
特集　重症患者の全身管理～ストレス反応とその対応

　生体は，過大侵襲を受けると，ホメオスタ

シス維持のために，凝固・線溶系システムも

変化します。侵襲時は凝固系システムが活性

化されることによって，血小板凝集の亢進，

フィブリン血栓の形成促進など過凝固状態に

なり血管内に血栓が形成されます。この血栓

形成は，自らを防衛するために行われていま

すが，一定レベルを超えることで病的となり，

「血栓症」や「DIC」へと進展します。

生理的な凝固・線溶系の反応（図）

　生体は炎症や外傷などの侵襲を受けると，

血管が破綻し，血液を固める凝固系のシステ

ムが活性化します。損傷血管は直ちに収縮す

ると共に，血小板が活性化し，血小板による

粘着・凝集反応が起こります。こうして血小

板血栓が生成されます。

　次いで，血液中の一群の凝固因子が最終的

にはフィブリンを生成し，そのフィブリンが

血小板を覆いフィブリン血栓を形成します。

フィブリン生成までの過程には内因系過程と，

外因系過程の２過程あります。外因系は組織

因子（tissue factor：以下，TF）がカルシ

ウムイオンを介して凝固第Ⅶ因子を活性化す

ることから始まります。内因系は凝固第Ⅻ因

子，血漿プレカリクレイン，高分子キニノゲ

ンなどが異なる物質に接触して相互反応する

ことにより引き金となります１）。凝固因子は，

いったん活性化されると次の段階の因子を活

性化し，連鎖的に反応が進みます。どちらの

凝固系も凝固第Ⅹ因子からは共通経路におい

て，フィブリンを形成していきます。

　同時に，過剰なフィブリン血栓による血管

閉塞を避けるため，フィブリンを溶かし，血

流を再開しようとする線溶系のシステムが活

性化されます。線溶系の主体はプラスミン❶で

あり，プラスミンがフィブリンを分解します。

　また，生体侵襲時は速やかに血液凝固系の
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反応が進行しますが，通常血管内では凝固を

防止するように働いています。血管を形成す

る血管内皮細胞は，アンチトロンビン❷とト

ロンビン❸を結合し中和させます。また，ト

ロンビンとトロンボモジュリン❹が結合し凝

固を制御します。この結合した物質がプロテ

インＣ❺を活性化して，凝固因子の活性を抑

制します。

　健常時は，血液凝固系と線溶系，抗凝固作

用の働きがバランスよく維持されています。

過大侵襲時の凝固・線溶系の反応

　侵襲の程度や範囲が大きいと，生体にとっ

て過大侵襲となります。過大侵襲時は炎症性

サイトカインが過剰に産生され，単球や血管

内皮細胞にTFの発現を誘導します。TFは凝

固系反応の開始因子のため，大量のトロンビ
❶知っておきたい用語

プラスミン
　プラスミノーゲンの形で血漿に存在しており，組織型プラス
ミノゲンアクチベータ（ｔ-PA）によってプラスミンとなり，フィブ
リンを分解します。

❷知っておきたい用語

アンチトロンビン
　肝臓で産生されるたんぱく質で，主にトロンビンや活性化第
Ⅹa凝固因子などの活性を阻害する抗凝固因子です。

❸知っておきたい用語

トロンビン
　凝固因子の一つであるプロトロンビンが活性化されたもので
す。フィブリノゲンをフィブリンに変化させるため，凝固系シス
テムの本質を担っています。

❹知っておきたい用語

トロンボモジュリン
　血管内皮細胞上に存在するたんぱく質で，トロンビンと結
合しトロンビン-トロンボモジュリン複合体となります。

❺知っておきたい用語

プロテインＣ
　トロンビン-トロンボモジュリン複合体と接触すると，活性化
プロテインＣとなり，活性化第Ⅷ凝固因子と活性化第Ⅴ凝固
因子を分解します。活性化凝固因子が減少することで，フィ
ブリン形成を阻害します。
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重症集中ケア Vo l um e . 21  N um b e r . 3 27



