
脳卒中対策の最新情報（Ⅳ）

慶應義塾大学脳神経外科専任講師
堀　口　　崇

（聞き手　大西　真）

　大西　堀口先生、慢性硬膜下血腫に
ついてお話をうかがいたいと思います。
　まず、慢性硬膜下血腫がどのように
発生、形成されるかについて教えてい
ただけますか。
　堀口　医学では、慢性という言葉は
３週間以上経過したという意味合いを
もって使われることが多いです。３週
間以上の経過でゆっくり、硬膜という
脳を包んでいる膜の下に流動性の血液、
固まっていない血液ですけれども、こ
れがたまってくる病気が慢性硬膜下血
腫です。
　多くの場合、高齢者に見られるのが
特徴です。次に頭部外傷、頭をぶつけ
ている既往のある方が3/4を占めると
いわれていますが、約1/4の方は頭部
外傷の既往があまりはっきりしないと
いうこともあります。
　大西　なかなかはっきりしないケー
スというのは、自然にできているとい
うのもあるのでしょうか。あるいは、
外傷の既往がはっきりしないとか。
　堀口　ぶつけたのをはっきりと覚え

ていらっしゃらない可能性もあるので
すが、実は頭に揺れるような衝撃が加
わることで起こることもありますので、
直接頭部を打撲していなくても、尻も
ちを比較的激しくついたというような
ケースでも起こることはあるのです。
そういった方はいらっしゃるのではな
いかと思います。
　大西　それでは次に、臨床症状とし
てはどういったものが挙げられるので
しょうか。
　堀口　ゆっくり血液がたまってくる
のが特徴ですので、徐々に悪くなって
くるというのが一つ重要なキーワード
になると思います。成人で、特に比較
的若めの方の場合には、頭痛が強く出
たり、それから片麻痺、右半身あるい
は左半身の手や足に力がうまく入らな
い、あるいはしゃべりづらいといった
ような症状を出されることが多いと思
います。一方で高齢の方になってきま
すと、ある程度硬膜下にスペースがあ
りますので、血腫がたまってきても、
若い方のような巣症状ではなく、認知

症と間違われるような、最近ちょっと
おかしな行動をとるようになった、記
憶障害が進んだ、尿・便を失禁するよ
うになったといったような症状で出る
場合もあります。
　脳卒中と間違いやすい特徴は、慢性
硬膜下血腫、古いものがたまっていた
ところに突然また頭をぶつけるとか、
いろいろなことで新しく出血した場合、
先ほどまで大丈夫だった、あるいはき
のうまで大丈夫だった方が突然片麻痺
が出る、意識が悪くなるといった症状
が出て、血管が詰まった、あるいは切
れたのではないかというような発症様
式を示すということです。
　大西　特にご高齢の場合は疑うのが
案外難しいですね。
　堀口　最近元気がないというような
こともありますし、私の経験した症例
では、ひとり暮らしのご高齢の方で、
最近連絡が取れないので家に行ってみ
たら玄関先で倒れていて、病院に連れ
てきてCTを撮るとこの病気だったと
いうことがわかるというように、いろ
いろな発症様式がありますので、なか
なか気づくのが難しいかもしれません。
　大西　まず疑ってみるということで
すね。次に検査、診断についてうかが
いたいのですが、まずCTを撮るとい
うことになるのでしょうか。
　堀口　そうですね。特に頭痛だけの
場合でも、先ほどから申し上げている
ようなこの病気の特徴に合致するよう

な方の場合には、頭部CTを撮影して
診断をつけるというのが一般的だと思
います。
　CTでは、一般的な出血は白く写る
わけですけれども、慢性硬膜下血腫の
場合には、どの程度脳脊髄液の成分、
透明な水分が混ざっているかによって
多少色合いが変わってきます。ですの
で、イメージしているほど白くは写ら
ない。中には灰色っぽく、ちょうど脳
と同じような色合いの血腫で写ること
もありますので、その場合には正中偏
位とか、脳室が片方だけゆがんでいな
いかといったような圧迫の所見に着目
するのも一つ重要なポイントだと思い
ます。
　大西　MRIも有用な場合があるので
しょうか。
　堀口　必ずしも全例で撮れるわけで
はない検査ですけれども、CTで一見
わかりにくいような血腫、特に両側性
の場合はなかなか正中がずれません。
これがMRIですと信号強度の違いが如
実に出ますので、診断としては非常に
やりやすいと思いますし、様々な角度、
矢状断や冠状断でも撮ることができま
すので、血腫の広がりがわかりやすい
という点ではCTよりも優れていると、
たまに感じられることがあります。
　大西　経過によるとは思うのですけ
れども、画像ではっきりしてくるには
けっこう時間がかかるわけですね。
　堀口　そうですね。特に頭部外傷で

