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はじめに

２００２年４月，まだ早春の冷気漂う人影まばらな早
朝，東京歯科大学市川総合病院の門をくぐった時の
ことが，つい昨日のように思い出される。脳神経外
科医としての研修を慶應義塾大学病院で始め，米国
国立衛生研究所に留学して脳卒中の基礎研究に従事
し，その後，脳血管研究所美原記念病院，慶應義塾
大学病院で脳卒中外科医としての研鑽を積んで２０
年，その経験を生かし，市川の地に脳卒中診療シス
テムを根付かせるべく決意を持って市川総合病院脳
神経外科に奉職した。爾来２０年が経過し，この間，
脳卒中診療においていくつかのエポックメイキング
な出来事があり，大きなパラダイムシフトがおきて
いる。今回，市川総合病院における脳卒中診療の取
り組みと，脳卒中診療の変遷を中心に，この２０年に
わたるわが脳卒中診療を振り返ってみたい。

脳卒中の病型と疫学

脳卒中は，閉塞性脳卒中と出血性脳卒中に分類さ
れる。閉塞性脳卒中は血管閉塞にともない脳組織が
壊死する脳梗塞と，神経症状が一過性で，壊死には
至らない一過性脳虚血発作に分けられる。また脳梗
塞は，動脈硬化により血管が狭窄して血流が低下し
て脳梗塞に至るアテローム血栓性脳梗塞，脳深部を
走行する穿通細動脈が加齢などにより閉塞して脳梗
塞に至るラクナ梗塞，そして心房細動により心房内
に形成された血栓が剥がれて頭蓋内血管を閉塞して

生じる心原性脳塞栓症に分類される。また出血性脳
卒中は，脳深部を走行する穿通細動脈が破綻して脳
内に出血する脳出血，頭蓋内動脈に発生した脳動脈
瘤が破裂して出血を起こすくも膜下出血に分類され
る。
厚生労働省から公開されているDiagnosis Proce-

dure Combination（DPC）の診療報酬データを集
計し，２０２２年脳卒中学会総会（STROKE ２０２２）で
私が発表したデータによると，２０１９年度のわが国の
脳卒中入院患者は２９万人で，脳梗塞，脳出血，くも
膜下出血（Subarachnoid Hemorrhage, SAH）の比
率はそれぞれ７１％，２３％，６％であった（図１）。
また，経年的に脳卒中患者は増加しているが，くも
膜下出血患者は減少しており（図１，２），当然で
はあるが，全病型で高齢化が進んでおり（図３），
死亡率に関しては，くも膜下出血で減少傾向にある
が，他の病型は変化がなかった（図４）。
脳卒中は抗結核薬の進歩にともない１９５０年頃に結

関連医学の進歩・現状

市川総合病院での２０年間にわたる脳卒中診療を振り返って

菅 貞郎

東京歯科大学市川総合病院脳神経外科

キーワード：脳卒中，疫学，治療
（２０２２年７月２５日受付，２０２２年８月２２日受理）
http : //doi.org/１０.１５０４１/tdcgakuho.１２２.３０７
連絡先：〒２７２‐８５１３ 千葉県市川市菅野５－１１－１３

東京歯科大学市川総合病院脳神経外科 菅 貞郎

図１ 脳卒中病型別比率の経年変化
（菅 貞郎：「脳卒中疫学・臨床研究」，STROKE２０２２

（２０２２年１月２７日）より引用）
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核と入れ替わりに，わが国の死因１位となってから
しばらくその座を維持していたが，１９８０年以降，悪
性新生物，心疾患に抜かれ３位となっていたが，最
近では，肺炎や老衰が増え，４位となっている（図
５）。また介護が必要な人のおよそ３割を脳卒中が
占め，また認知症の原因の３～４割も脳卒中が原因
と言われている。脳卒中は加齢性変化との関連性も
強く，今後の高齢化社会では一層患者数が増加する
と言われている。このため，脳卒中は平成２０年に定
められた第５次医療計画における４疾病の１つと位

置づけられ，国が重点的な取り組みを進めている。

市川総合病院における脳卒中診療のあゆみ

２００２年私が市川総合病院に赴任した当時は，当院
の救急応需体制は不十分であり，脳神経外科，神経
内科で急性疾患として脳卒中を包括的に診療する体
制は確立されていなかった。そのため，まずは救急
体制確立のため，救急部を立ち上げていた循環器内
科の大木貴博先生と協力し，月金の救急当番日の応
需率アップから始めた。当時，金曜日は私の担当

