
クレアチニン増加に伴うGFRの若干の
低下は、いっさいなくなったのです。
より一層スタチンとの併用がしやすく
なったという感じです。

　池脇　中性脂肪の治療もしやすくな
ってきたということですね。
　小林　そのとおりだと思います。
　池脇　ありがとうございました。

北里大学脳神経内科学主任教授
西　山　和　利

（聞き手　池脇克則）

　急性期脳梗塞では、t-PA静注療法が標準治療ですが、血栓回収療法のエビデ
ンスが蓄積されてきたと聞きます。最新治療についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

急性期脳梗塞

　池脇　脳梗塞の急性期の治療では、
t-PAの静注、そして最近は血栓回収療
法の２つの治療がありますが、2018年
の暮れに脳卒中・循環器病対策基本法
が制定され、こういった血管疾患をき
ちんと治療しなければいけないと、ま
すます脳卒中の治療が大事になってき
た中で、この質問をいただきました。
　まず脳卒中のタイプから教えてくだ
さい。
　西山　脳卒中というのは脳の血管が
切れたり、詰まったりして起こる疾患
のことですが、脳卒中を大きく分けま
すと、ひとつは出血性の脳卒中、つま
りくも膜下出血、脳内出血です。もう
一つが虚血性の脳卒中、いわゆる脳梗
塞に当たります。この２つが大きく脳
卒中の中身になります。
　池脇　出血性と虚血性では病気の機

序が違いますから、当然治療も変わっ
てきますね。
　西山　そうですね。特に最近進歩が
目覚ましいのが虚血性脳卒中、いわゆ
る脳梗塞の治療でして、t-PA静注療法
や血栓回収療法、こういったところは
長足の進歩を遂げているといわれてい
ます。
　池脇　時間が非常に大事な疾患で、

“time is brain”という言葉を聞きます。
患者さんに早く来てもらって、t-PA、
あるいは血栓回収療法を行うかが大事
だと思うのですが、t-PAに関しては、
適用拡大もあったようです。現状はど
うなのでしょうか。
　西山　t-PA静注療法は2005年に日本
でも解禁されました。当初は発症から
３時間以内の脳梗塞の患者さんにt-PA
を使っていいということでしたが、適
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　西山　2010年に米国から入ってきた
Merciカテーテルというのが最初で、
その後、吸引型血管内治療のデバイス、
さらにはTervoやSolitaireといったス
テント型の血管内デバイスがどんどん
入ってきていて、新しい技術が日本で
も使えるようになってきています。
　今、血栓回収療法の主流は２つあり
まして、１つが吸引型のカテーテルと
呼ばれます。これはカテーテルの先に
陰圧をかけてポンプで吸い出すような
タイプです。かき氷をストローで吸い
出すようなイメージです。もう一つが
ステント型のカテーテルです。ステン
トという金属でできた網目状のものを、
血栓のところに突き通して、そこでス
テントを広げます。そうすると、ステ
ントの網の中に脳の血管を詰めていた
血栓が入っていくのです。血栓がステ
ントの中に入った段階で血栓を機械的
に引きずり出してしまうと、t-PAのよ
うな血液をさらさらにするような強い
薬を使わずして、血栓を体の外に回収
することができます。
　ですから血栓回収療法、カテーテル
の治療のほうが、実は発症から長い時
間まで使うことができるのです。t-PA
静注療法は4.5時間を超えて行うと、出
血性脳梗塞を起こしやすくなり、そう
すると予後が悪くなってしまいますが、
血栓回収療法、カテーテルの場合はそ
ういった薬を使いません。物理的に血
栓を取り除くことで、より長い時間適

