
　池脇　頸動脈超音波検査に関しての
質問です。確かに最近は健診あるいは
人間ドックで頸動脈の超音波の検査は
よく行われていますね。
　北川　そうですね。
　池脇　動脈硬化のスクリーニング検
査として今普及しているのは、この頸
動脈の超音波検査なのでしょうか。
　北川　そうですね。頸動脈はとても
体表に近いので、超音波で非常に正確
に評価できる。超音波は非侵襲的な検
査ですので、一般の健康な方に受けて
いただくには最適な検査だと思います。
そういうこともあって、広く普及して
きているのだと思います。
　池脇　一般に健康診断あるいは人間
ドックでは、血圧や血液学的な検査が
ありますが、頸動脈超音波検査は違う

意味で患者さんのリスク評価に重要な
のでしょうか。
　北川　例えば、脳卒中や心筋梗塞の
危険因子としては高血圧、糖尿病、脂
質異常、いろいろありますけれども、
同じような危険因子を持たれていても、
心筋梗塞や脳卒中になる方とならない
方がいるわけで、なりやすい方をより
選別できるというか、ハイリスクな患
者さんを選別するために、この頸動脈
超音波検査は非常に有用だと思います。
　頸動脈超音波検査で、例えば動脈硬
化の早期の所見、頸動脈のプラークが
見つかった場合、同じようなプラーク
が心臓の冠動脈あるいは頭蓋内の動脈
にある可能性が非常に高いですから、
当然、頸動脈にプラークのある方は、
プラークのない方に比べると、将来、

心筋梗塞、脳卒中になるリスクが有意
に高いというデータは、これまで多く
の疫学研究で証明されてきています。
　池脇　全身の動脈の窓ともいわれま
すね。
　北川　そういう点では、今、頸動脈
の超音波検査が一番最適の検査です。
もちろん以前から、眼底を見るとか、
最近ではABI検査もよく使われていま
すし、PWVももちろん血管の硬さを
見る一つの指標ですけれども、やはり
一番ダイレクトに動脈硬化の所見を画
像でとらえることができる。これが頸
動脈超音波検査の一番いい点だと思い
ます。
　池脇　最終的には人によって検査が
されるわけですけれども、先ほど先生
がおっしゃったように、体表に近いと
ころに比較的大きな動脈がほぼ平行に
走っているため、ある程度のクオリテ
ィが担保されるというのも、普及して
いる一つの理由なのでしょうか。
　北川　特に最近、超音波の機器が非
常に進歩しましたので、血管の描出が
非常にきれいに見えます。熟練した医
師あるいは技師でなくても、かなりき
れいに見ることができます。そういう
ことで、体表からとらえることのでき
る大きな血管としては頸動脈が最適だ
と思います。
　池脇　確かにそのとおりですね。質
問は、虚血性の脳、心疾患既往がない、
一次予防の患者さんなのか、この検査

