
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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　齊藤　t-PAが非常に重要といわれま
すが、t-PAの実施率は現段階ではそん
なに高くないのですね。
　星野　全国平均で５％とよくいわれ
ていますが、10％近くまでやっている
施設も確かにあります。患者さんに早
く救急車を呼んでいただくことが大事
なのですが、まず救急隊の人がそうい
うところにすぐに運べるシステムをつ
くることはすごく大事です。東京都で
最初始めたときに救急隊の人が病院を
探すことがないようにする、すぐにわ
かるようにすることが情報としては非
常に重要だったと思うのです。血管内
治療も一緒で、どこだったらすぐにで
きるかがわかると、いろいろ探す手間、
時間のロスがなくなりますので、そう
いう意味で体制をきちんとつくってい
くことが大事だと思います。
　齊藤　ということは、まずは早く救
急車を呼ぶという意味では、患者さん
の家族への教育があるでしょう。たま
たまかかりつけ医に相談があった場合
には、そのかかりつけ医の対応として
はどうしたらいいでしょうか。
　星野　脳卒中らしいという電話がか
かってきたときには、すぐに救急車を
呼んでくださいとお話ししていただき
たいと思います。さっき言ったように、
救急隊はこの近くだったらどこに運ぶ
べきであるかが全部わかっています。
かかりつけ医が、とりあえず一度来て
くださいというと、どんどん時間がた

っていってしまいます。少なくともt- 
PAは4.5時間以内でないと打てません
ので、そうすると3.5時間ぐらいまでに
病院に来てくださらないといけない。
病院の中でもいろいろなことをしない
といけないですから、本当に１分１秒
でも早く病院に行かせるということを
徹底していただくのが一番大事かと思
います。
　齊藤　その辺の患者さん教育、例え
ば高血圧の患者さんを診ていた場合に、
そういうことをお話ししておいていた
だくといいかもしれないですね。
　星野　心筋梗塞は胸が痛いのですぐ
わかるのですが、脳卒中の場合は神経
症状ですね。一番簡単なのは片麻痺と
か、麻痺が出ればすぐわかりますが、
例えば半盲とか、めまいとか、いろい
ろ複雑な症状が出てくるので、それで
かかりつけ医に相談することがあると
思うのです。かかりつけ医は、これは
もしかしたらと思ったら、すぐに救急
車を呼びなさいと指示していただくの
が一番いいのではないかと思います。
　齊藤　急性期の病院である一定期間
たった場合には、そこでの治療を終了
して、回復期のリハビリテーションの
病院に行っていただくことになります
か。
　星野　昔は急性期から回復期リハビ
リを行って慢性期へと、一つの病院の
中で完結する時代も当然あったのです。
けれども、効率から考えたり、患者さ

すね。AとBに関して○・×をリアル
タイムでつけるようにできないかとい
うことがずっと出ていて、それが３年
ぐらいたって、カレンダーシステムか
ら端末の○・×システムになったので
す。それ以降は都内で倒れた場合、救
急隊は、発症24時間以内脳卒中であっ
てt-PAを打てる可能性がある場合は、
A選定の病院に必ず運ぶ。しかも近く
のところへ運ぶというシステムができ
ました。今は脳卒中で、最初は出血か
梗塞か、当然わからないと思うのです
が、脳梗塞でt-PAを打てる可能性があ
る人に関しては、救急隊は今ここで倒
れた場合はどこに運ぶべきかがリアル
タイムでわかるようになっているので
す。
　齊藤　t-PAの後、血管内治療が出て
きたのですね。
　星野　そうですね。t-PAの問題の中
で、大きな血管が詰まった場合には溶
けきれないということがわかっていて、
2015年、いわゆる血管内治療を行うこ
とによって非常に重篤な脳梗塞が改善
できる、治療できるということがわか
ってきました。そうなると血管内治療
もt-PAと同じように１分１秒を争って、
できるだけ早くできる施設に運ぶこと
が必要であるということになったので
す。
　３年ぐらい前から、脳卒中医療連携
協議会の中で血管内治療を含めた体制
づくりが必要だということで、都庁の

