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精神分裂病者の動的平衡機能について

-EquiTestを用いての一考察一

西上忠臣

広島県立保健福祉短期大学作業療法学科

精神分裂病患者に対して，平衡を保つため利用される感覚情報を撹乱させることにより，どのような感

覚特性があるのかを調査した。対象は，精神分裂病群は精神科病院併設のデイケア施設に通所する者11名，

対照群として健常者10名とした。結果として:

(1)精神分裂病群は支持基底面が不安定となる場合に平衡を保ちにくい傾向がある。

(2)精神分裂病群は視覚情報，及び前庭覚情報を有用に利用できにくい傾向を示した。

結果より示唆されることとして:

(1)精神分裂病患者の視覚特性として，奥行き知覚を認識しにくいことがし、われており，今回の視覚条

件を知覚することが困難で、あった可能性がある。

(2)前庭覚の発達には平衡機能どの関係があり，今回は原因を特定することは出来なかったり

キーワード:精神分裂病，平衡機能，姿勢制御，感覚条件，作業療法
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はじめに

精神分裂病患者は生活障害者ともいわれてお

り1)作業療法は主に基本的な生活技能の回復

を目的とし，対象患者のリハビリテーションの

促進に重要な役割を果たすこ ξが期待されてい

る2)。この精神分裂病患者は全国の精神科医療

施設の中で、も最も入院者数の多い疾患でありへ

作業療法の対象疾患として，精神科分野の90%

以上の施設で実践，展開するに至っている 4)。

作業療法では，精神分裂病患者特有の動作の

ぎこちなさや，緩慢さに対して，感覚-運動技能

といった身体機能に着目して治療に導入した報

告もなされている日;)精神分裂病者の身体機能

は，健常者と比べて低下していることが報告さ

れーており g-1へその原因には薬物の副作用，長

期入院、病棟での生活内容，肥満などが挙げら

れているが，はっきり言及されていないのが現

状で、ある υ また，これらの報告では，背筋力十

握力といった粗大な運動を用いており，精神分

裂病者が目的的な運動に伴って身体を効率よく

適切な位置J¥土制御する姿勢制御について論じ

られることは少ないυ 姿勢制御は，無意識的で

はあるが，高次な随意運動として捉えられてお

り，平衡を乱すような外乱刺激や，上肢を急激

に挙上するなどの随意的な運動により平衡が崩

れる状態となる場合，過去の経験から統合され

るステレオタイプなフィードフォワード制御と，

現在の感覚情報を受けて組織化するフィード

パック制御により微調整がなされ，成り立って

し、ると考えられている口本研究は精神分裂病患

者に，身体の平衡を撹乱させるような刺激を与

え，どのように望ましい姿勢へと移行していく

か，感覚情報を有用に利用することができるか

を健常者と比較し，客観的に捉えようと試み売一

対象

対象は自宅にて社会生活を営んでおり，精神

科病院のデイケア施設に通所している精神分裂

病患者(以下Sc群)である。通所者全員にテス

ト内容を説明した上で広く被験者をつのり，通

所者の自発的な協力により参加した。結果とし

て，被験者は医師の診断により陽性症状の消退

をみている者11名(男性:8名・女性:3名・平

均年齢35.7~7.7歳)であり，診断と分類はDSM

IIT -Rによったυ 擢病期間，入院歴などを表-1に

示す。投薬状況は，過去一年間の投薬量の変動

は微量で，少なくとも調査開始一週間以内につ

いては全く投薬内容に変化がなかったわ投薬さ

れている抗精神病薬は， Pakes， G. Eらによるハロ

ヘリドール換算表li)E、伊藤らによるクロルブ

口γ ジン換算表i汁こより求めて，一一日に与えら

れる抗精神病薬の等価量として表記したたお，

眼球運動に影響を与えるといわれるi:liパルビ

ツーA酸塩系薬物や炭酸リチウムは投薬されて

し1ないl

対照群として，下肢今中枢神経に障害を有し

ておらず，重篤な平衡障害を呈すと考えられる

疾患や，精神疾患歴のなし、健常人10名(男性:7 

名・女性::i名・平均年齢:1H.9士H.9歳)に同検

査を行ったわ

方法

測定には， Nashnerらにより研究，開発された白

姿勢制御検査機器である[¥euroCOffi社製EquiTe:叫

を使用した、これは足底板(左右2枚のforce--