ンが持続的に産生，活性化され，微小血栓形

成が生じます。通常であれば凝固阻止に働く

活性化プロテインＣやアンチトロンビンは，

その血中濃度・活性が低下し，微小血栓形成

を十分に制御することができません。また，

炎症性サイトカインは，線溶系の反応を制御

する因子であるPAI-１（plasminogen 

activator inhibitor-１）の発現を持続的

に誘導するため，線溶を抑制し，凝固亢進に

見合う線溶活性化が見られず，微小血栓形成

が加速します❻。

　さらに，過大侵襲時は低血圧や血管透過性

の亢進などにより，組織の低灌流が起こりま

す。この組織の低灌流に起因する代謝性アシ

ドーシスや，交感神経緊張，カテコールアミ

ンなどによる細胞内カルシウム過負荷はミト

コンドリアの機能を低下させ，これも凝固障

害を促進する一因となります。結果として，

微小血栓により臓器の血流障害を来し，血栓

症から臓器障害へと発展します。そして，血

管内に微小血栓が多発している状態をDICと

言います。

　生体侵襲が治まらず，凝固系の亢進が持続

すると，凝固因子が不足し，次第に血栓形成

が不能になります。すると，今度は出血しや

すい状態になります。

　DICは，持続的な微小循環障害による「臓

器障害」と，消費性凝固障害からの「出血症

状」が同時に出現する極めて重篤な病態で

す。DICは重症度の進行に伴って合併率が上

昇し，DICの合併例では有意に死亡率が高く

なります２）。

凝固・線溶系の検査データ

　DICにはCTなど診断できるような特有の

検査はなく，凝固・線溶系血液検査データの

理解が重要となります。

■凝固系検査データ
APTT（activated partial thromboplastin 

time：活性化部分トロンボプラスチン時間）

　内因系にてフィブリンが生成されるまでの

時間。

PT（prothrombin time：プロトロンビン

時間）

　外因系にてフィブリンが生成されるまでの

時間❼。

AT（antithrombin：アンチトロンビン❽）

　トロンビンを阻害する抗凝固因子。

TAT（thrombin antithrombin complex：

トロンビン-アンチトロンビン複合体）

　アンチトロンビンとトロンビンが結合した

もの❾。

❻エキスパートの視点

　過大侵襲時は，凝固系システムの亢進により血栓を多発さ
せますが，線溶系の活性化は基礎疾患によって異なります。
敗血症や外傷，熱傷などでは線溶系が抑制されますが，急
性前骨髄球性白血病や腹部大動脈瘤などでは，凝固活性以
上の著明な線溶活性化が見られ，出血症状が重症化するこ
とがあります。そのため，血小板数の低下がさほど高度でなく
ても，脳出血，肺出血，吐血・下血，創部の大量出血など
から致命的出血に至ることがあります。

❼後輩指導のポイント

　APTT・PTが延長しはじめた時には，凝固因子が減少し，
フィブリン形成までに時間がかかるため，出血しやすくなりま
す。

❽知っておきたい用語

アンチトロンビン
　アンチトロンビンとアンチトロンビンⅢは同じものです。以前
は抗トロンビン作用の因子が６種類あると考えられていました
が，アンチトロンビンⅢだけが抗トロンビン作用を有することが
分かり，現在は「Ⅲ」をつけず，「アンチトロンビン」と呼ぶよ
うになっています。ただし，製剤名を示す場合のみ「アンチト
ロンビンⅢ製剤」と表記します。

❾後輩指導のポイント

　トロンビンが過剰に産生されるとATが消費されます。ATが
低下し，TATが上昇していれば凝固が亢進しているということ
です。

➡続きは本誌をご覧ください
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特集　重症患者の全身管理～ストレス反応とその対応

