
　菅　これもなかなかはっきりしたエ
ビデンスは出ていないところですけれ
ども、スタチンに関しては、観察研究
では破裂を予防したという報告もあり
ます。けれども、破裂予防には効果が
なかったという報告もありますので、
はっきりしません。ただ、高脂血症を
伴っている患者さんには必要であれば
スタチンを投与するということで、副
次的な効果を期待したいと思います。
　アスピリンに関しても、週３回以上
内服していると未破裂の破裂を予防し
たという報告がありますけれども、こ
れもまだなかなかエビデンスレベルに
はいっていないということです。
　ただ、いずれもスタチンやアスピリ
ンの持つ抗炎症作用、未破裂が破裂す
る機序の一つとして炎症反応の増悪と
いうことがいわれていますので、その
あたりを予防しているのではないかと
考えられているのが現状です。
　大西　現在、MRIがかなり簡単に数
多く行われるようになっているかと思
います。それでいろいろ見つかってき
て、現場でいろいろ判断されると思う
のですが、どういうタイミングで専門
医を紹介したらよいでしょうか。
　菅　まず初めに見つかった場合、一

度は専門医に紹介いただければと思い
ます。
　大西　それは脳神経外科になります
か。
　菅　そうですね。脳神経外科の専門
医に紹介いただければと思います。３
㎜未満の場合は破裂リスクは少ないと
言いましたけれども、先ほど述べたよ
うに、前交通動脈瘤や内頸動脈─後交
通動脈分岐部瘤の場合は小さくても破
裂することをまれに経験します。やは
り一度は専門家の判断をいただいて、
おのおの介入の是非、フォローの仕方、
生活習慣への介入など相談していただ
ければと思います。
　大西　これからますます高齢の人が
増えると思いますけれども、加齢とと
もにリスクは高まるのでしょうか。
　菅　年齢とともに未破裂の動脈瘤の
保有率は増えるといわれています。た
だ高齢者になりますと、くも膜下出血
以外でお亡くなりになる方が多く、保
有率の増加イコールくも膜下出血の増
加ということには、今のところ疫学的
にはまだ証明されていないように思い
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（Ⅳ）

日本医科大学神経内科学分野大学院教授
木　村　和　美

（聞き手　大西　真）

　大西　木村先生、無症候性脳血管障
害ということでうかがいたいと思いま
す。
　まず初めに、脳ドック等でいろいろ
無症候性の脳血管障害が見つかると思
うのですけれども、そのあたりから教
えていただけますでしょうか。
　木村　まず、無症候性脳血管障害で
すけれども、これは先生がおっしゃっ
たように、脳ドックとか、頭が痛い、
めまいがするということでCTやMRI
を撮られて、たまたま偶発的に、隠れ
脳梗塞、脳出血、首の血管が細い、頭
の中の血管が細いということで見つか
ります。無症候性脳血管障害は70歳を
超えてくると10人に１人ぐらいいらっ
しゃるので、決して珍しい病気ではあ
りません。高齢になるとたくさん見つ
かるということが言えます。
　大西　定義のようなものはあるので
しょうか。
　木村　患者さんを診察する場合、麻
痺がないか、失語症がないかなど神経
症候がないかを確認いたします。あと、

一過性脳虚血発作が今まで起こったこ
とがあるかも確認して、ないというこ
とで初めて無症候ということになりま
す。
　大西　リスクファクターとしては血
圧が重要なのですか。
　木村　そうです。一番問題になって
くるのは高血圧、心房細動、糖尿病、
脂質異常症、喫煙です。
　大西　診断や問診のポイント、その
あたりを教えていただけますか。
　木村　よくCTやMRIの画像上で見
つかり、紹介されて来られます。先ほ
ども言いましたけれども、診察して麻
痺がないこと、失語症がないことをき
ちんと神経学的にチェックしたうえで、
異常がないことが大切です。さらに、
脳の血管に異常がないか。診察上、首
の血管の音を聴くとか、心臓の音を聴
くとか、足の動脈硬化がないか、腹部
の血管雑音がないかを聴きます。さら
に大事なことは、血圧を測って高くな
いか、不整脈がないかなどをチェック
することです。