（菅 貞郎：「脳卒中疫学・臨床研究」，STROKE２０２２（２０２２年１月２７日）より引用）

図３ 病型別高齢者（８０歳以上）比率の経年変化 図４ 病型別退院時死亡率の経年変化
（菅 貞郎：「脳卒中疫学・臨床研究」，STROKE２０２２

（２０２２年１月２７日）より引用）
（菅 貞郎：「脳卒中疫学・臨床研究」，STROKE２０２２

（２０２２年１月２７日）より引用）

図２ 脳卒中病型別患者数の経年変化

３０８ 菅：市川病院での脳卒中診療
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で，１人で外来，病棟，救急外来と分身の術で対応
したことも懐かしい。また，その頃は脳神経外科病
床は５西病棟で，外科，精神科，皮膚科などとの混
合病棟であった。重症患者は重症個室で治療してい
たが，夜勤も当時は看護師３人体制であり，５月の
連休が過ぎると新人看護師も夜勤に入るようになっ
たが，患者急変時に重症個室の前で新人看護師が立
ち尽くしたことも懐かしく思い出される。当初は私
と島本佳憲先生の２人体制だったが，２年目には１
年間研修医の油井史郎先生が加わり，３年目には大
泉太郎先生が助手として着任され，脳神経外科専門
医３名体制となった。そして４年目の２００５年，北棟
竣工にともない，５階北病棟に脳卒中センターが
オープンし，いよいよ，市川総合病院における脳卒
中診療が本格化した。
私が当初より目指した脳卒中センターの特徴は，

⑴神経内科と脳神経外科の連携，⑵外科的治療とし
て，開頭術，血管内治療などmultimodality による
最適な治療の提供，⑶多職種の専門性を生かした
チーム医療，⑷歯科・口腔外科，栄養サポートチー
ムと連携した摂食嚥下パスの運用，⑸地域連携・退
院支援の充実による循環型医療体制の構築，⑹病棟
内に Stroke Care Unit（SCU）とリハビリスペース
を併設し，専門性の高い診療・ケアの提供，⑺エビ
デンス創出・医療の質評価のためのデータベース登
録事業の推進，である。

⑴ 神経内科と脳神経外科の連携
２００５年に神経内科に野川 茂先生が赴任され，神
経内科と脳神経外科が協働して脳卒中診療を行う体
制が整った。最近では脳卒中センターや脳卒中科と
して，両科が協力して診療を行う事は一般化しつつ
あるが，当時は両科の敷居が高い施設が多かった。
私自身，かつて勤務した美原記念病院で，神経内科
と脳神経外科が一緒にカンファレンスをし，外科治
療の適応を神経内科医が厳しく批判することもあ
り，それが脳神経外科医の独走を防ぎ，より患者に
安全で質の高い医療を提供する方策だと感じていた
こともあり，当院でもそれを実践すべく，合同カン
ファレンスを開催し，手術症例の適応や，術後の結
果も神経内科の先生からの批判に耐えうるものを目
指してきた。その後も，村松和浩先生，安部貴仁先
生，吉崎崇仁先生をお迎えし，現在は柴田 護先
生，岡田 聡先生，小泉健三先生，南 和志先生と
月木の症例検討会，放射線科も交えた火曜日の画像
カンファレンスで情報共有しながら，脳卒中患者の
診療にあたっている。また神経内科で血管内治療に
興味のある専攻医の先生も当院で研修され，脳神経
血管内治療学会の専門医を目指す先生も出てきてい
る。
⑵ 開頭術，血管内治療などmultimodality によ
る最適な治療の提供

私が脳神経外科医となった１９８０年代は１９７０年頃か

図５ 主な死因別にみた死亡率（人口１０万対）の年次推移
（令和元年（２０１９）人口動態統計月報年計（概数）の概況（厚生労働省政府統計）より引用）

歯科学報 Vol．１２２，No．３（２０２２） ３０９

― ６３ ―



ら導入された顕微鏡下手術が爛熟期を迎えつつある
時期だったこともあり，手術といえば，開頭術が大
部分を占めていた。その後，１９９０年代に入ると血管
内治療が徐々に広まり始めていた。血管内治療と
は，血管内からカテーテルを病巣まで誘導し，病巣
にいく血流をバルーンなどで遮断したりする治療法
で，開頭術と異なり，低侵襲で患者の負担が少ない
ことが利点と言われていた。当初は器材が信頼性に
かけることもあったが，２０００年以降は徐々に器材が
進歩し，治療の安全性と治療成績が向上してきてい
た。私は開頭術が専門であったが，将来の低侵襲化
の流れを考え，血管内治療医の片山正輝先生を２００６
年に迎えることができた。また最近では開頭術にか
わり，一部の症例では，内視鏡手術による低侵襲化
も進んで来ており，井上 賢先生が専門医として取
り組んでいる。当科での手術件数の推移を示すが，
最近では血管内手術，内視鏡手術が増えているのが
おわかりいただけると思う（図６）。
⑶ 多職種連携によるチーム医療
今では多職種によるチーム医療は常識となってい

るが，２０年前は，まだまだそれを取り入れている施
設や部署は少なかった。ただ個人的には，栄養管理
や摂食嚥下，またリハビリテーションに関してはそ
の職種の方々の専門性が向上して来ており，積極的
にコメディカルの方々の意見を取り入れるように
し，週１回の病棟カンファレンスでは，他職種にも
積極的に発言してもらうように心がけた。また脳卒
中患者は後遺症が残存した場合は，リハビリテー

ション病院への転院や，療養施設への転院調整が必
要となり，待期の時間もかかることからMedical So-
cial Worker（MSW）にも早期からチーム医療に参
加してもらった。最近では，医師，看護師，リハビ
リテーションスタッフ，薬剤師，管理栄養士，退院
調整スタッフなどが参加する多職種カンファレンス
を実施し，各専門分野の視点からの患者情報を共有
し，良質な医療の提供を実践している。
⑷ 歯科・口腔外科，栄養サポートチームと連携
した摂食嚥下パスの運用

