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（聞き手　大西　真）

　大西　脳動脈解離についてうかがい
たいと思います。
　まず初めに、脳動脈解離の病態につ
いて教えていただけますか。
　山脇　脳動脈解離とは、何らかの原
因により頭蓋内または頭蓋外の動脈に
内膜損傷が生じ、動脈壁内に出血した
状態を言います。その結果、動脈壁が
外方に向かって膨隆すると瘤となり、
内腔に向かって膨隆すると、血管を狭
窄または閉塞させます（図１）。前者
では頭蓋内であればくも膜下出血とな
り、後者では脳梗塞あるいは一過性脳
虚血発作といった虚血性脳血管障害を
発症します。
　大西　年齢的な特徴などは知られて
いるのでしょうか。
　山脇　若い方の脳梗塞では脳動脈解
離がわりと多く、我々は注意しなけれ
ばいけないと思って画像をしっかり見
たりします。
　大西　そのあたりは気をつけなけれ
ばいけないのですね。次に好発部位で
すが、日本と欧米では違うということ

も聞いているのですが、いかがでしょ
うか。
　山脇　罹患動脈によって、まず頭蓋
外と頭蓋内に分けられます。それぞれ
が内頸動脈系と椎骨脳底動脈系に分類
されます。欧米では頭蓋外内頸動脈の
頻度が圧倒的に多いのですが、わが国
では頭蓋内椎骨動脈解離が最も多くな
っています。これがどうしてかはまだ
よくわかっていないのですが、発症様
式は前述の出血性発症、虚血性発症の
ほかに、頭痛発症、あるいは偶然見つ
かることに分けられます。
　大西　若い方が比較的多いというお
話だったのですが、その原因といいま
すか、きっかけは、何か運動とか、そ
ういうものでしょうか。
　山脇　軽微な外傷といわれるスポー
ツ、ゴルフでスイングしたときとか、
あるいは水泳、それから比較的多いの
がカイロプラクティック、これによっ
て首に負担をかけると発症するといわ
れています。
　大西　首を激しく振る運動もありま

すよね。そういうものがきっかけにな
ることがあるのですね。それでは次に
診断、症状といいますか、脳動脈解離
を疑うポイントについて教えていただ
けますか。
　山脇　まずは突然の頭痛です。頸部、
特に後頸部痛、後頭部痛で発症する方
が比較的多いといわれています。麻痺
や痺れなどのいろいろな神経症状では
なく、頭痛のみで発症する方が比較的
いるので、注意する必要があります。

ただ、その後に何日か、あるいは何週
間かしていろいろな神経症状、麻痺や
痺れが出てくることがありますので、
注意する必要があると思います。
　大西　頭痛の患者さんというと外来
にかなりいらっしゃいますが、どこに
気をつけたらいいのでしょうか。
　山脇　我々もいつも悩んでしまうの
ですが、これまであまり頭痛を経験し
たことがない方で、比較的若い、40～ 
60代ぐらいの方が突然に頭痛あるいは

その他の脳血管障害
（3）脳動脈解離

図１　脳動脈解離の解剖

A：壁内に出血した状態。B：内膜下解離をきたし、血管を狭窄させている。C：外膜
下解離をきたして、動脈瘤を形成している。D：壁内出血が血管腔（真腔）と交通し、
偽腔を形成している。
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後頸部痛をきたした場合には、ちょっ
と疑って、可能であればMRIを撮るよ
うにしています。
　大西　椎骨動脈の解離は運動以外に
も、何かほかの原因、動脈硬化とか、
そういうものはあまり関係はしていな
いのでしょうか。
　山脇　50代、60代の方が多いので、
動脈硬化とはあまり関係ないといわれ
ています。
　大西　脳動脈解離の診断には画像が
必須だと思うのですが、そのあたりを
教えていただけますか。
　山脇　昔は脳血管造影がゴールデン
スタンダードといわれていたのですが、
今はMRIが発達しましたので、ほとん

どMRIあるいはMRAで診断がつきます。
特殊な撮り方をする必要がある場合も
ありますが、一般的な撮影でもある程
度わかると思います。最近ではBPAS
（basi-parallel anatomical scanning）と
いう特殊な撮影方法があり、これは血
管の外径を見る撮り方です（図２）。普
通のMRAでは血管の内径しかわかり
ませんので、内径と外径の違いによっ
て動脈瘤があるかどうかがわかる撮り
方です。これは今どこの施設でも一般
的に行われていると思います。
　大西　やはり疑ってMRA、MRIま
で持っていかないと、なかなか診断は
難しいということですね。
　山脇　そうですね。

　大西　それでは治療についてうかが
いたいのですが、初めに血圧管理とか、
そういった全身管理がまずは重要にな
るのでしょうか。
　山脇　血圧が高いと解離を進展させ
る可能性がありますので、まずは血圧
管理が非常に重要になります。あとは
もちろん、先ほど発症の仕方をお話し
しました虚血性発症、出血性発症、あ
るいは頭痛のみ。これによってちょっ
と違うところはあるのですが、いずれ
でも血圧管理が一番重要になります。
　大西　血圧自体が何か原因になるこ
とはあるのでしょうか。
　山脇　ある程度血圧が高い方のほう
が起こりやすいといわれています。
　大西　あとは、抗血栓療法をやるか
どうかも一つ考えなければいけないと
思うのですが、そのあたりはどのよう
に考えたらよいですか。
　山脇　これは非常に難しい問題で、
先ほど言いましたように、欧米では頭
蓋外の内頸動脈解離、わが国では頭蓋
内の椎骨動脈解離が多いのです。今ま
でいろいろなスタディ、特にランダマ
イズドスタディが行われているのはほ
とんどが欧米の報告で、これは頭蓋外
動脈解離を対象にしたものなので、一
概にわが国に当てはめることはできま
せん。欧米で行われているのはプラセ
ボ対照ではなくて、抗血小板療法と抗
凝固療法、このどちらが優れているか
というスタディは幾つか行われていま