そもそも代謝とは

　ひとは生命を維持するために，食物（素材）

を食べ続けなければなりません。食べた食物

は栄養素ごとに消化・吸収されます。吸収さ

れた栄養素は，異化（catabolism）と同化（a  

nab o lism）の２つの過程をたどります。

　異化は分解，同化は合成と同じ意味の言葉

です。異化は食物を分解することによって，

エネルギーを産生します。同化は食物を自身

の身体の素材として合成する過程です。異化

と同化は絶えず繰り返されています。これを

新陳代謝と言い，一般的には代謝（me tab o-

lism）と表現しています。

　代謝は栄養素によってその過程が異なりま

す。代表的な栄養素である糖質，脂質，たん

ぱく質の代謝について考えてみます。

代表的な栄養素の代謝

　代表的な栄養素である糖質，脂質，たんぱ

く質は，それぞれ消化・吸収過程が異なりま

す。ここでは，それぞれの栄養素の消化・吸

収過程については割愛し，代謝過程を説明し

ます。

■糖質代謝（図１）
　糖質は単糖類，二糖類，三糖類，多糖類に

分類されます。ここでは，単糖類の代表であ

るグルコース（ブドウ糖）がエネルギーとし

て利用される解糖系について説明します。な

お，解説するにあたり難しい電子記号や炭素

数の説明については省略します。

　酸素がある条件下での解糖系を好気的解糖

と言います。好気的解糖では，グルコースは

ピルビン酸に代謝されミトコンドリア内に入

ります。その後TCAサイクルを回り，各種

電子を切り離したり受け取ったりする酸化還

元反応を経て，酸化的リン酸化という作用

を受けエネルギーが産生されます。このエ

ネルギーの産生は，脳や筋肉，心臓や肝臓な

ど全身のあらゆる細胞で行われているATP

の産生によるエネルギー産生です。

　これに対して，酸素のない条件下での解糖

過大侵襲によるエネルギー代謝反応

POINT

各栄養素がどのように代謝され， 
生体内で利用されているかを理解する

健常時の代謝と侵襲時の代謝の違いを
理解する

侵襲時の代謝変動とその後の経過を 
理解しながら，適した介入を検討する
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を嫌気的解糖と言います。ピルビン酸

