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研究成果の概要（和文）：この研究では、脳卒中患者の急性期の上肢の廃用症候群発生の実態調査と、廃用症候群予防
プログラムの開発を試みた。脳卒中発症1週間後の麻痺側の肩関節の関節可動域では、外旋が有意に低下していた。
廃用症候群予防プログラムとして、看護師が麻痺側を支援して患者が整髪動作を1週間毎日行った結果、肩関節外旋
と外転の関節可動域の低下を予防することができた。看護師が生活支援の1つとして行う整髪動作活動が、麻痺側の肩
関節可動域低下予防に有効であることが示唆された。さらに、看護師が積極的に活動を促進することが上肢の廃用症候
群予防につながることがわかった。

研究成果の概要（英文）：In this study, we tried to survey the disused syndrome outbreak of the upper limb
of the stroke patient at the acute stage, and to develop the disused syndrome prevention program.In the
range of motion of the shoulder joint of the paralysis side one week after the stroke onset, external
rotation significantly decreased.
In the disused syndrome preventive program, a nurse supported the patient s hair‑brushing movement at
the paralysis side every day for one week. As a result, the drop prevention of the external rotation and
abducens of the shoulder joint was achieved. It was suggested that the hair‑brushing activity that a
nurse performed as a life support was effective for the drop prevention of the shoulder joint range of
motion at the paralysis side. It was also found that activity promotion is effective for the prevention
of the upper‑limb disused syndrome.

研究分野： 脳神経看護
キーワード： 脳神経看護

脳卒中

ICF

生活支援

様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
近年、脳卒中患者は脳卒中連携パスが運用
されるようになり、急性期病院での在院日数
は短縮されてきた。しかしながら疾患別の在
院日数や医療費は他の疾患と比べて非常に
高い。また脳卒中の入院受療率は人口 10 万
人対 183 人 1 位で、機能障害を残しながら生
活する脳卒中患者数は推計約 17 万人である。
特に脳卒中は、要介護５（ほぼ寝たきり）と
判定されている患者の割合は 33.8％と非常
に高い（2010 年）。治療法としては、2005
年 10 月から脳梗塞の治療法としてｔ−PA
（遺伝子組み換え組織プラスミノゲンアク
チべーター）が認可されて以来、発症後 3 時
間以内に t−PA 薬による治療ができることで、
運動障害などの後遺症を残すことなく退院
する患者も増えてきた。しかしながら、我が
国におけるｔ−PA 薬の治療の適応患者の割
合は 1〜４％で、さらに最新の治療法である
Merci（血栓破壊術）治療も受けられる患者
数は限られており、脳卒中患者の QOL の改
善には多くの余地を残している。急性期の入
院 中 に 基 本 的 日 常 生 活 活 動 度 （ Barthel
Index）を改善することは６カ月後の予後を
改善することにつながる（樫原 2011）ため、
急性期における介入は大変重要である。
脳卒中患者は慢性期に入ってからも麻痺を
残こしたり、寝たきりになってしまっている
場合が多く、その寝たきり予防のために脳卒
中治療ガイドライン 2009 では、急性期から
のリハビリテーションを行うよう強く推奨
されており、病状に合わせて発症当日からリ
ハビリテーションが医療チームによって行
われてきている。しかし、上肢の機能障害に
対する予防プログラムは十分開発されてい
ない現状である。
【国内外の研究の動向】
脳卒中患者が慢性期になってからの問題
の１つに麻痺側上肢筋力低下と肩関節拘縮
および肩関節の痛みがある。肩関節拘縮を伴
う患者は脳卒中患者の 40〜50％を占めてお
り、脳卒中後の肩関節の痛みは 50〜80％の
患 者 が 経 験 し て い わ れ て い る （ 1985 ：
Anderson L,1994 野村、1998 嶋田）
。肩関節
の痛みの原因は、まだ原因は不明であるが、
急性期でのポジショニングや他動運動が一
因である可能性が高いといわれている。また、
Muller（1953）によると筋肉を使わないと 1
日に５％の割合で筋力が失われてゆくとい
う報告がある。脳卒中患者の肩関節の関節拘
縮については、脳卒中の麻痺患者に肩関節の
ポジションを 30 分間行った先行研究（RCT）
では（Dean2000, Turton2005 , ada2005，
Gustafsson2006，De Jong2006)、少しの関
節拘縮予防の効果は得られているものの、有
意差は十分ではない。その理由としては、介
入開始時期が慢性期で、急性期からの慢性期
を視座に入れての介入ではないことも一因
と考えられる。さらに上肢には通常持続点滴
が行われることが多く、急性期は日常生活が

