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いつから作業療法は可能ですか？ 

• 意識が回復してから  

• 座位がとれるようになってから 

• ADLに取り組めるようになってから 

 

 

 

急性期病院にそんな作業療法士はいらない！ 

 



はじめに 

１、病状安定している急性期患者に対して 

  作業（ADL、仕事、遊び等）を媒介とした作業療法
を展開する 

２、病状不安定で集中管理を要する急性期患者に対
して 

 意識障害がある場合はどうする？ 

 座位が許可されていない場合はどうする？ 



Ⅰ刺激しないでも覚醒している状態（Ⅰ桁で表現） 
１．だいたい意識清明だが、今ひとつはっきりしない 

２．見当識障害がある 

３．自分の名前、生年月日がいえない 

Ⅱ刺激すると覚醒する状態・刺激をやめると眠り込む
１０．普通の呼びかけで容易に開眼する   （Ⅱ桁で表現） 
２０．大きな声や体動により開眼する 簡単な命令に応ずる 

３０．痛み刺激と呼びかけで辛うじて開眼する 

Ⅲ刺激をしても覚醒しない状態（Ⅲ桁で表現） 
１００．痛み刺激に、はらいのけるような動作をする 

２００．痛み刺激に、少し手足を動かしたり顔をしかめる 

３００．痛み刺激に反応しない 

（Ⅱ桁で表現） 

Japan   Coma  Scale 



死にかけた人によるこのような体験談は、日本でも外国 

でも沢山ある。臨床医学上は意識がないと判断されてい 

るのに、本人の内的意識はあるのである。どちらが本物 

の意識なのか、むろん、後者が本物である。 

ー中略ー 

意識障害が起きるような症状にあっては、意識そのもの 

がそこなわれている可能性と同時に、意識の発現能力が 

そこなわれている可能性もあり、外部からの観察によっ 

ては、どちらがどれだけそこなわれたことによってその 

意識障害が起きているのかは、必ずしもよくわからない 

のだということを頭に入れておいてほしいということで 

ある。 

            立花隆 著 「脳死」より 



「意識の表出能力を探る」  

 

１．意識障害重度と判定されていても「この
方は   意識を表出できないだけかもしれ
ない」と考え接する 

２．意識を上手く表出できない患者のサイン
を探  るため、残存能力の高い方からアプ
ローチを行う 

３．開眼の有無だけにとらわれないようにす
る 
 
   

ＩＣＵにおけるＯＴ キーワード １ 

Chugoku Rosai Hospital 



  優位側の手掌や足底に刺激を入れる 

Ｔ 

チェック 

指の動き 
チェック 

手指の動き 

チェック 

足指の動き 



肘を曲げますよ。 

一緒に協力してください。 

優位側に対して 



脳卒中の治療 

• かつては脳卒中になったら安静第一と考えられて
いたが、現在は可能な限り早く救急病院へ搬送し、
専門的な治療を開始することが重要である。専門
的な治療とは、障害された脳の機能障害を最小限
にするという脳に対する治療と肺炎・ストレス性潰
瘍・脱水などの脳卒中に伴う合併症の予防を中心
とする全身管理である。 



脳梗塞の治療 

• １）血栓に対する治療 

• ２）脳のむくみ（腫れ）をとる治療 

• ３）肺炎や胃潰瘍などの合併症、感染症を防ぐ等の
全身管理が主に行われる。  

 

OT実施時の注意事項 

頭部挙上による脳血流低下・低血圧 



脳出血の治療 

• １）再出血の防止 

• ２）出血による脳への圧迫を緩和し、血腫の周囲の
脳の浮腫（はれ）を抑え、頭蓋内圧が上がるのを防
止する 

• ３）全身合併症の治療をすることとなる。  

 

OT実施時の注意事項 

体動による血圧変動・高血圧 



くも膜下出血の治療 

• １）再出血の防止 

• ２）脳血管攣縮の対策 

• ３）水頭症の対策である。 

 

OT実施時の注意事項 

発症後２週以内の脳血管攣縮（活動性・反応低下） 

 



リスク管理に必要な 

救急医療の基礎知識 
 

• 救命  状態の悪化や進行の阻止と改善 

       ベッドレスト →抗重力筋の緊張低下→ 

       廃用症候群 

廃用症候群は 

局所性廃用と全身性廃用に大別される 



局所性廃用 

• 関節周囲の結合組織が引き伸ばしを受けないため
の関節拘縮や骨萎縮  

• 体重による圧縮や筋緊張によって保たれている骨
カルシウム代謝の異常による高カルシウム尿が出
て、さらには尿路結石も 

• 体動不足により軟部組織が圧迫され局所性循環障
害を起こし褥そうや静脈血栓 

                 筋力低下：1日に3～7％ 



全身性廃用 

• 1回心拍出量の低下、最大換気量の減尐、肺活量低下→

心肺機能低下（3週間で40％低下） 

• 食欲不振や便秘→消化器機能低下 

• 重力の影響低下によって下肢・腹部の内臓血管が拡張 
姿勢血圧調節機能が低下、自律神経機能も低下 

 →循環機能の低下（起立性低血圧） 

• 外的刺激の減尐→感覚機能の低下、知的能力や精神活
動の低下 

 



