
様式１－３

患者様・ご家族様 説明用パンフレット

脳卒中にかかった患者さまとそのご家族のかたへ

このたびは、突然の病気と入院といった出来事に、ご本人さまご家族さまともに、

多くの不安を抱えておられることと思います。

このパンフレットは、脳卒中の治療やリハビリテーションのながれ、そして療養生

活を支援するさまざまな機関やスタッフについて、ごく大まかにご理解いただけるよ

う作成したものです。今は、これから先の生活にまで思いをはせることは難しいかも

しれませんが、できるだけ一度目を通していただき、少しでも参考になる情報を得て

いただきながら、療養生活を送っていただきたいと願っております。

患者様お一人ずつ経過や対処方法が異なりますので、主治医をはじめ医療スタッフ

の説明がまず優先されるものです。このパンフレットをお読みいただくことにより、

その説明のご理解の一助になれば幸いです。

彦 根 市 立 病 院



脳卒中は、その経過が、「急性期」（治療を重点的に行う時期）、「回復期」（リハビ

リを重点的に行う時期）、「維持期」（ある程度回復した機能を維持しつつ生活の仕方

を工夫していく時期）に大きく分けられ、それぞれの時期に応じた対応がなされてい

きます。

各時期の大まかな流れを、以下に示します。

◇急性期（発作直後から 2～4 週間以内）

救命救急、診断の確定、脳梗塞や脳出血など脳へのダメージに対しての直接的な治療、血圧や

呼吸の管理などを中心に行う期間です。

急性期治療を担う病院は、湖東地域では彦根市立病院、湖東地域周辺では湖東記念病院（東近

江市）・長浜赤十字病院（長浜市）・市立長浜病院（長浜市）などとなります。

＜ 急性期における脳卒中の治療 ＞

脳卒中は、病型・大きさ・発症してからの時間などにより治療がいくぶん異なりますが、すべての

脳卒中に共通して血圧や呼吸管理、脳圧のコントロール、リハビリ、合併症の予防と治療を初期か

ら行います。脳卒中の病型ごとに、おおむね以下のような治療を行います。
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長年、高血圧・糖尿病・タバコなどにより傷つけられた動脈には、動脈硬化がおこり、動脈の内壁

が硬く厚くなり、血液の通り道が狭くなります。さらに動脈の壁がぼろぼろになりアテロームとよばれ

る硬い脂肪を混じたかたまりが形成され、ついには動脈が閉ざされつまってしまいます。このように、

動脈硬化によって生じた脳梗塞を脳血栓といいます。

脳血栓は点滴で治療することが多いです。血栓でいったん完全につまった動脈を再開通させる

のは困難なので、治療の主眼は、その被害をいかに最小限に食い止めるか、におかれます。発症

後の時間や患者さんの状態によって薬剤の選択は異なります。

脳血栓症が大きい場合は、脳が腫れて頭蓋内の圧が上がりさらに脳を障害しますので、脳の腫

れを抑える点滴薬を使います。

非常に大きい脳血栓症の場合や小脳の血栓では 、脳圧の上昇により死に至ることもあるため、

腫れによる脳圧の亢進を防ぐため手術をすることもあります。

長年、高血圧・糖尿病・タバコなどにより傷つけられた動脈には、動脈硬化がおこり、動脈の内壁

が硬く厚くなり、血液の通り道が狭くなります。さらに動脈の壁がぼろぼろになりアテロームとよばれ

る硬い脂肪を混じたかたまりが形成され、ついには動脈が閉ざされつまってしまいます。このように、

動脈硬化によって生じた脳梗塞を脳血栓といいます。

脳血栓は点滴で治療することが多いです。血栓でいったん完全につまった動脈を再開通させるの

は困難なので、治療の主眼は、その被害をいかに最小限に食い止めるか、におかれます。発症後

の時間や患者さんの状態によって薬剤の選択は異なります。

脳血栓症が大きい場合は、脳が腫れて頭蓋内の圧が上がりさらに脳を障害しますので、脳の腫れ

を抑える点滴薬を使います。

非常に大きい脳血栓症の場合や小脳の血栓では 、脳圧の上昇により死に至ることもあるため、

腫れによる脳圧の亢進を防ぐため手術をすることもあります。
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脳の中で血管が破れて、血液が脳の中で噴き出した状態です。脳は柔らかいので、吹き出した血

