
脳卒中対策の最新情報（Ⅴ）

三重大学医学部脳神経内科教授
冨　本　秀　和

（聞き手　大西　真）

　大西　冨本先生、特に若年者の脳卒
中に焦点を当てまして、若年者の脳卒
中の現状や、どのような疾患があるか
を教えていただけたらと思います。
　まずはじめに、若年性脳卒中といい
ましても、定義はどうなっているので
しょうか。
　冨本　脳卒中自体が比較的50代ある
いは60代から起こり始めるものですか
ら、認知症と少し違って、若年の定義
が比較的あいまいなところがあります。
一般的に申しますと、50歳以下もしく
は40歳以下になります。
　大西　そうしますと、その年齢の脳
卒中にはどういった原因が多いと考え
られているのでしょうか。
　冨本　その点が非常に重要なポイン
トで、生活習慣病に起因する普通の脳
梗塞が早く出てしまうタイプが実は４
割ぐらいあるのです。
　大西　多いのですね。
　冨本　ですから、若年性脳卒中とい
っても、そういった普通の脳卒中、生
活習慣病に起因したものがあるのが重

要なポイントです。
　大西　アテローム性や心原性ですね。
　冨本　そういうことになります。
　大西　そうしますと、血圧が高かっ
たり、糖尿病や心房細動があったりす
る、いわゆる普通の生活習慣病になる
のですね。
　冨本　はい。
　大西　そのほかには何か遺伝性のも
のも入っているのでしょうか。
　冨本　全体ではまれになりますが、
遺伝性の脳血管障害というものがあり
ます。これは非常にたくさんの疾患が
あって、一般的にちょっと取っつきに
くい、しかも日本名がないような疾患
もありますので、その辺が少し理解さ
れにくいところかと思います。
　大西　遺伝性の中でも少し頻度が高
いものといいますと、どういった疾患
があるのでしょうか。
　冨本　MELAS、CADASIL、ファブ
リー病、それからCARASILというも
のがあります。
　大西　難しい名前ですが、MELAS

その他の脳血管障害
（6）MELAS CADASIL CARASIL

はどのような特徴のある疾患なのでし
ょうか。
　冨本　いろいろな臓器に障害が出て
きますが、主に脳と筋肉です。これは
ミトコンドリアの機能異常が原因です
ので、全身のいろいろな臓器に障害が
出ます。
　大西　MELASを疑うようなコツは
あるのでしょうか。
　冨本　今の点がまさにそういったポ
イントになるのですが、例えば筋肉の
症状がある。四肢の脱力、あるいは難
聴や、目の症状がある。これは外眼筋
の麻痺、あるいは網膜の変性とか、そ
ういった脳以外の症状が一つ。もう一
つは、脳卒中の発作ですが、これは普
通の脳卒中と少し違うところがありま
す。当然若年者に起こるのですが、病
変の分布が血管支配に沿わない、よら
ないといった特徴があります。
　それから遺伝性の要素があります。
これは母系遺伝というのですが、ミト
コンドリアというのは卵子にもあるの
です。この遺伝子変異はミトコンドリ
アにあるものがほとんどです。そうす
ると、tRNAなのですが、遺伝のとき
に受精卵は精子のミトコンドリアDNA
を受け継がないので、お母さんだけか
ら子どもに伝わる。患者さんは男でも
女でもありうるのですが、父親からは
伝わらないということです。ですから、
その遺伝形式をよく知っていると一つ
ヒントになります。

　大西　先ほどお話があったCADA 
SILですが、意外と頻度が多いのでし
ょうか。
　冨本　CADASILはまだわが国で正
確な患者数はわかっていないのですが、
おそらく500～1,000人だろうと推測さ
れています。
　大西　小血管が侵されるのですか。
　冨本　そうです。太さだけで定義す
るわけではないですが、実際には数百
ミクロン以下の血管を指しています。
　大西　CADASILというのはどのよ
うに疾患を見つけていけばよいのでし
ょうか。
　冨本　まず疾患の発症形式が30代ぐ
らいから片頭痛が起こってくる。40代
ぐらいから脳卒中とか認知症などが出
てきます。何よりもこれは優性遺伝で
すので、濃厚な家族歴があることが多
いです。突然変異で、全然家族歴がな
い方もいますが、家族歴は重要なヒン
トになります。
　大西　似たような名前で、CARA 
SILというのは、どういった病気なの
でしょうか。
　冨本　CADAはdominantです。CARA
はrecessiveで、そこが違うのですが、
こちらは患者数がおそらく、これも 
統計がはっきりしていないのですが、
200～500人ぐらいと推定されます。実
際に特徴として10代とか、非常に若い
ときから、禿頭、頭の毛が少ない。あ
と変形性の脊椎症。ですから腰が痛い
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とか、坐骨神経障害が起こってくると
か、そういったことの経過の中で、20～
30代にかけて徐々に認知機能障害が出
てきます。
　CADASILもCARASILも、MRI画像
に特徴があります。一つは白質病変と
呼んでいますが、T２強調画像、もし
くはFLAIR画像で高信号病変が出るの
です。白質病変は高齢者でもよくある
現象なのですが、特にこの２つの病気
で特徴的なのは、側頭極といいますが、
側頭葉の一番前の部分に、特異的に高
信号が出ます。これは非常に重要な診
断の手がかりになります。
　大西　画像が進歩してきたというこ
とですね。
　冨本　そういうことです。
　大西　今回お話をうかがったMELAS
やCADASIL、CARASILですが、治療
法は何か開発されているのでしょうか。
　冨本　CADASILとCARASILに関し
ては、残念ながら今のところ根本的な
治療、すなわち疾患の進行を抑制する
ような治療はありませんが、CADA 
SILについては、ロメリジンの有効性
が、ガイドラインにはグレードC１で
記載されています。もう一つ、MELAS
に関しては、アルギニン製剤が有効だ

