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東京都済生会中央病院院長
高　木　　誠

（聞き手　大西　真）

脳卒中の病型分類と各病態

　大西　高木先生、脳卒中の病型分類
とそれぞれの病態についてうかがいた
いと思います。
　脳卒中はどういった分類になってい
るかということから教えていただけま
すか。
　高木　脳卒中の分類にはいろいろあ
りますが、まずは脳梗塞、脳出血、ク
モ膜下出血という３つの病型に分類す
るのが一般的だと思います。
　大西　脳梗塞が増えてきて、出血は
少しずつ減ってきていると考えていい
のでしょうか。
　高木　そのとおりです。かつては脳
出血が一番日本で多かったのですが、
今はだいたい７割が脳梗塞、２～２割
５分ぐらいが脳出血で、残り５％ぐら
いがクモ膜下出血かと思います。
　大西　脳出血の場合は、死亡や要介
護になるケースなど、けっこう重篤に
なることもあるのですね。
　高木　一番死亡率が高いのはクモ膜
下出血で、次が脳出血です。
　大西　クモ膜下出血もMRIで脳動脈

瘤が見つかるようになっていると思う
のですが、疾患としては少し増えてい
るのですか。
　高木　クモ膜下出血の頻度そのもの
はそんなに変わっていないと思います。
　大西　脳梗塞の病型分類について教
えていただけますか。
　高木　脳梗塞の病型分類もいろいろ
なところから提唱されていますが、多
くはNINDSという分類。これはアメリ
カのNIHの脳卒中に関する研究機関か
ら提唱されています。
　それからもう一つ、これもアメリカ
で提唱されているTOAST分類。この
２つの分類がよく使われています。似
ているのですが、この２つを合わせた
ようなかたちで、今、脳梗塞としては
５つぐらいに分けられています。
　主要な病型はアテローム血栓性脳梗
塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓症、こ
の３つに分けられますが、そのほかに
この３つに当てはまらない、その他の
原因による脳梗塞と、もう一つが原因
がはっきりとしない、原因不明の脳梗

塞の、５つに分けることが最近は多い
と思います。
　大西　アテローム血栓性脳梗塞に関
しては、病態はどのように考えたらよ
いでしょうか。
　高木　これは心臓の冠動脈や末梢動
脈等の疾患と同じように、アテローム
硬化をベースにしていて、それに血栓
症が加わることによって起こる脳梗塞
です。特に脳に関しては頸動脈や中大
脳動脈、主幹動脈といっていますが太
い動脈に起こるアテローム硬化を基盤
にしたものです。
　大西　これも増えていると考えてよ
いでしょうか。
　高木　日本人は穿通枝の病変がかつ
ては多かったのですが、今はアテロー
ム硬化が増えてきています。
　大西　動脈硬化の管理をしっかりし
なくてはいけないのですね。
　高木　そういうことですね。
　大西　次のラクナ梗塞の病態はどの
ように考えたらよいでしょうか。
　高木　これはもともと日本人に多い
脳梗塞のタイプです。高血圧をベース
にしていることが多いのですが、脳の
中の細い動脈、穿通枝といっています
が、この穿通枝が閉塞することによっ
て起こるものです。動脈硬化といって
も、主に高血圧性の病変が多いといわ
れています。この病変は、詰まるとラ
クナ梗塞になるのですが、切れると脳
出血になるという、もともと高血圧が

