
脳卒中対策の最新情報（Ⅴ）

慶應義塾大学神経内科専任講師
伊　澤　良　兼

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　脳アミロイドアンギオパチー
ということでうかがいます。
　脳アミロイドアンギオパチーとはど
ういうものなのでしょうか。
　伊澤　いわゆる脳の血管壁に限局し
たアミロイドーシスになりまして、主
に大脳の髄膜あるいは皮質の血管に沈
着する疾患です。
　齊藤　ほかの部位はどうなのでしょ
うか。
　伊澤　一番多いのは後頭葉の変化が
特徴的といわれていますが、逆に大脳
白質、基底核、脳幹といった部位の血
管には変化はきたさないといわれてい
ます。
　齊藤　アミロイドはどのようにでき
るのですか。
　伊澤　いわゆる脳の間質から生じて、
その後、動脈周囲の経路を経て血管内
に排泄されるプロセスが考えられてい
ますが、この中でアミロイドβ40を中
心に沈着すると考えられています。し
かし、その血管に沈着するメカニズム
の詳細はまだ明らかではないと思いま

す。
　齊藤　いろいろな型があるのですか。
　伊澤　一番多いのはいわゆるアミロ
イドβ型になるかと思いますが、この
ほかにもその構成蛋白から分類すると、
家族性アミロイドポリニューロパチー
をきたすトランスサイレチン型、ある
いはシスタチンC型、ゲルソリン型な
どがあります。
　齊藤　孤発性アミロイドβ型はどう
いったものでしょうか。
　伊澤　これは年齢とともに有病率が
上昇するといわれていまして、60歳 
以上になると、約半数でnon-familial 
angiopathyを認めるという報告もあり
ます。また、そのリスクの関連遺伝子
としては、アポリポ蛋白、アポEの特
定のアレルとの相関が報告されていま
す。沈着しやすい部位としては、先ほ
ど申し上げたとおり、大脳皮質では後
頭葉が挙げられると思います。
　齊藤　沈着していて、さらに症状が
劇的に起こる場合には、そこに出血が
起こるのでしょうか。

その他の脳血管障害
（5）脳アミロイドアンギオパチー

　伊澤　そうですね。一番臨床症状で
問題になるのは繰り返す出血になるか
と思います。脳表型の脳出血が一番よ
く知られているかと思いますが、これ
以外にも限局したくも膜下出血や、脳
表ヘモジデリン沈着、こういうものが
脳アミロイドアンギオパチーに関連す
る出血性の変化として知られています。
また、MRIで検出される微小出血にも
関連があります。
　齊藤　通常の脳出血では高血圧合併
が多いですが、あまりそれはないので
すか。
　伊澤　必ず高血圧があるというので
はなく、低血圧、正常血圧でも出血す
るのが一つの特徴になりますし、いわ
ゆる基底核、視床、こういう高血圧性
脳出血を起こす場所とは部位が異なっ
てきます。
　齊藤　MRIでは何か特徴的なものが
見えるのですか。
　伊澤　いわゆる皮質あるいは皮質直
下の出血、微小出血が特徴になってき
ますし、先ほど申し上げた脳表ヘモジ
デリン沈着、中でも大脳皮質の一部に
限局したタイプは皮質の脳表ヘモジデ
リン沈着と呼びますが、アミロイドア
ンギオパチーが原因といわれています。
　齊藤　それがまた一過性のいろいろ
な症状を起こしてくるのですね。
　伊澤　まだあまりよく知られていな
い現象かと思うのですが、いわゆる一
過性の局在性神経症候（TFNE）と申

