
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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うな人たちなのでしょう。
　野川　発症年齢には実は二峰性があ
りまして、５歳前後と30～40歳代に多
いといわれています（図２）。若年の
方に関しては、若年型と呼ばれている
のですが、脳虚血発作で発症すること
が多いのに対して、成人型の場合は脳
虚血のみならず、脳出血、頭蓋内出血
で発症することが多いといわれていま
す。その理由として、初期は脳主幹動
脈の狭窄によって虚血症状が出てくる
のですが、やがて側副血行路が発達し
てきて、それによって代償されて一時
的に症状がなくなります。しかし、晩
期には脆弱な側副血行路が破綻して頭
蓋内出血を生じるのではないかと考え
られています。
　また、成人型の虚血発作の原因の一
部には、動脈硬化の進展も関与してい

るのではないかといわれています。
　齊藤　小さいお子さんで脳梗塞にな
る方は、これで起こる方が多いのでし
ょうか。
　野川　お子さんで発症する方は多い
です。どういった方にもやもや病を疑
うかということですが、小児例では
TIA、あるいは脳梗塞で発症する方が
多く、例えば、泣いた後、体育の授業
で激しい運動をした後、音楽の授業で
ハーモニカを吹いた後、あるいはラー
メンなどをふうふうして冷まして食べ
るときなど、過換気後に、意識消失、
脱力発作、あるいは不随意運動などが
見られることがあります。
　齊藤　過換気が重要なのですか。
　野川　過換気によって体内の動脈血
のCO2分圧が減少することにより、拡
張していた血管が収縮し、血流が不十

図１　もやもや病患者（29歳女性）の脳血管造影

右内頸動脈造影（左）および左頸動脈造影（右）で、前および中大脳動脈
は途絶し、基底核部に発達したもやもや血管を認める。

分になってしまうことが原因と考えら
れています。また、これによって、て
んかん、limb shaking（これはてんか
んの一種だということが最近わかって
います）、舞踏病などの不随意運動が
見られることがあります。
　齊藤　こうなった場合に検査を行っ
ていくのですね。
　野川　そうですね。また、ほかの症
状に関しては、脳梗塞の場合は、脳梗
塞を起こした場所によって様々ですが、
例えば知能低下、失語、片麻痺、視力
障害などが出現することがあります。
若年の方で精神運動発達に障害をきた

した場合は、就学がうまくいかなくな
ってしまうこともあります。
　成人に多い出血型は、全体の20％ぐ
らいを占めていて、拡張した穿通枝に
微小動脈瘤ができて、それが破綻する
ことによって脳実質内の出血、あるい
は脳室内の出血が起こります。症状と
しては突然の頭痛、意識障害片麻痺な
どをきたし、重症化することもありま
す。
　齊藤　様々な症状が起こるのですが、
どういった検査を行いますか。
　野川　血管造影でもやもや血管があ
ることを証明する必要があります。あ

図２　ウィリス動脈輪閉塞症の発症年齢分布

虚血型は乳幼児期および30歳代にピークを認めるのに対し、
出血型は40歳代にピークを認める。
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うな人たちなのでしょう。
　野川　発症年齢には実は二峰性があ
りまして、５歳前後と30～40歳代に多
いといわれています（図２）。若年の
方に関しては、若年型と呼ばれている
のですが、脳虚血発作で発症すること
が多いのに対して、成人型の場合は脳
虚血のみならず、脳出血、頭蓋内出血
で発症することが多いといわれていま
す。その理由として、初期は脳主幹動
脈の狭窄によって虚血症状が出てくる
のですが、やがて側副血行路が発達し
てきて、それによって代償されて一時
的に症状がなくなります。しかし、晩
期には脆弱な側副血行路が破綻して頭
蓋内出血を生じるのではないかと考え
られています。
　また、成人型の虚血発作の原因の一
部には、動脈硬化の進展も関与してい

るのではないかといわれています。
　齊藤　小さいお子さんで脳梗塞にな
る方は、これで起こる方が多いのでし
ょうか。
　野川　お子さんで発症する方は多い
です。どういった方にもやもや病を疑
うかということですが、小児例では
TIA、あるいは脳梗塞で発症する方が
多く、例えば、泣いた後、体育の授業
で激しい運動をした後、音楽の授業で
ハーモニカを吹いた後、あるいはラー
メンなどをふうふうして冷まして食べ
るときなど、過換気後に、意識消失、
脱力発作、あるいは不随意運動などが
見られることがあります。
　齊藤　過換気が重要なのですか。
　野川　過換気によって体内の動脈血
のCO2分圧が減少することにより、拡
張していた血管が収縮し、血流が不十

