
あと、今登録制にはなってしまいまし
たが、メチルフェニデートの徐放剤も
使います。グアンファシンというノル
アドレナリンのαアゴニストが実は入
眠にもいいし、ADHDにもいいです。
　池脇　なかなか一般医には難しいで
すが、基本的には睡眠障害を抜け出し
て、うまくいけば、薬もやめていくの
でしょうか。
　星野　もちろんそうです。大人もそ
うですが、覚醒が主で睡眠は結果なの
で、覚醒がうまくいって、とにかく動

けるようになれば自然に寝られる。一
般の開業医は、もちろん今の薬剤を使
うのは難しいですが、睡眠が大事だと
いうことを、保護者の方、子どもたち、
中高生に指導していただけるとたいへ
んありがたいです。
　池脇　お子さんの場合は、本人だけ
ではなく、家族全体で対処するのです
ね。
　星野　全くそのとおりです。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

脳卒中対策の最新情報（Ⅵ）

藤田医科大学リハビリテーション医学Ⅰ講座主任教授
大　高　洋　平

（聞き手　大西　真）

脳卒中のリハビリテーション

　大西　脳卒中のリハビリテーション
というテーマでお話をうかがいます。
　脳卒中の後、なるべく急性期にリハ
ビリを開始するのが今の流れではない
かと思いますが、まず急性期リハビリ
を中心にお話をうかがえたらと思いま
す。
　大高　以前は起こすといろいろな問
題があるということで、起こすことに
抵抗があった時代もあったのですが、
基本原則として、最近はできるだけ早
くから離床していくのが常識になって
います。それは、寝ていることによっ
て起こる様々な合併症、簡単に言うと、
寝たきりになっていると筋力が低下し
てしまいますし、もちろん骨ももろく
なってきます。もう少し急性の病態で
すと、DVTとか、そういった問題もど
んどん起こってきますので、できるだ
け早期に動かすのがスタンダードにな
っています。
　細かいエビデンスで言いますと、最
近、AVERT Ⅲという大きな世界的な
多施設共同研究が「ランセット」に出

たのですが、24時間以内にベッドから
出るようなことをするプログラムと通
常プログラムを比べたらあまり差がな
かったというか、むしろそっちのほう
が悪かったというデータが出まして、
超早期のリハビリテーションには少し
議論があります。メッセージとして大
事なのは、その人に合ったプログラム
で離床を進めていくということかと思
います。その辺のエビデンスはこれか
らまたいろいろ集積されていくと思い
ますが、原則は寝ていることの弊害よ
りは、動かすことのほうが大事なので、
その人に合ったプログラムでできるだ
け早くということだと思います。早く
といっても24時間以内というのはなか
なか難しいのですが。
　大西　３日以内とか言いますね。
　大高　そのぐらいであればいいので
はないかと個人的には考えています。
　大西　個々の患者さんによってだい
ぶ対応が違うと思いますけれども。
　大高　全然病態が違います。
　大西　具体例として、最初にはどの
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ていただけますか。
　大高　おっしゃるとおりで、装具の
最新版がロボットと考えていただいて
いいと思います。今申し上げた長下肢
装具ですと振り出しを犠牲にしている
のです。けれども、短下肢装具になる
と今度は支えを犠牲にしてしまうとい
うか、膝折れしてしまうのです。その
間をシームレスにするのが今、ロボッ
ト技術でできるようになっています。
私どもでトヨタ自動車と共同開発させ
ていただいたウェルウォークというロ
ボットがあるのですが、まさにそれは
長下肢装具から短下肢装具への流れを
シームレスに作っていきます。コンセ
プトは助けすぎないということです。
ご本人が歩行を学習する過程を邪魔し
ないでほしいということで、助けすぎ
てしまうと、結局自分が楽してしまう
ので、ぎりぎりの難易度で進める。そ
ういうのを助けるロボットができてい
ます。
　大西　素晴らしいですね。
　大高　このウェルウォークだけでは
なくて、今、国際学会へ行きますと、
リハビリテーションロボットがすごく
たくさん出ています。世界中でいろい
ろなものが開発されています。
　大西　上肢の機能障害に対してはど
のようにリハビリの対応をされている
のでしょうか。
　大高　基本的な考え方は、リハビリ
は個体の中のシステムで解決するとい

