
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

ドクターサロン64巻６月号（5 . 2020） （471）  5554 （470） ドクターサロン64巻６月号（5 . 2020）

2006本文.indd   54-55 2020/05/14   9:38



と、てんかんを起こすことがあります。
また、妊娠されている若い女性の脳内
出血は、ほとんどがこの動静脈奇形で
す。皮質下出血と称している脳の比較
的浅い場所の出血は、この動静脈奇形
によるものと、それから高齢者で認知
症の症状があるような方では、アミロ
イドアンギオパシーという脳の表面に
出血するものがあります。皮質下出血
はそういう点で、ほかの４カ所の出血
と明らかに原因が違うので、CTスキ
ャンで出血源を推定していただくのが
大切です。
　齊藤　脳内出血が起こると、その後
のメカニズムはどうなるのでしょうか。
　塩川　脳内出血はなぜ恐ろしいかと
いうと、一つは脳そのものが出血によ
って壊れてしまうのです。今の医学で
は、再生医学などのいろいろな研究が
あると思いますが、基本的には一度壊
れてしまった脳は回復しません。
　それから出血の仕方は動脈瘤と比べ
れば細い血管なので穏やかな場合もあ
りますが、細いとはいえ、血管に穴が
空くので再出血を起こすことがあるの
です。さらに、脳そのものが壊れてい
るので、脳自身が数日間の経過でむく
む。これは脳浮腫と言いますが、出血
の拡大や脳浮腫で頭蓋内圧が高くなっ
たり、脳の中にある髄液の流れている
脳室というすき間に出血し、そこが血
液でせき止められた急性水頭症という
状況になります。出血の拡大や脳浮腫、

急性水頭症で頭蓋内圧がどんどん高く
なるような悪循環に陥りますので、迅
速な対応が求められます。
　齊藤　治療ですが、まずは頭蓋内圧
を内科的に下げることですね。
　塩川　軽症な方でも、脳内出血によ
る体の反応で血圧が上がっています。
これはクッシング現象といいますが、
高くなった頭蓋内圧に抗して血を通そ
うとする体の反応です。これは出血の
拡大につながるので、脳内出血が疑わ
れる方には、まず血圧を下げることが
大切です。確実に血圧を下げる管理は、
灌流圧維持に配慮してあまり血圧を下
げない治療よりも再出血を減らすこと
がわかっています。まず血圧を下げて、
それから頭蓋内圧を下げる治療を行い
ます。上体を挙上させたり、呼吸がス
ムーズにできるような配慮、さらには
薬物療法として脳そのものを利尿剤に
より体積を減らす脳圧降下剤の投与な
ど、頭蓋内圧を下げるための内科的治
療を最大限に行う。そういうことが管
理の中心です。
　齊藤　そういった後に手術の出番が
あるのですね。
　塩川　手術は各出血の場所、先ほど
述べたような場所によって少し適応が
変わるところがあります。特に比較的
表面に位置する意識障害が中等度ぐら
い出ている30～40mLぐらいの被殻出
血の方には、拡大と頭蓋内圧亢進を防
ぐために開頭して血液そのものを摘出

が上がって硬膜が引っ張られて起こる
頭痛ということで、くも膜下出血でい
われている、突発する激しい頭痛とは
少し違う場合が多いです。
　齊藤　頭痛の種類が違うのですね。
脳出血の原因は高血圧が一番多いので
すね。
　塩川　大部分は高血圧です。脳の血
管は太い血管が脳の表面にあって、脳
の中には穿通枝という細い血管が貫く
ように入っています。高血圧によって
穿通枝に病的変化が起こって、脳の中
心部あたりに出血する。これが高血圧
性脳内出血の主なものになります。先
ほどのくも膜下出血は脳の表面にでき
た動脈の瘤ですので、そういう点でも、
同じ出血性疾患ですが、対応としては
別の方法が必要になります。
　齊藤　救急外来に行くと、まずは画
像でしょうか。
　塩川　まず症状の確認と、それから
出血の程度が強いと呼吸あるいは不穏
状態になるので、初期対応をした後、
すぐにCTスキャンの検査を行うこと
になります。MRIも脳卒中の診断には
有用ですが、出血したばかりの新鮮な
血液を見るのにはやはりCTスキャン
がわかりやすい。それで我々は何を見
ているかというと、もちろん出血の量
もそうですし、場所も大切です。５つ
ぐらいの場所に分類されているのです
が、場所によって高血圧によるものと、
それ以外の血管の病気によるものがわ