用がある。そういう長所があります。
　池脇　血管内治療で血栓を絡め取っ
たり、吸引したりするとなると、手技
的な面からも、太い血管のほうが行い
やすいし、多分成績もいいのだろうと
思うのですが、そういう理解でよいの
ですか。
　西山　おっしゃるとおりです。カテ
ーテル治療、血栓回収治療というのは、
太い血管のところならやりやすいわけ
です。先のほうの細い血管まではカテ
ーテルが入っていきませんので、細い
血管の小さな脳梗塞に対してはt-PA静
注療法がベターで、一方の太い血管の
大きな血栓に対しては血管内治療、カ
テーテル治療のほうがより有効である、
このように考えてよいと思います。
　池脇　そうすると、血栓の詰まって
いる血管の部位によって、場合によっ
ては血栓回収療法を最初に行うような
こともあるのですか。
　西山　それもケースによってはあり
えます。といいますのは、t-PA静注療
法ができるケースは本当に一部、１割
ぐらいですから、時間が過ぎてしまっ
ているとか、いろいろな薬をのんでい
るためにt-PA投与はできないというケ
ースがあります。最初から血栓回収療
法を行ってしまう、そういうケースも
少なからずあります。
　池脇　血管内治療は、内科医が行う
場合と外科医、脳神経外科医が行う場
合、現状はどうなっているのでしょう

用拡大が途中であり、今は発症から4.5
時間以内の患者さんであればt-PA静注
療法を検討するというのが脳卒中治療
ガイドラインのグレードAで推奨され
ています。
　池脇　学会がきちんと再評価をして
4.5時間まで延びたのでしょうが、私の
ように現場にかかわらない人間だと、
4.5時間とはいっても、脳梗塞の患者さ
んの一部の方でしか比較的フレッシュ
な時期に来られないのではないかなと
思うのです。脳梗塞の患者さんの中で
どのくらいが治療の対象になっている
のでしょうか。
　西山　発症から4.5時間といいますと、
本当にあっという間に経ってしまいま
す。ですから、脳梗塞で入院される患
者さん全体の中で、t-PA静注療法の対
象になって治療を受けられる方は５～ 
10％程度といわれていて、本当に一部
の方しかこの治療の恩恵を受けられて
いないのが現状です。
　池脇　おそらく早ければ早いほど治
療の効果は高いと思うのですが、t-PA
静注療法で治療して、どれぐらいの方
に効果が出ているのでしょうか。
　西山　治療は早ければ早いほどいい
とされています。しかしながら、t-PA
静注療法を受けられた方で、発症から
３カ月後の予後調査、いわゆるモディ
ファイランキンスケールで見ると、い
わゆる予後良好に当たる方は３～４割
ぐらいなのです。決して多くはなくて、

t-PA静注療法だけでは十分な治療とは
言えないわけです。
　池脇　脳卒中が始まって、当初は可
逆性の、細胞死に至っていないペナン
ブラの領域に対して、急性期の治療が
効果があるのだろうと思うのですが、
そうはいっても、脳細胞は刻々と死に
至っているのですね。
　西山　血管が詰まってしまうと、そ
の下流の部分は虚血になります。ただ、
まだ神経細胞は耐えていて、今血液が
戻ってきてくれたら復活できると、こ
ういう部分をペナンブラと呼ぶわけで、
先生がおっしゃられたとおりです。時
間が１時間、２時間と経つに従ってペ
ナンブラは減っていって、不可逆的な
壊死に陥った脳梗塞に置き換わってい
くのです。ですから、一刻も早く血管
を再開通させる必要があるのです。
　ところが、t-PA静注療法ですと、小
さな血栓なら溶けて効果を発揮するこ
とが多いですが、例えば内頸動脈や中
大脳動脈の近位部など、太い血管に詰
まった大きな血栓の場合は、t-PA静注
療法だけだと溶けきらないのです。そ
うしますと、あっという間に時間が経
って、効果不十分なままになるのです。
そこで出てきたのが血管内治療、血栓
回収療法になります。
　池脇　これも日本では2010年に出て
きて、矢継ぎ早にいろいろなデバイス
が出てきているようです。このあたり
の経緯はどうなっているのでしょうか。
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　西山　2010年に米国から入ってきた
Merciカテーテルというのが最初で、
その後、吸引型血管内治療のデバイス、
さらにはTervoやSolitaireといったス
テント型の血管内デバイスがどんどん
入ってきていて、新しい技術が日本で
も使えるようになってきています。
　今、血栓回収療法の主流は２つあり
まして、１つが吸引型のカテーテルと
呼ばれます。これはカテーテルの先に
陰圧をかけてポンプで吸い出すような
タイプです。かき氷をストローで吸い
出すようなイメージです。もう一つが
ステント型のカテーテルです。ステン
トという金属でできた網目状のものを、
血栓のところに突き通して、そこでス
テントを広げます。そうすると、ステ
ントの網の中に脳の血管を詰めていた
血栓が入っていくのです。血栓がステ
ントの中に入った段階で血栓を機械的
に引きずり出してしまうと、t-PAのよ
うな血液をさらさらにするような強い
薬を使わずして、血栓を体の外に回収
することができます。
　ですから血栓回収療法、カテーテル
の治療のほうが、実は発症から長い時
間まで使うことができるのです。t-PA
静注療法は4.5時間を超えて行うと、出
血性脳梗塞を起こしやすくなり、そう
すると予後が悪くなってしまいますが、
血栓回収療法、カテーテルの場合はそ
ういった薬を使いません。物理的に血
栓を取り除くことで、より長い時間適

