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空間・身体・行為のメカニズムとその障害 

 

★ 空間  

 

3-1.  症状（臨床神経心理学・高次脳機能障害学） 

視空間失認 visual-spatial agnosia／定位障害 disorientation 

 

3-1-1. 半側（はんそく）空間無視 unilateral spatial / hemispatial neglect 

 a. 一般には「左右」 

 b. body-centered / object-centered 

 c. 「上下」? gravitational 

 d. 「前後」? personal (body space) / peripersonal / space (far space) 

3-1-2. （感覚性）消去 extinction 左右同時に刺激を与えたときに 

3-1-3. バリント症候群 Bálint syndrome 

視覚性注意障害（背側性同時失認 dorsal simultagnosia） 

精神性注視麻痺 psychic paralysis of gaze（眼球運動失行 oculomotor apraxia） 

視覚性（運動）失調 optic ataxia 

3-1-4. 知覚転位 allesthesia / allochiria 

3-1-5. 道順障害 defective route finding / heading disorientation（方角も） 

 

 

3-2. どのように調べるか（神経心理学的検査） 

／介入するか（認知リハビリテーション） 

 

3-2-1. （半側空間無視）線分二等分，抹消，模写／描画 

3-2-2. （半側空間無視）日本版 BIT 行動性無視検査 

3-2-3. （道順障害）地図・間取り；口述 

 

3-2-4. （半側空間無視）直接訓練法，手がかり，機能代償，補償... 
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3-3.  メカニズムの仮説（認知神経心理学）  

 

3-3-1. 半側空間無視の機序仮説 

 a. 要素的感覚障害説 

 b. 感覚情報統合障害説（Denny-Brown: amorphosynthesis） 

 c. 方向性注意説 Kinsbourne / Mesulam et al 

 d. 方向性運動減少説 Watson / Heilman et al:“directional hypokinesia” 

 e. 空間表象障害説 Bisiach & Luzzatti:“representational” neglect 

 

 

3-4. 脳の構造と機能（認知神経科学）  

 

3-4-1. 背側系 dorsal visual pathway ＝ “Where”system  

 

 

★ 身体 

 

3-5.  症状（臨床神経心理学・高次脳機能障害学）  

 

3-5-1. 身体認知 身体図式の障害 body schema disturbance 

a. 身体部位失認 autotopagnosia 

   b. 手指失認 finger agnosia 

  c. 左右識別障害  

right-left disorientation / disturbance of right-left discrimination 

d. ゲルストマン症候群 Gerstmann syndrome ＝ b ＋ c ＋ 失書 ＋ 失計算 

3-5-2. 身体意識 

 a. 半側身体無視 personal neglect 

b. （片麻痺に対する）病態失認 anosognosia ( for hemiplegia ) 

           無関心・無認知・否認 （cf. Anton 症候群―盲，聾） 

 c. 身体パラフレニア somatoparaphrenia 

「変容感」「異物感」 

「非所属感 nonbelonging 」「人格化 personification 」 

「憎悪 misoplegia 」... 

d. 幻肢 phantom limb 
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「余剰幻肢 phantom supernumerary limb 」，「幻肢痛 phantom limb pain 」 

3-5-3. 身体不使用 

a. 運動無視 motor neglect / négligence motrice 

b. 運動性消去現象 motor extinction phenomenon 

 

 

★ 行為 

 

3-6.  症状（臨床神経心理学・高次脳機能障害学） 

 

3-6-1. 到達動作 reaching 「手を伸ばす」と把握動作 grasping 「つかむ」 

a. 視覚性運動失調 optic ataxia 

     ataxie optique（周辺視野）／Optische Ataxie（中心視野） 

b. 拇指探し試験（＝体性感覚的に） 

3-6-2. 失行 apraxia 

a. 古典的分類（観念性失行 ideational ・観念運動性失行 idemomotor ・ 

肢節運動失行 limb-kinetic ＝ 拙劣症）→研究者によって定義バラバラ 

 b. 「使用失行」「模倣失行」「パントマイム失行」「概念性失行」「触知失行」... 

c. 口舌顔面失行 buccal-lingual-facial 

d. 構成障害 constructional・着衣障害 dressing 

 →空間的要素強い；最近は「失行」とせず「障害」という。 

e. 肢位構成失行 postural apraxia 

f. 文字を書くことの障害＝失書 agraphia   （→「言語」） 

3-6-3. 運動そのものの量的障害 

a. 運動開始困難 motor initiation difficulty 歩行失行，開眼失行・閉眼失行 

b. 運動維持困難 motor impersistence 

3-6-4. 意欲低下，自発性低下，発動性低下，無気力 → 無為 abulia 

3-6-5. 行為の解放現象（前頭葉性行為障害） 

a. 把握反射 grasp reflex 

  b. 本能性把握 instinctive grasping reaction 

  closing / trap / magnet / groping 

  c. 他人の手徴候 alien hand sign / anarchic hand sign 「勝手に動く」 

  d. 道具の強迫的使用 compulsive manipulation of tools 「右手が使ってしまう」 

  e. 拮抗性失行 diagonistic apraxia 「右手と左手が逆の動作をしてしまう」 

  f. 使用行為 utilization behavior 「使ってしまう」 
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  g. 模倣行為 imitation behavior 「まねしてしまう」 

  h. 環境依存症候群 environmental dependency syndrome 「状況に適合的に」 

 

 

3-7. どのように調べるか（神経心理学的検査） 

 

3-7-1. （失行）入力と出力の様式を組み合わせる 

 a. 入力（言語命令，視覚提示，パントマイム／ジェスチャー，触覚など） 

 b. 出力（動作，言語的説明，選択など） 

3-7-2. （上肢の失行）右手と左手   → 左側の失行・右手の構成障害 

3-7-3. （上肢の失行）条件間のパフォーマンス比較（量的比較）と誤反応分析（質的比較） 

3-7-4. 標準高次動作性検査 

3-7-5. 「理解」を検査することの必要性 

3-7-6. （構成障害）模写・模造，言語命令による描画など 

 

 

3-8.  メカニズムの仮説（認知神経心理学）  

 

3-8-1. （失行）Liepmann 「観念企図」→「肢節運動エングラム」二本立て 

3-8-2. （失行）Geschwind 「言語－運動離断」それだけで 

3-8-3. （失行）Heilman グループ  

...網羅的に説明しようとするとこのように複雑になるのは当必然 

3-8-4. （構成障害）右半球損傷と左半球損傷 

 

 

3-9. 脳の構造と機能（認知神経科学）  

 

3-9-1. （失行）頭頂葉→前頭葉 

3-9-2.  （前頭葉性行為障害）前頭葉内側面，前部帯状回 anterior cingulate， 

脳梁 corpus callosum 

 


