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脳卒中急性期の検査

　大西　大木先生、脳卒中急性期の検
査についていろいろうかがいたいと思
います。
　検査の前に理学的な所見が非常に重
要だと思いますが、そのあたりから教
えていただけますか。
　大木　最近は画像検査が発達はして
いますが、身体所見、神経学的所見が
重要ということは誰しも認める点だと
思います。神経学的所見は、神経内科、
また脳外科の専門医でないと難しいと
いう印象もあるかと思いますが、例え
ば通常の身体所見であっても、血圧や
心雑音（心雑音に発熱が伴えば感染性
心内膜炎による脳梗塞の可能性もあり
ます）、そして頸動脈の雑音や上肢の
血圧の左右差（大動脈解離があるかの
鑑別）等も、脳卒中、脳梗塞の診断に
非常に重要なところだと思います。
　大西　神経所見では特にどういう点
に着目したらいいですか。
　大木　いわゆる神経変性疾患で見る
ような細かい筋力よりも、大まかに上
肢、下肢、顔面のどこに麻痺があるか、

また感覚についても同様です。その他、
目は口ほどに物を言うといいますが、
眼位（目の向き）も重要ですね。もち
ろん正中であればいいのですが、両眼
とも片側を向いている共同偏倚や、病
巣をにらむように下を見るような目が
あれば視床の病変を疑います。また眼
振の有無も重要です。これらの点は、
神経学的な知識がなくても、一見して、
少し目の位置がおかしいなとわかると
思いますので、専門医でなくてもわか
りやすい有用な所見になると思います。
　大西　一般的な血液検査では、特に
どういう点に気をつけたらいいですか。
　大木　頭部CT、MRIの前に一般的
な採血を行うことは重要です。その中
でも特に低血糖は、見逃すと時間とと
もに状態が悪化していきますので、最
初に（通常採血でも簡易血糖でもいい
と思います）血糖値を調べることが肝
要です。片麻痺や、先ほど申した眼球
偏倚は、頭の疾患ではなく低血糖でも
起こり得るので、必ず除外することが
必要です。その他一般採血にて、電解

質異常による意識障害等を除外するこ
とも重要だと思います。
　大西　次に画像診断ですが、やはり
まず頭部CTが重要になるのでしょう
か。
　大木　MRIはどの施設でも24時間撮
れるとは限りませんが、やはりどこの
病院でも「CTが第一選択」は当ては
まると思います。CTで一番わかるの
は出血性病変であり、例えば普通の脳
内出血であれば、その場所の同定およ
び血腫量が推定でき、手術適応を考え
る意味でも重要になります。そのほか、
もちろんクモ膜下出血においても、そ
の診断と、血腫の位置からの動脈瘤部
位の推定（ある程度血腫の偏りがあれ
ば推定可能）に有用であり、CTは出
血性脳卒中の診断には非常に重要かと
思います。
　そのほか、脳梗塞（虚血性脳卒中）
に関しても、CTが全く役に立たない
かというと、そうではなくて、虚血性
変化が強い場合であれば、early CT 
sign（虚血早期を示す所見で以下の４
つ、①hyperdense MCA：中大脳動脈
（MCA）に血栓があれば高吸収（白く）
に見えるという所見、②レンズ核境界
の不明瞭化：レンズ核は非常に側副血
行路が弱い場所なので虚血変化を受け
やすく、虚血により同部位の境界が不
明瞭化する所見、③皮髄境界の不明瞭
化、④脳溝の消失）を虚血早期に認め
る場合もあります。