ということで治験がされていたのです
が、ごく最近、タウリン製剤の有効性
が承認されて、保険収載されています。
　大西　ファブリー病も少し気をつけ
ないといけないと聞いたのですが、ど
のような病気でしょうか。
　冨本　これはαガラクトシダーゼと
いう遺伝子の変異で起こるのですが、
皮膚の被角血管腫、あるいは末梢の疼
痛発作。そして、やはりこれも多臓器
障害です。ですから、腎臓や、心臓、
あるいは角膜といったところに異常が
出てきます。こちらは先ほどのCADA 
SILやCARASILと違って、太い血管に
も病変が起こります。ですから、椎骨
脳底動脈系、後ろのほうの血管ですが、
これが異常に太くなったり、そういっ
た特異的な変化、そして脳梗塞発作を
起こしてくることもよく経験します。
　大西　うかがった疾患はみんなどれ
も多彩な症状が出ることが非常に注目
されると思ったのですが。
　冨本　それぞれ非常に多彩です。大
事なことは、疾患を疑うときに、まず
若年性脳梗塞、そして家族歴がある。
そういったものには特に注意していた
だくのがよいかと思います。
　大西　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅴ）

JCHO高岡ふしき病院院長
高　嶋　修太郎

（聞き手　齊藤郁夫）

若年者の脳卒中

　齊藤　若年者の脳卒中について、ま
ず若年者というのはどういう年齢を指
すのでしょうか。
　高嶋　脳卒中は一般に高齢者に発症
する病気ですが、若い人でも頻度は低
いですが発症します。ご存じの方も多
いと思いますが、歌手の西城秀樹さん
が脳梗塞になりました。脳梗塞になら
れたのは47歳のときでした。「まだ若
いのに、西城秀樹さん、脳卒中になっ
たの」と、多くの方が驚かれたと思い
ます。
　若年者の脳卒中に決まった定義はあ
りません。国立循環器病センターの峰
松先生らが行った「わが国における若
年者の脳卒中に関する調査研究」では、
50歳以下を若年者と定義されています。
そして、わが国における年齢別の脳卒
中の割合は50歳以下は8.9％、45歳以下
で4.2％、40歳以下が2.2％で、当然で
すが、若年であるほど脳卒中の割合は
少ないです。
　齊藤　若年者の脳卒中と高齢者の脳
卒中に何か違いはありますか。

　高嶋　脳卒中には、血管が詰まって
血液が流れなくなる脳梗塞と、血管が
切れて脳内に出血する脳出血、そして
脳動脈瘤が破裂して脳の周囲に出血す
るくも膜下出血の３種類の疾患があり
ます。高齢者では脳梗塞が約3/4と大
半を占めています。しかし、若年者で
も脳梗塞が41.7％で多く、脳出血が32.1
％、くも膜下出血が26.1％と、高齢者
に比較して出血性脳卒中が多く発症し
ています。
　齊藤　若年者では出血性脳卒中が重
要なのですね。その辺についてもう少
しお話しいただけますか。
　高嶋　若年者も高齢者も、脳出血の
原因としては高血圧が最も多いです。
そのため高血圧を厳格にコントロール
することが大切です。くも膜下出血の
原因も脳動脈瘤が最も多いです。脳動
脈瘤には遺伝的素因が少し関係します
ので、もし親族にくも膜下出血を発症
した方がいる場合は、40歳か50歳ごろ
に一度脳ドックを受診して、頭部MRA
で脳動脈瘤の有無を確認するとよいか
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