脳卒中センター開設直後より，オーラルメディシ
ンの渡邊 裕先生が中心となって摂食嚥下パスが開
始された。看護師による全例スクリーニングで嚥下
障害が疑われると，歯科医師が診察し，摂食・嚥下
チームが介入し，嚥下機能評価を行って歯科衛生
士・看護師による口腔ケアと言語療法士による摂
食・嚥下リハビリテーションが開始される仕組みで
ある（図７）。また管理栄養士も摂食・嚥下チーム
に加わり，食事中に回診して，経管栄養管理や食事
摂取状態，食形態などを決定・変更する権限を与え
たため，主治医よりも正確な摂食管理が行える体制
が整備された。この活動により，急性期脳卒中患者
に対する口腔ケアと摂食嚥下リハビリテーション介
入が退院時の経口摂取を高め，また口腔清掃状態と
舌運動がそれに関与している事が明らかとなった。
この論文は，２０１７年の中医協の資料として取り上げ
られ，歯科医師が包括的な口腔機能管理を行う「周
術期口腔機能管理料」の対象に脳卒中が取り上げら

図６ 当科の年度別術式件数の推移

３１０ 菅：市川病院での脳卒中診療
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れる契機となった（図８）。現在も，オーラルメ
ディシンの酒井克彦先生と栄養サポートチームの片
山正輝先生が中心となり，先進的な摂食嚥下・栄養
管理の取り組みを行っている。
⑸ 退院支援の充実と地域連携
脳卒中は，急性期治療が終わって直ぐに社会復帰

できる確率は５０％以下であり，多くは回復期病院で
のリハビリテーションが必要となる。また後遺症が
重度であれば，療養施設に転院することも多い。た
だ，転院調整は患者・家族の要望を聞き，それに適
した病院にMSWが転院の打診を行うことが一般
的であり，MSWの個人ネットワークに負うところ

大であった。特に，患者・家族の要望をすべて満た
すことは難しい事が多く，私もよく家族に，「近く
て，安くて，綺麗な病院や施設はないよ」と説明し
たものであった。そのため，脳卒中の在院日数はか
なり長いのが一般的であった。これを解消すべく，
脳卒中患者にもクリニカルパスを導入し，患者用パ
スとして紙媒体で退院に向けたスケジュールを患
者・家族に渡すことを始めた。その後，脳卒中や大
腿骨頸部骨折で，急性期病院だけではなく，回復期
病院と一体化した地域連携パスの取り組みが全国で
始まるようになった。当院も２００８年からは東京東部
脳卒中地域連携パスに参加したが，２００９年からは千
葉県脳卒中連携の会の設立に関与し，千葉県共用脳
卒中地域連携パスの運用が始まった。これは急性期
病院，回復期病院，地域生活期施設等が連携するパ
スであり，千葉県，県医師会と連携して，循環型医
療体制構築を目指す活動であった（図９）。この活
動が広まり，また市川近隣の回復期病院が増えたこ
とにより，当院から回復期への転院はスムーズに
なっていったが，回復期から自宅退院となった後，
かかりつけ医との連携がなかなか進まなかった。そ
のため，２０１３年に市川市医師会と連携し，市川市脳
卒中連携準備委員会を立ち上げ，特に急性期病院，
回復期病院とかかりつけ医との連携の在り方，情報

図８ 急性期脳卒中患者と口腔ケア，摂食嚥下リハビリテーション
（片山正輝ほか：急性期脳卒中患者に対する口腔ケアと摂食嚥下リハビリテーション

介入の効果．脳循環代謝 ２７：２４３－２４７，２０１６より引用）

図７ 当院の急性期脳卒中患者を対象とした摂食・嚥下
パスのフロー
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提供書の周知などをはかり，研究会も年一回行って
いる。
⑹ SCUとリハビリスペース
脳卒中診療に特化した SCUで患者管理を行う事
で，患者の予後改善や，合併症の低減が報告されて
いる。当院では，２００５年の北棟新築に合わせて，病
棟内に SCUを設置し，脳卒中の超急性期の専門治
療とケアを開始した。その結果，超急性期は SCU
で集中管理し，病状が落ち着いたら５北病棟内の一
般床で管理するため，一貫した医療・看護の継続が
可能となった。SCUは特定入院加算がついてお

り，収入面でも大きく貢献している。また病棟内に
リハビリスペースを設置することで，患者を病棟か
ら離れたリハビリテーションセンターに移送する人
的時間的浪費を削減し，また急性期の患者に起きが
ちなリハビリ中の急変に速やかに対応出来るように
なった。加えて医師，看護師，リハビリスタッフが
同じスペースで働いて患者さんの情報共有がスムー
ズに出来るようになり，より安全で質の高い脳卒中
診療を提供できるシステムが構築されている。
⑺ データ登録事業への参画，臨床指標の検討
当脳卒中センターでは早くから脳卒中患者のデー

