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はじめに

 脳卒中に対しては、まずは⾎圧管理や⽣活習慣
是正などの一次予防が重要です。

 脳卒中を発症した場合は病院受診、救急⾞要請
など緊急の対処が必要です。

 急性期の治療が終わったあとも、脳卒中の後遺
症に困ることが少なくありません。

 今回は、脳卒中後遺症への対応について焦点を
あてて、お話いたします。



脳卒中とは？

・動脈硬化などで脳血管への損傷が蓄積し、あるとき
突然、⾎管が破れたり、閉塞することで脳損傷をおこす

日本人の死因3位 介護が必要な疾患1位

脳梗塞

脳内出血

くも膜下出血



脳卒中の症状

突然の

片麻痺

言語障害

意識障害

両側の症状は、脳卒中ぽくない！
→頸椎などの検査必要



脳卒中の治療の流れ

急性期

回復期

生活期

リハビリ

点滴手術など 〜１、2か月

〜6か月

内服
⾎圧管理など



脳卒中の後遺症

 麻痺 痙縮

 感覚障害

 言語障害

 嚥下障害

 高次機能障害

 排尿障害

最終的に損傷された部位によって後遺症が決まる



後遺症および再発予防へのいろ
んなアプローチ

生活習慣改善

内服

リハビリテーション

社会資源の利⽤

手術



とくに後から辛くなる症状

筋肉の突っ張り 痙縮

痛み

それぞれについて、
詳しく、お話します。



麻痺と痙縮・拘縮

⿇痺：⼿⾜に⼒が⼊らなくなる。
痙縮：⼿⾜の筋⾁に⼒が⼊り突っ張る。
拘縮：⼿⾜を動かさない時間が⻑くなることで関節が固まる



⿇痺の回復過程
 発症直後は⼒が⼊らない⿇痺（弛緩性⿇痺）が多い。

 徐々に筋肉が動き出す。最初はいろんな関節の動き
がセットになった大きな動きができるようになる。

 リハビリをすすめていく中で、関節ごとの動き、指
それぞれの動きなど、細かい動きができるようにな
る。

 回復の過程で筋⾁の緊張が⾼まり、強すぎると突っ
張ってしたい動きの邪魔になる。（痙縮）

 突っ張った状態で同じ姿勢が⻑時間続くと、関節が
固まってしまう（拘縮）。



半年の壁

 麻痺の改善時期は約６か月までで頭打ちにな
ることが多い。

 それ以後のリハビリは現状維持が中心だった。

 さらなる改善をめざす方法はないか？

＜発症＞」 ＜6か月＞



最新のリハビリや治療

 磁気刺激・電気刺激

 ロボット訓練

 細胞移植

 痙縮治療



痙縮の症状

美容的な問題
清潔の問題
介護の問題



治療のゴール設定が重要

 歩⾏可能

→下肢の痙縮を支えにしていないか

つま先が床にあたらないように

上肢体幹の痙縮改善による歩⾏の改善

美容的な希望

 ⾞いすレベル、床上⽣活

→下肢緊張の緩和で臥位から⾞いす、⾞いすから歩⾏

練習とADL向上が期待できるか。

筋緊張による疼痛、呼吸苦などの苦痛が緩和できるか

移乗や更⾐、清潔など介護の負担が軽減するか



痙縮のいろんな治療

拘縮は痙縮の治療では効果がない！



ボツリヌス毒素注射

・筋肉を緩めたい部位を選んで注射できる。
・量の調節ができる。
・効果を試せる⇔良い効果でも⻑続きしない

・筋肉に直接注射

・神経から筋肉への信号
の伝達を遮断

・無毒化されています。

・眼瞼顔面痙攣、痙性斜頸、
しわ取り、多汗症などにも



ボツリヌス治療の流れ

通常の注射よりも
細い針で複数個所
注射します

前回の効果をみて量
や部位を調節します

自己トレ
が重要！



末梢神経縮小術
ボツリヌス注射が効かなくなってくる
注射の量を節約したい
効果を⻑続きさせたい
⇒神経を手術で細くして、過剰な伝達を抑制し、緊張を軽減

元には戻せない
全身麻酔が必要
傷の痛みやしびれの可能性



バクロフェン髄注療法

・広い範囲の痙縮で、注射など局所の治療では
対応できないとき（脊髄損傷や脳性麻痺なども）

・内服でも用いるバクロフェンという筋弛緩剤を
脊髄腔に直接注入して広い範囲の筋肉を緩和。

