
ろは連携体制を作っていく。そういっ
たことを病院の中でも、循環器の医師
と脳卒中の診療を担当される医師が連
携することによって、予防と再発予防
をもっと効果的にしていく。それが最
終的には患者さん、ご家族のためにな
ります。そして社会復帰、この辺はな
かなか医療だけでは無理です。福祉に
もご協力いただいて、患者さんの社会
復帰、両立支援が非常に言われていま
すが、そこをもっと推進することを期
待しています。
　齊藤　かかりつけ医の今後の役割は

いかがでしょうか。
　中山　かかりつけ医は、予防と再発
予防、それから実際に患者さんに親身
に相談に乗ってあげるという点では非
常に重要な役割を担っていると思いま
す。ただ、いずれも専門的な知識も必
要ですので、病院の専門医との連携の
もとにそれを行っていくことが、医療
全体にとっても、患者さん、ご家族に
とっても非常にプラスになるのではな
いかと思っています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

脳卒中対策の最新情報（Ⅵ）

湘南慶育病院院長
鈴　木　則　宏

（聞き手　中村治雄）

脳卒中対策の将来展望

　中村　鈴木先生に企画いただきまし
た脳卒中対策のシリーズが今回で最後
になります。
　今回は、将来展望よりむしろ夢を語
っていただきたいと思うのですが、対
策ということに関しては、リスクの管
理といいますか、対策の重要性は将来
も変わらないということでしょうか。
　鈴木　脳卒中の対策は、発生がゼロ
になることが究極の目標ですので、そ
れに向けてはどんなことが現状で可能
になっているかをまず理解することだ
と思います。これまでお話をお聞きに
なったように、脳卒中の発症には原因
があるので、その原因を一つずつ取り
除いていけるかどうかが基本的な対策
になると思います。そうなりますと、
脳卒中の診療に携わる医療関係者だけ
では不十分で、その前のプライマリー
ケアとか、保健行政などに手を差し伸
べていただいて、リスクをつぶしてい
くことができれば、かなり将来的に明
るい展望になるのではないかと思いま
す。

　中村　包括的な問題ですね。あと、
リハビリでの進歩は、装具を含めてあ
るかと思いますが。
　鈴木　脳卒中を発症して命は助かっ
たけれども、障害を残して社会復帰さ
れている多くの方がいらっしゃると思
います。それに向けてのリハビリテー
ションの技術、研究から新しい技術の
開発などもとても盛んに行われていま
す。最近はロボットスーツとか、そう
いうAIを使ったような手法のリハビリ
をアシストする器具も出ていますので、
想像以上の発展を遂げていくのではな
いか、と期待しています。
　中村　リハビリというと、とかく患
側の四肢といいますか、手足を動かす
ことが中心になりますが、健側をしっ
かりさせるとリハビリをしやすくなる
ということですか。
　鈴木　手足は左右別々に動いている
ように見えますが、両方が連動してそ
れぞれ動いています。極端な話、健側
を使わないようにして患側を刺激して
リハビリを進めるとか、健側をさらに
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れるのですが、iPS細胞、あるいはstem 
cellを使って脳卒中の治療ができるか
どうかについてはいかがでしょう。
　鈴木　私も含めてその研究に携わっ
てきているのですが、なかなかそれを
実際に臨床に応用できるだけの進歩が
まだ得られていないのが現状です。た
だ、脳の疾患の中で脳卒中というのは、
血管の血液の流れが途絶えて起こった
り、あるいは破れて起こったりする、
比較的原因としては明確と言っては言
い過ぎかもしれませんけれども、原因
としては単純に起こっているような脳
の疾患です。例えばパーキンソン病と
かアルツハイマーのように原因がよく
わからずに神経細胞が衰えていく、死
んでいくのに比べれば、意外に実際の
応用、こういうstem cell、あるいはiPS
細胞の応用ができる可能性は逆に早い
のかもしれないと考えています。
　中村　将来はバラ色ですか。
　鈴木　そうありたいですね。
　中村　ただ、それまでには随分長い
年月が努力とともに必要かと思います
が。
　鈴木　そう思います。
　中村　この面での夢というのは何で
しょうか。
　鈴木　起こさなくするのは原因をと
ればいいのですが、起こした後がこれ
からの研究の進歩に期待できるところ
ではないかと思うのです。ですので、
欠損してしまった部分をどうやって補

