
脳卒中対策の最新情報（Ⅲ）

　大西　脳梗塞急性期の診断と治療と
いうテーマの一つとして、主に血管内
治療に関してうかがいたいと思います。
　まず血管内治療というのはどういっ
たものなのでしょうか。
　兵頭　血管内治療というのは、脳血
管造影というのをご存じだと思います。
要するに、血管の中にカテーテル、管
を入れていって、その中に造影剤を流
して血管を写す。脳血管造影は、脳の
根元、すなわち頸動脈、椎骨動脈あた
りまで入れて造影剤を流すのですが、
そこまで比較的太いカテーテルを入れ、
その中にさらに１㎜とか0.9㎜、0.7㎜
の細いカテーテルを入れていきます。
その先の脳の中の血管、例えば内頸動
脈の末梢、あるいは中大脳動脈や後大
脳動脈、前大脳動脈など、血管のある
ところであれば、0.5㎜ぐらいまでの血
管だったら楽に入る技術がもう確立さ
れていて、我々は1980年代の初めぐら
いからそういうことを行っています。
　大西　かなり前からですね。
　兵頭　昔は動静脈奇形、硬膜動静脈

瘻とか、そういう特殊な疾患を対象と
して行っていたのですが、脳の動脈瘤
のコイル塞栓術が1990年代の後半ぐら
いから出てきて、2002年のISATとい
う国際共同研究で、クリップかコイル
かという論争がありましたが、それに
勝ち抜いて、今はかなりの数の疾患に
対して応用できるようになってきまし
た。
　血管内治療を脳梗塞に応用する場合、
脳梗塞になってしまったらだめですが、
なる前に、その原因となる大きな血の
塊、塞栓を血管の中から道具を入れて
取ってこよう、そういうことだと思っ
てください。心臓でいえば風船治療、
ステント治療、それの延長線上に、脳
の血管に対してそういう道具を入れて
行う、そういう手技だということです。
　大西　具体的な方法を教えていただ
けますか。
　兵頭　今お話ししましたが、ガイデ
ィングカテーテルという２㎜前後の管、
その中にはマイクロカテーテルといっ
て細い、例えば１㎜前後の管が２本、

３本と入る、そういうものを例えば頸
動脈の首の部分、椎骨動脈の首の部分
まで上げていきます。端っこからそう
いう細い管を入れていけば、自動的に
そこまでは到達するのです。そこから
マイクロカテーテル、１㎜でもいいし、
0.9㎜でもいいですが、そういう中に通
るマイクロガイドワイヤー、そういう
ファインなワイヤーをコントロールし
ながら、脳の中の血管、要するに分か
れ目をどんどん選んで、その先のほう
までワイヤーを進めていって、そのワ
イヤーに沿わせて管を入れていく。た
ったそれだけの手技なのですけれども、
心臓では非常に進んでいます。
　ただ、脳の場合はさらに奧にあって、
しかも脳脊髄液の中に浮いていると言
っても過言ではない。心臓は動いてい
るので逆に難しいと思うのですが、脳

の場合は伸ばしたり、あるいは破けた
り、そうするととんでもないことが起
こりますので、そういう意味でちょっ
と技術的に難易度が上がると我々は思
っています。
　大西　熟練を要する手技ということ
ですね。合併症が起きる可能性もある
のでしょうか。
　兵頭　合併症は、例えば動脈瘤のコ
イル塞栓術などでは、３～５％起こる
といわれています。
　大西　血管内治療の適応ですが、ど
ういったときにこの治療を行ったらい
いのでしょうか。
　兵頭　今回は脳梗塞のお話ですので、
そちらのほうの適応について考えてい
きたいと思います。
　脳梗塞は大きく分けて３つ、動脈硬
化性の狭窄、心原性脳塞栓症、それか
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脳梗塞急性期の診断と治療
（4）血管内治療

