
　池田　腹部大動脈壁在血栓、非常に
聞き慣れない言葉ですけれども、それ
についての質問です。まず腹部疼痛で
搬送されてきて、大動脈疾患が疑われ
たということですけれども、この辺で
一番頻度が高いといいますか、どのよ
うな疾患があるのでしょうか。
　三隅　いわゆる急性腹症で、上腸間
膜動脈（SMA）血栓を含む消化器疾
患の疑いが一番強いと思うのですけれ
ども、ここで腹部の造影CTを撮られ
て大動脈解離が疑われたということで
すね。僕らとしては、どちらかという
と、動脈解離というのは普通、腰痛や
胸背部痛が多いと思うのです。ここで

おなかの検査をされて、特に異常がな
くて、腹部のCTを撮られたというこ
とかと思います。腹痛だけで来ること
は、限局性の腹部の分枝の解離という
場合にはありうるのですけれども、大
動脈の解離において腹痛だけというパ
ターンは珍しいと思います。
　池田　通常は背部痛ですね。
　三隅　胸背部痛で来られることが多
いですね。
　池田　細かい分岐部とは書いていま
すけれども、大動脈解離ということで
すが。
　三隅　大動脈解離の定義というのが
すごく難しいのです。解離というのは

腹部大動脈壁在血栓

聖路加国際病院心臓血管外科部長
三　隅　寛　恭

（聞き手　池田志斈）

　腹部大動脈壁在血栓についてご教示ください。
　73歳女性、左上腹部疼痛にて救急搬送され腹部造影CTで当初大動脈解離が疑
われましたが、５日後の再検査で上記疾患および腹部大動脈の拡張と診断され、
経過観察のみで退院しました。なお、同時施行の冠動脈造影CTで左前下行枝
♯７近位部に石灰化を伴うプラークを認め、高度狭窄を疑われカテーテル検査
のため転院しました。
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外膜と内膜の間の中膜に亀裂が入って、
そこに血液が入り込むことです（図１）。
はっきりとした定義はないのですけれ
ども、解離部の長さが１～1.5㎝以上と
いわれているのです。普通はそういう
タイプを解離というのですが、それ以
下ですと、なかなかCTでも診断がつ
きにくい面がありますので、普通はそ
ういうかたちで診断されます。
　多くは、いわゆるDeBakeyの３型解
離といいまして、胸部、腹部と一緒に
血管が裂けて解離しているというパタ
ーンがほとんどなのですけれども、ま
れに限局性の解離という、おなかの大
動脈の一部分、あるいは腹腔動脈とか
上腸間膜動脈の枝が裂けているという
タイプもあります。
　池田　本筋に入る前に、大動脈解離
の原因というのはどのようなものがあ
るでしょうか。
　三隅　様々な原因があると思うので
すけれども、一番多いのは、73歳とい
う女性ということで考えると、この年
齢で来るタイプとしては動脈硬化、高
血圧、そういうリスクファクターで動
脈の壁がかなり性状が悪くなって解離
されるということがほとんどです。ま
れに若い方で、これは遺伝的な、一番
多いのがマルファン症候群ですけれど
も、動脈壁の性状が弱くて、動脈が裂
けるという動脈解離もあります。73歳
ぐらいになると動脈硬化性の解離とい
うことが一番考えられるかなと思いま

す。
　池田　初期は大動脈解離が疑われた
のだけれども、５日後の再検査で腹部
大動脈壁在血栓といわれたということ
ですけれども、再検をしてわかるよう
なものなのですか。逆に、最初にまず
腹部大動脈壁在血栓についてどのよう
な疾患か、お教えいただきたいのです
けれども。
　三隅　壁在血栓というのは、大動脈
自体が血流が速いものですから、でき
ることが非常にまれなのです。壁在血
栓ができるのは、多くは腹部大動脈瘤

図１　大動脈解離

（安達秀雄：イラストレイテッド大動脈
瘤手術。金原出版、p.60、1999）
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という、いわゆる真性の動脈瘤です（図
２）。これで瘤の中に大きな血栓をつ
くるということはよくあるのですけれ
ども、それ以外では、いわゆる解離の
ときに、部分的な解離で血栓ができる
ことはあります。
　難しいのですけれども、壁在血栓と
血腫という２通りの言い方があって、
解離の場合に血液が偽腔、つまり解離
した腔を血液が流れている場合にでき
る塊は血栓といって、そこが血流がな
くて詰まってしまって、いわゆる偽腔
閉塞という場合には血腫といいます。
ということで、非常にこれは定義が難
しいのですけれども、壁在血栓という
のは血管の中、血液が流れている状態
のところに血の塊があることを一般的
には血栓というのです。そういう意味
では、腹部の大動脈に限局した血栓と
いうのは非常にまれだと思います。
　池田　血流があって、なおかつ血の
塊があるということですね。
　三隅　そうですね。
　池田　先ほどのお話ですと、部分的
な解離があることが多いということで
すね。
　三隅　そうですね。
　池田　原発性といいますか、動脈瘤
自体に、脳の動脈瘤のような瘤ができ
るということは少ないわけですね。
　三隅　それは真性の大動脈瘤といい
ます。囊状瘤といって、頭の動脈瘤の
ようにぽこっと片側性にでっぱるタイ

