
　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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頚動脈の狭窄が強い、あるいは塞栓症
を起こしやすい不安定プラークの方に
は内膜剝離術をお勧めするのが、日本
のガイドラインにも記載されています。
　齊藤　手術に耐えられる人はもちろ
んそちらが優先と。しかし、年齢が高
いとか、条件が悪い方はステントにな
るのですか。
　塩川　手術が難しい場合、すなわち
場所が頚動脈の高位にある、あるいは
反対側も閉塞ないし狭窄がある、また
頚部の疾患に対して過去に放射線治療
がされていて癒着が強い場合などには
ステント留置術が選ばれる場合もあり
ます。
　齊藤　手術あるいはステント留置術
後の治療はどうなりますか。
　塩川　内膜剝離術にせよ、ステント
留置術にせよ、血管は広がりましたが、
危険因子はやはり管理しないと再発し
てきますので、抗血小板剤を中心とし
た治療と、コレステロールなどを下げ
る治療、動脈硬化に対する一般的な治
療が必要になります。またこのような
外科治療が必要になる動脈硬化の強い
方は、心臓の冠動脈であるとか、末梢
の動脈にも同様の病変を伴うことが少
なくありません。首の局所だけ見てい
るのではなくて、全身の管理が必要に
なる疾患と言えます。
　齊藤　抗血小板薬を中心とした総合
的な治療ということでしょうか。
　塩川　手術後も抗血小板剤の投与と

生活習慣の是正、たばこを吸わない、
コレステロールを下げる、運動をお勧
めするなどの生活習慣病に対する一般
的な治療は、手術が終わっても継続す
ることが必要になります。実地医家の
医師にきちんとこれらの管理をしてい
ただければ、外科医の立場としてたい
へんありがたいです。
　齊藤　心臓ですと、どれだけの期間
続けるかとか、DAPT、場合によって
はDOACと併用にするとか、出血の副
作用があるとか、いろいろありますが、
基本はずっと続けるのですか。
　塩川　外科治療が問題なく終了した
ときでも、再発予防は少なくとも、１
剤の抗血小板剤は必要になりますし、
ステント留置術の場合はステントの中
にまた狭窄するようなことがあります
ので、状況によっては、おっしゃられ
たDAPT等、強力な薬物療法が必要に
なる方もあります。
　齊藤　このステントは薬剤溶出性ス
テントではないのですか。
　塩川　心臓で使われているようなス
テントではありません。通常のステン
トです。
　齊藤　バイパス術もあるのですか。
　塩川　今お話しした頚動脈の病変は、
閉塞すなわち、詰まっているとこの治
療はできないのです。頚動脈が非常に
細くなった、あるいは閉塞した場合に
は、最初に申し上げた脳血流検査など
を行い、血液の量が少ないが血圧が下

でしょう。
　塩川　まず脳血栓か脳塞栓かを見極
めます。MRIで脳の断層撮影を行うこ
とにより、梗塞巣の部位と形を、それ
から同時にMRAで血管の様子がわか
りますので、脳の太い血管に閉塞や狭
窄がないかを見て、血栓か塞栓かの推
定をします。次いで脳の血流の変化を
アイソトープを使った検査（SPECT）
にて行います。さらに頚動脈が内頚動
脈と外頚動脈に分かれるところにプラ
ークができやすいのですが、首には骨
がありませんので超音波検査も有効で
す。
　齊藤　そういった画像診断を使って、
狭窄の程度を見ていくのでしょうか。
　塩川　狭窄の程度もそうですし、そ
こから血の塊が飛びやすい、不安定プ
ラークといっていますが、動脈硬化の
状況などもよくわかります。
　齊藤　そういったことで外科治療を
する患者さんが一部いるのですね。
　塩川　はい。
　齊藤　どういうことを外科治療とし
ては行うのでしょうか。
　塩川　まず頚動脈の狭窄の場合につ
いてお話しします。以前は日本人には
そう多くないといわれていたのですが、
食生活の変化などでこの10年ぐらいは
頚動脈に動脈硬化巣ができて、そこか
ら血の塊が飛んだり、あるいは血流が
低下してきて、TIAを繰り返す方が増
えてきました。動脈からの塞栓か、あ