図９ 千葉県共用脳卒中地域連携パス
（「千葉県共用脳卒中地域連携パス」運用の手引き（平成３０年４月版）より引用）

３１２ 菅：市川病院での脳卒中診療
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タベース登録に取り組んできた。もともとは私が前
職の慶應義塾大学脳神経外科に在籍時，くも膜下出
血のデータベースを慶應義塾大学の関連病院と立ち
上げて臨床研究を行っていた経緯があり，当院でも
自前のデータベース管理を行っていた。一方，脳卒
中に関する全国規模の登録事業は２００２年から日本脳
卒中協会脳卒中データバンク部門が始めた脳卒中
データバンクが嚆矢であるが，当脳卒中センターも
その事業には早くから参加し，多くのデータを登録
している。またデータ登録にはMedical Assistant
（MA）の協力は必須であり，最初は研究費で雇っ
ていたが，最近は病院のMAにその責務を果たし
てもらっている。この事業は，全国集計データを定
期的にデータブックとして発刊しているが，当院か
ら多くの症例を登録していることもあり，「脳卒中
データバンク２０１５」には私が，「脳卒中データバン
ク２０２１」では片山正輝先生が執筆を分担している。
この登録事業は，２０１５年より国立循環器病センター
に移管され，最近は，各施設に臨床指標がフィード
バックされるようになった。例えば，嚥下機能評価
に関しては，当院での実施割合は全国レベルに比し
て高い割合となっている（図１０）。一方，DPCデー
タを利用した全国規模の脳卒中登録事業の J-AS-
PECTにも積極的に参加しており，こちらも臨床指

標がフィードバックされており，自院の立ち位置が
よくわかる（図１１）。これらのデータ登録事業は，
自院の臨床指標の経時的変化と全国ベンチマークと
の比較によって，医療の質改善に重要な要素であ
り，引き続き力を傾注していく必要がある。

脳卒中診療のパラダイムシフト

この２０年あまりの間に，脳卒中診療においていく
つかのパラダイムシフトがおき，わが国の脳卒中診
療体制も大きな変革を遂げている。この中には私自
身も関わってきた案件もあり，４つのエポックメイ
キングな出来事を紹介したい。
⑴ Tissue Plasminogen Activator（tPA）治療
の開始

１９７０年代までは，脳卒中にかかると絶対安静と言
われ，患者を動かしてはいけないと言われていた。
ご記憶のある方もいるかもしれないが，１９７５年５月
に元首相の佐藤栄作が料亭で会食中に倒れ，いびき
をかき始めた。現在では直ぐ救急車が呼ばれるのが
常識だが，当時は逆で，直ぐに呼ばれて駆けつけた
慶應義塾大学や東京大学の医師団の誰もが病院に運
ぼうとはしなかった。４日間料亭で容態を見た後，
東京慈恵会医科大学に移送され，その後に死去し
た。その３か月後，わが国の脳卒中診療における革

図１０ 嚥下機能の評価の実施割合
（脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握（日本脳卒中データバンク）

報告書２０２１年より引用）
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命が始まった。それは，わが国初のCTの導入であ
る。それまで，脳卒中の診断は，臨床的な神経所見
と，場合によっては血管撮影による間接診断によっ
て行われており，診断精度に問題があった。それが
CTの出現で，少なくとも出血性脳卒中は発症直後
から診断可能となったのである。その結果，私が医
師になった１９８２年当時には，救急医療体制の進歩に
ともない，脳卒中患者も状態に関わらず，直ぐに病
院に搬送されるようになっており，救急病院では脳
出血やくも膜下出血の急性期治療が広く行われる様
になっていた。しかしながら脳梗塞に関しては，有
効な急性期治療法がなく，ウロキナーゼによる血栓
溶解療法が試みられた時期もあったが，出血性合併
症のため，臨床に用いられることもなく，永らく脳
梗塞は罹ったら治らない病気と言われていた。
ところが，詰まった血栓を溶解する tPAが開発

され，米国のNINDS研究で脳梗塞発症３時間以内
に投与すると，プラセボ群で２６％が後遺症のない状

態で退院できたのに対して，tPA投与群では３９％
が後遺症なく退院できたという結果が報告され，欧
米では１９９６年より tPA治療が認可された。しかし
ながら，わが国で開発された tPAが特許侵害で上
市出来なかったことと，行政当局がわが国でも治験
を実施するように求めてきたため，わが国での認可
は２００５年と遅れた。ただ，わが国での治験では，使
用量を欧米の２／３としたため，出血合併症が低減
され，死亡率が減るという副産物もあった。最終的
に tPAが認可された後も，当局は tPA使用にあ
たっては施設や使用者の認定を脳卒中学会に求めて
きた。そのため，脳卒中学会として，各地で tPA
適正使用講習会を実施することになり，当時私が脳
卒中学会脳卒中医療向上・社会保険委員だったこと
もあり，市川総合病院で講習会を全国に先駆けて実
施し，関東周辺から受講者が来たことも懐かしい思
い出である。その後，新たなエビデンスに拠って，
tPAの適応が３時間か４時間半に延長され，より

アウトカム
２０１９年度退院患者

貴施設
死亡率

全体
死亡率

貴施設
対象症例数

対象症例数
（全国）

対象
施設数

入院中の死亡割合

三疾患全体 ８．０％ ８．７％ ３２６ ２０８，５７６ ６５６
脳梗塞 ６．４％ ５．０％ ２３５ １４２，７６５ ６５６
非外傷性脳内血種 １２．８％ １４．３％ ７８ ５３，０４２ ６５３
クモ膜下出血 ７．１％ ２６．８％ １４ １３，１９２ ６２５

