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脳卒中急性期の診察

　齊藤　脳卒中急性期の診察関連のお
話をうかがいます。
　脳卒中患者さんを診察をしていく上
で、先生はどういった点が重要と思わ
れていますか。
　星野　まずは脳卒中かどうかだと思
うのですが、今回はその先の話題にし
たいと思います。我々急性期の病院だ
と、いかにスムーズに的確な脳卒中の
治療を行うかが一番問題です。普通の
診察だと、問診して、診察して、検査
してと順番にやっていくのですが、実
際の現場では、例えば脳梗塞などだと
t-PA（血栓溶解療法）をいかに早く打
つか、あるいは血管内治療にいかに早
く持っていくかを考えると、来た時点
でできるだけ早く検査を始めながら診
察していくことが大事だと思います。
　ただ、やはり問診は大切で、例えば
脳卒中の場合には発症時間を特定しな
いと、治療の適応があるかどうか。特
に、t-PAは4.5時間以内になっている
ので、何時に発症したか、あるいは何
時まで元気だったかは必ず聞かなくて

はいけません。また、脳卒中を起こす
場合にはいろいろな内科的な病気が潜
んでいる可能性があるので、どのよう
な病気を持っていたか、どのような薬
を飲んでいたかは必ず聞いておかなけ
ればいけないと思います。
　齊藤　まずは問診が重要、さらに時
間が非常に重要だということですね。
　星野　そうですね。
　齊藤　脳卒中と思われるような患者
さんであっても、内科的な病気とのか
かわりがあって、診察もそれらを含め
て迅速に行うということでしょうか。
　星野　だいたい脳卒中は急性発症で、
しかも重症な場合もありますから、ま
ずバイタルですね。バイタルがしっか
りしていることは絶対大事なので、こ
れはどんな救急でもそうだと思います。
そこはとりあえずクリアしたとしても、
例えば今、脳梗塞で急性発症するもの
で多いものの一つは心原性脳塞栓症な
のですが、そのベースで一番多いのは
心房細動という不整脈ですから、診察
してみて脈が乱れているかどうか。も

ちろん、心電図をつければすぐにわか
りますが、そういうものも大事です。
それからt-PAを打つときに一番気をつ
けなくてはいけないのは大動脈解離で
す。そういった内科的な病気で脳梗塞
を起こすことがあるので、全身の診察
はすべきことをきちんとしないといけ
ないと思います。
　大動脈解離だと、脳梗塞にしてはや
けに血圧が低いし、それから両腕の血
圧を測ってみると左右差があったりと
か、もちろん本人が胸痛みたいなもの
をその前に訴えていればわかりますが、
重症の場合には訴えられないこともあ
るので、全身を見ることは大事だと思
います。
　それから、心房細動だと、脳塞栓を
起こすだけではなくて、例えば脚とか、
上腸間膜動脈に一緒に塞栓を起こした
人もいました。そういった全身に塞栓
を起こしていることもあるので、さわ
れる脈は全部さわれと研修医には話し
ています。
　齊藤　頭のみに集中しないで、全身
を見るということですね。
　星野　バイタルで例えば体温が高く
て、つまり、発熱していて、心雑音が
あったりすると、これは心内膜炎とい
うことになります。それで脳梗塞を起
こしているわけですから、ほかの病気
で起こっていることも常に考えておか
なくてはいけないと思います。
　齊藤　そういったものを考えつつ、

とにかく迅速に進めていくということ
ですね。
　星野　特に脳梗塞の場合には、先ほ
どからもお話ししていますように、原
則として4.5時間以内でなければt-PA
は経静脈的に投与できません。最近は
血管内治療でもう少し長く、適応はだ
んだん延びてきていますが、t-PAは4.5
時間が一応原則です。そういう意味で
いうと早く来ていただきたいし、着い
てからは早く診療を進めて治療まで持
っていかなくてはいけないと思います。
　齊藤　画像はどうなりますか。
　星野　今は脳卒中の救急を行ってい
るような病院はCTとかMRIとかはす
ぐに撮れると思うのですが、実際の現
場だと一番問題なのは血液の検体検査
に一番時間がかかることです。来たら
まず血液検体検査をばっと出しておい
て、それからいろいろ診察しながら、
あるいは問診しながら画像検査を行う
のです。CTを撮れば、脳出血はすぐ
否定できます。早くCTを撮って、施
設によってはそこで造影し、CT angio
で血管まで見て、t-PAあるいは血管内
治療にいくという病院もあれば、MRI
で拡散強調画像が撮れると、現在、脳
梗塞になりつつある領域が見えるので、
MRIの拡散強調画像、MRAで血管を
見て治療を進めていくやり方をしてい
るところもあると思います。施設で多
少やり方の違いはありますが、考えて
いるのは１分でも早く治療を始めたい
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脳卒中急性期の診察

