
　島田　アフリベルセプト（遺伝子組
換え）は妊婦や妊娠している可能性の
ある女性に関しては禁忌です。それか
ら使用上の注意で、緑内障や眼圧の高
い人、脳卒中や一過性脳虚血発作の既
往のある方に対しては慎重投与となっ
ています。
　池田　両眼に発症した方はどのよう
に投与していくのでしょうか。
　島田　例えば、片目が加齢黄斑変性
になっていて視力がかなり悪くなって
いる。残った良いほうの目にも加齢黄
斑変性の病気が出てきた。しかも、患
者さんは脳卒中の既往がある。そうい

う方は本人と医師が相談して、リスク
があるけれども、どうするか。リスク
があってもぜひ治療を受けたいという
場合には抗VEGF治療を行います。
　あと、サプリメントをのむという予
防法もあります。例えば、片目が加齢
黄斑変性になって、残った目にも少し
なりそうだという所見があったらのむ。
あるいは、両眼に加齢黄斑変性の前段
階のような所見があることが健康診断
で指摘されたらサプリメントをのむ。
確実な予防効果ではないのですが、リ
スクを減らせる可能性があります。
　池田　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅲ）

埼玉医科大学国際医療センター脳神経内科特任教授
棚　橋　紀　夫

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　一過性脳虚血発作（TIA）の
診断と治療についてうかがいます。ま
ず、TIAそのものについてお話しいた
だけますか。
　棚橋　脳卒中は大きく分けると、脳
血管の詰まる脳の虚血と、脳血管の破
ける出血性疾患、例えば脳出血やくも
膜下出血があります。脳血管の詰まる
脳虚血のうち、24時間以上症状が持続
し、頭部CT、あるいはMRIで梗塞病
変が認められるものは一般的に脳梗塞
と呼ばれています。
　一方、一過性脳虚血発作、これは英
語でtransient isch emic attack（TIA）
と呼んでいますが、このTIA、従来は
24時間以内（ほとんどは15分以内）に
症状が消えると定義されてきました。
　その後、2009年にアメリカの脳卒中
協会から、TIAの診断を単に症状の持
続時間で区切ることはあまり意味がな
いとして、実際には局所の脳、脊髄、
あるいは網膜の虚血により生ずる一過
性神経学的機能障害で、画像上、脳梗
塞巣を伴っていないこととする、とい

う基準が出ました。すなわち、海外で
は症状の持続時間に基づく定義から、
画像診断によって急性期脳梗塞が認め
られない症状へと、定義が変わってき
たのです。
　TIAは、脳梗塞の前触れとして重要
です。TIA発症後90日以内に20％ぐら
いの方が脳梗塞を発症するといわれて
います。そして、特にその発症は２日
以内に多いという報告があります。日
本の脳卒中データバンクの統計では、
脳卒中の中でTIAは10％ぐらいしかな
いといわれています。症状が短時間に
消えるため、医師に相談するのが遅れ
る傾向がありますし、医師の診察時に
は症状が見られないことが多くなりま
す。しかし、このTIAこそ、できるだ
け早く医療機関を受診することが重要
であると認識されるようになりました。
　次にTIAの症状ですが、脳に血液を
送っている血管は大きく分けると左右
の内頸動脈と中央にある椎骨脳底動脈
があります。これは１本です。そして、
内頸動脈は主に目、網膜、それから大

脳梗塞急性期の診断と治療
（3）一過性脳虚血発作（TIA）
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あるいはちょっと飲み込みが悪いとか、
少しろれつが回らないとか、物が二重
に見えるとか、尿失禁をした、意識が
混乱した、健忘など、単独ではTIAの
可能性もありますが、これらはほかの
原因のことも多いため、TIAとは呼ば
ない決まりになっています。
　齊藤　次の脳梗塞発症が怖いという
ことで、危険度を予測していくのでし
ょうか。
　棚橋　そうです。そういったTIAが
疑われた場合に、このTIAの患者さん
がすべて脳梗塞になるわけではありま
せん。TIAの患者さんをみた場合、ど
れぐらいこの人が将来脳梗塞になって
いくか危険度の予測が最近注目されて
います。その代表的なスコアがABCD2

