
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

脳出血
（2）高血圧性脳出血の非手術的治療
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に下げることが多くて、年齢が高いと
少し高めに設定しています。
　大西　使用薬剤はどのようにしたら
いいでしょうか。
　大木　おそらくニカルジピンが急性
期静脈注射として多く使用されている
と思うのですが、実は以前のニカルジ
ピンの添付文書には頭蓋内出血の場合
に止血が完成していないと推定される
患者さんおよび頭蓋内圧が亢進してい
る患者さんでは、使用禁忌となってい
ました。つまり実臨床と添付文書が乖
離していたという状況でしたが、それ
を是正するために2011年に添付文書改
訂が行われました。またATACH-２で
使われた降圧剤もニカルジピンです。
　そして、日本で行われた観察研究で
あるSAMURAI-ICHでもニカルジピン
が使用されていて、その安全性は大規
模試験で確認されたということで現在、
臨床の現場では誰しもがまずはニカル
ジピンを使うかたちになっています。
　大西　それでは次に、脳浮腫の管理
も非常に重要かと思いますが、そのあ
たりを教えてください。
　大木　今、日本で多く使われている
のは高張液です。一つは10％グリセリ
ンと５％フラクトースを加えた生理食
塩水である高張グリセロールというも
のと、あとはマンニトールの注射液で
す。どちらも浸透圧が高いので、脳内
の水分を血管内に引き込んで脳浮腫を
予防する使い方をしますが、実はこれ

らの薬に含まれている物質が脳の組織
の中にも移行すると脳実質内に水分を
引き込んでしまうので、逆に脳浮腫が
悪くなるかもしれないという懸念があ
ります。
　グリセロールは脳内で代謝され、な
くなっていくので、その懸念は少ない
といわれていますが、マンニトールは
全く代謝されないので（グリセロール
よりもマンニトールのほうが脳圧降下
作用が強いのですが）、マンニトール
では最初はよくなった脳圧が、脳実質
内に残った浸透圧物質によって徐々に
脳圧が高くなるような反跳現象が起こ
る場合があります。なので、どちらか
というと、マンニトールはその後に手
術を控えており、確実に脳圧が下がる
処置が行われることを前提に、そこま
での時間つなぎという意味で使われて
いる場合が多いと思います。
　大西　使い分けが必要なのですね。
　大木　通常の場合にはグリセロール
を使っていると思います。
　大西　ステロイドはいかがですか。
　大木　ステロイドは強力な抗浮腫作
用があると思いますが、脳血管障害、
脳出血および脳梗塞に関して、脳浮腫
に対するステロイドの有効性は示され
ていないことになっていて、現在臨床
では全く使っていません。
　大西　血腫除去術以外の脳圧を下げ
る管理について教えていただけますか。
　大木　呼吸不全により、換気率が減

お話しさせていただきたいと思うので
すが、最初に出たINTERACT２は急
性期の脳出血患者さん2,839例と、かな
り多くの患者さんに参加していただい
たものですけど、それを２つの群に分
けました。
　一つは強化治療群、具体的にいうと、
割付後１時間以内に収縮期血圧を140
㎜Hg未満に降下させて、それを７日
間保つものと、そしてもう一つは標準
治療群、いわゆるガイドラインでいわ
れている180㎜Hg以下にコントロール
する群です。この２つの群に無作為割
付をして、90日後のmodifi ed Rankin 
Scale（mRS）、すなわち機能予後で効
果を見たという研究です。
　強化治療群、すなわち血圧を下げた
群でも特に有害事象はなくて、また強
く下げた群のほうが若干機能予後がよ
かったという結論が得られています。
ただし、当初のprimary out comeは達
成できなかったので、強力なエビデン
スではなかったというところです。
　そこで期待されたのが、その次に行
われたATACH-２です。これも同じ
ように急性期の脳出血患者さんが対象
で、途中でストップがかかってしまっ
たので、1,000例だけの登録になったの
ですが、最初の24時間以内に強化治療
群は収縮期血圧が110～139㎜Hgの間、
標準治療群は140～179㎜Hgにコント
ロールするというもので、INTERACT
２と似ているような無作為割付をした

