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急性期の脳血管障害について 
～リスク管理と治療の基本～ 

2013年6月29日 

第1回 関東信越部会 理学療法士新人研修会 

 

           独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター    

           リハビリテーション科  理学療法士 田中裕人                                                             

発表を始める前に・・・ 

今回は脳血管障害のリハビリテーションというこ
とですが、前半部分はリスク管理について、後半
部分に治療の事についてお話ししたいと思います。 
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脳血管障害における 
急性期リハビリテーションとは 

急性期神経障害は、ペナンブラによって囲まれた回復
不能の神経群による。初期の回復は大脳皮質浮腫やイ
オン流動そして炎症過程の回復とそれに続いて起こる障
害を免れた神経ネットワークの再組織化であるといわれ
ている。よって急性期リハビリテーションは損傷された脳
組織の回復可能性を引き出すことを目的に、再組織化
を最大限に刺激することによって、発症直後から開始さ
れる重要な治療手段の一つである。 

 

Ⅰ.脳血管障害における急
性期リハビリテーションとは 

早期リハビリテーションの重要性 

 廃用症候群予防  （グレードA） 

 早期のＡＤＬ向上と社会復帰を図る（グレードA） 

 脳の再組織化 

 

脳中ガイドライン2009より 

Ⅰ.脳血管障害における急
性期リハビリテーションとは 

脳卒中ガイドラン２００９ 

 廃用症候群を予防し、早期のＡＤＬ向上
と社会復帰を図るために、十分なリスク
管理のもとにできるだけ発症後早期から
積極的なリハビリテーションを行うこと
が強く勧められる（グレードＡ）。その
内容には、早期座位・立位、装具を用い
た早期歩行訓練、摂食・嚥下訓練、セル
フケア訓練などが含まれる。 

Ⅰ.脳血管障害における急
性期リハビリテーションとは 
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発症後早期とはいつから？ 

 現在も様々な研究がなされており、明確にいつ
からとははっきりしていない。 

 ペナンブラの予後は２４時間以内に決まるとの
報告もあり、現在では２４時間以内に頭部拳上
、リハビリテーションを開始するか、２４時間
以降に開始するかが争点となっている。 

 

 

Ⅰ.脳血管障害における急
性期リハビリテーションとは 

あくまで全身状態を管理しながら 
SCU（Stroke Care Unit）が推奨されている 

脳梗塞巣周辺部のペナンブラ 

脳機能抑制 

ｴﾈﾙｷﾞｰ代謝は保たれる 

回復可能な組織 

Penumbra 

梗塞巣 

脳血流は血圧依存性に減少 

→ リハ時の低血圧が病巣の
病態を悪化させる可能性 

Ⅰ.脳血管障害における急
性期リハビリテーションとは 

血圧異常と血管系疾患 

９０ 

例えば血圧９０であったら 

正常者では脳血流量が保た
れているが、脳卒中患者で
は虚血になってしまう 

Ⅰ.脳血管障害における急
性期リハビリテーションとは 
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脳血管障害 

 脳梗塞 

 脳塞栓 

 脳出血 

 その他（クモ膜下出血、硬膜下出血、外傷性 等） 

 

 一言で脳血管障害といっても、それぞれの病態によ
ってリスク管理の方法は異なる 

Ⅰ.脳血管障害の基本  

   －1.脳血管障害のリスク  

脳梗塞のリスク 

血圧の低下は脳灌流を低下させ、虚血部分の不可逆的な障
害を引き起こす。 

このことが直接症状の改善を妨げ、さらに症状の悪化を引
き起こす可能性がある。 

 

 

 

 

Ⅰ.脳血管障害の基本  

   －1.脳血管障害のリスク  

血圧は高めにコントロール 

高すぎたり変動が大きいと出血性梗塞のリスクあり 
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脳出血のリスク 

再発例の多くは、一ヶ月以内で生じているとういう報告
があり、リハビリテーションを開始後も血圧の管理を十
分に行う必要がある。 

特に小・中血腫例では予後を悪化させる再出血の予防の
ためにも十分な降圧が必要である。 

 

 

 

Ⅰ.脳血管障害の基本  

   －1.脳血管障害のリスク  

血圧は低めにコントロール 

血腫吸収までは血圧が高いため降圧剤増量 

慢性期になると血圧が低下するため降圧剤減量 

クモ膜下出血のリスク 

脳血管攣縮を起こしやすい時期（４日～２週）は、厳密な
血圧管理が必要である。 

 