スコアといいます（表２）。これは患
者さんの年齢が60歳以上、血圧が高い
場合、それから片麻痺が起こった場合、
片麻痺はないけれども構音障害がある
ような場合ですね。そして、症状が60

分以上続く場合、糖尿病があるかどう
か。こういうものを７点満点にして評
価しています。この７点満点のうち、
４点以上になると、かなりの確度で脳
梗塞が起こりやすいことがわかってい
ます。
　したがって、発症２日以内でABCD2

スコアが４点以上の場合、あるいは
TIAがその日のうちに何度も繰り返す
ような場合、そしてMRIで脳梗塞病変
が見つかる場合、それから脳の血管を
調べてみると狭窄している場合、心房
細動があるような場合は脳梗塞になり
やすいので、入院あるいは精査が必要
となってきます。
　齊藤　今のところで、TIAの原因が
出てきたのでしょうか。
　棚橋　はい、そうです。今、TIAが
どういう場合に脳梗塞になりやすいか
をお話ししましたが、実はTIAの原因
については大きく分けて３つぐらい挙
げられています。

表２　ABCD2スコア

A（Age）年齢 60歳以上 １点
B（Blood Pressure）血圧 SBP≧140㎜Hg and/or DBP≧90㎜Hg １点
C（Clinical Feature）臨床徴候 片側の運動麻痺

構音障害
２点
１点

D（Duration）持続時間 60分以上
10分から59分

２点
１点

D（Diabetes Mellitus）糖尿病 糖尿病歴 １点

合計点数が０～３点：1.0％、４～５点：4.1％、６～７点：8.1％が２日以内に脳梗塞を
発症する危険性があるとされる。

脳半球、前頭葉、側頭葉、頭頂葉に血
液を送っていますし、椎骨脳底動脈は
脳幹部、小脳、視床などに血液を送り
込んでいます。したがって、詰まる血
管系によって起こる症状が違うという
ことになります。
　TIAの症状は非常に多彩で、普通の
脳梗塞で出現するほとんどの神経症状
が出現します。最も多いのは、半身に
力が入らない片麻痺、それからろれつ
が回らない構音障害、言葉がなかなか
うまく出てこない失語症、あるいは半
身の痺れ、ふらつき、めまいなどです。
これらの症状のうち、構音障害と同名
性半盲（片側だけ物が見えにくくなる）
は、内頸動脈系のTIAでも、あるいは
椎骨脳底動脈系のTIAでも生じますの

で、これのみによってどちらの系の
TIAかは、なかなか判定しにくいので
す（表１）。
　ただ、確実にこの症状であればどの
血管だと類推できるものもあります。
例えば、片側の目だけが急に見えなく
なってしまう。これを我々は一過性黒
内障と言っていますが、同じ側の内頸
動脈系の症状といわれています。ある
いは、上肢が不規則に震える。これは
limb shaking TIAといっていますが、
これも内頸動脈系の症状として知られ
ています。この場合、てんかん発作と
区別する必要があります。
　また、TIAの中には、単独にこの症
状があってもTIAとは言わない症状も
あります。例えば、回転性のめまい、

表１　一過性脳虚血発作（TIA）の症状（NINDS-Ⅲ）

１．左内頸動脈系（典型的には下記症候の一つが急速〈２分未満〉に発症）
　１）運動障害（構音障害、右上下肢や顔面の脱力、麻痺、巧緻運動障害）
　２）左眼の視力消失（一過性黒内障）、まれに右同名半盲
　３）感覚障害（右上下肢や顔面の感覚鈍麻または異常感覚）
　４）失語
２．右内頸動脈系
　　　 反対側に上記と同様な症状が出現する。ただし、失語は右側が優位半球である