液によって脳の組織が傷ついたり、部分的に破壊されてしまいます。その結果として、身体の麻痺や

意識障害などが起きるのです。脳内で出血した場所によって症状はさまざまですが、最も破れやす

い血管が大脳の深いところにある細い動脈であるため、その場合麻痺や半身の感覚障害などが多

い症状です。

また、脳内で出血した血液が血のかたまり（血腫）となり、それが大きくなると頭がい骨の中の圧

力が上がり、重症の脳出血の場合はそれによってさらに脳にダメージが加わり生命に危険がおよぶ

こともあります。

脳内出血の治療は、大きな出血の場合は外科手術（血腫吸引術や血腫除去術）を行うことがあり

ます。脳出血の手術では、血腫を取り除き、脳の腫れをおさえることができますが、一度出血によっ

てダメージを受けた脳細胞は助けられません。最近は脳の機能そのものの回復を期待するのでは

なく、救命目的や早期にリハビリを行うため脳の腫れをおさえる目的で手術をすることもあります。

手術をせずに保存的に治療する場合もあります。脳梗塞と同じように、脳の腫れをおさえる治療、血

圧を下げる治療などです

頭蓋内の動脈の一部に動脈瘤というこぶのようなものができ、これが破れて出血したものがクモ

膜下出血です。出血した血液は、脳内出血と異なり、脳と頭蓋骨の表面との間のすきま（くも膜下

腔）に流れ出るため、症状は激しい頭痛であることが多いのです。

くも膜下出血では、動脈瘤が破れて出血したところがいったん止血しても、再出血することがしばし

ばあります。そのため、全身状態などが許せば、手術によって破れた動脈瘤の根本を、クリップとい

う小さな金属製の洗濯ばさみのようなものではさみ、再出血しないようにします。

くも膜下出血では、脳脊髄液の循環が障害され、水頭症という合併症をおこすことがあり、これに

対しても外科的処置が行われます。

また、発症してから 2 週間程度の間に、「脳血管れん縮」といって血管が細くなり脳梗塞をおこして

しまうことがあります。これに対してさまざまな投薬や血管を拡げる手術などの対処を行いますが、

今でも完全に防ぎきることはできません。

脳塞栓症は、脳以外の場所、たとえば心臓の中などでできた血のかたまりなどが、血流にのって

脳の動脈につまったものです。この流れてくるかたまりが大きいと、太い動脈がつまり、重症な脳梗

塞を起こすことがあります。

脳塞栓の場合も、まずは血圧や呼吸の管理、脳圧のコントロールが治療の主体となりますが、発

症後のごく早い時期（２～３時間以内）には、つまった血のかたまりを薬を使って溶かす治療（血栓溶

解療法）が行われることがあります。うまくかたまりを溶かせれば、また血流が流れるようになる可能

性があるからです。しかし、時間がかかると逆に出血をおこし、重篤な結果になることも少なくないこ

とや、この治療が可能な施設が限られているので、すべての患者さんがこの治療の対象になるわけ

ではありません。湖東地域とその周辺では、彦根市立病院・湖東記念病院・市立長浜病院・長浜赤

十字病院が、血栓溶解療法が可能な主な施設です。



＜ 急性期のリハビリテーション ＞

急性期であっても、治療と平行しながら、状態に応じてベッドサイドなどでできるだけ早期にリハ

ビリを始めることがすすめられています。関節が硬くなってしまうのを防ぐなど、なるべく早く始める

方が機能の回復がのぞめると言われています。

以上のような急性期の治療においても、現在の医学では脳卒中による身体の障害を完全に取り

去ることはできません。現在の医療では、起こってしまった症状をできるだけ抑え、そこからできる

だけ回復することを期待しています。

最近は、上記のような急性期の外科的・内科的治療がいったん終わり、状態が安定し、リハビリ

を中心に行う時期に入ると、在宅復帰に向けたリハビリを行う環境を整えた病院に転院し、能力の

改善を目的にリハビリを行うことで、よりスムーズな社会復帰ができると考えられています。回復の

状況や障害の状況に応じて、時期や転院先を病院のスタッフとともに、できるだけ早いうちから考

えていきましょう。



◇回復期（おおむね発症から １か月～６か月）

急性期の治療により状態が安定した患者さんは、リハビリテーションを中心に行う回復期

に入ります。この時期には、最近の流れとして、治療を中心とした急性期病院から、在宅復

帰をめざしリハビリテーションを行う病院に転院していただき、より患者さんの機能や能力

の回復めざすことが多くなっています。また、この時期は、ご家族にとっても在宅復帰のた

めの準備の期間としても必要な時期です。

＜回復期のリハビリテーション＞

回復期のリハビリでは、脳卒中による手足の麻痺・運動の機能の障害・ものが飲み込みにくい

（嚥下障害）・言葉が出にくい（失語や構音障害）といった機能障害に対して、その回復を助け合併

症を防ぐことにより、失われた機能をできるだけ取り戻していくことに取り組みます。

リハビリは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・医師が共同して患者さん本人・家族

