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くも膜下出血・病態と診断と治療

　齊藤　くも膜下出血の病態・診断・
治療ということでうかがいます。
　くも膜下出血は、起こってしまうと
かなりたいへんな病気なのですね。
　森田　そうですね。起こった人の1/3
から半分ぐらいは社会復帰できないよ
うな、すごく重篤な、寝たきりのよう
な状態とか、亡くなられる人も1/4ぐ
らいいらっしゃいます。
　齊藤　これは動脈瘤が破裂するとい
うことでしょうか。
　森田　くも膜下出血は、例えば外傷
でも起こるし、ほかの脳の血管が切れ
ることでも起こるのですが、90％以上
は脳のかなり太いところの分岐部にで
きる動脈瘤が破裂して起こるものです。
　齊藤　症状は激しい頭痛ですか。
　森田　一番の症状はものすごく激し
い、今までに経験したことがないよう
な頭痛です。その出血がそのまま続く
と、頭の中が血でいっぱいになり、血
流が行かなくなってしまいますので、
考える力がなくなり、倒れてしまった
り、意識がなくなったりします。

　齊藤　どういった流れで治療は進行
するのでしょうか。
　森田　くも膜下出血かどうかは、外
見からはわからない場合もあるのです
けれども、例えば意識のある人ですご
い頭痛であれば、くも膜下出血と、臨
床的に診断します。しかし例えば救急
隊の人が意識がない人を見たときに、
すぐには診断がつかないので、病院に
来たらすぐ、脳内に何か大きな病変が
起こっているということで、まずCT
を撮る。くも膜下出血が診断されたら
（図１）、その場ですぐに造影剤を入れ
て、CTで血管を見ることができるCT
血管撮影をすることも多いです。そう
すると、多くの症例でどこに動脈瘤が
あって、どこから出たのかがわかるよ
うになります。
　もしCT造影ができない場合は、例
えばMRIでMRAというのをやるか、
もしくは血管撮影といって、カテーテ
ルを脳の動脈の中に入れて血管撮影を
して、どこから出血したかを判断しま
す。脳の動脈瘤は右や左にあることも

ありますし、真ん中、中央、後ろのほ
うにできている場合もあり、千差万別
です。どういう治療をしたらいいかを
決める上でもまず脳動脈瘤の場所や大
きさを見ます。当然ですけれども、そ
の間に患者さんが例えば意識がない、
呼吸が弱いという状態であれば、全身
の管理として、挿管して呼吸を維持す
るとか、同時進行でいろいろなことを
やっていきます。
　齊藤　そういったことで、動脈瘤が
主病変ということがわかるわけですね。
　森田　はい。
　齊藤　出血量が非常に多ければ、亡
くなってしまうということですね。い
ったん出血してもとまることが多いの
ですか。
　森田　そうですね。頭蓋の中で脳の
圧迫でとまっている場合もありますし、
脳の圧がかなり高くなって自然ととま
る場合もあります。ずっと出血し続け

ることは不可能ですので、どこかでと
まっていると思います。
　齊藤　いったんとまって、いったん
安定しても、次に来ることが怖いので
すね。
　森田　そうですね。当然、脳の圧が
高い状況では、すぐそれを解除する必
要がありますし、一番怖い脳動脈瘤、
くも膜下出血の合併症は、すぐ再破裂
するということです。一番多いのが最
初の６時間ぐらいまでで、24時間以内
（１日目）の再出血率が非常に高いの
です。ですので、その間に何らかの再
出血を防ぐような治療をすすめること
が多いです。
　齊藤　動脈瘤に対してのアプローチ
はどういう方針でいくのでしょうか。
　森田　治療には大きく分けて２種類
（３種類あるかもしれませんけれども）
あります。一つは開頭して動脈瘤を出
してクリップをかける。洗濯ばさみの

図１　脳動脈瘤とくも膜下出血のCT
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小さいようなものをかけて血が出ない
ようにとめてしまう。もう一つは、さ
っき血管撮影というのを言いましたけ
れども、血管の中から動脈瘤の中まで
カテーテルを入れて、そこから小さい
プラチナのコイルを入れて詰めるとい
う、血管の中から閉鎖してしまうとい
う方法があるのです。
　あまりにも状態が悪い場合は、少し
経過を見させてもらって、よくなって
きたら手術治療をすることもあります。
というのは、脳が非常に悪い状況で無
理して治療してもよくならない。逆に
治療が悪さをしてしまうこともありま
すから、待機して治療をするというこ
ともあります。
　齊藤　クリップは頭を開けるほうで
すね。血管内のほうは開けないという
ことですね。
　森田　そうです。血管内治療は頭を
開けないでカテーテルで行います。
　齊藤　そこで侵襲がだいぶ違うとい
うことですか。
　森田　そうですね。クリップは昔か
ら行われている治療方法で、かなり確
実に出血点をとめることができます。
コイルというのは、せいぜい入っても
動脈瘤の中の1/2ぐらいの体積なので
す。ですから、中には少し血液が流れ
ていますので、完全に閉塞という状況
にならない場合もあります。再出血が
まれには起こるので、そういう意味で
は確実なのはクリップなのです。

