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本日の内容 

What’s BESTest ?? 

 

BESTestを用いた研究の到達点 

 

症例紹介 



Balance Evaluation Systems Test (BESTest) 

FB Horak et al, Phys Ther. 2009 

Balance 

システム理論に基づいて考案された評価法 
バランス障害に対する治療介入方針を明確化 

６つのセクション 
 

36個の動作課題 
 

0-3点の合計108点 



BESTestはすべての姿勢制御に関する要素を有する
唯一の評価指標である 



BESTestはすべての姿勢制御に関する要素を有する
唯一の評価指標である 



I 生体力学的制約 

＜Components＞ 

・支持基底面 

・体重心のアライメント 

・足関節の筋力と可動域 

・股関節／体幹側方筋力 

・床での座り立ち 

股関節・足関節の弱化、姿勢アライメントの調節 
Parkinson diseaseやフレイルで弱化しやすい 

Horak et al, Phys Ther. 2009 望月久, 理学療法 湖都. 2014 



II 安定限界 

＜Components＞ 

・垂直座位と側方傾斜 

・ファンクショナルリーチ（前方・側方） 

感覚障害、頭頂葉領域のCVAにより 
姿勢アライメント調節や身体傾斜が不安定になる 

Horak et al, Phys Ther. 2009 望月久, 理学療法 湖都. 2014 



III 姿勢変化-予測的姿勢制御 

＜Components＞ 

・座位からの立ち上がり 

・つま先立ち 

・片脚立位 

・交互の段差ステップ 

・立位での上肢挙上 

補足運動野・基底核・脳幹の相互作用 
step initiation / rapid arm movementsで不安定になる 

Horak et al, Phys Ther. 2009 望月久, 理学療法 湖都. 2014 



IV 反応的姿勢制御 

＜Components＞ 

・定位置での反応（前後） 

・バランスを補償するためのステップ修正（前後左右） 

遅延：ニューロパチーや重症筋無力症 
反応減弱：Parkinson disease 

過剰反応：Ataxia 

Horak et al, Phys Ther. 2009 望月久, 理学療法 湖都. 2014 



V 感覚機能 

＜Components＞ 

・バランスのための感覚統合 

・傾斜（閉眼） 

前庭系・感覚統合領域のpathwayの欠落 

Horak et al, Phys Ther. 2009 望月久, 理学療法 湖都. 2014 



VI 歩行安定性 

＜Components＞ 

・平面歩行 

・歩行速度の変化 

・歩行中の頭部回旋（水平面） 

・歩行でのピボットターン 

・障害物またぎ 

・TUG 

・TUG with Dual Task 

脊髄性のLocomotorと脳幹の姿勢感覚運動プログラム 
二重課題 

Horak et al, Phys Ther. 2009 望月久, 理学療法 湖都. 2014 



徐々に増えつつあるが… 

PubMedに掲載されているBESTest 論文数 (2018/11/10 アクセス) 

日本人著者の英語論文は 
2018年の1編のみ 



先行研究 

転倒予測 

地域在住中高年者183名 

70
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転倒群 非転倒群 

% 

セクションIII（APAs）は 
転倒群で有意に低値 

加藤ら，2014 

歩行自立判定 

転倒予測 

回復期患者（CVA・骨折・廃用）69名 
歩行見守り～自立者 
 Cut off：72.0% AUC：0.899 
 感度：87.9% 特異度：88.9% 

長谷川ら，2017 

宮田ら，2016 

回復期患者（CVA・骨折）57名 
歩行見守り～自立者 
 Cut off：71.3% AUC：0.702 
 感度：80.9% 特異度：60.0% 

要素間の関連 

FAC 
 

MWS 
 

TUG 

セクションI セクションV 

宮田ら，2017 

セクションI・VとFAC・MWS・TUGに
中等度の有意相関あり 

症例報告 

宮田ら，2012 

小脳梗塞1例に対してBESTestを用いた評価、介入 



自験例 

回復期脳卒中患者14名（脳梗塞6名、脳出血6名、その他2名） 

天井効果を補正した値（BESTest effectiveness） ref) Koh GCH et al, BMJ Open.2013 

（退院時BESTest score – 入院時BESTest score） 
 

（ A – 入院時BESTest score） A：各項目の最高得点 

Wilcoxonの符号付き順位検定 
＊：p=0.001 

BESTestの評価結果に基づいた Task specific exercise 

筋力（麻痺側）* 筋力（非麻痺側）* CWS* MWS*

(kgf) (kgf) (m/s) (m/s)