の方と協力して行っていきます。患者さんの障害の種類や発症からの時期・障害の程度に応じてリ

ハビリの内容や計画が異なりますが、一定期間を区切り成果を評価しながらすすめていきます。そ

して、患者さん本人の努力とご家族の協力をいただきながら、在宅・社会復帰を目指していきます。

詳しくは、個別に説明が行われます。

＜代表的なリハビリの例＞（実際は、患者さんの状態によって異なるところがあります。）

＊ベッドサイドでのリハビリ：関節が異常な形で固まらないように、正しい姿勢をとったり関節

をゆっくり動かす訓練を行います。

＊手足の麻痺がある状態に対して、機能障害の形や程度を評価しそれに合わせた訓練を実施

します。

●上肢（腕や手）の麻痺があれば、必要な場合は利き手の交換を行う訓練をすることもありま

す。

●下肢（足）の麻痺があれば、徐々にベッドから起き上がる・座った姿勢を保つ等の訓練から

始め、さらに起立、平行棒の間を歩く、段差を超える等の訓練を回復過程にあわせて行い

ます。

●回復の過程で必要な場合、車椅子への乗り降りなども訓練していきます。

●必要に応じて、下肢の装具が処方されることもあります。



＊麻痺の影響で食べ物を飲み込みにくい状態にある場合、徐々に訓練しながら点滴から食事へ

移行していきます。

●飲み込みやすいゼリーやプリンなどから始め、徐々に量や固さを変えていきます。

●のどの麻痺が強く、口から十分な栄養摂取ができない場合は、「胃ろう」といって体外から胃

に直接管を通して栄養や水分を送るための処置をとることもあります。

＊脳の障害された場所によっては言語障害をきたす場合もあり、全身の回復の様子を見て、適

切な時期に言語訓練・言語療法が行われます。

●言語訓練専門の「言語聴覚士（ＳＴ）」という職種がいる病院でないと実施できないものです。

以上のように、リハビリテーションでは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・医師が共

同して、患者さんやご家族と一緒に、脳卒中により障害を受けた身体機能について、できる限りの

回復をめざします。

しかし、残念ながらリハビリテーションは魔法ではなく、脳卒中の全ての障害が完璧にもとの通り

に治るものではありません。良い状態で残されている機能をどのように活かして日常生活のさまざ

まな動作を工夫していくか、ということを併せて考えていく必要もあります。

このようなリハビリテーションの過程は、病院のスタッフだけがサポートし施すものではありませ

ん。患者さん本人やご家族の前向きな意識や努力が非常に重要なのです。リハビリをはじめて何

日も地道な努力を続けて少しずつ成果を得られるものです。なかなか改善しない症状に心が折れ

そうになる場合もあると思いますが、続けていくことや身体機能の状態に合わせたさまざまな工夫

をしていくことが将来の生活の自由度に大きな差を生み出します。



◇維持期（おおむね発症から ６か月以降）

＜退院して在宅生活の中でのリハビリテーションの継続＞

病院での回復期リハビリテーションに取り組み、全身状態もさらに安定し一定の回復（障害の程

度によって回復度合いは異なる）がみられた場合、病院での機能回復訓練は一定期間を経ると終

了します。

次は、必要な支援体制（介護保険サービス等）を整えて、自宅生活にもどり、その中で回復した機

能の維持と実生活での工夫を積み重ねていくことになります。理学療法士や作業療法士が行う訓

練ではなく、毎日の生活の動作ひとつひとつをできるだけ自立して、必要なところは助けを得ながら、

くりかえし行っていくことそのものがリハビリテーションとなる時期です。

自宅生活にもどるための準備や相談窓口は・・・

● 病院内では、地域連携室や医療相談室の看護師や相談員が、相談窓口になります。

● お住まいの市町での、介護保険サービスを受けるための相談窓口は、市役所・町役場の介

護保険課などの担当課になります。すでに担当のケアマネジャーが決まっている方は、そち

らに相談していただくことになります。（９ページの相談先一覧表をご覧ください。）

● 本人・ご家族が、病院の相談員や市町担当者と相談しながら、必要な場合は自宅の段差解

消やトイレや風呂場の改修などを行うこともあります。

● およその退院のめどがたてば、病院スタッフと自宅生活を支援する関係機関スタッフとの連

絡会議（退院カンファレンス）を行い、切れ目なく安心して自宅での生活に戻れるように連携し

ていきます。

● 自宅での生活に戻り、これまで回復した機能を維持したり、実生活での工夫や適応のために、

介護保険サービス（必要に応じて通所介護、通所リハビリテーション、訪問看護、訪問リハビ

リテーションなど）を受けながら、患者さん自身が中心となって行う生活実態に合わせたリハ

ビリテーションを継続して行っていきます。

介護保険サービスの調整は、ケアマネジャーに相談しながら計画をたてます。

