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提案者の指摘は一理あり，脳静脈・静脈洞血栓症（CVT）
に

すべきことは，この文章では ―might be harmful― という

おける脳圧亢進時のグリセロール使用には慎重を期すべきか

表現が使われている点です．これは明確な根拠がないままに

もしれません．しかしながら提案者自身もみとめているよう

憶測を述べるばあいの表現方法です．多少でも根拠らしき事

に，グリセロール投与後に出血性梗塞に移行した例があると

実があれば ―may be harmful― という表現を使ったであろ

はいうものの，その出血性変化とグリセロール投与との因果

うと思われます．

関係はまったく不明です．元来 CVT にともなう梗塞は高張

グリセロールは我が国独自といってよい抗脳浮腫薬であり

液投与の有無にかかわらず高率に出血性となりやすい．した

マンニトールにくらべれば副作用も少なくリバウンドも生じ

がって出血性変化が高張液投与後に生じたとしても，それが

にくい薬剤です．実臨床上よほど過剰で無茶な使用の仕方を

グリセロール投与によって誘発されたか否かを判断するのは

しないかぎり，たとえ効果が不十分であっても同薬の副作用

きわめて困難です．少なくとも現時点ではグリセロール投与

がリスクになる危険性は少ないと思われます．本邦の総説に

群において脳出血が増加するという報告がないことも事実で

は CVT の脳圧亢進時にグリセロール使用を勧めるものがい

す．

くつかあり，臨床現場では実際にグリセロールがひろく使用

欧米のガイドラインでは CVT 例の過度の脳圧亢進時には

されています．そこで編集委員らはグリセロール治療に対し

開頭術による血栓除去ないし減圧術を考慮することが記載さ

て何らかの評価を与えるべきであると考えてグレード C1 と

れています．また，ガイドラインには記載されていないもの

いうランクづけをおこないました．この推奨レベルは決して

の，血栓除去や減圧術の前段階においてしばしば高張液
（欧米

高いものではなく，それゆえにこの評価づけが正当性を欠い

ではマンニトール）が使われていることはいくつかの症例報

ているとは考えがたいのです．

告や総説に記されている通りです．ただし，残念ながら高張液

提案者は「CVT 患者において，出血性梗塞などの占拠性病

の功罪について言及した論文はありません．提案者は EFNS

変をみとめず，静脈閉塞による頭蓋内圧亢進症状のみが前景

ガイドラインにおける「However，one should keep in mind

となっているばあいには，グリセロールなどの高張液は，流出

that osmotic substances might be harmful in venous outflow

障害のために出血性合併症を誘発する可能性が危惧され

obstruction，since they are not as quickly eliminated from

る．
」という記述を加えることを提案していますが，上述の通

the intracerebral circulation as in other conditions．
」と い う

り少なくとも現時点においてこの記述を支持する明確な根拠

記述を引用し，
「同ガイドラインも高張液の投与は harmful な

があるわけではありません．ネガティブな内容を記述するた

可能性があると指摘している」
と述べています．しかし，注意

めにはポジティブな内容を記述する時以上にシッカリした事
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実の裏づけが必要です．したがってガイドライン 2009 におけ
るこの項目の記述を修正ないしは補足説明する必要はないと
考えます．ただし，次のガイドライン改定時にはこの提案を文
献の一つとして参照し，神経学会地方会の症例報告レベルの
文献までふくめた十分な吟味をおこなって提案者が指摘する
ような可能性の可否についても触れるよう努力すべきと考え
ます．
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