
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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を取る、または血腫が増大しないよう
に血圧をどう管理するかが重要かと思
います。
　ただ、この脳浮腫は（脳梗塞でも脳
出血でも起こるのですが）、発症した
直後がピークというわけではなく、通
常、その数時間後から生じてきて（人
によってピークは違うのですが）、発
症３～５日後がピーク、そして２～３
週間の間に消退すると考えられていま
す。したがって、最初はよくても、む
くみによって二次的に症状が悪化する
ということは、治療を考える上でも、
また家族の方への説明にとっても重要
かと思います。
　大西　次に、高血圧性脳出血の診断
についてうかがいたいのですが、CT
が重要だということでしょうか。
　大木　CTがない時代は、虚血性か
出血性かもわからなかったのですが、
現在においてもCTが重要であること
は間違いないです。一方で脳梗塞に対
するt-PA治療が可能な現在では、運
ばれてくる患者さんに脳出血の印象が
あるのか、はたまた脳梗塞と思って対
応するのかが、実はけっこう重要です。
　出血性脳卒中（脳出血およびくも膜
下出血）は突然血が頭蓋内に出ますの
で、脳梗塞に比較して急激に頭蓋内圧
が上がるために、頭蓋内圧亢進に対応
するような症状、例えば頭痛、悪心、
また嘔吐などが出現しやすくなります。
このようなものがあれば、救急隊が運

んできた患者さんを見た段階で、「あ
あ、この方は脳出血かな」と思うとこ
ろになると思います。
　そのほかに血圧、これは脳梗塞でも
上がってしまうのですが、出血性脳卒
中の方のほうが血圧が高いという印象
はあると思います。
　また、出血性脳卒中は、活動してい
るときに発症することが多く、その発
症も急激なのが特徴かと思います。た
だ、くも膜下出血のほうがより発症が
急激で、ピークに達するのが１～２分
以内、脳出血はそれよりも少しなだら
かな、数分または数時間かけてピーク
に達します。
　余談になってしまいますが、くも膜
下出血は非常に強い頭痛が特徴と教科
書には書かれていますが、歩いて来ら
れるようなくも膜下出血の患者さんも
いるので、頭痛の強さだけではなかな
かくも膜下出血は鑑別できないと思い
ます。頭痛が弱くても、１～２分以内
で急激に起こったかどうかが、くも膜
下出血の診断にとって重要かと思いま
す。
　大西　脳の部位によって何か差があ
りますか。
　大木　いわゆる高血圧性脳出血が起
こりやすい部位としては、被殻、視床、
脳幹（その中でも橋）、または小脳の
歯状核等があげられ、このような場所
に出血があれば、そのほかの原因であ
る血管奇形や腫瘍とかを考える前に、

高血圧性脳出血とラクナ梗塞は表裏一
体の関係にあるといえます。
　したがって、両者の治療または予防
として、高血圧、血圧の管理が重要と
いうことはもちろん共通するのですが、
ラクナ梗塞の患者さんで抗血小板薬を
出すときには、その裏にはもしかした
ら高血圧性脳出血を起こすような脳小
血管病の病態が隠れていることを頭の
片隅に置きながら血圧の管理を行う、
また抗血小板薬を出すとしてもその作
用の強くないような抗血小板薬を選択
にあげる等が必要かと思います。
　大西　高血圧のコントロールの基準
も厳しくなってきているようですが、
脳出血を予防するためにはどのぐらい
に抑えたらいいと現場で考えられてい
るのでしょうか。
　大木　急性期と慢性期では違うと思
うのですが、一般的に収縮期140㎜Hg、
拡張期90㎜Hg以下というところです。
特にラクナ梗塞を起こした方は130/80
㎜Hg未満、つまりsmall ves sel disease、
小血管病の病理が背景にある場合には
さらに一段下げて血圧管理を行うこと
が重要だと思っています。
　大西　次に高血圧性脳出血の症状発
現、進行にかかわる病態について教え
てください。
　大木　脳出血は当然、出血部位に血
腫が形成されますので、その部位にお
いては神経組織が破壊され、症状を呈
します。これは当然のことで、なかな