無症候性脳血管障害
（2）無症候性脳梗塞
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思います。7,000歩は難しい場合もある
かと思いますが、何か患者さんにアド
バイスされるコツはありますか。
　木村　日ごろエレベーターをなるべ
く使わないで階段を使いましょうとか、
駅を１つぐらいは歩きましょうとか。
　大西　ちょっとした工夫が重要だと
いうことですね。あとは、患者さんに
いろいろ説明をしなければいけないと
思うのですけれども、たまたま見つか
ると、けっこう不安がったり、いろい
ろな反応を起こされると思います。先
生はどのように説明されていますか。
　木村　先ほども言いましたけれども、
70歳を超えてくると10人に１人以上は
無症候性の脳梗塞が見つかります。そ
れが見つかったからといって、その後、
必ず脳梗塞になるとか、脳出血になる
わけではありません。あまり不安をあ
おるようなことを言う必要は全くない
と思います。これは年とともにみんな
出てくる一つの所見なんですよと私は
言っています。
　ただ、リスクファクターをコントロ
ールすることによって、その次の脳梗
塞を予防できます。脳梗塞のため認知
症を生じることもあります。生活習慣
を是正してもらうことが大事かと思い
ます。
　大西　認知症がかかわっているとい
うことですね。
　木村　そうですね。
　大西　かなり重要ですね。あとは、

ご高齢の方が増えてきますから、加齢
もかなり関係がありますか。
　木村　年齢は一番のリスクファクタ
ーです。年齢は変えようがないから。
　大西　脳ドックでたまたま小さい梗
塞の跡みたいなものが見つかりますよ
ね、古いものとか。心配ないと言って
しまう場合もあるのですけれども、や
はりそういう方もきっちり生活習慣と
かは是正していただくということなの
ですか。
　木村　それが大事だと思います。
　大西　諸外国、欧米とかの状況もだ
いたい似ているのでしょうか。
　木村　脳ドックというのは日本だけ
です。欧米では隠れ脳梗塞を探すため
に検査するという文化はないと思いま
す。
　大西　あまりやらないですよね。だ
いぶ状況が違うのかなと思ったのです
けれども。
　木村　全然違うと思います。
　大西　お話をうかがうと、むしろネ
ガティブにとらえるよりも、早く見つ
けて予防につなげていくのが重要なよ
うに思ったのですけれども。
　木村　そのとおりだと思います。そ
のために脳の検査をして脳梗塞を予防
するために生活習慣病を変えると、脳
にもいいし、心臓にもいいということ
につながると思います。
　大西　脳ドックもよくお勧めするの
ですけれども、何もない人に勧めるの

　大西　心房細動ですね。
　木村　そうですね。心房細動は脳梗
塞のリスクが高いので必ずチェックい
たします。
　大西　下肢の血管なども調べるので
しょうか。
　木村　もちろん鼠径部に血管雑音が
ないか、足背動脈に、きちんと触れる
かどうかチェックするのも大事なこと
だと思います。
　大西　血管の所見や動脈硬化の所見
など、いろいろ気をつけていくという
ことですね。
　木村　圧倒的に脳梗塞が多いです。
　大西　治療といいますか、予防が重
要なのかもしれませんけれども、その
あたりを詳しく教えていただけますか。
　木村　まず無症候性脳梗塞が見つか
った場合、脳の血管障害ですから、脳
の血管自体をMRAやCT angiography
で異常がないか見るということが大事
です。大きな首の血管に狭窄があると
か、中大脳動脈に狭窄がある場合は要
注意ということになります。大きな血
管に異常がなく大きな梗塞が見つかる
場合は、心臓に塞栓源がないかが疑わ
しくなります。一番多いのは心房細動
です。心房細動が隠れていないかとい
うことを疑います。
　大西　いろいろなリスクファクター
のお話がありましたけれども、そのあ
たりのコントロールも重要になってく
るということですね。

　木村　それが一番大事です。
　大西　その過程で最近よく抗血小板
薬を使いますけれども、そのあたりで
何か課題はありますか。
　木村　抗血小板薬が無症候性脳梗塞
に対して有効であるというデータはあ
りません。基本的に我々は抗血小板薬
は使いません。使うことによって脳出
血のリスクは確実に上がりますので、
基本的には使わないということになり
ます。大きな血管、首の血管が90％狭
窄がある場合は、よく患者さんと相談
して薬を使うことはあります。
　大西　その辺を気をつければ相当発
症が予防できるものなのでしょうか。
　木村　脳卒中は基本的には予防でき
る病気です。血圧と糖尿病、脂質異常
症、あと喫煙などですね。
　大西　生活習慣の是正が非常に重要
になってくるのですね。
　木村　そのとおりだと思います。
　大西　何か具体的に患者さんにご指
導されていますか。
　木村　運動をしましょう、１日に
7,000歩歩きましょうとか、お酒ですね。
たばこを吸われている方は必ずやめる
ように言っています。喫煙はよくない
ですね。
　大西　かなりのリスクファクターで
すね。
　木村　一番やめて効果があるリスク
ファクターだと思います。
　大西　運動もなかなかたいへんだと
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思います。7,000歩は難しい場合もある
かと思いますが、何か患者さんにアド
バイスされるコツはありますか。
　木村　日ごろエレベーターをなるべ
く使わないで階段を使いましょうとか、
駅を１つぐらいは歩きましょうとか。
　大西　ちょっとした工夫が重要だと
いうことですね。あとは、患者さんに
いろいろ説明をしなければいけないと
思うのですけれども、たまたま見つか
ると、けっこう不安がったり、いろい
ろな反応を起こされると思います。先
生はどのように説明されていますか。
　木村　先ほども言いましたけれども、
70歳を超えてくると10人に１人以上は
無症候性の脳梗塞が見つかります。そ
れが見つかったからといって、その後、
必ず脳梗塞になるとか、脳出血になる
わけではありません。あまり不安をあ
おるようなことを言う必要は全くない
と思います。これは年とともにみんな
出てくる一つの所見なんですよと私は
言っています。
　ただ、リスクファクターをコントロ
ールすることによって、その次の脳梗
塞を予防できます。脳梗塞のため認知
症を生じることもあります。生活習慣
を是正してもらうことが大事かと思い
ます。
　大西　認知症がかかわっているとい
うことですね。
　木村　そうですね。
　大西　かなり重要ですね。あとは、

