
1.リストの順に施行すること．
2.逆に行ったり評価を変更してはならない．
（間違った答えを修正しても最初に言った答えについて評価する）
3.評点は患者がなしたことを反映するのであって，患者ができるだろ
うと評価者が推測したことではない．

4.検査を施行している間に記録する．
（記入シートなどを利用）
5.特に指示されている部分以外では，患者を誘導してはならない．
（何度も命令を繰り返すと患者は特別に努力してしまう）
6.各項目の点数を合計すると 42 点であるが，最重症は失調が評価で
きないため最重症 40 点となる ．

NIHSS評価時の一般的注意事項



✓ 1点と2点の選択が困難な場合は，得点を確信するまで病歴の質問を続ける．

✓検査を逆戻りし，点数を変更できるのは1aのみ．

✓痛み刺激を加えられた際に患者が反射的姿勢以外には全く運動を呈さないときのみ3点と
する．

✓ 3点を付けると以下の他の項目の点数は自動的に決まるので特別に注意する．
　1b.  意識障害＿質問　　　2点
　5.b  上肢の運動　　　　　4点
　6.b  下肢の運動　　　　　4点
　7.b  運動失調　　　　　　0点
　8.b  感覚　　　　　　　　2点
　9.b  最良言語　　　　　　3点
　10.b構音障害　　　　　　2点
　11.b消去現象と注視障害　2点

✓気管挿管，言語的障害，口腔の外傷や包帯による障害があっても点数をつける．

1a. 意識水準の注意事項



✓標準的なテストなので，何とか結果を引き出す．
✓時間や場所など，他の質問をこの検査中にしない．
✓話すことができない患者は，答えを書いてもよい．
✓失語症の場合，言葉の一部で質問に対して正しい答えかどうかを判断する．
✓間違いを自己訂正した場合でも最初の答えを採用し，「不正解」とする．
✓年齢尋ねた時自分の誕生日を答えた場合は「不正解」とする．
✓月などが答えに近い場合でも部分点はない．

1b. 意識障害＿質問の注意事項



✓やろうとしているけれども筋力低下のためにできない場合は点数を与える．
✓最初の企図のみで評価する．
✓誘導しない．
✓外傷，切断，または他の身体的障害のある患者の場合，一段階命令に置き換える．

1c. 意識障害＿従命の注意事項



意識の中枢

両側大脳半球

上行性網様体賦活系



Japan Coma ScaleJapan Coma Scale Glasgow Coma ScaleGlasgow Coma Scale
E：開眼 V：最良言語反応 M：最良運動反応

刺激しなくても覚醒している状態刺激しなくても覚醒している状態

0： 意識清明 4：自発的に 5：見当識あり 6：命令に従う

1： 大体意識清明だが，今一つはっきりしない 4 5 6

2： 時・人・場所がわからない（見当識障害） 4 4：混乱した会話 6

3： 自分の名前・生年月日がいえない 4

刺激すると覚醒する状態刺激すると覚醒する状態

10：普通の呼びかけで容易に開眼する 3：呼びかけにて 3：混乱した言葉

20：大きな声または体を揺さぶると開眼する 3

30：痛み刺激にてかろうじて開眼する 2：痛み刺激にて 2：理解不能な音声

刺激しても覚醒しない状態刺激しても覚醒しない状態

100：痛み刺激に対して払いのけるような動作をする 1：まったくなし 5：疼痛部へ

200：痛み刺激で手足を動かしたり，顔をしかめる 1 4：逃避

3：異常屈曲

2：異常伸展

300：痛み刺激に全く反応しない 1 1：まったくなし 1：まったくなし



意識覚醒の二重支配

知覚

視床下部
前部Meynert基底核

視床網様核
視床
非特殊核

視床下部調節系
hypothalamic controlling system, HCS 

上行性網様体賦活系
ascending reticular activating system, ARAS 

脳幹網様体

ヒスタミン

アセチルコリン 視床下部
後部



神経伝達物質（neurotransmitter）とは...

