
弱くなります。それから、先ほども触
れましたが、出血リスクが増大してし
まう問題点があります。ですから、ア
スピリンとクロピドグレルの併用療法
は急性期に限定したほうがいいという
ことも言えます。
　大西　長期の治療に関してはどのよ
うにしたらよいでしょうか。
　内山　最近、私たちはCSPS.comと
いうスタディを日本人の脳梗塞の患者
さんに行い、シロスタゾールを絡めて、
シロスタゾールとアスピリン、または
クロピドグレルの併用療法は、長期に
使用しても出血が増えず、脳梗塞再発
予防効果が高いという結果を得ました。
長期の併用療法には出血リスクが少な
いシロスタゾールが有用ではないかと
考えています。
　大西　抗血小板療法のお話をいろい
ろうかがいましたが、血圧管理が重要
ということになるでしょうか。
　内山　そうですね。血圧管理、特に
頭蓋内出血を回避するためには血圧を
厳格に管理する必要があります。少な
くとも130/80㎜Hg未満の血圧を年齢
を問わず維持することが推奨されてい
ます。
　大西　きちんと管理するということ
ですね。今回うかがったいろいろな治
療法ですが、かなり長期にわたって使

用が必要だと思うのですが。
　内山　脳梗塞の最大の危険因子は加
齢です。年齢が高くなるほどリスクが
高くなるわけですから、原則として重
篤な副作用が発生しないかぎりは、途
中でやめていいという理論は成り立た
ないことになります。ですからパーマ
ネントに継続すべきだろう。途中でや
めると、逆に再発リスクが高まるとい
うエビデンスもありますので、やはり
継続して服用するように患者さんには
説明しておく必要があると思います。
　大西　消化管出血にも気をつけなが
らということですね。
　内山　そういうことですね。
　大西　頭蓋内出血は予兆といいます
か、何か事前に予測できるようなこと
もあるのでしょうか。こういった薬を
のんでいても、突然起きるのでしょう
か。
　内山　例えばMRIを撮りますと、び
まん性白質病変といって、脳の深いと
ころに虚血性の変化が広く現れている
患者さん、あるいはMRIでT２スター
画像を撮りますと微小出血を認める患
者さんがいますので、そういう人は症
候性の脳出血も起こしやすいといわれ
ています。より注意しなければいけな
いと思います。
　大西　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅱ）

杏林大学脳卒中医学教授
平　野　照　之

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　脳梗塞慢性期の抗凝固療法に
ついてうかがいます。
　今回は、二次予防が主たる焦点です
が、その前に一次予防という点で抗凝
固療法について少しお話しいただけま
すか。
　平野　私どもの病院は救急病院で、
年間700人強の脳梗塞をはじめとする
脳卒中の患者さんを診療させていただ
いています。心房細動を持っている患
者さんのうち、抗凝固療法をしっかり
行っていて脳梗塞を起こした方より、
抗凝固療法が不適切あるいは不十分で
あったがために脳梗塞で運ばれてきた
方が多いというのが偽らざる実感です。
　心房細動の患者さんは、CHADS2、
あるいはCHA2DS2-VAScというリス
ク評価に基づいて、適切な抗凝固療法
を行えば脳梗塞を予防できるわけです。
ワーファリンですと、少しINRが低い
ままの状況で管理されていたり、ある
いは最近のDOACですと、本来使うべ
き適切な用量ではなく、低めの用量、
すなわち不適切な量を用いたがために

