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脳動脈瘤の治療

解離性椎骨脳動脈瘤に対する治療戦略
宮崎

親男

東邦大学医学部脳神経外科学講座（佐倉）

要約：解離性脳動脈瘤は脳卒中の特殊な原因の 1 つとして重要であり，magnetic

resonance

imaging

（MRI）
，MR angiography（MRA）
，three-dimensional computed tomography angiography（3DCTA）等
の発達により若年性の脳血管障害の原因として診断される機会が増加している．頭痛で発症することが多く，
くも膜下出血や脳梗塞を生じ，治療開頭手術や血管内手術による外科的治療，点滴や内服による内科的治療
とさまざまである．
東邦大学医療センター佐倉病院で 2009 年 1 月〜2014 年 10 月の期間に経験した 17 例の解離性脳動脈瘤を
出血型，虚血型，その他の症候別に分類し，治療方法の検討を行った．出血型は全例でくも膜下出血であり，
これに準じた開頭手術による母血管の中枢側 clipping や血管内塞栓術を行った．虚血型では血圧コントロー
ルに加え，脳循環改善剤による点滴治療を行った．その他として頭痛のみもしくは偶発的に診断された症例
に対しては点滴や内服による血圧コントロールが必要であった．
東邦医会誌 62（2）
：101―103，2015
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解離性脳動脈瘤を文献等で過去に遡ってみると，大動脈

現在，解離性脳動脈瘤の発生形態は頭蓋内血管において

に対して血管内の血流が血管壁内部に個々の長さに及んで

内弾性板の広範な断裂に伴い血流が血管壁内に進入，ある

進入し，それに続いて血管壁を進展させたもの１），とする

いは外膜までを貫いた破裂の状態と考えられ，くも膜下出

記載があり，脳外科の分野においてはくも膜下出血の原因

血のみならず脳梗塞の原因としても広く認知されている．

の 1 つとして注目を集めていた．以前は比較的まれな疾患

しかし発生機序等を含め実態についてはまだ判明していな

とされてきたが，頭部 three-dimensional

い点も多い．

computed

to-

mography angiography（3DCTA）や magnetic resonance
imaging（MRI）・MR

angiography（MRA）における画

像検査の発達により診断される機会が増加している．また
２）

脳動脈解離は原因，部位，症候においてそれぞれ分類さ
れており，原因による分類では外傷性と非外傷性（特発性）
に区別することができる．解離部位による分類では椎骨動

高血圧性脳出血の原因として Mizutani et al. は責任血管

脈が最も多く，次いで脳底動脈，内頸動脈の順で多いとさ

を手術で採取し病理学的に調査しているが，摘出された血

れ，その他の病変では前大脳動脈，後下小脳動脈，後大脳

管 19 本中 6 本で穿通枝に解離性脳動脈瘤が認められたと

動脈，中大脳動脈でも報告がなされている．

報告している．また，以前に dolichoectasia，giant serpen-

東邦大学医療センター佐倉病院（当院）においては 2009

tine aneurysm と呼ばれていた血栓性脳動脈瘤が徐々に巨

年 1 月〜2014 年 10 月までに解離性脳動脈瘤と診断したの

大化するのは，慢性型の解離性脳動脈瘤の一部であるから，

は 22 例で，このうち過去に発症した可能性がある症例，

とされる報告も散見される．これらにより，従来考えられ

発症時期の不明な症例が 5 例あり，これらを除く 17 例を

てきたよりも多くの潜在的解離性脳動脈瘤が存在すること

対象として症候別に治療方法を検討した．

が推測される．
〒285―8741 千葉県佐倉市下志津 564―1
受付：2014 年 12 月 22 日
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この 17 例は特発性で，部位は椎骨動脈のみであった．
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解離性椎骨脳動脈瘤における治療の流れ
SAH：subarachnoid hemorrhage