plate) 土前景板(三方を囲む壁)からなり、コ

ンヒューターにより制御されているに この足底

板と前景板を足底板上で立位をとっている被験

精神分裂病群プロフィール

(年;月) HPD換算事1 CP換算事2

M.J 2;1 1・8 0.42 45.00 

K.T 8:7 0・1 36.08 0.00 

W.R 13・8 4:6 0.00 18.00 

I.T 27・7 12:6 0.00 4.20 

N.F 15:8 3・4 0.00 37.00 
G.K 12・1 0・6 0.00 6.00 
A.T 3:1 4・0 5.00 68.00 
H.S 不明 不自 32.25 0.00 

I.T 6:9 0;1 54.00 0.00 
N.M 11 ; 3 2・4 0.00 250.00 
H.K 2; 1 なし 81.00 0.00 

判:ハロペリドール換算(mg/day) *2:クロルプロマジン換算(mg/day)
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測定された結果はEquiTestsystem(Ver.4.03)に

より分析される口分析結果は被験者が足底板を

踏みしめた力の周波数分析を行うことで以下の

結果が求められる。

7H 、、、，
aF'l

 

，，.‘、広島県立保健福祉短大紀要

1 .平衡度スコア (equi1 ibrium score) 

平衡度スコアは被験者の重心の前後動揺程度

を示している。この数値は人を岡IJ体として捉え

ると平衡を保てる限界を12.5度と設定し山，測

定した前後動揺の程度が12.5度の何%かの割合

を示したものである。完全に平衡が保てた状態、

を100点，手をついたり転倒防止用のハーネスが

緊張するまで体幹が傾斜した際には転倒 (FAI上)

k して数値はo点となる〈

2. ストラテジスコア (strategyscore) 

ストラテジスコアは重心動揺の変動を身体の

どの部で調節しているかを示す戸l このスコアは，

平衡を保つ動作調整には足関節による場合ど股

関節による場合の二つのバターンと定義し，足

関節を主に使用した場合を100点，股関節を主に

使用した場合を0点と設定して，その度合いを示

しているい立位保持の際には膝関節の運動は少

なく，身体の前後方向の重心移動にはほEんど

関与しないノ

者の体重心の移動と同期して個別に動揺させる

ことにより，どのように姿勢制御を行うか，体

重心の動揺軌跡により測定，分析するものであ

る。 EquiTestには大きく 2つの評価テストがあり，

今回はその中のlつのテストである感覚協調テス

ト (SensoryOrganization Test:SOTと略)を実

施，分析した。このテストは被験者が姿勢維持

のために必要な視覚，前庭覚，体性感覚情報か

らの入力情報をし、かに有効に使うか，そして不

正確な情報を無視できるかを評価するものであ

る。

このテストの測定は6つの条件試行からなり

(図1)各試行とも20秒間， 3回ずつ計測し，各

条件の終了の度に過度の緊張を与えないため，

休憩を l分程度入れた。最初の3つのテストは足

底板は固定するが，視覚条件が変化しているコ

条件lでは動かない視覚環境で足底板を固定して

静止立位をとっている。条件2では条件lを視覚

なし(開眼し)測定する。条件3では足底板は固

定されているが，被験者の重心移動と同期して

前傾板が動揺することにより，姿勢の定位に対

して空間的に信頼できない視覚入力を呈示する

ものであるU 後半の3つのテストはし、ずれも，足

底板が被験者の重心移動と同期して動揺するし】

条件1では，動かない視覚環境，条件5では視覚

なし(閉眼) ，条件6では被験者の重心移動と同

期して前景板及び足底板が動揺するU

前景板動揺前景板国定前景板間定

視覚撹乱視覚なし(閉限)視覚あり

条件3条件 2条件 1
体

性

感

覚

あ

り

足

底

板

固

定

条件 6条件 5条件4
体

性

感

覚

撹

乱

足

底

板

動

揺

感覚協調テスト (SOT)の条件設定(NeuroComInternational， 

EquiTest system operator's manual version 4.0，F4，1990を

著者改編)
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3. 感覚分析 (sensoryanalysis) 