　大西　次に、MRIの意義はどのあた
りにあると考えたらよいでしょうか。
　大木　これは出血性脳卒中ではなく、
虚血性脳卒中（脳梗塞）の検出に非常
に強い検査です。またMRIも何でも撮
ればいいかというと、その中でどのよ
うな撮り方をするかも非常に重要です。
脳梗塞の急性期であれば拡散強調画像
（DWI）で早期の虚血性の変化を見る
ことが重要です。ただし、この撮影条
件で気をつけなければいけないのは、
脳幹梗塞は発症早期だと拡散強調画像
でも所見がないこともあるということ
です。したがって、脳幹を疑うような
身体所見（例えばめまいや小脳の症状）
があるもののDWIを撮っても陰性な場
合には、脳梗塞を完全に否定するわけ
ではなくて、経過を見るための入院を
させることが必要かと思います。
　また一般的には、拡散強調画像で信
号変化がある場合には、不可逆性変化
ととらえられますが、その中に実は可
逆性の場所が含まれている場合もあり
ます。これは治療とも絡みますが、血
栓溶解療法等を行う場合に、拡散強調
画像で異常が出たからもう手遅れと考
えるのではなくて、患者さんの状況に
応じて積極的な治療を検討することも
考えなくてはいけないと思います（図）。
　そのほか、必ず撮らなくてはいけな
いのはMRA（MR angiography）で、血
管の情報です（図）。血管に狭窄また
は閉塞があるか。また、血管内治療の
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適応があるかどうかもそれで判断する
ことが多いと思います。
　そのほか、FLAIR画像、これは陳旧
性の病巣も認められますが、この画像
を見て、深部白質に虚血性病巣が多け
れば脳小血管病、またはラクナ梗塞の
素因があることを疑う等の使い方もで
きると思います。
　最近は、T２＊画像、またはSWI等の
出血性の病変を検出できる方法もあり
ます。この撮像法は、過去に症状を起
こさないような微小脳出血があったか
どうかの検討、または出血性梗塞の早
期検出などに有用と思います。
　MRIで話が長くなって申し訳ないの
ですが、ASL（Arterial spin labeling）
画像（図）、これは造影剤を用いなく

ても、脳血流の灌流（血流の状態が低
いか、低くないか）を評価できる方法
ですが、これは血栓溶解療法を行う上
で、不可逆的な虚血に陥っていない、
治療によって救える組織があるかどう
かを評価する上で非常に重要な情報と
なります。
　もう一点、アジア人に多い疾患で椎
骨動脈解離がありますが、解離により
内腔が狭くなればMRAで信号は弱く
描出されますが、外側に膨らむような
瘤形成がある場合には、血管外径の形
がわかるBPASという撮像方法を追加
する場合もあります。
　MRIは非常に重要ですが、15～20分
ぐらいかかりますので、体動が激しい
場合には施行が困難となります。また

ペースメーカーや植え込み型の除細動
器が入っている場合にも施行が不可能、
ということがMRIの弱点だと思います。
　大西　CTで、CT angiographyや、
造影剤を用いるなど、いろいろな検査
があると思いますが、そのあたりにつ
いて教えていただけますか。
　大木　MR angiographyよりも、造
影剤を用いるCT angiographyのほう
が非常に細かな形態学的評価ができる
のですが、造影剤を使うにあたって本
人の同意が必要になります。脳卒中の
患者さんは意識が悪いこともあります
ので、造影剤の同意書を得なくとも施
行可能なMRI（MRA）をまずは見て、
後日、またはその場で必要があれば、
さらにCT angiographyを加えるのが
実状かと思います。
　大西　臨床の現場でCTをまずやる
か、MRIをまずやるか、いろいろある
かと思いますが、そのあたりはどのよ
うに判断したらいいでしょうか。
　大木　施設ごとに変わると思います
が、CT firstというのが一般的だった
のが、最近はt-PAを4.5時間以内に施
行することが重要となっており、MRI
が撮れる施設ではMR firstに移ってき
たところもあります。さらに、そのま
た先を行って、結局、血管内治療もt- 
PAも早く行えば行うほど予後がいい
ので、時間が15～20分かかるMRIを撮
らずに、まずはCTを撮って、出血性
変化がなく虚血性脳卒中を疑えば、次

に血管造影検査を行い、その結果で閉
塞血管があれば、直接治療に移行する
ような、むしろもっとアグレッシブな
施設で、CTだけしか撮らないところ
もあるかと思います。
　大西　あとは、そのほかの検査で重
要なものがあれば教えていただけます
か。
　大木　最初にお話ししたように、大
動脈解離は、時々脳卒中（脳梗塞）の
原因にもなりますので、身体所見とと
もに、胸部レントゲンで明らかな縦隔
の拡大がないかどうかを確認すること
は（なかなか、その後胸部CTまで撮っ
て、本当に大動脈解離を鑑別するかど
うか判断するのは難しいですが）、重
要かと思います。
　あと、一応採血項目にD-dimerも必
ず入れるようにして、それで大動脈解
離のスクリーニングを行うかたちにし
ています。
　そのほか、心原性の脳塞栓症は脳梗
塞の1/3程度を占めますので、心臓を
評価する心エコーは（なかなか救急外
来でできる施設、または医師がいるか
どうかという面もありますが）、非常
に有効です。またそれとともに頸動脈
のエコーも救急外来で施行できればあ
る程度の病型の診断（例えば頸動脈の
起始部に狭窄や閉塞があればアテロー
ム血栓性）、にも使えますし、大動脈
解離が頸動脈に進展している場合にも、
頸動脈エコーが早期にできれば、診断

