脳損傷
以前には男性は大学卒業者として仕事に従事しており、女性は自営業を営んでいる御主人
の経理をまかされていた。練習帳を１０ヶ月やると、最低４０冊の練習帳を完了すること
になるが、家庭内指導員を持った対象者は皆ほぼ毎週最低１冊の認知訓練をしている様子
が示されている。指導員が専門家の場合はそれより冊数が少なかったが、２週間に一度練
習帳を持参してもらう状態では毎日を義務づけることが難しかったかも知れない。ただ、
専門家の指導員によるうち一人の外傷性脳損傷の方は開始後２ヶ月以降は毎日の訓練がで
きていたようである。この５名のうち２人は完全に在宅のみの生活であったが、他の３名
は週３回から５回の仕事場をもっていた。デイケアか自営業の手伝いである。デイケアは
比較的一日の拘束時間が短く、５人とも皆時間にゆとりのある生活を送っていた。時間の
ゆとりのなかったのはこの５名からはずれた８番目の障害者雇用で月７８時間の勤務を義
務づけられた方であった。この方の注意力テスト得点の低下は認知訓練の不十分さよりも
勤務体制によるものが考えられる。本人自身もテスト時に疲れていると言っていた。
以上のようなことから在宅認知リハビリテーションの成果をだせる条件としては生活の
なかで時間のゆとりがあり、訓練時間を毎日取れることがまずあげられよう。また家族指
導員による訓練が毎日の定期的な訓練施行を可能にし、通ってくるより効果的であること
が示されている。残りの条件として本人の積極的参加がテスト得点をあげているように伺
える。１番と６番の方は家族の促しや強制が訓練推進力になっているようであったが、残
りの方はかなり自発的に訓練をやったことが伝えられている。１番の方は最高齢であるこ
と、もともと認知機能に問題を持っていたことが注意力改善にあまり効果がでなかったこ
とに関係し、６番の方は血管障害のための脳損傷であるために、問題症状は記憶力障害に
比較的限定され、注意力は最初から良くあまり問題はなかったことにもよる。
注意力のテスト得点の改善に次いで、効果の認められたものが、大人の読みテストＪＡ
ＲＴであった。このテストは、欧米ではＮＡＲＴと言って知能テストの簡易版として使わ
れていたテストの日本版である。８名の方では、図３に示したように、不変３名、増加４
名、減少１名で必ずしも、注意力改善と相関しなかった。ＴＥＡ得点の低下を示した８番
の方が訓練により漢字が書けるようになったと言っていたが、読みの改善を示していた。
そのほか後半の訓練を勢力的にやった４番は得点が大きく伸びていた。変化の乏しい３番、
６番、７番の得点はこれがもともとのその方の値であろうと思われた (つまり、脳損傷に
よって侵されていなかった可能性がある)。
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図３ 訓練前後のJART結果

記憶力の変化については対象者８名の認知リハビリテーション前後のリバミ－ド行動記
憶テスト（日本版ＲＢＭＴ）の結果を図４に示す。８名みな得点の変化は１点か２点程度
の変化に留まっており、大きな変化はみられなかった。ただ、訓練時間が最高（練習帳冊
数を参考にしての）の５番の方はＲＢＭＴがもともと図４に示されたように２２点であっ
たが、満点の２４点になっていた。７番の方ももとの点数が２３点で、同じように満点に
なっていた。
遂行機能はすべての方に施行しているわけではないが、１番と８番の方が改善を示した。
以上の結果からみて、対象者が訓練時間を十分取れる日常生活であり、積極的でやる気
があり、普通の日本語能力があり、週５日の練習帳訓練をこなしていれば、最低７ヶ月で
在宅においても注意力が改善することが認められた。ここでは家族指導員の対象者の方が
専門家の隔週指導よる対象者よりも訓練材料を多くこなし、効果が出ているように見える。
大人の読みテストは注意力に次いで改善が見られた。