うのか、あるいは欠落した運動機能を
どうやって補えるのか、その辺はこれ
からいろいろな試みが行われるのでは
ないかと思います。
　脳というのは、一度壊れてしまうと
再生されないという概念がかなり以前
よりありましたが、そうではないとい
うことが再生医療のほうでわかってき
ています。それでiPSとか幹細胞など
の研究が進んできているのですが、そ
れが進むのは外から入れるものだけで
はなくて、再生し得る可能性があるか
らで、中の再生機能を助けるような治
療なども考えられていいかと思うので
す。リハビリテーションの末梢からの
刺激とか、あるいはいろいろな物理的
な刺激なども随分研究されているよう
です。人体の中で中枢神経はなぞの部
分ですが、それだけに可能性もたくさ
ん秘めている場所ではないかと思うの
です。
　中村　私の友人でイタリア人の医師
ですが、彼がスタチンを使って、梗塞
ができてもその病巣を小さくできない
かという仕事をしています。あるコホ
ートを使って、スタチンを投与したグ
ループと投与しないグループで、脳卒
中が起こってきたときに、のんでいた
ほうが病巣が小さかったというデータ
を出していたのですが、起こったにし
ても、病巣をできるだけ小さくするこ
とができるのですね。
　鈴木　軽症で済ませる手立てはある

活性化させて患側も活性化させるとか、
そういう半球間のインターラクション
を考えながらリハビリテーションを進
めるような理論が発展してきています。
　中村　あと、がん対策の基本法にな
らって、鈴木先生もかなりご協力され
たのだと思いますが、行政で脳卒中対
策基本法を作っていただいたと思いま
す。その点についてもよろしくお願い
します。
　鈴木　シリーズの中でも話題になっ
ていたと思うのですが、2018年12月に
脳卒中・循環器病対策基本法という法
律が成立しました。これは極めて画期
的なことでして、がん対策に関しては
基本法がすでにできていますので、行
政面、教育面、あるいは医学研修の面
で、がんに特化したいろいろな施策が
行われていたのです。脳卒中に関して
は、それぞれの施設が、あるいはそれ
ぞれの行政区分が独自で試行錯誤して
やってきたような状況だったのですが、
この対策基本法が成立したことによっ
て、全国的なレベルで足並みをそろえ
た行政の介入があるのではないかと思
うのです。
　特に期待しているのは、脳卒中の予
防の施策の確立です。先ほどお話しし
たような危険因子に対する介入、それ
から脳卒中が発症したときの搬送系の
適切化、迅速化、これもある程度行政
で指導があれば、現在のようにたらい
回しになることもない、ということが