ご高齢の方が増えてきますから、加齢
もかなり関係がありますか。
　木村　年齢は一番のリスクファクタ
ーです。年齢は変えようがないから。
　大西　脳ドックでたまたま小さい梗
塞の跡みたいなものが見つかりますよ
ね、古いものとか。心配ないと言って
しまう場合もあるのですけれども、や
はりそういう方もきっちり生活習慣と
かは是正していただくということなの
ですか。
　木村　それが大事だと思います。
　大西　諸外国、欧米とかの状況もだ
いたい似ているのでしょうか。
　木村　脳ドックというのは日本だけ
です。欧米では隠れ脳梗塞を探すため
に検査するという文化はないと思いま
す。
　大西　あまりやらないですよね。だ
いぶ状況が違うのかなと思ったのです
けれども。
　木村　全然違うと思います。
　大西　お話をうかがうと、むしろネ
ガティブにとらえるよりも、早く見つ
けて予防につなげていくのが重要なよ
うに思ったのですけれども。
　木村　そのとおりだと思います。そ
のために脳の検査をして脳梗塞を予防
するために生活習慣病を変えると、脳
にもいいし、心臓にもいいということ
につながると思います。
　大西　脳ドックもよくお勧めするの
ですけれども、何もない人に勧めるの

　大西　心房細動ですね。
　木村　そうですね。心房細動は脳梗
塞のリスクが高いので必ずチェックい
たします。
　大西　下肢の血管なども調べるので
しょうか。
　木村　もちろん鼠径部に血管雑音が
ないか、足背動脈に、きちんと触れる
かどうかチェックするのも大事なこと
だと思います。
　大西　血管の所見や動脈硬化の所見
など、いろいろ気をつけていくという
ことですね。
　木村　圧倒的に脳梗塞が多いです。
　大西　治療といいますか、予防が重
要なのかもしれませんけれども、その
あたりを詳しく教えていただけますか。
　木村　まず無症候性脳梗塞が見つか
った場合、脳の血管障害ですから、脳
の血管自体をMRAやCT angiography
で異常がないか見るということが大事
です。大きな首の血管に狭窄があると
か、中大脳動脈に狭窄がある場合は要
注意ということになります。大きな血
管に異常がなく大きな梗塞が見つかる
場合は、心臓に塞栓源がないかが疑わ
しくなります。一番多いのは心房細動
です。心房細動が隠れていないかとい
うことを疑います。
　大西　いろいろなリスクファクター
のお話がありましたけれども、そのあ
たりのコントロールも重要になってく
るということですね。