うのがユニークなアプローチです。こ
れはどういうことかというと、例えば
右の片麻痺があって、重度だった場合
に、左手がうまく機能すれば日常生活
はできるようになるのです。ですから、
まずはその前提は押さえた上で、最近
は機能障害自体もいろいろなことをや
ると伸びしろがあることがわかってき
ています。その中で一番有名なのがCI
療法というもので、これは非麻痺側を
使わないように少し拘束したりして、
麻痺の側を強制的にというか、積極的
に使うように促して機能回復を得る。
この療法は、かなりエビデンスレベル
が高くて、世界中でいろいろモディフ
ァイされたものも含めて、日本でもそ
うですが、広く行われるようになって
います。
　大西　ほかにも何か工夫はあります
か。
　大高　また、MITで作られたインモ
ーションというロボットが、最初に 
「ニューイングランドジャーナル」で
手の機能、リーチのタスクですが、こ
の機能をよくすることが証明されて以
降、いろいろなロボットができました。
完全に今のリハビリに置き換わるわけ
ではないのですが、一緒に使うと機能
が回復していくことがわかっています。
　大西　ロボットならではのメリット
のようなものもあるのでしょうか。
　大高　ロボットにしかできないタス
クというのもありますし、一つは時間

ようなリハビリをされますか。
　大高　急性期と、この後話す回復期
の根本的な差異は能動性の部分です。
急性期は重症から軽症までいらっしゃ
いますけれども、基本的には自分で動
くのが辛い状態にある方たちです。そ
うなりますと、治療者側が動かしてあ
げることが中心になります。患者さん
はどちらかというと受け身のことが多
い。ですので、関節をやわらかく保っ
たり、ベッドサイドに腰掛けたり、も
ちろん立ち上がって歩くことができる
人もいます。その人の状況に応じて行
うのですが、どちらかというと寝たき
りにしない、寝させないというのが基
本コンセプトになるかと思います。
　大西　ある程度やってから、徐々に
回復期のリハビリになると思いますが、
どのように持っていったらよいのでし
ょうか。
　大高　実はわりと軽症な方は回復期
に行かなくても在宅復帰されている方
が多いのです。けれども、残念ながら
代表的なものでいえば半身の麻痺、片
麻痺のような障害が残ってしまったり、
嚥下障害や失語症、高次脳機能障害、
そういったものが残った場合は、いわ
ゆる回復期リハビリテーション病棟と
いうものが今はあります。それは2000
年から始まった病棟の制度ですが、今
だとだいたい多くの病院が365日、毎
日リハビリをして、１日に最大で保険
では３時間まで見ていられるので、高

密度、高強度で行います。いろいろな
障害があるので、チームを組んでやっ
ていくことになります。どのように回
復期に進めていくかですが、急性期の
症状で判断されて、さらにリハビリが
必要な人がそういうところへ紹介され
て行くことが多いです。結果論的なと
ころですが、だいたい平均すると４週
ぐらい、そういった病棟へ行って集中
的なリハビリを受けるのが標準的な流
れではないかと思います。
　大西　歩行障害が重要になると思い
ますが、どのように対応されているの
でしょうか。
　大高　歩行障害も重症度によります
が、例えば一番重い完全麻痺の場合を
想定しますと、まずは立って抗重力位
をとる、立位をとるのが基本的に大事
なことになります。重度の場合は股関
節近くまである長下肢装具というのを
作ります。それでまず立位が成立する
ことを前提として作り上げて、振り出
しのほうはどうしても犠牲になってし
まうのですが、とにかく立位を作って
歩行練習を始めます。振り出しが出て
きたり、体幹がしっかりしてきたら、
短い短下肢装具という膝下の装具を使
って、その人の状況に合わせて進めて
いくのがスタンダードな方法だと思い
ます。
　大西　いろいろな装具が工夫された
り、ロボットなども使われていると聞
いているのですが、そのあたりを教え
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ていただけますか。
　大高　おっしゃるとおりで、装具の
最新版がロボットと考えていただいて
いいと思います。今申し上げた長下肢
装具ですと振り出しを犠牲にしている
のです。けれども、短下肢装具になる
と今度は支えを犠牲にしてしまうとい
うか、膝折れしてしまうのです。その
間をシームレスにするのが今、ロボッ
ト技術でできるようになっています。
私どもでトヨタ自動車と共同開発させ
ていただいたウェルウォークというロ
ボットがあるのですが、まさにそれは
長下肢装具から短下肢装具への流れを
シームレスに作っていきます。コンセ
プトは助けすぎないということです。
ご本人が歩行を学習する過程を邪魔し
ないでほしいということで、助けすぎ
てしまうと、結局自分が楽してしまう
ので、ぎりぎりの難易度で進める。そ
ういうのを助けるロボットができてい
ます。
　大西　素晴らしいですね。
　大高　このウェルウォークだけでは
なくて、今、国際学会へ行きますと、
リハビリテーションロボットがすごく
たくさん出ています。世界中でいろい
ろなものが開発されています。
　大西　上肢の機能障害に対してはど
のようにリハビリの対応をされている
のでしょうか。
　大高　基本的な考え方は、リハビリ
は個体の中のシステムで解決するとい