注意力が落ちた８番の方が読む漢

字数が訓練終了後増加しているので、注意力と大人の読み能力は連動しないようにみえる。
その他記憶力の変化はあまりなく、遂行機能はときには得点をのばしている方がでた。
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図４ 訓練前後のRBMT結果

図５に、対象者５の２音弁別ボタン押し事象関連電位とトポグラフィを示す。ただし、
図５上図の事象関連電位のグラフは負電位が上向きになっており、下図のトポグラフィも
青色が事象関連電位が大きい部位を示している。２種類の音を弁別する時の、音呈示後お
よそ 0.3 秒後の振幅の大きい陽性の電位をＰ３００という。図５の下図はこのＰ３００の
トポグラフィである。
Ｐ３００の電位は、健常者においては左右差がないのが一般的であるが、対象者５は本
トポグラフィを見ると、左前頭部で陽性の電位が現れていない。対象者５は転落時に左前
頭頭頂部頭蓋骨に損傷を受けている。その影響があって損傷直後には軽い手足の麻痺を示
した。このようなことが脳波活動に影響していると言えるかもしれない。
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対象者５の２音弁別ボタン押し事象関連電位とトポグラフィ
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図６に、在宅訓練対象者 2 番と 5 番、および、最近訓練をしていない外傷性脳損傷の対
照者の、単純ボタン押し事象関連電位測定時と２音弁別ボタン押し事象関連電位測定時に
おける、ボタン押し反応速度をしめす。
単純ボタン押しでは、音が聞こえたらなるべく早くボタンを押すように教示されている。
２音弁別ボタン押しでは、２種類の音のうち片方の音が聞こえた場合にのみ、なるべく早
くボタンを押すように教示されている。図中のバーはボタン押し反応時間の標準偏差であ
る。
対照者と２番は、単純ボタン押しでは音呈示後 0.2 秒程度でボタンを押し事が出来てい
る。5 番は 0.5 秒程度かかっている。しかし、2 音を弁別してボタンを押すという課題に
なると 2 番と 5 番はボタン押しにかかる時間の増加は少ないが、対照者はボタン押しに時
間がかかり、ボタン押し時間の標準偏差も大きくなっている。
0.7

ボタン押し反応時間（秒）

0.6
0.5
0.4
0.3
単純ボタン押し
2音弁別ボタン押し

0.2
0.1
0
対照者

2

5

対照者と在宅訓練対象者ＮＯ
図６ ボタン押し反応速度

図７に、図６の３人の単純ボタン押し時の前頭部 Fz の事象関連電位を示す。在宅訓練
者の２と５に比較して、対照者は 0.1 秒付近の事象関連電位の振幅が小さいことがわかる。
対照者は、音刺激の処理が音呈示後 0.1 秒程度の時間的早期の段階で困難を抱えている可
能性が示唆される。このため対照者は、単純ボタン押しよりもやや難しい２音を弁別して
ボタン押しをするというタスクを実行する場合、図６に示すようにボタン押しに時間がか
かることになると思われる。
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図7 単純ボタン押しの事象関連電位（前頭部Ｆｚ）
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図８ 対照者の事象関連電位（前頭部Ｆｚ）

図８は、対照者の単純ボタン押しと、２音弁別ボタン押し、２音弁別カウントの前頭部
事象関連電位である。２音弁別カウントでは、２種類の音のうち片方の音が聞こえた場合
に、その音を数えるように教示されている。
対照者は、２音弁別カウントを正解することはできなかった。図８に示すように、対照
者は 0.1 秒付近の事象関連電位の振幅が、単純ボタン押しと２音弁別ボタン押し課題と比
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べて小さいことがわかる。より課題が難しくなる２音弁別カウントのタスクを実行するこ
とができなくなることと関係があると思われる。