　齊藤　脳卒中急性期の診察関連のお
話をうかがいます。
　脳卒中患者さんを診察をしていく上
で、先生はどういった点が重要と思わ
れていますか。
　星野　まずは脳卒中かどうかだと思
うのですが、今回はその先の話題にし
たいと思います。我々急性期の病院だ
と、いかにスムーズに的確な脳卒中の
治療を行うかが一番問題です。普通の
診察だと、問診して、診察して、検査
してと順番にやっていくのですが、実
際の現場では、例えば脳梗塞などだと
t-PA（血栓溶解療法）をいかに早く打
つか、あるいは血管内治療にいかに早
く持っていくかを考えると、来た時点
でできるだけ早く検査を始めながら診
察していくことが大事だと思います。
　ただ、やはり問診は大切で、例えば
脳卒中の場合には発症時間を特定しな
いと、治療の適応があるかどうか。特
に、t-PAは4.5時間以内になっている
ので、何時に発症したか、あるいは何
時まで元気だったかは必ず聞かなくて

はいけません。また、脳卒中を起こす
場合にはいろいろな内科的な病気が潜
んでいる可能性があるので、どのよう
な病気を持っていたか、どのような薬
を飲んでいたかは必ず聞いておかなけ
ればいけないと思います。
　齊藤　まずは問診が重要、さらに時
間が非常に重要だということですね。
　星野　そうですね。
　齊藤　脳卒中と思われるような患者
さんであっても、内科的な病気とのか
かわりがあって、診察もそれらを含め
て迅速に行うということでしょうか。
　星野　だいたい脳卒中は急性発症で、
しかも重症な場合もありますから、ま
ずバイタルですね。バイタルがしっか
りしていることは絶対大事なので、こ
れはどんな救急でもそうだと思います。
そこはとりあえずクリアしたとしても、
例えば今、脳梗塞で急性発症するもの
で多いものの一つは心原性脳塞栓症な
のですが、そのベースで一番多いのは
心房細動という不整脈ですから、診察
してみて脈が乱れているかどうか。も

ちろん、心電図をつければすぐにわか
りますが、そういうものも大事です。
それからt-PAを打つときに一番気をつ
けなくてはいけないのは大動脈解離で
す。そういった内科的な病気で脳梗塞
を起こすことがあるので、全身の診察
はすべきことをきちんとしないといけ
ないと思います。
　大動脈解離だと、脳梗塞にしてはや
けに血圧が低いし、それから両腕の血
圧を測ってみると左右差があったりと
か、もちろん本人が胸痛みたいなもの
をその前に訴えていればわかりますが、
重症の場合には訴えられないこともあ
るので、全身を見ることは大事だと思
います。
　それから、心房細動だと、脳塞栓を
起こすだけではなくて、例えば脚とか、
上腸間膜動脈に一緒に塞栓を起こした
人もいました。そういった全身に塞栓
を起こしていることもあるので、さわ
れる脈は全部さわれと研修医には話し
ています。
　齊藤　頭のみに集中しないで、全身
を見るということですね。
　星野　バイタルで例えば体温が高く
て、つまり、発熱していて、心雑音が
あったりすると、これは心内膜炎とい
うことになります。それで脳梗塞を起
こしているわけですから、ほかの病気
で起こっていることも常に考えておか
なくてはいけないと思います。
　齊藤　そういったものを考えつつ、