 

 

Ⅰ.脳血管障害の基本  

   －1.脳血管障害のリスク  

車いすなど離床訓練はこの時期を脱してから行う 

脳の部位別症状 

 被殻 

 視床 

 皮質下 

 小脳 

 脳幹 

 

Ⅰ.脳血管障害の基本 

  －2.画像からみる障害像とリスク 

被殻 

・脳内出血の60～65％を占める 

・障害部位の対側の運動麻痺、知覚障害が出現 

・被殻は錐体外路系だが、隣接する内包（錐体
路）を破壊しやすい 

 

予後不良因子 
①脳室穿破あり 

②血腫径3～4㎝以上 

③第三脳室偏位6㎜以上 

④上下への進展4㎝以上 

⑤鞍上槽や第三脳室の消失 

 

 

 

Ⅰ.脳血管障害の基本 

  －2.画像からみる障害像とリスク 

視床 

・障害部位と対側の運動麻痺、意識障害が出現 

・知覚求心路の中継地点であるため重度の知覚
障害が出現 

・第三脳室や側脳室に穿破しやすい 

・視床痛など特有の症状を呈することが多い 

 

予後不良因子 
①脳室穿破あり 

②血腫量10ml以上 

③血腫径3㎝以上 

④70歳以上 

⑤視床下部への進展 

Ⅰ.脳血管障害の基本 

  －2.画像からみる障害像とリスク 

皮質下 

・頭頂部に最も多く、次いで側頭葉、前頭葉、 
後頭葉に出血しやすい 

・出血部位の局所症状（前頭葉：共同偏視  運動
領野：単麻痺 後頭葉：皮質盲 etc…） 

・てんかん発作をきたしやすい 

 

Ⅰ.脳血管障害の基本 

  －2.画像からみる障害像とリスク 
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小脳 

・頭痛、目眩、嘔吐の三徴候をきたしやすい 

・障害部位と同側の運動障害（小脳症状）が出現 

・運動プログラムの障害 

Ⅰ.脳血管障害の基本 

  －2.画像からみる障害像とリスク 

脳幹（橋） 

・広範囲の障害は生命予後は不良で、四肢麻痺、意識障
害を呈し遷延性意識障害や寝たきりになることが多い 

・橋出血は男性に好発 

 

 

予後不良因子 
①脳室穿破あり 

②血腫量6ml以上 

③血腫径2.5㎝以上 

④四肢麻痺あるいは除脳硬直肢位 

⑤中枢性過高熱（発症時39度以上） 

⑥眼球正中固定 

Ⅰ.脳血管障害の基本 

  －2.画像からみる障害像とリスク 

本日のメニュー 

Ⅰ.脳血管障害における急性期リハビリテーションとは 

Ⅱ.脳血管障害の基本 
  －1.脳血管障害のリスク 
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    －2.血圧 

Ⅳ.予後予測について 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 
  －1.ベッドサイドでの評価 

  －2.ポジショニング 

Ⅵ.治療について(座位訓練) 

Ⅶ.まとめ 
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低酸素血症 正常 

昏睡等の意識障害および肝、心などの障害を示す 

パルスは末梢血の酸素と結合しているヘモグロビン量を測定している。 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

 －1.酸素飽和度（spo2） 

血圧調整機能に影響を及ぼす要因 

実践！早期離床完全マニュアル 2007 
日本離床研究会 より引用 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

 －2.血圧 

起立性低血圧① 

 起立性低血圧とは 
  １）起立負荷中の血圧の最低値が、収縮期血圧が３０ｍｍ

Ｈｇ以上の低下、あるいは拡張期血圧が１０ｍｍＨｇ以上の
低下 

 
  ２）起立負荷中にほぼ持続的に、収縮期血圧が２０ｍｍＨ

ｇ以上の低下、あるいは拡張期血圧が１０ｍｍＨｇ以上の低
下 

 
  3）立位負荷中の血圧の最低値が2）を満たしかつ立位に伴

って頭痛、頭重、あくび、倦怠感、肩こり、目眩感などの症
状が十数秒以上認められたとき 

 
  4）立位負荷中の血圧が一過性に2）を満たすが、持続的に

は満たさず、明らかな症状を伴わない時疑診とする 

 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

 －2.血圧 
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起立性低血圧② 

      起立性低血圧を起こしやすい症例 

理学療法 リスク管理マニュアル 第2版 2007 
聖マリアンナ医科大学付属リハビリテーション部
理学療法学科 より引用 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