は，酸素がないとミトコンドリア内に

入ることができず，乳酸脱水素酵素に

より乳酸に変換されます。この乳酸は

最終的に肝臓に運ばれて，糖新生を経

て元のグルコースに戻り，再び解糖系

に運ばれます。これと同じような機序

で，ビタミンＢ１が不足しているとピ

ルビン酸はTCAサイクルに入ること

ができず，乳酸が蓄積します❶。

■脂質代謝（図１）
　脂質と糖質の代謝過程は隣り合わせ

で存在しています。消化・吸収された

脂質は，肝臓でトリグリセリド（中性

脂肪）に変換されます。これと同様に，

過剰に摂取しエネルギー産生に使われ

ない糖質は，トリグリセリドに変換さ

れます。トリグリセリドは，肥満細胞や皮下

脂肪として蓄えられていきます。この蓄えら

れた脂肪は，後述する侵襲時や飢餓時にエネ

ルギーとして利用されます。トリグリセリド

が利用される時は，グリセロールと脂肪酸に

分かれて利用されます。グリセロールはグル

コース経由，脂肪酸はアセチルCoA経由でそ

れぞれエネルギー産生のために分解されます。

　ここからは，重症患者にかかわる部分の脂

肪酸の代謝について説明します（図２）。脂

肪酸は，炭素と炭素の間に二重結合がない脂

肪酸を飽和脂肪酸と言い，二重結合がある脂

肪酸を不飽和脂肪酸と言います。不飽和脂肪

酸でも，二重結合が１つだけのものを一価不

飽和脂肪酸と言い，二重結合を２つ以上持つ

ものを多価不飽和脂肪酸と言います。

　ここまでは前置きとなりますが，多価不飽

和脂肪酸にはω-6系脂肪酸とω-3系脂肪酸が

あります。ω-6系脂肪酸は主に肉の油や大豆

の油であり，ω-3系脂肪酸はエイコサペンタ

エン酸やドコサヘキサエン酸で青魚の油に含

まれています。ω-6系脂肪酸が代謝された後

に産生されるのは，PGE２，LTB４，TXA２
などの炎症性メディエータです。一方，ω-3

系脂肪酸が代謝された後に産生されるのは，

PGE３，LTB５，TXA３などの抗炎症性メディ

エータです。

　重症患者の病態の主要因は炎症です。その

ため，炎症を制御するような脂肪酸が有利に

働く可能性が期待されています。重症患者用

食事による糖質摂取 食事による脂質摂取

トリグリセリド

グルコース

ピルビン酸

アセチルCoA

エネルギー産生
（ATP）

酸化的リン酸化反応

乳酸

肝臓

脂肪酸グリセロール

TCAサイクル

乳酸脱水素酵素
（LDH） ビタミンＢ１

好気的解糖
（酸素がある条件下での解糖）

嫌気的解糖
（酸素がない条件下での解糖）

ミトコンドリア

図１ 糖質と脂質の代謝過程

❶エキスパートの視点

　グルコースの解糖系で酸素のない条件下である嫌気的解糖では，乳酸（lactate）が蓄積することを説明しました。臨床ではこの酸
素のない状態が，ショックなどによる循環不全です。特に敗血症のような血液分布異常性ショックでは，乳酸値が高くなります。乳酸値
の推移を見ながら，輸液や昇圧薬による治療効果を判定しています。また，嫌気性解糖以外でも，ビタミンＢ１不足による乳酸の蓄積が
起こる可能性もあります。経口あるいは輸液によるビタミン摂取不足にも目を向けましょう。
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特集　重症患者の全身管理～ストレス反応とその対応