　木村　それが一番大事です。
　大西　その過程で最近よく抗血小板
薬を使いますけれども、そのあたりで
何か課題はありますか。
　木村　抗血小板薬が無症候性脳梗塞
に対して有効であるというデータはあ
りません。基本的に我々は抗血小板薬
は使いません。使うことによって脳出
血のリスクは確実に上がりますので、
基本的には使わないということになり
ます。大きな血管、首の血管が90％狭
窄がある場合は、よく患者さんと相談
して薬を使うことはあります。
　大西　その辺を気をつければ相当発
症が予防できるものなのでしょうか。
　木村　脳卒中は基本的には予防でき
る病気です。血圧と糖尿病、脂質異常
症、あと喫煙などですね。
　大西　生活習慣の是正が非常に重要
になってくるのですね。
　木村　そのとおりだと思います。
　大西　何か具体的に患者さんにご指
導されていますか。
　木村　運動をしましょう、１日に
7,000歩歩きましょうとか、お酒ですね。
たばこを吸われている方は必ずやめる
ように言っています。喫煙はよくない
ですね。
　大西　かなりのリスクファクターで
すね。
　木村　一番やめて効果があるリスク
ファクターだと思います。
　大西　運動もなかなかたいへんだと
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もどうかとは思うのですが、背景に生
活習慣があるような方には積極的に、
年に１回ぐらいはMRIとかMRAなど
を行ったほうがよいのでしょうか。
　木村　確かにリスクファクターが多
い人は検査されたほうがよいと思いま
す。
　大西　糖尿病の人や高血圧の方など
もいらっしゃいますよね。
　木村　特に動脈硬化のリスクがあり、
高齢の方は、一度は検査されることを
おすすめします。
　大西　このあたりの最近の知見や将
来の課題など、何かありますか。今後
ますます見つかってくるような気もす
るのですけれども。
　木村　今、MRIでT２＊とかSWIで検
査すると、マイクロブリーズという小
さな出血が見つかることがあります。
それも脳卒中の今後の脳梗塞、脳出血
のリスクだといわれていますし、認知
症のリスクだともいわれています。そ
ういう研究も今進んでいるところです。
　大西　画像検査もだいぶ進歩してき
たということですね。
　木村　すごい進歩です。
　大西　大きな施設でないと細かいと
ころまではできないのでしょうか。
　木村　そんなことはありません。今
MRIをやられているところはまず撮れ

ると思います。
　大西　そういう細かい病変も見つけ
ていけるような時代になったというこ
とですね。
　木村　そうですね。
　大西　頻度から、たまたま見つかる
と、９割以上は脳梗塞の跡なのですか。
何となくそんな感じがしているのです
が。
　木村　そのとおりだと思います。脳
梗塞が圧倒的に多いです。
　大西　たまたま小さい出血みたいな
ものを見つけることもありますか。
　木村　あります。１割弱ですけれど
も、いらっしゃいます。
　大西　先ほどお話に出た認知症につ
ながるような、MRIの疑わしい所見な
どはあるのでしょうか。こういう場合
は気をつけたほうがいいとか。
　木村　マイクロブリーズが脳の後頭
葉にたくさんありますと、アミロイド
アンギオパチーといい、今後、認知症
に移っていく可能性が高いといわれて
います。もちろん、脳の萎縮とか、海
馬の萎縮がある方も要注意です。
　大西　ますますそのあたりの評価が
重要だということですね。
　木村　そうですね。
　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（Ⅳ）

富山大学脳神経外科教授
黒　田　　敏

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　無症候性脳血管障害、その中
で頸部あるいは脳主幹動脈の狭窄につ
いてうかがいます。
　黒田　脳の血管というのは、左右の
頸動脈と左右の椎骨動脈ということで、
４本の血管から脳は栄養をもらってい
ますけれども、頸部での動脈の狭窄の
場合には頸動脈の狭窄が一番問題にな
ると思います。頭蓋内の動脈に関して
は、すべての領域で狭窄が発生するリ
スクがあると考えます。
　齊藤　その中で、ターゲットとなる
のは太い頭蓋内動脈ということですか。
　黒田　頭蓋内の内頸動脈、あるいは
中大脳動脈といった脳の太い動脈です。
そういったところの狭窄を持っている
方というのは比較的多いと考えたほう
がいいと思います。
　齊藤　発見されるきっかけはどうい
ったことが多いでしょうか。
　黒田　多くの場合は糖尿病、高血圧、
高脂血症といった生活習慣病を持って
いる患者さんの診療の中で、内科の医
師がリスクの評価をしようということ

でスクリーニングの検査を行った場合
も発見されますが、日本の特徴として
は脳ドックというものが非常に盛んに
行われていますので、脳ドックをして
たまたま見つかることが多いのではな
いかと思います。
　齊藤　具体的にはエコーなどでしょ
うか。
　黒田　そうですね。頸部の頸動脈の
場合にはエコーを使うことで簡単に狭
窄があることがわかります。ただ、頭
蓋内に関しては、頭蓋骨があって、な
かなかエコーは難しいので、MRIを使
った血管撮影、いわゆるMR angiog-
raphyが診断のきっかけになることが
多いと思います。
　齊藤　頸動脈あるいは頭蓋内の太い
動脈の狭窄について、日本人に何か特
性があるのですか。
　黒田　日本人を含めたアジア人では、
元来は頭蓋内の動脈狭窄が非常に多く
て、西洋人より比率が高いということ
がいわれていました。近年、おそらく
食生活や生活習慣など、いろいろなこ

無症候性脳血管障害
（3）無症候性頸部・脳主幹動脈狭窄
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