バランスを維持するためには身体各部の相対

的な位置関係の情報や，重力などの身体に運動

を起こさせるようとする外力と身体との関係に

関する情報が必要となる。これらの情報の重力

器官として，視覚，前庭覚，足部の体性感覚が

考えられている問。感覚協調テストでは，これ

らの感覚情報を惑わせるような外乱を与え，ど

のくらい感覚情報を有用に利用できているかを

評価するものである。このスコアは平衡度スコ

アを計算式に当てはめることで，それぞれの感

覚情報を個別に算出したものである(図2) 0 

図 2 感覚情報を求める計算式車

体性感覚:条件2/条件1
視覚:条件4/条件1

前庭覚:条件5/条件1
視覚外乱:(条件3+条件6)/(条件2+条件5)

.いずれも平衡度スコアにより求められる

統計処理は平衡度スコア，ストラテジスコア，

感覚分J析のSc群と対照群の比較にはt検定を， Sc 

群の薬物療法と平衡度スコアの比較については

Spearmanの順位相関係数を用いた。

結果

1 .平衡度スコア

各条件の平衡度スコアは t検定にて条件4，

条件5，条件6で、有意にSc群が低い値を示した

(pくO.01) (表2)。

表 2 FALL鼠行を含んだ平衡度スコア(*:pく0.01)

So群 対照群
条a 93.9土2.1 94.8:1:::2.1 t=O.96 
条 2 89.3士4.5 90.5:1:::3.9 t=O.61 • 3 89.7土4.3 88.9::t:4.0 t=0.37 
条 4 71.7土 11.8 83.5:1:::4.2 t=2.83* 
条1 5 50.1土 19.7 66.0土14.2 t=2.61* 
条件6 40.0土20.4 66.5::t:7.2 t=4.24* 

2. 転倒 (FALL)試行について

FALL試行とは，被験者が安定性の限界を越え，

手をついたり，ハーネスが緊張するまで体幹が

傾斜した際の試行である。

対照群にはFALL試行は全く観察されなかったが，

Sc群は9名(条件4，条件5，条件6の計17試行)

に観察された(表3) 0 中でも各条件の最初の試

行でのFALL試行が全体のFALL試行の64.7%を占

めた口 FALL試行は平衡度スコアを0点として評価

するため， Sc群のスコアに影響していることも

考慮に入れ，平衡が保てた場合のみの平衡度ス

コアを対照群とをt検定にて比較し(図3) ，条

件4及び条件6で、有意にSc群が低い値を示す結果

を得た (pく0.01)。

FALL試行の際，生じた重心移動を分析すると，

17名中15名は刺激を与えた直後に一度もバラン

スをとることなく，前方もしくは後方に転倒す

る傾向を示した(図4) 0 

'¥ 

図 4 FALLI式行の代表的な床反力計の波形

3. ストラテジスコア

このストラテジスコアは t検定により，条件6

で、有意にSc群が低い値を示した (pく0.01)(表1)0

一方， FALL試行の際のストラテジスコアは， FALL 
試行でない場合のストラテジスコアと比較して

顕著な差は認められなかった。

4. ストラテジ分析

ストラテジスコアをX軸，平衡度スコアをY軸

にとり，その点の分布を比較したもので，個々

の条件により特定の感覚情報がマスキングされ

た際，どれだけバランスが崩れ，どのように平

衡を保とうとしたかを表したものである(図5)。

Sc群は条件6において平衡度スコアは低く，スト

ラテジスコアも低いことから，バランスが崩れ，

それに対して平衡を保とうど股関節を使用して

平衡を保とうとしたことがうかがえる。しかし，

平衡度スコアの低い値の条件4，条件5ではバラ

ンスが崩れた状態であるが，足関節で平衡を保

とうとした結果を示した。

5. 感覚分析

Sc群は対照群と比較して t検定にて視覚情報，

及び前庭覚情報で低い値を示していた (pく0.01)
(表5) 0 
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30| 
5c群対 照 群 5c群 対 照 群 5c群対照群 5c群対照群 5c群対照群 5c群対照群