うのがユニークなアプローチです。こ
れはどういうことかというと、例えば
右の片麻痺があって、重度だった場合
に、左手がうまく機能すれば日常生活
はできるようになるのです。ですから、
まずはその前提は押さえた上で、最近
は機能障害自体もいろいろなことをや
ると伸びしろがあることがわかってき
ています。その中で一番有名なのがCI
療法というもので、これは非麻痺側を
使わないように少し拘束したりして、
麻痺の側を強制的にというか、積極的
に使うように促して機能回復を得る。
この療法は、かなりエビデンスレベル
が高くて、世界中でいろいろモディフ
ァイされたものも含めて、日本でもそ
うですが、広く行われるようになって
います。
　大西　ほかにも何か工夫はあります
か。
　大高　また、MITで作られたインモ
ーションというロボットが、最初に 
「ニューイングランドジャーナル」で
手の機能、リーチのタスクですが、こ
の機能をよくすることが証明されて以
降、いろいろなロボットができました。
完全に今のリハビリに置き換わるわけ
ではないのですが、一緒に使うと機能
が回復していくことがわかっています。
　大西　ロボットならではのメリット
のようなものもあるのでしょうか。
　大高　ロボットにしかできないタス
クというのもありますし、一つは時間

ようなリハビリをされますか。
　大高　急性期と、この後話す回復期
の根本的な差異は能動性の部分です。
急性期は重症から軽症までいらっしゃ
いますけれども、基本的には自分で動
くのが辛い状態にある方たちです。そ
うなりますと、治療者側が動かしてあ
げることが中心になります。患者さん
はどちらかというと受け身のことが多
い。ですので、関節をやわらかく保っ
たり、ベッドサイドに腰掛けたり、も
ちろん立ち上がって歩くことができる
人もいます。その人の状況に応じて行
うのですが、どちらかというと寝たき
りにしない、寝させないというのが基
本コンセプトになるかと思います。
　大西　ある程度やってから、徐々に
回復期のリハビリになると思いますが、
どのように持っていったらよいのでし
ょうか。
　大高　実はわりと軽症な方は回復期
に行かなくても在宅復帰されている方
が多いのです。けれども、残念ながら
代表的なものでいえば半身の麻痺、片
麻痺のような障害が残ってしまったり、
嚥下障害や失語症、高次脳機能障害、
そういったものが残った場合は、いわ
ゆる回復期リハビリテーション病棟と
いうものが今はあります。それは2000
年から始まった病棟の制度ですが、今
だとだいたい多くの病院が365日、毎
日リハビリをして、１日に最大で保険
では３時間まで見ていられるので、高

密度、高強度で行います。いろいろな
障害があるので、チームを組んでやっ
ていくことになります。どのように回
復期に進めていくかですが、急性期の
症状で判断されて、さらにリハビリが
必要な人がそういうところへ紹介され
て行くことが多いです。結果論的なと
ころですが、だいたい平均すると４週
ぐらい、そういった病棟へ行って集中
的なリハビリを受けるのが標準的な流
れではないかと思います。
　大西　歩行障害が重要になると思い
ますが、どのように対応されているの
でしょうか。
　大高　歩行障害も重症度によります
が、例えば一番重い完全麻痺の場合を
想定しますと、まずは立って抗重力位
をとる、立位をとるのが基本的に大事
なことになります。重度の場合は股関
節近くまである長下肢装具というのを
作ります。それでまず立位が成立する
ことを前提として作り上げて、振り出
しのほうはどうしても犠牲になってし
まうのですが、とにかく立位を作って
歩行練習を始めます。振り出しが出て
きたり、体幹がしっかりしてきたら、
短い短下肢装具という膝下の装具を使
って、その人の状況に合わせて進めて
いくのがスタンダードな方法だと思い
ます。
　大西　いろいろな装具が工夫された
り、ロボットなども使われていると聞
いているのですが、そのあたりを教え
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遅れがないリスポンス、定量的な評価
とフィードバックなどたくさんの利点
があります。それから、バーチャルリ
アリティとか、オーグメンテッドリア
リティを使って楽しいリハビリができ
るというのが非常にメリットです。あ
とは精緻なデータが蓄積されるので、
将来的に標準的なリハビリにつながる
という意味でもメリットはあると考え
ています。
　大西　もう一つ重要なテーマが嚥下
障害ですが、このあたりはどのように
リハビリを進められるのでしょうか。
　大高　嚥下はとても大事で、今サル
コペニアとか、いろいろなことが言わ
れていますが、脳卒中でも栄養をいか
に取るかが大事です。もう一つは食べ
る喜びは非常に大事で、欠かせない部
分です。基本的な評価をまずはしっか
りするということです。これはベッド
サイドで簡便な、唾液を30秒間に何回
飲めるかというものや、少量の水を飲
んだらどうかというものから、少しし
っかりした検査としてはX線で造影剤
入りの液体や食物を用いて飲み込みを
評価します。また嚥下内視鏡検査など
ベッドサイドで可能な検査もあります。
そしてしっかり評価したうえ、これも
ほかのリハビリと基本的には一緒です