　敗血症（sepsis）は，隠れた殺し屋と言わ

れるほど死亡率の高い感染症で，世界中の死

者の５人に１人が「敗血症」で死亡している

ことが報告されています１）。

　その定義は「感染に対する調節（制御）不

能な宿主反応により，重篤な臓器障害が引き

起こされた状態」とされ，敗血症性ショック

（septic shock）は「死亡率を増加させる可

能性のある重篤な循環，細胞，代謝の異常を

有する敗血症のサブセット（一部分）」であ

り，「急性循環不全により細胞障害および代

謝異常が重度となり，ショックを伴わない敗

血症と比べて死亡の危険性が高まる状態」と

定義されています２）。

　敗血症は，感染が疑われた場合には可及的

速やかな対応が予後を決定する鍵であること

から，クリティカルケア領域だけでなく一般

診療の場でも重要な症候群の一つとして位置

づけられています。

　本稿では，依然として死亡率の高い敗血症

性ショックの病態を，侵襲による生体反応と

の関係から概説します。

敗血症の特徴

　敗血症の特徴として，①生体が感染症に対

して免疫機能が過剰反応することで引き起こ

される，②感染に対する防御だけでなく，身

体の他の部分への攻撃を始める，③進行する

と臓器の機能障害・不全を引き起こし，病態

はとても複雑かつ重篤である，④生存者に

は，長期にわたって影響や障害に直面する人

もいる，などが挙げられます（敗血症・敗血

症性ショックはPICSの重要なリスクファク

ター）。また，敗血症患者の半数がICUで治

療を受け３），ICUで治療を受けた敗血症患者

は認知機能，身体機能が低下し，他のICU患

者よりも退院後のリハビリ施設などの利用が

多いことも指摘されています４）。

　一方，重症な敗血症患者の約70％が65歳以

上の高齢者であり５），一般的に軽度の侵襲を

きっかけに致死的な病態に移行するケースを

臨床で経験することが多いと思います。例え

ば，軽度な外傷や熱傷，脳梗塞，市中肺炎，

悪性腫瘍などの侵襲から免疫抑制状態に陥り，

侵襲による生体反応から見た 
敗血症性ショック

POINT

敗血症は，生体が感染症に対して 
免疫機能が過剰に反応する症候群である

敗血症は，感染に対する防御反応が 
過剰になると，生体の全体を免疫細胞が
攻撃をする場合がある

一般社団法人　Critical Care 
 Research Institute（CCRI） 

代表　道又元裕

1987年東京女子医科大学病院中央集中治療部看護師（主
任看護師）を経て，2000年４月より日本看護協会看護研修
学校重症集中ケア専任教員，2006年４月より同校長，2008
年より杏林大学医学部付属病院看護部長，国際医療福祉
大学成田病院看護部長を経て2021年４月より現職。クリ
ティカルケア教育の第一人者として集中ケアの認定看護師
を数多く育てあげ，その教え方には定評がある。
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PAMPs
　病原体関連分子パターン：pathogen-associated 
molecular patterns

感染症から敗血症に進展し，全身状態が悪化

するケースなど，珍しいことではありません。

その背景には，適応免疫（リンパ球系〈Ｔ細

胞〉）の免疫老化や基礎疾患（糖尿病，がん

など）が原因で免疫能が低下し，感染症から

敗血症に進展するリスクが高まることなどが

考えられています。いずれにせよ，高齢敗血

症患者の予後は不良ということです。

血液分布異常性ショック 
（distributive shock）

　敗血症性ショックは，血液分布異常性ショッ

クに分類され，二相性の過程（warm shock

からcold shockへ）をたどります。その根

幹にあるのは，感染による炎症の拡大です。

全身の至るところで，血管を拡張するケミカ

ルメディエータ（化学伝達物質）が産生され，

特に細動脈血管の過拡張が起こります。それ

によって，循環の維持に必要な血液量の相対

的不足，抵抗血管の拡張による後負荷の低下，

末梢動静脈シャントの増加と末梢組織酸素需

要増大と供給の不均衡，心機能障害，血液凝

固障害などが起こります。

敗血症からショックに至るまでの
概要（図１）

　何らかの原因（細菌などの病原微生物な

ど）によって，生体で感染が生じると，菌体

内成分であるLPS（エンドトキシン）が刺激

因子となり，過剰な炎症を中心とした生体

反応が起こります。その過程の第１段階が

warm shockで，長くても数時間程度でしょ

うか。免疫細胞の大食細胞とも呼ばれる単

球（monocyte）から変化したマクロファー

ジ（macrophage），顆粒球の一つである

好中球（neutrophil）を中心とした自然免

疫反応と高炎症性サイトカインストーム，高

循環動態（hyperdynamic state）を呈す

るのが特徴です。さらに病態が進展悪化する

と，第２段階のcold shockへと移行します。

循環動態は平均血圧の低下など低循環動態

（hypodynamic state）を呈し，ARDS，DIC

の合併，MODS，MOFへと進行してしまう

ことも稀ではありません。

感染性炎症から敗血症， 
敗血症性ショックへの 
進展機序（図２）

■感染と炎症反応
　感染，傷害によって病原微生物（細

菌など）由来のLPSなどの外因性物質

（PAMPs）が誘導，放出されます。ま

た，同様に損傷した組織（壊死組織な

ど）から誘導，放出された炎症につな

がる内因性物質（alarmins）が誘導・

放出されます。これまで，alarmins

感染

敗血症

敗
血
症
性
シ
ョ
ッ
ク

二
相
性

①warm shock

②cold shock

●病原微生物や細菌
●菌体内成分である毒素（エンド
トキシン：LPS）などの刺激

免疫反応
（SIRS：高サイトカイン血症）
（サイトカインストーム）
hyperdynamic state

生体の過剰反応（炎症）

hypodynamic state
DIC，ARDS，MODS，MOF

図１ 敗血症からショックに至るまでの概要
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はDAMPsと呼ばれていましたが，最