条件1 条件2 条件3 条件4 条件5 条件6

国 3FALL民行を除いた平衡度スコア(*:p<0.05梓 :p<O.01)

表 3 FALL獄行の回数

条件 :行 FALL回数 ストラテジスコア(平均)

条件4 守1 1ロ 63.00 
条件5 守1 4ロ 81.00 

守2 2ロ 87.00 
守3 11!! 88.00 

|条件6 守1 6ロ 68.83 
庁2 2ロ 72.00 

獄行3 1回 92.00 

6. 薬物量の影響

Sc群のクロルプロマジン換算値と，対照群と

有意な差が検出された平衡度スコア(条件4，条

件5，条件6) の問で、Spearmanの順位相関係数を

用いて比較したが，有意な差は見られなかった

(表6) 口

考察

今回，精神科デイケア施設に通所する精神分

裂病者を対象に姿勢を保持する感覚情報を個別

に撹乱させるような刺激を与え，動的平衡機能

を測定することで，平衡を保つ方策と，平衡を

保つために必要な感覚情報にどのような特徴が

あるかを調査した。

精神分裂病者は開眼及び閉眼での片足立ちの

平均持続時間が健常者群より短い傾向が示され

ている。この片足立ちは両側下肢と比較して支

持基底面の面積が減少し，平衡を保つ情報の一

つで、ある足部の体性感覚からのフィードパック

が減少する。今回のテストでは， Sc群は対照群

と比較して足底板が被験者の体重心の移動と同

期して動揺するような刺激下で平衡が保てない

結果を示したが，これは，片足立ちでの姿勢保

持と同様，足部体性感覚のフィードバック情報

表 4 ストラテジスコア(事:pく0.01)

t=四 1.59

t=1.52 
t=司 0.45

t=一1.56
t=0.79 

t=2.62本

が減少する条件であることから，先行結果を追

従した結果と考えられる。

平衡を保つ方策を示すストラテジスコアで，

足底板及び前景板の両方が動揺する場合では，

股関節を運動させて平衡を保とうとしている。

しかし，平衡が保てなかった他の条件では，そ

のような結果は生じなかった。元来ストラテジ

スコアは平衡度スコアと関連しており，平衡度

スコアが低く，ストラテジスコアも低いと，安

定を保とうとして股関節や体幹，上肢などを運

動させることが多いといわれている出。しかし，

Sc群で、は平衡が保ちにくい状態であるにも関わ

らず，平衡を保つ方策として股関節や体幹，上

肢などの平衡機能を使わず，転倒に至るケース

が多いことがし、える。この転倒した試行の波形

分析でも 17試行中15試行までが，刺激提示直後

に身体は前方，もしくは後方に倒れていき，一

度も修正することができずに転倒している。ま

た，その内11試行は各条件の一回目の試行であ

り，被験者にとっては予期しない状況である。

よって， Sc群は予期しえない場面では健常者群

と比較して姿勢制御では対応がどれにくい結果

を示したといえるc

平衡が保ちにくい原因として，感覚分析の値

は視覚と前庭覚の情報を有用に利用することが
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図-5ストラテジ分析

表 5感覚分析の結果(本:pく0.05紳 :pく0.01)