栄養管理① 

  救急搬入後は点滴（輸液）での体液管理がはじま
り経口摂取は禁止となる→口腔内では歯肉は萎縮
し、舌の動きは弱まり、嚥下反射低下。顎関節に拘
縮が起こり、口は開きにくくなる。入れ歯は合わなく
なり、消化管に何も入らないため蠕動運動は起こら
ず、胆のうの収縮もない（長期になると胆汁は胆泥
となり胆のう炎を併発） 

 中心静脈栄養→血糖値に変化がないため視床下
部の空腹・満腹中枢に刺激は入らない 



栄養管理② 

 持続的経鼻経管栄養→消化管に流動食が入るの
で蠕動運動は起こるが、口腔内の廃用は進む。ま
た副鼻腔炎・誤嚥性肺炎・逆流性肺炎を併発しや
すくなる 

 胃瘻（ＰＥＧ） 

 腹部から胃に瘻孔（チューブの挿入部）をつくり、チ
ューブを留置して流動食を注入する方法 

 



1.状態変化しやすいので医師・看護師・カルテより 

 当日の情報を得る 

2.ＯＴ開始前の状態をモニターで確認する 

3.各種刺激入力（声かけ、触る、ひっぱる、くすぐる、 

 叩く、つねる、許容範囲の体動など）を主に優位側
に 

 行い、患者の反応をみる 

4.意識の表出能力を探るために優位側に運動を指示・ 

 誘導しながら自動運動を観察する 

5.ＯＴ中および終了時の状態をモニターで確認する 

Chugoku Rosai Hospital 

意識障害を有する患者と接する時の手順 



１．意識および反応性の低下を認めたとき 

２．重症不整脈の出現を認めたとき 

３．２０mmHg以上の血圧低下を認めたとき 

４．管理基準値以上の血圧上昇を認めたとき 

５．酸素飽和度が９５％以下になったとき 

 

以上を中止判定基準とするが、意識状態が良好で
あり 

自覚症状を訴える場合には他覚症状を併せて判断
する 

 
   

リハビリ中止基準  

Chugoku Rosai Hospital 



1.モニターがついており、リスク管理が容易である 

2.安静時・軽度刺激入力時の状態を逐次知ることができる 

3.安静時の状態を知っていることにより早期離床を実践 

 できる 

4.将来必要と考える自助具・装具の作成 

5.ＭＳＷへの情報提供 

6.転棟後も関わるため患者・家族から信頼を得やすい 

ＩＣＵから作業療法を開始する利点 

Chugoku Rosai Hospital 



JCS20の壁 

• 簡単な命令に応ずることができるか否かは、その後
の作業療法に多大な影響を与える。 

• たとえ閉眼したままでも身体のどこかで指示に従え
れば、次のステップへ進める。 

 



「脳の廃用症候群を防ぐ」 
 

１．何らかの反応がみられるようになった
ら、「考える能力」「感じる能力」にアプ
ローチする。 

 つまり患者に考えさせ、感じさせる。 

2．ICUでは手を用いた追視・指模倣・計
算・じゃんけん等が有用である。 

 
 

   

ＩＣＵにおけるＯＴ キーワード ２ 

Chugoku Rosai Hospital 



横になったまま、物当てゲームや
じゃんけんをしたことはよく覚え
ています。めんどうになって早く
（ＯＴＲが）帰らないかと思って
いました。 

その他のことはあまり覚えていま
せん。他には何もしていなかった
からかなあ。 

Ｈさんの回想 

Chugoku Rosai Hospital 



ICUから一般病棟へ 

 点滴・経管栄養 

 尿カテ・おむつ着用 

 気管切開・酸素吸入 

 座位耐久性なし 

 ADLへの導入困難 

 

 