かそれを100％防ぐというのは難しい
のですが、結局、血腫が最初にできた
後に引き続き起こる様々な二次的な障
害をできる限り抑えることが、脳出血
の治療としてできることだと思います。
ただ血腫自体も、最初出血していきな
り止まるタイプと、徐々に広がってい
くタイプもあるので、急性期の血圧管
理をどうするかが非常に重要かと思い
ます。
　血腫そのものではなくて、それに引
き続いて起こるメカニズムとして一つ
重要なのが、血腫によって圧迫や、頭
蓋内圧が高くなることによって起こる
二次的な微小循環障害です。物理的に
圧迫して脳の周囲の血管を狭窄、閉塞
させれば、そのようなものが起こるか
と思います。
　また、出血という事象自体に対して
生体のホメオスターシスが働いて、そ
れを止血させようという観点からトロ
ンビンの活性が上昇するともいわれて
いますが、このトロンビン自体は負の
作用も持っています。例えば血管内皮
に作用して脳脊髄関門、BBBを破綻さ
せて血管の透過性が亢進するとか、ま
たは炎症を受け持つミクログリアに作
用してよけいに炎症を起こさせてしま
う、そして血管透過性亢進および炎症
などが相まって二次的な脳浮腫を起こ
し、それがまた頭蓋内圧を上げて、さ
らに微小循環障害を起こす、という悪
循環があります。なので、このむくみ
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を取る、または血腫が増大しないよう
に血圧をどう管理するかが重要かと思
います。
　ただ、この脳浮腫は（脳梗塞でも脳
出血でも起こるのですが）、発症した
直後がピークというわけではなく、通
常、その数時間後から生じてきて（人
によってピークは違うのですが）、発
症３～５日後がピーク、そして２～３
週間の間に消退すると考えられていま
す。したがって、最初はよくても、む
くみによって二次的に症状が悪化する
ということは、治療を考える上でも、
また家族の方への説明にとっても重要
かと思います。
　大西　次に、高血圧性脳出血の診断
についてうかがいたいのですが、CT
が重要だということでしょうか。
　大木　CTがない時代は、虚血性か
出血性かもわからなかったのですが、
現在においてもCTが重要であること
は間違いないです。一方で脳梗塞に対
するt-PA治療が可能な現在では、運
ばれてくる患者さんに脳出血の印象が
あるのか、はたまた脳梗塞と思って対
応するのかが、実はけっこう重要です。
　出血性脳卒中（脳出血およびくも膜
下出血）は突然血が頭蓋内に出ますの
で、脳梗塞に比較して急激に頭蓋内圧
が上がるために、頭蓋内圧亢進に対応
するような症状、例えば頭痛、悪心、
また嘔吐などが出現しやすくなります。
このようなものがあれば、救急隊が運

んできた患者さんを見た段階で、「あ
あ、この方は脳出血かな」と思うとこ
ろになると思います。
　そのほかに血圧、これは脳梗塞でも
上がってしまうのですが、出血性脳卒
中の方のほうが血圧が高いという印象
はあると思います。
　また、出血性脳卒中は、活動してい
るときに発症することが多く、その発
症も急激なのが特徴かと思います。た
だ、くも膜下出血のほうがより発症が
急激で、ピークに達するのが１～２分
以内、脳出血はそれよりも少しなだら
かな、数分または数時間かけてピーク
に達します。
　余談になってしまいますが、くも膜
下出血は非常に強い頭痛が特徴と教科
書には書かれていますが、歩いて来ら
れるようなくも膜下出血の患者さんも
いるので、頭痛の強さだけではなかな
かくも膜下出血は鑑別できないと思い
ます。頭痛が弱くても、１～２分以内
で急激に起こったかどうかが、くも膜
下出血の診断にとって重要かと思いま
す。
　大西　脳の部位によって何か差があ
りますか。
　大木　いわゆる高血圧性脳出血が起
こりやすい部位としては、被殻、視床、
脳幹（その中でも橋）、または小脳の
歯状核等があげられ、このような場所
に出血があれば、そのほかの原因であ
る血管奇形や腫瘍とかを考える前に、

高血圧性脳出血とラクナ梗塞は表裏一
体の関係にあるといえます。
　したがって、両者の治療または予防
として、高血圧、血圧の管理が重要と
いうことはもちろん共通するのですが、
ラクナ梗塞の患者さんで抗血小板薬を
出すときには、その裏にはもしかした
ら高血圧性脳出血を起こすような脳小
血管病の病態が隠れていることを頭の
片隅に置きながら血圧の管理を行う、
また抗血小板薬を出すとしてもその作
用の強くないような抗血小板薬を選択
にあげる等が必要かと思います。
　大西　高血圧のコントロールの基準
も厳しくなってきているようですが、
脳出血を予防するためにはどのぐらい
に抑えたらいいと現場で考えられてい
るのでしょうか。
　大木　急性期と慢性期では違うと思
うのですが、一般的に収縮期140㎜Hg、
拡張期90㎜Hg以下というところです。
特にラクナ梗塞を起こした方は130/80
㎜Hg未満、つまりsmall ves sel disease、
小血管病の病理が背景にある場合には
さらに一段下げて血圧管理を行うこと
が重要だと思っています。
　大西　次に高血圧性脳出血の症状発
現、進行にかかわる病態について教え
てください。
　大木　脳出血は当然、出血部位に血
腫が形成されますので、その部位にお
いては神経組織が破壊され、症状を呈
します。これは当然のことで、なかな

