
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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表１　若年者の脳梗塞の原因疾患

1　心原性塞栓 非弁膜症性心房細動、リウマチ性心疾患、人工弁置換術、心筋症（特に拡張型）、
感染性心内膜炎、僧帽弁逸脱症、左房粘液腫、など

2　奇異性塞栓 卵円孔開存、心房中隔欠損症、肺動静脈瘻、肺静脈血栓症、など（ただし、肺静
脈血栓症以外は、下肢静脈血栓症などの静脈血栓症の併存が前提である）

3　血管病変 a　動脈硬化性病変：ラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞
 危険因子： 高血圧、糖尿病、脂質異常症（高リポ蛋白（a）血症）、高ホモシス

テイン血症、など
b　非動脈硬化性病変
 1）非炎症性病変
   動脈解離、もやもや病、放射線障害、線維筋形成不全（線維筋性形成異常症）、

外傷、Burger病、CADASIL、CARASIL、Fabry病、ホモシスチン尿症、など
 2）炎症性病変
  a）非感染性
   ①中枢神経系の原発性血管炎：primary CNS vasculitis
   ② 全身性の原発性血管炎：結節性多発動脈炎、高安動脈炎、巨細胞性動

脈炎、多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、など
   ③ 全身疾患に伴う血管炎：全身性エリテマトーデス（SLE）、関節リウマ

チ（RA）、Sjögren症候群、進行性全身性硬化症（PSS）、サルコイド
ーシス、など

  b）感染性
    細菌性（特にクラミジア）、結核性、真菌性、梅毒、ライム病、後天性免

疫不全症候群（AIDS）、帯状庖疹ウイルス感染後、など（髄膜炎や菌血
症からの直接浸潤、エンドトキシンや二次的免疫反応など、感染症に直
接的および間接的に起因して、血管病変を生じる）

4　血液凝固異常 a 赤血球・血小板異常、血液粘度亢進：
  多血症、鎌状赤血球症、タラセミア、血小板増多症、血小板機能亢進、血栓性
血小板減少性紫斑病（TTP）、骨髄腫、マクログロブリン血症、クリオグロブ
リン血症、など

b 凝固・線溶系異常：
  抗リン脂質抗体症候群、播種性血管内凝固（DIC）、プロテインC欠乏症、プロ
テインS欠乏症、アンチトロンビンⅢ欠乏症、プラスミノゲン異常症、ネフロ
ーゼ症候群、ビタミンK投与、悪性腫瘍、など

5　悪性腫瘍関連 Trousseau症候群（非細菌性血栓性心内膜炎〈NBTE〉が含まれる）、血管内悪性
リンパ腫症（intravascular malignant lymphomatosis；IML）、など

6　血管攣縮 片頭痛、くも膜下出血後、血管壁の機械的損傷、未破裂脳動脈瘤、薬剤（エルゴ
タミン製剤、エフェドリン、コカイン、トリプタン製剤、など）、褐色細胞腫、子癇、
ポルフィリア、など

7　その他 経口避妊薬、妊娠あるいは周産期、脳静脈・静脈洞血栓症、片頭痛、Sneddon症候
群、など（MELASはstroke-like episodesであり、脳梗塞には含めない）

註：文献１）より引用改変

もしれません。そして若年者の特徴と
しては、脳動静脈奇形やもやもや病に
起因する脳出血、あるいは脳動静脈奇
形や脳動脈解離に起因するくも膜下出
血など、特殊な原因による出血性脳卒
中の割合が多いです。
　齊藤　しかし、脳梗塞も重要なので
すね。若年者で何か特徴はありますか。
　高嶋　脳梗塞にも幾つか分類があり
ます。まず脳動脈硬化に起因する「ラ
クナ梗塞」や「アテローム血栓性脳梗
塞」、これらを非心原性脳梗塞といい
ます。それと心房細動などで心臓内に
できた血栓が脳血管に流れて詰まる
「心原性脳塞栓症」、そしてその他の特
殊な原因による「その他の脳梗塞」の
４つに分類されます。高齢者と同様に、
脳動脈硬化に起因する非心原性脳梗塞
や心房細動などに起因する心原性脳塞
栓症が多いのですが、若年者の特徴は
その他の脳梗塞の割合が1/4以上と、
高齢者と比較して多いことです。その
他の脳梗塞の原因としては、脳動脈解
離、もやもや病、抗リン脂質抗体症候
群の順に頻度が高く、片頭痛や経口避
妊薬も挙げられます。
　齊藤　ということは、若年者の脳卒
中の診断に関しては高齢者と何か違い
があるのでしょうか。
　高嶋　まず若年者では脳梗塞の頻度
が少ないこと、もう一つは特殊な疾患
に起因するために、通常の脳卒中では
見られない特異な症状で発症して、脳

