
ケアマネジメントの展開

15－②章

脳血管疾患に関する事例

1無断複写・転載を禁ずる



本科目の目的

脳血管疾患の特性や療養上の留意点、起こ
りやすい課題を踏まえた支援に当たっての
ポイントを理解する。
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本科目の習得目標

①脳血管障害の特徴について説明できる。
②脳血管障害における生活障害の特徴について説明できる。
③脳血管障害における療養上の留意点や起こりやすい課題について
説明できる。
④脳血管障害における環境の調整（福祉用具・住宅改修を含む）の
必要性について説明できる。
⑤脳血管障害におけるリハビリテーションの必要性について説明で
きる。
⑥医療職をはじめとする多職種との連携・協働のポイントについて
説明できる。
⑦脳血管障害の特性に応じたケアマネジメントの具体的な方法を実
施できる。
⑧継続学習の必要性と、具体的な学習方法を述べることができる。
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前回講義の復習 ①
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世界保健機構（WHO）の健康の定義

健康とは、病気でないとか、弱っていないということでは
なく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべ
てが満たされた状態にあることをいいます。

（日本WHO協会訳）

高齢者は、生活に必要な要素が少しずつ欠落し
ていく状態になっていきます。生活全般の解決す
べき課題（ニーズ）が発生するということです。
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前回講義の復習 ②

身体

精神社会

残存機能の活用
ＡＤＬ,ＩＡＤＬの改善

意欲の改善
自らの意思決定

地域・家族等との関係
各種活動への参加

介護支援専門員は、
①生活全般の解決すべき課題（ニーズ）を解消する支援を行う。
②生活の質が向上する支援を行う。
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脳血管疾患の支援にあたっての
ポイント
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①再発の防止
②重度化の予防
③生活習慣の改善
④リハビリテーション
→慢性期：社会参加へ
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第1節 脳血管障害の特徴
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１．脳血管疾患にかかる事例を学ぶ意味

脳血管疾患：日本人の三大死因の一つ。
脳血管障害：介護が必要となる要因の2位。

Ｐ．74
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第1節 脳血管障害の特徴
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（２）慢性期における治療の目的
◆目的
①後遺症の治療
②再発の防止
③合併症の予防・治療

Ｐ．74

◆手段
①リハビリテーション
②薬物療法
③日常生活指導
④その他（手術を含む）
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第1節 脳血管障害の特徴
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Ｐ．75-78

２．脳血管障害の分類

１）出血性脳血管障害

⇒破れる

２）虚血性脳血管障害

⇒詰まる
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第1節 脳血管障害の特徴

３．脳血管障害の初期症状

（１）ＦＡＳＴ（顔Ｆａｃｅ・腕Ａｒｍ・言語Ｓｐｅｅｃｈ・時間Ｔｉｍｅ）

（２）早期の治療開始の支援

４．脳血管症状の診断

（１）医師の診断

〇意識レベル（ＪＣＳ）

（２）画像診断

（３）脳血管障害の後遺症
10

Ｐ．７９

Ｐ８０
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第1節 脳血管障害の特徴

５．脳血管障害の治療

（１）脳出血の治療

（２）脳梗塞の治療

６．脳血管障害の医療連携と在宅支援
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Ｐ．８１

①発症後、速やかな搬送と専門的な診療が可能な体制

②病期に応じたリハビリテーションが可能な体制
③在宅療養が可能な体制
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ミニワーク15‐②‐１‐Ａ
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書いて欲しいポイント
大きく分けて、血管が破れて出血するものと

血管が詰まって虚血するもの
がある。

重要な補足
麻痺について
麻痺は主に２つの麻痺がある。
① 運動麻痺
② 感覚麻痺

これらは別物であるが、運動と感覚の２つが
相互作用することで運動がスムーズになる。
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• 同じ片麻痺でも原因となった脳の場所（血管）
によって症状が違う。

（例） 脳の表面に病変がある片麻痺患者は

上肢に強く麻痺が出る。
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響

脳血管障害の

後遺症の概要

14

Ｐ．８４
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１．意識障害

（覚醒レベルが低い状態）

意識の中枢は脳幹にあり、
大脳に対して覚醒するための
信号を送っている。

脳血管障害では、この経路
が障害され、意識レベルが一
時的に低下することがある。

比較的軽度の意識障害で
あっても、長期にわたって継
続すると日常生活への影響が
大きくなる。
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．８４

覚醒レベル

丁度良い
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２．神経障害

○さまざまな身体機能に対して起こる。

【神経障害の概要】

運動障害 言語障害

感覚障害 視野障害

排せつ障害 嚥下障害

高次脳機能障害 血管性認知症 など

16

第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．８５
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２．神経障害
（１）運動障害

