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に改善する刑があるんですね.だから発症三時間以内で

あればマイクロカテーテルの治療はぜひ試 して-みるとい

いと思います.劇的によくなる可能性があ ります.何 も

しなければそのまま一生寝たきりになる可能性 もあ i),

ぜひ試 してみるべきだと思います.

林 心源性塞栓症の際のヘパリン療法は.一方で

hem()1､-･agicinrarctionの可能性 も考慮する必要があ

ると思います.その点適用とメリットを数えてください.

小山 時間がたっていてすでに血栓溶解療法の適応な

で出血がないのを確認 してからヘパリンを開始する病院

も多いと思いますが.お話 したように発症 2週間以内に

多ければ二割再発があるので,とにかく再発を抑えたい

ということで,当院では早めにヘパリンを開始するよう

にしています.

司会 (辻) 小閑前首相のように一方で.重篤な出血

性梗塞を合併する場合もあるようですので,その点にも

留意する必要があるのではないかと思います.′ト山先生

あ i)がとうございました.それではこれで.内科関係か

らの発表を終わりたいと思います.

司会 (田中) それでは,この後外科系のほうへ移 i)

ます.虚血性脳血管障害の外科的治療についてお願い します.

4)虚血性脳血管障害に対する外科的治療
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は じ め に

虚血性脳血管障害に対する治療の目的は,急性期では

不可逆的な梗塞巣に陥る領域を最′｣､隈にとどめることで

あるのに対し.慢性期では再発作や脳梗塞の進行の予防

である.そのための外科的療法は,急性期では閉塞部を

再開通させることであり,慢性期では狭窄部を拡張させ

たり,閉塞部に対する bypass術がある.そこで,虚

血性脳血管障害に対する最近の外科的治療を,急性期 と

慢性期に分けて,また近年急速に普及している血管内手

術も含めて概説する.

急性期血行再建術

脳組織の障害が可逆的な状態にとどまっている,いわ

嘩る 洩eTapeuticwindow 内に血流の再開通が行え

るかが重要な point･である.Therapeuticwindow

は残存脳血流量と発症からの時間に依存し,その範囲を

超えて血行再建がなされると,かえって脳浮腫や出血性

梗塞を招き,症状を悪化させる危険がある.そのため,

LDA の出現していない6時間以内の症例が対象とされ

たが.最近は虚血病巣を超急性期から描出できる MRI

拡散強調画像所見が藍要祝され,既に広範な商信号領域

を認める症例は適応外とされる.更に SPECT による

脳血流量測定の必要性が強調され,適応例の残存血流量

として15ml/100g/min以上.や正常値の30-35%以-.ト

が指摘されているい21

1. 血管内手術による局所線溶療法

急性期の治療は時間との戦いであるため,脳血管撮影

に引き続いて施行可能な血管内手術による局所線溶療法

は大きな選択肢である.これは microeatheterを血栓

の中か遠位まで誘導し,urokinaseや tPA を注入し

再開通を得ようとする治療である.Urokinaseに比べ

tpA の治験結果の方が良好であるが.脳血管障害には

適応がなく,認可が期待されている.また,guide＼ヽ,ire

や ballooneat.heterによる血栓の博織的破壊の併用

効果を強調している報告もある.治療対象の大半が塞栓

症で,中大脳動脈閉塞症と脳底動脈閉塞症に対しては良
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好な成績が報告されている31.内頚動脈閉塞症の成績は

良好でなく.しかも,残存血流量から適応外とされる症

例が多い.図1は発症4時間後に局所線溶療法を行い.

再開通が得られた中大脳動脈閉塞の 1例である.

2. その他の急性期血行再建術

頚部頚動脈狭窄や閉塞に対する急性期の内膜剥離術や

PTA の報告があるが,再開通後の hyperperfusion

解は得られていない.

慣性期血行再建術

Fl的はあくまでも再発作や脳梗塞進行の予防であ i).