 －2.血圧 

起立性低血圧③ 

長期臥床のため血圧調整機能自体の低下に加え、基礎疾患
による病態により起立性低血圧が生じやすい 

 

 

   

 
血圧・心拍数のチェックで原因が予測できる！！ 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

 －2.血圧 

起立性低血圧④ 

起立性低血圧を起こす原因と徴候 

非神経原性起立性低血圧 神経原性起立性低血圧 

原因 循環血漿量・静脈還流量の減少
によって起こる血圧低下は心肺
圧反射による血圧調整機能では
代償できない 

自律神経の異常により交感神経、迷
走神経の調整機能が低下し、血管収
縮、心拍数上昇が生じないため血圧
を維持できない 

徴候 収縮期血圧の低下、拡張期血圧
の上昇、心拍数の上昇 

収縮期、拡張期血圧低下、心拍数の
低下 

実践！早期離床完全マニュアル 2007 
日本離床研究会 より引用 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

 －2.血圧 

起立性低血圧④ －例えばー 

背臥位  BP120／50 P70 

         ↓ 

端座位  BP90／ 

収縮期血圧
30mmHgさがっ
た！！ 

すぐ臥位に戻す
の！？？ 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

 －2.血圧 

55 P100 

起立性低血圧⑤ 

血圧低下に伴う脳虚血症状 

生あくびがでる 

チカチカする 

頭重感 

吐き気、気分不快 

冷や汗 

目の前が白くなる、かすむ 

耳鳴り 

ボーッとする 

発語が減る、反応が遅くなる 

バランスが悪くなる、麻痺が悪化する 
 

 

 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

 －2.血圧 

起立性低血圧⑥ 

対処方法 

 静脈還流の滞りを防ぐ 

  ①食後しばらくの間は横臥する 

  ②下肢に弾性包帯、弾性ストッキングを使用する 

  ③腹帯を巻いて腹圧を上げる 

 起き上がる前に準備をする 

  ①起きる前に臥位のまま両下肢の運動を行う。 

  ②起きる前にベットから足だけを一分間おろし、その後起
こす（ダングリング）。 

 起き上がった時の活動を促す 

  ①起き上がった状態で、下肢筋を収縮するように運動する 

  ②会話を続ける。 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

 －2.血圧 
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血圧上昇の誘因と対策例 
血圧を上昇させる要因 対策例 

精神的要因 

ストレスがたまっている時 

不安な時 

恐怖心のある時 

興奮している時 

会話が弾んでいる時 

事前説明を十分に行う（今後の予定、プログラム
内容など） 

失敗体験を極力避けることを考えたプログラム 

症状が軽度であれば、排泄はﾄｲﾚで出来るよう
な配慮をする 

深呼吸をさせる 

運動負荷 

全身運動 

負荷の強い運動 

起立時の座面の高さを上げる 

負担の少ない歩行補助具を選択する 

こまめに休みを入れる 

排尿・排便が困難な状態 

排便時のいきみ 

医師・看護師による処置（カテーテル挿入、薬物
療法、摘便など） 

睡眠不足 日中の座位時間を確保する 

痛みを我慢している時 ポジショニング 

マッサージ・物理療法・薬物療法 

理学療法 リスク管理マニュアル 第2版 2007 聖マリアンナ医科
大学付属リハビリテーション部理学療法学科 より引用 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

 －2.血圧 

本日のメニュー 

Ⅰ.脳血管障害における急性期リハビリテーションとは 

Ⅱ.脳血管障害の基本 
  －1.脳血管障害のリスク 

  －2.画像からみる障害像とリスク 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

   －1.酸素飽和度（SPO2） 

    －2.血圧 

Ⅳ.予後予測について 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 
  －1.ベッドサイドでの評価 

  －2.ポジショニング 

Ⅵ.治療について(座位訓練) 

Ⅶ.まとめ 

     

予後予測 

予後予測を行うことで、患者に合わせたリハビリテーショ
ンを実施することができる。 

 

 