入院２４時間以内の
死亡割合

三疾患全体 ０．０％ １．４％ ３２６ ２０８，５７６ ６５６
脳梗塞 ０．０％ ０．２％ ２３５ １４２，７６５ ６５６
非外傷性脳内血種 ０．０％ ３．１％ ７８ ５３，０４２ ６５３
クモ膜下出血 ０．０％ ７．０％ １４ １３，１９２ ６２５

入院７日以内の死亡割合

三疾患全体 ３．１％ ５．０％ ３２６ ２０８，５７６ ６５６
脳梗塞 ２．６％ １．９％ ２３５ １４２，７６５ ６５６
非外傷性脳内血種 ５．１％ ９．８％ ７８ ５３，０４２ ６５３
クモ膜下出血 ０．０％ １８．６％ １４ １３，１９２ ６２５

入院３０日以内の死亡割合

三疾患全体 ７．７％ ７．６％ ３２６ ２０８，５７６ ６５６
脳梗塞 ６．４％ ３．８％ ２３５ １４２，７６５ ６５６
非外傷性脳内血種 １１．５％ １３．２％ ７８ ５３，０４２ ６５３
クモ膜下出血 ７．１％ ２５．４％ １４ １３，１９２ ６２５

外科治療・血管内治療
から３０日以内の
死亡割合

三疾患全体 ６．３％ ９．３％ ４８ ２７，９５２ ６０９
脳梗塞 ８．０％ ８．２％ ２５ １２，６２１ ５５６
非外傷性脳内血種 ７．７％ １１．１％ １３ ６，７２１ ５８９
クモ膜下出血 ０．０％ ９．５％ １０ ８，７１７ ５７１

図１１ 当院と全国の脳卒中病型別死亡率（２０１９年度）
（J-ASPECT Study 研究班：J-ASPECT研究の各施設へのフィードバック（２０１９年）より引用）
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多くの患者に福音をもたらしている。
⑵ 血管内治療による血栓回収療法の進展
tPA療法が一般化するにつれ，その限界も明ら

かになってきた。例えば，大きな血栓で頭蓋内の内
頚動脈や中大脳動脈など太い分枝が閉塞した場合
は，tPAではなかなか血栓を溶解出来ず，再開通
が得られないため，患者転帰は不良であった。その
ため，血栓をカテーテルで回収する血管内治療法が
開発された。当初のデバイスは，なかなか有効に血
栓を回収できず，いくつかのRandomized Control
Study（RCT）で否定的な結果が出てしまい，大い
に落胆させられた。しかしながら，その後デバイス
の改良が進み，２０１５年からは血栓回収術の有効性を
示す研究が続々と発表され，現在では tPA療法と
並んで，血栓回収術は脳梗塞患者の有効な治療法と
なっている。特に発症６時間以内の早期であれば，
脳梗塞に陥った体積が中程度までは血栓回収術の適
応であるが，脳梗塞の体積が少ない場合は，発症１６
時間までは適応であり，またそれ以外の時間帯，脳
梗塞体積でもグレードBと治療が勧められている
（図１２）。また高齢者でも積極的に実施されてお
り，その件数はどんどん増加し，最近では tPAの
件数を凌駕している（図１３）。
⑶ 脳卒中・循環器病対策基本法の成立
２００６年，わが国でがん対策基本法が成立し，がん

対策が一気に加速した。がん，心臓病と並ぶ３大疾
病である脳卒中に関しても，ちょうど tPA療法が
広がりつつあった時機を捉え，脳卒中対策に関する
法律制定を目指し，２００８年に国会で脳卒中対策検討
特別委員会が立ち上がり，２０１１年には超党派の脳卒
中対策推進議連が立ち上がった。その後，民主党か
ら自民党への政権交代を経て２０１４年には「脳卒中対
策基本法」が議員立法で発議されたが，時間切れ廃
案となった。その後，心臓病を含めた「脳卒中・循
環器病対策基本法」と模様替えし，法案成立を目指
した。一方，政治の場のみならず，行政からも，脳
卒中・心臓病その他の循環器病に係わる診療提供体
制の在り方に関する検討会が立ち上がった。それに
応えるように，アカデミアとしても，脳卒中学会と
循環器病学会が連携し，「脳卒中と循環器病克服５
カ年計画」を発表した（図１４）。この計画では，「ス
トップCVD（脳心血管病） 健康長寿を達成する
ために」をキャッチフレーズとして，年齢調整死亡
率５％減少と健康寿命の延伸を大目標に掲げ，人材
育成，医療体制の充実，登録事業の促進，予防・国
民への啓発，臨床・基礎研究の強化，を戦略にあげ
た。この政官学の動きが大きなドライビングフォー
スとなり，基本法が２０１８年１２月８日参議院で発議，
通過し，１２月１０日には衆議院で通過して成立した。
この法案成立にあたり，私も脳卒中学会理事とし
て，島村 大先生，白須賀貴樹先生を議員会館にお
尋ねし，法案成立にお力添えをお願いした事も記憶
に新しい思い出である。

