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脳卒中対策の現状と危険因子

　中村　鈴木先生に企画いただいた脳
卒中対策のシリーズが始まりますが、
31本という長丁場です。将来の問題は
また後ほどにして、今回は現状と、主
として危険因子のお話をいただければ
と思います。
　まず脳卒中の死亡率は下がっている
と承っておりますが、罹病率はどうな
のでしょうか。
　鈴木　1980年ぐらいまではわが国の
死亡の原因疾患の第１位でしたが、次
第に下がってきています。その理由は、
治療法がよくなったり、予防がされて
きたということがあり、現在は死亡率
第４位となっています。では脳卒中は
減ってきたのかというと、脳卒中で死
亡する方は少なくなっていますが、残
念ながら脳卒中の発症数は減っておら
ず、逆に増えているのが現状です。
　中村　病型も変わりつつあるのです
か。
　鈴木　そうなのです。40年、50年ぐ
らい前、脳出血はわが国で一番多い脳
卒中でしたが、その後、脳出血は減っ

てきました。それに対して、血管が詰
まる型の脳卒中、脳梗塞が徐々に増え
てきたというのが最近の動向です。脳
梗塞もかつては高血圧が背景にあった
ラクナ梗塞、すなわち直径1.5㎝ぐらい
の小さな梗塞が多発するものがとても
多かったのです。しかし、それが高血
圧の治療法などがよくなってきたため
に減ってきました。それに次いで今度
は食生活の欧米化に伴って、高脂血症
等、動脈硬化が著しくなり、ラクナ梗
塞に代わってアテローム血栓性脳梗塞
という病型の脳梗塞が増えてきました。
　アテローム血栓症がある程度、内服
治療や食生活の改善により、少なくな
ってきつつあるところに、今度は全く
別の病型である心臓から血の塊、血栓
が流れ出して脳に詰まるという、心原
性脳塞栓症という第３の脳梗塞が増加
してきています。これは加齢とともに
心房細動という不整脈が増えるため、
合併症としての脳梗塞として増えてき
ました。今はラクナ梗塞、アテローム
血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症、この

３つが三つどもえのようなかたちにな
って、むしろ最後の心原性脳塞栓症が
急激に増えてきているのが現状です。
　中村　そのような推移をたどってい
るのは対策が進んできたということも
あるかと思います。そうなると、お聞
きしたいのが危険因子です。
　鈴木　かつても現在も同じなのです
が、脳卒中の最も大きな危険因子は高
血圧症といわれています。これは理論
的にも、それから大規模な降圧薬の臨
床試験においても、ほぼ100％証明さ
れていることですが、血圧が高い状態
を放置しておくと、出血にしろ、脳梗
塞にしろ、どちらも起こり得ることが
明らかになっています。したがって、
高血圧症があるようであればまず高血
圧を是正することになります。しかも、
現在は、安全性の高い降圧薬が使用可
能ですので、そういう意味ではかなり
危険因子としての高血圧は是正されて
いく期待が持てるのではないかと思っ
ています。
　中村　最近、日本高血圧学会では目
標を130/80㎜Hgとされています。先
生は幾つぐらいから下げていくような
指導をされますか。
　鈴木　私は脳神経内科医ですので、
発症した後の患者さんを診ることが多
く、しかも発症した後、外来で再発予
防の治療をすることが多いので、全く
健康な方に脳梗塞あるいは脳出血が発
症してしまった経験があまりないので