● 服薬など治療継続が必要なことについては、地域の診療所医師（かかりつけ医）などに連携

していきます。



＜療養病床や施設での介護の継続が必要な場合＞

残念ながら、脳卒中の患者さんのすべてが、病状が安定し回復期でのリハビリを行っても、症状

が十分に改善せず医療的な処置を常時必要としたり、また在宅での支援体制が十分整わないなど

のことから、自宅生活にもどることが困難な場合があります。

現在の医療制度ではそのような患者さんは医療型や介護型の療養病床や施設などに数ヶ月か

ら半年程度など比較的長期間入院・入所されることが多くなっています。

●施設は基本的に医療行為を行うところではありませんので、医療行為が必要な患者さんの施

設入所は困難です。

●脳卒中の後遺症のある患者さんの中でも、吸痰の回数が多い方や経腸栄養が必要な方、糖

尿病などの合併症を持つ方など医療的なサービスを必要とされる患者さんには、医療型療養

病床といった制度があります。（湖東地域では豊郷病院、友仁山崎病院、彦根中央病院にあり

ます。）

●強い障害（肢体不自由、意識障害など）を持つ患者さんの場合には障害者病床といった制度

があります。（湖東地域では彦根中央病院にあります。）

●他に介護度の高い患者さんのために介護療養病床があります。（これも湖東地域では彦根中

央病院にあります。）

いずれも、医療を必要とする度合いや障害の程度、介護度などによる入院基準があります。こ

れらの医療機関は、制度上一般の病院とは異なり、急性期治療を終えた患者さんが比較的長期

に入院できる代わりに、投薬など治療内容が、病院によって異なる場合があります。

（詳しくは各病院の医療相談室・地域連携室等におたずねください。次ページの一覧表参照。）



◇湖東地域（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町）の

病院一覧

所在地 電話番号 転院・退院等についての

相談窓口

彦根市立病院 彦根市八坂町１８８２番地 0749－22－6050（代） 医療相談室

豊郷病院 豊郷町八目１２番地 0749－35－3001（代） 医療福祉相談室

彦根中央病院 彦根市西今町４２１番地 0749－23－1211（代） 地域連携室

友仁山崎病院 彦根市竹ヶ鼻町８０番地 0749－23－1800（代） 医療相談室

◇近隣の回復期病棟のある病院

病院名 所在地 電話番号 転院・退院等についての

相談窓口

近江温泉病院 東近江市北坂町９６６ 0749－46－1125（代） 医療相談室

ヴォーリズ

記念病院

近江八幡市北之庄町４９２ 0748ー32－5211（代） 地域連携室

神崎中央病院 東近江市五個荘清水鼻町９５ 0748－48－5555（代） 地域連携室



◇湖東地域（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町）の

介護保険や在宅療養に関する相談窓口

担当部署 電話番号 所在地

介護福祉課 0749－23－9660 彦根市平田町６７０番地

彦根市福祉保健センター2階

彦根市地域包括支援センターすばる

（担当学区：鳥居本）

（担当学区：城東・佐和山）

0749-21-5412

0749-24-0494

彦根市鳥居本町 670

（デイサービスセンター鈴の音内）

彦根市後三条町 350-3

（鈴木ヘルスケアサービス(株)内）

彦根市地域包括支援センターハピネス

(担当学区:城西・城北)

(担当学区:金城・平田)

0749-27-6702

0749-21-3555

彦根市馬場 1-5-5

（彦根市北デイサービスセンター内）

彦根市平田町 670

（彦根市福祉保健センター別館内）

彦根市地域包括支援センターゆうじん

(担当学区:城南・高宮・旭森)

0749-21-3341 彦根市竹ヶ鼻町 80

（アロフェンテ彦根内）

彦根市地域包括支援センターきらら

(担当学区:城陽・若葉・河瀬・亀山)

0749-28-9323 彦根市川瀬馬場町 1015-1

（彦根市ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰきらら内）

彦根市

彦根市地域包括支援センターいなえ

(担当学区:稲枝東・稲枝北・稲枝西)

0749-43-7616 彦根市田原町 13-2

（彦根市南老人福祉センター内）

愛荘町 福祉課

愛荘町地域包括支援センター

0749－37－8053

0749－37－8080

愛荘町安孫子８２５番地

愛荘町秦荘庁舎

豊郷町 医療保険課

豊郷町地域包括支援センター

0749－35－8117

0749－35－8057

豊郷町石畑３７５番地

甲良町 保健福祉課 介護グループ

甲良町地域包括支援センター

0749－38－5151 甲良町在士３５７－１

多賀町 福祉保健課

多賀町地域包括支援センター

0749－48－8115 多賀町多賀２２１－１