す。結局今のところ、どちらとも言え
ない。結論が出ていないのが現状です。
　欧米の頭蓋外動脈解離は、解離が起
きた部分からの塞栓性機序、そこから
血栓が飛んでいく機序が多いのですが、
わが国の頭蓋内の椎骨動脈解離では、
そこから血栓が飛ぶというよりも、そ
この分枝あるいは血管を直接閉塞して
起きる脳梗塞が多いので、必ずしも比
較はできないと言えます。本来ならば
わが国でのスタディが必要だと思うの
ですが、症例もそう多くないのでなか
なか難しいというのが現状です。した
がいまして、現状としては、急性期は
抗凝固療法を行い、少し経過すると抗
血小板療法に変更するということが多
く行われています。
　大西　一般的には行われているので
すね。ただ、明確なエビデンスはなか
なか難しいところもあると考えてよい
ですか。
　山脇　そうですね。
　大西　あとは、脳動脈解離で外科手
術が必要になるのはどういう場合です
か。
　山脇　くも膜下出血を起こす場合、
あるいは動脈瘤、血管が外に膨れる場
合は外科手術を考える必要があります。
もちろん、一般の脳動脈瘤に対する手
術、クリップあるいは血管内治療にな
りますけれども、中にはトラッピング、
血管を閉塞させてしまう治療がされる
こともあります。そうすることによっ

図２　左椎骨動脈解離

A：MRA。左椎骨動脈は軽度拡張して見える（矢印）。B：BPAS（basi-parallel ana-
tomical scanning）画像。椎骨動脈の外観をとらえることができ、AのMRAの画像より
も実際にはさらに拡張（矢頭）しているのがわかる。
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て、動脈瘤に血液がいかないようにす
る治療を行うこともあります。
　大西　それはカテーテルか何かで行
うのでしょうか。
　山脇　トラッピングは直接下手術に
なります。
　大西　カテーテルで治療を行う場合
もあるのでしょうか。
　山脇　カテーテルによる一般の脳動
脈瘤と同じコイル塞栓が行われること
もあります。
　大西　やはり疑うことが重要だと思
うのですが、その後の治療も迅速にし
ないと、場合によってはいろいろな神
経の障害を残すこともあるのでしょう
か。

　山脇　脳動脈解離は、まず最初に起
きた時点から、急性期に非常に変化す
るというのが一つ大きな特徴です。で
すから、脳動脈解離の患者さんを見た
場合には、１週間以内、あるいは１～ 
２週間以内に何度かMRIを撮って変化
を確認する必要があります。
　大西　場合によっては、例えば24時
間以内に処置したほうがいいこともあ
るのでしょうか。
　山脇　本当に急に変化することもあ
りますので、急性期は注意深い観察が
必要となります。
　大西　慎重にフォローしなければい
けないということですね。どうもあり
がとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅴ）

東海大学八王子病院神経内科教授
野　川　　茂

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　もやもや病ということで、よ
ろしくお願いいたします。こういう名
前がついていますので、日本の医師が
見つけた病気になりますか。
　野川　おっしゃるとおりです。この
疾患自体は日本人に特に多い疾患で、
工藤先生（慶應義塾大学）、あるいは
鈴木二郎先生（東北大学）らが先駆的
なお仕事をされました。
　齊藤　もやもやというのは、たばこ
の煙みたいなイメージなのですか。
　野川　そうなのです。このもやもや
病は、両側の内頸動脈の終末部からウ
ィリス動脈輪にかけて血管閉塞をきた
す原因不明の病気で、別名ウィリス動
脈輪閉塞症とも呼ばれますが、先生が
おっしゃるとおり、脳血管造影でもや
もやした血管が写ってくるためにこの
名前がつけられたのです（図１）。
　齊藤　病気の本体と違うところがも
やもやと見えているということですか。
　野川　このもやもや血管は、実は閉
塞性病変の進行に伴って発達した側副
路にほかならないことがわかっていま

す。その狭窄部の病理学的な特徴とし
ては、内膜平滑筋細胞の増殖、あるい
は弾性線維の増生、それによって内弾
性板というのが屈曲蛇行することが特
徴といわれています。
　齊藤　東アジア、日本、韓国、中国
に多い病気なのでしょうか。
　野川　はい、この疾患はわが国や、
あるいは韓国をはじめとする東アジア
に非常に多いのです。2003年の全国疫
学調査では人口10万人当たりだいたい
有病率が6.03でした。男女比は１対1.8
と女性に多いとされています。ところ
が、最近になりまして、北海道でMRI
を用いた悉皆調査が行われ、その有病
率は10万人当たり10.5ということで、
日本で１万人ぐらいの患者さんがいる
のではないかといわれています。また、
このうち約12.1％の患者さんに家族歴
が認められます。
　齊藤　数が少なく、慢性ということ
で、指定難病ですね。
　野川　そうですね。
　齊藤　これが起こる人たちはどのよ

その他の脳血管障害
（4）もやもや病
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