近においては，この外因性物質である

PAMPsと内因性物質であるalarmins

を総称してDAMPsと呼ぶようになり

ました。

　PAMPsとalarminsは，TLR❶をは

じめとするPRRs❷にリガンド❸と

して認識，結合します。

　その際，HMGB1❹などの刺激作

用を受けて，NF-κB❺が一連の免疫

反応や炎症反応を引き起こし，種々の

炎症性サイトカイン産生（炎症性＞抗

炎症性サイトカイン）につながる細胞

内シグナルを活性化しはじめます。

　HMGB1は，敗血症や自己免疫疾患

などの病態の増悪に関与する分子（メ

ディエータ）の一つとして考えられて

います。HMGB1は主に細胞の核内に

蓄積されているたんぱく質であり，一

部が細胞質内にも存在し，炎症応答や

感染に際しては細胞外にまで放出さ

れ，炎症応答を促進することが知られ

ています。

■サイトカインストームと 
好中球の活性化

　NF-κBの転写が過剰に作用した場

合には，炎症反応も強度になり，産生

されるサイトカインも大量に放出され

DAMPs
　傷害関連分子パターン：damage-associated molecular patterns

❶知っておきたい用語

TLR（Toll様受容体：toll-like receptor）
　細胞表面にある受容体たんぱく質で，種 の々病原体や異物を感
知して，免疫細胞を作動させる機能を有します。

❷知っておきたい用語

PRRs（pattern recognition receptors）
　自然免疫細胞や適応（獲得）免疫細胞などの細胞膜，または細
胞内（エンドソーム）に存在するパターン認識受容体。

❸知っておきたい用語

リガンド
　標的たんぱく質上の結合部位に結合することでシグナルを生成する
分子。

❹知っておきたい用語

HMGB1（high mobility group box-1）
　転写因子類の機能発現に必須の役割を果たすたんぱく質。

❺知っておきたい用語

NF-κB（NF kappa B，またはnuclear factor κB）
　転写因子として働くたんぱく質複合体。

感染

DAMPs
PAMPs

（外因性物質）
病原微生物や細菌
菌体成分である毒素

（エンドトキシン：LPS）など

alarmins
（内因性物質）
損傷組織放出物質
（壊死組織など）

病原微生物 生体

免疫細胞（自然免疫）
単球

マクロファージ
樹状細胞
好中球など

PRRs（パターン認識受容体）
TLRsなど４種類

NF-κBを介在
（転写因子として働くたんぱく質複合体）

炎症性＞抗炎症性サイトカイン産生
（サイトカインストーム⇒SIRS）

高炎症性サイトカイン血症
（サイトカインストーム）

血管内皮細胞・組織へ過剰作用

→血管内皮細胞傷害（炎症反応：血管透過性亢進）
→一酸化窒素（NO）合成酵素誘導
→大量のNO産生
→血管拡張（細動脈：血管抵抗低下），虚脱
→見かけ上の血圧値
→心拍出量：正常かむしろ増大

HMGB1（high mobility group box-1）など転写因子
類の機能発現に必須の役割を果たすたんぱく質

（血管分布異常性ショック） warm shock

図２ 感染→炎症→敗血症，敗血症性ショックへの進展機序

➡続きは本誌をご覧ください
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ミニ特集　脳卒中の最前線【前編】～知る，理解する，ケアにつなげる

