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脳卒中愚者に対する早期作業療法の実際
中滞

朗1),小林みき2),丸山智子2),原

寛美3)

Occupational Therapy in Acute Phase of Stroke

We made a trial of the early treatment of the occupational therapy (OT) in twenty six
patients with stroke. The patients were classified into three groups (I, ⅠⅠ, ⅠⅠⅠ) according to

the degree of physical disability at the admission to a hospital. In the I and II groups,

fourth‑fifth degree of the Brunnstrom‑stage in the lower limbs, the treatment of the OT
was started within two or three days on the average. In the III group, first‑third degree of

the Brunnstrom‑stage in the upper and lower limbs, the same treatment as above was

started five days after the attack of stroke. The training in the activity of daily living

(ADL) was carried out at the OT department of hospital in the I and II, and at the hospital
ward in the HI group.

The period of hospitalization in the I and II groups were about a half to one month, and
that of the III group was about three months. Twenty five cases who finished the early
treatment of the OT were appropriate to home care. It was concluded from our early

treatment of the OT that the fast introduction of the OT produced the expected effect for
I and II groups in the short hospitalization, and the beginning time of the OT should be
decided according to the severity of stroke for patients with an advanced dysfunction.
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ward (病棟訓練), Training in ADL (ADL訓練)
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対象と方法

はじめに
近年,脳卒中の早期リ‑ビリテ‑ショソの

1.対象者内訳

必要性が強調されている中で,早期作業療法

1994年4月から8月の期間に,発病当日に

のあり方についてが一つの論点となってい

相揮病院入院し,作業療法を処方された脳卒

る1).二木ら2)は,早期患者に対し2つの訓練

中患者53例のうち26例を対象とした.調査か

は過負荷となるといった理由から,作業療法

ら除外した対象は,明らかな麻痔を伴わない

は理学療法に比べて遅らせて開始するべきで

8例,他に阻害因子を持つ16例(他の疾患に

あるとし,その訓練内容は上肢機能や高次脳

よる障害を伴った6例,両側麻痔の1例,感

機能障害などへのアプローチが重要であると

染症などによる全身状態の悪化によって訓練

指摘している.その一方で,長谷川ら3),光金

中止となった3例,再発によって入院した6

ら4)は早期から理学療法士･作業療法士が関

例),入院中に再発した1例,死亡した2例で

わることにより,総合的な対応が可能となる

あった.対象の年齢は平均69.4 (49‑89)読,

ことや,急性期の意識障害のある症例にこそ

脳梗塞が19例,脳出血が7例であった.障害

覚醒を目標とした作業療法アプローチが必要

名は右片麻痔が15例,左片麻痔が11例であっ

であることを指摘し,それぞれの立場から早

た.対象とした症例の診療録から,作業療法

期リ‑ビリテ‑ショソへの作業療法士の参加

開始病日(担当医からの作業療法開始の指示

の重要性を述べている.訓練内容では,早期

と同日),入院期間,転帰,診療内容を調査し

の日常生活動作(以下ADL)自立を重視した

た.片麻痔の運動機能についてはBrunn‑

立場から,中村ら5)が,排湛･食事に重点をお

strom stage (以下Br. stage), ADLについ

いた訓練を報告している.また欧米では,作

てはBarthellndex (以下BI)を用いて,入

業療法士による早期からのベッドサイド

院時と退院時に評価をおこなった.

ADLへのアプローチが報告されている6,7).

2.対象者の分≡頃

このように,早期脳卒中患者に対する作業

対象の26例を,作業療法開始当初の患側の

療法の開始時期,訓練内容について様々な意

運動麻痔の重症度から,以下のⅠ, ⅠⅠ, ⅠⅠⅠ群

見が報告され,作業療法士が果たすべき役割

に分類した(表1). Ⅰ群:上肢,手指,下肢

についてはいまだに結論を見ていない.また,

ともにBr.stageIV以上であった12例とし

実際の治療経過などについての基本方針に関

た.この群の症例では意識障害は認めず,

するものは極めて少なく,不明確な点が多く

ADLの介助量は比較的軽度(BI : 70点以上)

見られる.

であった. ⅠⅠ群:下肢のBr.stageがⅠⅤ以上

我々は,上田ら8)の述べているようにQOL

であったが,上肢,手指いずれかがBr.stage

向上のための機能レベル,能力レベルの改善

でⅠⅠⅠ以下であった6例とした.この群のうち

を目的に,患者の重症度別に早期作業療法を

1例のみで, 3‑3‑9度方式で1桁の意識障害を

おこなった.本稿では,その経験を中心に述

認めた.意識障害が認められた1例は重度の

べ,訓練開始時期についても検討を加えた.