図１２ 脳血栓回収術の適応
発症時間，虚血コア体積と神経学的重症度（NIHSS）
（日本脳卒中学会，日本脳神経外科学会，日本脳神経血管内治療学会：

経皮経管的脳血栓回収用機器 適用使用指針 第４版
脳卒中，４２⑷：２８１－３１３，２０２０．より引用）

図１３ 超急性期脳卒中加算（tPA投与），経皮的脳血栓
回収術件数の経年変化

（菅 貞郎：「脳卒中疫学・臨床研究」，STROKE２０２２
（２０２２年１月２７日）より引用）
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⑷ 脳卒中センターの認可
米国では２０００年代より脳卒中ケアピラミッドの構

築に努めてきた。これは，Basic Care Hospital が
初期診断し，Acute Stroke Ready Hospital が画像
診断に基づき tPAを使用し，その上層に Primary
Stroke Center をおいて脳卒中診療に特化した医療
を行い，さらにその上層にThrombectomy-capable
Center をおいて血栓回収術に対応し，最上層に
Comprehensive Stroke Center をおいて，ここでは
難度の高い脳卒中の外科治療にも対応できるという
システム作りであった（図１５）。本邦でも脳卒中学
会が，脳卒中と循環器病克服５か年計画のなかで医
療体制の充実を目指し，tPA療法の全国均霑化と
血栓回収療法が実施できる施設の調査，認定事業を
始めた。まず，一次脳卒中センターとして，tPA
静注療法に対応出来る施設の認定を２０１９年から開始
した。さらに，血栓回収療法の均霑化をめざし，
Thrombectomy-capable Center に相当する一次脳
卒中センターコア施設の委嘱も２０２０年から始まった
が，当院は市川浦安地区のコア施設として活動して
いる。２００５年に当院で脳卒中センターを立ち上げて
から１５年余りでようやく社会が追いついてきたと言
える。
また，循環器病対策基本法に基づいて都道府県で

基本計画が作成され，２０２２年度より実施に向けた取

り組みが始まっているが，それにむけて院内に就労
支援，高次脳機能障害対策などに対応する脳卒中患
者相談窓口を設置し，キャンサーボードにならって
バスキュラーボードを設置し，神経内科，脳神経外
科，循環器内科，心臓外科，血管外科で困難症例や
新しい知見の共有に努めている。

脳卒中の外科治療の変遷

私の専門である脳卒中の外科治療もこの２０年で大
きな変化を遂げた。キーワードは低侵襲化とEvi-
dence Based Medicine である。外科治療の対象で

図１４ 脳卒中と循環器病克服５カ年計画の取り組み
（日本脳卒中学会，日本循環器学会：脳卒中と循環器病克服
第二次５カ年計画 PDF版，ストップCVD（脳心血管病

健康長寿を達成するために（２０２１年３月）
https : //ebook.wisebook４．jp/view/jcs２０１８/４４８６８/より引用）

図１５ 脳卒中治療ピラミッド
（２０１９年，米国，The Joint Commission）

（https : //www.michigan.gov/documents/mdhhs/２０１９_MOSAIC_
Workshop-Joint_Commission_Stroke_Update_DEickemeyer_

６５７２２１_７．pdf より作成）
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ある ⑴脳動脈瘤，⑵脳出血，⑶虚血性脳卒中，に
ついて述べてみたい。
⑴ 脳動脈瘤の外科治療
①くも膜下出血の外科治療
くも膜下出血は頭蓋内主幹動脈の分岐部などに発

生した脳動脈瘤が破裂し，脳表全体に出血が広がる
病気である。突然の頭痛，意識障害で発症し，いっ
たん発症すると１／３は死亡し，１／３は後遺症が残
り，もとの社会生活に復帰できるのは１／３と言わ
れ，中高年の突然死の原因の一つと言われており，
致死率の高い疾患である。特に発症時に意識レベル
の悪い重症例の予後は救命できたとしても厳しく，
また早期は状態が安定していても，発症２週間程度
は脳血管が出血の影響で攣縮を起こし，脳梗塞を遅
発的に来して後遺症が残ることも知られている。そ
のため，破裂脳動脈瘤に対して再出血予防のために
開頭術によるクリッピング術が行われていた。た
だ，急性期の脆弱な脳に対して開頭術を行うため，
より繊細なスキルが要求された。
一方，１９９０年代から徐々に低侵襲な血管内治療に

よる動脈瘤コイル塞栓術が行われる様になってき
た。そして International Subarachnoid Aneurysm
Trial（ISAT）という国際共同研究が行われ，その
結果が２００２年，２００５年に発表され，血管内治療の方
が，再発率は若干高いものの，転帰は比較的良好と
報告された。その後，世界的には破裂脳動脈瘤の治
療は血管内治療が多く行われるようになっていった
が，わが国では脳卒中外科医を中心に ISATと同
程度の手術成績が報告され，その長期的な根治率の
高さから，すぐには血管内治療が優勢とはならな
かった。ただ，ISATの長期成績が２００９年に報告さ
れ，１０年以上の長期フォローでは無障害生存率は血
管内治療群で高いと報告された。当院でも，片山正
輝先生が中心になり，最近では血管内治療がより多
く行われている。
②未破裂脳動脈瘤の治療
くも膜下出血のやっかいなところは，動脈瘤が破