とにかく迅速に進めていくということ
ですね。
　星野　特に脳梗塞の場合には、先ほ
どからもお話ししていますように、原
則として4.5時間以内でなければt-PA
は経静脈的に投与できません。最近は
血管内治療でもう少し長く、適応はだ
んだん延びてきていますが、t-PAは4.5
時間が一応原則です。そういう意味で
いうと早く来ていただきたいし、着い
てからは早く診療を進めて治療まで持
っていかなくてはいけないと思います。
　齊藤　画像はどうなりますか。
　星野　今は脳卒中の救急を行ってい
るような病院はCTとかMRIとかはす
ぐに撮れると思うのですが、実際の現
場だと一番問題なのは血液の検体検査
に一番時間がかかることです。来たら
まず血液検体検査をばっと出しておい
て、それからいろいろ診察しながら、
あるいは問診しながら画像検査を行う
のです。CTを撮れば、脳出血はすぐ
否定できます。早くCTを撮って、施
設によってはそこで造影し、CT angio
で血管まで見て、t-PAあるいは血管内
治療にいくという病院もあれば、MRI
で拡散強調画像が撮れると、現在、脳
梗塞になりつつある領域が見えるので、
MRIの拡散強調画像、MRAで血管を
見て治療を進めていくやり方をしてい
るところもあると思います。施設で多
少やり方の違いはありますが、考えて
いるのは１分でも早く治療を始めたい
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ということです。
　齊藤　そうしますと、t-PAを４時間
半以内にまず行うということですが、
血管内治療のお話も出てきました。こ
れはどんなことをやるのですか。
　星野　血管内治療は、昔から行って
いる診断用の血管造影と同じ方法で、
動脈を刺してカテーテルを上げていく
のです。
　齊藤　脚の動脈からいくのですか。
　星野　手からやる場合もあります。
頭蓋内のかなり細いところまでカテー
テルを上げて、心臓で使うステントと
同じ名前がついていますが、網々のス
テントを広げて、そこに血栓を絡めて
いくようなかたちで引き抜いていくの
です。これだと、4.5時間を超えていて
も、かなり太い血管が詰まっていても、
組織としてまだ死に切っていない状態
で来てくれれば、症例によっては、24
時間まで治療できることがわかってき
ています。血管内治療ができるような
施設で脳梗塞の治療を受けたほうがい
いということになってきています。
　齊藤　t-PAと血管内治療の関係は、
どう考えられているのですか。
　星野　今のところ、4.5時間以内にt- 
PAが打てる状態のときにはt-PAを打
って、それから血管内治療を行う。実
際には最初の診断をした時点で、この
人は太い血管が詰まっているから血管
内治療が必要そうだと思うと、t-PAを
打ちながら血管内治療の準備を、ある

いは実際に穿刺を始めていくかたちで、
どんどん重なるようにして治療をして
いきます。
　齊藤　太い血管というと、内頸動脈
ということでしょうか。
　星野　内頸動脈の本幹とか、中大脳
動脈の分岐したところだと、詰まった
血栓がかなり大きいので、なかなかt- 
PAだと溶けないのです。そういう意
味で、機械的に引き抜くことが必要に
なります。
　齊藤　t-PAを注射できる資格などは
何かあるのですか。
　星野　日本脳卒中学会が行っている
講習会がありますので、それを受講し
ていただければ原則としてt-PAを打つ
ことはできます。ただ、専門医がそば
にいたほうがもちろんいいし、出血の
リスクがあるので、脳外科とのタイア
ップ、何かあったときは脳外科の医師
にすぐ連絡ができるとか来てもらえる
とか、そういった体制づくりが絶対必
要でしょうね。
　齊藤　血管内治療はかなり専門性が
高いということですか。
　星野　血管内治療は、血管内治療の
専門医でないとできないので、全国で
千何百人ぐらいしかいません。専門医
がいて治療できる施設で、脳卒中、特
に大きな血管の脳梗塞の人はそこで治
療してもらうことが大事だろうと思い
ます。
　齊藤　いかにうまく治療医を利用し

ていくかが重要になってくるのですね。
　星野　どこの施設に専門医が今いて、
その施設が今できるかどうかという情
報が常にわかるようなシステムになっ
ていけばいいですね。
　齊藤　ただ、治療医が少ないとなる
と、毎晩、病院にいてもらうのもたい
へんです。何か工夫があるのですか。
　星野　今、スマホを使って画像を直
接送れるようなシステムができてきて
いるので、そういったものをうまく使
えば、専門医が必ずしも目の前にいな
くても、いろいろなアドバイスを受け
たり、治療方針を決めたりすることが
できるようになってきています。
　齊藤　専門医が家にいても、送った
画像で見てくれるということですね。
　星野　そうですね。スマホであれば
できますし、もちろんパソコン上でも
できないことはない。ただ、いろいろ
なセキュリティの問題があるので、そ
れをうまくクリアしないといけないで