卒中と診断されず、誤診されることが
時々あります。ある文献によりますと、
連続101例の若年者の脳梗塞のうち、
23例が初診時に脳梗塞と診断されなか
ったと報告されています。若年者の脳
卒中では誤診が多いと言いましたが、
たとえ脳卒中と診断されても、原因疾
患がたくさんあるので、治療や再発予
防のためにも必要十分な原因検索を行
うことが肝要です。
　齊藤　若年者の脳卒中は重症度ある
いは予後に関して、何か高齢者と違い
はありますか。
　高嶋　重症度に関して、若年者では
脳の循環が良好であり、一つの脳血管
が詰まっても、周りから血液が流れて
きて、脳梗塞の範囲が小さくなり、症
状が軽症で済むことがよくあります。
また、脳組織の可塑性、すなわち損傷
を受けた組織を修復して、機能が回復
する能力は若年者では良好です。です
から、リハビリテーションを行うこと
で、高齢者と比較して機能が回復する
期待が持てます。
　齊藤　ということは、若年者の場合
は多少安心していいのでしょうか。
　高嶋　確かに脳卒中を起こした若年
者では、高齢者と比較して軽症で済む
ことはありますが、残念ですが、そう
とも言い切れません。若年者の脳卒中
では、患者さんや家族および社会の負
担が圧倒的に大きいことを認識する必
要があります。症状が軽症で済み、早
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表１　若年者の脳梗塞の原因疾患

1　心原性塞栓 非弁膜症性心房細動、リウマチ性心疾患、人工弁置換術、心筋症（特に拡張型）、
感染性心内膜炎、僧帽弁逸脱症、左房粘液腫、など

2　奇異性塞栓 卵円孔開存、心房中隔欠損症、肺動静脈瘻、肺静脈血栓症、など（ただし、肺静
脈血栓症以外は、下肢静脈血栓症などの静脈血栓症の併存が前提である）

3　血管病変 a　動脈硬化性病変：ラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞
 危険因子： 高血圧、糖尿病、脂質異常症（高リポ蛋白（a）血症）、高ホモシス

テイン血症、など
b　非動脈硬化性病変
 1）非炎症性病変
   動脈解離、もやもや病、放射線障害、線維筋形成不全（線維筋性形成異常症）、

外傷、Burger病、CADASIL、CARASIL、Fabry病、ホモシスチン尿症、など
 2）炎症性病変
  a）非感染性
   ①中枢神経系の原発性血管炎：primary CNS vasculitis
   ② 全身性の原発性血管炎：結節性多発動脈炎、高安動脈炎、巨細胞性動

脈炎、多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、など
   ③ 全身疾患に伴う血管炎：全身性エリテマトーデス（SLE）、関節リウマ

チ（RA）、Sjögren症候群、進行性全身性硬化症（PSS）、サルコイド
ーシス、など

  b）感染性
    細菌性（特にクラミジア）、結核性、真菌性、梅毒、ライム病、後天性免

疫不全症候群（AIDS）、帯状庖疹ウイルス感染後、など（髄膜炎や菌血
症からの直接浸潤、エンドトキシンや二次的免疫反応など、感染症に直
接的および間接的に起因して、血管病変を生じる）