図　脳梗塞症例頭部MRI画像

MRA（A）では左中大脳動脈起始部に閉塞を認める（白矢印）。拡散強調画像（DWI：
B）では、左放線冠部分にわずかに高信号（急性期梗塞巣）を認めるのみであるが（黒
矢印）、Arterial Spin Labeling（ASL）画像（C）では、左中大脳動脈領域に広範な血
流低下（通常はカラーで表示、本図では破線内）を認める。本症例では、虚血に陥って
いる領域と、すでに梗塞に至っている領域に差異があり、血流再開による救済可能な範
囲が大きいと判断し、血栓回収療法を施行した。

A B C
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適応があるかどうかもそれで判断する
ことが多いと思います。
　そのほか、FLAIR画像、これは陳旧
性の病巣も認められますが、この画像
を見て、深部白質に虚血性病巣が多け
れば脳小血管病、またはラクナ梗塞の
素因があることを疑う等の使い方もで
きると思います。
　最近は、T２＊画像、またはSWI等の
出血性の病変を検出できる方法もあり
ます。この撮像法は、過去に症状を起
こさないような微小脳出血があったか
どうかの検討、または出血性梗塞の早
期検出などに有用と思います。
　MRIで話が長くなって申し訳ないの
ですが、ASL（Arterial spin labeling）
画像（図）、これは造影剤を用いなく

ても、脳血流の灌流（血流の状態が低
いか、低くないか）を評価できる方法
ですが、これは血栓溶解療法を行う上
で、不可逆的な虚血に陥っていない、
治療によって救える組織があるかどう
かを評価する上で非常に重要な情報と
なります。
　もう一点、アジア人に多い疾患で椎
骨動脈解離がありますが、解離により
内腔が狭くなればMRAで信号は弱く
描出されますが、外側に膨らむような
瘤形成がある場合には、血管外径の形
がわかるBPASという撮像方法を追加
する場合もあります。
　MRIは非常に重要ですが、15～20分
ぐらいかかりますので、体動が激しい
場合には施行が困難となります。また

ペースメーカーや植え込み型の除細動
器が入っている場合にも施行が不可能、
ということがMRIの弱点だと思います。
　大西　CTで、CT angiographyや、
造影剤を用いるなど、いろいろな検査
があると思いますが、そのあたりにつ
いて教えていただけますか。
　大木　MR angiographyよりも、造
影剤を用いるCT angiographyのほう
が非常に細かな形態学的評価ができる
のですが、造影剤を使うにあたって本
人の同意が必要になります。脳卒中の
患者さんは意識が悪いこともあります
ので、造影剤の同意書を得なくとも施
行可能なMRI（MRA）をまずは見て、
後日、またはその場で必要があれば、
さらにCT angiographyを加えるのが
実状かと思います。
　大西　臨床の現場でCTをまずやる
か、MRIをまずやるか、いろいろある
かと思いますが、そのあたりはどのよ
うに判断したらいいでしょうか。
　大木　施設ごとに変わると思います
が、CT firstというのが一般的だった
のが、最近はt-PAを4.5時間以内に施
行することが重要となっており、MRI
が撮れる施設ではMR firstに移ってき
たところもあります。さらに、そのま
た先を行って、結局、血管内治療もt- 
PAも早く行えば行うほど予後がいい
ので、時間が15～20分かかるMRIを撮
らずに、まずはCTを撮って、出血性
変化がなく虚血性脳卒中を疑えば、次