かるので、脳内出血の診断にはCTス
キャンが非常に大切です。
　齊藤　場所は５つということですが、
どういったところでしょうか。
　塩川　脳の中心部は、視床、それか
ら被殻と呼ばれる場所がありまして、
これは運動の中枢、運動神経が通る錐
体路のそばにあるので、視床と被殻の
出血は反対側の手足の麻痺や、出血量
が大きいと意識障害を伴うことになり
ます。
　小脳の出血の場合はふらつきが起こ
ってくるのですが、小脳は頭蓋の中で
は、後頭蓋窩という比較的狭いスペー
スに脳幹と一緒に存在します。そのた
め、小脳出血の場合は最初にふらつき
で発症するのですが、出血が大きくな
ると脳幹を圧迫する症状が出るので、
これは要注意です。
　齊藤　あと２カ所はいかがでしょう
か。
　塩川　脳幹の出血は生命中枢そのも
のに出るので、最初から強い意識障害
もあるし、この出血は生命予後が極め
て悪いので、発症時から致死的な出血
ということもできます。高血圧の予防
に尽きる場所の出血と認識していただ
くといいと思います。
　齊藤　もう一つが皮質下でしょうか。
　塩川　それは大脳の表面で大きく２
つあります。若い方では動静脈奇形と
いって、動脈が異常な血管を通じて静
脈に素通りする。そういう場合は出血
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と、てんかんを起こすことがあります。
また、妊娠されている若い女性の脳内
出血は、ほとんどがこの動静脈奇形で
す。皮質下出血と称している脳の比較
的浅い場所の出血は、この動静脈奇形
によるものと、それから高齢者で認知
症の症状があるような方では、アミロ
イドアンギオパシーという脳の表面に
出血するものがあります。皮質下出血
はそういう点で、ほかの４カ所の出血
と明らかに原因が違うので、CTスキ
ャンで出血源を推定していただくのが
大切です。
　齊藤　脳内出血が起こると、その後
のメカニズムはどうなるのでしょうか。
　塩川　脳内出血はなぜ恐ろしいかと
いうと、一つは脳そのものが出血によ
って壊れてしまうのです。今の医学で
は、再生医学などのいろいろな研究が
あると思いますが、基本的には一度壊
れてしまった脳は回復しません。
　それから出血の仕方は動脈瘤と比べ
れば細い血管なので穏やかな場合もあ
りますが、細いとはいえ、血管に穴が
空くので再出血を起こすことがあるの
です。さらに、脳そのものが壊れてい
るので、脳自身が数日間の経過でむく
む。これは脳浮腫と言いますが、出血
の拡大や脳浮腫で頭蓋内圧が高くなっ
たり、脳の中にある髄液の流れている
脳室というすき間に出血し、そこが血
液でせき止められた急性水頭症という
状況になります。出血の拡大や脳浮腫、

急性水頭症で頭蓋内圧がどんどん高く
なるような悪循環に陥りますので、迅
速な対応が求められます。
　齊藤　治療ですが、まずは頭蓋内圧
を内科的に下げることですね。
　塩川　軽症な方でも、脳内出血によ
る体の反応で血圧が上がっています。
これはクッシング現象といいますが、
高くなった頭蓋内圧に抗して血を通そ
うとする体の反応です。これは出血の
拡大につながるので、脳内出血が疑わ
れる方には、まず血圧を下げることが
大切です。確実に血圧を下げる管理は、
灌流圧維持に配慮してあまり血圧を下
げない治療よりも再出血を減らすこと
がわかっています。まず血圧を下げて、
それから頭蓋内圧を下げる治療を行い
ます。上体を挙上させたり、呼吸がス
ムーズにできるような配慮、さらには
薬物療法として脳そのものを利尿剤に
より体積を減らす脳圧降下剤の投与な
ど、頭蓋内圧を下げるための内科的治
療を最大限に行う。そういうことが管
理の中心です。
　齊藤　そういった後に手術の出番が
あるのですね。
　塩川　手術は各出血の場所、先ほど
述べたような場所によって少し適応が
変わるところがあります。特に比較的
表面に位置する意識障害が中等度ぐら
い出ている30～40mLぐらいの被殻出
血の方には、拡大と頭蓋内圧亢進を防
ぐために開頭して血液そのものを摘出

が上がって硬膜が引っ張られて起こる
頭痛ということで、くも膜下出血でい
われている、突発する激しい頭痛とは
少し違う場合が多いです。
　齊藤　頭痛の種類が違うのですね。
脳出血の原因は高血圧が一番多いので
すね。
　塩川　大部分は高血圧です。脳の血
管は太い血管が脳の表面にあって、脳
の中には穿通枝という細い血管が貫く
ように入っています。高血圧によって
穿通枝に病的変化が起こって、脳の中
心部あたりに出血する。これが高血圧
性脳内出血の主なものになります。先
ほどのくも膜下出血は脳の表面にでき
た動脈の瘤ですので、そういう点でも、
同じ出血性疾患ですが、対応としては
別の方法が必要になります。
　齊藤　救急外来に行くと、まずは画
像でしょうか。
　塩川　まず症状の確認と、それから
出血の程度が強いと呼吸あるいは不穏
状態になるので、初期対応をした後、
すぐにCTスキャンの検査を行うこと
になります。MRIも脳卒中の診断には
有用ですが、出血したばかりの新鮮な
血液を見るのにはやはりCTスキャン
がわかりやすい。それで我々は何を見
ているかというと、もちろん出血の量
もそうですし、場所も大切です。５つ
ぐらいの場所に分類されているのです
が、場所によって高血圧によるものと、
それ以外の血管の病気によるものがわ