大きな脳梗塞を起こしてしまった方が
かなりの頻度でいます。抗凝固療法は
かなり普及してきましたが、まだまだ
十分ではないという印象です。
　齊藤　脳卒中センターで患者さんを
診ている立場ですと、そういった不適
切な治療があるという実感なのですね。
　平野　もちろん抗凝固療法をしっか
りしていても脳梗塞を発症される方は
少なからずいます。しかし、その場合
はわりと軽症のことが多いのです。適
切な抗凝固療法を行うことで、よしん
ば発症したとしても軽症で済みますの
で、やはり一次予防の重要性というの
は現場で日々感じています。
　齊藤　軽症で済むというのは非常に
重要ですね。さて、脳梗塞の急性期治
療、簡単にお話しいただくとどうなり
ますか。
　平野　特に抗凝固療法の適応となる
ような心房細動を原因とする脳梗塞、
心原性脳塞栓症というタイプですが、
今、急性期の治療はとても進歩してい
ます。t-PA治療という薬で血栓を溶か

脳梗塞慢性期の治療
（3）抗凝固療法
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います。
　齊藤　日本での観察研究でデータが
出たのですね。
　平野　日本の北海道から沖縄まで、
たくさんの施設に協力いただいて、RE-
LAXED研究という名前で発表しまし
た。これが2019年２月に論文になりま
して、非常にいい成績だということで
注目されています。
　齊藤　ガイドラインも少しずつそう
いったものを取り入れつつ表現してい
くのでしょうか。
　平野　今、2017年版のガイドライン
で少し手直しをし、2021年に大幅改訂
の予定です。年々新しい知見が加わっ
ていますので、現場に即したかたちで、
早めからの抗凝固療法も念頭に置きな
がら改訂していっている状況です。
　齊藤　DOACが基本の治療になると
いうことですが、４種類あって、どう
いったかたちで使うかについては、い
かがでしょうか。
　平野　私どものところでは、患者さ
んの状態に最も合うDOACを選ぶ、そ
ういうスタンスでやっています。それ
ぞれのDOACに特徴があります。よい
ところ、それから少し苦手なところが
あります。それから、DOACにも高用
量と低用量が選べるもの、また決めら
れた基準によって減量用量が指示され
るものがあります。いろいろな薬の中
から、できるだけ効果が担保できた常
用量が使えるものを優先することを念

頭に薬を選んでいます。
　齊藤　ある患者さんで、４種類の薬
があって、３つは使えないけれども１
つは常用量でいけるという場合に、常
用量を使うということですね。
　平野　そうですね。
　齊藤　そのほうが効果、副作用もし
っかり見ているということですね。
　平野　DOACはいろいろな開発経緯
を経て市場に出ていますが、原則、常
用量を使ってのデータです。減量して
常用量と同じデータが出るかは疑問で
す。本当に必要な量を使わずに低用量
にしてしまうと、効果は十分なものが
期待できないと考えています。
　齊藤　患者さんの状態によって、脳
卒中になると、嚥下についても問題に
なりますが、その辺も薬の特徴を見て
使っていくということですか。
　平野　脳梗塞の後遺症を持った患者
さんには、飲み込みが不自由な方が少
なからずおられますので、剤型は選択
理由の重要なポイントです。のみやす
い薬がどうしても優先されることにな
ります。また若い患者さんですと１日
１回の薬のほうがのみ忘れが少ないと
いうこともあります。内服の回数だっ
たり、いろいろな剤型（錠剤、散剤、
カプセル、OD）がありますから、患
者さんの状況に応じて、一番適切なも
のを選ぶようにしています。
　齊藤　状態が悪いとDOACを開始で
きないのですか。

す治療に加えて、この数年、カテーテ
ルを用いた血栓回収療法という非常に
素晴らしい治療が普及しています。大
きな脳梗塞でこれまでだったら助から
ない、あるいは重い後遺症を残しそう
な患者さんが、翌日には元気に歩ける
ようになる、そういう効果の高い治療
ができるようになってきています。急
性期の場合には、とにかく時間との闘
いなのですが、早く適切な治療ができ
れば、患者さんは劇的に回復される、
そんな時代になっています。
　齊藤　急性期治療が成功した患者さ
んを、その後、キープしていくという
ことではどうでしょうか。
　平野　まずは、救急で患者さんが来
られたら、血行再建できるかどうかを
見極める。この一点に注力します。い
ったん治療が完結しますと、次には病
態をしっかり見極めて、的確な再発予
防を計画していくことが求められます。
心房細動の患者さんですと、やはり抗
凝固療法をどうするかが問題です。今
いろいろな種類の薬が使えますので、
どの薬を用いて、どういうかたちで治
療を始めたらよいか、そしてどうやっ
て継続していくかを考えていきます。
　齊藤　現在の使い方はどのようにな
っていますか。
　平野　ワーファリンしかなかった時
代ですと、のんでもすぐには効果が出
てきませんので、まずは注射薬のヘパ
リンを使いながら、ヘパリンとワーフ

