
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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話をしていきたいと思います。いわゆ
るラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗
塞は、いずれも点滴としてはエダラボ
ンあるいはオザグレルを使っていくこ
とが保険上可能になっています。また、
アテローム血栓性に関していえば、発
症48時間以内に限定されますが、アル
ガトロバンの点滴を行うことも可能と
なります。
　齊藤　こういった薬は抗血小板薬に
なりますか。
　伊澤　そうですね。心原性塞栓と異
なり、いわゆる血小板にターゲットを
置いた治療になるかと思います。
　齊藤　ある一定期間、発症後から使
うと、期間が決まっているのですね。
　伊澤　そうですね。
　齊藤　その後は今度は内服に移行し
ますか。
　伊澤　実際は点滴、オザグレルはア
スピリンと似た作用になりますが、ア
ルガトロバンは抗凝固療法の一つ、抗
トロンビン薬になります。急性期の治
療を行う上で、抗血小板薬の内服を最
初から併用して行うことも非常に多い
かと思います。アスピリンとかクロピ
ドグレルを単剤で治療することもあり
ますし、最近のエビデンスですと、急
性期、特に発症してから10日（長くて
３週間）に限ってアスピリンとクロピ
ドグレルを併用すると、より脳梗塞の
再発率が減るという報告もあります。
併用を積極的に行っていくことも多い

のではないかと思います。
　齊藤　これは大規模なスタディで、
DAPTといいますか、それがよいとい
うことで、期間としては10日なのでし
ょうか。
　伊澤　ご指摘のとおりで、まずは10
日とお考えいただければと思います。
例えばCHANCEというスタディ、あ
るいはPOINTというスタディがあり
ますが、これはNIHSSが３以下とか、
非常に軽症の患者さんを対象にしてい
るものです。こういうスタディの結果
に基づけば、併用の効果が確認される
のはだいたい10日程度と考えられてい
ます。21日以降に関しては、メタ解析
の結果を見ますと、あまりベネフィッ
トはないという報告もありますし、以
前からいわれているのは、３カ月以上
に限っていいますと、併用によって出
血が増えるだけという報告もあります。
やはり最初の10日が一つの目安かと思
います。あとは、個々の症例において
状況、症状の増悪などを見ながら期間
を調整することになると思います。
　齊藤　そういった大規模なスタディ
が近年出てきているのですね。脳梗塞
は、脳卒中の中ではそれなりの頻度で
いるのですね。
　伊澤　おっしゃるとおりです。
　齊藤　初期の対応の後に、一般の開
業医に逆紹介のようなかたちもあり得
ると思います。まとめると、今の治療
の流れは、アテローム血栓性脳梗塞と

イプかと思うのですが、この場合はい
わゆる分水嶺領域というところに脳梗
塞を起こしやすいと思います。分水嶺
というのは、前大脳動脈、中大脳動脈、
あるいは後大脳動脈の灌流領域の境界
のことをいいますが、この部位は灌流
圧が低下していることに加えまして、
血管が非常に細いという構造になって
いるので塞栓が詰まりやすい。結果的
にその部分に塞栓性梗塞を起こすと考
えられています。
　齊藤　部位によって特定の症状が出
てくるということですが、症状と部位
は今お話にあったようなメカニズム的
な関連はあるのでしょうか。
　伊澤　例えば、アテローム性でいう
と、先ほど申し上げた分水嶺領域の梗
塞以外にも、皮質にも梗塞を起こしま
す。それで閉塞した部位によって様々
な症状を起こしてきますので、特異的
な症状があるわけではありません。
　一方、ラクナに関していえば、代表
的なラクナ症候群として特定の症状の
組み合わせがあります。例えば純粋な
片側運動麻痺（pure motor hemipare-
sis）と呼ばれるものなら片麻痺だけが
生じる。これは病変の部位としては、
橋底部とか、内包の後脚に病変が起こ
っていると推測できるようになります。
　ほかに多いラクナ梗塞のタイプとし
ては、失調性の片麻痺（ataxic hemi-
paresis）で、片麻痺と同側の失調を呈
することになります。この場合だと、

