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発症直後の急性期病院とリハビリテーション

を行った回復期病院での病気、治療について

書かれています。

これはあなたの病気の発病から現在までの治

療の記録です。

病気の再発予防やリハビリテーションの方法

に役立てください。

医療機関を受診するときには、このノートを

医師に必ず見せるようにしてください。

１ 脳卒中ノートってなーに？
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２ あなたの記録

【発症日】　　　　　
　　　　　　　　年　　　月　　　日（�初発�・�再発�)

【脳卒中のタイプ】
　□脳梗塞　□脳出血　□くも膜下出血
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
【治療について】
　□保存的治療　□t-PA　□手術　□血管内治療
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
【帰結】
　□自宅退院（社会復帰）　□自宅退院（療養）
　□リハビリ病院　□療養病院・施設
【障害のタイプ】
　□運動障害　□右片麻痺　□左片麻痺　□失調
　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　）
　□失語症　□構音障害　□音声障害
　□摂食嚥下障害　□形態を選べば経口摂取可能
　□経口・経腸併用　□経腸栄養（�NGチューブ�・�胃瘻�)
　□高次脳機能障害
　　□注意障害　□記憶障害　□失行失認
　　□計画立案遂行障害　□その他（　　　　　　　）
　□複視・視野障害

１ 脳卒中治療記録
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【発症日】　　　　　
　　　　　　　　年　　　月　　　日（�初発�・�再発�)

【脳卒中のタイプ】
　□脳梗塞　□脳出血　□くも膜下出血
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
【治療について】
　□保存的治療　□t-PA　□手術　□血管内治療
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
【帰結】
　□自宅退院（社会復帰）　□自宅退院（療養）
　□リハビリ病院　□療養病院・施設
【障害のタイプ】
　□運動障害　□右片麻痺　□左片麻痺　□失調
　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　）
　□失語症　□構音障害　□音声障害
　□摂食嚥下障害　□形態を選べば経口摂取可能
　□経口・経腸併用　□経腸栄養（�NGチューブ�・�胃瘻�)
　□高次脳機能障害
　　□注意障害　□記憶障害　□失行失認
　　□計画立案遂行障害　□その他（　　　　　　　）
　□複視・視野障害

再発などのケースにお使いください
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基礎疾患の記録

　□高血圧　　目標血圧　　　　/　　　　mmHg
　□糖尿病　　□食事療法
　　　　　　　□内服薬（　　　　　　　　　）
　　　　　　　□注射薬（　　　　　　　　　）
　□脂質異常症　□食事のみ　□内服薬（　　　　　）
　□心房細動（�ワーファリン�・�DOAC�）
　□その他　（　　　　　　　　　　　��）

身体・日常生活機能の記録

移動　□屋外歩行自立　□屋内自立・屋外見守り歩行
　　　□屋外車椅子・屋内歩行　□歩行、車椅子併用
　　　□車椅子（移乗自立）　□車椅子（移乗介助）

日常生活　食事（　自立　・　一部介助　・　介助　）
　　　　　整容（　自立　・　一部介助　・　介助　）
　　　　　更衣（　自立　・　一部介助　・　介助　）
　　　　　排泄（　自立　・　一部介助　・　介助　）
　　　　　入浴（　自立　・　一部介助　・　介助　）

２ 脳卒中リハビリ・生活期記録
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栄養必要量　　　　　　Kcal　　　　塩分　　g以下

　□経口食のみ　□通常食

　　　　　　　　□食事療法（　　　　　　　食）

　　　　　　　　□嚥下調整食　コード

　　　　　　　　　　　　　　　とろみ　要・不要

　□経腸栄養　　□経鼻胃管��������

　　　　　　　　□胃瘻　□PTEG　□腸瘻

　　栄養材・白湯量（　　　　　　　　　　　　　）

　□経静脈栄養　□TPN　□PPN

　　１日量（　　　　　　　　　　　　　）

３ 食事・栄養の記録 （併用の場合は両方にチェック）
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【装具作成日・処方病院・処方医師・装具作成会社】

　作成　　　　　　年　　　月　　　日

　病院　　　　　　　　　　　　　医師

　制作会社

【装具のタイプ】

　□長下肢装具

　□短下肢装具　□金属支柱型

　　　　　　　　□プラスチック型

　　　　　　　　□靴べら型

　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　）

４ 装具の記録
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【身体障害診断】　有　・　無

　区分　種　級（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）

　認定日　　　　　　年　　　月　　　日

　病院　　　　　　　　　　　　　　医師

【介護認定】　有　・　無

　要支援　１　２　　要介護　１　２　３　４　５

　ケアマネジャー　　　　　　　　　　　　　　　

　事業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【介護認定】　有　・　無

　要支援　１　２　　要介護　１　２　３　４　５

　ケアマネジャー　　　　　　　　　　　　　　　

　事業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５ 介護保険・障害診断の記録
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【急性期の治療を行った病院】

　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　

　主治医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　入院期間　　　年　　月　　日� ～　　　年　　月　　日