ァリンを同時に始めます。ワーファリ
ンが治療域に入ったところでヘパリン
をオフにするという、いわゆるヘパリ
ンブリッジを併用したワーファリン治
療を行っていました。ところが、2011
年以降、新しい抗凝固薬であるDOAC
が出てきました。DOACは速効性で、
のめばすぐに効きますから、のめる患
者さんであれば早期からDOACをのん
でいただき、ヘパリンは使わずに抗凝
固療法を開始できるようになりました。
　齊藤　二次予防のDOAC開始の時期
については何かありますか。
　平野　ガイドラインでは発症から14
日以内が一つの目安と書いてあります
が、２週間ぎりぎりになって始めると、
どうしてもその間に脳梗塞の再発が多
いという現実がありました。そこで、
最近は、可能なかぎり早めのタイミン
グから始める。１週間以内、場合によ
って病巣が小さく、元気な、経口摂取
も問題ないような患者さんであれば、
２～３日から始めている、そんな状況
になっています。
　早く始めることで脳梗塞の再発は減
るというデータが出ています。一方で
あまり早く始めると今度は出血を起こ
すのではないかという懸念もあります
が、日本の多施設で調べたデータによ
りますと、さほど出血は増えないとい
う結果が出ています。早くから安全に、
そして効果を担保しながら抗凝固がで
きるような、そんな時代になってきて
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います。
　齊藤　日本での観察研究でデータが
出たのですね。
　平野　日本の北海道から沖縄まで、
たくさんの施設に協力いただいて、RE-
LAXED研究という名前で発表しまし
た。これが2019年２月に論文になりま
して、非常にいい成績だということで
注目されています。
　齊藤　ガイドラインも少しずつそう
いったものを取り入れつつ表現してい
くのでしょうか。
　平野　今、2017年版のガイドライン
で少し手直しをし、2021年に大幅改訂
の予定です。年々新しい知見が加わっ
ていますので、現場に即したかたちで、
早めからの抗凝固療法も念頭に置きな
がら改訂していっている状況です。
　齊藤　DOACが基本の治療になると
いうことですが、４種類あって、どう
いったかたちで使うかについては、い
かがでしょうか。
　平野　私どものところでは、患者さ
んの状態に最も合うDOACを選ぶ、そ
ういうスタンスでやっています。それ
ぞれのDOACに特徴があります。よい
ところ、それから少し苦手なところが
あります。それから、DOACにも高用
量と低用量が選べるもの、また決めら
れた基準によって減量用量が指示され
るものがあります。いろいろな薬の中
から、できるだけ効果が担保できた常
用量が使えるものを優先することを念