　ただ、侵襲性では断然コイルのほう
が優れており、患者さんの体にも負担
がほとんどかかりません。あと、くも
膜下出血には高齢の患者さんも多いで
すし、非常に状況の悪い患者さんにも
コイルであれば治療できますので、か
なり日本でもコイルが増えてきていま
す。今は４割ぐらいのくも膜下出血が
コイルで治療されているのではないで
しょうか。
　齊藤　ということは、クリップは脳
外科医が行う。血管内のほうはどうで
しょう。
　森田　血管内治療も脳外科医が実施
することが多いです。米国などでは放
射線科医や神経内科医なども多いので
すけれども、日本では血管内治療は脳
外科医が多いです。
　齊藤　そうすると、技術的にはどち
らもできるが、患者さんの状況等々か
ら治療を選択する。
　森田　施設によってクリップの得意
な施設、コイルを中心にやっている施
設もあるし、両方できる施設もありま
す。現在は両方できるハイブリッドサ
ージャンといって、血管内も開頭もで
きる、自分の中で決められる医師も少
しずつ増えてきています。
　齊藤　くも膜下出血はその後、いっ
たん安定しても、またいろいろ起こり
ますね。
　森田　出血した血が周りの脳にこび
りついていますので、それが化学反応

を起こして今度は血管を縮めてくる
（図２）。脳血管攣縮、スパズムといい
ますが、そういうことを起こして、４
日から７日目ぐらいに脳梗塞を起こし
てくるのです。これが大問題だったの
ですけれども、最近はいろいろな周術
期のケアとか改善策で少しずつ減って
きています。
　齊藤　何か薬を使うのですか。
　森田　日本発のフリーラジカルのス
カベンジャーとか、いろいろな治療薬
があります。血管を拡張するような薬
を使ったり、血液を早く溶かして流す
ような方法や、カテーテルで流し出す
ような方法もあります。
　齊藤　それはくも膜下腔の血を取り
除くものですか。
　森田　取り除いていくものです。な
るべく早く、できれば発症後１～２日、
３日目ぐらいまでに消えれば血管攣縮

の可能性も少なくなってくるのです。
　齊藤　開頭手術をしないでもそうい
うことが可能なのですか。
　森田　開頭手術をしない場合は腰か
ら血を抜きます。
　齊藤　そういうことで、攣縮を予防
していくことがかなりできるようにな
ってきたのですね。
　森田　ほかの合併症としては、もう
少し後の時期の話ですけれども、水頭
症というものを起こしてきて、水がた
まってくることがあります。それを抜
くためにV-Pシャント、脳室腹腔シャ
ントというものをしなければいけない
場合もあります。
　あと、発症のときに、ちょっとだけ
出血して、この頭痛は生まれてから初
めての「ちょっと頭が痛いな」ぐらい
で出る人もいるのです。前駆出血とい
うのですけれども、ちょろっと血が動

図２　脳血管れん縮

脳血管の狭小化

Day 7
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脈瘤から出たぐらいの出血は、実は半
分ぐらいの方が経験しているのです
（図３）。
　齊藤　実は最近出血していたという
ことですね。
　森田　そうです。そのときに診断さ
れてきちんと治療を受けていれば、も
のすごくよい状況で自宅に帰れますの
で、それが本当は一番見逃してはいけ
ないことなのです。
　齊藤　つまり、脳外科医は少しでも
出血していた跡が見えるわけですね。
　森田　そうですね。そういうものも
見るし、よく出血した人に話を聞くと、
そういえば３日前にちょっと頭痛があ
ったなという人もいます。最近もそう
いう方がいらっしゃいましたし、そう
いう状況で見つかって、大きな出血を
する前に病院に来ていただければ、非

常に早く治療ができるのです。
　齊藤　もう一つ、脳ドックで未破裂
が見つかった場合はどうでしょうか。
　森田　破れていない動脈瘤は、一生
涯で破れないものが９割ぐらいはあり
ますので、基本的には10％ぐらいが本
当の適応なのです。今は危ない動脈瘤
がだんだんわかってきました。例えば
７㎜以上あったりとか、場所が交通動
脈、前交通とか後交通動脈にある動脈
瘤は非常に危ないというのがわかって
きています。そういうもので小さい動
脈、もしくはものすごく形が悪い動脈
とか、我々はそういう危険リスクのス
コアなどもつくっていて（図４）、危
ない動脈瘤と思われたものは治療して
おいたほうがよいと考えます。ただし、
すぐ治療をしたらいいというものでは
ないので、これは専門医の意見をよく

聞いて治療を考えられるのが一番よい
と思います。
　齊藤　見つかってしまった場合は専
門医とよく相談し、経過を見ながら、
場合によっては治療ということですね。

　森田　そうですね。
　齊藤　なかなかそこは難しいですね。
　森田　難しい判断になると思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

図３　前駆出血 図４　未破裂脳動脈瘤の破裂リスク予測式
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