その他の脳血管障害
（1）慢性硬膜下血腫
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　大西　堀口先生、慢性硬膜下血腫に
ついてお話をうかがいたいと思います。
　まず、慢性硬膜下血腫がどのように
発生、形成されるかについて教えてい
ただけますか。
　堀口　医学では、慢性という言葉は
３週間以上経過したという意味合いを
もって使われることが多いです。３週
間以上の経過でゆっくり、硬膜という
脳を包んでいる膜の下に流動性の血液、
固まっていない血液ですけれども、こ
れがたまってくる病気が慢性硬膜下血
腫です。
　多くの場合、高齢者に見られるのが
特徴です。次に頭部外傷、頭をぶつけ
ている既往のある方が3/4を占めると
いわれていますが、約1/4の方は頭部
外傷の既往があまりはっきりしないと
いうこともあります。
　大西　なかなかはっきりしないケー
スというのは、自然にできているとい
うのもあるのでしょうか。あるいは、
外傷の既往がはっきりしないとか。
　堀口　ぶつけたのをはっきりと覚え

ていらっしゃらない可能性もあるので
すが、実は頭に揺れるような衝撃が加
わることで起こることもありますので、
直接頭部を打撲していなくても、尻も
ちを比較的激しくついたというような
ケースでも起こることはあるのです。
そういった方はいらっしゃるのではな
いかと思います。
　大西　それでは次に、臨床症状とし
てはどういったものが挙げられるので
しょうか。
　堀口　ゆっくり血液がたまってくる
のが特徴ですので、徐々に悪くなって
くるというのが一つ重要なキーワード
になると思います。成人で、特に比較
的若めの方の場合には、頭痛が強く出
たり、それから片麻痺、右半身あるい
は左半身の手や足に力がうまく入らな
い、あるいはしゃべりづらいといった
ような症状を出されることが多いと思
います。一方で高齢の方になってきま
すと、ある程度硬膜下にスペースがあ
りますので、血腫がたまってきても、
若い方のような巣症状ではなく、認知

症と間違われるような、最近ちょっと
おかしな行動をとるようになった、記
憶障害が進んだ、尿・便を失禁するよ
うになったといったような症状で出る
場合もあります。
　脳卒中と間違いやすい特徴は、慢性
硬膜下血腫、古いものがたまっていた
ところに突然また頭をぶつけるとか、
いろいろなことで新しく出血した場合、
先ほどまで大丈夫だった、あるいはき
のうまで大丈夫だった方が突然片麻痺
が出る、意識が悪くなるといった症状
が出て、血管が詰まった、あるいは切
れたのではないかというような発症様
式を示すということです。
　大西　特にご高齢の場合は疑うのが
案外難しいですね。
　堀口　最近元気がないというような
こともありますし、私の経験した症例
では、ひとり暮らしのご高齢の方で、
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てきてCTを撮るとこの病気だったと
いうことがわかるというように、いろ
いろな発症様式がありますので、なか
なか気づくのが難しいかもしれません。
　大西　まず疑ってみるということで
すね。次に検査、診断についてうかが
いたいのですが、まずCTを撮るとい
うことになるのでしょうか。
　堀口　そうですね。特に頭痛だけの
場合でも、先ほどから申し上げている
ようなこの病気の特徴に合致するよう

な方の場合には、頭部CTを撮影して
診断をつけるというのが一般的だと思
います。
　CTでは、一般的な出血は白く写る
わけですけれども、慢性硬膜下血腫の
場合には、どの程度脳脊髄液の成分、
透明な水分が混ざっているかによって
多少色合いが変わってきます。ですの
で、イメージしているほど白くは写ら
ない。中には灰色っぽく、ちょうど脳
と同じような色合いの血腫で写ること
もありますので、その場合には正中偏
位とか、脳室が片方だけゆがんでいな
いかといったような圧迫の所見に着目
するのも一つ重要なポイントだと思い
ます。
　大西　MRIも有用な場合があるので
しょうか。
　堀口　必ずしも全例で撮れるわけで
はない検査ですけれども、CTで一見
わかりにくいような血腫、特に両側性
の場合はなかなか正中がずれません。
これがMRIですと信号強度の違いが如
実に出ますので、診断としては非常に
やりやすいと思いますし、様々な角度、
矢状断や冠状断でも撮ることができま
すので、血腫の広がりがわかりやすい
という点ではCTよりも優れていると、
たまに感じられることがあります。
　大西　経過によるとは思うのですけ
れども、画像ではっきりしてくるには
けっこう時間がかかるわけですね。
　堀口　そうですね。特に頭部外傷で

