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症例3 60歳代 男性 JCS 10、 左片麻痺、NIHSS 12

am 7:15、自宅で倒れた。

妻が救急要請。

7:45 搬入。

バイタル測定、神経症状確認

胸部Xp

心電図；心房細動

7:55 頭部CT

8:10 頭部MRI

MRI拡散強調画像
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tPA 静注療法

• 血栓溶解剤（アルテプラーゼ）を1時間かけて静脈投与する
治療法

• 発症 4.5 時間以内の脳虚血に適応

• 出血性合併症は重篤で、禁忌事項がある。

• PT-INR 1.7を上回る経口抗凝固剤内服

• ヘパリン投与中でAPTTが1.5倍を超える

• 血小板 10万/mm3未満

• 来院から１時間以内の投与を目標





バイタル測定、神経症状の評価
## 両上肢血圧測定

血液検査、胸部Xp、心電図、頭部CT
tPA静注療法の準備、頭部MRI





静注血栓溶解（rt-PA）療法適正治療指針 第3版より引用



tPA 静注療法の禁忌項目を
チェックするには？

• バイタル測定

• 血糖値、血小板値

• PT-INR値（抗凝固剤内服中）

• 胸部Xp

• 頭部CT または MRI

• 病歴

発症時刻

病歴



• NIHSS 12

MRA

発症時 tPA静注療法翌日

DWI

MRA

NIHSS 4

DWI

MRAR



虚血性ペナンブラ

完成梗塞
脳梗塞

脳血流量

還流範囲

R



症例4 60歳代 男性, JCS 10、右片麻痺、失語、NIHSS 21

CT DWI MRA

14:00 妻のヘルパーが自宅に行くと倒れていた。救急要請。
14:34 搬入

## 発症から推定6時間以上経過し、血行再建による脳梗塞の回
復の見込みがない。

搬入10分 CT 搬入 30分 MRI



tPA静注 こんなときどうする? 1

抗凝固薬内服中、tPA 静注していいの？

• 抗凝固薬内服中ないし凝固能異常症において、 PT-

INR>1.7、APTT値が前値の1.5倍以上では適応外。



tPA静注 こんなときどうする? 2

患者さんの家族がつかまらない

〜適応の判定と説明・同意〜

• 利益・不利益について可能な限り患者ないし代諾者に同意
を得ることが望ましいが、それは必須条項ではなく、代諾者
不在であるがゆえに患者が本治療を受けれないような事態
は避けるべきである。

• 代諾者が不在の場合に備えて、各施設における本治療法の
可否に関する方針を、予め確定しておき、診療チームによる
合議によって適切と判断された場合に限り治療しうる。



脳梗塞急性期
機械的血栓除去

• tPA静注療法を優先する。

• 発症24時間以内

• MRIによる梗塞巣と、閉塞血管に
ミスマッチがある場合

• tPA静注の適応外でも可能

2010年に日本に最初に導入された
“メルシー” デバイス

静注血栓溶解（rt-PA）療法適正治療指針 第3版より引用



症例5 60歳代男性、JCS 30, 左片麻痺, NIHSS 24



血管造影室は24時間体制
・医師
・看護師
・放射線技師
・治療道具



• 動脈血液ガスは？；通常、問題ない

• 末梢ルートは非麻痺側？緊急時はこ

だわる必要ない。

• tPA静注後、血管造影前の処置

• 脳血管治療は大腿動脈から

• 鼠径部の剃毛（両側）、前貼り。

• 尿道バルーン留置は？無理せずに。

• 動脈穿刺は大丈夫？通常、問題ない。

tPA静注後の血栓回収術の前処置



脳梗塞急性期の血管内治療
2019 年の主流

血栓吸引型

• 血栓をカテーテルから陰圧

で吸引除去

• ペランプラ®、ソフィア®
カタリスト®

ステント型

• ステントに血栓をからめて回収

• ステントは留置しない

• ソリティア® 、トレボ® 、トロン® 









ステント型血栓捕獲療法







ヘパリンNa（ヘパリン）

• 注射の抗凝固剤

• 半減期 40-90分

• 効果は ACT、APTT を参考値とする

• 拮抗薬 プロタミン注射

• ヘパリン起因性血小板減少症
（HIT；Heparin-Induced 
Thrombocytopenia）に注意

## 劇症型と、緩徐型がある



ヘパリンの効果は ACT 値の測定

• ACT; Activating Coagulation Time

• （活性化全凝固時間）

• 血液の固まりやすさ

• 値が小さければ固まりやすい

• 単位は“秒”