ＡＤＬ、機能障害、患者属性、疾患、社会背景をもとに機
能予後予測、在院日数、転帰先を予測し参考することが重
要。 

       （脳卒中治療ガイドライン グレードB） 

 

Ⅳ.予後予測について 

運動機能からみた予後予測① 

脳卒中患者の障害の構造研究１９８３ 二木 立より引用 

脳卒中早期リハビリテーション患者のbarthel indexの経時的変化 １９９５ 近藤克則 より引用 

Ⅳ.予後予測について 

運動機能からみた予後予測② 

脳卒中の予後予測 １９８７ 二木 立より引用 

Ⅳ.予後予測について 

運動機能からみた予後予測③ 

Ｃ－ＦＩＭ：ＦＩＭ認知項目 理学療法ジャーナル vol44.no2 2010 伊勢眞樹より引用 

Ⅳ.予後予測について 
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予後予測 

 様々な予後予測の文献がでているが、ガイドラ
イン上はグレードBにとどまっている。また「既

に検証の行われている予測手段を用いることが
望ましく、その予測精度、適応の限界を理解し
ながら使用すべきである」と記載されている。 

 

 予測はあくまで予測なので、セラピストがここ
までしか回復しないと決めつけずに、患者様の
能力を最大限に引き出すことが重要 

Ⅳ.予後予測について 

リスク管理のまとめ 

 早期リハビリテーションは廃用症候群予防や早
期ADL獲得と社会復帰で脳の再組織化のために重
要である。しかし発症初期では病態が不安定で
あるためリスク管理が必要となってくる。 

 リスク管理＝血圧管理ではなく、病態を把握し
、全体像を捉えて患者に合わせたリスク管理を
行う必要がある。 

 脳血流量自動調節脳の破綻は数カ月続くとも言
われており、意識レベルの変動、神経徴候の進
行などがないか、常にモニタリングしながら日
々の訓練を行う必要がある。 

 

本日のメニュー 

Ⅰ.脳血管障害における急性期リハビリテーションとは 

Ⅱ.脳血管障害の基本 
  －1.脳血管障害のリスク 

  －2.画像からみる障害像とリスク 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

   －1.酸素飽和度（SPO2） 

    －2.血圧 

Ⅳ.予後予測について 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 
  －1.ベッドサイドでの評価 

  －2.ポジショニング 

Ⅵ.治療について(座位訓練) 

Ⅶ.まとめ 

     

視診・触診 

意識レベル（JCS、GCS） 

  →普段より低下が見られた場合は新たな脳病変の可能 
性あり 

浮腫 

  →一側性に急に出現した場合はDVTの可能性あり 

皮膚 

  →うっ血、発赤が見られる場合は褥瘡の危険あり 

熱感 

  →熱発や炎症の可能性あり 

 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 

  －１ベッドサイドでの評価 

神経学的所見① 
（深部腱反射と筋緊張の関係） 

    深部腱反射   

  消失 

   

       出現（大胸筋腱反射から）   

   

 

 亢進 

筋緊張   

 弛緩 

   

   

軽度亢進     

 

亢進 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 

  －１ベッドサイドでの評価 

神経学的所見② 
（病的反射・クローヌス） 

病的反射、クローヌスどちらも、錐体路
障害で出現する 

 

 

※錐体路系→随意運動遂行の基本系 

 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 

  －１ベッドサイドでの評価 
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麻痺と筋緊張の関係 

完全麻痺、弛緩性（stageⅠ） 

            ↓ ←深部腱反射出現 

連合反応、痙性の出現（stageⅡ） 

↓ 

共同運動、痙性高度（stageⅢ） 

↓ 

分離運動、痙性の減弱（stageⅣ～Ⅴ） 

↓ 

協調性とスピードの回復、痙性の低下（stageⅥ） 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 

  －１ベッドサイドでの評価 

亜脱臼 

筋緊張異常により肩関節亜脱臼が起こりやすい 

（発生頻度は片麻痺患者の30～50％） 

 

 
筋緊張低下 

（肩甲帯・体幹から上腕骨に付着する筋群の麻痺） 

棘上筋、靱帯が伸張され上肢懸垂力が低下 

関節窩と上腕骨頭との位置不適合 

 亜脱臼 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 

  －１ベッドサイドでの評価 

ROM ex 

筋緊張の低下、亢進に関係なく、 

アライメントを整えてから行うことが大事 

  