　入院期間　　　年　　月　　日� ～　　　年　　月　　日

【回復期の治療を行った病院】

　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　

　主治医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　入院期間　　　年　　月　　日� ～　　　年　　月　　日

　入院期間　　　年　　月　　日� ～　　　年　　月　　日

【現在の担当】

　　　　　　　　年　　月　　日　現在

　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　

　主治医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　年　　月　　日　現在

　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　

　主治医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６ 治療を受けた病院の記録
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受診日 月� 　日 月� 　日 月� 　日 月� 　日 月� 　日
体重（㎏）
血圧 / / / / /

TP（ALB）
AST/ALT
BUN/Cre
T-Chol（LDL）

HDL
TG

LDL/HDL比
血糖（空腹時・随時）
HbA１c
PT-INR

尿糖・尿蛋白

画像診断メモ

自由記載メモ欄

７ あなたのデータ記録
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受診日 月� 　日 月� 　日 月� 　日 月� 　日 月� 　日
体重（㎏）
血圧 / / / / /

TP（ALB）
AST/ALT
BUN/Cre
T-Chol（LDL）

HDL
TG

LDL/HDL比
血糖（空腹時・随時）
HbA１c
PT-INR

尿糖・尿蛋白

画像診断メモ

自由記載メモ欄
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受診日 月� 　日 月� 　日 月� 　日 月� 　日 月� 　日
体重（㎏）
血圧 / / / / /

TP（ALB）
AST/ALT
BUN/Cre
T-Chol（LDL）

HDL
TG

LDL/HDL比
血糖（空腹時・随時）
HbA１c
PT-INR

尿糖・尿蛋白

画像診断メモ

自由記載メモ欄
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受診日 月� 　日 月� 　日 月� 　日 月� 　日 月� 　日
体重（㎏）
血圧 / / / / /

TP（ALB）
AST/ALT
BUN/Cre
T-Chol（LDL）

HDL
TG

LDL/HDL比
血糖（空腹時・随時）
HbA１c
PT-INR

尿糖・尿蛋白

画像診断メモ

自由記載メモ欄
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３ 脳卒中の再発予防のために

１ 脳卒中の症状は？
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主な危険因子である高血圧、糖尿病、脂質異常症

の治療が重要です。食事を含めた生活習慣を見

直しましょう。喫煙、過度の飲酒を控え、適度な

運動を行いましょう。また、脱水にならないよ

うに水分の補給を行いましょう。

抗血栓薬（血液をサラサラにする薬）の内服を守

りましょう。抗血栓薬には抗血小板薬と抗凝固薬

があります。どちらも決められたとおり内服しま

しょう。

脂質異常症

２ 脳卒中の再発予防
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糖尿病や脂質異常症は日々の食事が大切です。

塩分制限は高血圧治療の基本です。

正しい食生活が再発予防の第一歩！

分からない人は栄養士に相談することもできま

す。（32 ページ）

急な温度の変化があると脳卒中が再発しやす

くなります。夏場はこまめに水分摂取！

アルコールは脱水やヒートショックを起こしやす

くなります。

適正な体重を維持することは生活習慣病の発

症を予防し、リハビリテーションの上でも有効で

す。

高血圧は自分自身で管理する意識が大切です。

自宅で朝、晩に血圧測定する習慣を付けましょ

う。

タバコは百害あって一利なし

止められない！場合は禁煙外来へ（33 ページ）

３ 再発予防10のポイント
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４ リハビリと在宅治療
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１ 在宅生活でのポイント

１．ごろごろしない

寝てばかり、ＴＶを見てばかりではあっという間に機能が

落ちてしまいます。筋肉を維持して老年症候群（サルコペ

ニア、フレイル）にならない。このためには毎日のウォー

キングなどの運動、それでなくとも何かしら体を動かすこ

とが大切です。

２．やりすぎは禁物

歩きすぎ、トレーニングのしすぎはかえって筋肉を傷めま

す。適正な運動は人によって違います。主治医の先生やリ

ハビリの担当者に聴いてみましょう。

３．閉じこもらない

障害のある方、特に言葉の障害があると、人に会うのが億

劫になり家に閉じこもりがちです。運動量も減りますし、

精神的に参ってしまう、認知能力も低下する危険がありま

す。無理をする必要はありませんが、近くでもいいので外

出を心がけましょう。

４．体重を維持する

太るのも痩せるのも駄目です。太るのは支える体重が増え

ますし、糖尿病や高血圧などの基礎疾患が悪化する場合が

多いです。痩せるのも充分な栄養量が取れてない、何らか

の問題が体に出現している可能性が高く大ピンチです。主

治医の先生に相談しましょう。
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２ 装具療法ってなーに？
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ごはんを食べたり、水を飲んだりすることがうまく出来