２．神経障害
（１）運動障害

１）運動麻痺（片麻痺：大脳皮質）

脳血管障害による後遺症のなかで最も代表的。自分の意思に対して思う
ように手足が動かない状態。

２）運動失調（筋の協調：小脳）

共同運動の障害で、運動を円滑に

協調させて行うことができない状態。

３）脳血管性パーキンソニズム（中脳等）

パーキンソン病と類似した症状では

あるが、本来のパーキンソン病と

は区別されていて、処方箋も異なる。
17

第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．８６
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【運動麻痺の回復の目安】

○利用者・家族にとって、どの程度回復するのかは最も心配するとこ
ろで、生活全体にも影響を及ぼす。

○時間経過と共に慢性化するため、適切なリハビリテーションが重要。

【手の麻痺の場合】 ※脳の表面の病変

・一般的に、発症から１か月目と３か月目の状態が目安とされる。

・発症当日から動かせれば、ほぼ完全に回復が期待できる。１か月
以内に動くようであれば、不自由なく使える程度の回復が期待。３か
月目までに動くようであれば、補助手として使える程度の回復が期待。

【足の麻痺の場合】 ※脳の内側の病変

・発症から１か月目までに、寝た状態で自転車を足でこぐ動きができ
れば、正常の歩行ができるようになる。

・３か月たっても立て膝ができないと、歩行ができる期待は低い。

運動麻痺の回復の目安
第２節 脳血管障害の後遺症と

生活機能への影響 Ｐ．８６
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（２）言語障害

１）失語症

脳の言語に関する機能を支配している部分に損傷を受けることで
起こる。
①運動性失語
・相手の話を理解することはできるが、思った通りに話せない。
・主に発音がうまくできない。
②感覚性失語
・流暢に話すが、意味のわからない内容になる。
・相手の話していることも理解することができなくなる。
③健忘失語

・聞いて理解する力はあるが、言葉がうまく思い出せない。回りく
どい言い方、話し方。
・「あれ」「それ」といった代名詞が多い。
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．８７
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④伝道失語
・聞いて理解する力はしっかりしているが、錯語（言い間違
い）が多い。
・単語の一部、あるいは違う単語に言い換えてしまう。例え
ば、「めがね」→「めがめ」、「めがね」→「とけい」など。

字性錯語 語性錯語
⑤全失語
・重度の失語症。聞く・話す・読む・書く」などを意味のある
言葉でほとんど表現できない。
・無言になる。
・聞いて理解する能力については、ほとんど失う場合も、あ
る程度は保たれる場合もある。
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．８８
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２）構音障害

話すことに関する筋肉の運動障害。失語症とは違い、言語中
枢が損傷しているわけではないので、言葉を理解したり、文字
を書いたり、本を読んだりすることはできる。

①麻痺性構音障害

・発音が不明瞭、声の質が変わったりする。

・相手の話を理解して、答えることはできるが、舌がまわらずう
まく話せない。

②失調性構音障害

話をしたときに、リズムが乱れる、つかえる、繰り返しの言葉が
うまく言えない。
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．８８
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（３）感覚障害

体の半身の感覚が鈍くなったり、しびれや痛みなど、
感覚に関する症状が突然起こったりする。

しびれや痛みは治りにくく、生活に影響を及ぼすこと
が少なくない。

（４）視野障害

視野が狭くなる、視野の半分が見えない。安全面でも
問題となったり、日常生活のしにくさや行動範囲の制
限といった面でも影響を及ぼすことが少なくない。
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．８８
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（５）排せつ障害

排せつをコントロールしている脳の部分（大脳・
脳幹）が損傷を受けると起こることがある。

日常生活でも最も大きな問題の一つとなるため、
症状や改善の可能性についても検討しておく。

・頻尿、尿失禁、尿意を感じない、尿が出ない

・便秘、便失禁、便意を感じない
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．８９
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（６）嚥下障害

食べ物や飲み物の飲み込みがうまくできない状態。嚥下
に関する神経障害が起こると発症し、急性期では、半分
以上の人にみられる。意識が回復してくるととともに大半
は回復するが、後遺症として残ることもある。

○嚥下性肺炎

・食べ物や飲み物が気管に入りやすくなってしまうことで、
唾液や胃液とともに細菌が肺に流れ込んで生じる「誤嚥
性肺炎」が起こりやすくなる。

・高齢者の脳血管障害での死亡原因の１位となる危険
なものなので、注意が必要。
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．８９
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（７）高次脳機能障害