制限されていることが多い状況である。
一方、肩関節の特徴として、上肢から肩は日
常生活のなかでは「食べる」
「着る」
「髪をと
かす」など日常必要となる動作に深くかかわ
る部位であり、いったん麻痺が発生すると、
慢性期に「使えない肩」になってしまう可能
性が高い。この｢使えない肩｣は、急性期の誤
用症候群（間違った方法による痛みなどの諸
症状の出現）が原因の１つといわれており、
肩関節は解剖学的な構造が複雑であり、動か
す方向や角度によっては、誤用症候群が容易
に起こるといわれている。
そのために、ベッドサイドで 24 時間日常
生活のケアにあたる看護師の支援が非常に
重要となる。「使えない肩」を作らないため
にも、看護師の肩への支援方法を確立するこ
とは重要であると考えた。
また、日本では、麻痺側上肢についてはブ
ルンストロームステージⅤの場合、最近まで
は改善が難しいという理由より作業療法士
（以下 OT）などによる麻痺側上肢のリハビ
リテーション(以下リハビリ)が十分に行われ
てこなかった（若林 2003）
。さらに、麻痺が
ステージⅢ〜Ⅳであっても現在の医療制度
では、日本国内の急性期病院で理学療法士、
作業療法士によるリハビリを保険診療で受
けられる時間は急性期病院では 6 単位（2 時
間）
、回復期病棟で受けられる時間は 9 単位
（3 時間）とたいへん少ないために、理学療
法士、作業療法士のみの関節拘縮予防では、
十分ではないといわれている。現在、上肢の
リハビリ方法としては、CI 療法（非麻痺側を
拘束して、麻痺側で生活するようにする）、
ロボットによる運動促進、ミラー療法、神経
促通療法などの治療法が試みられている。こ
れらの背景を踏まえた上で、医療チームの中
での看護師が日常生活の中で患者の将来を
見据えた安全なリハビリプログラムを急性
期からいかに行うかを構築することは、脳卒
中患者の上肢の日常生活の再構築の支援の
ために重要と考える。

２．研究の目的
脳卒中患者が慢性期に麻痺をもちながら生
活しなければならないと予測される場合、超
急性期から、看護師が医療チームと連携して
患者のモチベーションをあげながら、脳卒中
患者の上肢の関節拘縮及び筋力低下に対し
て、効果的に予防する方法を提供するために
必要な急性期からの予防プログラムを開発
する。

３．研究の方法
対象は、発症 1〜2 日目の初発脳卒中の患
者である。まず同意の得られた患者 31 名を
対照群とし、その後入院してきた患者 31 名
を介入群とした。対照群には通常の看護ケア
と理学療法士・作業療法士によるリハビリテ

ーションを行った。介入群には通常の看護ケ
アとリハビリテーションに加えて、1 日 1 セ
ット 30 回のヘアブラシを使用した整髪動作
の支援を、無理な動かし方がないよう注意し
ながら行った。評価は、他動的関節可動域角
度を用いた。測定部位は、肩関節の屈曲・外
転・外旋，肘関節屈曲、手関節の屈曲・伸展
の６項目であった。測定日は、発症後１〜2
日の初回と、
初回から 6 日目であった。
また、
筋肉量については生体電子インピーダンス
を使用して測定を行った。なお倫理的配慮は、
徳島大学病院臨床研究倫理審査委員会で許
可されたのち実施した。

４．研究成果
研究参加者 62 名のうち、早期退院などに
より測定できなかった 10 名を除外した対照
群 26 名と介入群 26 名を評価対象とした。
（１）対照群の可動域について
対照群の可動域は、6 日目に麻痺側肩関節
外 旋 角 度 が 2.1 度 有 意 に 低 下 し て い た
(P=0.049)。
（２）介入群の可動域について
介入群では、初回に比べ 6 日目の肩関節外
転 角 度 が 5.7 度 有 意 に 拡 大 し て い た
(p=0.002）。また、対照群と介入群の両群間
の麻痺側の比較を行ったところ、介入群が肩
関節外転角度(p=0.001)と肩関節外旋角度
(p=0.035)において、有意な関節可動域の拡
大を認めた。介入群の実施中・実施後の上肢
の疼痛発生は認めなかった。
筋肉量については、現在分析中である。
従来脳卒中急性期には、3〜７日のベッド
上臥床安静が必要とされていたが、管理技術
の向上により、近年では発症間もないころか
ら積極的な離床支援が行われるようになっ
た。脳卒中発症直後からの整髪動作という積
極的支援介入により、肩関節を中心とした上
肢の活動を増加させることで、麻痺側上肢の
肩関節外旋と外転の可動域制限の予防がで
きることを明らかにした。これは、患者の整
髪動作の参加行動を促進・支援することで、
活動量が増加し機能障害の回復に結び付く
と い う ICF(International Classification
of Functioning Disability and Health)モ
デルの理念に合致した有用な支援方法であ
った。
本研究では、脳卒中発症直後から整髪動作
の積極的介入を行うことで、肩関節の外転と
外旋の可動域の拡大ができた。また、初発脳
卒中患者は発症後 6〜7 日目ですでに麻痺側
の肩関節に外旋の他動的関節角度の低下が
起こっていた。脳卒中発症早期から意図的に
可動域を拡大する支援介入の必要性を明ら
かにした。
なお、この研究成果は、 Caroline Woon:
Nursing at the centre of stroke recovery
in the acute setting:prioritising early
rehabilitation. British Journal of

Neuroscience Nursing. 12(1) 23‑28.
DOI:http://dx.doi.ory/10.12968/bjnn.20
16.12.1.23 で引用されている。
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