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年

月 号︶
︑慢 性 腎 臓 病

メ タ ボ リック シ ン ド ローム
︵

月 号︶
︑脂 質 異 常 症
それもこれも︑これから特
集する脳卒中︑あるいは心臓
発作︑といった生命にかかわ
る疾患を予防してほしいから
でした︒

…………………………………………………………

今回のテーマは︑
日本人の死因第 位である脳卒中︒
いきなり激しい発作が起きて
即重症というイメージがあるかと思いますが
予兆や軽症段階のあることも
少なくありません︒
編集／医師 人の合同編集委員会

万人の患者がいて︑年に

厚生労働省調査によれば13

しかし現実に︑2005年の

いに越したことはありません︒

脳卒中など起こす人がいな

池田正行 国立秩父学園

監修／落合慈之 NTT東日本関東病院院長

事務局／ロハスメディア
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特集

病関連の特集を組んで

れまで随分と生活習慣

脳卒中
こ

来ました︒高血圧︵ 年 月

12

号︶
︑糖尿病︵ 年 月号︶
︑

1 05

3

みましょう︒

きるよう︑ちょっと勉強して

ても一刻も早く気づき治療で

なら防ぎ︑万一発症したとし

勝負になります︒防げるもの

まったら︑とにかく時間との

そして脳卒中を起こしてし

万人以上が亡くなっています︒

13
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︵ 年 月号︶⁝⁝︒

年

5 12

7

︵

07 07 06

7

気づくかが分かれ目

1

2
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月 号﹁認 知 症﹂特 集

そのリハビリテーションが不

可欠になります︒
この
﹁詰まったり破れたり﹂

こう そく

にもいろいろな種類がありま

す︒
詰まる方︑すなわち脳梗塞

には 種類あります︒詰まる

のは多くの場合︑血液成分が

固まったもの︵血栓︶ですが︑

血栓が脳あるいは脳へ行く動
けい どう

脈の壁で発生したものを脳血
みゃく

栓と呼び︑血栓が心臓や頸動

脈など︑脳の外で発生し脳内

に流れ込んだものを脳塞栓と

呼びます︒
脳血栓には︑血栓の詰まる

場所によって 種類あり︑細

い血管が詰まるものを﹁ラク

ナ梗塞﹂と呼びます︒ラクナ

とは小さな穴のことで︑この

タイプの梗塞では急性症状が

梗塞になるか分からない非常

に危険な状態なので︑血栓が

できにくくなるアスピリンな

どの薬剤で︑脳梗塞への進行

を予防する必要があります︒
続いて脳出血を説明します︒

以前は日本人に非常に多くみ

られる疾患でした︒その理由

は 頁で改めて述べます︒原

因や破れて出血する血管の場

所によって︑これも 種類に

分けられます︒
出血場所が脳の中にある場

合を﹁脳内出血﹂と言います︒

破れるのはどちらかというと

細い血管で︑出血が塊︵血腫︶

となって︑周囲の組織を圧迫

したり壊したりします︒症状

だけでは脳梗塞となかなか区
別がつきません︒
脳の表面にある太い血管が
破れたものは
﹁くも膜下出血﹂
と呼びます︒脳の表面は薄い

﹁くも膜﹂で覆われており︑
出血がこの膜と脳の隙間に広
がるためこういう名称になっ
ています︒出血量が多く症状

たでしょうか︒

されることをご理解いただけ

も破れても︑脳の組織が障害

こと︑脳の血管が︑詰まって

といっても様々な種類がある

いかがでしょうか︒脳卒中

も重くなりがちです︒

血管が詰まっても
破れても卒中です︒

中とは卒︵にわかに︶

中︵あたる︶という語

源から来ています︒急性の脳
血管障害と呼ばれることもあ
ります︒簡単に定義すると︑
脳の血管が詰まったり破れた
りして突如神経症状を引き起
こす疾患ということになりま
す︒
神経症状が起こるのは︑脳
けっ しゅ

の組織に血が届かなかったり︑
血の塊︵血腫︶に圧迫された
りして︑その組織が壊れるた
めです︒壊れた部分が呼吸や
心臓の動きなど︑生命維持に
大切な役割を担っていた場合
は死に至ります︒生命を取り
留めた場合も︑失われた脳細
胞の担っていた働きがいった
ひ

ん失われてしまうため︑半身
ま

麻痺や言語障害などが残り︑

年

出 ず に︑脳 血 管 性 の 認 知 症
︵
参照︶となることも少なくあ
りません︒
太い血管が動脈硬化の結果
として詰まったタイプの脳梗
塞を
﹁アテローム血栓性梗塞﹂
と言います︒アテロームとは︑
じゅく じょう