多い日本人に多い病型です。
　大西　心原性は、心房細動とかそう
いったことがベースですね。
　高木　そうです。これは心臓に原因
があって、心臓の中にできる血栓が脳
に流れてきて詰まる。やはり心房細動
が原因となることが圧倒的に多いと思
います。
　大西　やはり増えているような気も
するのですが、いかがですか。
　高木　結局、最近の統計を見ると、
この３つの主要な病型がだいたい３分
の１ずつぐらいになっているようです。
かつてはラクナ梗塞が半分以上を占め
たのですが、アテローム血栓性脳梗塞、
心原性が増えてきて、だいたい３分の
１ずつぐらいです。
　大西　そのほかの原因としてはどの
ようなものがあるのでしょうか。
　高木　特殊な原因として、脳梗塞を
起こすもので有名なものの一つは脳動
脈解離です。これも日本人に多くて、
特に椎骨動脈の解離が比較的若い、30
代、40代ぐらいで起きるものです。も
う一つは、これもやはり日本で見つか
った日本人に多い、もやもや病です。
これは小児から起こるのですが、よく
原因がわかっていません。脳の太い動
脈が詰まる病気です。
　大西　椎骨動脈の解離は、何か原因
というか、きっかけは知られているの
でしょうか。
　高木　これがよくわからないのです。
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ただ、中には解離を起こす前にカイロ
プラクティックとか、首の急激な回転
や運動がきっかけになって起こること
があります。
　大西　原因不明の脳梗塞もあると聞
いているのですが。
　高木　これが最近、意外に注目され
ています。脳梗塞全体で見ると２割と
か３割ぐらい、今お話ししたものに当
てはまらない、よく原因がわからない
ものがあって、潜因性の脳梗塞といっ
ています。ただ、最近はよく原因がわ
からない脳梗塞といっても、脳梗塞の
タイプからいうと、ほとんどが塞栓症
ではないかということで、「塞栓源不
明の塞栓性脳卒中」、略してESUSとい
っているのですが、これが我々の領域
では今注目されています。
　大西　どこかからとんでくるのです
か。
　高木　一番多いのは見つかっていな
い潜因性の心房細動があって、長くモ
ニターしていると見つかるとか、あと
は卵円孔の開存によって、いわゆる奇
異性脳塞栓症といって、静脈側の血栓
が右左シャントを介して脳に詰まるよ
うなものがあるといわれています。
　大西　次に脳出血の病型分類につい
てうかがいたいのですが、やはりこれ
は高血圧が圧倒的に大きな要因ですね。
　高木　脳出血は非常にはっきりして
いまして、ほとんどが高血圧性の脳出
血で、先ほどお話ししたように日本人

に多いです。ただ、最近はそれ以外の
脳出血としてアミロイド血管症があげ
られます。高齢者が非常に増えてきて
いることもあって、アミロイドが脳の
血管に沈着して血管が弱くなって切れ
やすくなり、特に高齢者で認知症を合
併しているような方の脳出血として最
近増えてきています。
　大西　診断はどうやってつけるので
しょうか。
　高木　間接的な診断しかできないの
です。脳表に近いところに出血を繰り
返しやすいことが一つの特徴です。ま
た微小出血というのですが、最近MRI
ではっきり出血を起こしていないとこ
ろでも血管から少し血液が漏れている
ようなものが見つかるのです。そうい
うものの分布の状態などによって臨床
的には疑いますが、もちろん最終的に
は病理を見ないとわからないです。
　大西　あと脳動静脈奇形、これは生
まれつきのものですか。
　高木　これは先天的なもので、やは
り若い方の脳出血の原因になるという
ことで、ある一定の頻度はあります。
　大西　次にクモ膜下出血の病型に関
して教えていただけますか。
　高木　クモ膜下出血も、ほとんどが
脳動脈瘤の破裂によるものです。もと
もと脳の血管に弱い部位があって、そ
こがだんだん膨らんできて動脈瘤をつ
くって、中年以降に破れる。そういう
血管壁の弱い体質は遺伝的なこともけ

っこう多いのです。
　大西　後天的な原因は少しあるので
しょうか、リスクファクターみたいな
ものは。
　高木　脳動脈瘤のリスクファクター
として知られているのは高血圧と喫煙
です。若い人でクモ膜下出血がけっこ
う起こるのですが、やはり喫煙者がわ
りと多いので、特にクモ膜下出血や脳
動脈瘤の家族歴のある方は気をつけな
いといけないですね。
　大西　たまたま見つかることが多い
と思うのですが、どれぐらいの大きさ
だったら気をつけなければいけないの
でしょうか。
　高木　大きさと破れるリスクという
のは関係していて、一つの基準は６㎜
とか７㎜といわれています。それ以上
になると何らかの治療を考えたほうが
いいと思います。
　大西　そのほかの原因によるクモ膜
下出血はありますか。
　高木　すでに出ましたが、一つは脳
動脈解離です。脳動脈解離は、先ほど