中でワーキングをずっと行っていたの
ですが、やっと2020年４月に、端末の
中に血管内治療ができるかどうかの項
目を追加してもらえることになり、１
月22日にその説明会がありました。
　そうすると、救急隊としては、血管
内治療ができる施設がそばにあるかな
いかもわかりますし、それからt-PAを
もし打った施設でも、これは血管内治
療が追加で必要だという場合には、そ
の端末上でどこにあるかは救急隊は全
部把握していますから、いわゆる上り
搬送してもらって、drip ship and re-
trieveがスムーズにできるようになる
ことが期待できると思います。
　齊藤　血管内治療がそういったかた
ちで発展してきたわけですが、そのよ
うな病院に行きたい人が集中してしま
うと、逆にバランスが悪くなって困る
こともあり得ますね。
　星野　都心はいくら病院が多いとは
いっても、人口の割合からいうと、決
して全国平均から突出して多いわけで
はありません。それだけの人口がいま
すので、ある程度集まるのはしょうが
ないのですが、集まりすぎると肝心の
治療ができる施設をつぶしてしまう危
険性もあります。t-PAだけで済むとこ
ろもけっこうありますから、t-PAを打
てるところを常に確保しながら、血管
内治療ができる施設も一緒に常にわか
るようにしておく体制が非常に大事だ
ろうと思います。
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　齊藤　t-PAが非常に重要といわれま
すが、t-PAの実施率は現段階ではそん
なに高くないのですね。
　星野　全国平均で５％とよくいわれ
ていますが、10％近くまでやっている
施設も確かにあります。患者さんに早
く救急車を呼んでいただくことが大事
なのですが、まず救急隊の人がそうい
うところにすぐに運べるシステムをつ
くることはすごく大事です。東京都で
最初始めたときに救急隊の人が病院を
探すことがないようにする、すぐにわ
かるようにすることが情報としては非
常に重要だったと思うのです。血管内
治療も一緒で、どこだったらすぐにで
きるかがわかると、いろいろ探す手間、
時間のロスがなくなりますので、そう
いう意味で体制をきちんとつくってい
くことが大事だと思います。
　齊藤　ということは、まずは早く救
急車を呼ぶという意味では、患者さん
の家族への教育があるでしょう。たま
たまかかりつけ医に相談があった場合
には、そのかかりつけ医の対応として
はどうしたらいいでしょうか。
　星野　脳卒中らしいという電話がか
かってきたときには、すぐに救急車を
呼んでくださいとお話ししていただき
たいと思います。さっき言ったように、
救急隊はこの近くだったらどこに運ぶ
べきであるかが全部わかっています。
かかりつけ医が、とりあえず一度来て
くださいというと、どんどん時間がた

っていってしまいます。少なくともt- 
PAは4.5時間以内でないと打てません
ので、そうすると3.5時間ぐらいまでに
病院に来てくださらないといけない。
病院の中でもいろいろなことをしない
といけないですから、本当に１分１秒
でも早く病院に行かせるということを
徹底していただくのが一番大事かと思
います。
　齊藤　その辺の患者さん教育、例え
ば高血圧の患者さんを診ていた場合に、
そういうことをお話ししておいていた
だくといいかもしれないですね。
　星野　心筋梗塞は胸が痛いのですぐ
わかるのですが、脳卒中の場合は神経
症状ですね。一番簡単なのは片麻痺と
か、麻痺が出ればすぐわかりますが、
例えば半盲とか、めまいとか、いろい
ろ複雑な症状が出てくるので、それで
かかりつけ医に相談することがあると
思うのです。かかりつけ医は、これは
もしかしたらと思ったら、すぐに救急
車を呼びなさいと指示していただくの
が一番いいのではないかと思います。
　齊藤　急性期の病院である一定期間
たった場合には、そこでの治療を終了
して、回復期のリハビリテーションの
病院に行っていただくことになります
か。
　星野　昔は急性期から回復期リハビ
リを行って慢性期へと、一つの病院の
中で完結する時代も当然あったのです。
けれども、効率から考えたり、患者さ

すね。AとBに関して○・×をリアル
タイムでつけるようにできないかとい
うことがずっと出ていて、それが３年
ぐらいたって、カレンダーシステムか
ら端末の○・×システムになったので
す。それ以降は都内で倒れた場合、救
急隊は、発症24時間以内脳卒中であっ
てt-PAを打てる可能性がある場合は、
A選定の病院に必ず運ぶ。しかも近く
のところへ運ぶというシステムができ
ました。今は脳卒中で、最初は出血か
梗塞か、当然わからないと思うのです
が、脳梗塞でt-PAを打てる可能性があ
る人に関しては、救急隊は今ここで倒
れた場合はどこに運ぶべきかがリアル
タイムでわかるようになっているので
す。
　齊藤　t-PAの後、血管内治療が出て
きたのですね。
　星野　そうですね。t-PAの問題の中
で、大きな血管が詰まった場合には溶
けきれないということがわかっていて、
2015年、いわゆる血管内治療を行うこ
とによって非常に重篤な脳梗塞が改善
できる、治療できるということがわか
ってきました。そうなると血管内治療
もt-PAと同じように１分１秒を争って、
できるだけ早くできる施設に運ぶこと
が必要であるということになったので
す。
　３年ぐらい前から、脳卒中医療連携
協議会の中で血管内治療を含めた体制
づくりが必要だということで、都庁の