用がある。そういう長所があります。
　池脇　血管内治療で血栓を絡め取っ
たり、吸引したりするとなると、手技
的な面からも、太い血管のほうが行い
やすいし、多分成績もいいのだろうと
思うのですが、そういう理解でよいの
ですか。
　西山　おっしゃるとおりです。カテ
ーテル治療、血栓回収治療というのは、
太い血管のところならやりやすいわけ
です。先のほうの細い血管まではカテ
ーテルが入っていきませんので、細い
血管の小さな脳梗塞に対してはt-PA静
注療法がベターで、一方の太い血管の
大きな血栓に対しては血管内治療、カ
テーテル治療のほうがより有効である、
このように考えてよいと思います。
　池脇　そうすると、血栓の詰まって
いる血管の部位によって、場合によっ
ては血栓回収療法を最初に行うような
こともあるのですか。
　西山　それもケースによってはあり
えます。といいますのは、t-PA静注療
法ができるケースは本当に一部、１割
ぐらいですから、時間が過ぎてしまっ
ているとか、いろいろな薬をのんでい
るためにt-PA投与はできないというケ
ースがあります。最初から血栓回収療
法を行ってしまう、そういうケースも
少なからずあります。
　池脇　血管内治療は、内科医が行う
場合と外科医、脳神経外科医が行う場
合、現状はどうなっているのでしょう

用拡大が途中であり、今は発症から4.5
時間以内の患者さんであればt-PA静注
療法を検討するというのが脳卒中治療
ガイドラインのグレードAで推奨され
ています。
　池脇　学会がきちんと再評価をして
4.5時間まで延びたのでしょうが、私の
ように現場にかかわらない人間だと、
4.5時間とはいっても、脳梗塞の患者さ
んの一部の方でしか比較的フレッシュ
な時期に来られないのではないかなと
思うのです。脳梗塞の患者さんの中で
どのくらいが治療の対象になっている
のでしょうか。
　西山　発症から4.5時間といいますと、
本当にあっという間に経ってしまいま
す。ですから、脳梗塞で入院される患
者さん全体の中で、t-PA静注療法の対
象になって治療を受けられる方は５～ 
10％程度といわれていて、本当に一部
の方しかこの治療の恩恵を受けられて
いないのが現状です。
　池脇　おそらく早ければ早いほど治
療の効果は高いと思うのですが、t-PA
静注療法で治療して、どれぐらいの方
に効果が出ているのでしょうか。
　西山　治療は早ければ早いほどいい
とされています。しかしながら、t-PA
静注療法を受けられた方で、発症から
３カ月後の予後調査、いわゆるモディ
ファイランキンスケールで見ると、い
わゆる予後良好に当たる方は３～４割
ぐらいなのです。決して多くはなくて、