褒 6 精神分裂病群の薬物量の影響

t=0.05 
t=2.80柿

t=2.42* 
t=1.05 

困難な結果を示している。姿勢制御は予測的制

御(フィードフォワード制御)により平衡を保

つことと，感覚情報からのフィードバック制御

により平衡を保つことは別個のシステムとして

考えられている 17)。身体のバランスを制御する

際の感覚器官の役割は，体性感覚や視覚，前庭

覚からの入力を組織化することである。中枢神

経系には，たくさんの平衡を保つための感覚入

力が利用できるにも関わらず，姿勢定位に関す

る情報には一度にたった一つの感覚に依存して

実行されるc

視覚に関しては，特定の条件下で、Sc者の眼球

運動は健常者と比較して，劣ることがいわれて

いる。今回の視覚機能を評価するため用いられ

た刺激は奥行きの知覚であるo Sc者にはこの奥

行き知覚が劣ることが報告されており川，前景

板のみが身体の動揺に伴って傾斜しでもSc群の

被検者にはその情報が適切に捉えられなかった

可能性がある。視覚情報が適切にフィード、バッ

クされていないため，足底板は固定され，視覚

外乱のみを行った条件3では，対照群と比較して

わずかで、あるが，高いスコアとなった可能性が

考えられる。

Sc群の低い値を示した条件は全て，身体の動

揺と同期して足底板が傾斜し，足部体性感覚の

情報がマスキングされ，前庭機能を利用して平

衡を保たなければならない試行である。正常な

前庭機能は，正常な平衡感覚機能の発達が必須

である川。それゆえ，目と頭部の協応の不十分

さ，筋トーヌスの減少，重力に対する姿勢保持

の無力さ，空間における姿勢定位の不十分さと

し、った感覚運動の障害が生じていると，前庭機

能にも間接的にも影響することが考えられてい

る20)。疾患や，薬物療法の影響が直接前庭機能

の低下を及ぼしているかは明らかにできないが，

姿勢を制御する感覚情報のうち，前庭機能によ

るフィードパックを受けて平衡を保つ際，なん

らかの障害が生じて，平衡が保ちにくいことは

示唆された。
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精神分裂病患者のフィードフォワード制御に

よる予期的な姿勢制御に関しては明らかにされ

ていない。得られた結果は，バターンとしてフ

ログラミングされているフィードフォワード制

御の反応の乏しさとも推測される。しかし，こ

こでは全ての姿勢制御機構を解明できておらず，

言及するには至らなかった。

まとめ

今回，精神科デイケア施設に通所する精神分

裂病者11名の動的平衡機能をEquiTestを用いて

調査し，健常者で構成する対照群10名と比較し

た Sc群で、は足底板が動揺するような刺激に対

して平衡を保つことが困難となる結果を示した

また，その原因として視覚の外乱を加えたこと

によるものと，前庭覚からの感覚情報を有益に

利用することが困難な結果を示した精神分裂

病者の視覚機能は健常者ど比べて劣ることがい

われており，視覚的な外乱を加えた場合にも十

分に，その外乱刺激を認知できなかった可能性

がある:前庭機能に対しては，平衡機能との関

わりも考えられ，今回は充分な考察には至らな

かった

文献

1)基 弘.生活療法の復権.精神医学， 2b:8 

03-811 : 19~n. 

2) 上野武治，大宮司信，深沢孝克.精神科リ

ハビリテーションと「精神科作業療法J. 

精神神経学雑誌， 92:773-779，1990 

。厚生統計協会.厚生の指標， .11 (9) .国民

衛生の動向 1997，東京，厚生統計協会:

1 ;)9. 1997 

1)日本作業療法士協会編.作業療法白書199;):

1;)(特別号):日-:)1， 199b 

;))松本憲互，田上真二ほか.精神分裂病者の

感覚一運動訓練ク守ループの報告・ -SAi¥S

を導入して一.作業療法， 1:3 (特別号)

2b:3. 199.1 

b) 山田孝，石井良和ほか.長期入院精神分裂

病者に対する感覚統合アブローチの効果.