図１のような金属の網状の構造を持つステント型の血栓回収デバイスを、図２のごとく
マイクロカテーテルを通して血栓部分へと挿入、展開し、血栓を捕捉する。この状態で
マイクロカテーテルごと引っ張ってくると、血栓はステントに絡みついたままの状態で
回収することができる。
 画像提供：日本メドトロニック
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いからそういうことを行っています。
　大西　かなり前からですね。
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らラクナ梗塞があります。３つあるう
ちの一番いい適応は心原性脳塞栓症な
のです。
　心臓だけとは限りませんが、大きな
血の塊が体中に流れて、それが脳の血
管に流れていって、比較的太い血管を
一瞬にして詰めるのです。例えば、内
頸動脈であれば４～５㎜、中大脳動脈
であれば2.5㎜、あるいは３㎜ぐらいの
血の塊が流れると、そこが詰まってし
まいます。
　通常、collateral cir culationがあれば、
それなりに症状が出ないで済みますが、
いわゆる脳の血管は終動脈ですので、
collateralがないときは、その領域の機
能がバンと落ちるのです。そうすると、
その領域の症状が出る。心臓の場合は
筋肉ですから、何割やられないととい
うことをうかがったことがありますが、
脳の場合は機能分化をしています。例
えば、運動領野を養うところの血流が
途絶えれば半身麻痺であるとか、そう
いう症状を出し、言語領野であれば失
語症、言語障害、あるいは広範にやら
れれば意識障害、そういうたぐいの症
状が一瞬にして起こるわけです。
　ですから、そういう状況で、側副血
行路が例えば不十分であれば、全くな
いということはありませんが、もし全
くない、例えば心臓が止まった場合に、
脳の神経細胞は３分、５分で死んでし
まいます。しかし３分、５分で死なれ
たら、我々は手の出しようがありませ

ん。通常は一定のcollateral circu lation
がありますので経験上３～６時間ぐら
いは大丈夫なことが比較的多いので 
す。すでにお話があったと思いますが、
tissue plasminogen activator（t-PA）
は現在、そういう脳塞栓症のファース
トチョイスで行われていますが、4.5時
間以内に処置ができればということで
す。
　血管内治療の場合は、取ってくる道
具はいろいろありますが、適応として
は８時間まで一応できることになって
います。ただ、基本的には１分でも早
いほうがいいのは間違いないので、で
きるだけ早く行うことが大事ですが、
８時間ぐらいまでには行ったほうがよ
いだろう今までの経験上、そういうこ
とが様々な報告、エビデンスをもとに
決まってきたわけです。
　最近では８～24時間、例えば詰まっ
ている状態の中でのcollat eral circula-
tionがどの程度あるかを推測する方法
がいろいろ出てきて、それで行ったほ
うが得の場合、あるいは行っても無駄
な場合を判断して行うといいのではな
いかと言われてきつつあります。どう
いう意味かというと、ますますそうい
う適応症例が増えてきていることにほ
かならないと思います。
　大西　患者さんを目の前にして、ど
っちの治療を行うか、医師はどのよう
に判断されるのでしょうか。
　兵頭　要は、うまく早く取れれば、

絶対行ったほうがいいのです。
　大西　絶対行ったほうがいいと思い
ますよね。
　兵頭　ただ、取れるかどうかという
こと、あと取るときに合併症が起きな
いかどうか、その辺のバランス感覚で
はないかと思います。
　大西　それでは、歴史的な背景、ど
ういった経緯だったかについて教えて
いただけますか。
　兵頭　先ほどお話ししましたように、
血管内治療は脳の場合、私は1980年代
から行っているとお話ししましたが、
要するに細いカテーテルを脳の中の血
管まで入れる手技自体はそのころから
あったわけです。ところが、血栓を丸
ごと取ってくる道具はなかなかいいも
のがありませんでした。当時は、マイ
クロカテーテルを上げることはできま
したが、何をしていたかというと、い
わゆるt-PAではないですが、昔あった
ウロキナーゼという血栓溶解剤を選択
的に詰まっているところに持っていっ
て、血栓を溶かそうとしました。すぐ
溶ける場合もあれば、なかなか溶けな
い場合もあります。溶けてパッと流れ
ると劇的によくなる症例を我々は何例
も経験しているのですが、50例、100
例とやると、むしろ溶けないほうが多
い。あるいは、持っていくときに合併
症を起こすことも多く、なかなかうま
くいかなかった。
　ところが、あるときマイクロカテー