かるので、脳内出血の診断にはCTス
キャンが非常に大切です。
　齊藤　場所は５つということですが、
どういったところでしょうか。
　塩川　脳の中心部は、視床、それか
ら被殻と呼ばれる場所がありまして、
これは運動の中枢、運動神経が通る錐
体路のそばにあるので、視床と被殻の
出血は反対側の手足の麻痺や、出血量
が大きいと意識障害を伴うことになり
ます。
　小脳の出血の場合はふらつきが起こ
ってくるのですが、小脳は頭蓋の中で
は、後頭蓋窩という比較的狭いスペー
スに脳幹と一緒に存在します。そのた
め、小脳出血の場合は最初にふらつき
で発症するのですが、出血が大きくな
ると脳幹を圧迫する症状が出るので、
これは要注意です。
　齊藤　あと２カ所はいかがでしょう
か。
　塩川　脳幹の出血は生命中枢そのも
のに出るので、最初から強い意識障害
もあるし、この出血は生命予後が極め
て悪いので、発症時から致死的な出血
ということもできます。高血圧の予防
に尽きる場所の出血と認識していただ
くといいと思います。
　齊藤　もう一つが皮質下でしょうか。
　塩川　それは大脳の表面で大きく２
つあります。若い方では動静脈奇形と
いって、動脈が異常な血管を通じて静
脈に素通りする。そういう場合は出血
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したり、頭蓋骨に小さな穴を開けて内
視鏡で血液を吸い出す、あるいはナビ
ゲーションを用いて正確に出血のとこ
ろにカテーテルを入れて血腫を減らす
といった、幾つかの外科治療がありま
す。
　齊藤　目的は生命の維持になります
か。
　塩川　外科手術で、今述べたような
いろいろな方法で患者さんの症状がよ
くなればたいへんよいのですが、なか
なか統計的に外科治療群と内科的治療
群を比較して、手術で症状をよくする
のは難しいといわれています（手足の

麻痺は改善しないので、QOLによる
評価では差がつきにくいため）。救命
目的には外科手術はたいへん大きな効
果があるのですが、機能予後の改善と
いう点では、ようやく2018年アメリカ
で、細い管をナビゲーション下に入れ
てt-PAを用いて血液を洗い出すような
方法により、１年後の予後をよくした
（MISTIE Ⅲ）という報告が出始めた
ころです。まだまだ一般的には症状改
善のために外科手術を行う状況にはな
っていないのが現状と言えます。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　Sex steroid hormones and asthma in a nationwide study of U.S. 
adults.
　Han Y-Y, Forno E, Celedón JC
　Am J Respir Crit Care Med 2020, 201 (2) : 158〜166

　背景：女性は男性よりも喘息負担が重い。この性差は性ホルモンで説明できる
かもしれないが、その役割は明らかではない。
　目的：喘息と性ホルモン値の関係を成人で調べる。
　方法：2013～2014年と2015～2016年に行った「米国全国健康と栄養の調査サー
ベイ」に参加した18～79歳の7,615人（男性3,953人、女性3,662人）の横断研究で
血清遊離テストステロンとエストラジオール濃度測定と喘息の有無の調査をした。
男女別にロジスティック回帰を用いて多変量解析を行った。
　結果：遊離テストステロン値が第４四分位群（値が最も高い群）にある女性は
第１四分位群（値が最も低い群）の女性と比べて喘息であるオッズ比が0.56と低
かった（95％信頼区間0.39～0.80）。肥満と性ホルモン間に相互作用があると仮定
して肥満（BMI≧30）の有無で層別化し分析すると、肥満女性では遊離テストス
テロン上昇（0.59；0.37～0.91）とエストラジオール上昇（0.43；0.23～0.78）が、
非肥満男性ではエストラジオール上昇（0.44；0.21～0.90）が喘息オッズ比の低下
と関連していた。
　結論：成人喘息における既知の性差に性ホルモンが役割を果たしていること、
さらに肥満がその効果を修飾することが示唆された。

喘息シリーズ（166）

ふれあい横浜ホスピタル院長

坂　本　芳　雄
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