図１　もやもや病患者（29歳女性）の脳血管造影

右内頸動脈造影（左）および左頸動脈造影（右）で、前および中大脳動脈
は途絶し、基底核部に発達したもやもや血管を認める。

分になってしまうことが原因と考えら
れています。また、これによって、て
んかん、limb shaking（これはてんか
んの一種だということが最近わかって
います）、舞踏病などの不随意運動が
見られることがあります。
　齊藤　こうなった場合に検査を行っ
ていくのですね。
　野川　そうですね。また、ほかの症
状に関しては、脳梗塞の場合は、脳梗
塞を起こした場所によって様々ですが、
例えば知能低下、失語、片麻痺、視力
障害などが出現することがあります。
若年の方で精神運動発達に障害をきた

した場合は、就学がうまくいかなくな
ってしまうこともあります。
　成人に多い出血型は、全体の20％ぐ
らいを占めていて、拡張した穿通枝に
微小動脈瘤ができて、それが破綻する
ことによって脳実質内の出血、あるい
は脳室内の出血が起こります。症状と
しては突然の頭痛、意識障害片麻痺な
どをきたし、重症化することもありま
す。
　齊藤　様々な症状が起こるのですが、
どういった検査を行いますか。
　野川　血管造影でもやもや血管があ
ることを証明する必要があります。あ

図２　ウィリス動脈輪閉塞症の発症年齢分布

虚血型は乳幼児期および30歳代にピークを認めるのに対し、
出血型は40歳代にピークを認める。
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ともちろん、内頸動脈終末部あるいは
前および中大脳動脈の近位部にそうい
った狭窄部が認められることが条件に
なっているのですが、以前は成人では
これが両側性にないともやもや病とは
認められなかったのですが、家族性も
やもや病の検査によって家系の中に片
側例もあることがわかってきて、2009
年の改訂診断基準からは両側性である
必要はなくなっています。
　齊藤　遺伝子はわかってきているの
でしょうか。
　野川　最近、原因となる遺伝子のひ
とつがわかりました。もやもや病は12
％も家族歴が認められるということで、
今までも様々な遺伝学的検査が行われ
てきましたが、原因遺伝子がわかった
のは最近の遺伝学の進歩によるところ
が大きいと思います。2011年に日本の
家族例を用いたゲノムワイド関連解析
（いわゆるGWAS）で、第17番染色体
にRNF213という遺伝子が見つかりま
した。これは感受性遺伝子で、日本の
家族例の95％、孤発例の79％にこの
RNF213の変異があることがわかって
います。
　一番多い変異は、C末端の14,576番
目の塩基がGからAに変異するもので、
アルギニンをリジンに変えるミスセン
ス変異です。この多型を有する場合、
本疾患を発症するオッズ比は日本人で
339倍、韓国人でも136倍に達するとい
われています。ただし、ヨーロッパに

ももやもや病はあるのですが、ヨーロ
ッパではこの変異はほとんど見つから
ないということで、これは東アジア独
特の変異であるとわかっています。
　齊藤　この疾患は何もしないでいる
と相当悪くなっていくのですね。
　野川　そうですね。ただ、何もイベ
ントを起こさずに一生を終える方も多
くいることが最近になってわかってき
て、症状がほとんどない方、あるいは
頭痛だけを訴える方もいます。そうい
ったタイプの方は無症状型、あるいは
頭痛型と呼ばれることがあります。最
近、人間ドックなどでMRIがよく行わ
れるようになりましたが、それによっ
て無症状型のもやもや病が偶然診断さ
れることがあります。
　症状を呈する方の場合、一般的には
何らかの治療が行われます。この治療
は大きく分けて２つありまして、外科
的な治療と内科的な治療です。外科的
治療は、さらに２つに分かれ、ひとつ
は直接血行再建術、これは頭蓋内の中
大脳動脈（MCA）と頭蓋外の浅側頭
動脈（STA）を吻合する手術です。も
うひとつは、若年の方などで直接血管
同士を結ぶことが困難な場合に、外頸
動脈系の血管を有する組織を脳表に直
接付着させることによって血行再建を
促すという、間接血行再建術というも
のがあります。
　齊藤　そういった外科的なテクニッ
クが非常に重要ということですが、そ

の効果を大規模試験で見られているの
でしょうか。
　野川　虚血型に関しては、つなぐこ
とによって実際に症状が取れるので、
有効ということがわかっているのです
が、問題は出血された方で、出血型に
対してこの手術が果たして有効かどう
かがよくわかっていなかったのです。
最近、日本で出血型に対して両側の
STA-MCA吻合術がその後の再発を予
防するかどうかを検証する二重盲検比
較試験（RCT）であるJAM trial（Japan 
adult moyamoya trial）が行われまし