とき
３．椎骨脳底動脈系（下記症候が急速〈２分未満〉に発症）
　１）運動障害（顔面、四肢のあらゆる組み合わせでの脱力、麻痺、巧緻運動障害）
　２）感覚障害（左や右ないし両側の感覚鈍麻または異常感覚）
　３）一側ないし両側の同名半盲
　４）体幹失調、回転性めまい、不安定性や平衡障害、複視、嚥下障害、構音障害
　　　ただしこれらの症候が単独で起こった場合はTIAと考えない

構音障害は、内頸動脈系、椎骨脳底動脈系のいずれのTIAでも起こりえる
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あるいはちょっと飲み込みが悪いとか、
少しろれつが回らないとか、物が二重
に見えるとか、尿失禁をした、意識が
混乱した、健忘など、単独ではTIAの
可能性もありますが、これらはほかの
原因のことも多いため、TIAとは呼ば
ない決まりになっています。
　齊藤　次の脳梗塞発症が怖いという
ことで、危険度を予測していくのでし
ょうか。
　棚橋　そうです。そういったTIAが
疑われた場合に、このTIAの患者さん
がすべて脳梗塞になるわけではありま
せん。TIAの患者さんをみた場合、ど
れぐらいこの人が将来脳梗塞になって
いくか危険度の予測が最近注目されて
います。その代表的なスコアがABCD2

スコアといいます（表２）。これは患
者さんの年齢が60歳以上、血圧が高い
場合、それから片麻痺が起こった場合、
片麻痺はないけれども構音障害がある
ような場合ですね。そして、症状が60

分以上続く場合、糖尿病があるかどう
か。こういうものを７点満点にして評
価しています。この７点満点のうち、
４点以上になると、かなりの確度で脳
梗塞が起こりやすいことがわかってい
ます。
　したがって、発症２日以内でABCD2

スコアが４点以上の場合、あるいは
TIAがその日のうちに何度も繰り返す
ような場合、そしてMRIで脳梗塞病変
が見つかる場合、それから脳の血管を
調べてみると狭窄している場合、心房
細動があるような場合は脳梗塞になり
やすいので、入院あるいは精査が必要
となってきます。
　齊藤　今のところで、TIAの原因が
出てきたのでしょうか。
　棚橋　はい、そうです。今、TIAが
どういう場合に脳梗塞になりやすいか
をお話ししましたが、実はTIAの原因
については大きく分けて３つぐらい挙
げられています。

表２　ABCD2スコア

A（Age）年齢 60歳以上 １点
B（Blood Pressure）血圧 SBP≧140㎜Hg and/or DBP≧90㎜Hg １点
C（Clinical Feature）臨床徴候 片側の運動麻痺

構音障害
２点
１点

D（Duration）持続時間 60分以上
10分から59分

２点
１点

D（Diabetes Mellitus）糖尿病 糖尿病歴 １点

合計点数が０～３点：1.0％、４～５点：4.1％、６～７点：8.1％が２日以内に脳梗塞を
発症する危険性があるとされる。

脳半球、前頭葉、側頭葉、頭頂葉に血
液を送っていますし、椎骨脳底動脈は
脳幹部、小脳、視床などに血液を送り
込んでいます。したがって、詰まる血
管系によって起こる症状が違うという
ことになります。
　TIAの症状は非常に多彩で、普通の
脳梗塞で出現するほとんどの神経症状
が出現します。最も多いのは、半身に
力が入らない片麻痺、それからろれつ
が回らない構音障害、言葉がなかなか
うまく出てこない失語症、あるいは半
身の痺れ、ふらつき、めまいなどです。
これらの症状のうち、構音障害と同名
性半盲（片側だけ物が見えにくくなる）
は、内頸動脈系のTIAでも、あるいは
椎骨脳底動脈系のTIAでも生じますの

で、これのみによってどちらの系の
TIAかは、なかなか判定しにくいので
す（表１）。
　ただ、確実にこの症状であればどの
血管だと類推できるものもあります。
例えば、片側の目だけが急に見えなく
なってしまう。これを我々は一過性黒
内障と言っていますが、同じ側の内頸
動脈系の症状といわれています。ある
いは、上肢が不規則に震える。これは
limb shaking TIAといっていますが、
これも内頸動脈系の症状として知られ
ています。この場合、てんかん発作と
区別する必要があります。
　また、TIAの中には、単独にこの症
状があってもTIAとは言わない症状も
あります。例えば、回転性のめまい、

