
げたほうがよいでしょうか。
　倉林　そのほうがよいと思います。
家族性高コレステロール血症（FH）の
可能性も否定できないくらいの高LDL- 
C血症ですので、LDL-Cは厳格に管理
したほうがよいと思います。
　池脇　まれかもしれませんが、FH
でCETP欠損症を合併してLDL-Cと
HDL-Cともに高い場合には、必ずし
も動脈硬化フリーとはいえないですか
ら。
　倉林　そう思います。
　池脇　コレステロール分画を調べる
のはどうですか、ということですが、
多分、電気泳動法のことをおっしゃっ
ているのでしょうか。
　倉林　そうでしょうね。少なくとも
トリグリセライドのデータを知りたい
ですね。それから空腹時と随時でどう
いう数字なのかも調べていただいた上
で、あとは家族歴でしょうね。
　池脇　これだけ高いLDL-Cがどのく

らいの間続いているのか不明ですが、
年齢が60代であれば、動脈硬化の評価
の一つとして頸動脈超音波は行ってお
いたほうがいいですね。
　倉林　行ったほうがいいでしょうね。
　池脇　先生のお話で、確かにL/H比
はLDL-C単独では拾い上げられないリ
スクを拾い上げるメリットはあるけれ
ども、ガイドラインに入れ込むという
のはなかなか難しいということですね。
　倉林　そうですね。
　池脇　最後に、分母のHDL-Cを上げ
ればこの比はよくなりますが、なかな
か最近HDL-Cの介入試験の結果はよく
ないですね。
　倉林　大きな製薬企業がCETP阻害
薬の開発に乗り出して、ほとんどのも
のが失敗に終わりました。今の関心は
HDL-Cよりもむしろトリグリセライド
のほうに移っていると思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

東海大学八王子病院神経内科教授
野　川　　茂

（聞き手　山内俊一）

　MRIなどの所見にみられる（無症候性）大脳びまん性白質病変の病的意義や
対応についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

大脳びまん性白質病変

　山内　我々もよく読影から、大脳白
質病変が見られたという報告を得るこ
とが多いのですが、やはりこれは高齢
者に多いものと考えてよいのでしょう
か。
　野川　これは高齢とともに増えてき
ます。ただし、最近、人間ドックなど
でMRIを撮った際、大脳白質病変が見
つかりましたという紹介状をいただく
ことがあり、必ずしも高齢者だけでは
なく、いろいろな方に見られる所見で
す。
　山内　大ざっぱに、高齢者ですと、
どのぐらいの頻度で見られるものなの
でしょうか。
　野川　60歳以上の高齢者の10％ぐら
いに見られるという報告があります。
特に、高血圧、高脂血症、糖尿病、メ
タボリックシンドロームがある方によ

く見られるといわれています。
　山内　さて、大脳白質病変というも
のは、どういったものなのでしょうか。
　野川　これが意外と難しいのですが、
MRI上での所見ですので、いろいろな
ものを見ている可能性があります。先
生方もよくご承知のとおり、白質とい
うのは、脳の表面にある皮質の内側に
あり、軸索という神経線維と、それを
取り囲むオリゴデンドロサイトの一部
である髄鞘からなるわけですが、その
部分に何らかの変化が起きたものとい
えます。
　よくあるのは血流不全等で髄鞘が壊
れたり、あるいは若い方に見られる多
発性硬化症という病気では免疫異常で
この髄鞘が壊れていくことがあります。
それから、正常圧水頭症という病気で
は髄液が脳室サイドからしみ出てきて、

ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020） （175）  1514 （174） ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020）

2003本文.indd   14-15 2020/02/14   14:54



脳の後方に白質病変が見られるという
ことでした。しかし、最近、私どものデ
ータも含めて、脳の血管が収縮を起こ
す「可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）」
というものがこの片頭痛に多く合併す
ることから、おそらくそのために白質
病変が進行してくるのではないかとい
うこともわかってきました。
　山内　血管の攣縮ですね。そうしま
すと、片頭痛の患者さんについては、
一度MRIを撮ってみてもいいというこ
とでしょうか。
　野川　片頭痛ですから、普通はCT
しか撮らないことも多いのですが、片
頭痛の中にはいわゆる動脈解離をお持

ちの方もいますし、こういった白質病
変をお持ちの方もいますので、片頭痛
が非常にはっきりとある方は、一度は
MRIを行っていただいたほうがよいの
ではないかと考えています。
　山内　非常に多彩なものとリンクし
ている可能性がわかってきているので
すね。実際、こういう読影結果が来た
場合、非専門医としては次にどうした
らいいかということですが、まず症状
がないような場合、自然経過を毎年毎
年、MRIで追跡した場合、やはり変化
が出てくるものなのでしょうか。
　野川　変化が出てくるかどうかを追
いかける上でフォローアップは非常に