後輩指導の 
ポイント

　中心溝のサインが分かりにく
い場合は，前頭葉部分の縦に
入っているしわ（上前頭溝）
から延長線上をたどると，中心
溝を発見することができます。

❶

　私たち看護師は，患者に起こっている

症状を理解するために画像を見ますが，

解剖の知識がないと画像を見ても症状を

理解し予測することにつながりません。

本稿では，看護師が押さえるべき代表的

な画像を基に，脳神経外科看護に関連す

る重要な部分に絞って解説します。

脳葉 
～２つの溝で４つの葉に分けられる

　脳は大脳，小脳，脳幹に分けられ，中

心溝と外側溝により４つの葉に分けられ

ます（図１）。脳は機能的に，体を動か

す指令を出す運動野と，触覚や位置感

覚，視覚や聴覚などの感覚情報を受け取

る感覚野，そしてこれらの情報を統合し

判断や計画などの高次的な働きをする連

合野に分けられます。

 画像１  しわの中から逆Ωサイン
を探そう：中心溝レベル

　脳のしわだけの画像では，前頭葉と頭

頂葉を分けている中心溝を見つけ，中心

前回（一次運動野）と中心後回（一次体性

感覚野）を特定することがポイントです。

　まずは脳のしわの中で，ひらがなの

「ひ」，もしくは逆Ω（オメガ）の形に見

えるところを探します❶。その部分が中

心溝です。中心前回と中心後回は，図１

のように中心溝を挟んで前後に存在して

運動指令を出し，感覚情報を受け取りま

す。ここが体を動かすためのスタート地点

と，感覚刺激を受け取るゴール地点です。

臨床解剖と画像判断

POINT

錐体路の走行をイメージすると 
麻痺の予測につながる

画像を理解するには 
ランドマーク（目印）を手がかりにしよう

脳血管の支配領域を知ることで， 
脳梗塞になった時の範囲が分かる

社会医療法人医仁会　中村記念病院 
７階病棟　主任 

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 
川合　茜

中村記念病院入職後，手術室，ICU，SCU，急性期病棟を経
て，2017年脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の資格を
取得。

中心後回中心前回

前頭葉

側頭葉

後頭葉

頭頂葉

中心溝

外側溝

図１ ２つの溝で４つの葉に分けられる
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エキスパート
の視点

　放線冠とは，中心前回から
出た運動神経の通り路である
錐体路が束となるところです。
束と言ってもおおよその配列が
あり，顔面，上肢，体幹，下
肢の順に並んで下降し，最終
的にはそれぞれの筋肉を動か
します。そのため，放線冠の
上位で障害が起こると障害を
受けた部位への伝達がされな
くなり，放線冠の下位で障害
が起こると部位によってはすべ
ての情報が行かなくなってしま
います（画像３）。障害を受け
た範囲が放線冠のどのあたり
なのかを考えると，障害部位
の予測に役立ちます。

