
　川内　今、幾つも指標が出ていて、
３メッツですと、軽い筋トレをすると
か、掃除機をかけるという程度。４メ
ッツですと、ノルディックウォーキン
グやゴルフのラウンド、自転車に乗る、
子どもと屋外で遊ぶ、洗車するなどで
す。階段昇降だと６メッツ、重い荷物
を運ぶのは８メッツというように、い
ろいろな日常動作で運動負荷の量がわ
かってきています。
　池脇　その方が、例えば８メッツぐ
らいの運動ができそうであれば、それ
をやっていただいてよいのでしょうか。
　川内　構わないと思います。
　池脇　今まであまりやっていなかっ
た方に、突然８メッツはちょっとたい
へんでしょうから、まずは子どもと外
で遊ぶぐらいから始めて、徐々に徐々
に負荷を増やしていくほうがおそらく
長続きするのでしょうね。
　川内　それに安全だと思います。普
段運動している人でも、運動量を急に
大きくすると、心筋梗塞を起こすとい
う話もあります。ですから、運動の時
間を少し延ばす、もしくは普段子ども

の後ろをついていく人なら、子どもと
一緒に並んで歩くとかして少し運動量
を上げる。少しずつ上げて、少しずつ
時間をかけて増やしていくのが安全だ
し、効果的だと思います。
　池脇　最後に心拍数のことをうかが
います。ある程度運動時の心拍数でそ
の方にとって適正な負荷かどうかを判
断すると思いますけれども、年齢と負
荷はどう判断したらいいのでしょう。
　川内　一般的に広く知られている方
法で、220から年齢を引いた数字を最
高心拍数とし、それに70％を掛けたぐ
らいが運動をするのに適切な心拍数だ
といわれています。
　池脇　そうすると、60歳の方は110
ぐらい、80歳の方は100ぐらいを目安
にしてやっていただく。
　川内　それを超さないくらいでいい
のではないかと思います。逆にいうと、
100、110ぐらいは、すぐ上がってしま
うこともあるのです。その程度の運動
でけっこうですから、１週間に60分や
っていただきたいということです。
　池脇　ありがとうございました。

　池脇　まず、脳梗塞の治療のこれま
での背景から教えてください。
　寺田　脳梗塞は、日本人の年齢とと
もに脳梗塞のパターンが変わっていく
のです。特に最近では、高齢者の脳塞
栓症が増加しています。流れてきた血
栓が大きいので、脳塞栓は非常に重症
な脳梗塞になります。最初、t-PA導入
後は小さな血栓は溶けるのですが、大
きな血栓は溶けないという問題点が浮
かび上がってきました。そこで、新し
い治療法が最近導入されてきたのです。
　池脇　確かに、t-PAが出た当初は奏
効する症例もあるけれども、時間的な
縛りですとか、必ずしも効かないとい
う意味では、ある程度の限界が見えて
きて、そういったものが背景として血
管内治療が出てきたのですね。
　寺田　はい。t-PAは2005年から導入
されて、非常に多くの患者さんに使用

されているのですが、あくまでも薬物
ですので、急激に血栓を溶かすわけで
はないし、大きな血栓は末端から溶け
ていきますから、なかなか溶けないの
です。t-PAは最初、魔法の薬のように
信じられていたのですが、実はt-PAの
最初のデータを見てみると、t-PA投与
群と非投与群で自立している患者さん
の割合は、プラセボで26％、t-PAを投
与しているもので39％なのです。要す
るに、わずか13％の人しかt-PAの恩恵
を受けられていないのが現状なのです。
　その背景には、t-PAだけではなかな
か大きな血栓は溶けない、重症な脳梗
塞には対応できないという問題点が浮
かび上がってきたのです。
　池脇　ちょっと治療からそれるかも
しれませんけれども、脳梗塞の画像診
断というと、CTしかなかった時代か
ら今、MRIもありますし、あるいは脳