図１　症例：28歳女性（前兆のある片頭痛）

後頭部の拍動性頭痛を主訴に受診。頭痛は日常生活にしばしば支障をきたし、月経前や
疲労時に多い。においや音に過敏あり。ときに閃輝暗点あり。頭部MRI FLAIR画像では、
左後頭部白質に高信号を認めるのみ（左）であったが、５年後のMRIでは、右前頭部お
よび後頭部白質にも高信号が増加していた（右）。

それが白く写ってくることもあります
し、あるいは急性期の脳梗塞では、血
管から血液が外側にしみ出てきて白く
写ることもあり、いろいろなものを見
ている可能性があります。
　山内　最も我々がよく目にするもの
としては動脈硬化を主体にした虚血性
の変化と見てよいのですね。
　野川　そうですね。人間ドック等で
最も一般的に見られるのは動脈硬化性
の変化ですので、それを中心に考えて
いくのが妥当ではないかと思っていま
す。
　山内　この場合、健診などで偶然に
こういう結果が出てくることが多いの
で、この質問にあるように無症候性の
ことが多い気がするのですが、いかが
でしょうか。
　野川　なかなか局所神経所見として
とらえにくいことが多いのですが、潜
在的な認知機能の低下、特に意欲低下
であるとか、うつとかが見られること
がありますし、前頭葉に起きた場合は
歩行障害とか排尿障害が見られること
もあります。
　山内　比較的認知症と結びつきやす
いと考えてよいのでしょうか。
　野川　それに関しても、白質病変と
認知症というくくりではそれほど多く
のエビデンスはないのですが、いわゆ
る無症候性脳梗塞というものが白質病
変の連続した病態と考えると、無症候
性脳梗塞がある方では認知症の発症率

が２～３倍に至るといわれていますの
で、やはり認知症と関連があるといえ
ると思います。
　山内　この質問にあるびまん性とい
うことは、白質病変がだんだん高度に
なって広がったと考えてよいのですね。
　野川　そうですね。こういった動脈
硬化性の疾患ですと、その状態がひど
くなれば病変も広がっていくと考えら
れます。その最たるものが、非常にび
まん性に白質が粗鬆化を起こしてしま
う病態で、昔から「ビンスワンガー病」
と呼ばれています。一方、感染症等で
もこのようなびまん性の病態をきたす
ことがあり、「進行性多巣性白質脳症
（PML）」ではJCウイルスの感染症で
そのような病変が出現します。それか
ら、認知症との関連では、正常圧水頭
症というものがありますが、それでは
脳室が拡大し、その周囲にこういった
白質病変が出てきて、それがだんだん
広がってくることがあります。
　山内　あと、片頭痛との関連がいわ
れているようですが、もう少し詳しく
教えていただけますか。
　野川　これは比較的最近ですが、私
どもを含めた国内外の研究（文献１）
で、片頭痛患者さんにこの大脳白質病
変が多いことがわかってきました（図
１、２）。従来は片頭痛患者さんでは、
脳の後ろ側に「拡延性抑制（spread ing 
de pression）」という現象が起きて、血
流障害のために前兆が起きるとされ、
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脳の後方に白質病変が見られるという
ことでした。しかし、最近、私どものデ
ータも含めて、脳の血管が収縮を起こ
す「可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）」
というものがこの片頭痛に多く合併す
ることから、おそらくそのために白質
病変が進行してくるのではないかとい
うこともわかってきました。
　山内　血管の攣縮ですね。そうしま
すと、片頭痛の患者さんについては、
一度MRIを撮ってみてもいいというこ
とでしょうか。
　野川　片頭痛ですから、普通はCT
しか撮らないことも多いのですが、片
頭痛の中にはいわゆる動脈解離をお持

ちの方もいますし、こういった白質病
変をお持ちの方もいますので、片頭痛
が非常にはっきりとある方は、一度は
MRIを行っていただいたほうがよいの
ではないかと考えています。
　山内　非常に多彩なものとリンクし
ている可能性がわかってきているので
すね。実際、こういう読影結果が来た
場合、非専門医としては次にどうした
らいいかということですが、まず症状
がないような場合、自然経過を毎年毎
年、MRIで追跡した場合、やはり変化
が出てくるものなのでしょうか。
　野川　変化が出てくるかどうかを追
いかける上でフォローアップは非常に

図１　症例：28歳女性（前兆のある片頭痛）

後頭部の拍動性頭痛を主訴に受診。頭痛は日常生活にしばしば支障をきたし、月経前や
疲労時に多い。においや音に過敏あり。ときに閃輝暗点あり。頭部MRI FLAIR画像では、
左後頭部白質に高信号を認めるのみ（左）であったが、５年後のMRIでは、右前頭部お
よび後頭部白質にも高信号が増加していた（右）。