しょうね。
　齊藤　必要があれば病院に来てもら
って治療を行う。
　星野　そうです。
　齊藤　脳卒中にはユニットがあると
いうことですが。
　星野　脳卒中はストロークユニット、
脳卒中専門の病棟で、専門のチーム、
看護師さんやPT、OT、あるいはソー
シャルワーカーとか、そういったよう
なチームで治療していくと、t-PAなど
の専門的治療を受けることができ、臨
床的な転帰がよりよくなることがわか
っています。そのような専門の病棟が
あることが重要だと思います。今、保
険上で加算が取れるSCUというストロ
ーク・ケア・ユニットもありますが、
それだと24時間、必ず専門医がいます
ので、そういう施設だと治療は非常に
うまくいくと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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ということです。
　齊藤　そうしますと、t-PAを４時間
半以内にまず行うということですが、
血管内治療のお話も出てきました。こ
れはどんなことをやるのですか。
　星野　血管内治療は、昔から行って
いる診断用の血管造影と同じ方法で、
動脈を刺してカテーテルを上げていく
のです。
　齊藤　脚の動脈からいくのですか。
　星野　手からやる場合もあります。
頭蓋内のかなり細いところまでカテー
テルを上げて、心臓で使うステントと
同じ名前がついていますが、網々のス
テントを広げて、そこに血栓を絡めて
いくようなかたちで引き抜いていくの
です。これだと、4.5時間を超えていて
も、かなり太い血管が詰まっていても、
組織としてまだ死に切っていない状態
で来てくれれば、症例によっては、24
時間まで治療できることがわかってき
ています。血管内治療ができるような
施設で脳梗塞の治療を受けたほうがい
いということになってきています。
　齊藤　t-PAと血管内治療の関係は、
どう考えられているのですか。
　星野　今のところ、4.5時間以内にt- 
PAが打てる状態のときにはt-PAを打
って、それから血管内治療を行う。実
際には最初の診断をした時点で、この
人は太い血管が詰まっているから血管
内治療が必要そうだと思うと、t-PAを
打ちながら血管内治療の準備を、ある

いは実際に穿刺を始めていくかたちで、
どんどん重なるようにして治療をして
いきます。
　齊藤　太い血管というと、内頸動脈
ということでしょうか。
　星野　内頸動脈の本幹とか、中大脳
動脈の分岐したところだと、詰まった
血栓がかなり大きいので、なかなかt- 
PAだと溶けないのです。そういう意
味で、機械的に引き抜くことが必要に
なります。
　齊藤　t-PAを注射できる資格などは
何かあるのですか。
　星野　日本脳卒中学会が行っている
講習会がありますので、それを受講し
ていただければ原則としてt-PAを打つ
ことはできます。ただ、専門医がそば
にいたほうがもちろんいいし、出血の
リスクがあるので、脳外科とのタイア
ップ、何かあったときは脳外科の医師
にすぐ連絡ができるとか来てもらえる
とか、そういった体制づくりが絶対必
要でしょうね。
　齊藤　血管内治療はかなり専門性が
高いということですか。
　星野　血管内治療は、血管内治療の
専門医でないとできないので、全国で
千何百人ぐらいしかいません。専門医
がいて治療できる施設で、脳卒中、特
に大きな血管の脳梗塞の人はそこで治
療してもらうことが大事だろうと思い
ます。
　齊藤　いかにうまく治療医を利用し

ていくかが重要になってくるのですね。
　星野　どこの施設に専門医が今いて、
その施設が今できるかどうかという情
報が常にわかるようなシステムになっ
ていけばいいですね。
　齊藤　ただ、治療医が少ないとなる
と、毎晩、病院にいてもらうのもたい
へんです。何か工夫があるのですか。
　星野　今、スマホを使って画像を直
接送れるようなシステムができてきて
いるので、そういったものをうまく使
えば、専門医が必ずしも目の前にいな
くても、いろいろなアドバイスを受け
たり、治療方針を決めたりすることが
できるようになってきています。
　齊藤　専門医が家にいても、送った
画像で見てくれるということですね。
　星野　そうですね。スマホであれば
できますし、もちろんパソコン上でも
できないことはない。ただ、いろいろ
なセキュリティの問題があるので、そ
れをうまくクリアしないといけないで

しょうね。
　齊藤　必要があれば病院に来てもら
って治療を行う。
　星野　そうです。
　齊藤　脳卒中にはユニットがあると
いうことですが。
　星野　脳卒中はストロークユニット、
脳卒中専門の病棟で、専門のチーム、
看護師さんやPT、OT、あるいはソー
シャルワーカーとか、そういったよう
なチームで治療していくと、t-PAなど
の専門的治療を受けることができ、臨
床的な転帰がよりよくなることがわか
っています。そのような専門の病棟が
あることが重要だと思います。今、保
険上で加算が取れるSCUというストロ
ーク・ケア・ユニットもありますが、
それだと24時間、必ず専門医がいます
ので、そういう施設だと治療は非常に
うまくいくと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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