また全ての症例で初発症状から経過をはっきりフォローで

の際には後下小脳動脈（posterior inferior cerebellar ar-

きる症例であり，急性型解離性脳動脈瘤に位置するもので

tery：PICA）の位置が重要となり，瘤が PICA を巻き込

あった．

んでいる型（PICA involved type）かどうかが問題である．

臨床的特徴として 30〜50 歳代の比較的若い男性と喫煙

PICA が太く血流が豊富な場合にはこの血管を温存するこ

者に多く，これらとの関連性が従来の報告と一致して挙げ

とが重要であり，PICA involved type では上記に加え後

られる．今回の当院でのシリーズからは統計学的有意差は

頭動脈（occipital artery：OA）
-PICA bypass を念頭にい

出ていないものの，飲酒との関係が危険因子として今後検

れて治療を行う必要がある．

討される必要があるのではないかと考えられた．症候的に

しかし最近では，血管内手術の instrument の発達によっ

検討すると初発症状から出血発症例（3 例）
，虚血発症例

て開頭手術に比べてアプローチが容易になったため，瘤内

（6 例）
，その他（8 例）に分けることができ，出血発症で

塞栓や internal

trapping を行う症例が増えている．開頭

はくも膜下出血，虚血発症では脳梗塞を認め，その他では

手術との比較をした場合，開頭手術においては OA-PICA

頭痛，めまいから診断に至っていた．症例数からするとそ

bypass を考慮した PICA involved type で優位性を確認で

の他の頭痛等の症候のみが最も多かった．統計的有意差を

きるが，手術時間の長さや難易度の高さを検討した場合，

出すまでには至っていないが潜在的解離性脳動脈瘤が多く

血管内手術を第一選択とする傾向はますます強くなるであ

存在する可能性を示唆する結果であった．

ろう．

治療方法としては点滴等の保存的治療の他に，解離病変

虚血発症（脳梗塞）に対する治療

に対する開頭手術および血管内手術による外科的治療が挙
げられる．保存的治療では抗血小板剤（あるいは抗凝固剤）
，

脳梗塞の急性期治療においては，従来血栓が重要視され

脳保護剤による点滴加療，降圧剤等による内服加療にそれ

ているため，虚血例では抗凝固療法や抗血小板剤の使用が

ぞれ分けることができる．治療の選択は発症形態によって

推奨されている３）．解離性脳動脈瘤においても解離部に形

大きく異なっているため出血発症型，虚血発症型，その他

成される血栓が重要であるとされ，積極的な投与を勧めて

として分類し，それぞれを項目ごとに以下に述べる．

いる報告がある．一方でこれら薬剤の使用により，解離の

出血発症型（くも膜下出血）に対する治療
出血発症型では急性期での再出血が多く，再出血による
死亡率は椎骨脳底動脈において 46.7％ に達するとの報告
もあり，また再出血は 24 時間以内が多いとされるため早
期治療が原則となる．

進展した症例やくも膜下出血を発症した症例も報告されて
おり４），頭蓋内での解離においては，上記の薬剤の投与に
は慎重を要し，個々の症例で使用する薬剤を検討する必要
がある．
発症時から解離の進行によって動脈瘤の形状を変化させ
る症例も認められているため，繰り返し画像検査が必要と

外科的治療では，くも膜下出血を起こした解離性脳動脈

なる．Mizutani et al.５）が脳動脈瘤の病理像で，内膜による

瘤の治療が行われ，瘤内への血流遮断を目的として trap-

自然修復が全周性に進行し，嚢状動脈瘤と異なり発症から

ping もしくは proximal

2 カ月程度で修復は完了すると述べていることから，2〜3

ligation が施行されている．手術
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カ月程度の期間は外科的治療を状態の変化に応じて考慮す

術において場所的に到達が困難であることや侵襲の大きさ

る必要があると思われる．このため現在では発症時におい

から血管内治療の方が現段階においては有用性が高いと考

て脳保護剤のみの使用とし，抗血小板剤は使用せず血圧コ

えられる．フォローアップにおいて従来では特に虚血発症

ントロールが治療の中心となっている．また経過において

の場合，抗血小板剤や抗凝固剤を使用してきたが，出血を

解離部の変化を認めるようであれば外科的治療も再検討す

誘発する可能性を指摘されてからは使用することが控えら

る必要があると考えられる．

れ，血圧のコントロールのみとすることが多くなった．解

その他の発症に対する治療
初発症状として頭痛，めまい等を認めており，偶然に画
像所見（特に脳 MRI）により診断されることが多い．こ
のため治療の中心は血圧コントロールであり，その後は対
症的治療に移行される．しかしながら経過において解離が
変化することもあるため，2〜3 カ月程度は緊急を含めた
外科的治療を意識する必要があると考えられる．それ以降
は定期的画像検査による経過観察とし血圧コントロールは
継続すべきと考えられる．

まとめ（図 1）
解離性脳動脈瘤は「頭痛のみ」から「くも膜下出血」に
至るまでさまざまな病態をもって発症する．発症形態によ
り治療方法は大きく異なり重症度もさまざまである．今回
のわれわれの 18 症例では出血，虚血，その他の症候性に
分類したが，頭痛のみの比較的軽症の状態で診断される症
例が最も多く存在していた．外科的治療に関しては開頭手

62 巻 2 号

離性脳動脈瘤が経時的に変化することを考慮すれば個々の
症例で詳細に検討することが必要であるが，問診の段階で
解離性脳動脈瘤を疑い画像診断を施行することにより，こ
れを早期に鑑別診断することが重要と考えられる．
文
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