脳梗塞の血管内治療

昭和大学藤が丘病院脳神経外科教授
寺　田　友　昭

（聞き手　池脇克則）

　脳梗塞の血管内治療の適応、治療法、治療成績についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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卒中学会の啓発活動で、患者さんがよ
り早く病院に到達するようになったと
いう意味で、状況は改善しているので
しょうか。
　寺田　画像診断能はどんどん向上し
ています。例えば、我々が学生のとき
は、CTでは急性期の脳梗塞はわから
ないと講義を受けたのですが、高性能
のCTを使って、いい条件で撮れば、
early CT signという非常に早い段階
の虚血性変化をとらえることができま
す。それ以外に、MRIの拡散強調画像
（diffusion weighted MRI）を使えば、
さらに早期の病変を発見することもで
きます。
　これらの画像のほとんどは、その病
変が出ていると、脳の不可逆性変化を
示していると判断できるのです。あく
までもこの治療適応を考えるうえで、
CT、およびMRIの拡散強調画像は非
常に有用なツールになります。
　池脇　脳組織は虚血に弱いので、一
刻も早く虚血を解除することが必要だ
と。一方で、虚血を解除すると、再出
血する危険もありますね。
　寺田　おっしゃるとおりです。心臓
と脳の違うところは、下手に再開通さ
せると、出血性脳梗塞が起こる。要す
るに、すでに死んでしまった組織に再
灌流させると、破綻して出血が起こる
ことがあるのです。タイミングを誤る、
あるいは脳の状態を見誤って再開通さ
せると、かえって患者さんを悪くする

ことがあるのです。そのあたりの見極
めをきっちりして適応を決めていくこ
とが重要なポイントになってきます。
　池脇　より早く、脳組織が死滅する
前に処置をするのがすべてといっても
いいぐらいですね。
　寺田　そういうことですね。
　池脇　その方法として、t-PAだった
ものが血管内治療になった。具体的に
どんなデバイスが出てきたのでしょう
か。
　寺田　実は当初、我々、血管内治療
を行っている人間はいろいろな試みを
していました。例えば、局所にマイク
ロカテーテルを挿入して、ウロキナー
ゼを動注したり、t-PAを動注したり、あ
るいはballoon angioplastyなどを行っ
ていたのですが、なかなか高率に再開
通は得られないし、いい結果が出なか
ったのです。また、幾つかのrandom-
ized control trialで、血管内治療の有
効性を示そうとしたのですが、2013年
までのトライアルはすべて失敗だった
のです。
　ところが最近になって、ようやく素
晴らしいデバイスが出てきました。こ
れは２種類あるのですが、その１つは
ステント型の血栓回収装置（stent re-
triever）と呼ばれるものです。ステン
トは一般的に開いて血管に置いてくる
のですが、これは開いた状態で血栓を
中にめり込ませたまま引き戻してきま
す。要するに、血栓の中でステントを

広げて、めり込んできた血栓をステン
トと一緒に回収してくるシステムなの
です。
　池脇　確認ですが、最初からステン
トは開いた状態で病変部に持っていく
のですか。
　寺田　いや、違います。最初はマイ
クロカテーテルで持っていって、マイ
クロカテーテルを引き戻すとステント
が自己拡張能力で開いてくる。要する
に、自己拡張型のステントなのです。
それを血栓を中にめり込ませた状態で、
そのステントを引き抜いてくるのです。
　池脇　日本では2010年、2011年に認
可された回収型のものは、残念ながら
いいエビデンスが出なかったけれども、
今言われた新しいものを使った臨床試
験ではいい結果が出てきたということ
ですか。
　寺田　そうです。それが2015年にな
って、立て続けに５つの非常にエビデ
ンスレベルの高いデータが出てきたの
です。
　一番最初に出たのがオランダからの
データで、ミスタークリーンというタ
イトルの論文です。これはステント型
の血栓回収装置をほとんどの症例に使
って再開通を試みてみると、t-PAのみ
の治療と、血管内治療を追加したもの
では有意差が出たという論文です。
　そして、それに引き続いてESCAPE、
あるいはEXTEND IA、SWIFT PRIME、
最近ではスペインからREVASCATと