○脳に損傷を受けたために、麻痺などとはべつに、言語・
記憶・思考・行為・学習・注意・判断といった「知的活動」
「精神的活動」「精神的活動に障害が起きている状態。

○見た目ではわかりにくく、周囲の人からも理解されにくい。

○利用者自身も自覚していないことが多く、日常生活上も
大きな支障となる。
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．８９
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２．神経障害
（７）高次脳機能障害

１）失語

26

Ｐ．●

第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．９１

左前頭葉：他人が言っている意味は分かるが話せない。
左側頭葉：話せるが、他人が言っている意味が分からないので会話が成り立たない。

無断複写・転載を禁ずる



２．神経障害
（７）高次脳機能障害

２）失行
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．９１

代表的なもの
① 観念失行
② 観念運動失行
③ 着衣失行 主に左頭頂葉無断複写・転載を禁ずる





２．神経障害
（７）高次脳機能障害

３）失認
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．９１

右頭頂葉



２．神経障害
（７）高次脳機能障害

４）半側空間無視

30

第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．９２
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２．神経障害
（７）高次脳機能障害

５）注意障害
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．９２

脳幹および前頭葉



２．神経障害
（７）高次脳機能障害

６）記憶障害
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．９２

海馬および側頭葉



２．神経障害
（７）高次脳機能障害

７）発動性の低下
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．９３

前頭葉および中脳（パーキンソン氏病）



２．神経障害
（７）高次脳機能障害

８）抑制障害 （社会的行動障害）
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．９３

前頭葉
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（８）血管性認知症
多発性脳梗塞など、小さな脳梗塞が何度も起きている
場合、その度に症状が悪化していく。脳血管性認知症
の人は、脳梗塞などが再発する事も多く、急に症状が
悪化する場合があるので、注意が必要。

【特徴】
①まだら認知症になりやすい
②感情失禁が起こりやすい
③さまざまな症状が現れる
【対応の仕方】
①血管性認知症を理解する
②感情の切り替わりのポイントを知る
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第２節 脳血管障害の後遺症と
生活機能への影響 Ｐ．９４



ミニワーク１５‐②‐２‐Ａ
脳血管障害の後遺症とその特徴をまとめましょう。

41

運動障害・・・運動麻痺は動かない。
運動失調は動くがうまく動かせない。

言語障害・・・運動性失語は話せないが、
意味は分かっている。
感覚性失語は話せるが、人の言っていること
自分の言っていることの意味が分からない。

感覚障害・・・しびれの原因。
触覚、温度覚、痛覚、関節覚など。

高次脳機能障害・・・失行（行為の障害：観念失行など）
失認（認知の障害：触覚失認など）
失語（言葉の障害）
半側空間無視（左を無視することが多く、ご飯も左を残す。）
注意障害（集中力低下など）
記憶障害（短期記憶が障害されやすい）
発動性の低下・抑制障害（前頭葉障害の主な症状）

視野障害・・・半側空間無視と区別が必要。見えない視野がある。
排せつ障害・・・頻尿、尿失禁、便失禁など
血管性認知症・・・まだら認知症（認知症症状がまだらに出現する）
嚥下障害・・・物の飲み込みが障害され、むせが続くと肺炎の危険性がある。



第３節 脳血管障害における
療養上の留意点や起こりやすい課題

脳血管障害の発生から急性期、回復期、維
持期と進んでいくなかで、徐々に心身機能
や生活機能が向上・維持されていく一方で、
病気の再発や不活動により、些細なことで
も生活状況が一変することがある。

42



第３節 脳血管障害における療養上の
留意点や起こりやすい課題

１．再発の防止

• 一度起きると再発しやすく、特に脳梗塞は発生率が高い。

• 再発すると、初めて発症したときに比べて重症化しやす
い。（予防の観点も重要！！）

• 再発の原因となる病気の管理と生活習慣の改善が重要。

（１）薬物療法

脳血管障害で処方される薬は飲み合わせの悪いものがある。

（２）再発の原因となる病気の管理と生活習慣の改善
43

Ｐ．９６



第３節 脳血管障害における療養上の
留意点や起こりやすい課題

２．廃用症候群の防止

詳しくは、第１５‐④章「筋骨格系疾患及び廃用
症候群に関する事例」で説明。

（１）廃用症候群の要因

（２）廃用症候群の進行と回復期間

（３）廃用症候群の症状
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第３節 脳血管障害における療養上の
留意点や起こりやすい課題