ユニバーサルストレッチャーにてベッドから離れる 



 天井を１日中眺めているのに嫌気がさしていたので、 

半分寝たままでも病室から出られた時は本当に嬉しかっ 

た。いろんな人と話をしたかったが、声が出ず辛かった。 

 鉛筆を自分で持ち、６文字（Ｍ氏の名前）が書けた時、 

「ああ、生きている。」と涙が出そうだった。 

Ｍさんの回想 

Chugoku Rosai Hospital 



Bさんの回想 

 気づいた時は、今の4人部屋だったので、ICUにい
た時のことは何も覚えていません。 

      ー中略ー 

 早口で声の大きなあなた（OTR）が 

 来ると、昼過ぎだとわかったけど、 

 あれは最初の頃だったのですか。 



「生活を取り戻す手がかりを与え
る」 
 

１．「時間」の情報を与える。 

２．「場所」の情報を与える。 

３．「状況」の情報を与える。 

４．馴染みの風景（写真・声・物品等）を利用す
る。 

  つまり見当識障害に陥らないように努める。 
   

ＩＣＵにおけるＯＴ キーワード 
３ 

Chugoku Rosai Hospital 



       時間と作業の重要性 
 
 時間は、人生や我々が行う物事、ひいては我々の生きる 

人生のあり方を形成する、非常に大きな影響力をもった生 

活の一側面である。Adolph Meyerは1922年の講演で、時間 

が生活において果たす決定的な役割と作業バランスの確立 

に時間の及ぼす影響とを認めた。彼は作業療法が「人生最 

高の驚異であり財産でもある時間の真の意味」を認識する 

ことで、優れた成功を収めるであろうと指摘した。それは 

我々作業療法士に最も影響力のある創設者の一人からの偉 

大な提言である。 

       作業科学  三輪書店 

      「集中治療室における時間的適応」より   

        



時間的崩壊 

  疾病や受傷という不幸によって、人は患者の役割を与えられ、正常
の時間の流れからはみ出してしまう。正常な社会との関わり合いや
責任、さらには日常生活の仕事などから外れることは、1951年に
Talcott Persons によって定義された「病者の役割」の不可欠な要素
である。－中略ー 

  病院生活はだいたいにおいて個人の作業ルーチンから離れるという
結果に終わり、そのために正常な時間を維持する手段から離されて
しまう。この孤立化の過程は集中治療室に入院した際に、際立って
悪化する。 

                作業科学   三輪書店 

                「集中治療室における時間的適応」より 



急性期作業療法のキーワード 

意識の表出能力を探る 

脳の廃用症候群を防ぐ 

  生活を取り戻す手がかりを提供する 

 

  

 以上のアプローチがその後のADLやQOLに
つながる。 



集中管理中の急性期患者に 

   作業療法士が関わる意味 

• 作業療法士は通常、作業（ADL、仕事、遊び）を媒
介として治療を行う。 

• その際に、作業療法士は対象者の考える能力・感
じる能力そして個性を常に考慮した上で、作業内容
の種目・難易度・重みづけ・頻度等を検討する。 

• つまり作業療法士は「脳の機能」をみるプロである。 

• 「脳の機能」をみることは発症直後から可能であり、
そのアプローチは脳の活性化に役立つ。 

• したがって作業療法士が関わる意味は大きい。 

 



JSSーM 

Japan Stroke Scale (Motor Function) 

• 日本脳卒中学会Stroke Scale委員会が1999年に
作成したものである。 

• 脳卒中による運動機能障害を定量的に評価できる
数学的重みづけをもったスケールである。 

• 顔面麻痺・嚥下障害・腕・手・下肢近位筋・足関節・
複合運動・歩行の8項目を評価する。 

• 運動機能障害重症度は最も軽いー0.26から最重症
の＋31.29の間に分布する。 

 



JSS－H      
Japan Stroke Scale（Higher Cortical Function) 

• 日本脳卒中学会Stroke Scale委員会が2001年に
作成したものである。 

• 脳卒中による高次脳機能障害や痴呆の程度を定
量的に評価できるスケールである。 

• 注意・集中力、見当識、遠隔記憶、近時記憶、言語、
考えの切り換え、行動・意欲等の10項目を評価す
る。 

• 高次脳機能障害重症度は最も軽いー0.16から最重
症の＋33.31の間に分布する。 
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8週 

運動機能良好なのに常に監視がいるＹさん 
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重度片麻痺なのにＡＤＬ自立しているSさん 



脳内の自給自足 

  問題は、人間の処理装置が巨大になっているというところ
です。人間の脳はチンパンジーの脳の約３倍になっている。 

    －中略ー 

 人間の身体は、動かさないと退化するシステムなのです。
筋肉であれ、胃袋であれ、何であれ、使わなかったら休む
というふうになって、どんどん退化していく。当然、脳も同じ
こと。そうすると、これだけ巨大になった脳を維持するため
には、無駄に動かすことが必要なのです。 

               養老孟司 著  「バカの壁」より 