❷

各機能が発生する場所としてペンフィー

ルドマップがあり，当てはめてみると画

像１のようなイメージになります。細か

いことをする部分は多くの脳表面積を要

するため，顔や手は広い範囲を示してお

り，特に手の部分が厚くなっています。

これらの運動神経は中心前回から出て途

中から束となり，錐体路という運動神経

専用の道を通り反対側の体を動かします。

　本来はもう少し細かく分かれますが，

ここでは大まかに押さえていきます。

■画像から分かる脳局在：前頭葉
　中心溝から前側が前頭葉，次いで中心

前回，前頭連合野となります。中心前回

は運動指令を出し，前頭連合野は物事を

考え判断する役割があります。また，意

欲を持ち，計画や企画を立て，感情をコ

ントロールする役割があります。ほかに，

発語に関与する運動性言語野（ブローカ

野）や，眼を動かす役割のある前頭眼野

があります。前頭葉は運動の指令を出す

役割があるので，障害を受けると麻痺や

失語など，何かを動かせなくなることで

の症状が出現しやすくなります。

■画像から分かる脳局在：頭頂葉
　頭頂葉は中心溝の後ろ側となり，感覚

を受け取る中心後回とほかの場所で得た

情報を統合し，認識する役割のある頭頂

連合野からなります。頭頂葉は視覚や聴

覚，触覚などからの情報を基に，何がど

こにどのような状態であるのかという空

間の位置関係を認識し，全身から自分の

体の役割を認識する情報を受け取る役割

があります。

 画像２  ハの字は周囲の目印➡ 
中心にして周りを見渡そう： 
側脳室レベル

　この画像では黒くハの字に見える側脳

室を目印にすることがポイントです。側

脳室を目印に放線冠❷と言語に関与する

上縦束が分かります。側脳室は，この中

にある脈絡叢というところで脳脊髄液を

産生しています。後述するモンロー孔，

第三脳室は髄液が流れていく経路となり，

水頭症の予後にもかかわるため重要です。

　側脳室の横には放線冠が位置し，その

横には言語に関与する運動性言語野（ブ

ローカ野）と感覚性言語野（ウェルニッ

ケ野）をつなぐ上縦束という神経線維が

あります。上縦束は言語だけではなく空

間認識にも関与しており，感覚性失語や

半側空間無視が起こる原因とも言われて

います。側脳室から下側の延長線上に

は，視覚で得た情報を言語に変換する角

回や，視覚や触覚などの感覚情報から物

を認識する縁上回があります（画像２）。

これらが障害されると，読み書きや指示

中心前回：運動神経のスタート地点
中心後回：感覚神経のゴール地点

上前頭溝

中心溝

上前頭溝の
延長線上

逆Ωサイン

画像１ 中心溝レベルの画像
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後輩指導の 
ポイント

　大脳基底核は被殻，尾状
核，淡蒼球で構成されており，
大脳皮質―大脳基底核―視
床―大脳皮質という回路で視
床と連携して運動の調整をして
います。特に大脳皮質に対し
抑制的に（ブレーキのように）
働いており，動きをスムーズに
する役割があります。

後輩指導の 
ポイント

　視床の代表的な役割は感
覚情報を中継することですが，
多くの領域から感覚や運動機
能の情報が入ってくる部位であ
り，記憶の保持や意識を清明
に保つ働き，筋緊張の調整や
運動をスムーズにする働きなど
役割は多岐にわたります。そ
のため，障害されることで対側
の感覚障害が出たり，体をス
ムーズに動かせなくなったり，
意識障害となることがあります。

エキスパート
の視点

　脳出血の好発部位は被殻
が40％，視床が30％とされて
います。内包後脚は被殻と視
床の間に位置しており，出血
などで障害を受けると麻痺が生
じます。また，視床の内側に
は側脳室があり，視床出血が
起こると出血が流れ込んで脳
室穿破になることもあります。

❸

❹

❺

動作など普段できていたことができなく

なる失行となることがあります。

 画像４  ２つのＹ➡内包の位置が
重要：基底核レベル

　画像では，２つのＹの字を目印にしま

す。横にあるＹの字は外側溝を，中央に

位置するＹの字は側脳室を示します。先

ほどの側脳室レベルの画像と形状は異な

り，側脳室前角・後角，モンロー孔，第

三脳室が見えてきます（画像４）。これら

を中心に，大脳基底核❸，視床❹，感覚

性言語野などの位置関係が分かります。

　画像５を見てください。モンロー孔の

隣には視床があり，さらに外側には被殻が

位置します。この視床と被殻の間には錐

体路の通り路である内包が，ひらがなの

「くの字」のように配列されています❺。

内包は前脚と後脚に分けられ，上が内包

前脚，下が内包後脚となり，錐体路が通

ります。

側脳室

上縦束

放線冠

縁上回
角回

画像２ 側脳室レベルの画像

画像３ 運動野からの神経線維は
放線冠でまとまる

運動性言語野
側脳室前角

モンロー孔

第三脳室
弓
状
束

感覚性言語野

画像４ 基底核レベルの画像～「Ｙの字」が２つ

内包前脚

内包後脚

淡蒼球

尾状核

視床

被殻

画像５ 視床と被殻の位置関係

➡続きは本誌をご覧ください
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