をやって、内中膜壁肥厚、あるいは頸
動脈プラークを認めたときにどう対処
するのか。肥厚の程度あるいはプラー
クの程度によっても対処の仕方が違う
とは思うのですけれども、どうでしょ
うか。
　北川　頸動脈の超音波検査を施行さ
れて、頸動脈のプラークを検出した場
合は、そのプラークが血管を狭窄する
ぐらいきついものかどうかが一つ大き
な区切りになります。通常は、血管を
狭窄するほどに至らない、例えば、２
㎜とか３㎜ぐらいのプラークが見つか
る場合が多いのですけれども、70歳以
上の健康な方で超音波検査をすると、
ほとんどが1.5㎜ぐらいのプラークを持
たれています。
　そういうプラークが見つかったから
といって、直ちにそれが脳梗塞の原因
になるわけではありませんから、あま
り神経質にならなくてもいいのです。
ただ、そういうプラークがあることは、
もちろん年齢の影響もありますけれど
も、その方が長年持ってこられた高血
圧、脂質異常、糖尿病、いろいろな危
険因子の最終的に積算された結果の動
脈硬化を、頸動脈で見ているとご判断
いただいて、その方が喫煙されていた
ら、絶対に禁煙を強く勧めるべきでし
ょうし、高血圧、脂質異常があれば、
それに対する積極的な薬物治療になる
かと思います。
　頸動脈プラークがあるだけでは、抗
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血小板薬をすぐに投与しないといけな
いことは決してありません。どちらか
というと、スタチンとか、血圧管理を
優先してすべきだと思います。
　池脇　高血圧とか高脂血症、糖尿病、
あるいは喫煙もそうですけれども、一
連の危険因子の上位に、血管内皮障害
があるといわれています。頸動脈の壁
肥厚やプラークは、もろもろの危険因
子が最終的に動脈硬化を起こしている
かをとらえるという意味では、上位の
リスクと考えてもいいような気がする
のですが。
　北川　頸動脈に動脈硬化のプラーク
が少し出てきたということは、今まで
健康状態は青信号だったのが、少し黄
色になっていると理解されます。赤色
になったら、それは心筋梗塞とか脳卒
中というイベントです。軽い症状が出
だす、例えば脳卒中ですと一過性脳虚
血発作とか、心筋梗塞では狭心症とか、
そういう軽い発作が出だすのは黄色信
号の次で、赤信号が点滅しているぐら
いの感覚でいたらいいかと思います。
　池脇　では、いわゆるプラークに対
する対処ですけれども、そういうもの
があったならば、リスクが高いので、
その方の危険因子をより厳格に管理す
るという意味で頸動脈に対する超音波
の意義はありそうですね。
　北川　やはり患者さんも超音波で自
分の頸動脈のプラークを見られると、
自分は動脈硬化が少し進んできたなと

いうインパクトがあります。一番効果
があるのは、たばこを吸っている方に
禁煙していただくとき、頸動脈のプラ
ークを見ていただくと、これが１年後
に倍になったら血管が詰まりそうだと
か、実際はないのですけれども、そう
いうことをお話しすると、禁煙するに
はすごく効果があります。もちろん、
薬物治療もしっかりする契機になると
思います。
　池脇　次に、どのくらいの間隔でフ
ォローしていったらいいのかについて
はどう考えられていますか。
　北川　超音波でフォローするのは、
かなりきつい狭窄があるときは半年ご
ととか１年ごとにするのですけれども、
もう少し小さい動脈硬化のプラーク、
２㎜とか３㎜ぐらいの場合は毎年１回
もする必要はないと思います。２～３
年に１回チェックしておけばいいと思
います。
　要するに、小さいプラーク自体は脳
梗塞のリスクにはそれほどなりません。
しかし、狭窄までいきますと、狭窄病
変自体が、ダイレクトに脳梗塞のリス
クになる可能性がありますので、より
経時的に、半年とか１年に１回フォロ
ーしていきます。小さいプラークはそ
こまでフォローしていません。
　池脇　頸動脈の動脈硬化の指標とし
て、maxIMTやmeanIMTなどありま
すが、どう評価したらいいでしょう。
　北川　IMTもプラークも、それぞれ

の意味合いがあると思います。IMTは
プラークに至らない早期の動脈硬化を
とらえるという意味では非常に有用で
すけれども、より血管イベント、要す
るに心筋梗塞とか脳卒中との関連が深
いのはプラークのほうですので、プラ
ークが一番大きなところを測定して、
例えば２㎜とか３㎜とか、そういった
指標、maxIMTと呼ばれていますが、
その患者さんのイベントとの関連を考

えるうえで、より大事ではないかと思
っています。
　一番大事なのは、狭窄をきたすぐら
いの大きなものがあるか。その次には、
1.5㎜以上のはっきりしたアテロームプ
ラークがあるか。そして、それよりも
さらに軽い段階が、いわゆるびまん性
のIMTの内中膜の肥厚ととらえていた
だいたらいいと思います。
　池脇　ありがとうございました。
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