過用、誤用につながってしまう 

 

痙性筋を持続伸張すると痙縮は低下する 
固有受容器への刺激入力になる 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 

  －１ベッドサイドでの評価 

ポジショニング 

急性期において症状が安定するまで安静を強いられる。不適
切な肢位をとると関節拘縮や末梢神経麻痺、褥瘡を併発する
可能性が高い。 

              

 

予防のため枕やクッションで良位保持を保つことが重要 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 

  －２ポジショニング 

ポジショニング 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 

  －２ポジションニング 

本日のメニュー 

Ⅰ.脳血管障害における急性期リハビリテーションとは 

Ⅱ.脳血管障害の基本 
  －1.脳血管障害のリスク 

  －2.画像からみる障害像とリスク 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

   －1.酸素飽和度（SPO2） 

    －2.血圧 

Ⅳ.予後予測について 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 
  －1.ベッドサイドでの評価 

  －2.ポジショニング 

Ⅵ.治療について(座位訓練) 

Ⅶ.まとめ 
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治療について 

 今回は時間もないので座位訓練に対する
私個人の考え方を紹介します。 

 

 セラピストそれぞれ考え方が違うので、
「こんな考え方もあるんだなぁ」ぐらい
に聞いてください。 

Ⅵ.治療について 

姿勢制御 

 姿勢制御はどのような姿勢や活動中でもバラ
ンス状態を維持、達成、復元する活動と定義
される。姿勢制御の手順は予測的な場合も反
応的な場合もあり、さらに固定された支持基
底面の場合も、支持基底面が変化する場合も
ある 

 A．Pollock et al 2000 

Ⅵ.治療について 

姿勢制御 

 姿勢制御とは予測的でもあり付属的でもあり
、フィードフォワードとフィードバック機構
の結果である。 

これは学習、経験と感覚入力によって影響さ
れる。 

 

 予測的制御が、四肢が動く前に先行して体幹
の固定筋群を活動させる 

Hodges a．Richardson 1997 
Hodges et al 2000 

Ⅵ.治療について 

適応と予測 

中枢からの指令 
肢節運動 姿勢の乱れ 

予期せぬ姿勢の乱れに対する
フィードバック 

姿勢調整（予測的姿勢制御） 
コアスタビリティ 

多裂筋、腹横筋、腹斜筋、骨
盤底筋群、横隔膜 

Ⅵ.治療について 

100ms以上
運動に先行 

予測的姿勢制御 
Anticipatory Postural Adjustments（APAs） 

 運動実行中の身体や身体分節をより安定させ
る作用。 

 予測性によるものである。これらはいかなる
フィードバックも必要としない。 

 フィードバック反応によって修正を受ける。 

 過去の経験に基づく学習された活動である 

Ⅵ.治療について 

予測的姿勢制御 
Anticipatory Postural Adjustments（APAs） 

 上肢のリーチと反対側の体幹筋活動は、同側
の体幹筋よりも早く活動を始める。反対側、
同側のどちらもが四肢の運動に対して姿勢コ
ントロールの役割をになっている。 

 脊柱を固くするということではない 

Ⅵ.治療について 
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予測的姿勢制御 
Anticipatory Postural Adjustments（APAs） 

 APAsには網様体脊髄システムが関与している 

 網様体脊髄路は運動前野や補足運動やからの
投射を受けている 

 腹内側経路は大脳皮質、脳幹を起始とするが
、脳幹、小脳から入力を受け、特に近位筋（
体幹筋）および伸筋（抗重力筋）を支配して
いる。 

 姿勢制御に重要な役割を担うと同時に随意運
動に先行する姿勢制御に関わる。 

Ⅵ.治療について 

姿勢制御と神経メカニズム 

Ⅵ.治療について 

臨床神経学49巻6号 高草木 薫 より引用 

脊髄下降システム 

腹内側系 背外側系 

橋網様体脊髄システム 皮質脊髄システム 

前庭脊髄システム 赤核脊髄システム 

延髄網様体脊髄システ
ム 

皮質延髄網様体脊髄シ
ステム 

視蓋脊髄システム 

間質核脊髄システム 

Ⅵ.治療について 

脊髄下降システム 

腹内側システム 背外側システム 

脊髄の内側部を走行 
トーンと姿勢を作る 
体幹筋、近位筋を支配 
主に両側性に終止 

脊髄外側部を走行 
目標に関連した運動 
近位筋、末梢筋を支配 
ほぼ上肢に集中 

姿勢コントロール 随意運動 

Ⅵ.治療について 

連合反応 

 正常な姿勢が適切に取れない状況で抗重力運
動の結果として起こる典型的なパターン 

 