かそれを100％防ぐというのは難しい
のですが、結局、血腫が最初にできた
後に引き続き起こる様々な二次的な障
害をできる限り抑えることが、脳出血
の治療としてできることだと思います。
ただ血腫自体も、最初出血していきな
り止まるタイプと、徐々に広がってい
くタイプもあるので、急性期の血圧管
理をどうするかが非常に重要かと思い
ます。
　血腫そのものではなくて、それに引
き続いて起こるメカニズムとして一つ
重要なのが、血腫によって圧迫や、頭
蓋内圧が高くなることによって起こる
二次的な微小循環障害です。物理的に
圧迫して脳の周囲の血管を狭窄、閉塞
させれば、そのようなものが起こるか
と思います。
　また、出血という事象自体に対して
生体のホメオスターシスが働いて、そ
れを止血させようという観点からトロ
ンビンの活性が上昇するともいわれて
いますが、このトロンビン自体は負の
作用も持っています。例えば血管内皮
に作用して脳脊髄関門、BBBを破綻さ
せて血管の透過性が亢進するとか、ま
たは炎症を受け持つミクログリアに作
用してよけいに炎症を起こさせてしま
う、そして血管透過性亢進および炎症
などが相まって二次的な脳浮腫を起こ
し、それがまた頭蓋内圧を上げて、さ
らに微小循環障害を起こす、という悪
循環があります。なので、このむくみ
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高血圧性を疑うことができると思いま
す。
　また、皮質下出血においては、先ほ
ど述べた４つの場所よりも高血圧性脳
出血の頻度は少ないのですが、それで
も皮質下出血の６割程度は高血圧性と
いわれているので、皮質下出血の場合
にも一応頭の片隅には高血圧性を念頭
に、ほかのいろいろな血管系の検査を
して、高血圧性なのか、ほかの原因が
あるのかを入院後に調べていくかたち
になると思います。
　大西　重篤な予後につながるような
部位はありますか。

　大木　脳の疾患は場所によって症状
と予後が変わってきますが、一番予後
が悪いのは脳幹出血です。特に、脳幹
の背側に起こる出血は、意識障害が最
初から著明にあって、意識障害による
気道の狭窄のために、挿管をしなくて
はいけないこともあります。しかし、
挿管をして救命できても、予後はかな
り悪いという認識が必要となります。
一方、脳卒中出血はけっこう若い方で
も起こりうるので、治療をどうするか
という点で脳幹出血は非常に厳しい判
断が必要になるという印象があります。
　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　高血圧性脳出血の非手術的治
療ということでお話をうかがいたいと
思います。
　まず、非手術的治療にはどういった
ものがあるのでしょうか。
　大木　血圧の管理が一番重要になる
と思います。もし手術をする症例であ
っても、血圧の管理は重要です。それ
に続いて脳浮腫の管理も非常に重要だ
と思います。そのほか、全身管理とい
う意味でも様々な薬物治療があるかと
思います。
　大西　血圧管理について少し詳しく
教えていただけますか。
　大木　今回のテーマ、高血圧性脳出
血の患者さんは血圧が高いと思われま
すので、血圧が高いままで放置すれば、
頭の中に出血した血腫が拡大すること
が当然考えられると思います。では、
血圧を急激に下げればそれがおさまる
かというと、実は血圧を下げることに
よって、脳虚血が進むのではないかと
昔からいわれていて、あながち急激に
血圧を下げることがいいかどうかは最

近も議論が続いているところです。
　なぜ脳出血の急性期で血圧を下げる
と虚血が起こるか、ということに関し
ては、脳においては脳循環の自動調節
能というものがあり、通常の状態であ
れば、体血圧が変動しても脳血流量は
一定になるような調節がされています。
しかし、脳梗塞や脳出血などの脳血管
障害が起こると、その機能が破綻する
ために、体血圧を下げることによって、
脳の血流量も下がることが起きます。
したがって、虚血によって症状が悪く
なるのではないか、これが今まで懸念
されていたことです。
　この辺の疑問点を解決するために、
近年、非常に重要な２つの世界的な 
多施設共同研究、一つはINTERACT
２、もう一つはATACH-２というも
のが行われました。この結果に関して
INTER ACT２は「NEW ENGLAND 
JOURNAL of MEDI CINE」の2013年、
ATACH-２は2016年に発表されていま
す。
　非常に重要なので、ちょっと細かく
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