るいは低灌流のためのTIAか、それを
見極めるのが大切です。症状がないと
きはケロッとされているのですが、薬
物療法、主に抗血小板剤などの薬物療
法で再発が予防できない場合、また高
血圧や高脂血症などの危険因子が管理
されていて、それでも薬物療法で再発
の危険が免れない方に、外科治療を行
うことになります。
　齊藤　日本ではどのぐらいの手術件
数があるのでしょうか。
　塩川　頚動脈内膜剝離術は、首の血
管を切開して直接動脈の中にあるプラ
ークを取り出す方法で、だいたい年間
5,000件前後行われています。それから
血管の中に、ステントと呼ばれる針金
でできた筒のようなものを血管内手術
手技で入れる治療も同数か、あるいは
実数としては内膜剝離術よりも多く実
施されています。
　齊藤　諸外国ではかなり行われてい
るのですか。
　塩川　もともと頚動脈が狭窄する方
は白人に多いといわれていて、かつて
北米では年間に内膜剝離術は10万件以
上されているときに、日本では1,000件
程度だったのが平成の初めごろの状況
でした。その後、新たに血管内治療に
よるステント留置術が出てきました。
治療の有効性を比べるとガイドライン
でも、内膜剝離術のほうが利益が大き
いということになっています。一般的
には手術に耐えられる体力があって、
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頚動脈の狭窄が強い、あるいは塞栓症
を起こしやすい不安定プラークの方に
は内膜剝離術をお勧めするのが、日本
のガイドラインにも記載されています。
　齊藤　手術に耐えられる人はもちろ
んそちらが優先と。しかし、年齢が高
いとか、条件が悪い方はステントにな
るのですか。
　塩川　手術が難しい場合、すなわち
場所が頚動脈の高位にある、あるいは
反対側も閉塞ないし狭窄がある、また
頚部の疾患に対して過去に放射線治療
がされていて癒着が強い場合などには
ステント留置術が選ばれる場合もあり
ます。
　齊藤　手術あるいはステント留置術
後の治療はどうなりますか。
　塩川　内膜剝離術にせよ、ステント
留置術にせよ、血管は広がりましたが、
危険因子はやはり管理しないと再発し
てきますので、抗血小板剤を中心とし
た治療と、コレステロールなどを下げ
る治療、動脈硬化に対する一般的な治
療が必要になります。またこのような
外科治療が必要になる動脈硬化の強い
方は、心臓の冠動脈であるとか、末梢
の動脈にも同様の病変を伴うことが少
なくありません。首の局所だけ見てい
るのではなくて、全身の管理が必要に
なる疾患と言えます。
　齊藤　抗血小板薬を中心とした総合
的な治療ということでしょうか。
　塩川　手術後も抗血小板剤の投与と

生活習慣の是正、たばこを吸わない、
コレステロールを下げる、運動をお勧
めするなどの生活習慣病に対する一般
的な治療は、手術が終わっても継続す
ることが必要になります。実地医家の
医師にきちんとこれらの管理をしてい
ただければ、外科医の立場としてたい
へんありがたいです。
　齊藤　心臓ですと、どれだけの期間
続けるかとか、DAPT、場合によって
はDOACと併用にするとか、出血の副
作用があるとか、いろいろありますが、
基本はずっと続けるのですか。
　塩川　外科治療が問題なく終了した
ときでも、再発予防は少なくとも、１
剤の抗血小板剤は必要になりますし、
ステント留置術の場合はステントの中
にまた狭窄するようなことがあります
ので、状況によっては、おっしゃられ
たDAPT等、強力な薬物療法が必要に
なる方もあります。
　齊藤　このステントは薬剤溶出性ス
テントではないのですか。
　塩川　心臓で使われているようなス
テントではありません。通常のステン
トです。
　齊藤　バイパス術もあるのですか。
　塩川　今お話しした頚動脈の病変は、
閉塞すなわち、詰まっているとこの治
療はできないのです。頚動脈が非常に
細くなった、あるいは閉塞した場合に
は、最初に申し上げた脳血流検査など
を行い、血液の量が少ないが血圧が下

でしょう。
　塩川　まず脳血栓か脳塞栓かを見極
めます。MRIで脳の断層撮影を行うこ
とにより、梗塞巣の部位と形を、それ
から同時にMRAで血管の様子がわか
りますので、脳の太い血管に閉塞や狭
窄がないかを見て、血栓か塞栓かの推
定をします。次いで脳の血流の変化を
アイソトープを使った検査（SPECT）
にて行います。さらに頚動脈が内頚動
脈と外頚動脈に分かれるところにプラ
ークができやすいのですが、首には骨
がありませんので超音波検査も有効で
す。
　齊藤　そういった画像診断を使って、
狭窄の程度を見ていくのでしょうか。
　塩川　狭窄の程度もそうですし、そ
こから血の塊が飛びやすい、不安定プ
ラークといっていますが、動脈硬化の
状況などもよくわかります。
　齊藤　そういったことで外科治療を
する患者さんが一部いるのですね。
　塩川　はい。
　齊藤　どういうことを外科治療とし
ては行うのでしょうか。
　塩川　まず頚動脈の狭窄の場合につ
いてお話しします。以前は日本人には
そう多くないといわれていたのですが、
食生活の変化などでこの10年ぐらいは
頚動脈に動脈硬化巣ができて、そこか
ら血の塊が飛んだり、あるいは血流が
低下してきて、TIAを繰り返す方が増
えてきました。動脈からの塞栓か、あ