が、難易度をしっかり調整して、その
方の一番いい状態で、食形態や姿勢、
食べ方を規定して、徐々にステップア
ップしていくのが大事だと思います。
　大西　いろいろな研究がされている
と思うのですが、電気刺激や磁気刺激
などの話をうかがったことがあります。
何か将来展望のようなものはあります
か。
　大高　磁気刺激、電気刺激はまとめ
ていわゆるNeuro modulationというの
ですが、末梢も中枢も、いろいろなこ
とが試みられているので、期待できる
分野ではないかと思います。まだエビ
デンス的にいろいろ定まっていないと
いったことがあるので、科学的にはも
う少し検証が必要だといわれています
が、次のブレークスルーがそういうと
ころから出てくる可能性はあると思っ
ています。
　大西　ロボットが活用されたり、か
なり進歩していく余地がありますね。
　大高　先生がおっしゃるとおり、し
かも今、どれとどれを組み合わせたら
より加速するかが行われています。
　大西　AIなども利用されるのでしょ
うね。
　大高　そうですね。
　大西　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅵ）

東京都済生会中央病院副院長
星　野　晴　彦

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　地域医療連携、脳卒中関連で
すけれども、東京を代表とした大都市
での連携ということでお話しいただき
ます。
　これは、かなり歴史のあることなの
でしょうね。
　星野　そうですね。脳梗塞の治療の
一番大きな転換点は2005年に始まった
t-PAですね。t-PAを使うためには、脳
梗塞患者さんで発症から当時は３時間
以内に薬が打てるようにしなくてはい
けないので、脳梗塞を発症した人をい
かに専門病院に早く的確に運ぶかが一
番問題になりました。
　t-PAが使えるようになった直後は、
東京都内はたくさん大きな病院があっ
て、救急隊もどこでできているかが正
確に把握できないこともあって、最初
は非常に混乱していたのです。しかし、
2008年に東京都の保健医療計画の中で、
４疾病５事業の中に脳卒中が出てきて
から、東京都が脳卒中医療連携協議会
というものをつくってくださいました。
その脳卒中医療連携協議会の大きな課

題が２つあったのですが、１つは急性
期の医療体制、脳卒中の医療体制をき
ちんとつくる。もう１つは、急性期か
ら回復期への次の後方の連携というも
のでした。１つ目の急性期の連携をつ
くるということでいろいろ工夫しても
らいました。
　当時は二次医療圏の中でt-PAが打て
る病院を必ず確保しようと、最初の段
階のときにはカレンダーをつくり、何
日はどこの病院がt-PAが打てる、打て
ないとか、救急隊がそのカレンダーを
持つことで脳卒中の中でt-PAが適応に
なりそうな人はそこに運ぶということ
を行っていたのです。協議会の中で最
初の頃から話は出ていたのですが、東
京都には急性期の病院には必ず消防庁
の端末が来ていて、例えば外科の治療
ができるとかできないとか、常にリア
ルタイムに○・×が出るシステムがあ
りました。そこに脳卒中の中でもt-PA
が打てる、脳卒中のA選定という名前
になっていますが、あるいは打てない
けれども脳卒中は診られるというBで

脳卒中の地域医療連携
（1）東京での取り組み
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