• 正常は 90-130秒

• 脳血管内治療では200-300秒に延

長（ヘパリン 3000-6000単位）

• 人工心肺では 400秒以上

ヘモクロン

専用スピッツ



硫酸プロタミン

• ヘパリンの拮抗薬

• 現場ではヘパリン 1000単位

（1ml）に対して 0.5ml （5mg）使

用。

• 点滴静注が無難；ショックをおこ

すことがある。

• ACT値で効果判定する。



脳梗塞急性期 血栓溶解療法
脳卒中治療ガイドライン 2017（改訂版）では

• ｔPA静脈内投与は、発症から4.5時間以内に強く勧められる。

• 治療開始が早いほど良好な良好な転帰が期待できる。少し

でも早く（遅くとも1時間以内に）tPA静注療法の開始が強く勧

められる。

• tPA静注で効果がなかった、あるいは非適応では脳血栓回収

用機器による血管内治療を考慮。

ポイント



脳梗塞急性期 血栓溶解療法

• tPA静注療法は日本で確立され、脳梗塞患者の予後改善を

もたらした。

• 今後、血栓回収療法を日本中に普及させ、地域格差をなくす。

ポイント



発症から搬入までの時間

2010.4~2012.10 発症24時間以内の脳主幹動脈閉塞

を伴う脳虚血患者 99人を対象。
人

分

3hr 4.5hr



ワルファリン（商品名 ワーファリン®）

• ビタミンK依存性抗凝固剤

• 抗凝固の基本的薬剤

• 半減期 40時間

• 食事制限がある；納豆、青汁、クロレ
ラ、海藻

• PT-INR で効果判定し量を変更する

正常 1.0

2.0-3.0にコントロール

高齢者は 1.6-2.6にコントロール

• 拮抗薬； ビタミンK、FFP



抗凝固剤

• 従来はワルファリン（ワーファリン®）。

• 新規経口抗凝固剤 NOAC (ノアック) または DOAC （ドアック）が

2011年から発売され、増加傾向。

• NOAC = Novel Oral AntiCoagulants（新規経口抗凝固剤）、または

non-Vitamin K Oral AntiCoagulants）（非ビタミンK拮抗経口抗凝

固薬）。

• DOAC = Direct Oral AntiCoagulants （直接型拮抗経口抗凝固

薬）。



抗凝固剤



DOAC（ドアック）

• 非ビタミンK依存性

• 抗凝固の中で、適応が限られる；非弁膜症性心房細動、深

部静脈血栓症

• 半減期 1日以内

• 食事制限がない

• 年齢、体重、腎機能で量を規定する

• 抗凝固の効果は血液検査では測定できない

• 拮抗薬；ダビガトランのみあり



DOACはワルファリンと比較して、、、

• 血液検査による効果判定を要さない

• 食事制限がない

• 出血合併症が軽い傾向

• 半減期が短い

• 拮抗薬がない （今後発売になる見込み）

• 値段が高い

• ## 心臓機械弁、僧帽弁狭窄、抗リン脂質抗体症候群はワー
ファリンのみ



発症から搬入までの時間

2010.4~2012.10 発症24時間以内の脳主幹動脈閉塞

を伴う脳虚血患者 99人を対象。
人

分

3hr 4.5hr



脳卒中が予想される症状とは



ＦＡＳＴ

（顔） （腕） （言葉）



『いー』っと喋って頂きます。

＜ＮＧ＞
✿口が閉まらない
✿口角が左右対称にあがら
ない（顔）



①手の平を上にして腕を前に伸ばす

②目を閉じる

③両手を天井に向けて45°挙げる

④10秒間保持してください

＜ＮＧ＞

✿腕が内反して下がってくる

✿同じ位置で保持できない

（腕）



（言葉）

①『今日はいいお天気ですね』と
言ってください。

②『瑠璃も玻璃も磨けは光る』と
言ってください

＜ＮＧ＞
✿あたし？今日はおかゆさんが…
と全然違く返事をする

✿会話のキャッチボールが成立し
ない

✿ゆいもわいも…と活舌が悪い



脳卒中予防10ヶ条

万病の 引き金になる 太りすぎ

手始めに 高血圧から 治しましょう

糖尿病 放っておいたら 悔い残る

不整脈 見つかり次第 すぐ受診

予防には たばこをやめる 意志をもて

ｱﾙｺｰﾙ 控えめは薬 過ぎれば毒

高すぎる コレステロールも 見逃すな

お食事の 塩分・脂肪 控えめに

体力に 合った運動 続けよう

脳卒中 起きたらすぐに 病院へ



たばこ
• 効果がいち早くでる予防法です。

• ニコチンパッチやガム

• 1人で禁煙するのは…難しい

禁煙外来あります。

禁煙を目指すなら



酒
適度のアルコールは、
✿血管を広げ、血流を促進させる
✿善玉コレステロールを増加させ、動脈硬化を抑制する

• 節酒につとめましょう
１日に２時間以上は飲まない
寝酒はやめる
週に２回は休肝日
おつまみで、食べ過ぎや塩分の摂りすぎ注意



適量とは

ビール 500ml 中瓶１本

缶酎ハイ 500ml 1.5缶

日本酒やワイン 180ml（１合）

焼酎（25度） 100ml



塩分
目指せ 10ｇ以下



運動

• １日 １万歩をめざしましょう。

（距離にすると合計 約６㎞）

★和白駅から和白病院まで 約600m

★福工大前駅から和白病院まで 約900m

• 週に２回 １回30分の息がはずむ程度の運動

健康教室に通い続けましょう



脳卒中克服10ヶ条
自己管理 防ぐあなたの 脳卒中

知る学ぶ 再発防ぐ 道しるべ

やめないで あなたを守る その薬

迷ったら すぐに相談 かかりつけ

侮るな 肺炎あなたの 命取り

一人じゃない 福祉制度の 活用を

社会との 絆忘れず 外に出て

支えあい 克服しよう 後遺症

リハビリの コツはコツコツ 根気よく

再発か？ 迷わずすぐに 救急車