た。５年間にわたって追跡したところ、
手術群のほうが非手術群に比して有意
に再出血が少ないことがわかってきて、
出血例に対しても最近では直接血行再
建術が行われるようになっています。
　内科的な治療としては、あまり高い
エビデンスはないのですが、若年の虚
血型に対してシロスタゾールなどの抗
血小板薬の投与が行われたり、血管拡
張作用があるイブジラスト、イフェン
プロジル、Ca拮抗薬などの薬剤が使用
されることがあります。
　齊藤　ありがとうございました。
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ともちろん、内頸動脈終末部あるいは
前および中大脳動脈の近位部にそうい
った狭窄部が認められることが条件に
なっているのですが、以前は成人では
これが両側性にないともやもや病とは
認められなかったのですが、家族性も
やもや病の検査によって家系の中に片
側例もあることがわかってきて、2009
年の改訂診断基準からは両側性である
必要はなくなっています。
　齊藤　遺伝子はわかってきているの
でしょうか。
　野川　最近、原因となる遺伝子のひ
とつがわかりました。もやもや病は12
％も家族歴が認められるということで、
今までも様々な遺伝学的検査が行われ
てきましたが、原因遺伝子がわかった
のは最近の遺伝学の進歩によるところ
が大きいと思います。2011年に日本の
家族例を用いたゲノムワイド関連解析
（いわゆるGWAS）で、第17番染色体
にRNF213という遺伝子が見つかりま
した。これは感受性遺伝子で、日本の
家族例の95％、孤発例の79％にこの
RNF213の変異があることがわかって
います。
　一番多い変異は、C末端の14,576番
目の塩基がGからAに変異するもので、
アルギニンをリジンに変えるミスセン
ス変異です。この多型を有する場合、
本疾患を発症するオッズ比は日本人で
339倍、韓国人でも136倍に達するとい
われています。ただし、ヨーロッパに

ももやもや病はあるのですが、ヨーロ
ッパではこの変異はほとんど見つから
ないということで、これは東アジア独
特の変異であるとわかっています。
　齊藤　この疾患は何もしないでいる
と相当悪くなっていくのですね。
　野川　そうですね。ただ、何もイベ
ントを起こさずに一生を終える方も多
くいることが最近になってわかってき
て、症状がほとんどない方、あるいは
頭痛だけを訴える方もいます。そうい
ったタイプの方は無症状型、あるいは
頭痛型と呼ばれることがあります。最
近、人間ドックなどでMRIがよく行わ
れるようになりましたが、それによっ
て無症状型のもやもや病が偶然診断さ
れることがあります。
　症状を呈する方の場合、一般的には
何らかの治療が行われます。この治療
は大きく分けて２つありまして、外科
的な治療と内科的な治療です。外科的
治療は、さらに２つに分かれ、ひとつ
は直接血行再建術、これは頭蓋内の中
大脳動脈（MCA）と頭蓋外の浅側頭
動脈（STA）を吻合する手術です。も
うひとつは、若年の方などで直接血管
同士を結ぶことが困難な場合に、外頸
動脈系の血管を有する組織を脳表に直
接付着させることによって血行再建を
促すという、間接血行再建術というも
のがあります。
　齊藤　そういった外科的なテクニッ
クが非常に重要ということですが、そ

の効果を大規模試験で見られているの
でしょうか。
　野川　虚血型に関しては、つなぐこ
とによって実際に症状が取れるので、
有効ということがわかっているのです
が、問題は出血された方で、出血型に
対してこの手術が果たして有効かどう
かがよくわかっていなかったのです。
最近、日本で出血型に対して両側の
STA-MCA吻合術がその後の再発を予
防するかどうかを検証する二重盲検比
較試験（RCT）であるJAM trial（Japan 
adult moyamoya trial）が行われまし

た。５年間にわたって追跡したところ、
手術群のほうが非手術群に比して有意
に再出血が少ないことがわかってきて、
出血例に対しても最近では直接血行再
建術が行われるようになっています。
　内科的な治療としては、あまり高い
エビデンスはないのですが、若年の虚
血型に対してシロスタゾールなどの抗
血小板薬の投与が行われたり、血管拡
張作用があるイブジラスト、イフェン
プロジル、Ca拮抗薬などの薬剤が使用
されることがあります。
　齊藤　ありがとうございました。
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