粥 状 動脈硬化︵ 年 月号
﹁脂 質 異 常 症﹂特 集 参 照︶の
ことです︒
脳血栓に対し︑脳塞栓では︑
脳の外でできた血栓が︑その
下流にある脳の血管を塞いで
しまいます︒結果的に脳の血
管が詰まるのは脳血栓と同じ
ことですから︑神経症状だけ
では脳血栓となかなか区別が
できません︒
一方︑脳血栓・脳塞栓と同
様に︑脳の血管が詰まって神
経症状を起こしても︑間もな
く血流が再開して症状も消え
てしまうものがあり︑これは
一過性脳虚血発作︵TIA︶
と呼ばれます︒症状はいった

2

4

Lohas Medical
Lohas Medical
5

7

ん消えても︑いつ本格的な脳

………………………………

2

07

2

10

1
7

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

脳卒中

卒
06

が初期段階︒

スリッパが脱げやすい︑など

きずる︑絨毯の隅でつまずく︑

じゅう たん

にちらかす︑歩行時に足を引

を上手に使えず食べ物を食卓

る︑字を上手にかけない︑箸

どんな症状が
出るの?
て脳卒中では︑どのよ

うな症状が出てくるの

でしょうか︒
個別に説明する前に︑突然
おかしくなるという特徴を頭
に入れておいてください︒テ
レビを見ている最中とか︑風
呂に入ろうとしたらとか︑外
出から戻ってみたらとか︑朝
起きてみたらという案配です︒
突然現れた軽い段階で見逃さ
ないことが大切です︵下表も
参照︶
︒
まず最も起こりやすいのが︑
何 ら か の﹁運 動 障 害﹂
︑い わ
ゆる麻痺です︒脳の壊れた部
分と左右反対側で︑多くの場
合︑腕や脚︑顔に力が入らな
い片麻痺になります︒持って

運動みられず

いるつもりのコップを落とす︑

1点

タバコが指の間から滑り落ち

痛み刺激に対して緩徐な伸展運動

﹁意識障害﹂︵左下表参照︶

2点

は︑あくびが多いとか︑ボー

痛み刺激に対して緩徐な屈曲運動

ッとしているとか︑起こして

3点

も起こしてもすぐ寝込む︑な

指への痛み刺激に対して四肢を引っ込める

どが初期段階です︒

4点

﹁言 語 障 害﹂も あ り ま す︒

痛み刺激に対して手で払いのける

急に﹁アアア︑ウウウ﹂しか

5点

言わないようになるとか︑鼻

命令に従って四肢を動かす

に抜けるような不明瞭な発音

6点

発音不明瞭

運動機能（Motor response）
「M」

などが︑初期段階です︒

発語みられず

詳しくみると︑二つの型が

1点

あります︒一つは︑口や舌の

意味のない発声

筋肉の力が落ちてうまく話せ

2点

な い 場 合 で︑
﹁構 音 障 害﹂と

発語はみられるが会話は成立しない

いいます︒飲食物をうまく飲

3点

も同然となり︑診療に大きな

会話は成立するが見当識が混乱

えん げ

4点

み下せない﹁嚥下障害﹂がし

見当識が保たれている

困難が生じます︒
また平衡感覚が異常になっ

て︑ふらつきや歩行障害が出
たり︑めまいが出たりするこ
ともあります︒
脳の組織が壊れてしまうの
が原因なので︑およそ脳の関
与していることすべてに異常
の出る可能性があります︒そ
れだけに脳卒中と気づかず︑
治療のタイミングを逸するの

言語機能（Verbal response）
「V」

と
3 「らりるれろ」
発することができないか

5点

ばしば一緒に起きます︒
もう一つは︑口や舌の筋肉
の力は保たれていても︑言葉
の組み立てや理解ができなく
なり︑日本語が外国語のよう
になってしまう﹁失語症﹂で
す︒自分で言葉をつくること
ができない場合︑他人の言葉
を理解することができない場
合︑その両方の場合がありま
す︒どの場合でも︑本人にと

