
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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常に普及してきています。足の大腿動
脈からカテーテルを入れて、バルーン
カテーテルで頸動脈の細いところを拡
張させた後に、心臓の冠動脈と同じよ
うに、ステントを頸動脈のところに置
いてくる、頸動脈ステント留置術とい
うのが最近は非常に増えてきていて、
あちこちで実施されています。現在は
外科手術と血管内治療の２つが並行し
て行われているような状況です。
　齊藤　手術の合併症にはどういった
ことがありえますか。
　黒田　手術の場合には、脳梗塞のリ
スクがあったり、頸動脈を露出する際
には、頸動脈の周りには喉のほうに行
く神経が非常にたくさんありますので、
そういった神経の損傷を起こしてしま
うと声がかすれてしまったり、物の飲
み込みが悪くなったりということが起
こりえます。そのあたりは非常に注意
が必要だと思います。
　齊藤　そうしますと、熟達した症例
数の多い外科医を探すという作業を先
生方に行っていただくということにな
るのでしょうか。
　黒田　例えば、日本脳卒中の外科学
会のホームページに入っていただきま
すと、我々が創設しました脳卒中の外
科の技術認定医というのが全国におり
ますので、手術をしてもらう先生を探
す上では有用だと思いますし、もちろ

ん血管内治療に関しても同じことが言
えると思います。
　齊藤　血管内治療には問題点はある
のでしょうか。
　黒田　頸動脈の細いところを広げる
際にアテローマが壊れてしまって、血
流に乗って脳梗塞を起こしてしまうと
いうこともありますし、かなり太いカ
テーテルを大腿動脈に一時的に刺しま
すので、その場所にあとで出血が起こ
ってしまうとか、そういったようなこ
とがあります。切る、切らないにかか
わらず、ある程度のリスクは考えて対
処しなければならないと思います。
　齊藤　頭蓋内の血管についてはどう
いったアプローチがあるのでしょうか。
　黒田　なかなか難しい問題で、現状
では脳卒中治療ガイドラインでも生活
習慣病の厳重な管理が一番であろうと
いわれています。
　齊藤　ということは、どちらも内科
的なオプティマムな治療をやった上で、
あとは外科の先生にお願いするタイミ
ングを見るということですね。そこは
かかりつけの医師が判断して早めにお
願いするということでしょうか。
　黒田　一度相談してみて、外科治療
をしないとしても、定期的な検査を繰
り返すといったようなことが重要かと
思います。
　齊藤　ありがとうございました。

との欧米化で、徐々に頸部の頸動脈に
狭窄を持つ方が増えてきています。病
気としてはかなり欧米化しているので
はないかと思います。
　齊藤　狭窄があって、今は無症候だ
としても、その後、どういうことが起
こってくると考えられますか。
　黒田　動脈が細いことによって、そ
の先の血流が減ってくるとか、動脈の
細いところから血栓が飛ぶということ
で、一過性脳虚血発作（TIA）が起こ
ったり、あるいはもっと大きな発作と
して脳梗塞が発生したりというリスク
があります。
　齊藤　今は高血圧治療で、より低い
血圧をめざす厳格な降圧がいわれてい
ますけれども、それに伴って、めまい
や脳血管不全などが起こりうる患者さ
んということですね。
　黒田　そうですね。狭窄が高度な方
の場合、血圧を下げ過ぎても脳の血流
が減少して、先生がおっしゃったよう
な発作が起こる方も、中には隠れてい
るのではないかと思います。
　齊藤　高血圧患者さんではこういっ
た検査を行ったほうがいいわけですね。
　黒田　高血圧、糖尿病、高脂血症と
いったような生活習慣病が多ければ多
いほど、あるいは重症であれば重症で
あるほど、脳の血管にこういった問題
が発生しているリスクは高くなってき
ていると思います。おっしゃるとおり、
スクリーニング検査はしておいたほう

がいいのではないかと思います。
　齊藤　さて、対策ですけれども、頸
動脈狭窄があれば、適切な生活習慣病
に対する治療をしっかりやることに加
えて、先生の専門性でいうとどうなり
ますか。
　黒田　例えば、狭窄の度合いがだい
ぶ大きな判断のウエートを占めている
と思います。例えば２割ぐらい細いと
か、半分ぐらい細いぐらいの場合には、
生活習慣病のより厳格な管理が中心に
なってくると思うのですけれども、狭
窄の度合いが７割、８割細くなってく
るといったような場合には、脳梗塞が
将来発生する頻度が高くなってきます
ので、発症する前に血管を広げるよう
な治療を実施するのも一つの方法だと
思います。
　齊藤　具体的にはどういう手技でし
ょうか。
　黒田　古くから外科治療が行われて
いまして、頸部のところを切開して頸
動脈を露出して、頸動脈を一時遮断し
て切って、中にある動脈硬化のアテロ
ーマ、あるいはプラークといわれる病
変を摘出して、また頸動脈を縫ってい
く、頸動脈内膜剝離術が昔から非常に
たくさん行われています。欧米の臨床
試験などでも、内科治療よりは、狭窄
が高度な場合、そして術者が非常に熟
達している場合には、非常に意義があ
るのではないかといわれてきています。
　もう一つは、最近は血管内治療が非
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常に普及してきています。足の大腿動
脈からカテーテルを入れて、バルーン
カテーテルで頸動脈の細いところを拡
張させた後に、心臓の冠動脈と同じよ
うに、ステントを頸動脈のところに置
いてくる、頸動脈ステント留置術とい
うのが最近は非常に増えてきていて、
あちこちで実施されています。現在は
外科手術と血管内治療の２つが並行し
て行われているような状況です。
　齊藤　手術の合併症にはどういった
ことがありえますか。
　黒田　手術の場合には、脳梗塞のリ
スクがあったり、頸動脈を露出する際
には、頸動脈の周りには喉のほうに行
く神経が非常にたくさんありますので、
そういった神経の損傷を起こしてしま
うと声がかすれてしまったり、物の飲
み込みが悪くなったりということが起
こりえます。そのあたりは非常に注意
が必要だと思います。
　齊藤　そうしますと、熟達した症例
数の多い外科医を探すという作業を先
生方に行っていただくということにな
るのでしょうか。
　黒田　例えば、日本脳卒中の外科学
会のホームページに入っていただきま
すと、我々が創設しました脳卒中の外
科の技術認定医というのが全国におり
ますので、手術をしてもらう先生を探
す上では有用だと思いますし、もちろ