実現する可能性があります。特に超急
性期の脳梗塞は完全に回復させるt-PA
や血管内治療などがあります。したが
って、それはとても大事なことになり
ます。それから、基本法が実施されれ
ばリハビリテーションを含めて医療を
提供するスムーズな流れができるとい
うことです。保健・医療・福祉サービ
スを提供するのも行政でやっていただ
けます。
　もう一つ大きいのは研究面です。研
究にもおそらく国家からの重点的な補
助が出るのではないかと思います。予
防、診断、治療、リハ、技術などの広
い分野での向上が期待できるのではな
いかと思います。
　中村　ありがたいことですね。
　鈴木　期待したいと思います。
　中村　血管内治療というのは、将来、
もっと小さい血栓といいますか、塞栓
を取ることもできるようになるのでし
ょうか。
　鈴木　現在のところ、細いところの
血栓はなかなか難しい。ある程度の血
管の太さがないとアプローチがなかな
か難しいのが現状です。しかし、機器
の開発あるいは改良というのは日進月
歩でして、どんどん進んでいます。し
たがって、これからは頭蓋内の細い血
管まで到達して血栓を除去できるよう
な時代がやってくるのではないかと思
うのです。
　中村　時々ほかの医師らからも聞か
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れるのですが、iPS細胞、あるいはstem 
cellを使って脳卒中の治療ができるか
どうかについてはいかがでしょう。
　鈴木　私も含めてその研究に携わっ
てきているのですが、なかなかそれを
実際に臨床に応用できるだけの進歩が
まだ得られていないのが現状です。た
だ、脳の疾患の中で脳卒中というのは、
血管の血液の流れが途絶えて起こった
り、あるいは破れて起こったりする、
比較的原因としては明確と言っては言
い過ぎかもしれませんけれども、原因
としては単純に起こっているような脳
の疾患です。例えばパーキンソン病と
かアルツハイマーのように原因がよく
わからずに神経細胞が衰えていく、死
んでいくのに比べれば、意外に実際の
応用、こういうstem cell、あるいはiPS
細胞の応用ができる可能性は逆に早い
のかもしれないと考えています。
　中村　将来はバラ色ですか。
　鈴木　そうありたいですね。
　中村　ただ、それまでには随分長い
年月が努力とともに必要かと思います
が。
　鈴木　そう思います。
　中村　この面での夢というのは何で
しょうか。
　鈴木　起こさなくするのは原因をと
ればいいのですが、起こした後がこれ
からの研究の進歩に期待できるところ
ではないかと思うのです。ですので、
欠損してしまった部分をどうやって補

うのか、あるいは欠落した運動機能を
どうやって補えるのか、その辺はこれ
からいろいろな試みが行われるのでは
ないかと思います。
　脳というのは、一度壊れてしまうと
再生されないという概念がかなり以前
よりありましたが、そうではないとい
うことが再生医療のほうでわかってき
ています。それでiPSとか幹細胞など
の研究が進んできているのですが、そ
れが進むのは外から入れるものだけで
はなくて、再生し得る可能性があるか
らで、中の再生機能を助けるような治
療なども考えられていいかと思うので
す。リハビリテーションの末梢からの
刺激とか、あるいはいろいろな物理的
な刺激なども随分研究されているよう
です。人体の中で中枢神経はなぞの部
分ですが、それだけに可能性もたくさ
ん秘めている場所ではないかと思うの
です。
　中村　私の友人でイタリア人の医師
ですが、彼がスタチンを使って、梗塞
ができてもその病巣を小さくできない
かという仕事をしています。あるコホ
ートを使って、スタチンを投与したグ
ループと投与しないグループで、脳卒
中が起こってきたときに、のんでいた
ほうが病巣が小さかったというデータ
を出していたのですが、起こったにし
ても、病巣をできるだけ小さくするこ
とができるのですね。
　鈴木　軽症で済ませる手立てはある

活性化させて患側も活性化させるとか、
そういう半球間のインターラクション
を考えながらリハビリテーションを進
めるような理論が発展してきています。
　中村　あと、がん対策の基本法にな
らって、鈴木先生もかなりご協力され
たのだと思いますが、行政で脳卒中対
策基本法を作っていただいたと思いま
す。その点についてもよろしくお願い
します。
　鈴木　シリーズの中でも話題になっ
ていたと思うのですが、2018年12月に
脳卒中・循環器病対策基本法という法
律が成立しました。これは極めて画期
的なことでして、がん対策に関しては
基本法がすでにできていますので、行
政面、教育面、あるいは医学研修の面
で、がんに特化したいろいろな施策が
行われていたのです。脳卒中に関して
は、それぞれの施設が、あるいはそれ
ぞれの行政区分が独自で試行錯誤して
やってきたような状況だったのですが、
この対策基本法が成立したことによっ
て、全国的なレベルで足並みをそろえ
た行政の介入があるのではないかと思
うのです。
　特に期待しているのは、脳卒中の予
防の施策の確立です。先ほどお話しし
たような危険因子に対する介入、それ
から脳卒中が発症したときの搬送系の
適切化、迅速化、これもある程度行政
で指導があれば、現在のようにたらい
回しになることもない、ということが