テルの中を通して血栓を丸ごと取って
くる道具が次から次へと開発されまし
た。2000年代の初めぐらいにアメリカ
でコルク栓抜きのような、メルシーデ
バイスというのですが、マイクロカテ
ーテルの中にそういう道具を線状に伸
ばしたものを入れていくと、マイクロ
カテーテルの先から出したときに栓抜
き状、コルク線状になるのです。それ
で血栓をうまくつかまえられれば、カ
テーテルごとそれを引き抜く、取るこ
とができる。ただ、それも３～５割程
度しか取れなかった。５割取れれば素
晴らしいのですが。
　そうこうしているうちに、2010年前
後ですが、ステント型の血栓回収デバ
イスが出てきたのです。これは血栓の
ところまでマイクロカテーテルを持っ
ていきます。出すと、血栓のところで
ステントがバッと広がると同時に血栓
に絡みついて、１分ぐらい待っている
と、うまく絡まる。それで、開いたス
テントごと、マイクロカテーテルをず
っと引っ張ってくると、ステントに血
栓が絡め取られたまま取ってくること
ができるのです。
　これも先ほどお話ししたガイディン
グカテーテルに工夫があります。先端
に風船がついて、一時的にとめられる
ガイディングカテーテルがあるのです。
ステントを引っ張ってくるときはガイ
ディングカテーテルの風船を膨らませ
た状態で行うと、取った血栓が先に流
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らラクナ梗塞があります。３つあるう
ちの一番いい適応は心原性脳塞栓症な
のです。
　心臓だけとは限りませんが、大きな
血の塊が体中に流れて、それが脳の血
管に流れていって、比較的太い血管を
一瞬にして詰めるのです。例えば、内
頸動脈であれば４～５㎜、中大脳動脈
であれば2.5㎜、あるいは３㎜ぐらいの
血の塊が流れると、そこが詰まってし
まいます。
　通常、collateral cir culationがあれば、
それなりに症状が出ないで済みますが、
いわゆる脳の血管は終動脈ですので、
collateralがないときは、その領域の機
能がバンと落ちるのです。そうすると、
その領域の症状が出る。心臓の場合は
筋肉ですから、何割やられないととい
うことをうかがったことがありますが、
脳の場合は機能分化をしています。例
えば、運動領野を養うところの血流が
途絶えれば半身麻痺であるとか、そう
いう症状を出し、言語領野であれば失
語症、言語障害、あるいは広範にやら
れれば意識障害、そういうたぐいの症
状が一瞬にして起こるわけです。
　ですから、そういう状況で、側副血
行路が例えば不十分であれば、全くな
いということはありませんが、もし全
くない、例えば心臓が止まった場合に、
脳の神経細胞は３分、５分で死んでし
まいます。しかし３分、５分で死なれ
たら、我々は手の出しようがありませ

ん。通常は一定のcollateral circu lation
がありますので経験上３～６時間ぐら
いは大丈夫なことが比較的多いので 
す。すでにお話があったと思いますが、
tissue plasminogen activator（t-PA）
は現在、そういう脳塞栓症のファース
トチョイスで行われていますが、4.5時
間以内に処置ができればということで
す。
　血管内治療の場合は、取ってくる道
具はいろいろありますが、適応として
は８時間まで一応できることになって
います。ただ、基本的には１分でも早
いほうがいいのは間違いないので、で
きるだけ早く行うことが大事ですが、
８時間ぐらいまでには行ったほうがよ
いだろう今までの経験上、そういうこ
とが様々な報告、エビデンスをもとに
決まってきたわけです。
　最近では８～24時間、例えば詰まっ
ている状態の中でのcollat eral circula-
tionがどの程度あるかを推測する方法
がいろいろ出てきて、それで行ったほ
うが得の場合、あるいは行っても無駄
な場合を判断して行うといいのではな
いかと言われてきつつあります。どう
いう意味かというと、ますますそうい
う適応症例が増えてきていることにほ
かならないと思います。
　大西　患者さんを目の前にして、ど
っちの治療を行うか、医師はどのよう
に判断されるのでしょうか。
　兵頭　要は、うまく早く取れれば、

絶対行ったほうがいいのです。
　大西　絶対行ったほうがいいと思い
ますよね。
　兵頭　ただ、取れるかどうかという
こと、あと取るときに合併症が起きな
いかどうか、その辺のバランス感覚で
はないかと思います。
　大西　それでは、歴史的な背景、ど
ういった経緯だったかについて教えて
いただけますか。
　兵頭　先ほどお話ししましたように、
血管内治療は脳の場合、私は1980年代
から行っているとお話ししましたが、
要するに細いカテーテルを脳の中の血
管まで入れる手技自体はそのころから
あったわけです。ところが、血栓を丸
ごと取ってくる道具はなかなかいいも
のがありませんでした。当時は、マイ
クロカテーテルを上げることはできま
したが、何をしていたかというと、い
わゆるt-PAではないですが、昔あった
ウロキナーゼという血栓溶解剤を選択
的に詰まっているところに持っていっ
て、血栓を溶かそうとしました。すぐ
溶ける場合もあれば、なかなか溶けな
い場合もあります。溶けてパッと流れ
ると劇的によくなる症例を我々は何例
も経験しているのですが、50例、100
例とやると、むしろ溶けないほうが多
い。あるいは、持っていくときに合併
症を起こすことも多く、なかなかうま
くいかなかった。
　ところが、あるときマイクロカテー