裂して出血するまで何の前触れもなく，突然発症す
ることである。以前は破裂する前にたまたま見つか
る脳動脈瘤も少なかったため，予防手術も限られて
いた。しかしながら，ここ３０年あまりの間に，本邦
ではMRI が広く普及するようになり，また脳ドッ

クなど脳の健診も広がってきた影響で，破裂前に見
つかる脳動脈瘤が増えてきている。一般的には，３０
歳以上の成人では，３％に見つかると言われてお
り，高齢者ではその割合は増加すると言われてい
る。特に，高血圧，喫煙，脳卒中の家族歴がある患
者では注意を要する。その一方で，未破裂脳動脈瘤
がすべて破裂するわけではない。欧米の６１施設で行
われた国際未破裂脳動脈瘤研究（ISUIA）では，２００３
年に結果が報告され，くも膜下出血の既往のない７
mm以下の前方循環の脳動脈瘤の多くは破裂しない
と報告された。この結果を踏まえ，欧米では未破裂
脳動脈瘤の治療は減少した。しかし，わが国では，
この結果に対して臨床感覚と大きな乖離があると感
じた脳外科医が多く，わが国独自の未破裂脳動脈瘤
研究（UCAS Japan）が実施された。その結果，未
破裂脳動脈瘤の年間破裂率は０．９８％，破裂に係わる
因子は，動脈瘤のサイズが５mm以上，動脈瘤の局
在，動脈瘤の形状，と報告された。その後，他の研
究とあわせて，現在わが国では未破裂脳動脈瘤の破
裂リスクを数値化し（UCASスコア），その点数を
用いて破裂率を推計して手術の可否を判断するよう
になっている（表１）。
③血管内治療の進歩
血管内治療は，当初はコイルを動脈瘤内に充塡

し，動脈瘤を閉塞するコイル塞栓術がほとんどで，
塞栓率を高めるためにコイルの性状に様々な工夫が
凝らされた。ただ，動脈瘤が寸胴な形をしている場
合など，コイルが正常血管腔に逸脱し，十分に動脈
瘤を塞栓しえない場合もあり，動脈瘤の血管内治療
は再発率が高いという課題があった。その後，ステ
ント併用の治療手技が進歩し，塞栓率の向上に寄与
した。ただ，大きな動脈瘤の場合などはステント併
用でも再発率が高く困難であった。しかし最近にな
り，ステントの編み目が細かい flow diverter が開
発され，ステントのみで動脈瘤を閉塞させることが
できるようになってきた。最近では各種デバイスの
開発も盛んで，次々と新しいデバイスが臨床の場に
投入されている。その結果，わが国でも血管内治療
の症例数が２０１９年には過半数を占め，特にステント
併用手術の割合が増加している（図１６）。ただ，ス
テント併用術の場合は，基本的には未破裂脳動脈瘤
が適応であり，破裂脳動脈瘤は現時点では適応外で
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ある。また長期的に抗血小板剤を飲み続けなければ
ならず，出血性合併症のリスクも無視できない。
④齲歯とくも膜下出血
齲蝕原性菌である Streptococcus mutansの一部が

Cnnと呼ばれるコラーゲン蛋白をもち，これが血
小板凝集を抑制すること，さらにmatrix metallo-
proteinase-９（MMP-９）を活性化し，コラーゲン

を溶解することが実験的脳出血の原因となることが
報告されている。一方，この菌の保有率を破裂脳動
脈瘤患者，未破裂脳動脈瘤患者，正常ボランティア
で比較し，特に破裂脳動脈瘤患者でコラーゲン結合
蛋白陽性率が高かったとのパイロット研究も報告さ
れている。齲歯とくも膜下出血の関連性はいまだ不
明ではあるが，興味深い話題である。また脳出血患

表１ 危険因子によるUCASスコア（左）とそれに基づく３年間破裂率予測（右）

因子 スコア UCASスコア
３年間破裂
リスク

９５％信頼区間
グレード

（破裂リスク）

年齢
＜７０ ０ ０ ０．２ ０．２－０．３

GradeI
（＜１％）

≧７０ １ １ ０．４ ０．２－０．７

性別
Make ０ ２ ０．６ ０．２－１．５
Female １

３ ０．９ ０．４－２．４

高血圧
No ０

４ １．４ ０．５－３．８ GradeⅡ
（１～３％）

Yes １
５ ２．３ ０．８－６．３

サイズ

３≦size＜７ ０
６ ３．７ １．３－１０．０

GradeⅢ
（３～９％）

７≦size＜１０ ２

７ ５．７ ２．１－１６．０１０≦size＜２０ ５
２０≦size ８

８ ７．６ ２．７－２１．０

部位

ICA ０
９≦ １７ ６．４－４０．０

GradeⅣ
（＞９％）

ACA or VA １
MCA or BA ２

（Tominari S,et al : Prediction model for ３-year rupture risk of unruptured
cerebral aneurysms in Japanese patients, Ann Neurel，