中でワーキングをずっと行っていたの
ですが、やっと2020年４月に、端末の
中に血管内治療ができるかどうかの項
目を追加してもらえることになり、１
月22日にその説明会がありました。
　そうすると、救急隊としては、血管
内治療ができる施設がそばにあるかな
いかもわかりますし、それからt-PAを
もし打った施設でも、これは血管内治
療が追加で必要だという場合には、そ
の端末上でどこにあるかは救急隊は全
部把握していますから、いわゆる上り
搬送してもらって、drip ship and re-
trieveがスムーズにできるようになる
ことが期待できると思います。
　齊藤　血管内治療がそういったかた
ちで発展してきたわけですが、そのよ
うな病院に行きたい人が集中してしま
うと、逆にバランスが悪くなって困る
こともあり得ますね。
　星野　都心はいくら病院が多いとは
いっても、人口の割合からいうと、決
して全国平均から突出して多いわけで
はありません。それだけの人口がいま
すので、ある程度集まるのはしょうが
ないのですが、集まりすぎると肝心の
治療ができる施設をつぶしてしまう危
険性もあります。t-PAだけで済むとこ
ろもけっこうありますから、t-PAを打
てるところを常に確保しながら、血管
内治療ができる施設も一緒に常にわか
るようにしておく体制が非常に大事だ
ろうと思います。
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んの病気の治療ということを考えると、
急性期は急性期に徹して、回復期は回
復期を徹底的に行うというシステムに
していくほうがいいに決まっています。
昔は都内に回復期リハビリ病院が少な
かったのですが、最近になって非常に
増えてきていて、そことのうまい連携
をきちんとつくっていく。急性期の治
療が終われば、できるだけ早い時期か
ら回復期のリハビリに専念していくこ
とが非常にうまくできるようになって
きたと思います。昔は連携パスをうま
く使えないとか、いろいろあったので
すが、今は回復期リハビリ病院が増え、
都内でもかなりいろいろなところにあ
ります。そこにうまく連携していくこ
とで回復期への連携はけっこううまく
できてきているのではないかと思いま
す。
　齊藤　リハビリテーション病院には
どのくらいいることが多いのですか。
　星野　原則180日までですね。
　齊藤　そのぐらいまでいて、その後
はかかりつけ医の出番でしょうか。
　星野　都心で一つ難しいのは、必ず
しも倒れたところと居住地が近くない

ことが多いのです。今お話があったよ
うに、急性期の治療は都心でやっても、
その後は自宅の近くで回復期リハビリ
を行って、そのまま在宅、あるいは療
養に入っていく人が多くなります。そ
ういった意味である程度広範な領域で
の連携が必要だと思います。東京都を
越えてもできないといけないのかもし
れません。
　齊藤　社会復帰ということですね。
　星野　予防から始まって、急性期の
治療、回復期をやって、できれば社会
復帰までいけるような、いわゆる両立
支援ができるように持っていくことが、
脳卒中の連携として非常に重要だと思
っています。
　齊藤　2020年ぐらい、あるいは2021
年頃に計画が完全にできるのでしょう
か。
　星野　対策基本法が通りましたので、
国全体の推進計画を立てた後で、各都
道府県で地域に沿ったものを行うこと
になっています。東京都は東京都に適
したやり方を考えていかなくてはいけ
ないと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅵ）

熊本市民病院首席診療部長・神経内科科長
橋　本　洋一郎

（聞き手　大西　真）

　大西　橋本先生、脳卒中の地域医療
連携の話をうかがいたいのですけれど
も、特に先生がいらっしゃる熊本での
取り組みについてうかがいたいと思い
ます。
　まず初めに、熊本で地域医療連携を
開始したきっかけといいますか、理由
はどういったところにあったのでしょ
うか。
　橋本　熊本はすごくネットワークが
できていていいですねと言われるので
すが、実は急性期病院のドクターが少
ない。特に内科医が少ない一方で、在
院日数が長いため、患者さんあるいは
救急車を断らざるを得ないという背景
があったので、どうにかしないといけ
ない。また、私は神経内科ですから、
救急だけ診ているわけではない。頭痛、
めまい、痺れ、神経難病、認知症の患
者さんを診て、リハビリを行い、そう
いう中でどうにか救急を断らずにやれ
ないかということで、院内的には脳外
科、内科、あるいは多職種、チーム医
療でパスを開発し、一方で地域の医療

資源の有効活用ということで診療ネッ
トワークというものの構築を開始しま
した。
　実は、私が熊本市民病院に赴任した
翌年の1994年に世話人会を開きまして、
急性期病院の神経内科、脳神経外科、
さらにリハビリテーション専門病院の
リハビリ科の医師たちと一緒に、脳卒
中をターゲットに、患者さん、ご家族
の満足度向上とともに、医療者の満足
度を向上しようということで、1995年
に「脳血管疾患の障害を考える会」を
始めました。院内に関しては、脳梗塞
安静度拡大マニュアルという、パスも
どきを作り、それを済生会が２週間の
パスに仕上げて、脳梗塞を25年前に２
週間で診ようというかたちで行ってい
きました。
　基本、電話一本で１週間でリハビリ
病院に転院していただいて、発症から
２週間、遅くとも３週間以内でバトン
タッチできないかということを提案し
ました。当初はかなり皆さんから怒ら
れたのですが、でも急性期病院のこと

脳卒中の地域医療連携
（2）熊本での取り組み
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