テルの中を通して血栓を丸ごと取って
くる道具が次から次へと開発されまし
た。2000年代の初めぐらいにアメリカ
でコルク栓抜きのような、メルシーデ
バイスというのですが、マイクロカテ
ーテルの中にそういう道具を線状に伸
ばしたものを入れていくと、マイクロ
カテーテルの先から出したときに栓抜
き状、コルク線状になるのです。それ
で血栓をうまくつかまえられれば、カ
テーテルごとそれを引き抜く、取るこ
とができる。ただ、それも３～５割程
度しか取れなかった。５割取れれば素
晴らしいのですが。
　そうこうしているうちに、2010年前
後ですが、ステント型の血栓回収デバ
イスが出てきたのです。これは血栓の
ところまでマイクロカテーテルを持っ
ていきます。出すと、血栓のところで
ステントがバッと広がると同時に血栓
に絡みついて、１分ぐらい待っている
と、うまく絡まる。それで、開いたス
テントごと、マイクロカテーテルをず
っと引っ張ってくると、ステントに血
栓が絡め取られたまま取ってくること
ができるのです。
　これも先ほどお話ししたガイディン
グカテーテルに工夫があります。先端
に風船がついて、一時的にとめられる
ガイディングカテーテルがあるのです。
ステントを引っ張ってくるときはガイ
ディングカテーテルの風船を膨らませ
た状態で行うと、取った血栓が先に流
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れていかずにうまく取れるのです。
　もう一つは例えば２㎜とか、ガイデ
ィングカテーテルの中をやっと入るぐ
らいの太いカテーテルです。例えば中
大脳動脈の先も２㎜ぐらいで、そこま
でいったらいっぱいいっぱいになるの
ですが、なかなかそういう太いカテー
テルは今まで頭の中までは入らなかっ
たのです。ところが、それが入るよう
な、非常にしなやかで大口径の血栓吸
引カテーテルが、これも2010年前後ぐ
らいからどんどん出てきました。
　今お話しした２つを組み合わせるこ
とによって、さらに血栓をうまく取っ
てくることができる、そういう時代に
なってきたのです。
　大西　それでは、血管内治療の今後
の展開はどのようになるでしょうか。

　兵頭　先ほどお話ししたように８時
間までいいのですが、８時間以降24時
間でも、詰まってはいるものの比較的
症状が軽いとか、あるいはこのまま放
っておいたら大きな脳梗塞になるであ
ろう画像と症状のミスマッチがあるケ
ースに対して、例えば16時間とか12時
間で取ったら非常によかったというデ
ータが、ここのところ幾つか出てきま
した。今後はそういう画像と症状のミ
スマッチが証明される場合は行うとい
う動きになってきています。
　あと、できるだけ早く行うためには、
いかに早く患者さんを搬送するか、社
会的なシステムをつくる。それに行政
を巻き込んで動く。それが今後の展望
になると思います。
　大西　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅲ）

東京都済生会中央病院脳神経内科脳卒中センター医長
大　木　宏　一

（聞き手　大西　真）

　大西　脳出血のシリーズの一つとし
て、高血圧性脳出血の病態と診断につ
いてお話をうかがいたいと思います。
　まず、高血圧性の脳出血というのは、
現状、少し減ってきているとうかがっ
ていますが、一方で死亡率や要介護の
人も増えているとも聞いています。そ
のあたりの現状を教えていただけます
か。
　大木　脳出血の原因は様々で、例え
ばamyloid angiopathyや血管奇形等が
ありますが、やはり高血圧性の脳出血
は依然として脳出血の第１位の原因で、
脳卒中データバンク2015では全脳内出
血の82％が高血圧性といわれています。
以前よりも食生活の欧米化とともに減
っている傾向もありますが、脳出血で
は重症度が高くなることが多く、死亡
率に関しては脳梗塞と比べると依然と
して高く、また要介護になる原因疾患
としても非常に多い。いまだに重要な
疾患であることは間違いないと思いま
す。
　大西　高血圧性脳出血の発症にかか

わる病態について教えていただけます
か。
　大木　高血圧自体が大きな血管のア
テローム硬化や脳動脈瘤などの様々な
ことを引き起こしますが、高血圧性脳
出血に関しては、血圧が脳の小さな血
管＝小血管に影響を与えるために起こ
ると考えられています。
　この小血管は、細動脈、arterioleと
いいますが、いわゆる穿通枝と呼ばれ
る比較的大きな血管から直接分岐する
ような細い血管です。先のほうに行く
皮質枝に比べても非常に高い動脈圧が
かかるために、こうした小さい血管、
細い血管に障害が出るといわれていま
す。
　これはいわゆる高血圧性脳小血管病、
hypertensive small vessel dis easeとい
うのですが、ここで認められる病理所
見は血管のフィブリノイド壊死になっ
ています。このフィブリノイド壊死を
起こした穿通枝が破綻するのが脳出血
なのですが、実は閉塞を起こすとラク
ナ梗塞を生じるといわれていて、結局、

脳出血
（1）高血圧性脳出血の病態と診断
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