プと、紡錘状に両側に広がるタイプの
２種類がありますけれども、両方とも
その場合には血栓をつくることが多い
です。それに伴う血栓というのはよく
見られるのです。そういう血栓が足や
骨盤のほうに飛んで、いわゆる末梢の
足の血栓症や腹部臓器の虚血を起こす
こともあります。
　池田　私どもの感覚ですと、大動脈
解離が非常に認知されていると思うの
ですけれども、それに加えて大動脈瘤
もあるし、そういった瘤であるとか部
分解離のところに血腫とか血栓ができ
てくるということですね。
　三隅　そうですね。
　池田　５日後の再検でわかったとい
うことですけれども、腹部大動脈の拡
張も診断されているということですが、

図２　真性腹部大動脈瘤
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大動脈の拡張というのは部分的解離あ
るいは動脈瘤のようなものなのでしょ
うか。
　三隅　そうだと思います。２回目の
検査で診断されたという理由がよくわ
かりません。普通は１回目のCTで、単
純撮影でも動脈の拡大があれば確認で
きます。１回目のCTで確認されなく
て、２回目で拡大が確認されたという
ことは、２回目の時点で１回目よりも
大動脈が大きくなっているということ
なのかなという感じもするのですけれ
ども、ちょっとわかりません。
　池田　実際に患者さんを拝見してい
ないとわかりづらいところですね。
　三隅　そうですね。
　池田　壁在血栓ということを診断さ
れて、経過観察のみで退院ということ
ですけれども、通常、治療の適応とい
うのはありますか。
　三隅　壁在血栓自体のみで治療する
ということはまずほとんどありません。
血栓ができて、それを末梢に頻回に飛
ばすような人、一番多いのは動脈瘤で
血栓が形成され、それが末梢に飛んだ
場合、そのほかにはshaggy aortaとい
いまして、大動脈壁全体が非常に動脈
硬化、石灰化とかの変形が強くて、そ
こに血栓ができて、それを末梢に飛ば
すということがあります。そのような
症状をあまり繰り返す方の場合には手
術適応といいますか、開腹手術で人工
血管置換を行うか、あるいはステント

グラフトといって、カテーテルで人工
血管を入れる治療ですが、そういう治
療の適応になりますけれども、確率と
しては非常に少ないと思います。
　池田　そういった末梢へ血栓が飛び
散っていないということが、経過とか
臨床的に判断できれば…。
　三隅　そのまま様子を見るというこ
とですね。
　池田　73歳ですし、そういうことで
すね。
　三隅　治療として、のみ薬、経口の
アスピリンとか抗血小板剤、そういう
ものを入れたりという治療を血栓の予
防ですることはあります。それ以外の
治療というのは、特に血栓があるから
すぐ治療するということはないかと思
います。
　池田　同時に行われていますけれど
も、冠動脈造影CTで左前下行枝に石
灰化を伴うプラークが見られ、高度狭
窄を疑われている。この所見と腹部大
動脈壁在血栓の関係をうかがっておら
れると思うのですけれども、この関係
はいかがなのでしょうか。
　三隅　これは確実に関係があるとい
いますか、おなかの動脈瘤とか動脈硬
化というのは、全身の動脈硬化の一部
の症状であって、動脈硬化というのは
頭の先から足の先まで全身に来ますの
で、おなかの動脈だけに来るというこ
とは非常にまれです。おなかの動脈瘤
がある方は、検査すると３割ぐらいに、
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造影CTあるいは血管造影で冠動脈の
病変を認めることがあります。ですの
で、壁在血栓とか動脈硬化、おなかの
動脈のCTで石灰化があるという方の
場合には冠動脈の検査の追加が勧めら
れます。
　池田　高齢者、そして動脈硬化が進
んで、動脈瘤あるいは部分動脈解離が

起こっている。それで血栓が生じてい
るということで、逆に冠動脈造影で何
か変化がある場合は大きな動脈も一応
みておくことも必要でしょうね。
　三隅　そうですね。そういうことで
すね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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