それが白く写ってくることもあります
し、あるいは急性期の脳梗塞では、血
管から血液が外側にしみ出てきて白く
写ることもあり、いろいろなものを見
ている可能性があります。
　山内　最も我々がよく目にするもの
としては動脈硬化を主体にした虚血性
の変化と見てよいのですね。
　野川　そうですね。人間ドック等で
最も一般的に見られるのは動脈硬化性
の変化ですので、それを中心に考えて
いくのが妥当ではないかと思っていま
す。
　山内　この場合、健診などで偶然に
こういう結果が出てくることが多いの
で、この質問にあるように無症候性の
ことが多い気がするのですが、いかが
でしょうか。
　野川　なかなか局所神経所見として
とらえにくいことが多いのですが、潜
在的な認知機能の低下、特に意欲低下
であるとか、うつとかが見られること
がありますし、前頭葉に起きた場合は
歩行障害とか排尿障害が見られること
もあります。
　山内　比較的認知症と結びつきやす
いと考えてよいのでしょうか。
　野川　それに関しても、白質病変と
認知症というくくりではそれほど多く
のエビデンスはないのですが、いわゆ
る無症候性脳梗塞というものが白質病
変の連続した病態と考えると、無症候
性脳梗塞がある方では認知症の発症率

が２～３倍に至るといわれていますの
で、やはり認知症と関連があるといえ
ると思います。
　山内　この質問にあるびまん性とい
うことは、白質病変がだんだん高度に
なって広がったと考えてよいのですね。
　野川　そうですね。こういった動脈
硬化性の疾患ですと、その状態がひど
くなれば病変も広がっていくと考えら
れます。その最たるものが、非常にび
まん性に白質が粗鬆化を起こしてしま
う病態で、昔から「ビンスワンガー病」
と呼ばれています。一方、感染症等で
もこのようなびまん性の病態をきたす
ことがあり、「進行性多巣性白質脳症
（PML）」ではJCウイルスの感染症で
そのような病変が出現します。それか
ら、認知症との関連では、正常圧水頭
症というものがありますが、それでは
脳室が拡大し、その周囲にこういった
白質病変が出てきて、それがだんだん
広がってくることがあります。
　山内　あと、片頭痛との関連がいわ
れているようですが、もう少し詳しく
教えていただけますか。
　野川　これは比較的最近ですが、私
どもを含めた国内外の研究（文献１）
で、片頭痛患者さんにこの大脳白質病
変が多いことがわかってきました（図
１、２）。従来は片頭痛患者さんでは、
脳の後ろ側に「拡延性抑制（spread ing 
de pression）」という現象が起きて、血
流障害のために前兆が起きるとされ、
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治療をしていただく。それから生活習
慣では、禁煙や運動、食事、そういっ
たものをしっかりと見直していただく
ということが重要なのではないかと思
っています。
　山内　生活習慣の改善が基盤にある
ということですね。そうしますと、白
質病変がある方で脳梗塞がまた別にあ
る、そういったことも当然あるのです
ね。
　野川　そうですね。脳梗塞が別にあ
る方の場合は、これは抗血小板薬の投
与が勧められます。その場合は先生と
よく相談の上、抗血小板薬の投与をし
ていただいたほうがよいかと思います。
　山内　白質病変というのは、あらわ
れ方としては１カ所に集中的に来るも
のなのでしょうか。それとも、あちら
こちら多発してくるものなのでしょう
か。
　野川　これはもとの病態によっても
異なってくると思うのですが、通常は
深部白質といわれる場所にポツポツと

出てきて、それが癒合してだんだん広
がっていくのが通常の動脈硬化性のパ
ターンだろうと思います。しかし、１
カ所から連続性にどんどん広がってい
くというような場合には、ひょっとし
たら感染症ではないかということも考
える必要があります。
　それから脳室周囲の壁に垂直に楕円
形の特徴的な病変があらわれたような
場合は、多発性硬化症という病気を考
える必要も出てくると思います。場所
によっても鑑別すべき疾患は異なると
思いますので、お困りの場合には脳神
経内科あるいは脳神経外科の医師にご
相談いただければと思います。
　山内　ありがとうございました。

文献
1） Yasuda T, et al. Characteristics of 

cerebral white matter lesions on MRI 
in juvenile patients with migraine. 
Tokai J Exp Clin Med, 2016 ; 41 : 
156-162.