「シナプスで情報伝達を介在する物質」

アミノ酸
アスパラギン酸
グルタミン酸 (Glu)

γ-アミノ酢酸 (GABA)

グリシン
タウリン

アセチルコリン
アセチルコリン (Ach)

　
　
　
　

モノアミン類
ドパミン (DA)

ノルアドレナリン (NA)

アドレナリン (Ad)

セロトニン
ヒスタミン

神経ペプチド
バゾプレッシン
オキシトシン
エンドルフィン
神経ペプチドY (NY)　
副腎皮質刺激ホルモン



アミノ酸
アスパラギン酸
グルタミン酸 (Glu)

γ-アミノ酢酸 (GABA)

グリシン
タウリン

アセチルコリン
アセチルコリン (Ach)

　
　
　
　

モノアミン類
ドパミン (DA)

ノルアドレナリン (NA)

アドレナリン (Ad)

セロトニン
ヒスタミン

神経ペプチド
バゾプレッシン
オキシトシン
エンドルフィン
神経ペプチドY (NY)　
副腎皮質刺激ホルモン

①副交感神経や運動神経の末端から放出
　コリンアセチルトランスフェラーゼ (ChAT) により合成
　　コリン + アセチルCoA → ACh

　アセチルコリンエステラーゼ (AChE) により分解　
　　ACh → コリン + 酢酸　　cf. AChE阻害薬 = アリセプト
②AChの増減は疾患と関連する
　相対的減少はアルツハイマー病
　相対的増加はパーキンソン病

神経伝達物質＿アセチルコリン  acetylcholine, ACh



アミノ酸
アスパラギン酸
グルタミン酸 (Glu)

γ-アミノ酢酸 (GABA)

グリシン
タウリン

アセチルコリン
アセチルコリン (Ach)

　
　
　
　

モノアミン類
ドパミン (DA)

ノルアドレナリン (NA)

アドレナリン (Ad)

セロトニン
ヒスタミン

神経ペプチド
バゾプレッシン
オキシトシン
エンドルフィン
神経ペプチドY (NY)　
副腎皮質刺激ホルモン

①肥満細胞，肺，肝臓，胃，脳に存在
　cf. H2受容体は胃酸分泌
②外部情報（音や光）や内部情報（情動，空腹，体温上昇）で放出
③H1受容体が覚醒，性行動，食欲などの調節に関与
　cf. エストロゲンはH1受容体を増やす
④H3受容体が大脳皮質，海馬，扁桃核，淡蒼球に分布
⑤セロトニンやノルアドレナリンの放出を促進

神経伝達物質＿ヒスタミン 



1a 意識水準 □0： 完全覚醒　　　　　　　

1b

1c

□1： 簡単な刺激で覚醒　　　　　　
□2： 繰り返し刺激，強い刺激で覚醒
□3： 完全に無反応　　　　　　　　

意識障害＿質問 □0： 両方正解　　JCS 0 or 1
（月と年齢） □1： 片方正解　　JCS 2 or 3

□2： 両方不正解　JCS 3
意識障害＿従命 □0： 両方とも可能
（開閉眼と手の開閉） □1： 片方だけ可能

□2： 両方とも不可能

月は時間に関する見当識→見当識障害があればJCS 2

年齢は自分自身のこと=自分の生年月日

　意識　Consciousness



1a 意識水準 □0： 完全覚醒　　　　　　　

1b

1c

□1： 簡単な刺激で覚醒　　　　　　
□2： 繰り返し刺激，強い刺激で覚醒
□3： 完全に無反応　　　　　　　　

意識障害＿質問 □0： 両方正解
（月と年齢） □1： 片方正解

□2： 両方不正解
意識障害＿従命 □0： 両方とも可能　　GCS M6
（開閉眼と手の開閉） □1： 片方だけ可能

□2： 両方とも不可能　GCS M5-1

　意識　Consciousness

開眼は動眼神経，閉眼は顔面神経→皮質延髄路
手の開閉→皮質脊髄路