２０１５：７７：１０５０－１０５９より作成）

AcomA or PcomA ３

daughter sac
No ０
Yes １

図１６ 脳動脈瘤術式別件数と比率の経年変化
（菅 貞郎：「脳卒中疫学・臨床研究」，STROKE２０２２（２０２２年１月２７日）より引用）
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者と齲歯に関する臨床研究も始まっており，片山正
輝先生が国立循環器病センターの研究に参加してい
る。
⑵ 脳出血の外科治療
脳出血とは，脳深部を走行する穿通細動脈が，高

血圧や加齢による退行性変化を来し，破綻すること
で脳内に血腫を形成する病態である。基本的には，
脳実質を破壊的に損傷するため，片麻痺や失語，高
次脳機能障害など重度の後遺症が残存する場合が多
い。また血腫量が多いと，意識障害を呈し，さらに
出血にともなう浮腫が進展して頭蓋内圧が亢進して
脳ヘルニアとなり，生命予後が不良な場合も多い。
そのため，救命目的で手術が行われることもある
が，手術は内科的治療に比して救命率は高いもの
の，機能予後に関しては，開頭による血腫除去術で
は，到達アプローチの脳も損傷されるため，改善は
あまり期待できないとされている。ただ，最近で
は，内視鏡による低侵襲な方法で急性期に血腫を吸
引することで予後改善が期待できる可能性も示され
つつあり，全国的に内視鏡手術が増加している（図
１７）。
⑶ 虚血性脳卒中の外科治療
虚血性脳卒中に対する外科的治療は，急性期と慢

性期の治療に分けられるが，急性期の治療はおもに
血管内治療による経皮的血栓回収術が中心である。
一方，慢性期治療では，頸部内頸動脈狭窄症に対す
る open surgery の頸動脈内膜剝離術（carotid en-

darterectomy, CEA）と血管内治療による経皮的頸
動脈ステント術（carotid stenting, CAS）がある。
また主幹動脈閉塞症や頭蓋内主幹動脈高度狭窄症に
対しては，バイパス術や経皮的血管形成術が行われ
ている。
①頸部内頸動脈狭窄症の治療
頸部内頸動脈狭窄症とは頸部内頸動脈に動脈硬化

性のプラークが形成され，徐々に狭窄が進行し，脳
血流の低下を来たしたり，またプラークに出来た血
栓が遊離し，頭蓋内に飛んで血管閉塞を来し，一過
性脳虚血発作や脳梗塞を生じる病態である。症状が
軽い場合は，再発防止のために，CEAや CASが行
われる。ガイドラインではCEAが勧められている
が，比較的侵襲の少ないCASが最近では増えてい
る（図１８）。
②頭蓋内外主幹動脈閉塞症の治療
頭蓋内外主幹動脈に閉塞が生じ，そのために脳血

流が低下して虚血性脳卒中が起きる場合，症状の進
行や再発を防ぐため，頭蓋外の血管を頭蓋内の血管
にバイパスする手術が１９７０年代より行われていた。
しかしながら１９８５年に発表されたRCTにより，外
科治療群は周術期合併症率が高く，長期的な転帰が
内科治療群より劣ったために，以後全世界的にはバ
イパス術は行われなくなった。このRCTに関して
は，その研究デザインに多くの批判が寄せられた。
特に脳血流の評価が行われていなかったために，そ
の後に脳血流評価を追加したRCTが行われ，わが

図１７ 脳出血術式別件数と比率の経年変化
（菅 貞郎：「脳卒中疫学・臨床研究」，STROKE２０２２（２０２２年１月２７日）より引用）
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国発の JET研究では有用性が示されたが，欧米の
COSS 研究では有用性が示されず，現在でも本邦以
外では，バイパス術は余り行われていない。

最後に

英国の著名な脳外科医，ヘンリー・マーシュの著
書に「脳外科医マーシュの告白」（邦題）という本
がある。原題名は「DO NO HARM」である。彼は
著書の中で，脳外科医の厳しい道のりを振り返りな
がら，原題名となったヒポクラテスの言葉「なによ
りも害をなすなかれ」と，フランスの外科医ルネ・
ルリッシュの言葉「外科医はだれしも自分の中に小
さな共同墓地をもっており，ときおりそこを訪れ，
祈りを捧げる。そこは苦渋と悔恨の場所であり，外
科医はそこで自分が犯してきた失敗の数々の言い訳
をさがさなければならない」を引用している。私
も，脳外科医に成り立ての頃，上司から投げかけら
れた「いいか，菅！脳外科医は屍を乗り越えてた

ぞ！」を噛みしめながら脳卒中外科医として歩んで
きた。しかしながら，４０年前に脳神経外科医の道を
歩み始めた頃は，多くの脳卒中は治らない病気であ
り，脳卒中の外科治療は侵襲的な開頭術が中心で
あった。それが現在では，脳卒中は低侵襲な治療で
治る病気に近づき始めている。そのうねりの中で，
なんとかわが脳外科医人生を終えることが出来た僥
倖に感謝したい。
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図１８ 内頸動脈狭窄症術式別件数と比率の経年変化
（菅 貞郎：「脳卒中疫学・臨床研究」，STROKE２０２２（２０２２年１月２７日）より引用）
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