に血管造影検査を行い、その結果で閉
塞血管があれば、直接治療に移行する
ような、むしろもっとアグレッシブな
施設で、CTだけしか撮らないところ
もあるかと思います。
　大西　あとは、そのほかの検査で重
要なものがあれば教えていただけます
か。
　大木　最初にお話ししたように、大
動脈解離は、時々脳卒中（脳梗塞）の
原因にもなりますので、身体所見とと
もに、胸部レントゲンで明らかな縦隔
の拡大がないかどうかを確認すること
は（なかなか、その後胸部CTまで撮っ
て、本当に大動脈解離を鑑別するかど
うか判断するのは難しいですが）、重
要かと思います。
　あと、一応採血項目にD-dimerも必
ず入れるようにして、それで大動脈解
離のスクリーニングを行うかたちにし
ています。
　そのほか、心原性の脳塞栓症は脳梗
塞の1/3程度を占めますので、心臓を
評価する心エコーは（なかなか救急外
来でできる施設、または医師がいるか
どうかという面もありますが）、非常
に有効です。またそれとともに頸動脈
のエコーも救急外来で施行できればあ
る程度の病型の診断（例えば頸動脈の
起始部に狭窄や閉塞があればアテロー
ム血栓性）、にも使えますし、大動脈
解離が頸動脈に進展している場合にも、
頸動脈エコーが早期にできれば、診断

図　脳梗塞症例頭部MRI画像

MRA（A）では左中大脳動脈起始部に閉塞を認める（白矢印）。拡散強調画像（DWI：
B）では、左放線冠部分にわずかに高信号（急性期梗塞巣）を認めるのみであるが（黒
矢印）、Arterial Spin Labeling（ASL）画像（C）では、左中大脳動脈領域に広範な血
流低下（通常はカラーで表示、本図では破線内）を認める。本症例では、虚血に陥って
いる領域と、すでに梗塞に至っている領域に差異があり、血流再開による救済可能な範
囲が大きいと判断し、血栓回収療法を施行した。

A B C
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の上で非常に重要なツールになると思
います。
　あと、先ほどもお話ししましたよう
に、脳血管造影、これはもちろん待機
的にやる場合もありますが、血管内治

療ができる症例については、診断目的
の脳血管造影を行い、それで必要があ
れば治療にそのまま進むという方法も
あるかと思います。
　大西　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅰ）

慶應義塾大学神経内科専任講師
伊　澤　良　兼

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　アテローム血栓性脳梗塞、そ
れからラクナ梗塞についてうかがいた
いと思います。
　まず、これはどういったものなので
しょうか。
　伊澤　脳梗塞の中で、アテローム性
は非常に多いタイプになるかと思いま
すが、それぞれ特徴があります。アテ
ローム血栓性の原因としては大血管、
あるいは中等の血管が粥状の硬化を起
こして、最終的に脳梗塞を起こすとい
うタイプです。
　ラクナ梗塞に関していえば、主に高
血圧や糖尿病などが大きくかかわって
きますが、こういうものの影響で穿通
枝の動脈が動脈硬化や変性を起こして、
最終的に閉塞していくものととらえて
よいと思います。
　齊藤　アテローム血栓性脳梗塞は、
メカニズムが幾つかあるのでしょうか。
　伊澤　アテローム血栓性と一言で申
し上げましても、このメカニズムはい
ろいろあります。例えば動脈硬化を起
こしたプラークの部分から血栓が生じ

たものがはがれて下流に流れて詰まっ
ていく、これは動脈原性塞栓あるいは
A to A embolismと言います。こうい
うものが一般的かと思いますし、ある
いはプラークがある局所に血栓が生じ
てそのまま閉塞してしまう、局所での
血栓性閉塞もあるかと思います。
　また、頸動脈が非常に高度な狭窄を
呈してきますと、その下流の血流が減
少することにより、全身の血圧が下が
ったときに脳梗塞を起こす、いわゆる
血行力学性の梗塞というものもありま
す。
　あと、一番注意が必要になってくる
のがいわゆるBAD、分枝アテローム
性病変です。これは入院後にいろいろ
な治療を行っていても、徐々に進行し
てしまう治療が困難なタイプになりま
す。
　齊藤　動脈原性塞栓が起こりやすい
場所があるのでしょうか。
　伊澤　動脈原性塞栓で、一番多いパ
ターンはおそらく頸動脈のプラークか
ら血栓がはがれて下流に流れていくタ

脳梗塞急性期の診断と治療
（1）アテローム血栓性脳梗塞・ラクナ梗塞
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