作業療法， 1 b (特別号) :219，1997 

7) 石井良和，山田孝ほか.長期入院精神分裂

病者に対する身体運動的活動の効果の検

討(その 2).作業療法， 1 b (特別号):219，19 

97 

- 77 -

広島県立保健福祉短大紀要 3 (1) 71 -78 1997 

8)毛東忠由，荻原喜茂.精神分裂病者の運動

能力についてーその作業療法における価

値一.作業療法， 9: 8.1-92， 1990 

9)美和千尋，植村博也，新宮尚人ほか.精神

分裂病患者の身体機能に及ぼす入院期間

および薬物量の影響.作業療法， 16: 280-

285. 1997 

10) 平尾一幸.精神分裂病の運動速度-簡易上

肢機能検査を使って一.作業療法， 5: 178-

179，1986 

11) Pakes， G， E : Halopelidol decanoate : Dosage 

and adiministration. in .Johnson DAW(ed) 

H孔lopelidoldecanoate and the treatment of 

chronic schizophrenia :¥ew York， ADIS 

103-105 

12)伊藤斉，藤井康男，開沢茂雄ほか.薬歴調

査システムによる向精神病薬の実態調査

に関する研究.精神薬療基金研究年報， 11 : 

236-241. 1985 

13)大熊輝雄，松江克彦，松岡洋夫ほか.各種

精神神経疾患患者にみられる追跡眼球運

動障害ど薬物の影響.精神薬療基金研究

年報， 16: 277-289， 1985 

11)ム¥ashner.L.M.，Peters..J，F. Dynamic postu-

rography in the halance disorders.¥leurologic 

clinics on diagnostic neurology and otoneurol-

0助"¥euroComlnternational Inc. 

15) 斉藤宏.姿勢保持のメカニズ、ム.総合リハ

ビリテーション， 2.1 (8) : b99-70:3， 1996 

1 b) 日trategy，EquiTest system operator' s m 

anual version 1. 0， Nt'uroCom lnternati 

-onal， F12， 1990 

17) Gahery， Y.， V1assion，.J.，じoordinationbetween 

posture and movement. Trends in :¥eurosci-

ence，l. 199-202. 1981 

18) 丹野義彦，町山るり子‘町山幸輝.精神分

裂病および家族における距離弁別障害一概

報結果の再検討臨床精神医学， 1:3: 817 

859， 198.1 

19) 矢部京之助ほか訳.姿勢と歩行の発達:21 

8-219，大修館書庖，東京， 19~B 

20) Kaga， K.，日uχuki .J.， Marsh R.， 1 n fl uence 

of 1礼byrinthinehypoactivity on gross 

motor development of infants，Annals of 

the ¥Jew Y ork academy of sc i ence， :31.1， 

112-:120， 1981 

21) Sen印 ryConditions， EquiTest system opera-

tor' s manual versionLO， !¥euroCom 



Bulletin of Hiroshima Prefectural College of Heal th and Welfare 3 (1) il-iH 199i 

Dynamic posturography in schizophrenic patients 

Tadaomi NISHIGAMI 

Department of Occupational Therapy， Hiroshima Prefectural College of Health and Welfare 

Abstract 

This study investigated how schizophrenic pat ients use scnsory inforrnation to kcep their balance 

when their balance is disturbed. The subjects of this study are clcven schiχophrerJIc pe孔 jents who 

attended a day care service in a psychiatric hospital孔ndtcn norm孔1controls for comparison.Thι-

Scnsory Organization Test of the EquiTest has six scnsory conditions that are uscd to expcrimental1y 

tes t how ppopl c孔daptto the sensory condi t i ons whi 1e main ta in i ng the posi tion. Resul ts showed that: 

(1) Schizophrenic patients do not maintain stabi 1 i ty whcn the support surface rotates wi th the 

body sway. 

(2)Schizophrenic patients rnake poor use of visual references and vestihular cues. 

The results showed the following: 

(1)1n general， schizophrenic patients have optical dcpth perception dysfunction.Therefore， they 

can not use optical stimuli provided in this tcst. 

(2) The deve lopment of the vestibular system is re 1 ated to equi li bri um func tion. The cause cou 1 d 

not be found in this study. 

Key words schizophrenia， equilibrium， postural control， sensory condi tions， occupational therapy 
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