
うのが存在しなかったのです。この検
査器械が生まれたことによって、そう
いった時期のお子さんの疾患を拾い上
げることが可能になってきたのですが、
それに対してどうアプローチをしたら

いいのかは、我々眼科医側としてもま
だまだ課題となっているところだと思
います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

脳卒中対策の最新情報（Ⅱ）

埼玉医科大学国際医療センター脳卒中内科教授
髙　橋　愼　一

（聞き手　大西　真）

　大西　髙橋先生、脳梗塞急性期の診
断と治療についてお話をうかがいたい
と思います。
　まず最初に、脳血管障害、脳梗塞で
すね、この現状を教えていただけます
か。
　髙橋　かつて脳血管障害は、日本人
の死因の中では最多といわれていまし
たが、徐々に亡くなる方自体は減って
います。現在、最新の統計データとし
ては、2018年１年間で日本人の死因の
中では脳血管障害は４位となっていま
す。
　ただ、脳梗塞になると、脳血管障害
全体の中では75％で、非常に多いです。
しかも重要な点は、亡くなる方は減っ
ていますが、命をとりとめても、非常
に重い後遺症が残る。我々はいわゆる
転機、Modified Rankin Scaleを用いま
すが、この中でお亡くなりになる方が
最重症で６、寝たきりであると５、あ
るいはそれに準じて、介助なしでは生
活できないと４、この４、５、６の方
をいかに減らしていくかが重要という

ことになります。その中で、特に心原
性脳塞栓症とのかかわりが重要と思っ
ています。
　大西　要介護になる方も増えている
のですね。
　髙橋　おっしゃるとおりです。
　大西　それでは、まず診断のことを
うかがいます。まず臨床症状とか画像
診断に進んでいくのだと思いますが、
そのあたりのコツみたいなものを教え
ていただけますか。
　髙橋　いわゆる脳梗塞というのは、
古典的には三大病型に分けることがで
きると思います。その中の１つが心原
性脳塞栓症。２つ目にアテローム血栓
性脳梗塞、そして３つ目にラクナ梗塞。
この３つがほぼ脳梗塞全体の1/3ずつ
を占めるといわれています。その中で
脳塞栓症を、最初に患者さんを拝見し
てどのように診断するか、そういった
ことに関しての答えになろうかと思い
ます。
　いわゆる脳塞栓症ですので、塞栓子
が突然脳の血管を詰めてしまう。その

脳梗塞急性期の診断と治療
（2）心原性脳塞栓症
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再灌流を行うことが必要だと思います。
　大西　カテーテルで除去する治療も
場合によっては行うのでしょうか。
　髙橋　もちろんそれも行います。
　大西　あとは、心房細動が原因の一
つとして有名だと思うのですが、そう
いうリズムの不整以外でも起こったり
するのでしょうか。
　髙橋　心臓の心房細動は左房の中で
血流の停滞が起こるので、いわゆる凝
固系が亢進して、そのことが左房内に
血栓子をつくる。これが原因になるの
ですが、今まではとにかく心房細動が
あること自体が原因であるといわれて
いました。しかし実際、我々がそうし
たことを疑う患者さんを見ても、リズ
ムが全く正常というかたちも多い。こ
れをどう解釈するか。

　つまり、いわゆる突発性心房細動が
そのときには正常化しているために検
出できないことも十分あるのですが、
どうもそういう患者さんはそもそも心
房細動がないケースもあるのではない
か。つまり、リズム異常だけが細胞内
に血栓子をつくる原因ではないのでは
ないか。こういったことが最近わか 
ってきたので、こうした概念をatrial 
cardiopathy、なかなかいい日本語が
ないのですが、心房型心臓病とでもい
うのでしょうか。こういったものは必
ずしもリズムの異常がなくても、これ
に準じた、つまりAFに準じた治療が
必要ではないかと考えはじめられてい
ると思います（図）。
　大西　がん患者さんでも時々脳梗塞
を起こすと聞いていますが。