脳梗塞の原因としてお話ししたのです
が、血管が詰まる場合と、解離腔が外
膜のほうに破れてクモ膜下出血になる
場合もあるのです。ですから、非常に
病態が難しくて、治療も難しい。やは
り日本人に、比較的若い人に多いとい
うことで、問題になる脳卒中です。
　もう一つは脳動静脈奇形で、これは
脳の中に出血する脳出血がメインです
が、脳表に近いところにできることや、
出血した場合、クモ膜下出血も合併す
ることが多いです。
　大西　抗血栓薬を使っている方が多
いということですが、何か気をつける
ようなことはあるのでしょうか。
　高木　最近、脳出血は抗血栓薬をの
んでいる人に多く見られるので、特に
抗血栓薬をのんでいる場合は血圧をき
ちんと管理しないと出血の誘因になり
ます。
　大西　血圧の基準もだいぶ厳しくな
ってきたようですね。
　高木　厳しくなってきました。
　大西　ありがとうございました。
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っているのですが、これが我々の領域
では今注目されています。
　大西　どこかからとんでくるのです
か。
　高木　一番多いのは見つかっていな
い潜因性の心房細動があって、長くモ
ニターしていると見つかるとか、あと
は卵円孔の開存によって、いわゆる奇
異性脳塞栓症といって、静脈側の血栓
が右左シャントを介して脳に詰まるよ
うなものがあるといわれています。
　大西　次に脳出血の病型分類につい
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に多いです。ただ、最近はそれ以外の
脳出血としてアミロイド血管症があげ
られます。高齢者が非常に増えてきて
いることもあって、アミロイドが脳の
血管に沈着して血管が弱くなって切れ
やすくなり、特に高齢者で認知症を合
併しているような方の脳出血として最
近増えてきています。
　大西　診断はどうやってつけるので
しょうか。
　高木　間接的な診断しかできないの
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返しやすいことが一つの特徴です。ま
た微小出血というのですが、最近MRI
ではっきり出血を起こしていないとこ
ろでも血管から少し血液が漏れている
ようなものが見つかるのです。そうい
うものの分布の状態などによって臨床
的には疑いますが、もちろん最終的に
は病理を見ないとわからないです。
　大西　あと脳動静脈奇形、これは生
まれつきのものですか。
　高木　これは先天的なもので、やは
り若い方の脳出血の原因になるという
ことで、ある一定の頻度はあります。
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して教えていただけますか。
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血管壁の弱い体質は遺伝的なこともけ

っこう多いのです。
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しょうか、リスクファクターみたいな
ものは。
　高木　脳動脈瘤のリスクファクター
として知られているのは高血圧と喫煙
です。若い人でクモ膜下出血がけっこ
う起こるのですが、やはり喫煙者がわ
りと多いので、特にクモ膜下出血や脳
動脈瘤の家族歴のある方は気をつけな
いといけないですね。
　大西　たまたま見つかることが多い
と思うのですが、どれぐらいの大きさ
だったら気をつけなければいけないの
でしょうか。
　高木　大きさと破れるリスクという
のは関係していて、一つの基準は６㎜
とか７㎜といわれています。それ以上
になると何らかの治療を考えたほうが
いいと思います。
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　高木　すでに出ましたが、一つは脳
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り日本人に、比較的若い人に多いとい
うことで、問題になる脳卒中です。
　もう一つは脳動静脈奇形で、これは
脳の中に出血する脳出血がメインです
が、脳表に近いところにできることや、
出血した場合、クモ膜下出血も合併す
ることが多いです。
　大西　抗血栓薬を使っている方が多
いということですが、何か気をつける
ようなことはあるのでしょうか。
　高木　最近、脳出血は抗血栓薬をの
んでいる人に多く見られるので、特に
抗血栓薬をのんでいる場合は血圧をき
ちんと管理しないと出血の誘因になり
ます。
　大西　血圧の基準もだいぶ厳しくな
ってきたようですね。
　高木　厳しくなってきました。
　大西　ありがとうございました。
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