ん血管内治療に関しても同じことが言
えると思います。
　齊藤　血管内治療には問題点はある
のでしょうか。
　黒田　頸動脈の細いところを広げる
際にアテローマが壊れてしまって、血
流に乗って脳梗塞を起こしてしまうと
いうこともありますし、かなり太いカ
テーテルを大腿動脈に一時的に刺しま
すので、その場所にあとで出血が起こ
ってしまうとか、そういったようなこ
とがあります。切る、切らないにかか
わらず、ある程度のリスクは考えて対
処しなければならないと思います。
　齊藤　頭蓋内の血管についてはどう
いったアプローチがあるのでしょうか。
　黒田　なかなか難しい問題で、現状
では脳卒中治療ガイドラインでも生活
習慣病の厳重な管理が一番であろうと
いわれています。
　齊藤　ということは、どちらも内科
的なオプティマムな治療をやった上で、
あとは外科の先生にお願いするタイミ
ングを見るということですね。そこは
かかりつけの医師が判断して早めにお
願いするということでしょうか。
　黒田　一度相談してみて、外科治療
をしないとしても、定期的な検査を繰
り返すといったようなことが重要かと
思います。
　齊藤　ありがとうございました。

との欧米化で、徐々に頸部の頸動脈に
狭窄を持つ方が増えてきています。病
気としてはかなり欧米化しているので
はないかと思います。
　齊藤　狭窄があって、今は無症候だ
としても、その後、どういうことが起
こってくると考えられますか。
　黒田　動脈が細いことによって、そ
の先の血流が減ってくるとか、動脈の
細いところから血栓が飛ぶということ
で、一過性脳虚血発作（TIA）が起こ
ったり、あるいはもっと大きな発作と
して脳梗塞が発生したりというリスク
があります。
　齊藤　今は高血圧治療で、より低い
血圧をめざす厳格な降圧がいわれてい
ますけれども、それに伴って、めまい
や脳血管不全などが起こりうる患者さ
んということですね。
　黒田　そうですね。狭窄が高度な方
の場合、血圧を下げ過ぎても脳の血流
が減少して、先生がおっしゃったよう
な発作が起こる方も、中には隠れてい
るのではないかと思います。
　齊藤　高血圧患者さんではこういっ
た検査を行ったほうがいいわけですね。
　黒田　高血圧、糖尿病、高脂血症と
いったような生活習慣病が多ければ多
いほど、あるいは重症であれば重症で
あるほど、脳の血管にこういった問題
が発生しているリスクは高くなってき
ていると思います。おっしゃるとおり、
スクリーニング検査はしておいたほう

がいいのではないかと思います。
　齊藤　さて、対策ですけれども、頸
動脈狭窄があれば、適切な生活習慣病
に対する治療をしっかりやることに加
えて、先生の専門性でいうとどうなり
ますか。
　黒田　例えば、狭窄の度合いがだい
ぶ大きな判断のウエートを占めている
と思います。例えば２割ぐらい細いと
か、半分ぐらい細いぐらいの場合には、
生活習慣病のより厳格な管理が中心に
なってくると思うのですけれども、狭
窄の度合いが７割、８割細くなってく
るといったような場合には、脳梗塞が
将来発生する頻度が高くなってきます
ので、発症する前に血管を広げるよう
な治療を実施するのも一つの方法だと
思います。
　齊藤　具体的にはどういう手技でし
ょうか。
　黒田　古くから外科治療が行われて
いまして、頸部のところを切開して頸
動脈を露出して、頸動脈を一時遮断し
て切って、中にある動脈硬化のアテロ
ーマ、あるいはプラークといわれる病
変を摘出して、また頸動脈を縫ってい
く、頸動脈内膜剝離術が昔から非常に
たくさん行われています。欧米の臨床
試験などでも、内科治療よりは、狭窄
が高度な場合、そして術者が非常に熟
達している場合には、非常に意義があ
るのではないかといわれてきています。
　もう一つは、最近は血管内治療が非
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