３．医療的なケアの必要性

• 医療的ケアの内容は多岐にわたる。

• 継続的な状態観察、早期発見。医師や看護師等と連携。

※ 息をしている時にゴロゴロと痰の音がしないか等も重要。

• 利用者本人や介護する家族が行うケアや指導されてい
る内容についても把握するとともに、支援にかかわる介
護サービスや担当者間での連携も重要

45
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第３節 脳血管障害における療養上の
留意点や起こりやすい課題

４．リスクの管理

（１）転倒
• 片麻痺に伴う立位や移乗、歩行の状況、動作の安定性を十分に考慮

転倒時に上肢の保護伸展反応ができないため、転倒による
衝撃を軽減できず、外傷や骨折等の危険性が高まる

• 住環境整備・・・機能的に出来ることが減らないように、
必要なものを最低限使用する心がけが重要。

• 家族指導・・・どういうときに転倒しやすいかという情報の提供。
• 機能維持・・・運動習慣の構築。

（２）誤嚥性肺炎
• 家族指導・・・口腔衛生や食事介助に気を付ける。

（３）栄養の問題
• 栄養サポートチーム（アルブミンの値で判断）

46
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ミニワーク15‐②‐３ ‐Ａ

• 定期的な検診・・・移動手段、意欲の増進。

• 薬物療法・・・血圧コントロールと抗血栓治療。

• 病気の理解・・・高血圧、糖尿病、脂質異常症のコン
トロールがなぜ必要なのか。どうなれば異常なのか。

• 生活習慣の改善・・・運動、食事、禁酒、禁煙など

※ 運動の習慣をつけることをおすすめします。

以上の注意点を全て打破できる可能性があるため。
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第４節 脳血管障害における環境の調整
（福祉用具・住宅改修を含む）の必要性

49

まずは利用者本人の心身機能の
改善、残存能力の向上を図ること
が大切。（機能の把握が必要！！）
併せて、本人にとってより自立し
た生活ができるようにさまざまな環
境面での調整も行っていく。
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第４節 脳血管障害における環境の調整
（福祉用具・住宅改修を含む）の必要性

１．住環境調整

（１）住宅改修

（２）福祉用具

１）福祉用具貸与・・・車いす、特殊寝台、

床ずれ防止用具など

２）福祉用具購入・・・腰掛便座、入浴補助用具など

３）福祉用具活用の視点・・・自立や暮らしやすさ

50
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（３）住環境調整の際のポイント

１）場所（部屋）ごとの環境調整のポイント
環境調整する部屋で対象者が何をするのかという視点が大切。

例えばトイレ内の手すりは座った状態の向きで、非麻痺側に使いや
すい高さで設置する。

２）利用者本人の心身機能や能力のとらえ方
機能的に何が出来て何が出来ないのかを専門職に聞いておく
（リハ職）。

３）介護する家族のとらえ方
家族は何が出来て何が出来ないのかよく聴取する。
また、ＭＳＷなどに情報を提供してもらう。

４）安全性・経済性への配慮
福祉用具の形状や値段も総合して判断する。



第４節 脳血管障害における環境の調整
（福祉用具・住宅改修を含む）の必要性

２．家族に対する対応

（１）高齢者ケアの原則

（２）介護する家族への支援の必要性

１）家族の力・・・ケア能力を推し量り、過度な負担
にならないよう配慮

２）家族生活の支援・・・健康状態やストレスに配慮。
自己実現の時間の確保や休養も検討

３．その他

・経済的な課題
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ミニワーク15‐②‐４‐Ａ
• 環境整備も大切だが、心身機能を向上させる働きかけで、
対応できないか。

• 住宅改修に頼らず、家具の位置等で、対応できないか。

• リハ専門職の意見を聞く。

• 患者が実際に生活している場面を想定して家屋改修。

• 家族の意見や経費、宗教、縁起等も考慮する。

• 福祉用具は介護保険で貸与または購入。

• 2012年4月から福祉用具の貸与・販売サービスの提供に
ついては、福祉用具専門相談員が「福祉用具貸与計画」
または「特定福祉用具販売計画」を作成することが義務付
けられている。
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第５節 脳血管障害における
リハビリテーションの必要性

１．リハビリテーションの意味：人生の再建

単なる機能回復のことではなく、「人間らしく生
きる権利の回復」や「自分らしく生きること」が重
要で、そのために行われるすべての活動。

障害を治すだけではなく、障害をもった人が障
害をもったままでも、よりよい人生を送ることが
できるよう、支援を行っていくことが重要。
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第５節 脳血管障害における
リハビリテーションの必要性