図　脳梗塞発症基盤における “Atrial Cardiopathy” の位置づけ由来が心臓にある。それがいわゆる心
原性脳塞栓症であり、症状は突発的で
す。何時何分、あるいは秒までわかる
といわれていることが大きな特徴だと
思います。そして、その塞栓子が心臓
に由来することがこの診断には必須で
すが、もう一つ可能性があるのはいわ
ゆる大血管に由来する血管原性脳塞栓
症です。これも非常に似ていますが、
心臓由来であるという診断をどのよう
にするかが重要になります。
　すなわち、心臓から塞栓子が飛ぶ場
合に、いわゆる脳の血管系の中でも左
右の両方、あるいは前方循環と後方循
環のどちらにでも、前方循環でいう大
脳皮質の失語とか運動麻痺や、後方循
環のめまいとか失調のような臨床症状
があらわれれば、限りなく心原性脳塞
栓症を疑うということです。
　大西　画像的にはCTがまずゴール
ドスタンダードになるのでしょうか。
　髙橋　最初に出血を除外しないと次
の治療ができませんので、まずCTと
いうことになりますが、ただ昨今の、
特に急性期の数時間が勝負の時代には、
急性期脳梗塞はCTではまず写りませ
んので、MRIがゴールドスタンダード
になります。特に日本の場合はファー
ストです。拡散強調画像で臨床症状に
合致する、あるいは合致しない場合も
重要だと思いますが、脳の中の多数の
血管支配域に病巣が見えるかどうか。
これがMRIの中の診断としての眼目だ

と思います。
　大西　それでは、今回のテーマであ
る治療ですが、急性期の治療といいま
すと、再灌流療法になるのでしょうか。
　髙橋　とにかく脳梗塞は一刻も早く
閉塞した血管を再開通させて脳へ再灌
流を促す、これがすべてです。今回、
特に脳塞栓症といわれるものに関して
は、今まで血流が正常だった部分が一
瞬にして詰まりますので、そのプロセ
スは非常に激しく、しかも急速に進み
ます。先ほどのMRIは、拡散強調画像
で見える部分は実はもう救えない、非
可逆的な脳の損傷をあらわしています
ので、そこに写っているものは再灌流
を行っても実はなかなか救えない。こ
こで、写らないものの臨床的に症状が
ある。つまり、臨床症状と拡散強調画
像の間に乖離があれば、そこは再灌流
を行って救いうる部分ということにな
ります。
　ご存じのとおり、具体的には4.5時間
以内であればrt-PAによる血栓溶解療
法、そしてその後、現在は８時間以内
であれば機械的血栓回収になっていま
すが、2018年にこの時間がかなり延長
されて、現在は救済できる部分があれ
ば16時間まで、あるいはケースによっ
ては24時間まで再灌流は行いうること
になっています。
　ただ、心原性塞栓の場合はそういう
部分は非常に少ないので、とにかく一
刻も早く診断とデシジョンメイキング、
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再灌流を行うことが必要だと思います。
　大西　カテーテルで除去する治療も
場合によっては行うのでしょうか。
　髙橋　もちろんそれも行います。
　大西　あとは、心房細動が原因の一
つとして有名だと思うのですが、そう
いうリズムの不整以外でも起こったり
するのでしょうか。
　髙橋　心臓の心房細動は左房の中で
血流の停滞が起こるので、いわゆる凝
固系が亢進して、そのことが左房内に
血栓子をつくる。これが原因になるの
ですが、今まではとにかく心房細動が
あること自体が原因であるといわれて
いました。しかし実際、我々がそうし
たことを疑う患者さんを見ても、リズ
ムが全く正常というかたちも多い。こ
れをどう解釈するか。

　つまり、いわゆる突発性心房細動が
そのときには正常化しているために検
出できないことも十分あるのですが、
どうもそういう患者さんはそもそも心
房細動がないケースもあるのではない
か。つまり、リズム異常だけが細胞内
に血栓子をつくる原因ではないのでは
ないか。こういったことが最近わか 
ってきたので、こうした概念をatrial 
cardiopathy、なかなかいい日本語が
ないのですが、心房型心臓病とでもい
うのでしょうか。こういったものは必
ずしもリズムの異常がなくても、これ
に準じた、つまりAFに準じた治療が
必要ではないかと考えはじめられてい
ると思います（図）。
　大西　がん患者さんでも時々脳梗塞
を起こすと聞いていますが。