重要だろうと思いますが、よく白質病
変をとらえて、無症候性脳梗塞だとい
われてしまうことが多いのです。しか
し、今申し上げたとおり、脳梗塞に至
らないような病態も多く含まれている
のです。その場合、よく行われるのは、
血液をさらさらにしたほうがいいでし
ょうと抗血小板薬をすぐに投与してし
まうことです。しかし、こういった白
質病変がある方というのは、逆に脳の
細動脈に病変を持つ方が多く、微小動
脈瘤破裂による出血を助長してしまう
可能性もあるのです。ですから、必ず
しもこういった病変を見たからすぐに
抗血小板薬を投与したほうがよいとい

うことにはならないと思います。
　山内　そうしますと、フォローアッ
プのほうはいいとして、進行予防の治
療はいかがなのでしょうか。
　野川　まずは白質病変に一番関連が
深いといわれている血圧に注目をして
いただきたいと思います。血圧が高い
方は血圧の是正が一番推奨されていま
す。そのほか、人間ドック学会のガイ
ドラインでは、例えばLDLコレステロ
ールが高いような場合はスタチンを服
用していただいて、120㎎/dL以下まで
落としていただくことも勧められると
思いますし、糖尿病とか、あるいはメ
タボリック症候群があれば、それらの

図２　片頭痛患者の大脳白質病変の有所見率（文献１）

DMWH：深部白質高信号、PVH：脳室周囲高信号。片頭痛患者（45歳未満、n＝210）
では、健常人（n＝63）に比し、前頭部深部白質および後頭部脳室周囲において有意に
白質病変の有所見率が高い。
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治療をしていただく。それから生活習
慣では、禁煙や運動、食事、そういっ
たものをしっかりと見直していただく
ということが重要なのではないかと思
っています。
　山内　生活習慣の改善が基盤にある
ということですね。そうしますと、白
質病変がある方で脳梗塞がまた別にあ
る、そういったことも当然あるのです
ね。
　野川　そうですね。脳梗塞が別にあ
る方の場合は、これは抗血小板薬の投
与が勧められます。その場合は先生と
よく相談の上、抗血小板薬の投与をし
ていただいたほうがよいかと思います。
　山内　白質病変というのは、あらわ
れ方としては１カ所に集中的に来るも
のなのでしょうか。それとも、あちら
こちら多発してくるものなのでしょう
か。
　野川　これはもとの病態によっても
異なってくると思うのですが、通常は
深部白質といわれる場所にポツポツと

出てきて、それが癒合してだんだん広
がっていくのが通常の動脈硬化性のパ
ターンだろうと思います。しかし、１
カ所から連続性にどんどん広がってい
くというような場合には、ひょっとし
たら感染症ではないかということも考
える必要があります。
　それから脳室周囲の壁に垂直に楕円
形の特徴的な病変があらわれたような
場合は、多発性硬化症という病気を考
える必要も出てくると思います。場所
によっても鑑別すべき疾患は異なると
思いますので、お困りの場合には脳神
経内科あるいは脳神経外科の医師にご
相談いただければと思います。
　山内　ありがとうございました。

文献
1） Yasuda T, et al. Characteristics of 

cerebral white matter lesions on MRI 
in juvenile patients with migraine. 
Tokai J Exp Clin Med, 2016 ; 41 : 
156-162.

重要だろうと思いますが、よく白質病
変をとらえて、無症候性脳梗塞だとい
われてしまうことが多いのです。しか
し、今申し上げたとおり、脳梗塞に至
らないような病態も多く含まれている
のです。その場合、よく行われるのは、
血液をさらさらにしたほうがいいでし
ょうと抗血小板薬をすぐに投与してし
まうことです。しかし、こういった白
質病変がある方というのは、逆に脳の
細動脈に病変を持つ方が多く、微小動
脈瘤破裂による出血を助長してしまう
可能性もあるのです。ですから、必ず
しもこういった病変を見たからすぐに
抗血小板薬を投与したほうがよいとい

うことにはならないと思います。
　山内　そうしますと、フォローアッ
プのほうはいいとして、進行予防の治
療はいかがなのでしょうか。
　野川　まずは白質病変に一番関連が
深いといわれている血圧に注目をして
いただきたいと思います。血圧が高い
方は血圧の是正が一番推奨されていま
す。そのほか、人間ドック学会のガイ
ドラインでは、例えばLDLコレステロ
ールが高いような場合はスタチンを服
用していただいて、120㎎/dL以下まで
落としていただくことも勧められると
思いますし、糖尿病とか、あるいはメ
タボリック症候群があれば、それらの

図２　片頭痛患者の大脳白質病変の有所見率（文献１）

DMWH：深部白質高信号、PVH：脳室周囲高信号。片頭痛患者（45歳未満、n＝210）
では、健常人（n＝63）に比し、前頭部深部白質および後頭部脳室周囲において有意に
白質病変の有所見率が高い。
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