しますが、一過性の麻痺、感覚障害、
高次機能障害などが皮質脳表ヘモジデ
リン沈着によって起こるということが
知られています。原因としては、限局
性のてんかんや血管攣縮が関与してい
るという報告があります。
　齊藤　出血以外にも症状を起こすこ
とがあるのですか。
　伊澤　出血以外にも様々な症状が起
こることがあります。例えば、アミロ
イドアンギオパチー、これは白質病変
や微小梗塞を伴うことも一つの特徴で
す。いわゆる皮質穿通枝の内腔が狭小
化して慢性的な血流低下になり、それ
が血液脳関門を破綻させて白質病変の
形成を促進するという考え方がありま
す。
　齊藤　これに関して炎症が起こるこ
ともあるのですか。
　伊澤　脳アミロイドアンギオパチー
の関連炎症というものがあります。い
わゆるアミロイドが原因となった血管
炎になりますが、症状としては、急性、
亜急性に進行する認知機能障害や、頭
痛、けいれんなどを呈することが多い
と思います。半盲、空間無視、こうい
う高次機能障害、片麻痺など、様々な
症状が出ますので、症状だけで判断す
るのは難しいかもしれません。
　検査は入院して評価することになり
ますが、髄液で細胞や蛋白などが約半
数の患者さんで上昇しているという報
告もありますし、あるいは髄液に抗ア
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ミロイドβ抗体が検出されるという報
告もあります。いずれも自己免疫機序
による血管炎だろうと思います。
　齊藤　画像診断もありますか。
　伊澤　そうですね。一番重要なのが
T２強調画像、あるいはFLAIRで白質
の高信号が非対称性に見られるところ
がポイントだと思います。この場合、
いわゆる高血圧脳症など可逆性の白質
脳症や中枢神経血管炎などが鑑別とし
て考える必要があるかと思います。
　齊藤　炎症については治療がありう
るということですか。
　伊澤　ステロイドによる治療を行う
ことが多いと思います。この多くが可
逆性といわれていますので、認知機能
障害の中でも治癒できる可能性がある
一つの疾患という認識が必要かと思い
ます。
　齊藤　まとめていただくと、どうい
うことをするのでしょうか。
　伊澤　微小出血、あるいは脳表のヘ
モジデリン沈着、大脳白質病変、それ
から血管周囲腔の拡大などが頭のMRI
で確認できた場合には、脳アミロイド
アンギオパチーの存在が示唆されるか
と思います。MRIの中ではグラディエ
ントエコー法、いわゆるT２＊、あるい
は磁化率強調画像（SWI）、こういう
手法を用いた検出が有用かと思います。
　齊藤　MRIが非常に有用ということ
ですが、アミロイドとの関連からする
と間接的ということになるのですか。

　伊澤　おっしゃるとおりです。MRI
は形態による変化、評価を行うだけに
なるので、アミロイドがそこにあるか
どうかはわかりません。あくまでアミ
ロイド沈着による血管変化を間接的に
見ていることになります。この点では、
将来的にはアミロイドPETの撮像によ
って血管、脳実質が変化する前にアミ
ロイド沈着をとらえることは可能にな
るだろうと思います。PETを行った場
合でも、脳アミロイドアンギオパチー
といわゆるアルツハイマー病の区別な
どが問題になるケースもあると思いま
すし、この場合はトレーサーの集積能
とか、あるいは後頭葉への集積の比率
が高いことなどを含めて鑑別の参考に
することになると思います。
　齊藤　この疾患を起こしてくる患者
像、リスク因子は特に言われていない
のですか。
　伊澤　そこは先ほど申し上げた一つ
のアポリポE蛋白遺伝子が関連すると
いわれています。
　齊藤　となると、いわゆる予防対策
としては今、特にはっきり勧められて
いるものはないのですね。
　伊澤　最近いわれているのが、アル
ツハイマー病とリスク因子の背景が重
複しているのではないかという考え方
です。例えば高血圧、糖尿病が発症と
関連するのではないか、共通の機序と
してあるのではないかという考え方で
す。

　一方で、１回発症してしまった場合
に対する治療がなかなか難しくて、脳
血管に沈着するのを防ぐ治療は今のと
ころは残念ながらありませんし、脳出
血を起こした場合、この予防手段も確
立されてはいません。高血圧を合併し
ているケースにおいては、血圧の管理
をしっかり行うことが推奨されると思
います。
　齊藤　当然のことながら、抗血栓薬
使用もあまりお勧めではないのですね。
　伊澤　アミロイドアンギオパチーは
再発する出血がポイントになりますの
で、抗血栓薬の投薬は避けるようにガ
イドラインにも記載があります。特に

くも膜下出血の既往があるケースとか、
皮質脳表ヘモジデリン沈着が複数箇所
にあるケースは非常に出血リスクが高
いと考えられていますので、抗血栓療
法の適応については慎重に考える必要
があると思います。
　齊藤　外科的なアプローチも基本的
にないのでしょうか。
　伊澤　ご指摘のとおりで、今のとこ
ろ、ガイドラインにもありますが、い
わゆる血腫の吸引術が保存的治療より
も転帰がよいという根拠はまだありま
せん。これについては今後の評価が必
要になってくると思います。
　齊藤　ありがとうございました。
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