図　脳梗塞発症基盤における “Atrial Cardiopathy” の位置づけ由来が心臓にある。それがいわゆる心
原性脳塞栓症であり、症状は突発的で
す。何時何分、あるいは秒までわかる
といわれていることが大きな特徴だと
思います。そして、その塞栓子が心臓
に由来することがこの診断には必須で
すが、もう一つ可能性があるのはいわ
ゆる大血管に由来する血管原性脳塞栓
症です。これも非常に似ていますが、
心臓由来であるという診断をどのよう
にするかが重要になります。
　すなわち、心臓から塞栓子が飛ぶ場
合に、いわゆる脳の血管系の中でも左
右の両方、あるいは前方循環と後方循
環のどちらにでも、前方循環でいう大
脳皮質の失語とか運動麻痺や、後方循
環のめまいとか失調のような臨床症状
があらわれれば、限りなく心原性脳塞
栓症を疑うということです。
　大西　画像的にはCTがまずゴール
ドスタンダードになるのでしょうか。
　髙橋　最初に出血を除外しないと次
の治療ができませんので、まずCTと
いうことになりますが、ただ昨今の、
特に急性期の数時間が勝負の時代には、
急性期脳梗塞はCTではまず写りませ
んので、MRIがゴールドスタンダード
になります。特に日本の場合はファー
ストです。拡散強調画像で臨床症状に
合致する、あるいは合致しない場合も
重要だと思いますが、脳の中の多数の
血管支配域に病巣が見えるかどうか。
これがMRIの中の診断としての眼目だ

と思います。
　大西　それでは、今回のテーマであ
る治療ですが、急性期の治療といいま
すと、再灌流療法になるのでしょうか。
　髙橋　とにかく脳梗塞は一刻も早く
閉塞した血管を再開通させて脳へ再灌
流を促す、これがすべてです。今回、
特に脳塞栓症といわれるものに関して
は、今まで血流が正常だった部分が一
瞬にして詰まりますので、そのプロセ
スは非常に激しく、しかも急速に進み
ます。先ほどのMRIは、拡散強調画像
で見える部分は実はもう救えない、非
可逆的な脳の損傷をあらわしています
ので、そこに写っているものは再灌流
を行っても実はなかなか救えない。こ
こで、写らないものの臨床的に症状が
ある。つまり、臨床症状と拡散強調画
像の間に乖離があれば、そこは再灌流
を行って救いうる部分ということにな
ります。
　ご存じのとおり、具体的には4.5時間
以内であればrt-PAによる血栓溶解療
法、そしてその後、現在は８時間以内
であれば機械的血栓回収になっていま
すが、2018年にこの時間がかなり延長
されて、現在は救済できる部分があれ
ば16時間まで、あるいはケースによっ
ては24時間まで再灌流は行いうること
になっています。
　ただ、心原性塞栓の場合はそういう
部分は非常に少ないので、とにかく一
刻も早く診断とデシジョンメイキング、
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してもDOACは使いにくいので、ワル
ファリンになりますが、そこは今後、
考え方が変わって、リズム不整がなく
てもDOACを使ったほうがいいと考え
ている医師は多いと思います。さらに

きちんとしたエビデンスを重ねて、や
がてそちらにシフトしていくというこ
とかなと思っています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　髙橋　がん患者さんは全身の血栓形
成傾向が非常に亢進しますので、全身、
ありとあらゆる場所に血栓症が起こり
ます。ただ、その中でも特に有名なの
は心臓の弁、この部分に血栓ができや
すい。感染性の心内膜炎と似ているけ
れども違います。つまり、非細菌性の
血栓性の心内膜炎、NBTEといいます
が、担がん者ではこういうことが原因
で、そこが塞栓子となって、いわゆる
心原性の脳塞栓を起こす。これは担が
ん者の場合に真っ先に考えるべき脳梗
塞の原因だと思います。
　大西　気をつけなければいけない点
ですね。
　髙橋　そのとおりです。
　大西　がんの種類で起こしやすいも
のなど知られているのでしょうか。
　髙橋　一般的には腺がんでそういう
凝固を亢進させるような因子の分泌が
起こります。特に、膵臓がんとか、女
性の場合では卵巣がんとか、そういっ
たかたちで起こる方が多いと思います。
　大西　抗凝固療法ですが、これは慢
性期になると始められたと思うのです
が、今はどのような考え方になってい
るのでしょうか。
　髙橋　先ほど申しましたように、心
臓の中で血栓がその後できると、それ
がまた再発を起こすので、これを抑え
る。心腔内というのは非常に血流が遅
いので、凝固を抑えることが有効です。
凝固を抑える古典的な薬としては、い