放線冠、橋底部、内包後脚、こういう
部位が病変として疑われると思います。
　齊藤　そういう病変があって、脳梗
塞の疑いになるわけですが、診断とし
てはどのように進んでいくのでしょう。
　伊澤　通常の臨床ですと、診断は、
基本に戻って頭のCTの撮影からにな
るかと思います。それで出血がないか
をきっちり確認した上で、急性期だと
なかなかCTでは判断ができないこと
が多いことから、MRIの撮影になりま
す。MRIの撮影の場合は、拡散強調画
像（DWI）というものを撮影すると、
高信号域になっている場所がわかるの
で、それで診断がつくと思います。
　齊藤　これは時に血管も見ていくの
でしょうか。
　伊澤　おっしゃるとおりです。先ほ
ど申し上げましたとおり、アテローム
性の病変になると、頸動脈あるいは大
動脈にも病変があることがあるので、
その場合は頸動脈エコー、あるいは造
影のCTを併用して血管に病変がない
かを確認することになります。
　齊藤　ということで診断がついた後
は治療ですが、治療の流れとしてはど
うなりますか。
　伊澤　治療は、もちろん適応があれ
ばということになりますが、rt-PA血
栓溶解療法を行うケースもありますし、
最近では血管内治療ということで、血
栓回収療法を行うこともあります。今
回は、抗血小板薬とか、点滴の治療の
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話をしていきたいと思います。いわゆ
るラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗
塞は、いずれも点滴としてはエダラボ
ンあるいはオザグレルを使っていくこ
とが保険上可能になっています。また、
アテローム血栓性に関していえば、発
症48時間以内に限定されますが、アル
ガトロバンの点滴を行うことも可能と
なります。
　齊藤　こういった薬は抗血小板薬に
なりますか。
　伊澤　そうですね。心原性塞栓と異
なり、いわゆる血小板にターゲットを
置いた治療になるかと思います。
　齊藤　ある一定期間、発症後から使
うと、期間が決まっているのですね。
　伊澤　そうですね。
　齊藤　その後は今度は内服に移行し
ますか。
　伊澤　実際は点滴、オザグレルはア
スピリンと似た作用になりますが、ア
ルガトロバンは抗凝固療法の一つ、抗
トロンビン薬になります。急性期の治
療を行う上で、抗血小板薬の内服を最
初から併用して行うことも非常に多い
かと思います。アスピリンとかクロピ
ドグレルを単剤で治療することもあり
ますし、最近のエビデンスですと、急
性期、特に発症してから10日（長くて
３週間）に限ってアスピリンとクロピ
ドグレルを併用すると、より脳梗塞の
再発率が減るという報告もあります。
併用を積極的に行っていくことも多い

のではないかと思います。
　齊藤　これは大規模なスタディで、
DAPTといいますか、それがよいとい
うことで、期間としては10日なのでし
ょうか。
　伊澤　ご指摘のとおりで、まずは10
日とお考えいただければと思います。
例えばCHANCEというスタディ、あ
るいはPOINTというスタディがあり
ますが、これはNIHSSが３以下とか、
非常に軽症の患者さんを対象にしてい
るものです。こういうスタディの結果
に基づけば、併用の効果が確認される
のはだいたい10日程度と考えられてい
ます。21日以降に関しては、メタ解析
の結果を見ますと、あまりベネフィッ
トはないという報告もありますし、以
前からいわれているのは、３カ月以上
に限っていいますと、併用によって出
血が増えるだけという報告もあります。
やはり最初の10日が一つの目安かと思
います。あとは、個々の症例において
状況、症状の増悪などを見ながら期間
を調整することになると思います。
　齊藤　そういった大規模なスタディ
が近年出てきているのですね。脳梗塞
は、脳卒中の中ではそれなりの頻度で
いるのですね。
　伊澤　おっしゃるとおりです。
　齊藤　初期の対応の後に、一般の開
業医に逆紹介のようなかたちもあり得
ると思います。まとめると、今の治療
の流れは、アテローム血栓性脳梗塞と

イプかと思うのですが、この場合はい
わゆる分水嶺領域というところに脳梗
塞を起こしやすいと思います。分水嶺
というのは、前大脳動脈、中大脳動脈、
あるいは後大脳動脈の灌流領域の境界
のことをいいますが、この部位は灌流
圧が低下していることに加えまして、
血管が非常に細いという構造になって
いるので塞栓が詰まりやすい。結果的
にその部分に塞栓性梗塞を起こすと考
えられています。
　齊藤　部位によって特定の症状が出
てくるということですが、症状と部位
は今お話にあったようなメカニズム的
な関連はあるのでしょうか。
　伊澤　例えば、アテローム性でいう
と、先ほど申し上げた分水嶺領域の梗
塞以外にも、皮質にも梗塞を起こしま
す。それで閉塞した部位によって様々
な症状を起こしてきますので、特異的
な症状があるわけではありません。
　一方、ラクナに関していえば、代表
的なラクナ症候群として特定の症状の
組み合わせがあります。例えば純粋な
片側運動麻痺（pure motor hemipare-
sis）と呼ばれるものなら片麻痺だけが
生じる。これは病変の部位としては、
橋底部とか、内包の後脚に病変が起こ
っていると推測できるようになります。
　ほかに多いラクナ梗塞のタイプとし
ては、失調性の片麻痺（ataxic hemi-
paresis）で、片麻痺と同側の失調を呈
することになります。この場合だと、