実現する可能性があります。特に超急
性期の脳梗塞は完全に回復させるt-PA
や血管内治療などがあります。したが
って、それはとても大事なことになり
ます。それから、基本法が実施されれ
ばリハビリテーションを含めて医療を
提供するスムーズな流れができるとい
うことです。保健・医療・福祉サービ
スを提供するのも行政でやっていただ
けます。
　もう一つ大きいのは研究面です。研
究にもおそらく国家からの重点的な補
助が出るのではないかと思います。予
防、診断、治療、リハ、技術などの広
い分野での向上が期待できるのではな
いかと思います。
　中村　ありがたいことですね。
　鈴木　期待したいと思います。
　中村　血管内治療というのは、将来、
もっと小さい血栓といいますか、塞栓
を取ることもできるようになるのでし
ょうか。
　鈴木　現在のところ、細いところの
血栓はなかなか難しい。ある程度の血
管の太さがないとアプローチがなかな
か難しいのが現状です。しかし、機器
の開発あるいは改良というのは日進月
歩でして、どんどん進んでいます。し
たがって、これからは頭蓋内の細い血
管まで到達して血栓を除去できるよう
な時代がやってくるのではないかと思
うのです。
　中村　時々ほかの医師らからも聞か

ドクターサロン64巻９月号（8 . 2020） （733）  6160 （732） ドクターサロン64巻９月号（8 . 2020）

2009_HONBUN.indd   61 2020/08/17   13:31



のかもしれませんね。
　中村　そんなことも一つ努力目標に
なるのかなと思います。
　鈴木　予防的にのんで梗塞の数、あ
るいは広さを狭めていけるような、そ
ういう治療ができたらいいですね。
　中村　リハビリも効果的になるので
しょうか。
　鈴木　いろいろな組み合わせ、その
辺がこれから探索できる可能性がある
のではないかと思います。

　中村　いずれにせよ、一般の人たち
はそれなりにご自分の体についての注
意をしないといけないかと思いますが、
医療に携わっている私どもを含めて、
できるだけ患者さんがそういう発作を
起こさないように気をつけてあげる。
起こしたら、できるだけ適切な治療を
受けられるようにしてあげるのが務め
でしょうか。
　鈴木　まさにそう思います。
　中村　ありがとうございました。

特別番組

ANNEX
──地域医療連携フロンティア──
（第５回）嚥下障害の地域医療連携

　「ドクターサロンANNEX」は、地域医療連携に焦点を当てた６回シリーズの
特別企画です。当企画は、国際医療福祉大学大学院教授の武藤正樹氏が進行役と
なり、「地域医療連携フロンティア」と題して、各界の識者の方よりお話をうか
がってまいります。５回目の今回は、「嚥下障害の地域医療連携」と題して、国
立国際医療研究センター病院耳鼻咽喉科診療科長の田山二朗氏、フジモト新宿ク
リニック院長の藤本進氏、新宿区健康部副参事で歯科医師の白井淳子氏にお話を
うかがいました。

編集委員
国際医療福祉大学大学院教授
武　藤　正　樹　 氏
1974年新潟大学医学部卒業。1978年新潟大学大学院医科研究科修了後、
国立横浜病院にて外科医師として勤務。同病院在籍中の1986～1988年 
まで、厚生省（当時）からニューヨーク州立大学家庭医療学科に留学。
2018年４月より現職。政府委員としては、医療計画見直し等検討会座長
（厚労省 2010～2011年）、中医協入院医療等の調査評価分科会会長（厚
労省 2012～2018年）、療養病床の在り方等に関する検討会構成員（厚労
省 2015年）などを務める。著書に『医療と介護のクロスロードto2025 
（医学通信社 2018年）』などがある。
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