２．脳血管疾患におけるリハビリテーション

（１）脳血管障害のリハビリテーション
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急性期のリハビリテーション
発症してから2週間までに行うリハビリテーション

【理学療法プログラム】
関節可動域運動
特に足関節が固まると歩行の獲得が阻害されやすい

座位保持運動
座位の獲得とともに血圧の管理が目的（起立性低血圧）

良肢位保持
関節が固まりやすい方向と逆方向に保持する。
可能ならば、起立や移乗、立位、歩行を行う。



回復期のリハビリテーション

発症してから約3か月から6か月のリハビリテーション

【理学療法プログラム】

全身状態や体の機能、高次脳機能障害を加味して
積極的に歩行の獲得や日常生活活動動作の獲得等
を行います。
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維持期のリハビリテーション

回復期後の生活状況に即したリハビリテーション

【理学療法プログラム】

機能改善という目的よりも生活の再建や身体機
能の維持等を行います。

（２）介護保険制度におけるリハビリテーション

以上のうち、主に維持期に行うリハビリテーション
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第５節 脳血管障害における
リハビリテーションの必要性

３．リハビリテーションマネジメント

（１）リハビリテーションマネジメントとは

Ｓｕｒｖｅｙ：調査

Ｐｌａｎ ：計画

Ｄｏ ：実行

Ｃｈｅｃｋ ：評価（3か月ごとに実施）

Act         ：改善・・・機能改善という意味ではない。

評価から得られた情報をもとに、

計画とのずれを改善し行動する

という意味。 59
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（２）活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションサービス

（３）認知症高齢者に配慮したリハビリテーションの促進
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（４）介護支援専門員の役割とポイント

• リハビリテーションマネジメントとケアマネジメントは関
連性が高いため、その連携調整役としてケアマネー
ジャーが行動する必要がある。

【ケアマネージャーの役割】

在宅での情報収集（Ｓｕｒｖｅｙ）で得られた情報を他職種
に提供し、計画（Ｐｌａｎ）を考えるために、リハビリテー
ション会議を開催調整し、他職種と連携してリハビリテー
ション実施計画書を作成する。リハビリテーションの提供
（Ｄｏ）結果を3か月ごとにモニタリング（Ｃｈｅｃｋ）し、計画
を再考する。

リハビリテーション卒業が可能だと判断された場合は、
地域参加を促す。



ミニワーク15‐②‐５‐Ｂ

ＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、心身機能、
活動及び参加について、バランスよくアプロー
チするリハビリテーションを継続的に管理し、質
の高いリハビリテーションの提供を目指す。
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第６節 医療職をはじめとする
多職種との連携・協働のポイント

脳血管障害により介護が必要になった人のほ
とんどは、医療機関での入院治療やリハビリ
テーションが必要。

病気の再発や合併症の悪化防止のためにも、
継続的な治療が必要。
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第６節 医療職をはじめとする
多職種との連携・協働のポイント

１．連携・協働のポイント

• 病気や医療に関する最低限必要で正確な知
識をもつ。

• 医療サイドからの必要な情報を定期的、適
切な時期に受け入れる体制をつくる。

• 生活の視点から、日頃の生活状況について
の情報も定期的に、また必要に応じて提供
する。
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（１）入院時の連携（入院時情報提供加算）
利用者が入院時、医療施設へ情報を提供する。
【必要な情報】
利用者の心身の状況
（疾患、病歴、認知症の症状や行動障害の有無等）
生活環境
（家族構成、生活歴、家族の介護状況等）
利用サービスの状況

（２）退院・退所時の連携（退院・退所時加算）

退院時に病院等の職員と面談し、サービスの提供に必
要な情報を集め、居宅サービス計画書を作成する。

病院等では退院時カンファレンスを開催することが多く
なっているため、出席して情報を集めたり意見交換する。



第６節 医療職をはじめとする
多職種との連携・協働のポイント

２．脳血管障害を抱えた利用者に必要な社会資源

（１）障害者手帳

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

（２）障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

介護給付と訓練等給付

（３）日常生活自立支援事業と成年後見制度

（４）その他

66

Ｐ．１１４

高次脳機能障害



ミニワーク15‐②‐６‐Ａ

【入院時】

• 医療機関では生活場面の情報が必要とされるため、日
常の生活状況や本人の病気に対する考え、服薬状況。

• 利用者の心身の状況として疾患・病歴、認知症の症状や
問題行動の有無。

• 生活環境として家族構成、生活歴、家族の介護状況。
• サービスの利用状況

【退院時】
• 退院後の生活環境
• 利用者や家族の意向
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