表１　一過性脳虚血発作（TIA）の症状（NINDS-Ⅲ）

１．左内頸動脈系（典型的には下記症候の一つが急速〈２分未満〉に発症）
　１）運動障害（構音障害、右上下肢や顔面の脱力、麻痺、巧緻運動障害）
　２）左眼の視力消失（一過性黒内障）、まれに右同名半盲
　３）感覚障害（右上下肢や顔面の感覚鈍麻または異常感覚）
　４）失語
２．右内頸動脈系
　　　 反対側に上記と同様な症状が出現する。ただし、失語は右側が優位半球である

とき
３．椎骨脳底動脈系（下記症候が急速〈２分未満〉に発症）
　１）運動障害（顔面、四肢のあらゆる組み合わせでの脱力、麻痺、巧緻運動障害）
　２）感覚障害（左や右ないし両側の感覚鈍麻または異常感覚）
　３）一側ないし両側の同名半盲
　４）体幹失調、回転性めまい、不安定性や平衡障害、複視、嚥下障害、構音障害
　　　ただしこれらの症候が単独で起こった場合はTIAと考えない

構音障害は、内頸動脈系、椎骨脳底動脈系のいずれのTIAでも起こりえる
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言いますと、節酒、適度な運動、体重
のコントロール、禁煙が重要になって
きます。
　齊藤　TIAの診断は難しいですね。
　棚橋　TIAだと思っても、実はTIA
ではなく、TIAミニックとも言ってま
すが、なかなか難しい。詳細な問診が
とにかく重要で、画像診断を加えなが

ら、しっかりと診断していくことが非
常に重要になってくると思います。
　齊藤　専門家にいいタイミングで送
るということですね。
　棚橋　そうですね。TIAが疑われた
ら、ぜひ専門医に紹介いただければと
思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　一つは脳に行く血管が動脈硬化をき
たしていて、その部位の内膜が剝離し
たり、プラークが破綻したりすると、
そこに血小板血栓がつくので、その血
栓がその先に飛んでいく。血小板の微
小血栓ですね。そのため局所症状が起
こるけれども、血栓は非常に小さいた
め、すぐに溶解し、症状が回復するの
だろうということです。動脈原性の微
小塞栓、血小板塞栓が一つの原因です。
　もう一つは、例えば頸動脈などに高
度の狭窄病変があり、ふだんは何も症
状はないのだけれども、全身血圧が下
がると狭窄病変の先に血液が行かなく
なるので、そのために症状が出現する
のを血行力学性のTIAと呼んでいます。
　もう一つ大きな原因は、動脈そのも
のにはあまり問題はないけれども、心
房細動などがあって、心臓左房の中に
血栓ができて血流に沿って脳に飛んで
くる心原性脳塞栓症というものがあり
ます。
　したがって、３つの原因があること
になります。
　齊藤　その辺を頭に置いて診断して
いくのですね。
　棚橋　そうです。TIAの診断は、診
察時に症状がないので、詳細な問診が
重要です。検査としては、頭部のCT、
MRIは特に拡散強調画像で病巣が非常
に見やすくなっているので、これを確
認します。それから頸部の超音波検査
で狭窄病変があるかどうかを確認して