いう論文も出ています。
　池脇　ステントタイプのカテーテル
を使ったということでは共通している
のでしょうか。
　寺田　そうです。ただそれ以外にも、
心臓領域ではほとんどカテーテルで血
栓を吸引するのがメインになっている
のですが、脳血管でも吸引は有効なの
です。これはペナンブラという５フレ
ンチの太いカテーテルがあるのですが、
非常に軟らかく、それが脳血管の中の
中大脳動脈まで入っていき、そこで吸
引をかけると８割方、血栓が吸引で回
収できるのです。これもおそらく有効
なデバイスになってくると思います。
　池脇　そうしますと、2005年、t-PA
で大きく変わった脳梗塞急性期治療が、
2015年のエビデンスでまた変わりそう
なのですね。
　寺田　そうですね。すでに血管内治
療をメインに行っている施設では、あ
くまでもt-PAがファーストラインなの
ですが、t-PAで血栓が溶けていなけれ
ば、そのまま血管内治療で血栓回収に
いくという施設が増えていることに間
違いないですね。
　池脇　t-PA無効例でそういった治療
が適応ということですが、時間はいか
がでしょうか。
　寺田　時間に関しては非常に難しい
問題があります。CTあるいはMRIで
脳が死んでいる部分がそれほど多くな
い、だいたい中大脳動脈領域の半分以
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卒中学会の啓発活動で、患者さんがよ
り早く病院に到達するようになったと
いう意味で、状況は改善しているので
しょうか。
　寺田　画像診断能はどんどん向上し
ています。例えば、我々が学生のとき
は、CTでは急性期の脳梗塞はわから
ないと講義を受けたのですが、高性能
のCTを使って、いい条件で撮れば、
early CT signという非常に早い段階
の虚血性変化をとらえることができま
す。それ以外に、MRIの拡散強調画像
（diffusion weighted MRI）を使えば、
さらに早期の病変を発見することもで
きます。
　これらの画像のほとんどは、その病
変が出ていると、脳の不可逆性変化を
示していると判断できるのです。あく
までもこの治療適応を考えるうえで、
CT、およびMRIの拡散強調画像は非
常に有用なツールになります。
　池脇　脳組織は虚血に弱いので、一
刻も早く虚血を解除することが必要だ
と。一方で、虚血を解除すると、再出
血する危険もありますね。
　寺田　おっしゃるとおりです。心臓
と脳の違うところは、下手に再開通さ
せると、出血性脳梗塞が起こる。要す
るに、すでに死んでしまった組織に再
灌流させると、破綻して出血が起こる
ことがあるのです。タイミングを誤る、
あるいは脳の状態を見誤って再開通さ
せると、かえって患者さんを悪くする

ことがあるのです。そのあたりの見極
めをきっちりして適応を決めていくこ
とが重要なポイントになってきます。
　池脇　より早く、脳組織が死滅する
前に処置をするのがすべてといっても
いいぐらいですね。
　寺田　そういうことですね。
　池脇　その方法として、t-PAだった
ものが血管内治療になった。具体的に
どんなデバイスが出てきたのでしょう
か。
　寺田　実は当初、我々、血管内治療
を行っている人間はいろいろな試みを
していました。例えば、局所にマイク
ロカテーテルを挿入して、ウロキナー
ゼを動注したり、t-PAを動注したり、あ
るいはballoon angioplastyなどを行っ
ていたのですが、なかなか高率に再開
通は得られないし、いい結果が出なか
ったのです。また、幾つかのrandom-
ized control trialで、血管内治療の有
効性を示そうとしたのですが、2013年
までのトライアルはすべて失敗だった
のです。
　ところが最近になって、ようやく素
晴らしいデバイスが出てきました。こ
れは２種類あるのですが、その１つは
ステント型の血栓回収装置（stent re-
triever）と呼ばれるものです。ステン
トは一般的に開いて血管に置いてくる
のですが、これは開いた状態で血栓を
中にめり込ませたまま引き戻してきま
す。要するに、血栓の中でステントを

広げて、めり込んできた血栓をステン
トと一緒に回収してくるシステムなの
です。
　池脇　確認ですが、最初からステン
トは開いた状態で病変部に持っていく
のですか。
　寺田　いや、違います。最初はマイ
クロカテーテルで持っていって、マイ
クロカテーテルを引き戻すとステント
が自己拡張能力で開いてくる。要する
に、自己拡張型のステントなのです。
それを血栓を中にめり込ませた状態で、
そのステントを引き抜いてくるのです。
　池脇　日本では2010年、2011年に認
可された回収型のものは、残念ながら
いいエビデンスが出なかったけれども、
今言われた新しいものを使った臨床試
験ではいい結果が出てきたということ
ですか。
　寺田　そうです。それが2015年にな
って、立て続けに５つの非常にエビデ
ンスレベルの高いデータが出てきたの
です。
　一番最初に出たのがオランダからの
データで、ミスタークリーンというタ
イトルの論文です。これはステント型
の血栓回収装置をほとんどの症例に使
って再開通を試みてみると、t-PAのみ
の治療と、血管内治療を追加したもの
では有意差が出たという論文です。
　そして、それに引き続いてESCAPE、
あるいはEXTEND IA、SWIFT PRIME、
最近ではスペインからREVASCATと