介助(BI: 0点)を要したが,その他の5例
での介助量は中等度(BI : 55‑75点)であっ
た. ⅠⅠⅠ群:上肢,手指,下肢ともにBr.stage

脳卒中愚老に対する早期作業療法の実際
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対象の内訳
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ⅠⅠⅠ以下であった8例とした.この群では, 1例

2.早期作業療法の実際

を除く, 7例に, 3‑3‑9度方式で1桁の意識障
害が認められ, ADLには重度の介助(BI : 35

点以下)を要した.

I, Ⅰ1, 1ⅠⅠ群の全例に対して開始時にベッ

ドサイドで坐位の耐久性,意識状態,血圧,
脈拍の評価をおこなった.評価については,

林田9)らが報告した坐位耐性訓練の基準(表

結果

3)を参考にしているが,最終的な判断は担

1.早期訓練開始時期の状況
各群での発症から訓練開始までの期間の平

当医がおこなっている.
(1)Ⅰ群, ⅠⅠ群の作業療法:

均は, Ⅰ群では作業療法が3.3±0.85日,理学

Ⅰ群の全例, ⅠⅠ群の意識障害のなかった5

療法が3.2±1.27日であり, ⅠⅠ群では作業療法

例はベッドサイドでの評価の翌日より, ⅠⅠ群

が2.5±1.89日,理学療法が3.2±2.11日で

の1桁の意識障害のあった1例に対しては,

あった.またⅢⅠ群では作業療法が4.8±1.20

ベッドサイドでの数日間の座位訓練におい

日,理学療法が4.0±2.00日であった(表2).

て,バイタルサイン･耐久性に問題ないこと

全群において作業療法と理学療法の間に有意

を確認したうえで,訓練室での訓練をおこ

差は認められなかった.また, Ⅰ群, ⅠⅠ群の

なった.

作業療法開始までの期間に比べてⅠⅠⅠ群の作業

訓練室では,上肢の機能訓練,作業療法室

療法開始が遅い傾向が認められた(P<

のベッド･浴槽などを使用した模擬的なADL

0.05).理学療法については各群間に有意差は

訓練･指導,認知機能の検査などをおこなっ

認められなかった.

た.また,上肢の機能障害が著しい患者につ

表2
秤 俥ﾈｼi￨9d
Ⅰ

ⅠⅠ
ⅠⅠⅠ

* P<0.05

平均訓練開始日数

いては,早期から機能訓練と並行して,片手

､ｨ趙

動作訓練や利き手交換訓練などをおこなっ

｢

理学療法開始(日)

3.2±1.27

.2±2.ll
.0±2.00

た.

(2)ⅠⅠⅠ群の作業療法:

①ベッドサイドでの坐位訓練
ベッドサイドでの評価に続いて,ベッドサ
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表3

座位耐性訓練の基準9)

座位耐性訓練の基準
1.障害(意識障害,運動障害, ADLの障害)
の進行が止まっていること
2.意識レベルが1桁であること

3.全身状態が安定していること

座位耐性訓練の試行基準
1.開始前,直後, 5分後, 15分後, 30分後に

血圧と脈拍を測定する
2. 30o, 450, 600,最高位(800)の4段階とし,

図1

いずれも30分以上可能となったらつぎの

段階に進む
3.まず1日2回,朝食･昼食時に施行し,安定

したら食事ごととする
4.最高位で30分以上可能となったら車椅子

座位訓練を開始する
座位耐性訓練中止の基準
1.血圧の低下が10mmHg以上の時は5分後

早期坐位訓練

a.基本動作訓練
ADL動作時には,姿勢の安定や起居,移動
能力が大きく影響する10).しかし,ⅠⅠⅠ群のよう

な重症の症例では,起居動作や坐位,移乗な

どが困難な場合が多い.そのためADL改善

の回復や自覚症状で判断, 30mmHg以上

に向けての基本動作訓練が重要であり,理学

なら中止

療法に併せて,作業療法においても,起居動

2.脈拍の増加が開始前の30%以上,あるいは
120/分以上

3.起立性低血圧症状(気分不良等)が見られ
た場合

作,坐位バランス,移乗動作等に重点を置い
た訓練をおこなった.

b.排惟動作訓練
排浬は毎日必要であり,時間も回数も不規

イドで訓練を開始した(図1).理学療法もお

則で介護負担が大きいため,自宅復帰を目指

こなわれている場合には,耐久性を考慮し,

すためには重要なポイソトとなる.そのため,

訓練時間を理学療法･作業療法で午前･午後

病棟で実際のADL場面に立ち会って訓練を

に振り分けて実施した.血圧,脈拍などの観

おこなった.また,必要に応じて看護婦,介

秦,自覚症状に注意しながら,端坐位から訓

護者に対して,介助指導をおこなった.