考察
今回の、家族を指導員として訓練の監督と訓練課題の評価（採点）をお願いしての在宅
認知リハビリテーションで、少数例ではあるが成果が証明された。その条件として、毎週
５日訓練をやる環境が整っているかどうかが問題であった。給与を得て障害者雇用の対象
者となって職についている８番の方は、勤務を全うするのが大変で、それ以上の認知機能
訓練には注意がいかないと言うのが見て取れた。デイケアは週に５日行っている方もその
拘束時間は１０時から午後３時までと、雇用されての勤務と比較するとかなりの時間的余
裕があること、デイケアは週２日の方はもっと訓練時間をとれた。あとの方は仕事がなく
在宅での認知訓練が唯一の拘束であった。つまり、デイケア以上の拘束がなく、時間のゆ
とりのある方が本訓練の成功例であることは注目に値する。従来外傷性脳損傷者の追跡調
査においても作業疲労が問題視されている（文献１１）が、本研究例８についても、注意
力以外の認知機能の改善がみられているにも関わらず、注意力の低下が想定される。週末
の査定で疲労の回復が充分でなかった可能性がある。
我々の経験では、認知訓練の対象者になりそうな外傷性脳損傷の若者は、最近特に障害
者雇用で就職している方が多く、家族は訓練をさせて認知機能を向上することを望んでい
ても、その就労のためにゆとりがないから訓練はできないとの断りを受けている。さらに
職場ではとても神経を使うのでそれが認知訓練になっているので、それ以上の訓練は必要
ないと答える若者があった。そんなことで、本研究で対象になった方はこれから訓練所に
通って就職することをもくろんでいる方やもう就労をする年齢をすぎているので、将来の
ことは考えていないけれども時間的余裕があるので、訓練を受けてもよいという方が主に
なっていた。７ヶ月以上訓練が続いた８名のうちの就労時間が長くゆとりがない方を除く
７名については注意力の改善がみられた。この結果をみてみると、練習帳の冊数で見る限
り、専門家の指導よりも家族指導員の対象の方が、長い訓練時間を使っていた。家庭での
促しが特に効果を生んでいたことは考えられる。これは来所中心による訓練以外にも通信
教育方式などでの在宅認知訓練の可能性を示唆する結果となった。本研究では指導員には
指導員料を払っているので、そのために家族指導員から比較的強い促しを働かせ訓練を遂
行した例もある。ただ、このような強い強制力を家族が働かせた可能性がある方よりもあ
まり家族の促しなしに練習帳を実行した方、つまり積極的に取り組んできた方の方が効果
があがっていて、訓練時間も多くなっている。対象１は家族がとても熱心で毎日午前午後
と２回の訓練をしたが、認知機能の改善はそう顕著でない。多分訓練前の認知機能の低さ
が効果を出していない原因であろう。また、対象６の方は本研究の訓練期間の中途で６ヶ
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月間にわたり別の訓練所に通って職業訓練を受けているが、その割には認知機能の改善は
低い。規定の練習帳をこなしているが、妻の強制が働いたと聞いている。この方は血管障
害のための脳損傷で、認知機能問題は特に記憶障害だけが強いことが特徴である。記憶以
外の他の認知機能の改善が必要でないので、必要な認知機能は改善していないと言えるか
もしれない。外傷性脳損傷者にはこのような例ではない（記憶とともに注意力の低下も見
られている）ので、ここでも血管障害の方と外傷性脳損傷の方と訓練結果は分けた方がよ
いと考えられたが、症例がすくないので、本研究では一緒に検討している。