その他の脳血管障害
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心配されて１週間や２週間後に来られ
る方の場合、水腫、いわゆる黒いlow 
densityで見られる場合や、それから十
分な量がたまっていないようなケース
もあります。はっきりとわかるように
なるには時間が必要で、先ほど３週間
と申し上げましたけれども、それぐら
いで撮るのがタイミングとしてはいい
のではないかと思っています。
　大西　少し経過をフォローして、繰
り返すことも必要になる場合もあると
いうことですか。
　堀口　それは必要だと思います。
　大西　それでは次に治療方針につい
て教えていただけますか。
　堀口　慢性硬膜下血腫は、一般的に
は症状を持って病院に来られる方が多
いので、その症状の程度にもよるので
すが、症候性になっているものはたま
っている血腫を減らす必要があります。
この場合、最も効果があるのは手術で
す。ただ先ほど申し上げたとおり、流
動性の血液、液体ですので、比較的小
さな穴で血腫を外へ出すことが可能で
す。
　したがいまして、手術は一般的には
局所麻酔で、穿頭と呼んでいますけれ
ども、だいたい１円玉ぐらいの大きさ
の穴を頭蓋骨に開け、その下の硬膜を
切開し、この血腫を包んでいる被膜を
確認して切開する。すると、中からた
まっている流動性の血液が噴出すると
いうかたちで頭の中の内圧を下げるこ

とができます。
　あとは、それを洗浄するような場合
もありますし、ドレーン、管を入れて
たまっている血液を半日から１日かけ
て出して、出なくなったらドレーンを
抜くという方法で治療するのが一般的
ではないかと思います。
　大西　比較的侵襲はそんなに強くな
いということですね。
　堀口　ご高齢の方に行われることも
多いですし、そんなに手術としての難
易度は高くはないのですけれども、や
はり高齢者に手術を行うことに加えて、
穿頭という手技に伴うわずかながらの
リスクはあります。けれども、一般的
にはそんなに侵襲は強くないものと理
解しています。
　大西　多くのケースで手術になるこ
とが多いのでしょうか。
　堀口　症候性のものはまず治療とし
て手術を行うと思います。中には偶然
見つかる慢性硬膜下血腫もありますの
で、これはご本人の症状や、あとはた
まり具合を画像で判断し、１週間後に
また来てくださいといったような経過
観察に回す場合もあります。
　大西　何か薬物で有効なものはある
のでしょうか。
　堀口　これは必ずしも保険適用にな
っていないものもありますけれども、
よく最近使われるのは漢方薬で利尿作
用を持っている五苓散、あるいは柴苓
湯といったものが使われます。また、

イブジラスト、あるいはアンジオテン
シンコンバーティングエンザイム阻害
薬なども、血腫被膜の出血を増強する
因子をブロックするということが知ら
れていますので、高血圧でこういった
薬をのんでいらっしゃる方には比較的
トライしやすいのかなと思います。
　いずれも一般的には保険適用になっ
ていませんし、確実なものではないと
いうことです。ただ、有用だと感じる
ことは多々あります。
　大西　経過観察例とか、そういった
もので使えるわけですね。
　堀口　そうですね。再発例などでも
そうです。
　大西　そうしますと、予後・再発に
関してはいかがでしょうか。
　堀口　これもほぼ８割方の方は１回
の手術で完治、根治に持っていけると
思うのですけれども、20％程度の方は
またたまってくるといったようなこと
を経験します。実際に、さらに再手術
が必要かどうかというと、また半分ぐ
らいには減るので、トータルでは10％
程度の方はもう一回手術をするという
ことになるのですが、ご高齢の方はど
うしても硬膜下のスペースが空いてい
ますので、１回の手術で完全にそこを
閉塞させるというのは無理なのです。
そこでまた次の衝撃が加わる、あるい
は最近問題になっていますのは、抗血