が怖いのです︒

痛み刺激でも開眼しない

2

っては外国の病院に入院した

1点

6

Lohas Medical
Lohas Medical
7

痛み刺激で開眼

目をつぶって、
手のひらを上に向けるように
「前へ習え」をした時に、
どちらか片方の手が下がる

2点

2

強く呼びかけると開眼

歯を見せて笑った時、
左右の頬に明らかな差がある

3点

1

自発的に、またはふつうの呼びかけで開眼

（シンシナティ病院前脳卒中スケール）

4点

一つでも当てはまったら119番!
開眼機能（Eye opening）
「E」

…………………………

…………………………………………………………

脳卒中

さ

グラスゴー大学提唱の昏睡指標
こん すい

た救急部門か神経内科か脳神

経外科のある医療機関を選ぶ

必要があります︒こういった

医療機関がかかりつけでもな

い限り︑脳卒中かもしれない

と思ったら迷わず救急車を呼

びましょう︒

使ったりします︒
脳内出血の場合︑意識状態

みゃくりゅう

どう

頭して動脈瘤の根元をクリッ

この方法としては長く︑開

る治療が行われます︒

脈瘤に血が行かないようにす

鎖を防ぐため︑残された脳動

場合には︑脳動脈瘤破裂の連

ません︒しかし︑意識がある

はやはり手の施しようがあり

ることが多く︑深昏睡の場合

脈 瘤の破裂
︵次項参照︶であ

くも膜下出血は原因が脳動

ません︒

以外には手の施しようがあり

念ながら全身状態を管理する

反応のない深昏睡の場合︑残

どんな刺激を加えても全く

ります︒

作もできないという弱点があ

直接見ることができず止血操

は軽い代わりに︑出血部位を

前者の方が患者にとって負担

血もする方法とがあります︒

して直接血腫を取り除き︑止

疾患の種類によって
治療法も様々︒

卒中の場合︑一刻も早

く専門の医療機関へ運

び︑きちんと診断をつけるこ
とが肝心です︒というのも︑
原因によって治療法が異なり︑
たとえば出血なのに梗塞と間
違えて治療したりすると大変
なことになってしまうからで
す︒
また︑家族や一緒にいた人
は︑最初に異常の起きた時刻
を覚えておいてください︒脳
梗塞だった場合︑時間を覚え
ていると血栓を溶かす薬を使
える可能性があります︒
診断をつけるには︑CTや
MRI︑血管造影レントゲン︑
血流検査など︑脳内の画像検
査が欠かせません︒治療も︑
かなり専門的になります︒少
なくともこれらの機器を備え

さて診断が確定したら治療
です︒アテローム血栓性脳梗
塞か脳塞栓で︑まだ発症から
時間経っていない場合︑血

栓を溶かすtPA︵組織プラ
スミノーゲンアクチベータ︶
という薬を使うことができま

つぶ

と︑頭蓋骨を取り外︵開頭︶

を開けて血腫を吸い取る方法

されます︒頭蓋骨に小さな穴

を取り除く外科的治療が選択

生命の危険があるため︑血腫

いう場合には︑放っておくと

意識はあるものの異常だと

も用います︒

︵浮腫︶を軽くするような薬

ふ しゅ

織が潰れてしまうため︑腫れ

中で行き場をなくして︑脳組

また脳が腫れると︑頭蓋骨の

ず がい こつ

圧を下げて再出血を防ぎます︒

があります︒まず緩やかに血

が拡大して重症化する可能性

られますが︑発症直後は出血

面の出血は比較的少ないとみ

選ばれるのが一般的です︒当

がない場合は︑内科的治療が

手段が異なります︒意識障害

す︒血流の回復に成功すると︑ ︵前項表参照︶によって治療
壊れる脳組織を最小限に食い
止めることができます︒
使えるのが 時間以内と定

を用いたり︑抗血栓薬や血小

なります︒活性酸素の消去剤

塞の続発を防ぐことが目的に

った脳を保護することと︑梗

この段階の治療は︑生き残

くなります︒

させても機能回復が見込めな

り︑危険を冒して血流を再開

しまっている可能性が高くな

組織が既に回復不能に壊れて

時間が経てば経つほど︑脳

性が高くなるからです︒

時に今度は破れてしまう可能

っていき︑血流を再開させた

絶えた血管はどんどん脆くな

もろ

められているのは︑血流の途

3

プで掴んで血流を止める﹁ク

また発症後 日ほど経過す

る治療です︒

ても非常に高度な技術を要す

なってきました︒どちらにし

という方法も行われるように

埋めてしまう
﹁コイル塞栓術﹂

コイルを押し込み︑瘤の中を

て動脈瘤の中にプラチナ製の

の血管からカテーテルを通じ

ましたが︑近年︑脚の付け根

リッピング術﹂が行われてき

…………………………………………………………………………………………………………

れん しゅく

ると︑血管が収縮して血行の
悪くなる﹁脳血管攣縮﹂とい
う脳梗塞に似た状態になるこ
とが多いので︑全身をめぐる
血液の量を多めに維持するな
ど︑その治療も欠かせません︒
いずれの場合も︑症状が落
ち着いて急性期の治療がひと
段落したら︑リハビリと再発
予防の全身状態管理とを並行
して行うことになります︒