以上の結果

は、在宅訓練においても対象者本人の訓練への取り組み姿勢が大切であることを示してい
る。
今回の研究で比較的共通した認知訓練改善をもたらした認知機能は注意力であった。積
極的な取り組みをした方は家族の監督と採点のもとにどんどん訓練を進めている状況がわ
かり、これはすでに公表している１週一回の来所指導の在宅訓練結果（文献５）を上回る
結果となるかもしれないとの予想があり、今後検討を考えている。
注意力とともに外傷性脳損傷者に起こる主要な障害は記憶にみられるが、記憶力の改善
結果はほとんど見られなかった。遂行機能は改善が見られた方もいたが、一回のテストで
遂行機能をはかることにも疑問をもっていたので、今回検討外としたが、注意力改善の連
動としての得点の増加もありそうである。
注意力に次いで肯定的な結果がでたのは大人の読みのテストであった。これは本来認知
症の病変前の認知機能の査定ができるといっている（文献１０）が、外傷性脳損傷後の認
知訓練後には改善を示す例が多いことはすでに発表している（文献５）。これは外傷性脳損
傷によってこの種の認知機能が落ちるためにその分だけ回復するのか、それとも読み能力
が訓練により良くなったかの両方の可能性がある。
以上のような結果から、在宅認知リハビリテーションの効果的運用に関してのいくつか
の示唆を得ることができた。それは、家族指導員のもとで、対象者本人の訓練時間を取れ
る時間的余裕、本人の熱意ややる気が、在宅認知リハビリテーションの中心的な問題点と
なることが示唆された。むろん、本研究実行者による適切な訓練材料の選択配布も当然効
果的運用の条件になることは言うまでもない。
本研究から得られたその他の条件としては、効果的な在宅認知リハビリテーションのた
めには、本研究１番の方で考えられたように、小学校レベルの認知機能が必要な条件にな
るような印象である。
最後になったが、今回訓練前後で脳波検査を行い、より客観的な資料として、訓練効果
を測る試みを企画したが、検査者の都合で１回の検討になってしまった。ただ、認知能力
の査定に脳波検査が使えることが判明したので、今後さらに詳細な結果を出していく。今
回の結果では、脳障害の左右差が顕著になったこと。認知機能に関しては、聴覚刺激につ
いてであるが、刺激に対応するボタン押し反応において、本訓練終了者は最近訓練をして
いない外傷性脳損傷者よりも弁別反応にも良く対応し、訓練効果の一端を垣間見ることが
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できた。今後の検討に期待できそうである。
今回は、症例数が限定されていたので、今後さらに、例を増やして検討することが必要
であろうと思われる。また若年外傷性脳損傷者で就労のため時間的ゆとりも持てない方で
も、なお認知訓練が必要な若者がいると思われる。そのような若者に効果的な認知リハビ
リテーションを可能にする方法があるかどうかの検討もしてみたいものである。
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をこころよく聞いてくださいました。心より御礼申し上げます。
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感想
思いがけず在宅医療支援の助成金を頂き、外傷性脳損傷の方の支援を考える糸口を掴め
たことはとても感謝しています。ただ、実際に研究を初めて見ると、当初思っていた将来
のある若い男性という対象者の選択があまり的確でなかったことが分かりました。障害者
雇用が昔より浸透していて、外傷性脳損傷後に就労の機会があり、それを全うするために
毎日が一杯でそれ以上の仕事はできないという方が多いことに気づかされたことです。対
象の選択に時間が十分に取れなかったことも、影響しているようです。助成決定から３ヶ
月くらいは対象者のリクル－トの時間があったらもっと若い外傷性脳損傷者を集められた
かなと思っています。
在宅認知訓練を家族に指導員料を差し上げてやって頂くことにしましたが、お金の支払
いについて、もっと厳密な取り組みを最初に話し合いでしておかなかったことが多少混乱
を招きました。訓練材料を送ってきた方に順次指導員料を後払いしていましたが、１ヶ月
遅れになったことが、指導員料が十分に支払われていないという疑問を呈された結果にな
ったことも反省点です。指定した指導員には給与のように定期的な支払いにすれは、もっ
と簡単であったかもしれません。
指導員料支払いのせいか、家族の協力はとても丁寧で、採点や訓練促しなど、想像以上
に実行されていき、一人の落語者もいなかったのは、とてもよい研究推進力になりました。
平成２６年３月
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