4　血液凝固異常 a 赤血球・血小板異常、血液粘度亢進：
  多血症、鎌状赤血球症、タラセミア、血小板増多症、血小板機能亢進、血栓性
血小板減少性紫斑病（TTP）、骨髄腫、マクログロブリン血症、クリオグロブ
リン血症、など

b 凝固・線溶系異常：
  抗リン脂質抗体症候群、播種性血管内凝固（DIC）、プロテインC欠乏症、プロ
テインS欠乏症、アンチトロンビンⅢ欠乏症、プラスミノゲン異常症、ネフロ
ーゼ症候群、ビタミンK投与、悪性腫瘍、など

5　悪性腫瘍関連 Trousseau症候群（非細菌性血栓性心内膜炎〈NBTE〉が含まれる）、血管内悪性
リンパ腫症（intravascular malignant lymphomatosis；IML）、など

6　血管攣縮 片頭痛、くも膜下出血後、血管壁の機械的損傷、未破裂脳動脈瘤、薬剤（エルゴ
タミン製剤、エフェドリン、コカイン、トリプタン製剤、など）、褐色細胞腫、子癇、
ポルフィリア、など

7　その他 経口避妊薬、妊娠あるいは周産期、脳静脈・静脈洞血栓症、片頭痛、Sneddon症候
群、など（MELASはstroke-like episodesであり、脳梗塞には含めない）

註：文献１）より引用改変

もしれません。そして若年者の特徴と
しては、脳動静脈奇形やもやもや病に
起因する脳出血、あるいは脳動静脈奇
形や脳動脈解離に起因するくも膜下出
血など、特殊な原因による出血性脳卒
中の割合が多いです。
　齊藤　しかし、脳梗塞も重要なので
すね。若年者で何か特徴はありますか。
　高嶋　脳梗塞にも幾つか分類があり
ます。まず脳動脈硬化に起因する「ラ
クナ梗塞」や「アテローム血栓性脳梗
塞」、これらを非心原性脳梗塞といい
ます。それと心房細動などで心臓内に
できた血栓が脳血管に流れて詰まる
「心原性脳塞栓症」、そしてその他の特
殊な原因による「その他の脳梗塞」の
４つに分類されます。高齢者と同様に、
脳動脈硬化に起因する非心原性脳梗塞
や心房細動などに起因する心原性脳塞
栓症が多いのですが、若年者の特徴は
その他の脳梗塞の割合が1/4以上と、
高齢者と比較して多いことです。その
他の脳梗塞の原因としては、脳動脈解
離、もやもや病、抗リン脂質抗体症候
群の順に頻度が高く、片頭痛や経口避
妊薬も挙げられます。
　齊藤　ということは、若年者の脳卒
中の診断に関しては高齢者と何か違い
があるのでしょうか。
　高嶋　まず若年者では脳梗塞の頻度
が少ないこと、もう一つは特殊な疾患
に起因するために、通常の脳卒中では
見られない特異な症状で発症して、脳