8
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3

3

板の働きを抑えるような薬を

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

脳卒中

脳
3

って︑たとえ命を取り

留めたとしても何と大変なこ
とか︑と思ったのではないで
しょうか︒発症しないに越し
たことは間違いありませんの
で︑ここではその予防法を考
えます︒
血管の﹁詰まり﹂
と﹁破れ﹂
という正反対の現象ですが︑
危険因子の多くは共通してい
ます︒
まず当たり前のこととして︑
年齢が高くなれば︑発症率が
上がります︒また﹁高血圧﹂
だと︑卒中の型にかかわらず
発症率も上がります︒
血圧とは血が血管を押す圧
力のことですから︑血管の壁
の強さに比べて圧力が高すぎ

同 様 に 耐 糖 能 異 常︵糖 尿
病︶
や脂質異常症︵高脂血症︶
のいわゆる生活習慣病でも︑
発症のリスクが上がります︒
むしろ︑発症のリスクが高く
なるものを前もって病気扱い
しているという言い方が正し
いかもしれません︒
ですから脳卒中のリスクを
下げたいと思ったら︑生活習
慣病の予防とコントロールを
行う必要があります︒
詳しくは︑各生活習慣病の
特集をご参照いただくとして︑
すべてに共通の基本は︑バラ
ンスのよい適量の食事と適度
な運動をセットにした生活改
善です︒生活改善で数値が良
くなれば結構ですし︑もし既
に異常値が出てしまっていて
危険な場合には︑薬でコント
ロールを行います︒脳卒中を
起こすことに比べたら︑薬を

ると血管は破れます︒以前の

危険因子は?
予防法は?
項の治療法をご覧にな

4

飲むことなんて大した負担で

日本人は栄養状態が悪く︑し

かも塩分を大量に摂取してい

たため︑血管が脆いのと血圧

が高いのとの相乗効果で︑世

界的にも特異なほど脳出血す

る方が多くみられたのです︒
最近は栄養状態が改善しま

した︒だからといって︑血圧

が高くてもよいことにはなり

ません︒
出血の直接的な引き金を引

かなくても︑高血圧が腎臓病

や動脈硬化を連鎖的に進める

ことは過去何度も説明してき

た通りです︒硬くなった動脈

は裂けやすくなります︒また

動脈硬化は血栓を発生させや

すくもします︒つまり梗塞も

起こしやすいわけです︒

はないはずです︒
そのほか︑喫煙は百害あっ

て一利なしです︒飲酒は適量

なら良いという説もあります

けれど︑過度に飲めば間違い

なく発症リスクを上げます︒
それから案外見過ごしがち

なことで大事なことがありま

す︒脱水状態は血が濃くなっ

て血栓をつくりやすくします︒

年をとると喉の渇きを感じに

くくなります︒渇いたなと思

った時には︑既に脱水になっ

ていることが多いので︑毎日︑

定期的な水分補給をお忘れな

く︒
なお︑くも膜下出血の場合︑

その最大の原因である動脈瘤

がなぜできるのか︑いつどう
いうきっかけで破裂するのか︑
確たることは分かっていませ
ん︒見つかった場合には︑破
裂する前に処置してしまう

︵コラム参照︶手もあります︒
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……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

脳卒中

前

脳ドックと脳動脈瘤

ない段階で脳卒中とその危険因子を発見し、
まだ発症していない段階や症状の出てい

早期対処するため行われているのが、いわ
ゆる「脳ドック」です。
生活習慣見直しの契機として受けるなら

大変結構な話ですが、危険因子を全部つぶ
すつもりでいると期待外れかもしれません。
脳ドックで、危険因子が完全に分かると

いうことではなく、また脳卒中が見つかっ
たとしても有効な治療がないこともありま
すし、逆に治療法があったら必ず受けなけ

ればいけないというものでもありません。

特に、脳動脈瘤が見つかった場合、それ
が寿命内に破裂するかどうかは確率論、治
療によって悪影響が出るのも確率論ですの
で、医師とよく相談して納得のうえ治療す
るかしないかを決めてください。

せんか︒

の地道な取り組みをしてみま

ん︑脳卒中を防ぐため︑毎日

の治療で通院をしている皆さ

ですから︑特に生活習慣病

せん︒

を食らわずに済むかもしれま

て手を打てば︑決定的な一撃

いのです︒その段階で気づい

や身体の異常があることが多

たように前兆となる生活習慣

しかし実際には︑説明してき

や神に祈るしかありません︒

日突然襲ってくるなら︑もは

何の前触れもなしに︑ある

運を天に
任せる前に
できることを︒
卒中で倒れてしまった
な

ら︑本人にはもはや為

すべきことがほとんどなく︑
周りの人が気づいてくれるか
とか︑周辺に専門の医療機関
があってそこへ運び込んでも
らえるかといったように︑運
を天に任せるしかなくなりま
す︒
しかも︑たとえ運良く命を
取り留めたとしても︑ほぼ間
違いなく後遺症は残りますの
で︑家族も含めてQOL︵生
活の質︶を発症以前まで戻す
ことは︑なかなか困難です︒

……………………………………………………………………
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