入院時 13.8 17.9 3.1 0.83 1.00 63.6

退院時 17.9 22.2 4.7 0.96 1.23 85.2

FIM-M*FAC*

Wilcoxonの符号付き順位検定 ＊：p<0.05 

I 

•ROM-ex 
•抗重力
筋の筋
力増強
ex 

II 

•重心移
動ex 

•リーチex 

III 

•棒体操 
•重錘負
荷によ
る四肢
筋力増
強ex 

IV 

•ステップ
ex 

V 

•バランス
マット上
の立位
保持ex 

VI 

•歩行速
度変化 

• Stop 
and go 

exerciseの一例                          ref) 望月久, 理学療法 湖都. 2014 



BESTestのLimitation 

・認知面を見ている評価が1つ(TUG with Dual Task)しかない 

・要素間の関連は不明   

・Ⅰ・Ⅱの信頼性が低い  

・評価時間が長い  → Mini-BESTest、Brief-BESTest 
 

・介入に対する感度は不明 
バランス障害が1つとは限らず、代償・経験・モチベーションにも依存
する 

バランス障害に対する評価 → 介入の難しさ 

FB Horak et al, Phys Ther. 2009 



80歳代女性 脳梗塞(左放線冠) 

・反応的姿勢制御能力の向上から、歩行安定性の向上へ 
・stop and go課題などを中心に実施 

運動麻痺 膝伸展筋力 筋緊張 深部腱反射 感 覚 ADL バランス

BRS 麻痺側 / 非麻痺側 (kgf) mAS( GC / Ham ) DTR / ATR 表在 / 深部 FAC CWS / MWS (m/s) FIM-M BESTest(%)

入院時 V - V - V 14.1 / 23.9 1+ / 0 ++ / ++ Normal 3 0.53 / 0.75 57 57.4

退院時 VI - VI - VI 16.5 / 26.4 1 / 0 ++ / ++ Normal 5 0.88 / 1.06 84 86.1

歩行能力

第28病日：当院回復期入院 第71病日：自宅退院 



・複雑な課題ではなく、歩行練習を中心に実施 
・なるべく単純課題を多めに取り入れ、活動量UP 

運動麻痺 膝伸展筋力 筋緊張 深部腱反射 感 覚 ADL バランス

BRS 麻痺側 / 非麻痺側 (kgf) mAS( GC / Ham ) DTR / ATR 表在 / 深部 FAC CWS / MWS (m/s) FIM-M BESTest(%)

入院時 V - V - V 8.4 / 9.2 0 / 1+ ++ / ± 精査困難 2 0.43 / 0.45 29 18.5

退院時 VI - VI - VI 16.0 / 21.7 0 / 0 + / + 精査困難 4 1.11 / 1.24 84 37.0

歩行能力

70歳代男性 脳出血(右前頭葉皮質下) 

第45病日：当院回復期入院 第113病日：自宅退院 



評価結果を「見える化」する 

評価結果のスコア化と 
各要素の説明(簡単に) 

レーダーチャートで 
視覚的に見える化する 

評価結果を基に 
推奨される練習内容の提示 

結果と介入内容の決定を 
患者とともに共有する 



Take Home Message 

バランス障害の質を評価するためには、その
構成要素を押さえて障害部位を見極めていく
必要がある 

 

BESTestは評価→解釈→介入へと論理的につ
なげやすい特徴がある 

 

今後は重症例の評価の妥当性の検証や、評価
結果の見える化を通して、患者へのフィード
バック資料としての活用が望まれる 
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