頭に薬を選んでいます。
　齊藤　ある患者さんで、４種類の薬
があって、３つは使えないけれども１
つは常用量でいけるという場合に、常
用量を使うということですね。
　平野　そうですね。
　齊藤　そのほうが効果、副作用もし
っかり見ているということですね。
　平野　DOACはいろいろな開発経緯
を経て市場に出ていますが、原則、常
用量を使ってのデータです。減量して
常用量と同じデータが出るかは疑問で
す。本当に必要な量を使わずに低用量
にしてしまうと、効果は十分なものが
期待できないと考えています。
　齊藤　患者さんの状態によって、脳
卒中になると、嚥下についても問題に
なりますが、その辺も薬の特徴を見て
使っていくということですか。
　平野　脳梗塞の後遺症を持った患者
さんには、飲み込みが不自由な方が少
なからずおられますので、剤型は選択
理由の重要なポイントです。のみやす
い薬がどうしても優先されることにな
ります。また若い患者さんですと１日
１回の薬のほうがのみ忘れが少ないと
いうこともあります。内服の回数だっ
たり、いろいろな剤型（錠剤、散剤、
カプセル、OD）がありますから、患
者さんの状況に応じて、一番適切なも
のを選ぶようにしています。
　齊藤　状態が悪いとDOACを開始で
きないのですか。

す治療に加えて、この数年、カテーテ
ルを用いた血栓回収療法という非常に
素晴らしい治療が普及しています。大
きな脳梗塞でこれまでだったら助から
ない、あるいは重い後遺症を残しそう
な患者さんが、翌日には元気に歩ける
ようになる、そういう効果の高い治療
ができるようになってきています。急
性期の場合には、とにかく時間との闘
いなのですが、早く適切な治療ができ
れば、患者さんは劇的に回復される、
そんな時代になっています。
　齊藤　急性期治療が成功した患者さ
んを、その後、キープしていくという
ことではどうでしょうか。
　平野　まずは、救急で患者さんが来
られたら、血行再建できるかどうかを
見極める。この一点に注力します。い
ったん治療が完結しますと、次には病
態をしっかり見極めて、的確な再発予
防を計画していくことが求められます。
心房細動の患者さんですと、やはり抗
凝固療法をどうするかが問題です。今
いろいろな種類の薬が使えますので、
どの薬を用いて、どういうかたちで治
療を始めたらよいか、そしてどうやっ
て継続していくかを考えていきます。
　齊藤　現在の使い方はどのようにな
っていますか。
　平野　ワーファリンしかなかった時
代ですと、のんでもすぐには効果が出
てきませんので、まずは注射薬のヘパ
リンを使いながら、ヘパリンとワーフ

ァリンを同時に始めます。ワーファリ
ンが治療域に入ったところでヘパリン
をオフにするという、いわゆるヘパリ
ンブリッジを併用したワーファリン治
療を行っていました。ところが、2011
年以降、新しい抗凝固薬であるDOAC
が出てきました。DOACは速効性で、
のめばすぐに効きますから、のめる患
者さんであれば早期からDOACをのん
でいただき、ヘパリンは使わずに抗凝
固療法を開始できるようになりました。
　齊藤　二次予防のDOAC開始の時期
については何かありますか。
　平野　ガイドラインでは発症から14
日以内が一つの目安と書いてあります
が、２週間ぎりぎりになって始めると、
どうしてもその間に脳梗塞の再発が多
いという現実がありました。そこで、
最近は、可能なかぎり早めのタイミン
グから始める。１週間以内、場合によ
って病巣が小さく、元気な、経口摂取
も問題ないような患者さんであれば、
２～３日から始めている、そんな状況
になっています。
　早く始めることで脳梗塞の再発は減
るというデータが出ています。一方で
あまり早く始めると今度は出血を起こ
すのではないかという懸念もあります
が、日本の多施設で調べたデータによ
りますと、さほど出血は増えないとい
う結果が出ています。早くから安全に、
そして効果を担保しながら抗凝固がで
きるような、そんな時代になってきて
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　平野　何回も脳梗塞を繰り返してお
られて、残念ながら脳には救うべきと
ころが残っていない、あるいは認知症
があって、どうしてもご自身では服薬
管理が難しい。さらには、MRIで詳し
く調べると、小さな出血をたくさん起
こしている。そういう患者さんですと、
抗凝固薬はかえって出血を増やしてし
まう。デメリットのほうが大きくて、
抗凝固薬の使用がかえってあだになっ
てしまうようなこともあります。そう
いう場合にはよくよく患者さんとご家
族と相談の上、抗凝固薬はやめること
もあります。
　齊藤　そこは非常に重要なポイント
ですが、ご家族、ご本人との十分な説
明と同意が必要になるのでしょうか。
　平野　ガイドラインを読みますと、
こういう状況を満たせばこういった薬
を使いましょうという、薬の開始時期
についての記載はあります。逆にこう
いう状況になったらやめてもよいとい
う記述はどこにもありません。本当に
日々の現場で悩みながら決めていると
ころです。理由もなくやめてしまった
ことが、その後の患者さんの不利益に
なったりしてはいけませんので、薬を