すが、少なくとも二次予防、再発予防
に関しては、140/90㎜Hg、あるいは厳
密には130/85㎜Hgぐらいを目指すこ
とが多いですね。
　中村　その次ぐらいになるのは。
　鈴木　その次は糖尿病です。糖尿病
も確かに血管の動脈硬化の因子ですの
で、脳卒中の危険因子としては大きな
エビデンスがあるように思われるので
すが、意外に少ないのです。ただ、高
血糖が長い間続いていたり、合併症と
して血管の変化があるので、これは危
険因子としては無視できません。あれ
ば是正すべきです。
　次は、脂質異常症です。特に高LDL
コレステロール血症はまさにアテロー
ム血栓性脳梗塞の大きな原因です。こ
れがあればもちろん是正しておくにこ
したことはないのですが、これも意外
にエビデンスとしては少ないのです。
　中村　薬物などではあるようですね。
　鈴木　そうですね。ただ、高血圧の
ようにいろいろな多種の大規模臨床試
験で証明されるところまではいってい
ないのが現状です。
　あとは、たばことか、アルコールな
どがありますが、これもまだ不完全な
エビデンスで、危険因子であるとはっ
きり言い切るのはなかなか難しいよう
に思います。
　もう一つ危険因子としてエビデンス
のはっきりしているのは、心臓からの
血栓の原因となる心房細動です。これ
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はとても大きな危険因子です。かつて
はあまり注目されていませんでしたが、
わが国の人口構成の高齢化に伴って罹
病率が上昇し無視できない危険因子に
なっています。心房細動を治療するこ
と自体は循環器内科医の本領だと思う
のですが、なかなか完全に止めるとい
うのは難しいということになると、や
はり二次的な被害を最小限に抑える抗
凝固療法などが必要になってくると思
います。
　中村　確かに加齢に伴って心房細動
は増えるのですが、普通、何ともない
のに、あるとき一過性に起こる。それ
もいけないのですね。
　鈴木　発作性の心房細動という病態
があります。入院患者さんで発症した
脳梗塞が一体どの病型か議論になるの
ですが、危険因子である高血圧もない、
あるいは脂質異常症もない、さらに心
臓のほうも不整脈が少なくとも入院後
見つからない、という例があります。
ところが、注意深く観察していくと、
入院後に一過性に心房細動が出現する
「発作性心房細動」という病態があり、
これも危険因子になります。
　中村　その他、何かお気づきのとこ
ろはありますか。運動などはいかがで
しょう。
　鈴木　運動不足というのは二次的に
なるのでしょうかね。運動はすべての
危険因子に影響を及ぼす、交絡因子に
なるのだと思うのですが、体を動かし

て代謝を活性化させるのは今申し上げ
た危険因子すべてに対して抑制をかけ
る可能性がありますので、やはり運動
は推奨されると思います。
　中村　それも程度がありますか。
　鈴木　そうですね。それから年齢も
ありますね。若い方には有酸素運動で
たくさん活発な運動をして、なるべく
肥満の傾向、いわゆるメタボリックシ
ンドロームにならないような運動を推
奨するのが普通ですが、年を召された
後はそんなに過度に負担のかかる運動
は逆に心臓にダメージを与えるので、
散歩とか、極力歩いていただくとか、
無理のないかたちの運動を推奨してい
るのが現状だと思います。
　中村　これからのシリーズで、二次
予防は後半で出てきますが、一次予防
としてはまず高血圧にしっかり対策を
取る。糖尿病、高脂血症、あとは心房
細動、その辺がリスクとして重要であ
ると。
　鈴木　早めに心房細動を見つけてお
くことが大事ですね。
　中村　実際に私ども、患者さんから、
ある朝、急に血圧が170㎜Hgから180
㎜Hgに上がった、どうしようかと電
話がかかってくるときがあるのですが、
先生はそういう経験はありますか。
　鈴木　おそらくその患者さんの血圧
上昇の前の生活で何か特別な行動ある
いは心理的な動揺があったのではない
かと思います。あわてずに、急に薬を

増やしたりするのはよくないので、ま
ず様子を見ていただく。症状があれば
別ですが。降圧薬の治療を通常に進め

ることが私のいつもの方針です。
　中村　どうもありがとうございまし
た。
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※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

【お知らせ】
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「ドクターサロン」でございますが、
64巻４月号より杏林製薬株式会社にて発行することとなりました。
今後もこれまで同様に、実地医家の皆様のお役に立つ医療情報をお届けして
まいります。
変わらぬご愛読を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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