卒中と診断されず、誤診されることが
時々あります。ある文献によりますと、
連続101例の若年者の脳梗塞のうち、
23例が初診時に脳梗塞と診断されなか
ったと報告されています。若年者の脳
卒中では誤診が多いと言いましたが、
たとえ脳卒中と診断されても、原因疾
患がたくさんあるので、治療や再発予
防のためにも必要十分な原因検索を行
うことが肝要です。
　齊藤　若年者の脳卒中は重症度ある
いは予後に関して、何か高齢者と違い
はありますか。
　高嶋　重症度に関して、若年者では
脳の循環が良好であり、一つの脳血管
が詰まっても、周りから血液が流れて
きて、脳梗塞の範囲が小さくなり、症
状が軽症で済むことがよくあります。
また、脳組織の可塑性、すなわち損傷
を受けた組織を修復して、機能が回復
する能力は若年者では良好です。です
から、リハビリテーションを行うこと
で、高齢者と比較して機能が回復する
期待が持てます。
　齊藤　ということは、若年者の場合
は多少安心していいのでしょうか。
　高嶋　確かに脳卒中を起こした若年
者では、高齢者と比較して軽症で済む
ことはありますが、残念ですが、そう
とも言い切れません。若年者の脳卒中
では、患者さんや家族および社会の負
担が圧倒的に大きいことを認識する必
要があります。症状が軽症で済み、早
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期に社会復帰できる患者さんもいます
が、脳卒中の多くの患者さんでは片麻
痺や言語障害などの後遺症が残ります。
若年者では脳梗塞発症５年後には約半
数の患者さんが働いていないと報告さ
れています。若年者の脳卒中患者では
後遺症を持ちながら長期間にわたり生
きていく必要があります。患者さん自
身の精神的負担は大きく、さらに家族
や社会の経済的負担もたいへん大きい
のです。
　齊藤　脳卒中発症後はどうでしょう
か。
　高嶋　若年者で脳卒中を発症すると、
後遺症のために今までの社会生活が継
続できなくなり、精神的にうつ状態に
陥って、リハビリテーションが進まな
い患者さんが多くいます。しかし、若
年者では確実に機能が回復するので、
リハビリテーションは絶対に大切です。
私の臨床経験ですが、50歳代で脳梗塞
になり、うつ状態でリハビリが進まず、
右手が全く動かせない患者さんがいま
した。ところが、患者さんにお孫さん
が誕生しまして、孫を抱きたいという
気持ちからリハビリが急に進み、全く
動かせなかった右手でお孫さんを抱く
ことができるまでに右上肢の力が回復
しました。そのとき感じたのは、リハ
ビリテーションをすれば確実に機能が
回復することの再認識ですが、それ以
上にリハビリテーションをしようとい
う気持ち、きっかけが絶対に必要であ

ることを痛感しました。それ以来、私
は脳卒中の患者さんにこの話をしてリ
ハビリテーションを勧めています。
　また、50歳前後で脳卒中になった人
でも、服薬を規則正しくして、ダイエ
ットと運動をしている人は、その後、
10年以上も再発がなく、元気で経過し
ていることもよくあります。したがっ
て、再発予防をしっかり行うことが肝
要です。
　齊藤　リハビリテーションを促進す
るようないろいろな仕組みが必要で、
それから、再発予防が非常に重要だと
いうことですね。さらに脳卒中になら
ないことが非常に重要ということです
が、その辺についてはいかがでしょう
か。
　高嶋　脳卒中の予防の基本は、動脈
硬化の危険因子があれば、それを適切
にコントロールして動脈硬化の進行を
防ぐことです。特に脳卒中や心筋梗塞、
すなわち動脈硬化に起因する病気にな
った人が親族の中にいる場合は危険因
子のコントロールを確実に行うことを
お勧めします。
　高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満、
喫煙が最も重要な脳卒中の危険因子で
す。高血圧、高脂血症、糖尿病は、我々
医師が投薬治療で適切にコントロール
しますが、肥満や喫煙は本人が自主的
に対応する必要があります。危険因子
が１つであればそれほど問題はありま
せんが、危険因子が複数存在すると、

単にリスクが倍になるのではなく、累
乗的にリスクが増大するので、より厳
格なコントロールが望まれます。会社
に勤めている方は健康診断を毎年必ず
受けていると思います。その際に危険
因子が指摘された場合は、放置せずに、
適切にコントロールすることをお勧め
します。
　近年、動脈硬化とは別に、心房細動
が脳梗塞の危険因子として注目されて
います。若年者の場合は心房細動だけ
であれば脳卒中の発症リスクは低いで
すが、心房細動に加えて高血圧や糖尿
病などを合併する場合は心原性脳塞栓
症のリスクが高くなるので、抗凝固薬
を服薬することが推奨されています。
　以上述べた危険因子は、高齢者と同
様に一般的な脳卒中の危険因子ですが、
椎骨動脈解離やもやもや病などの特殊