放線冠、橋底部、内包後脚、こういう
部位が病変として疑われると思います。
　齊藤　そういう病変があって、脳梗
塞の疑いになるわけですが、診断とし
てはどのように進んでいくのでしょう。
　伊澤　通常の臨床ですと、診断は、
基本に戻って頭のCTの撮影からにな
るかと思います。それで出血がないか
をきっちり確認した上で、急性期だと
なかなかCTでは判断ができないこと
が多いことから、MRIの撮影になりま
す。MRIの撮影の場合は、拡散強調画
像（DWI）というものを撮影すると、
高信号域になっている場所がわかるの
で、それで診断がつくと思います。
　齊藤　これは時に血管も見ていくの
でしょうか。
　伊澤　おっしゃるとおりです。先ほ
ど申し上げましたとおり、アテローム
性の病変になると、頸動脈あるいは大
動脈にも病変があることがあるので、
その場合は頸動脈エコー、あるいは造
影のCTを併用して血管に病変がない
かを確認することになります。
　齊藤　ということで診断がついた後
は治療ですが、治療の流れとしてはど
うなりますか。
　伊澤　治療は、もちろん適応があれ
ばということになりますが、rt-PA血
栓溶解療法を行うケースもありますし、
最近では血管内治療ということで、血
栓回収療法を行うこともあります。今
回は、抗血小板薬とか、点滴の治療の
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しては結局どういうことになりますか。
　伊澤　アテローム血栓性脳梗塞は、
先ほど点滴のお話をしたように、急性
期はアルガトロバン、あるいはアスピ
リン、クロピドグレルの併用に始まり、
その後は脂質の管理とか、血圧の管理
も含めて治療を進めていきます。そし
て、だいたい10日前後を目安に抗血小
板薬の内服１剤に絞っていって、その
後は血圧の管理、脂質の管理も一緒に
行っていくことになると思います。
　齊藤　再梗塞の予防ですね。
　伊澤　そうですね。
　齊藤　ラクナ梗塞は何か違いがあり
ますか。
　伊澤　ラクナ梗塞も基本的には同じ
なのですが、オザグレルを急性期に使
う、あるいはアスピリン、クロピドグ
レルも最初は併用もいいのですが、早
めに単剤に切り替えていくのがいいか
と思います。
　齊藤　それから、発症24時間以内で、

脳保護療法というのがあるのですか。
　伊澤　これはエダラボンの点滴にな
りますが、ガイドライン上でも脳保護
作用が期待される薬として推奨されて
います。腎機能低下などがないケース
においては積極的に使ってもいいと思
います。
　齊藤　期間としてはどのぐらいにな
るのでしょうか。
　伊澤　基本的には７～14日を目安に
お使いいただくのがよいと思います。
　齊藤　ということで、ある程度で落
ち着きますと、急性期病院から別な病
院のほうにかわっていって、最終的に
は実地医家に、ということでしょうか。
　伊澤　おっしゃるとおりです。リハ
ビリを早めに始めることが、神経機能
予後を考えた場合、非常に重要ですし、
リハビリで一段落した後は開業医にそ
の後のフォローをお願いできればと思
います。
　齊藤　ありがとうございました。

　Effectiveness and safety of inhaled corticosteroids in older individ-
uals with chronic obstructive pulmonary disease and/or asthma. A 
population study.
　Kendzerska T, Aaron SD, To T, Licskai C, Stanbrook M, Vozoris NT, 
Hogan M-E, Tan WC, Bourbeau J, Gershon AS ; for the Canadian Res-
piratory Research Network
　Ann Am Thorac Soc 2019, 16 (10) : 1252～1262

　背景：吸入ステロイド薬は慢性気道疾患である喘息とCOPDの管理において確
立した治療薬である。しかし高齢者喘息、喘息とCOPD合併患者、そして吸入ス
テロイドと肺炎との関連性が取りざたされているCOPD患者の中では吸入ステロ
イドの使用については不明確な点がある。
　目的：実臨床の場において高齢者の喘息、COPD、喘息とCOPD合併の各群で
吸入ステロイドの有効性と安全性を比較する。
　方法：カナダのオンタリオに在住する66歳以上の人を対象に後方視的縦断コホ
ート研究を行った。対象は2003～2014年の間に医師により喘息かCOPDと診断さ
れたという症例定義を満たした人で、州の健康行政管理データを通して2015年３
月まで追跡した。喘息COPDオーバーラップという診断名も認め、層別化しサブ
グループ解析を行った。表に出す資料は新たな吸入ステロイドを含む処方箋の領
収書であり、主要評価項目として有効性は閉塞性肺疾患による入院、安全性は肺
炎による入院である。交絡因子は傾向スコアを用いて調整した。
　結果：対象者数は喘息が87,690人（27％はCOPD合併）、COPDが150,593人（25
％が喘息合併）であった。吸入ステロイドの有効性については交絡因子を調整す
ると喘息単独患者で入院が少なかった［ハザード比0.84（95％信頼区間；0.79～ 

喘息シリーズ（165）

ふれあい横浜ホスピタル院長

坂　本　芳　雄
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