小板剤あるいは抗凝固薬などをのまれ
ている方が多いものですから、それに
よって再出血が助長されるといったこ
ともありまして、その場合には２回目、
場合によっては３回目の手術が必要に
なるケースもあります。
　本当に難治性の場合には、中硬膜動
脈から血腫の被膜が造影される所見が
あるということが知られていますので、
カテーテルを使って中硬膜動脈を塞栓
する。やや侵襲度は上がりますけれど
も、これでコントロールするという方
法も報告されています。
　大西　先ほど出ました抗血小板薬等
の血液さらさらの薬ですか、あれで慢
性的な血腫ができるケースも中にはあ
るのでしょうか。
　堀口　血腫が薬だけでできるわけで
はないと思いますけれども、何らかの
外傷が、本来であればそこまで血腫に
ならないというものでも、やや外傷の
影響を強くしてしまうことはあります。
そういった薬をどこで再開するかにも
よるのですが、再発という方の中には
その手の薬をのまれている方が多いと
いう印象があります。
　大西　その辺は気をつけなければい
けないということですね。
　堀口　そうですね。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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心配されて１週間や２週間後に来られ
る方の場合、水腫、いわゆる黒いlow 
densityで見られる場合や、それから十
分な量がたまっていないようなケース
もあります。はっきりとわかるように
なるには時間が必要で、先ほど３週間
と申し上げましたけれども、それぐら
いで撮るのがタイミングとしてはいい
のではないかと思っています。
　大西　少し経過をフォローして、繰
り返すことも必要になる場合もあると
いうことですか。
　堀口　それは必要だと思います。
　大西　それでは次に治療方針につい
て教えていただけますか。
　堀口　慢性硬膜下血腫は、一般的に
は症状を持って病院に来られる方が多
いので、その症状の程度にもよるので
すが、症候性になっているものはたま
っている血腫を減らす必要があります。
この場合、最も効果があるのは手術で
す。ただ先ほど申し上げたとおり、流
動性の血液、液体ですので、比較的小
さな穴で血腫を外へ出すことが可能で
す。
　したがいまして、手術は一般的には
局所麻酔で、穿頭と呼んでいますけれ
ども、だいたい１円玉ぐらいの大きさ
の穴を頭蓋骨に開け、その下の硬膜を
切開し、この血腫を包んでいる被膜を
確認して切開する。すると、中からた
まっている流動性の血液が噴出すると
いうかたちで頭の中の内圧を下げるこ

とができます。
　あとは、それを洗浄するような場合
もありますし、ドレーン、管を入れて
たまっている血液を半日から１日かけ
て出して、出なくなったらドレーンを
抜くという方法で治療するのが一般的
ではないかと思います。
　大西　比較的侵襲はそんなに強くな
いということですね。
　堀口　ご高齢の方に行われることも
多いですし、そんなに手術としての難
易度は高くはないのですけれども、や
はり高齢者に手術を行うことに加えて、
穿頭という手技に伴うわずかながらの
リスクはあります。けれども、一般的
にはそんなに侵襲は強くないものと理
解しています。
　大西　多くのケースで手術になるこ
とが多いのでしょうか。
　堀口　症候性のものはまず治療とし
て手術を行うと思います。中には偶然
見つかる慢性硬膜下血腫もありますの
で、これはご本人の症状や、あとはた
まり具合を画像で判断し、１週間後に
また来てくださいといったような経過
観察に回す場合もあります。
　大西　何か薬物で有効なものはある
のでしょうか。
　堀口　これは必ずしも保険適用にな
っていないものもありますけれども、
よく最近使われるのは漢方薬で利尿作
用を持っている五苓散、あるいは柴苓
湯といったものが使われます。また、

イブジラスト、あるいはアンジオテン
シンコンバーティングエンザイム阻害
薬なども、血腫被膜の出血を増強する
因子をブロックするということが知ら
れていますので、高血圧でこういった
薬をのんでいらっしゃる方には比較的
トライしやすいのかなと思います。
　いずれも一般的には保険適用になっ
ていませんし、確実なものではないと
いうことです。ただ、有用だと感じる
ことは多々あります。
　大西　経過観察例とか、そういった
もので使えるわけですね。
　堀口　そうですね。再発例などでも
そうです。
　大西　そうしますと、予後・再発に
関してはいかがでしょうか。
　堀口　これもほぼ８割方の方は１回
の手術で完治、根治に持っていけると
思うのですけれども、20％程度の方は
またたまってくるといったようなこと
を経験します。実際に、さらに再手術
が必要かどうかというと、また半分ぐ
らいには減るので、トータルでは10％
程度の方はもう一回手術をするという
ことになるのですが、ご高齢の方はど
うしても硬膜下のスペースが空いてい
ますので、１回の手術で完全にそこを
閉塞させるというのは無理なのです。
そこでまた次の衝撃が加わる、あるい
は最近問題になっていますのは、抗血

小板剤あるいは抗凝固薬などをのまれ
ている方が多いものですから、それに
よって再出血が助長されるといったこ
ともありまして、その場合には２回目、
場合によっては３回目の手術が必要に
なるケースもあります。
　本当に難治性の場合には、中硬膜動
脈から血腫の被膜が造影される所見が
あるということが知られていますので、
カテーテルを使って中硬膜動脈を塞栓
する。やや侵襲度は上がりますけれど
も、これでコントロールするという方
法も報告されています。
　大西　先ほど出ました抗血小板薬等
の血液さらさらの薬ですか、あれで慢
性的な血腫ができるケースも中にはあ
るのでしょうか。
　堀口　血腫が薬だけでできるわけで
はないと思いますけれども、何らかの
外傷が、本来であればそこまで血腫に
ならないというものでも、やや外傷の
影響を強くしてしまうことはあります。
そういった薬をどこで再開するかにも
よるのですが、再発という方の中には
その手の薬をのまれている方が多いと
いう印象があります。
　大西　その辺は気をつけなければい
けないということですね。
　堀口　そうですね。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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