るいは低灌流のためのTIAか、それを
見極めるのが大切です。症状がないと
きはケロッとされているのですが、薬
物療法、主に抗血小板剤などの薬物療
法で再発が予防できない場合、また高
血圧や高脂血症などの危険因子が管理
されていて、それでも薬物療法で再発
の危険が免れない方に、外科治療を行
うことになります。
　齊藤　日本ではどのぐらいの手術件
数があるのでしょうか。
　塩川　頚動脈内膜剝離術は、首の血
管を切開して直接動脈の中にあるプラ
ークを取り出す方法で、だいたい年間
5,000件前後行われています。それから
血管の中に、ステントと呼ばれる針金
でできた筒のようなものを血管内手術
手技で入れる治療も同数か、あるいは
実数としては内膜剝離術よりも多く実
施されています。
　齊藤　諸外国ではかなり行われてい
るのですか。
　塩川　もともと頚動脈が狭窄する方
は白人に多いといわれていて、かつて
北米では年間に内膜剝離術は10万件以
上されているときに、日本では1,000件
程度だったのが平成の初めごろの状況
でした。その後、新たに血管内治療に
よるステント留置術が出てきました。
治療の有効性を比べるとガイドライン
でも、内膜剝離術のほうが利益が大き
いということになっています。一般的
には手術に耐えられる体力があって、
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がるなどの負荷が加わると手足の麻痺
とか失語症が一時的に起こるけれども、
また治る。そういうような脳血流の予
備的能力が低下している方には、血液
の流れる量と脳の代謝の状況を評価し
てバイパス術を行うことになります。
　齊藤　今はその手術件数は減ってい
るのでしょうか。
　塩川　内頚動脈閉塞症に対しては、

こめかみのあたりで頭の皮膚を養って
いる浅側頭動脈を中大脳動脈につなぐ
バイパス手術を行うのですが、やはり
手術の影響、特に手術合併症が、ある
程度の確率で起こります。そうすると、
予防という観点から、内科的治療の進
歩もあって、バイパス手術が必要にな
る方は減ってきました。
　齊藤　ありがとうございました。

　Longitudinal Metabolome-Wide Signals Prior to the Appearance of a 
First Islet Autoantibody in Children Participating in the TEDDY Study.
　Li Q, Parikh H, Butterworth MD, Lernmark Å, Hagopian W, Rewers 
M, She JX, Toppari J, Ziegler AG, Akolkar B, Fiehn O, Fan S, Krischer JP ; 
TEDDY Study Group.
　Diabetes. 69 (3) : 465～476, 2020.

　１型糖尿病（T1D）遺伝リスクのある小児は環境曝露後の非常に若い年齢で膵
島自己抗体（IA）を発現する可能性がある。代謝プロファイルの経時的変化は
曝露とシグナル発生に対する最初のIAの反応を示唆しているかもしれない。The 
Environmental Determinants of Diabetes in the Young（TEDDY）研究におけ
る現在の研究は、GAD（GADA-first）またはインスリン（IAA-first）に対する
最初のIA出現に先行するメタボローム全体のシグナルを同定することである。生
後最初のIA出現まで３カ月間隔の小児血漿から質量分析によってメタボライトを
プロファイルした。
　軌跡分析は、それぞれの最初のIA出現に先行してアミノ酸プロリンおよび分岐
鎖アミノ酸（BCAAs）が減少することを発見した。生後の独立した時点分析によ
って、脱水素アスコルビン酸（DHAA）がそれぞれの最初のIAのリスクに寄与す
ること、γ-アミノ酪酸（GABAs）がインスリンに対する最初の自己抗体に関連
することを発見した。BCAA代謝で産生される化合物のメチオニンとアラニン、お
よび脂肪酸もまた異なる時点でIAに先行した。不飽和トリグリセライドおよびホ
スファチジルエタノールアミンはいずれかの自己抗体の出現前に大きく減少した。
　我々の知見は、IAA-firstおよびGADA-firstには異なるパターンのDHAA、GABA、
複数のアミノ酸および脂肪酸が先行することを示しており、T1Dの一次予防に重
要かもしれない。
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