主幹動脈に閉塞性の責任病変を有し,脳梗塞があっても

小梗塞で.内科的治療でコントロールされない症例が対

象となる.その場合,病変部位が塞栓源になi.).artery

toarteryelnbolism を引き起こしているのか.末梢

紬 匪流圧の低下に起因する hemodynamieisehemia

によるのかを見極めることが大切である.塞栓源となる

酒壊性病変の診断には血管撮影,3D-CT,頚部エコー

による形状,性状所見が参考になる.最近は血管内エコー

も普及しつつある.Hentodynamicischemiaの診断

には.SPECTによる安静時脳血流量と脳循環予備能を

知るための Diamox負荷時脳血流量の定量測定が必

要であI.).その結果から貧困潜流 (mi seryperfusion)

の状態であるかを診断する.病態を正確に把握した上で,

はじめて手術適応と手術法が決定される.以下に,主な

慢性期血行再建術に関して述べる.

1. 頚部頚動脈狭窄に対する内膜剥離術

生活の帆米化に伴い本邦での頚部預動脈狭窄病変は増

加傾向にある.それに加え,最近の NASCET,ECST.

ACASなどの randomizedstudyにて,症候性が70

%以上,無症候性で60%以上の狭窄例で,頭動腺内膜

剥離術 (〔EA)が内科的治療に勝るとする成績がで

て軒 6),本邦での手術報告数は増えてきている.しかし,

施設の成績として症候性で6%以下,無症候性で 3%以

下の suI･gicalriskが求められている.合併症で大 き

な問題となるのは,術中の頚動脈遮断による脳虚血と術
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図1 中大脳動脈閉塞刑

A:局所線溶頼法嗣

B:再開通の得られた局所線溶頼法権

後の hyperperfusionである.我々は必ず術前に頚動

脈の balloon閉塞試験 を行い.その結果で術中の内

shuntの必要性を決めている.術後の h.vperperfusion

対 しては,特に Dia1110Ⅹ反応不良例において,術後の

血圧管理をよ射寅登に行う必要がある.また,冠動朕狭

窄病変を合併する頻度も高 く.手術順序が問題 となる.

Pl､CA に場合は PTCA を先に,CABG の場 合は同

得られていない.両側症例の手術間隔は∴日立脳神経障

害の予防の点からから6週間11_上･.とされている.

2. 葦頁部葦頁動脈狭窄に対する血管内治療

冠動脈狭窄に対しては確立された stelltingが,頚部

頚動脈狭窄に対 しても行われるようになi),良好な成績

が報告されつつある7㌔ しかし,手技中に必ず生 じてい

るとされる distalelllbolisnlを確実に予防すること

が不可欠であ i),施設によ 机 ､ろい7'な proteetive

balloonsystem が考案されている.St(さnt自体 も頚

動脈専用でないため便鞘できるものに制限があり,今後

の開発およびその認可が必要である,再狭窄に関しては,

本邦における長期の追跡結果が必要であるが,6ケ月複

の50%以__l二の再狭窄率が 2.3%とする欧米の良好な成鴇

の報告があが ).cEA に比べ侵襲の少ない Sもemt豆ng

は今後期待される治療である.図2に proteetilで ba1 -

loonsystem 下に stentingを行った内頚動脈狭窄の

1例を示す.

3.浅側頭動脈一中大脳動脈 (STA-MCA)吻合術

脳外科領域における bypass術として最もポピュラー

な頭童外-頭蓋内動脈吻合術で,外莞動腺の枝である浅

側頭動脈 (SrrA)を脳表の中大脳動脈 (MCA)の桟に

吻合する手術である.中大脳動脈領域における血行再建

術として多lI目されてきたが.1985年に発表 された国際

･肘 ii-l]研究の結果は,本手術は虚血性脳血管障害の再発予

防には有効とはいえないという否定的な結果であった91.

しかし,その後Iflll行力学的虚血を有する症例では有用で

あるとする報告が相次いでなされ.現在本邦で本手術の

有朋性に関する最終 stud.V(JETstudy)が行われて

いる.本 study では.安静時脳血流量がiF.常値の80%

未満で,脳循環予備能が109も未満の症例を血行力学的虚

血を有する症例として定義 し,study の対象とLてい

る.本手術が虚血性脳血管障害に対する血行再建術 とし

て残るかは studyの結果によるが,仮に有効 とする結

果が出たとしても,今後の適応は厳格になると思われる.