続けることと、やめることのよい点、
悪い点をてんびんにかけて、繰り返し
インフォームド・コンセントを行った
上であえて薬を使わない、あるいはや
めることを提案します。よくよく考え
て決める、患者さんと一緒に決めてい
る、という考え方で進めています。
　齊藤　実地医家は専門家とコンサル
テーションしていくのがいいのでしょ
うね。
　平野　今は病診連携が進み、私ども
急性期病院は、かかりつけの先生に継
続治療をお願いしています。お引き受
けいただいたかかりつけ医が、ご自身
の判断で紹介された患者さんの薬を勝
手にかえるというのはなかなか敷居の
高いことだろうと思います。そういう
場合には、あえてご自身での判断を悩
むのではなく、紹介元の先生の外来に
患者さんとともに、状況を相談し、も
う一度現状を見直した上で、薬をこの
ままでいくのか、別の薬にかえるのか、
場合によっては薬はここで終わりにす
るのか、そういったところを相談して
もいいかと思います。
　齊藤　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）

杏林大学脳神経外科教授
塩　川　芳　昭

（聞き手　齊藤郁夫）

脳梗塞慢性期の外科治療

　齊藤　脳梗塞慢性期の外科治療とい
うことでうかがいます。
　外科治療に先立って、脳梗塞のメカ
ニズムからお話しください。
　塩川　脳梗塞は、脳の血管が何らか
の原因で詰まって、その程度が軽く画
像上の梗塞巣がなければ一過性脳虚血
発作と言い、多くは回復します。詰ま
ってしまった部分の梗塞は、厳密にい
えば、組織が壊死しているので、治療
にはなりません。詰まるメカニズムと
して、血管に、下水に水あかがたまる
ようなタイプの脳血栓と、不整脈のあ
る方が心臓に血の塊ができて、急に脳
に飛んでくる脳塞栓の２つがあります。
　脳梗塞にならない治療のうち予防に
ついては、基本は薬物療法と危険因子
の管理になります。特にアテローム血
栓性脳梗塞といいまして、首の血管に
下水の水あか（プラーク）がたまる状
況が増えてきて、そこの血流が減った
り、あるいは同部に潰瘍が生じ、血液
の塊が壁にできて血栓として飛ぶ状態
は、動脈から動脈に飛ぶので、artery 

to artery embo lismといいます。低灌
流の場合と、塞栓原因となる血液の塊
の除去、主にその２つの目的で慢性期
の外科治療が行われています。
　齊藤　基本は薬物療法で、それでも
止められない場合に外科治療に向かう
のですね。
　塩川　そうです。
　齊藤　外科治療に向かう手順として
はどうなりますか。
　塩川　脳梗塞がまず非常に軽症であ
る、あるいは梗塞の範囲は狭いけれど
も、次には大きな脳梗塞になりそうだ
という状況を把握することになります。
患者さんの神経症状の診察も大事です
し、外科治療の場合は、血管内も含め
てですが、患者さんへの侵襲があるの
で、全身の手術に耐えられるかという
評価が大切です。その上で、今お話し
した脳血栓と脳塞栓については、画像
診断でかなりの病態の推測が正確にで
きるようになりましたので、外科治療
の必要性を検討する手順となります。
　齊藤　どういった画像診断をするの
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