ないことを嚥下障害と言います。脳卒中では様々なタイ

プの嚥下障害が出現し、リハビリテーションを行います

が、残念ながら一部障害（飲み込みにくさ）が残ってし

まうことがあります。その場合は、障害の程度に合わせ

て食事の形態を工夫したり、他の栄養手段を補助的に用

いたりします。

嚥下障害がある方では、食べ物や水をごはんが通る道

（食道）ではなく、空気が通る道（気管）の方へ飲み込

んでしまうこと（誤嚥）が起こってしまうことがありま

す。この場合、時に肺炎が起きてしまう、これを誤嚥性

肺炎と言います。　

日頃から無理をせず能力に合った嚥下調整食を食べる、

口の中がきれいなら肺炎も起こりにくいので口腔ケアを

頑張るなどが重要です。

３ 嚥下障害と誤嚥性肺炎
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嚥下障害は食べる能力が低下することがあります。その

ときは下に書いてあるような変化ポイントが出てきま

す。

これを見落とさず、嚥下障害の専門検査、治療が可能な

医療機関にご連絡ください（32ページ）

  1． 食事の量は減っていませんか　痩せていませんか

  （元の体重の５％／１カ月　10％／６カ月）

  2． 食事にかかる時間は長くなりましたか

  3． 喉につかえたりして飲み込みにくくなっていませんか

  4． お茶や汁物等でむせることがありますか

 夜間に咳き込んでいませんか　微熱が出ていませんか

  5． 食事のあと、ガラガラ声になっていませんか

  6． 話すときに舌がひっかかりますか

  7． 食べこぼしや口の端からよだれがこぼれませんか

  8． 固いものが食べにくいですか

  9． 口臭が気になりますか

  口の中はきれいですか、乾きやすいですか

10． 薄味がわかりにくくなりましたか

  味の好みが変わっていませんか

11． 食後に口の中に食べ物が残りやすいですか

12． 自分の歯、入れ歯で左右の奥歯をしっかりとかめますか
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32 ページ

４ 脳卒中の栄養管理
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脳卒中の後遺症でよくみられる障害の一つに、

「痙縮（けいしゅく）」という症状があります。

痙縮（けいしゅく）とは筋肉が緊張しすぎて、手足が

突っ張ったり、勝手に動いてしまう状態のことです。

手指が握ったままとなり開きにくい、肘が曲がる、足

先が足の裏側のほうに曲がってしまうなどの症状が

みられます。痙縮は日常生活に支障が生じるだけで

なく、長い間放っておくと、筋肉が固まってさらに関

節の運動が制限される「拘縮（こうしゅく）」という症

状につながることもあります。

ひじが
曲がったまま
伸びない

手の指が
握ったまま
開かない

ひざ（股）が
とじる

つま先立って
いて歩けない
（歩きにくい）

５ 手や足のつっぱり（痙縮）
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６ 高次脳機能障害
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31 ページ
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５ 脳卒中Ｑ＆Ａ
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（34 ページ）
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６ 施設の種類
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７ 困ったときの連絡先

【再発？何か変だぞ】
明石市立市民病院 078-912-2323

大西脳神経外科病院 078-938-1238

加古川中央市民病院 079-451-5500

県立加古川医療センター 079-497-7000

順心病院 079-437-3555

【高次脳機能障害】
石川病院 079-252-5235

順心リハビリテーション病院 079-438-3205

県立リハビリテーション中央病院 078-927-2727

兵庫県高次機能障害相談窓口 078-927-2727
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【嚥下障害】
明石仁十病院 078-942-1921

明石リハビリテーション病院 078-941-6161

石井病院 078-918-1655

石川病院　 079-252-5235

順心リハビリテーション病院 079-438-3205

高砂市民病院 079-442-3981

西江井島病院 078-947-5311

野木病院 078-947-7272

県立リハビリテーション中央病院 078-927-2727

フェニックス加古川記念病院 079-432-7088

【口腔ケア・在宅歯科診療】
明石市歯科医師会 078-962-8020

神戸市歯科医師会 078-391-8020

播磨歯科医師会 079-421-8100

【栄養関係】
兵庫県栄養士会 078-251-5311
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【痙縮治療】
伊川谷病院 078-974-1117

県立加古川医療センター 079-497-7000

県立リハビリテーション中央病院 078-927-2727

戸田内科・リハビリテーション科 078-947-5575

西江井島病院 078-947-5311

野木病院 078-947-7272

フェニックス加古川記念病院 079-432-7088

やすお脳神経外科クリニック 078-925-7171　　

【禁煙外来】
明石市立市民病院 078-912-2323

石井病院 078-918-1655

いのまた循環器科内科 079-420-0123

加古川中央市民病院 079-451-5500

県立加古川医療センター 079-497-7000

西江井島病院 078-947-5311

野木病院 078-947-7272

ノザキクリニック 079-437-7161

ふくやま病院 078-927-1514

みどり病院 078-928-1700

明舞中央病院 078-917-2020
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高齢者総合支援室

（介護保険課）

（障がい福祉課）

【行政の窓口】
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【会員医療機関の連絡先　地域別】
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戸田内科・脳神経内科
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加古川磯病院

フェニックス加古川記念病院 079-432-7088
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（三木市・西脇市）

大山記念病院 0795-28-5800
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伊川谷北病院
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