練をおこない,バイタルサインが安定したと

C.食事動作訓練

ころで,次のプログラムに移行した.

②病棟での作業療法

食事動作は排涯と並んで必要不可欠な動作
であるともに,自立が可能となりやすい動作

ⅠⅠⅠ群の症例は, ADLに重度の介助を要した

である.そのため早期から実際の食事場面で

ため,介護者や看護婦の介護負担を減らすこ

の評価,指導をおこない,自助具の紹介など

と,症例の活動量を増すことに重点を置いて

の援助をおこなった(図2).

訓練を実施した.このためには,実際の病棟

d.環境整備

生活に作業療法士が綿密に関わることが必要

これらと同時に,患者に適した高さのベッ

と考え,作業療法士4名中2名を病棟に配置

ドの提供,移動バー,ポータブルトイレの設

し,以下に述べる病棟でのADL訓練をおこ

置などの環境整備を早期からおこなった(図

なった.

3).

脳卒中患者に対する早期作業療法の実際
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2例が上肢,手指,下肢ともにstageIV以上と
なり, 3例が下肢のみstageIV以上となった.

また,その他の3例は, 3カ月後においても
1

上肢,手指,下肢ともにstageIII以下であっ
た.

(2)入院期間とBarthel lndexの変化

各群の入院期間の平均と作業療法開始時,
退院時のBIの平均を表4に示す. Ⅰ群:入
図2

食事動作訓練

院期間の平均は15.9±7.75日,全例が自宅退

院となった, BIは作業療法開始時の平均
82.1±5.2点から退院時には平均96.3±7.7点

に改善した. ⅠⅠ群:入院期間の平均は29.7±
16.29日,全例が自宅退院となった.BIは作業

療法開始時の平均47.5±23.7点から退院時に
は平均86.7±11.1点に改善した. ⅠⅠⅠ群: 1例

が転院, 7例が自宅退院となった. BIは作業

療法開始時の平均8.8±11.9点から退院時に
は平均74.4±13.1点に改善した.入院期間は
Ⅰ群, ⅠⅠ群に比べて長期にわたり,平均90.9±

図3

環境整備

27.71日となったが,訓練開始から3カ月以上

が経過した後も, BIの改善が認められること
が示された(図4).

e.認知機能の評価
ADLには,軽症意識障害,失行,失認など

の認知機能障害が大きく影響するため,訓練,

介助をおこなう上で必要な認知機能の情報を

考察
1.作業療法の開始時期
(1)理学療法,各群間との比較

り/､どリテ‑ショソチーム全体が把握するこ

作業療法と理学療法の開始までの期間の比

とはきわめて重要である.そのため早期から

較では,全群に有意差はみとめられず,作業

作業療法において,経時的に評価をおこない

療法と理学療法がはば同時に開始されている

ながら,他部門に対して情報提供を欠かさな

ことが示された,作業療法ではⅠ, ⅠⅠ群の開

いよう心がけた.

始時期に比べて, ⅠⅠⅠ群の開始時期が遅い傾向

3.各群における退院時の状況

が認められた.この理由として, ①ⅠⅠⅠ群のよ

(1) Brunnstrom stageの変化

うな重度麻痔患者に対しては,二木2)らが報

1カ月の間にⅠ群の全例が, stageVI(ほぼ

告しているように,耐久性などの問題から作

完全回復)となった. ⅠⅠ群では, 1カ月後に

業療法を遅らせる必要があった, ②Ⅰ群では

は6例すべてが,上肢,手指,下肢ともに

麻痔が比較的軽症であったため,復職や家事

stageIV以上となった. ⅠⅠⅠ群では, 1カ月間に

業復帰が最重要課題となることが多く, ⅠⅠ群
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表4

平均入院期間

Ⅰ群

平均入院期間(日)
入院時BⅠ

塔"