試験です。
　この結果としては、「積極的に降圧
をしても神経所見の悪化はなかった」
というもので、今までの仮説は排除さ
れたというか、証明されなかったので
すが、逆に強力に降圧をすると腎機能
が悪くなったことが認められました。
結局、頭ではなく、全身に対する影響
があるため降圧は慎重に、ということ
になっています。当初の脳循環調節能
が失われて脳虚血が起こるのかについ
ては、大丈夫だったという結果になっ
ています。
　大西　現在の日本のガイドラインで
はどうなっているのでしょうか。
　大木　これをもとに、最新の脳卒中
治療ガイドライン2017年追補版では、
「できるだけ早期に収縮期血圧を140㎜
Hg未満に降下させ、７日間維持する
ことを考慮してもよい」ということに
なっています。ただし、これはグレー
ドC１となっていまして、やることを
考慮してもいいけれども、エビデンス
はないという書き方になっています。
　特に腎機能に関しては、高齢の患者
さんで腎機能障害が出ることが多いの
で、そのあたりを鑑みてケース・バ
イ・ケースで行う、逆にその点を注意
していけば神経学的所見は意外に悪く
ならないことがわかりました。
　大西　そうなのですね。悪いのでは
ないかと思っていました。
　大木　私も若年者にはけっこう強力
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に下げることが多くて、年齢が高いと
少し高めに設定しています。
　大西　使用薬剤はどのようにしたら
いいでしょうか。
　大木　おそらくニカルジピンが急性
期静脈注射として多く使用されている
と思うのですが、実は以前のニカルジ
ピンの添付文書には頭蓋内出血の場合
に止血が完成していないと推定される
患者さんおよび頭蓋内圧が亢進してい
る患者さんでは、使用禁忌となってい
ました。つまり実臨床と添付文書が乖
離していたという状況でしたが、それ
を是正するために2011年に添付文書改
訂が行われました。またATACH-２で
使われた降圧剤もニカルジピンです。
　そして、日本で行われた観察研究で
あるSAMURAI-ICHでもニカルジピン
が使用されていて、その安全性は大規
模試験で確認されたということで現在、
臨床の現場では誰しもがまずはニカル
ジピンを使うかたちになっています。
　大西　それでは次に、脳浮腫の管理
も非常に重要かと思いますが、そのあ
たりを教えてください。
　大木　今、日本で多く使われている
のは高張液です。一つは10％グリセリ
ンと５％フラクトースを加えた生理食
塩水である高張グリセロールというも
のと、あとはマンニトールの注射液で
す。どちらも浸透圧が高いので、脳内
の水分を血管内に引き込んで脳浮腫を
予防する使い方をしますが、実はこれ

らの薬に含まれている物質が脳の組織
の中にも移行すると脳実質内に水分を
引き込んでしまうので、逆に脳浮腫が
悪くなるかもしれないという懸念があ
ります。
　グリセロールは脳内で代謝され、な
くなっていくので、その懸念は少ない
といわれていますが、マンニトールは
全く代謝されないので（グリセロール
よりもマンニトールのほうが脳圧降下
作用が強いのですが）、マンニトール
では最初はよくなった脳圧が、脳実質
内に残った浸透圧物質によって徐々に
脳圧が高くなるような反跳現象が起こ
る場合があります。なので、どちらか
というと、マンニトールはその後に手
術を控えており、確実に脳圧が下がる
処置が行われることを前提に、そこま
での時間つなぎという意味で使われて
いる場合が多いと思います。
　大西　使い分けが必要なのですね。
　大木　通常の場合にはグリセロール
を使っていると思います。
　大西　ステロイドはいかがですか。
　大木　ステロイドは強力な抗浮腫作
用があると思いますが、脳血管障害、
脳出血および脳梗塞に関して、脳浮腫
に対するステロイドの有効性は示され
ていないことになっていて、現在臨床
では全く使っていません。
　大西　血腫除去術以外の脳圧を下げ
る管理について教えていただけますか。
　大木　呼吸不全により、換気率が減

お話しさせていただきたいと思うので
すが、最初に出たINTERACT２は急
性期の脳出血患者さん2,839例と、かな
り多くの患者さんに参加していただい
たものですけど、それを２つの群に分
けました。
　一つは強化治療群、具体的にいうと、
割付後１時間以内に収縮期血圧を140
㎜Hg未満に降下させて、それを７日
間保つものと、そしてもう一つは標準
治療群、いわゆるガイドラインでいわ
れている180㎜Hg以下にコントロール
する群です。この２つの群に無作為割
付をして、90日後のmodifi ed Rankin 
Scale（mRS）、すなわち機能予後で効
果を見たという研究です。
　強化治療群、すなわち血圧を下げた
群でも特に有害事象はなくて、また強
く下げた群のほうが若干機能予後がよ
かったという結論が得られています。
ただし、当初のprimary out comeは達
成できなかったので、強力なエビデン
スではなかったというところです。
　そこで期待されたのが、その次に行
われたATACH-２です。これも同じ
ように急性期の脳出血患者さんが対象
で、途中でストップがかかってしまっ
たので、1,000例だけの登録になったの
ですが、最初の24時間以内に強化治療
群は収縮期血圧が110～139㎜Hgの間、
標準治療群は140～179㎜Hgにコント
ロールするというもので、INTERACT
２と似ているような無作為割付をした