 姿勢制御の喪失に対する中枢神経系からの反
応 

Ⅵ.治療について 

まとめると 

 四肢を随意的に、機能的に使用するためには
中枢部（特に体幹）の機能が非常に重要にな
ってくる 

 

 中枢部を機能的に働かせるということはただ
固めて保持できていればよいということでは
ない 

 

 健常者は固定する部位を動作ごとに変更した
り、固定しながら動かすことができる 

Ⅵ.治療について 
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体幹の促通 
今回は座位訓練を中心に 

 １．体幹の安定性を高める 

 ２．骨盤の選択的な動き 
  体幹を後方へ傾ける練習 

 ３．骨盤の選択的な動き 
  体幹伸展を伴う前方への重心移動 

 ４．側方への重心移動 

＊臥位や座位になると傾眠してしまう人や、意識レベ
ルが低い人は抗重力位（立位）で脳へ刺激を入れると
ころから始めるべき 

 

Ⅵ.治療について 

１．体幹の安定性を高める 

 臥位、座位、立位と様々な肢位での方法があ
る。（患者に合わせてどの肢位で促通するか
決める） 

 座位で骨盤を起こした姿勢（アップライトな
姿勢）で保持できるようにしたい。 

 非麻痺側上肢・下肢で突っ張ってしまう人は
支持基底面を広げたり、足底を浮かすなどの
方法もある 

Ⅵ.治療について 

２．骨盤の選択的な動き 
  体幹を後方へ傾ける練習 

 アップライトな姿勢から骨盤前傾を促す（重
心前方移動）だけでは分離は不十分 

 まずはアップライト⇔後傾を練習させ、次に
前傾までを練習 

 重心移動で体幹がついてきてしまう人はほぼ
骨盤の選択的な動きが出来ていない。 

 骨盤の選択的な運動が可能になると座位で機
能的に上肢を使用できる（座位保持に上肢を
使用しなくなる→ADL向上）  

 

Ⅵ.治療について 

３．骨盤の選択的な動き 
体幹伸展を伴う前方への重心移動 

 
 前方へ重心移動させるには骨盤が前傾する必
要がある 

 体幹前傾時に肩甲骨が内転位に保持される能
力が必要 

 Coreを働かせながら重心移動が出来るように
する 

 前方へ重心移動した際にBOSが狭くなってほ
しい→起立につながる 

Ⅵ.治療について 

４．側方への重心移動 
 

 機能的に使用できるようにするためには骨盤
が起きた状態（アップライトな状態）で左右
に動く必要がある 

 重心移動の反対側の骨盤の荷重量の減少 

Ⅵ.治療について 

動画 
 

Ⅵ.治療について 
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本日のメニュー 

Ⅰ.脳血管障害における急性期リハビリテーションとは 

Ⅱ.脳血管障害の基本 
  －1.脳血管障害のリスク 

  －2.画像からみる障害像とリスク 

Ⅲ.バイタルサインの基本 

   －1.酸素飽和度（SPO2） 

    －2.血圧 

Ⅳ.予後予測について 

Ⅴ.ベッドサイドで行っていること 
  －1.ベッドサイドでの評価 

  －2.ポジショニング 

Ⅵ.治療について(座位訓練) 

Ⅶ.まとめ 

     

まとめ 

 脳卒中のリハビリでは体幹（中枢部）を機能的
に使用できるようにすることが重要である。 

 

 患者に合わせて治療ポジションを選択し、時間
配分を考えたプログラムを考えることが大事。 

 

Ⅶ.まとめ 

終わりに 

新人の皆さんはわからないことだらけで不安に思
うことも多いと思います。しかし、患者様からし
たら一人の先生であり、新人かどうかは関係あり
ません。 

新人だからしょうがないと考えるのではなく、わ
からないことは勉強するなり、先輩達に聞くなり
してください。 

先輩たちは快く！？教えてくれるはず 

ご清聴ありがとうございました 