退院時BⅠ

涛b

R纔

ﾓr縱R
ﾓR
ﾓr縒

HuHﾅ

ⅠⅠⅠ群

29.7±16.29 涛
47.5±23.7
86.7±11.1

纔

唐繹

ﾓ#r縱
ﾓ

都B紿贊

纈
2

* B. Ⅰ∴ Bathel index

近藤ら11)は早期坐位訓練の開始時期につい
8 7 6 5 一4‑

て, ①意識障害がないかもしくは意識が1桁

0 o o nu o

で,麻痔がBr. stage V以上の例(全脳卒中患

者の5割)では初日から,また②他では意識

XaPu〓aq)･leEf

レベルが1桁に回復し,入院後2‑3日の間

に再発･進行が起きていないことを確認でき
れば,坐位訓練は開始できる,と述べている.
30

SusanJら12)紘,発症より1‑3日の間が理

20

学療法士･作業療法士のベッドサイド訓練の

10

時期と指摘している.今回の我々の対象は全

0

例が意識障害が1桁以下のレベルであった
開始

図4

1ヵ月

2ヵ月

3ヵ月

4ヵ月

III群の各症例でのBartheJ Jndexの変化

が,作業療法および理学療法において,近藤

らの指摘に比べて遅い開始時期であった.一
方で,中村ら5)の作業療法開始時期は発症後

においてほ下肢に比べ上肢機能の障害がより

平均8.6日,光金ら4)は平均17.7日であり,長

重度であるために作業療法の必要性が高かっ

谷川ら3)は,作業療法に処方された患者の約

た, ③入院期間の平均がⅠ群で約2遇, ⅠⅠ群

60%が14日以内に,訓練を開始していると報

で平均で約1カ月であり,その間に必要な評

告している.近藤ら, SusanJらの報告より

価,訓練,指導をおこなうためには,早期か

遅い理由は,早期リ‑ビリテ‑ショソ開始に

らの作業療法が不可欠であった,などが考え

対する担当医の方針によると考えられるが,

られる.一方で,理学療法では各群の間に有

作業療法開始時期については, l)‑ビリテ‑

意差は認められず,患者の重症度に関わらず,

ショソスタッフの早期作業療法の重要性に対

訓練が開始されていることが示された.これ

する認識が高いために,従来より早期の開始

らから,作業療法開始時期については,理学

が可能であったと考えられる.

療法と同日,または遅らせるべきなどと一様

2.早期作業療法開始による効果

に考えるのではなく,重症度,耐久性などの

二木ら2)は,早期リ‑ビリテ‑ショソ実施

総合評価から個々のケースについて開始時期

の効果として, (∋二次的合併症をほぼ100%防

を設定していくことが重要であると考えられ

せげること, ②麻痔自体の最終到達度が変わ

た.

るか否かは不明だが,回復期間の短縮がおこ

(2)文献学的考察

ることは間違いないことを挙げ,さらに③経

脳卒中患者に対する早期作業療法の実際
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済的にも在院日数や医療費の節減がはかれる

介護者や看箆婦の介護負担を減らすことや症

ことを指摘している.我々の訓練経過では,

例の活動量を増すことに重点を置いてADL

他の報告3･4)に見られるように訓練開始が発

の改善に向けた病棟訓練を実施してきた. 11Ⅰ

症後2週間であれば,その時点で入院り/､ど

群に対するこのようなアプローチの結果, ①

リテ‑ショソの期間がⅠ群においては終了と

早期からの働きかけにより,廃用性症候群の

なるであろうし, ⅠⅠ群においては約1/2が経過

予防のみならず, ADL自立に向けた作業療法

してしまうこととなる.これでは,軽症の症

訓練プログラムへの導入がスムーズに行えた

例といえども十分に評価,指導を行えない結

こと, (塾発症直後から経時的に患者の状態を

果となることが,またはリ‑ビリテ‑ショソ

追えるため,身体･精神的な機能の把握が容

の遅れによって社会復帰が遅れることになっ

易であったこと, ③患者の生活状態などを作

てしまうことが予想される.このように短い

業療法士自身がより詳細に把捉でき,介護者,

入院期間の中で有効な作業療法をおこなうた

看護婦に適切なアドバイスができ,さらに患

めには早期訓練が必須条件であり,入院後の

者には必要な環境整備を提供できたこと,な

速やかな作業療法の対応が,二木の述べた｢在

どの効果があげられたと評価している.しか

院日数や医療費の節減といった経済的な効

し今回は,我々の早期作業療法訓練を受けた

果｣を得るために重要であると考えられる.

患者がどのような回復経過をたどったのかと

また, ⅠⅠⅠ群では訓練開始後1カ月の間に半数以

いう報告にとどまり,ここで用いた作業療法

上の症例がBIで50点以上になっており,

プログラムの効果について明らかにすること

我々の従来の経験に照らし合わせてみると,

はできなかった.そのため今後は,対照とな

早期訓練開始がより早期のADL獲得に有効

るデ‑タ‑との比較などによって具体的に早

であったという感触が得られた,一方で,こ

期作業療法の効果を明らかにすることが必要

の群では図4に見られるように,訓練開始か

である.また,早期リ‑ビリテ‑ショソにお

ら3カ月や4カ月が経過した後もBIの改善

いての作業療法士の役割をより明確にしてい

が見られている.このことから重症例に対し

くために臨床からの報告を重ね,リ‑ビリ

てほ,数ヵ月間の入院リ‑ビリテーショソ期

チ‑ショソチーム全体での詳細な検討をおこ

間を要することがわかる.しかし我々の訓練

なうことが重要課題と考えられる.

の結果, ⅠⅠⅠ群では8例中7例が自宅退院と
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