4.椎骨脳底動脈領域における血行再建術

椎骨脳底動脈系の虚血性血管障害に対する血行再建術

には様々な手術法が報告されており,左右の椎骨動脈 と

脳底動脈以外に後交通動脈からの側副血行路を含めた血

行動態を十分に把握 した上で,手術法を選択することが

重要である.椎骨動脈起始部狭窄に対する再建術として.

我々は shortveingraft.を用いた鎖骨下動脈一椎骨

動脈 (SubCA--VA)吻合術を行い良好な結果を得て
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国営 内潜動販狭窄例

A:Stent留置前

Bニ稔頚動販 (1)と外蔑動販 (2)をbolloonca旺eteTで閉塞 して d主Sもalembolusを

予防しながら内頚動脱に balloonexp汲mdablestentを留置 (3)

C:Stenも留置後

寮1 虚血性脳血管障害に対する主な血行再建術

音 廿 血 管 急 性 期 慢 性 期

頚勧娩系錘部頚動脈珠窄 (局所線溶療法) 内膜剥離衝,(Sもe痛 n欝)内意動脆閉塞 STA-MCA吻合術

中人肺動脈閉塞 局所線溶療法 STA-MCA吻合術

椎骨脳底動娩系椎骨動朕起始部狭窄 局所線溶療法 SubCA-VA吻合術,(PTA,Sもe血 欄 )

きたiO).この術式は深い病変部を露出せずに低侵襲です

む利点を持つ,しか し,最近はこの部位 にも PTA さ

らには stentingが適応 され始めている.椎骨脳底動娩

系に射する他の血行再建術 としては,後頭動腕一後下小

脳動脈 (OA-PICA)吻合術 と浅側頭動娩 -上か脳動

漁 場TA州SCA)吻合術の 2つが上げ られる.前者 は

脳底動娩近位部の,後者は脳底動脈遠位部の虚血に対す

る再建術 として適応がある.
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ま と め

凝後に,当科で行っている主な虚血性脳血管障害に対

する血行再建術を表1に示 した.外科治療 としで慢性期

の閉塞性病変に射する内膜剥離術 や bypass衝 は今後

も塞要な外科的療法であるが,急性期了慢性期 ともに今

後はより侵襲の少ない血管内治療-移行 してい くことが

予想 される.
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司会 (田中) あi)がとうございました.

松原 技術的なことを質問 します.Subclaviansteal

症候群や内頚動脈狭窄に対する PTA やステン ト留置

の際に剛 ､る Protectiveballoon は debrisを trap

していると思うのですが,どういうタイミングで ba1 -

loonを derlationするのか.また debllisが有効に

t-rapされている状況をどうやって捕 らえるのか という

ことをお聞きしたいのですが .

阿部 内頚動脈に対する ステ ン ト留置術における

dist､alprotectiveballoon の使用経験はまだあ りま

せん.鎖骨下動脈狭窄に対する PTA に際 しては,始

めから椎骨動脈に挿入した balloonを膨らませておき

ます.鎖骨下動脈が拡張された途端早い順行性の流れが

生 じますが,元々バルーンを膨らませていますので,樵

骨動脈に血栓や debrisが入ることはありません.内苑

動脈に対するステント留置術を多くされている先生方に

聞きますと,東も debrisの飛ぶ危険が高いのはステン

ト留置後の postdilataturn の時のことです.ですか

ら postdilEltionの時には必ず dist且Iballoon を入

れておいて postdilatatern 後にその脇から入れたち

う一本の cathet.erで debrisを含む1m液を吸引し.そ

の後 washoutLます.吸引阿収 した血液には全例にd

ebrisが確認されたとのことです.1こしとからステン ト留

置術を行う際には proteet.il,eballoonが必';Bである

ことがわか ります.Debrisの間･琵凱二置いては,現時点

では手術の万が安全と思われます.

司会 (田中) どうもあi)がとうございました.

深部静脈血栓症の診断と治療について,よろしくお願

いします.