t-PA静注療法だけでは十分な治療とは
言えないわけです。
　池脇　脳卒中が始まって、当初は可
逆性の、細胞死に至っていないペナン
ブラの領域に対して、急性期の治療が
効果があるのだろうと思うのですが、
そうはいっても、脳細胞は刻々と死に
至っているのですね。
　西山　血管が詰まってしまうと、そ
の下流の部分は虚血になります。ただ、
まだ神経細胞は耐えていて、今血液が
戻ってきてくれたら復活できると、こ
ういう部分をペナンブラと呼ぶわけで、
先生がおっしゃられたとおりです。時
間が１時間、２時間と経つに従ってペ
ナンブラは減っていって、不可逆的な
壊死に陥った脳梗塞に置き換わってい
くのです。ですから、一刻も早く血管
を再開通させる必要があるのです。
　ところが、t-PA静注療法ですと、小
さな血栓なら溶けて効果を発揮するこ
とが多いですが、例えば内頸動脈や中
大脳動脈の近位部など、太い血管に詰
まった大きな血栓の場合は、t-PA静注
療法だけだと溶けきらないのです。そ
うしますと、あっという間に時間が経
って、効果不十分なままになるのです。
そこで出てきたのが血管内治療、血栓
回収療法になります。
　池脇　これも日本では2010年に出て
きて、矢継ぎ早にいろいろなデバイス
が出てきているようです。このあたり
の経緯はどうなっているのでしょうか。
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か。
　西山　全国的に見ると脳神経外科医
が脳血管内治療を行うケースが非常に
多いと思います。ただ、関東を含めて
一部の地域では今、若い脳神経内科医
が積極的に血管内治療を行いたいと修
業を始めているということもあります。
私の施設などもそうなのですが、脳神
経内科、脳神経外科が仲よく一つのチ
ームをつくって患者さんの治療に当た
っている。そういうところもどんどん
増えてきているように思います。
　池脇　いろいろなエビデンスを合わ
せると、t-PAオンリーで治療するわけ
にいかない。血栓回収療法もできると
いう体制づくりが必要となると、おそ
らく学会できちっと認定された医師が
血管内治療を行うために、十分な人数

を確保する必要があります。現状はど
うでしょうか。
　西山　脳血管内治療の専門医の資格
を持っているドクターは日本に1,500人
ぐらい、と非常に少ないです。一方で、
脳卒中・循環器病対策基本法もできま
すから、全国的に見て、t-PAだけでは
なく、血栓回収療法までしっかりでき
る脳卒中センターを、地域ごとに持つ
ことが国の施策になってくると思うの
です。そのためには脳血管内治療がで
きる医師を今の何倍にも増やす必要が
あると思います。そのためには脳神経
外科、脳神経内科という垣根を越えて、
みんなでどんどんできる人間を増やす
必要があるかと考えています。
　池脇　たいへんなお仕事ですね。ど
うもありがとうございました。

横浜市立みなと赤十字病院めまい・平衡神経科部長
新　井　基　洋

（聞き手　池脇克則）

　車酔いのメカニズム、そして治療法、予防についてご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　重度の乗り物酔いの患者さんがいます。
　乗り物酔いの病態、リハビリテーションがあるかどうかご教示ください。
 ＜広島県開業医＞

乗り物酔い

　池脇　今回は同じような質問を２つ
いただきまして、それを一緒にして先
生に答えていただこうと思っています。
車酔いや乗り物酔いは正式には動揺病
というのですか。
　新井　そのとおりです。動揺病の中
に車酔いや飛行機酔いや船酔いや、は
たまた宇宙酔いなども入りますが、今
回は車酔いを中心にお話ししていきま
す。
　池脇　車酔いが言いやすいので、車
酔いで統一させていただきます。これ
は大人よりもお子さんに多いのですか。
　新井　はい。２歳以下は普通はしな
いといわれていまして、自分の足で歩
くようになった年齢から始まり、12～ 

15歳をピークに、小中学校でだいたい
40％は経験するといわれています。
　池脇　けっこうな頻度ですね。
　新井　そうですね。私も思ったより
多いと思いました。
　池脇　しかも、男の子よりも、なぜ
か女の子のほうが多いのですか。
　新井　はい。女の子は２倍多いです。
　池脇　ある時期そういう経験がある
けれども、大人になるにつれてだんだ
ん治まっていくのでしょうか。
　新井　そうなのです。もしかすると
免許を取り、自分で運転をすることも
関係あるのかもしれません。
　池脇　質問はメカニズム、病態とい
うことです。
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