・直接神経に投与するので効果は内服の数百倍。



治療の流れ

 腰から注射をし、バクロフェンの試験投与を⾏い
ます。

 1⽇で効果が切れますが、有効であれば全⾝⿇酔で
持続注入用のポンプを埋め込みます。

 少しずつ体に⼊る薬の量を調節します。体の外か
らプログラマーで調節できます。

 数か月に一回、薬液の補充が必要です。そのため、
外来通院が可能であることが治療の前提です。

 7年に⼀回程度、電池交換のための⼿術が必要です。



リハビリが重要

 痙縮が改善しても、今まで痙縮に慣れていたために、
痙縮が軽減して動作が悪化する場合がある。痙縮のな
い状態に慣れるためのリハビリが必要なことがある。

 今まで痙縮で邪魔されてできなかった、自らの動きや
リハビリが可能になる。

 痙縮がよくなっても多くの場合は拘縮が並存しており、
可動域訓練で短縮した腱や固まった関節を少しずつ伸
ばす必要がある。

 慢性期は社会資源を⽤いてのリハビリは量が少ない。
毎日少しのストレッチや自己トレが大きな効果を生む。

痙縮の改善で半年の壁が破れる可能性あり



脳卒中後の感覚障害と痛み

 脳卒中で感覚の経路が障害されると⼿⾜や顔、
体に、触覚や温痛覚がわかりにくくなったり、
しびれなど異常な感覚を感じることがあります。

 しびれなどは時間がたって、強い痛みに変わっ
てくることがあり、治療に難渋します。

（神経因性疼痛・脳卒中後疼痛）

 脳卒中後疼痛 視床や脳幹など感覚の経路の損
傷で出現。半身が、ビリビリ痛い、触ったり風
が当たると痛い、焼けるような感じなどの特徴
がある。



脳卒中後の痛みのいろんな原因

 神経因性疼痛

 麻痺側の筋緊張による痛み

 麻痺側の関節の痛み （肩関節亜脱臼、拘縮など）

 健側の代償による筋肉痛、関節痛

 心因性



まずは内服治療

 痛みの原因に応じて、通常の痛み止め、神経の
痛みに対する薬などを少しずつ開始。

 通常の痛み止めは、胃潰瘍などの副作用。連日
の投与で薬物乱用性頭痛を誘発。

 神経の痛み止めは脳に作用するため、ふらつき、
めまいなどが生じえる。

 重要なことは、少しずつ時間をかけて増量する
こと

痛みの専門家ペインクリニックで
注射などを検討してもらうこともある。

⼼因性要素が併存している場合は⼼療内科も
併診をお薦めする場合もある。



脊髄刺激療法

 痛い部位に⼼地よい刺激を流し、痛みを緩和
する治療。

 痛い部位を⽀配する脊髄部位に、電極を留置。

 試験刺激を⾏ってから刺激装置を埋め込み。



治療のながれ

 局所麻酔で背中から電気の線を脊髄硬膜外腔に
挿入。１週間から10⽇程度、体の外に電気の線
を出し試験刺激を⾏う。

 試験刺激が有効であれば、全⾝⿇酔で刺激装置
を埋め込む⼿術を⾏う。

 患者用プログラマーで自己調整可能。自己充電
式が主流だが、１０年程度で電池交換の⼿術が
必要。



その他の適応

 脊椎手術後難治性疼痛

 CRPS(Complex regional pain syndrome)

 帯状疱疹後神経痛

 糖尿病性末梢神経障害性疼痛

 下肢虚血に伴う下肢痛

 脊髄損傷後疼痛

 幻肢痛

上肢のみ、下肢のみ、特定の神経⽀配領域
など、局所の神経障害性疼痛がよい適応



その他の治療法

磁気刺激

定位脳手術



まとめ

麻痺 痙縮

感覚障害

言語障害

嚥下障害

高次機能障害

排尿障害

薬

リハビリ

社会資源利⽤

外科的治療
新治療

日常の工夫
生活習慣

再発予防



筋肉の突っ張り（痙縮）

疼痛

ボトックス、バクロフェン髄注ポンプ、末梢神経縮小術
リハビリが重要

内服を時間をかけて増量
脊髄刺激、脳刺激



 脳卒中の後遺症は多岐にわたる。⇒多科、多職種に
よるアプローチが必要

 内服治療、外科的治療と⾃⼰トレ含めたリハビリ
テーションを組み合わせることが重要

 後遺症が残存する場合もあり、医療、社会資源をう
まく使って、付き合っていく考え方も必要な場合が
あるが、新しい治療法もどんどん登場してきている。