いきます。
　そして、心原性脳塞栓症が疑われる
ような場合には、心電図、あるいは24
時間心電図、心臓の超音波検査などを
行います。TIAの中で診断で重要なこ
とは、動脈が原因で起こっているもの
なのか、あるいは心臓が原因で起こっ
ているものなのかをここで見極めてい
ただくことです。そうしないと、治療
法が全く異なることになります。
　齊藤　治療が幾つかあるのですね。
　棚橋　まず、先ほど言いました動脈
硬化が原因の場合には抗血小板薬、ア
スピリン単独で使うか、またはアスピ
リンとクロピドグレルの併用なども行
われます。一方、原因が心房細動のよ
うな心原性になると、ヘパリンの注射
をするか、最近では経口の抗凝固薬、
DOACといったものが使われます。慢
性期になるとワルファリンでもいいと
思います。
　さらに、頸動脈などに高度の狭窄病
変、特に70％以上の狭窄がある場合は
内頸動脈の内膜剝離術、あるいはステ
ントの適応が出てきます。
　齊藤　ということで治療が進む。必
要なことは、基礎病変の管理でしょう
か。
　棚橋　そうですね。動脈硬化病変が
ある場合には危険因子の発見、是正と
いうことで、血圧の管理、糖尿病の管
理、あるいは脂質異常症の管理が重要
になってきますし、生活習慣について
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言いますと、節酒、適度な運動、体重
のコントロール、禁煙が重要になって
きます。
　齊藤　TIAの診断は難しいですね。
　棚橋　TIAだと思っても、実はTIA
ではなく、TIAミニックとも言ってま
すが、なかなか難しい。詳細な問診が
とにかく重要で、画像診断を加えなが

ら、しっかりと診断していくことが非
常に重要になってくると思います。
　齊藤　専門家にいいタイミングで送
るということですね。
　棚橋　そうですね。TIAが疑われた
ら、ぜひ専門医に紹介いただければと
思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　一つは脳に行く血管が動脈硬化をき
たしていて、その部位の内膜が剝離し
たり、プラークが破綻したりすると、
そこに血小板血栓がつくので、その血
栓がその先に飛んでいく。血小板の微
小血栓ですね。そのため局所症状が起
こるけれども、血栓は非常に小さいた
め、すぐに溶解し、症状が回復するの
だろうということです。動脈原性の微
小塞栓、血小板塞栓が一つの原因です。
　もう一つは、例えば頸動脈などに高
度の狭窄病変があり、ふだんは何も症
状はないのだけれども、全身血圧が下
がると狭窄病変の先に血液が行かなく
なるので、そのために症状が出現する
のを血行力学性のTIAと呼んでいます。
　もう一つ大きな原因は、動脈そのも
のにはあまり問題はないけれども、心
房細動などがあって、心臓左房の中に
血栓ができて血流に沿って脳に飛んで
くる心原性脳塞栓症というものがあり
ます。
　したがって、３つの原因があること
になります。
　齊藤　その辺を頭に置いて診断して
いくのですね。
　棚橋　そうです。TIAの診断は、診
察時に症状がないので、詳細な問診が
重要です。検査としては、頭部のCT、
MRIは特に拡散強調画像で病巣が非常
に見やすくなっているので、これを確
認します。それから頸部の超音波検査
で狭窄病変があるかどうかを確認して

いきます。
　そして、心原性脳塞栓症が疑われる
ような場合には、心電図、あるいは24
時間心電図、心臓の超音波検査などを
行います。TIAの中で診断で重要なこ
とは、動脈が原因で起こっているもの
なのか、あるいは心臓が原因で起こっ
ているものなのかをここで見極めてい
ただくことです。そうしないと、治療
法が全く異なることになります。
　齊藤　治療が幾つかあるのですね。
　棚橋　まず、先ほど言いました動脈
硬化が原因の場合には抗血小板薬、ア
スピリン単独で使うか、またはアスピ
リンとクロピドグレルの併用なども行
われます。一方、原因が心房細動のよ
うな心原性になると、ヘパリンの注射
をするか、最近では経口の抗凝固薬、
DOACといったものが使われます。慢
性期になるとワルファリンでもいいと
思います。
　さらに、頸動脈などに高度の狭窄病
変、特に70％以上の狭窄がある場合は
内頸動脈の内膜剝離術、あるいはステ
ントの適応が出てきます。
　齊藤　ということで治療が進む。必
要なことは、基礎病変の管理でしょう
か。
　棚橋　そうですね。動脈硬化病変が
ある場合には危険因子の発見、是正と
いうことで、血圧の管理、糖尿病の管
理、あるいは脂質異常症の管理が重要
になってきますし、生活習慣について
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