試験です。
　この結果としては、「積極的に降圧
をしても神経所見の悪化はなかった」
というもので、今までの仮説は排除さ
れたというか、証明されなかったので
すが、逆に強力に降圧をすると腎機能
が悪くなったことが認められました。
結局、頭ではなく、全身に対する影響
があるため降圧は慎重に、ということ
になっています。当初の脳循環調節能
が失われて脳虚血が起こるのかについ
ては、大丈夫だったという結果になっ
ています。
　大西　現在の日本のガイドラインで
はどうなっているのでしょうか。
　大木　これをもとに、最新の脳卒中
治療ガイドライン2017年追補版では、
「できるだけ早期に収縮期血圧を140㎜
Hg未満に降下させ、７日間維持する
ことを考慮してもよい」ということに
なっています。ただし、これはグレー
ドC１となっていまして、やることを
考慮してもいいけれども、エビデンス
はないという書き方になっています。
　特に腎機能に関しては、高齢の患者
さんで腎機能障害が出ることが多いの
で、そのあたりを鑑みてケース・バ
イ・ケースで行う、逆にその点を注意
していけば神経学的所見は意外に悪く
ならないことがわかりました。
　大西　そうなのですね。悪いのでは
ないかと思っていました。
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って、CO2が貯留すると、CO2は強力
な血管の拡張作用を持っているので、
それによって頭蓋内圧が亢進する場合
があります。特に、意識障害があって、
気道が狭窄しているような方は、換気
ができませんので、CO2がたまって、
血管拡張により頭蓋内圧亢進を及ぼす
ことがあります。そのような場合には
積極的な呼吸管理、および気道管理、
場合によっては挿管も治療として重要
な場合もあります。
　あと、脳内の炎症も体温が上がると
促進されますので、高体温になった場
合に温度を低くすることも管理の一つ
です。低体温になるほど下げたほうが
良いかどうかは、低体温になると様々
な感染症の罹患というかたちで合併症
が出てくるので結論が出ていないので
すが、少なくとも高い体温は避けるべ
きと考えられます。
　大西　具体的には現場でどのように
されていますか。
　大木　普通の解熱鎮痛剤を使って行
っています。高いままにしておくより
は、まずは背後に感染症があれば、抗
生物質を使いながら、プラスアルファ
で、あまり高すぎる場合には解熱もす

るという対処になると思います。
　大西　ほかには何かありますか。
　大木　これは医師によっては意見が
分かれるところかもしれませんが、ベ
ッドをフラットにはせず、頭部を挙上
させることで静脈灌流を促進し、頭蓋
内圧が低下することを狙うこともあり
ます。この場合、頭部を30度ぐらいギ
ャッチアップをさせて管理します。た
だ、逆にギャッチアップをさせると、
脳の循環が悪くなって、虚血が進むの
ではないかという懸念もあるので、そ
こはケース・バイ・ケースになると思
います。
　大西　脳室ドレナージはどういうと
きに行われるのでしょうか。
　大木　これもやはり頭蓋内圧が亢進
した場合に検討されます。特に視床出
血の場合には血腫除去手術の適応は全
くないのですが、視床は脳室の隣にあ
るので、脳室穿破によって意識障害が
出る場合があります。このような場合、
視床出血の脳室穿破に対しての脳室ド
レナージを検討することになると思い
ます。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

脳卒中対策の最新情報（Ⅲ）

杏林大学脳神経外科教授
塩　川　芳　昭

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　脳出血の外科治療についてう
かがいます。まず、脳出血はどのぐら
いの率であるのでしょうか。
　塩川　広い意味で脳の血管の病気で、
脳卒中は血管が詰まる脳卒中と切れる
脳卒中がありますが、その比率は７対
３ぐらいといわれています。
　血管が切れるものも大きく２つあっ
て、脳動脈瘤が原因になっているくも
膜下出血と、高血圧が原因になってい
る脳内出血があります。だいたい出血
性脳卒中の1/3がくも膜下出血、2/3が
脳内出血という状況になっていて、高
血圧の治療が十分行き渡っていない、
1950年代ぐらいまでは日本人の死因の
最も多い病気でした。高血圧の管理と
ともに減ってきましたが、まだまだ脳
卒中の約２割が脳の中に出血する脳内
出血ですので、油断できない病気と言
えます。
　齊藤　脳内出血の症状としてはどう
いった点が目立つのでしょうか。
　塩川　程度が軽ければ脳の中に急に
血が出ますので、頭痛がしたり、頭蓋

内圧が上がり、吐き気がします。脳の
場所によっては、その部分の脳は出血
により壊れてしまうので、手足の麻痺
や言語障害など、いろいろな症状が出
てきます。
　さらに程度が強いとき、脳は一定の
容積、周りを硬い骨で囲まれている頭
蓋骨の中にあるので、その中で数十㏄
の脳内出血が起こると、急激に頭の中
の圧が上がってしまいます。適切な治
療を行わないと、脳ヘルニアといいま
すが、出血のために脳の中がぎゅうぎ
ゅう詰めの状況になってしまって、生
命中枢の脳幹が押しつぶされてしまう。
そういう最重症の場合は命の危険を起
こす脳卒中と言えます。
　齊藤　くも膜下出血は激しい頭痛で
すね。
　塩川　くも膜下出血による、突発す
る激しい頭痛と嘔吐は、出血の程度が
強いので、発症の時間がわかることも
あるのが特徴的です。脳内出血ではく
も膜下腔にも血液が漏れ出れば強い頭
痛もありますが、一般的には頭蓋内圧

脳出血
（3）脳出血の外科治療
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