わゆるワルファリンのようなビタミン
K拮抗薬ですが、最近は直接経口抗凝
固薬（DOAC）というものが多く使用
されています。
　DOACの最大の利点は、出血を起こ
すリスクが非常に少ないことです。実
は脳梗塞を起こした後は抗凝固薬が必
要ですが、あまり早くやりすぎると、
脳の梗塞部分に出血を二次的に起こし
てしまう。ところが、経口の直接凝固
薬が出てきた最近では、早めに始めて
も出血のリスクが回避できることから、
幾つかのエビデンスが出てきました。
特に2019年、RELAXED研究の結果か
らは、こうしたDOACは脳梗塞発症か
ら早ければ３日ぐらいから開始するの
がよいことがわかってきました。実は
１週間以内の再発が非常に多いのです。
ですから、一刻も早く、３日～１週間
の間にはこうした経口の抗凝固薬を始
めたほうがむしろ予後がいい。こうい
ったことが最近のトレンドだと思いま
す。
　大西　だいぶ考え方が変わってきた
のですね。従来からのワルファリンと、
今、DOACと、どのように使い分けた
らよいのでしょうか。
　髙橋　基本的にはDOACは今、保険
適用上はいわゆる非弁膜症性の心房細
動がある方にしか使えないのです。先
ほどの話ともつながりますが、リズム
不整がどうしても見つからない場合に、
いわゆる形通りでやるとすると、どう
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※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「脳卒中対策の最新情報」シリーズの第２
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してもDOACは使いにくいので、ワル
ファリンになりますが、そこは今後、
考え方が変わって、リズム不整がなく
てもDOACを使ったほうがいいと考え
ている医師は多いと思います。さらに

きちんとしたエビデンスを重ねて、や
がてそちらにシフトしていくというこ
とかなと思っています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　髙橋　がん患者さんは全身の血栓形
成傾向が非常に亢進しますので、全身、
ありとあらゆる場所に血栓症が起こり
ます。ただ、その中でも特に有名なの
は心臓の弁、この部分に血栓ができや
すい。感染性の心内膜炎と似ているけ
れども違います。つまり、非細菌性の
血栓性の心内膜炎、NBTEといいます
が、担がん者ではこういうことが原因
で、そこが塞栓子となって、いわゆる
心原性の脳塞栓を起こす。これは担が
ん者の場合に真っ先に考えるべき脳梗
塞の原因だと思います。
　大西　気をつけなければいけない点
ですね。
　髙橋　そのとおりです。
　大西　がんの種類で起こしやすいも
のなど知られているのでしょうか。
　髙橋　一般的には腺がんでそういう
凝固を亢進させるような因子の分泌が
起こります。特に、膵臓がんとか、女
性の場合では卵巣がんとか、そういっ
たかたちで起こる方が多いと思います。
　大西　抗凝固療法ですが、これは慢
性期になると始められたと思うのです
が、今はどのような考え方になってい
るのでしょうか。
　髙橋　先ほど申しましたように、心
臓の中で血栓がその後できると、それ
がまた再発を起こすので、これを抑え
る。心腔内というのは非常に血流が遅
いので、凝固を抑えることが有効です。
凝固を抑える古典的な薬としては、い

わゆるワルファリンのようなビタミン
K拮抗薬ですが、最近は直接経口抗凝
固薬（DOAC）というものが多く使用
されています。
　DOACの最大の利点は、出血を起こ
すリスクが非常に少ないことです。実
は脳梗塞を起こした後は抗凝固薬が必
要ですが、あまり早くやりすぎると、
脳の梗塞部分に出血を二次的に起こし
てしまう。ところが、経口の直接凝固
薬が出てきた最近では、早めに始めて
も出血のリスクが回避できることから、
幾つかのエビデンスが出てきました。
特に2019年、RELAXED研究の結果か
らは、こうしたDOACは脳梗塞発症か
ら早ければ３日ぐらいから開始するの
がよいことがわかってきました。実は
１週間以内の再発が非常に多いのです。
ですから、一刻も早く、３日～１週間
の間にはこうした経口の抗凝固薬を始
めたほうがむしろ予後がいい。こうい
ったことが最近のトレンドだと思いま
す。
　大西　だいぶ考え方が変わってきた
のですね。従来からのワルファリンと、
今、DOACと、どのように使い分けた
らよいのでしょうか。
　髙橋　基本的にはDOACは今、保険
適用上はいわゆる非弁膜症性の心房細
動がある方にしか使えないのです。先
ほどの話ともつながりますが、リズム
不整がどうしても見つからない場合に、
いわゆる形通りでやるとすると、どう
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