な疾患や、経口避妊薬など薬剤に起因
する場合など、若年性の脳卒中では特
殊な原因が多数存在するので、予防が
困難であることも事実です。
　最後に、健康を維持するためにはダ
イエット、運動を適度に行い、喫煙者
は今からでも遅くないので禁煙を確実
に実施してください。そして、健康診
断で指摘された異常があれば、放置せ
ず、医師に相談して適切にコントロー
ルすることをお勧めします。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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期に社会復帰できる患者さんもいます
が、脳卒中の多くの患者さんでは片麻
痺や言語障害などの後遺症が残ります。
若年者では脳梗塞発症５年後には約半
数の患者さんが働いていないと報告さ
れています。若年者の脳卒中患者では
後遺症を持ちながら長期間にわたり生
きていく必要があります。患者さん自
身の精神的負担は大きく、さらに家族
や社会の経済的負担もたいへん大きい
のです。
　齊藤　脳卒中発症後はどうでしょう
か。
　高嶋　若年者で脳卒中を発症すると、
後遺症のために今までの社会生活が継
続できなくなり、精神的にうつ状態に
陥って、リハビリテーションが進まな
い患者さんが多くいます。しかし、若
年者では確実に機能が回復するので、
リハビリテーションは絶対に大切です。
私の臨床経験ですが、50歳代で脳梗塞
になり、うつ状態でリハビリが進まず、
右手が全く動かせない患者さんがいま
した。ところが、患者さんにお孫さん
が誕生しまして、孫を抱きたいという
気持ちからリハビリが急に進み、全く
動かせなかった右手でお孫さんを抱く
ことができるまでに右上肢の力が回復
しました。そのとき感じたのは、リハ
ビリテーションをすれば確実に機能が
回復することの再認識ですが、それ以
上にリハビリテーションをしようとい
う気持ち、きっかけが絶対に必要であ

ることを痛感しました。それ以来、私
は脳卒中の患者さんにこの話をしてリ
ハビリテーションを勧めています。
　また、50歳前後で脳卒中になった人
でも、服薬を規則正しくして、ダイエ
ットと運動をしている人は、その後、
10年以上も再発がなく、元気で経過し
ていることもよくあります。したがっ
て、再発予防をしっかり行うことが肝
要です。
　齊藤　リハビリテーションを促進す
るようないろいろな仕組みが必要で、
それから、再発予防が非常に重要だと
いうことですね。さらに脳卒中になら
ないことが非常に重要ということです
が、その辺についてはいかがでしょう
か。
　高嶋　脳卒中の予防の基本は、動脈
硬化の危険因子があれば、それを適切
にコントロールして動脈硬化の進行を
防ぐことです。特に脳卒中や心筋梗塞、
すなわち動脈硬化に起因する病気にな
った人が親族の中にいる場合は危険因
子のコントロールを確実に行うことを
お勧めします。
　高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満、
喫煙が最も重要な脳卒中の危険因子で
す。高血圧、高脂血症、糖尿病は、我々
医師が投薬治療で適切にコントロール
しますが、肥満や喫煙は本人が自主的
に対応する必要があります。危険因子
が１つであればそれほど問題はありま
せんが、危険因子が複数存在すると、

単にリスクが倍になるのではなく、累
乗的にリスクが増大するので、より厳
格なコントロールが望まれます。会社
に勤めている方は健康診断を毎年必ず
受けていると思います。その際に危険
因子が指摘された場合は、放置せずに、
適切にコントロールすることをお勧め
します。
　近年、動脈硬化とは別に、心房細動
が脳梗塞の危険因子として注目されて
います。若年者の場合は心房細動だけ
であれば脳卒中の発症リスクは低いで
すが、心房細動に加えて高血圧や糖尿
病などを合併する場合は心原性脳塞栓
症のリスクが高くなるので、抗凝固薬
を服薬することが推奨されています。
　以上述べた危険因子は、高齢者と同
様に一般的な脳卒中の危険因子ですが、
椎骨動脈解離やもやもや病などの特殊

な疾患や、経口避妊薬など薬剤に起因
する場合など、若年性の脳卒中では特
殊な原因が多数存在するので、予防が
困難であることも事実です。
　最後に、健康を維持するためにはダ
イエット、運動を適度に行い、喫煙者
は今からでも遅くないので禁煙を確実
に実施してください。そして、健康診
断で指摘された異常があれば、放置せ
ず、医師に相談して適切にコントロー
ルすることをお勧めします。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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