いう論文も出ています。
　池脇　ステントタイプのカテーテル
を使ったということでは共通している
のでしょうか。
　寺田　そうです。ただそれ以外にも、
心臓領域ではほとんどカテーテルで血
栓を吸引するのがメインになっている
のですが、脳血管でも吸引は有効なの
です。これはペナンブラという５フレ
ンチの太いカテーテルがあるのですが、
非常に軟らかく、それが脳血管の中の
中大脳動脈まで入っていき、そこで吸
引をかけると８割方、血栓が吸引で回
収できるのです。これもおそらく有効
なデバイスになってくると思います。
　池脇　そうしますと、2005年、t-PA
で大きく変わった脳梗塞急性期治療が、
2015年のエビデンスでまた変わりそう
なのですね。
　寺田　そうですね。すでに血管内治
療をメインに行っている施設では、あ
くまでもt-PAがファーストラインなの
ですが、t-PAで血栓が溶けていなけれ
ば、そのまま血管内治療で血栓回収に
いくという施設が増えていることに間
違いないですね。
　池脇　t-PA無効例でそういった治療
が適応ということですが、時間はいか
がでしょうか。
　寺田　時間に関しては非常に難しい
問題があります。CTあるいはMRIで
脳が死んでいる部分がそれほど多くな
い、だいたい中大脳動脈領域の半分以
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下であれば治療適応がある。発症から
８時間以内の再開通を一つのラインに
して治療適応を考えています。ただ、
あくまでもt-PAがファーストラインで
あって、t-PAの適応外あるいは無効例
に対して行うスタンスです。
　池脇　梗塞の部位ですが、やはり主
管部が中心なのでしょうか。
　寺田　そうです。あくまでもこれは
内頸動脈、椎骨脳底動脈、そして中大
脳動脈本管の部分がメインになってく
ると思います。ただ、これも使用に慣
れてくると、中大脳動脈の第一分枝あ
たりぐらいまでは将来的には適応にな
ってくるかもしれません。
　池脇　治療成績に関しては、2015年
の臨床試験ではすべて優位性を示して
いることから、これは脳梗塞の病態が
塞栓かatherothrombosis、そういった
ものには影響しないのでしょうか。
　寺田　塞栓とatherothrombosisを明
確に鑑別するのは難しいのですが、ほ
とんどの症例が塞栓症だと思います。
ただし、atherothrombosisで効かない
かというと、atherothrombosisでもス
テントの血栓回収装置の場合は、開け
ばある程度血管が広がるので再開通す

ることが多いのです。
　池脇　最新型のステントタイプを使
うか、あるいは吸引を使うか。病変と
か、いろいろな状況で適応は変わって
くるのでしょうか。
　寺田　例えば、病変が屈曲している
と、ステントはなかなか開きませんか
ら、そんな場合には吸引型のペナンブ
ラを使います。我々は最初、ファース
トラインとしてステント型を使ってい
るのですが、逆に吸引型をファースト
ラインに使っている施設もあるのです。
おそらく相補的に役に立つと思います。
　池脇　ちょっと話が戻りますけれど
も、本当にいいデバイスで、以前は助
けられなかった方も助けられるように
なったとなると、いかに患者さんに早
く病院に来ていただくかですね。
　寺田　おっしゃるとおりです。今は
すべての施設でこういった治療ができ
るわけではないので、ドリップシップ
といいまして、見つかった病院でt-PA
を投与してもらってから、血管内治療
のできる専門施設に運んでもらう態勢
を我々のところでも整えています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池田　末木先生、結節性紅斑とはど
んな病気なのでしょうか。
　末木　主に下肢に、左右対称性の場
合と、対称性でない場合もありますけ
れども、特に一番多いところは膝から
下、すなわち下腿に類円形の紅斑がで
きて、触診をすると、硬結といって、
皮膚の下の脂肪織のところに固いしこ
りを触れる。そういう症状を呈するも
のを結節性紅斑といいます。
　狭い意味で病名として使われること
もありますけれども、そういった症状
を呈するものを広く結節性紅斑という
呼び方をすることもあります。このた
め、結節性紅斑といいますと、かなり
広い疾患を含んでいることがあります

ので、そのうちのいったいどういう病
態で、どういう原因によるかをしっか
り鑑別していく必要があります。
　池田　たくさんいろいろなものが含
まれているので、基礎疾患も含め、い
ろいろ検索していかなければいけない
一つの症状だということですけれども、
原因としては大まかにどのようなもの
があるのでしょうか。
　末木　教科書的に多いといわれてい
るのは感染に伴う感染アレルギーとい
うことで、最近であれば溶血性連鎖球
菌（溶連菌）がよくいわれています。
そのほかでは結核菌やウイルス。それ
から、非常にまれではありますけれど
も、ハンセン病。これはわが国では非

結節性紅斑

昭和大学皮膚科教授
末　木　博　彦

（聞き手　池田志斈）

　結節性紅斑についてご教示ください。
　79歳女性で左下腿に約８×４㎝大のやや隆起した熱感のある紅斑が出現し、
その後、約２×２㎝大の同じような紅斑が同部位の遠位に数個、右前腕、臀部
にも数個出現しました。皮膚科受診にて上記疾患と診断され、入院のうえ、ス
テロイド治療が開始されました。

＜大阪府開業医＞
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